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ロストック大学（Universität Rostock）   担当教員：シュッテレ                             

概要（提携 1987 年～1994 年, 2003 年～     人数：定員 5 名） 

＜所在地＞         Rostock International House 
 Kröpeliner Straße 29 
 18055 Rostock 

ホームページ http://www.uni-rostock.de/ 

＜沿革＞ ・1419 年創立。バルト海沿岸のハンザ都市ロストックにあるドイツで三番目に歴史の古い

大学。麗澤との提携は東ドイツ時代の 1987 年に始まった。 

・北ドイツの森とバルト海の自然に囲まれた美しい都市は勉学に理想的な環境。 

＜特色＞  

 

 

 

      

      

・基本的に語学学校 Study in Germany で提供される授業に参加する。集中語学講座なので、

１年間で語学力の大幅な向上が期待できる。 

・学期開始前にクラス分け試験が行なわれ、各自のレベルに応じた語学コースで学ぶ。B2

レベルを証明できれば、特別研修費が半額になる。 

・同大学では麗澤大学の概説科目の単位に相当する授業を特別に委託していないので、選

択科目に関してはチューターや担当教員に自分で相談しなければならない。英語の授業

はレベルが高く、麗澤大学の学生は履修できないこともある。科目によっては、追加料

金がかかる場合がある。 

・留学開始までにドイツの生活環境に慣れるため、9 月にドイツ各地で行われる語学研修に

参加することを推奨する。 

費用と期間はプログラムによって異なる。 

費用概算：約 725€～1025€(講座費用+宿泊費+1 ヶ月定期) 

＜学生寮＞ ・学生寮(個室)は市の中心と周辺に散在しており、それぞれ特色があるが、教室に徒歩で通

える寮もある。 

＜生活＞ 

 

 

・街の中心にある大学本館とそれに続く複合棟の他に多くの大学の建物が市中に散在し、

路面電車を使用して各棟に移動する。大学に徒歩で通える寮もある。 

・港町なので魚が食べられるレストランが多く、食生活は日本人に理想的な環境である。

大きな町ではないが、生活に必要なものはすべて揃う。 

・学生課や国際交流課に当たる部局で授業、生活面とも充実したケアが受けられる。 

＜条件＞ ・ドイツ語専攻：ヨーロッパ言語共通参照枠（CEFR）A1 レベルのドイツ語力があると認

められること（検定試験の合否、授業成績などから総合的に判断する）。 

 留学前に「ドイツ語基礎演習Ⅲまたは IV」を修了していること。 

・他専攻：留学前に「ドイツ語 III」または「ドイツ語 IV」を修了していること。 

 

＜留学期間＞ 1 年留学：2 年次第 2 学期から 1 年間(定員 5 名) 

（冬学期 10 月～2 月 / 夏学期 4 月～7 月） 

＜奨学金制度＞ 麗澤大学海外留学奨学金・日本学生支援機構奨学金 

 

http://www.uni-rostock.de/
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12月中

1～3月 次年度ドイツ留学概要説明

4月

4/11 ZOOM冬学期留学募集説明会(長期・短期）

※4月末までに必ずﾊﾟｽﾎﾟｰﾄを取得しておく

4/25 〆切　Google formから留学先希望申込

ドイツ語専攻で派遣先や人数の調整

5月

5/13 留学先決定通知

5/26 短期語学研修書類提出期限「参加願」「誓約書」「パスポートコピー｝

5/27 留学手続き書類提出期限（国際交流センター）

6月　上 各留学先手続き開始(入学申請書・寮申込）　　　　　　　　　

（保証人へ留学説明会案内配布）

6/25 留学準備説明会（*海外留学保険と航空券の斡旋・申込）

7月　 (学生・保証人）

留学先大学から入学許可証到着・配布

8月　8/2 最終説明会

各短期語学研修出発

2022　ミュンスター、バウハウス、イェーナ/エアフルト

9月 出発　(各事前研修受講者出発）

2022　ドレスデン、ライプツィヒ

9月下～ 出発　（各大学冬学期留学出発）

各大学夏学期留学募集

10月 留学先大学冬学期開始

夏学期書類提出〆切　　国際交流センター

11月 2023年夏学期留学手続き開始

12月上 渡航説明会（*海外留学保険と航空券の斡旋・申込）

　　　

