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はじめにはじめにはじめにはじめに    

このレポートでは、私が 2007 年度に Würzburg 大学に留学した経験に基づき、その生活や

大学での授業について述べたいと思います。したがって、このレポートの内容は私個人の

体験や見解であることをご了承ください。年度によって大学のシステムや授業内容に変更

があるかもしれません。ここに記載している情報は、あくまで 2007 年度のものです。新し

い情報に関しては Würzburg 大学のホームページなどを参考にしてください。 
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①①①①大大大大学選学選学選学選びとびとびとびと出願方法出願方法出願方法出願方法    

 

 大学選びで頼りにしたものはインターネットでした。私は Pfadfinder24 という会社のサ

イトから、自分に合った大学を探しました。この会社は、本人に代わってドイツの大学の

出願などの業務を行っています。出願の依頼にはお金がかかりますが、確実に業務を行っ

てもらえます。以下は Pfadfinder24 の URL です。 

 

http://www.pfadfinder24.de/index.html 

 

Würzburg 大学は、ドイツ語初級コースがある点、ドイツ語コースに入る際に入学試験がな

い点(既定の期間ドイツ語を学習した者で、日本の高校を卒業し、大学に入学している者な

ら誰でも参加できるドイツ語コースがあります。)が良かったため、選びました。ここでい

うドイツ語コース(Sprachkurs)とは、正規の大学の科目ではなく、留学生のために大学が

開催しているドイツ語習得のための授業のことです。Würzburg 大学には様々なドイツ語コ

ースがあり、その内の殆どのコースで最後に試験が行われます。もちろん大学から成績証

を発行してもらえます。 

 

私の場合、Pfadfinder24 に出願を依頼したのが留学開始(春出発)の前年の 11 月で、夏ゼメ

スターの入学許可証入学許可証入学許可証入学許可証(Zulassungsbescheid zum Studium an der Uni(Zulassungsbescheid zum Studium an der Uni(Zulassungsbescheid zum Studium an der Uni(Zulassungsbescheid zum Studium an der Universität Würversität Würversität Würversität Würzzzzburg im burg im burg im burg im 

Sommersemester Sommersemester Sommersemester Sommersemester ))))が届いたのは、年が明けた 1 月 5 日頃でした。(冬ゼメスターの場合は

Zulassungsbescheid zum Studium an der UniZulassungsbescheid zum Studium an der UniZulassungsbescheid zum Studium an der UniZulassungsbescheid zum Studium an der Universität Würversität Würversität Würversität Würzzzzburg im burg im burg im burg im WinterWinterWinterWintersemester semester semester semester と

いう名称です。) 

この入学許可書を得るために、私は Deutsche Sprachwissenschaft を主専攻に選んで出願

しました。そのため、入学許可書にはこの学科を受けるための、入学試験入学試験入学試験入学試験 (Deutsche (Deutsche (Deutsche (Deutsche 

SprachprSprachprSprachprSprachprüfung für den Hochschulzugang üfung für den Hochschulzugang üfung für den Hochschulzugang üfung für den Hochschulzugang 通称通称通称通称 DSH)DSH)DSH)DSH)の日程の案内が書いてあります。

DSH は専攻科目に関わらず、個人留学をしたい外国人が、ドイツの大学で学ぶ際に必要な

入学試験です。この試験で既定の点数以上を取らないと、大学では学べません。 

私は当時この試験に受かる実力が無かったため、始めはこの試験を受けず、Würzburg 大学

の語学コースに通うことにしました。 
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②②②②語学語学語学語学コースコースコースコース    

    

１１１１．．．．コースコースコースコースののののスケジュールスケジュールスケジュールスケジュール    

    

Würzburg 大学の語学コースには、さまざまなコースがあります。以下が春から 1 年間の語

学コースのスケジュールです。 

 

SommersemesterSommersemesterSommersemesterSommersemester    

    

3333 月月月月        集中集中集中集中コースコースコースコース((((IntensivkursIntensivkursIntensivkursIntensivkurs))))        

    

DSHDSHDSHDSH 準備準備準備準備のためののためののためののための語学語学語学語学コースコースコースコース ((((Sprachkurse zur Sprachkurse zur Sprachkurse zur Sprachkurse zur Vorbereitung auf Vorbereitung auf Vorbereitung auf Vorbereitung auf     diediediedie    

DSHDSHDSHDSH----PrüfungPrüfungPrüfungPrüfung))))    

    

4444 月月月月    大学入学大学入学大学入学大学入学のためののためののためののためのドイツドイツドイツドイツ語試験語試験語試験語試験((((DSHDSHDSHDSH----PrüPrüPrüPrüfungfungfungfung))))    

    

4444 月月月月 ～～～～ 7777 月月月月     DSHDSHDSHDSH 準 備準 備準 備準 備 コ ー スコ ー スコ ー スコ ー ス     中 級中 級中 級中 級 //// 初 級初 級初 級初 級     ((((DSHDSHDSHDSH----VorbereitungskursVorbereitungskursVorbereitungskursVorbereitungskurs    

Mittelstufe/GrundstufeMittelstufe/GrundstufeMittelstufe/GrundstufeMittelstufe/Grundstufe))))またはまたはまたはまたは上級上級上級上級((((OberstufeOberstufeOberstufeOberstufe))))    

    

7777 月下旬月下旬月下旬月下旬～～～～8888 月月月月    夏休夏休夏休夏休みみみみ    

                                                                                                                                                            

WintersemesterWintersemesterWintersemesterWintersemester    

    

9999 月月月月        集中集中集中集中コースコースコースコース((((IntensivkursIntensivkursIntensivkursIntensivkurs))))    

    

DSHDSHDSHDSH 準 備準 備準 備準 備 の た め のの た め のの た め のの た め の 語 学語 学語 学語 学 コ ー スコ ー スコ ー スコ ー ス ((((Sprachkurse zur Sprachkurse zur Sprachkurse zur Sprachkurse zur Vorbereitung auf die Vorbereitung auf die Vorbereitung auf die Vorbereitung auf die 

DSHDSHDSHDSH----PrüfungPrüfungPrüfungPrüfung))))    

    

10101010 月月月月    大学大学大学大学入学入学入学入学のためののためののためののためのドイツドイツドイツドイツ語試験語試験語試験語試験((((DSHDSHDSHDSH----PrüfungPrüfungPrüfungPrüfung))))    

    

10101010 月月月月 ～～～～ 2222 月月月月     DSHDSHDSHDSH 準 備準 備準 備準 備 コ ー スコ ー スコ ー スコ ー ス     中 級中 級中 級中 級 //// 初 級初 級初 級初 級     ((((DSHDSHDSHDSH----VorbereitungskursVorbereitungskursVorbereitungskursVorbereitungskurs    

Mittelstufe/GrundstufeMittelstufe/GrundstufeMittelstufe/GrundstufeMittelstufe/Grundstufe))))またはまたはまたはまたは上級上級上級上級((((OberstufeOberstufeOberstufeOberstufe))))    

    

12121212 月中旬月中旬月中旬月中旬～～～～1111 月上旬月上旬月上旬月上旬    冬休冬休冬休冬休みみみみ    
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上記から分かるように、ゼメスターごとに同じコースが行われています。自分の実力に合

ったレベルのコースが選択できますが、コースによって受講者に規定があります。 

    

    

2222．．．．コースコースコースコースののののレベルレベルレベルレベルとととと種類種類種類種類 

    

コースのレベルは、下記の順に難しくなります。(これらのコースは 2007 年度のもので

す。) 

    

ⅠⅠⅠⅠ．．．．DSHDSHDSHDSH----VorbereitungskursVorbereitungskursVorbereitungskursVorbereitungskurs----GrundstufeGrundstufeGrundstufeGrundstufe 

ⅡⅡⅡⅡ．．．．IntensivkursIntensivkursIntensivkursIntensivkurs 

ⅢⅢⅢⅢ．．．．DSHDSHDSHDSH----VorbereitungskursVorbereitungskursVorbereitungskursVorbereitungskurs----MittelstufeMittelstufeMittelstufeMittelstufe    

ⅣⅣⅣⅣ．．．．Sprachkurse zur Sprachkurse zur Sprachkurse zur Sprachkurse zur Vorbereitung auf Vorbereitung auf Vorbereitung auf Vorbereitung auf     diediediedie    DSHDSHDSHDSH----PrüfungPrüfungPrüfungPrüfung 

ⅤⅤⅤⅤ．．．．OberstufeOberstufeOberstufeOberstufe     

    

    

ⅠⅠⅠⅠ．．．．DSHDSHDSHDSH----VorbereitungskursVorbereitungskursVorbereitungskursVorbereitungskurs----GrundstufeGrundstufeGrundstufeGrundstufe 