2023年

1月

2月 夏学期留学最終説明会

留学先大学冬学期終了　帰国(冬学期留学）

出発（事前研修/レーゲンスブルク）

3月 レーゲンスブルク大学インテンシブコース開始

4月 出発(夏学期留学）　夏学期開始

7月 留学先大学夏学期終了

帰国（1年留学/夏学期留学）7～8月

8月

9月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ドイツ語圏留学年間スケジュール

2022年　　　　　1年次～2年次

留学提出書類
・「留学願」
・「誓約書」※必ず保証人自筆(提出用・保管用提出）
・「留学支援アンケート」
・｢麗澤大学成績証明書（GPA付）
・「ドイツ語技能検定試験3級」、「ÖSD初級」、又は

「Start Deutsch1｣の 結果通知票の写し(あれば）
・英語プログラムはTOEFL/TOEICのスコアコピー
・ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ（写真のページ）のコピー
・留学奨学金申請書類(該当者のみ）

担当教員の指示に従い留学申込（Online手続き他）
イェーナ大学・ハレ大学・ロストック大学・
ヴッパータール大学・ マールブルク大学

*ハレ、ロストックの留学者は費用負担能力の証明書が必要。
日本でのビザ取得を推奨する。

・留学説明会出欠票(国際交流センター）

*事前語学研修参加者は担当教員の指導でOnline登録。

入寮申し込み、費用振込。

・住所、TELを担当教員に通知
・授業時間割を担当教員に送付

・10月にゼミの申込みを麗澤大学のネット上で行う

・帰国後単位認定手続きを行う。下記書類を提出
①成績証明書
②単位認定資料 ③単位認定申請願
④留学報告書

(A4で2枚：2400字以上、適切なタイトルをつける。
ホームページ等に公開する場合もあるので、
一緒に掲載できる写真をjpgで添付する。）

・成績証明書を担当教員に提出

・帰国後単位認定手続きを行う。下記書類を提出
①成績証明書

②単位認定資料 ③単位認定申請願

④留学報告書

(A4で2枚：2400字以上、適当なタイトルをつける。
ホームページ等に公開する場合もあるので、

一緒に掲載できる写真をjpgで添付する。）

提出書類

･「留学願」 ・｢誓約書」 ・「成績証明書(GPA付）」

･TOEFL/TOEIC SCOREコピー ・「留学支援アンケート」

担当教員の指示に従い留学申込（Online手続き他）
イェーナ大学 ・ ヴッパータール大学 ・ ハレ大学
マールブルク大学 ・ レーゲンスブルク大学
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1€＝ 135

１）留学先での費用 ユーロ(1年） 金額(1年） 支払い方法

特別研修費
（B2以上:1300€/B2未満:2610€）

2,610 € ¥352,350 各自が留学前に銀行送金する。

事前夏期語学講座（希望者）
(725€～1025€)

寮費(約90€～405€×10ヶ月)例230€ 2,300 € ¥310,500

入寮保証金（1ヶ月分※退寮時返還される） 230 € ¥31,050

学生疾病保険代(39€×10ヶ月)1例 390 € ¥52,650

学生証(交通共通券・生協費）
207€×2＝414€

414 € ¥55,890

ビザ申請費(カードの場合：約100€) 100 € ¥13,500

食費等(月3万円×10ヶ月) ¥300,000

合計① 6,044 € ¥1,115,940

２）渡航費用

航空運賃（往復） ¥135,000 2022.3月出発フランクフルト往復

航空券発券手数料 ¥6,750 *全日空の1例

成田空港使用料

海外空港税 れいたくツアーズに各自支払う。

航空保険料・燃油特別付加運賃

学研災付帯海外留学保険 ¥81,420 拡充プラン10ヶ月の例

合計② ¥279,610

留学費用概算　合計①＋② ¥1,395,550

３）麗澤大学への納入金

授業料 ¥830,000

施設費 ¥300,000 期日までに廣池学園経理課へ振込む。

学友会費　　1学期のみ納入 ¥6,000 （第1学期分3/31／第2学期分9/19）

後援会費 ¥30,000

合計③ ¥1,166,000

留学費用概算　合計①＋②＋③ ¥2,561,550

ロストック大学

留学費用(概算)

現地銀行口座から、毎月引き落としになる。
寮費・疾病保険代（DAK)は個人の契約によっ
て異なる。初月は寮費2ヶ月分と保証金を支
払う。

¥56,440



2020.2.7 

ロストック大学 
履修科目と単位認定例                                  
ドイツ語・ドイツ文化専攻   

・基本的に語学学校 Study in Germany で提供される授業に参加する。 

各自のレベルに応じた語学コースなので、１年間で語学力の大幅な向上が期待できる。 

・同大学では麗澤大学の概説科目の単位に相当する授業を特別に委託していないので、選択科目に関しては 

チューターや担当教員に自分で相談しなければならない。科目によっては、追加料金がかかる場合がある。 

・英語の授業はレベルが高く、麗澤大学の学生は履修できないこともある。 

◆2018.10 月～2019.6月の留学 ドイツ語・ドイツ文化専攻 2年の 1 例  

 
＊個人によって履修科目、認定単位は異なる  

 