このコースは、ドイツ語初心者のためのコースです。授業料は無料で、受けたい人は初回

の授業に参加すれば受けることができます。小テストの他、学期末に試験があります。 

必要な教材：Passwort3.4 

受講期間：4 月～7 月/10 月～2 月 週 4 時間 

 

 

ⅡⅡⅡⅡ．．．．IntensivkursIntensivkursIntensivkursIntensivkurs    

    このコースは、Ⅲ．DSH-Vorbereitungskurs-Mittelstufe の準備コースです。簡単な文法

表現や読解、聞き取りを 1 ヵ月かけて学びます。コースの最後に試験があります。 

入学許可証入学許可証入学許可証入学許可証 (Zulassungsbescheid zum Studium an der Uni(Zulassungsbescheid zum Studium an der Uni(Zulassungsbescheid zum Studium an der Uni(Zulassungsbescheid zum Studium an der Universität Würversität Würversität Würversität Würzzzzburg im burg im burg im burg im 

SommersemeSommersemeSommersemeSommersemester ster ster ster /Wintersemester/Wintersemester/Wintersemester/Wintersemester)))) が必要です。 

 受講期間：3 月/9 月 (このコースか、ⅣⅣⅣⅣ．．．．Sprachkurse zur Sprachkurse zur Sprachkurse zur Sprachkurse zur Vorbereitung auf Vorbereitung auf Vorbereitung auf Vorbereitung auf     diediediedie    

DSHDSHDSHDSH----PrüfungPrüfungPrüfungPrüfung のどちらかを選択します。) 

    

    

ⅢⅢⅢⅢ．．．．DSHDSHDSHDSH----VorbereitungskursVorbereitungskursVorbereitungskursVorbereitungskurs----MittelstufeMittelstufeMittelstufeMittelstufe    

    始めにクラス分けテスト(Einstufungstest)が実施されます。合否はありません。 

文法、読解、聞き取り、作文、文化や地理などを学びます。 

コースの最後に試験があります。 
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入学許可証入学許可証入学許可証入学許可証が必要です。 

 必要な教材：Lehr-und Übungsbuch der deutschen Grammatik 

 受講期間：4 月～7 月/10 月～2 月 週 14 時間 

 

    

ⅣⅣⅣⅣ．．．．Sprachkurse zur Sprachkurse zur Sprachkurse zur Sprachkurse zur Vorbereitung auf Vorbereitung auf Vorbereitung auf Vorbereitung auf     diediediedie    DSHDSHDSHDSH----PrüfungPrüfungPrüfungPrüfung    

    DSH 試験の 1 カ月前に行われる、集中準備コースです。DSH を受ける人はこのコース

を受講します。 

 始めにクラス分けテストがあります。合否があるため、受講できない人もいます。その

場合はⅡⅡⅡⅡ．．．．IntensivkursIntensivkursIntensivkursIntensivkurs を勧められます。 

授業内容は、ⅢⅢⅢⅢ．．．．DSHDSHDSHDSH----VorbereitungskursVorbereitungskursVorbereitungskursVorbereitungskurs----MittelstufeMittelstufeMittelstufeMittelstufe のレベルが上がったもので、DSH

対策問題を解きます。 

このコース自体に試験はなく、DSH がこのコースの試験とみなされます。  

入学許可証入学許可証入学許可証入学許可証が必要です。 

必要な教材：Übungsgrammatik für Fortgeschrittene、Hörverstehen 

受講期間：3 月/9 月 週 20 時間 

 

 

ⅤⅤⅤⅤ．．．．OberstufeOberstufeOberstufeOberstufe 

 DSH-2 に合格した人のみ受講できます。(DSH については後で述べたいと思います。)上

級レベルの文法、読解、語彙、プレゼンなどを勉強できます。 

入学許可証入学許可証入学許可証入学許可証が必要です。 

 受講期間：4 月～7 月/10 月～2 月 

 

これらのコースの日程や、受講手続きに関しては、Würzburg 大学のホームページに記載さ

れています。 

＊これらのコースのどれかの受講手続きを行うと、ゼメスターの初めに証明書証明書証明書証明書

(Bescheinigung)(Bescheinigung)(Bescheinigung)(Bescheinigung)を大学から発行されます。この証明書は大変大切なもので、これによって