留学先で
の学修時
間

時数（分） 科目区分 単位数

基演・必 1
基演・必 1
基演・必 1
基演・必 1
基演・必 1
基演・必 1
入概・必 2
入概 2
入概 2
副専 2
副専 2
副専 2
副専 2
副専 2

22

留学先で
の学修時
間

時数（分） 科目区分 単位数

上演・必 1
上演 1
上演 1
上演 1
上演 1
上演 1
上専・ゼミA 2
上専 2
上専 2
上専 2

3360 2700 外国語2 2
16
38

小計単位数

合計単位数

Study in Germany 18900 18900

海外留学基礎研究Ｆ

海外留学基礎研究Ｇ

小計単位数

Spanish Level A1 スペイン語

Study in Germany
(Deutsch B2/C1.1) 13500 13500

海外留学上級演習Ａ

海外留学上級研究 D

海外留学上級演習Ｃ

海外留学上級演習Ｄ

海外留学上級演習Ｅ

海外留学上級研究Ａ

海外留学上級研究Ｂ

海外留学上級研究 C

海外留学上級演習Ｂ

ロストック大学  Sommersemester 麗澤大学

履修科目名 認定科目名

ドイツ語ワークショップＡ

海外留学基礎研究Ｄ

海外留学基礎研究Ｅ

海外留学基礎研究Ａ

海外留学基礎研究Ｂ

海外留学基礎研究Ｃ

ドイツ語総合IVＣ

ドイツ語会話IVＡ

ドイツ語会話IVＢ

ドイツ語会話IVＣ

ヨーロッパの現代

ドイツ語総合IVＢ

ロストック大学　Wintersemester 麗澤大学

履修科目名 認定科目名

ドイツ語総合IVＡ
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ドイツ留学 留意事項                             

 

留学に際しての留意事項 

留学前 ・ パスポート、入学許可書、海外留学保険などの重要書類は必ずコピーをとり、別に保

管する。保護者にも渡しておく。 

・ 写真（パスポートサイズ）を 4~5 枚程度持参する（何かと役に立つ）。 

・ 持病のある人は病歴、処方箋等を記した診断書(独文あるいは英文)を持参するとよい。 

・ 常備薬は必ず持参する。コロナ感染をしたときも役立つ。留学前に歯医者にも行って

おくこと。体温計もあると良い。 

･ 就職活動が気になる人は、キャリアセンターで留学中にできることを確認しておく。 

 
留学中 

 
 

 ・ 新しい住所や携帯番号がわかったら、家族と国際交流センターに連絡する。 

・メールは、常時確認し、返事を怠らないこと。 

・ 留学中は現地レポートを学期に一度は送ること。 

・ 留学先に到着後、「在留届」を日本大使館に提出する。「たびレジ」にも登録する。 

・ 外出の際、必ず身分証明書（学生証）を携行する。 

･ 危機管理には充分留意し、旅行をする際は外務省のウェブサイト等で安全確認をする。 

・ 貴重品をスーツケースの中に入れない。大事なものの保管には鍵をかける。 

・ 車、バイクの運転及びバイクの同乗はしない。 

・ 2 年次後期で留学する場合、10 月中旬に留学先から「専門ゼミナール」の申し込みを

する。 

 

・ 開設した銀行口座は、帰国前に必ず解約手続きをする。Bahn Card も解約が必要。 

・ 空港、駅などで知らない人から荷物を受け取らない。 

（ドラッグの運び屋になる危険がある） 

・ 帰国が近くなったら、お世話になった人々にお礼の挨拶をする。 

・ 帰国日・帰国便が決まったら国際交流センターにメールで連絡する。 

・ 帰国前に日本への入国条件、又は乗継地があれば、現地の入国条件をよく調べ、 

必要な場合、PCR 検査の陰性証明書や、オンライン事前登録の準備する。 

 
帰国後 ・ 国際交流センターに速やかに帰国報告のメールを出す。 

・ お世話になった方々にお礼のメールを出す。 

・ 単位互換に必要な書類を担当教員に提出する。 

・ 留学報告書（A4 で 2 枚 2400 字以上と写真）を国際交流センターに提出する。 
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