ドイツの学生であることが証明されます。VISAVISAVISAVISA のののの申請申請申請申請の際に必要な在学証明書は、ドイツ

出発の前に日本で受け取る入学許可証入学許可証入学許可証入学許可証 ((((Zulassungsbescheid zum Studium an der Zulassungsbescheid zum Studium an der Zulassungsbescheid zum Studium an der Zulassungsbescheid zum Studium an der 

UniUniUniUniversität Würversität Würversität Würversität Würzzzzburg im Sommersemester burg im Sommersemester burg im Sommersemester burg im Sommersemester /Wintersemester)/Wintersemester)/Wintersemester)/Wintersemester)ではなく、コースの受講手

続きを行ってから受け取る証明書証明書証明書証明書(Bescheinigung)(Bescheinigung)(Bescheinigung)(Bescheinigung)です。 

1 ゼメスターの期間コースを受講すると、最後に来学期も在籍するかというアンケートが実

施されます。引き続き在籍する場合は、そのアンケートに記入すると、来学期の入学許可入学許可入学許可入学許可

書書書書が発行されます。 
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③③③③DSHDSHDSHDSH とととと大学大学大学大学のののの科目科目科目科目    

 

DSH とは、入学試験入学試験入学試験入学試験(Deu(Deu(Deu(Deutsche Sprachprtsche Sprachprtsche Sprachprtsche Sprachprüfung für den Hochschulzugangüfung für den Hochschulzugangüfung für den Hochschulzugangüfung für den Hochschulzugang))))の略称です。 

この試験には 3 段階の合格があります。合格のレベルは、DSH の試験において、自分が何％

の正答率を獲得したかによって決まります。 

 

 

DSHDSHDSHDSH----1111・・・試験で 57％以上の正答率がある場合    

DSHDSHDSHDSH----2222・・・試験で 67％以上の正答率がある場合 

DSHDSHDSHDSH----3333・・・試験で 82％以上の正答率がある場合 

 

 

以上が DSH の合格ラインです。語学コースの Oberstufe や、大学での学科(たとえば

Deutsche Sprachwissenschaft など)を受講するためには最低 DSHDSHDSHDSH----2222 が必要です。また、

Würzburg 大学で取得した DSH の成績で、他大学の学科を受けることもできます。DSH-1

で受講できる学科もあります。 

DSH に合格して、学籍登録学籍登録学籍登録学籍登録(Immatrikulation)(Immatrikulation)(Immatrikulation)(Immatrikulation)をすると、正規の大学生になれます。その際

に発行される学籍登録証明書学籍登録証明書学籍登録証明書学籍登録証明書((((ImmatrikulationsbescheinigungImmatrikulationsbescheinigungImmatrikulationsbescheinigungImmatrikulationsbescheinigung))))があると、Würzburg 内の

バスや路面電車を無料で利用できるなど、ドイツの学生としての待遇を受けられます。 

試験の内容は、文法、読解、作文、聞き取りです。Sprachkurse zur Sprachkurse zur Sprachkurse zur Sprachkurse zur Vorbereitung auf Vorbereitung auf Vorbereitung auf Vorbereitung auf     diediediedie    

DSHDSHDSHDSH----PrüfungPrüfungPrüfungPrüfung で学習した内容から主に出題されます。難易度は非常に高いです。 

 

大学の科目には、主に講義講義講義講義(Vorlesung)(Vorlesung)(Vorlesung)(Vorlesung)とゼミゼミゼミゼミ(Seminar)(Seminar)(Seminar)(Seminar)があります。講義講義講義講義(Vorlesung)(Vorlesung)(Vorlesung)(Vorlesung)は

DSH に合格していない者でも、参加することができます。講義はもちろんドイツ語で行わ

れ、ドイツ語を勉強するためのコースではなく、ドイツ語で学問をする講義です。 

ゼミゼミゼミゼミ(Seminar)(Seminar)(Seminar)(Seminar)は DSH 合格が必要です。1 ゼメスター目から受講できるものもあります

が、難易度は非常に高いです。 
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④④④④生活生活生活生活    

    

1111．．．．部屋探部屋探部屋探部屋探しししし    

  

日本で受け取った入学許可証入学許可証入学許可証入学許可証(Zulassungsbescheid zum Studium an der Uni(Zulassungsbescheid zum Studium an der Uni(Zulassungsbescheid zum Studium an der Uni(Zulassungsbescheid zum Studium an der Universität versität versität versität 

WürWürWürWürzzzzburg im Sommersemester burg im Sommersemester burg im Sommersemester burg im Sommersemester /Wintersemester)/Wintersemester)/Wintersemester)/Wintersemester)と同封の紙に、Würzburg 大学の寮の

案内書があります。それに従って申し込めば、寮に入ることができます。 

しかし、寮は大変人気なため、順番待ちリストに入れられる場合もあり、確実に入居で

きるとはかぎりません。 

 ドイツに来てからの住居の探し方として、StudentenwerkStudentenwerkStudentenwerkStudentenwerk に行くことをお勧めします。

StudentenwerkStudentenwerkStudentenwerkStudentenwerk は大学の学生部のような機関で、大学とは別の建物にあります。街の中

心部の近くに位置しています。大学のホームページなどに所在地が載っています。 

この建物には、留学生用の課もあり、疑問があれば相談に載ってくれます。学生寮課に

直接行けば、寮の申込期限が過ぎていたり、順番待ちリストに入ることになっていたり

しても、場合によっては空いてる部屋を紹介してもらえます。 

 その他に、大学のメンザの前には張り紙がたくさん貼ってあり、学生が引っ越す場合

に、次の入居者を募集している場合があります。その貼り紙を見て直接連絡を取る方法

もあります。これらの物件は、もともと学生が借りているものなので、家賃があまり高

くない場合が多いです。 

 また、インターネットで物件を探したり、住宅紹介会社を訪ねて探すこともできます

が、寮に比べて家賃や敷金が高い場合が多く、家具も付いていないタイプの部屋が多い

ため、短期の留学には適さないかもしれません。 

 

 

２２２２．．．．そのそのそのその他必要他必要他必要他必要なことなことなことなこと    

 

ドイツに着いてから、必要と思われる手続きを挙げます。 

 

・・・・銀行口座開設銀行口座開設銀行口座開設銀行口座開設    

        銀行口座は、家賃の引き落としや日本からの送金などのために開設します。Sparkasse と

いう銀行は、店舗が多く、大学構内に ATM がある(2007 年度当時)ので便利でした。また、

係りの人が親切で、日本人留学生の多くが Sparkasse に口座を持っていました。その他に

Deutsche Bank などがあります。 
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・・・・住民登録住民登録住民登録住民登録    

        Würzburg での住所が決まった際に、市役所（Rathaus）で住民登録（Anmeldung）    

  を行います。市役所に行けば、記入用紙があります。 

 

・・・・携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話のののの契約契約契約契約    

     携帯電話が必要な場合は、プリペイド式の物を購入すると便利です。本体に購入した値

段分のチップを入れると、その値段分の通話やメールが出来るものです。チップは携帯ショ

ップの他、自販機などで購入できます。 

一般の携帯電話は 2 年契約のものが多く、それ以前の解約が必要な場合、大変面倒な手

続きをしなくてはなりません。 

  

・・・・電車電車電車電車カードカードカードカード(Bahncard)(Bahncard)(Bahncard)(Bahncard)作成作成作成作成    

        このカードがあると割引料金で切符を買えるので、鉄道（DB）をたくさん利用する場合はお

得です。作成するのに料金がかかります。25％と 50％割引きのカードがあります。 

  S-Bahn や U-Bahn には適用されません。 

 

・・・・VISAVISAVISAVISA 申請申請申請申請    

パスポート、海外保険、語学コース又は学籍登録の証明書、親の財産証明又は銀行口座

の残高証明が必要です。ドイツに入国した日から３ヵ月以内に行います。 

市役所に VISA 申請用の部屋があります。     

 

 

・・・・インターネットインターネットインターネットインターネット        

図書館で使用できますが、アカウントを買う必要があります。（正規の学生は無料） 

寮ではワイヤレスランが使用できる場合があります。(相場は 1 カ月 10€ほどです。) 

そのほかに、テレコムと契約する方法があります。 

最後最後最後最後にににに    

        

ドイツでの生活では、友人に大変助けられました。特に、ドイツ人の友人には様々な面でお世話

になりました。Würzburg 大学には日本語学科がありますが、現在は残念ながら Erlangen

に引っ越しし、新入生を募集していません。在学生はそのまま Würzburg で学んでいま

すが、卒業していくばかりで、人数は年々減っていくでしょう。しかしながら、日本に

興味がある人は多く、スタムティッシュも無くなることなく開催されています。このス

タムティッシュに参加してり、タンデムパートナーを探したりすることは、ドイツで友

人をつくる１つの手段なので、大いに活用してください。 


