
協定校ガイド(2017 年 12 月) 

キール大学 

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 
 

1.大学の概要 

 

1) 場所  

キールは、ドイツ北部のシュレースビヒ・ホルシュタイン州の州都であ

り、バルト海に面した港町です。ハンブルク空港からバスまたは電車で１

時間半ほどで行くことができます。 

 

2) キャンパスと学部  

キール大学は、正式名称は

Christian-Albrechts-Universität zu 

Kiel であり、CAU と呼ばれてい

ます。学部は法学、数学と自然

科学、農学と栄養科学、芸術と

人間科学、論理学、医学、ビジ

ネスと社会科学、工学の８つの

学部があり、学部のない研究科

もあります。医学以外の学部は

キールの中央駅からバスで 10

分ほどの場所にあり、キャンパスは平らでとても広いです。古くからある

ような建物と近代的な建物が混在しており、自然もあって面白いです。 

 

3) 図書館  

大きいメインライブラリーの他に各学部附属の図書館があり、自習やグ

ループでの学習もできます。メインライブラリーは平日は 22 時、土曜日

は 20 時、日曜日は 18 時まで開いています。入口付近のロッカーにコート

やバッグを入れて、かごに必要なものだけ入れて持って中に入ります。 

 

4) インターナショナルセンター  

正規入学している留学生から交換留学生まで、留学生はみんなお世話に

なります。入学前の登録やオリエンテーションが行われたり、センター主



催のイベントが行われたりもします。

Information Office で分からないことを

聞くことができるので、何か困ったこ

とがあれば、まずここでどうすればい

いか聞いてみるといいと思います。 

 

5) 食堂と学内の店  

キャンパス内には食堂が２つと、

各々の食堂の中にカフェがあり、一方

には文房具屋と本屋もあります。他に

も、パンやコーヒーなどを買えるカフ

ェや自転車屋、保険会社の窓口、ATM もあります。食堂では日替わりでい

くつかのメニューから選択でき、1.6～4€で食べられます。学生証にお金を

チャージしておき、それで支払います。 

 

 
 

6) コピーと印刷  

コピーや文書のプリントアウトは、キャンパス内の DocuLounge で行え

ます。白黒で１枚５¢で、学生は講義資料やレポートの印刷をしていま

す。製本などのサービスも利用できます。 

 

2.授業関連情報 

 

1) 学期初めのオリエンテーション 

International Center で新規の留学生向けに、セメスターが始まる１週間

前からオリエンテーションがあります。大学の施設の使い方や大学関係の



ウェブサイトの使い方、キールの歴史やドイツに住むにあたっての注意事

項などを教えてくれます。留学生が仲良くなるためにウェルカムディナー

やゲーム、映画上映などがあり、ここで友達を作ることもできます。 

 

2) 授業時間 コマ  

授業はたいてい 1 週間に１コマ 90 分で、各コマの間は 30 分あります。

昼休みはありません。１コマ目は朝 8:15 から始まります。 

 

3) 講義形式 

授業形式は、経済学系のものは日本の大学と同じように先生がスライド

を示しながら話し続けて、時々学生に対して疑問を

投げかけます。学生たちはそれに答えたり、質問を

したりしながら各々ノートを取っています。日本よ

りも学生がよく質問をしますが、驚くほど意見を述

べる学生が多いということはありませんでした。ほ

とんどの学生は教授の話をしっかりと聞いていま

す。院生向けの授業なので数学を用いた解説が多い

印象でした。また、ビジネスと社会科学の講義に

は、それぞれにチュートリアルの時間があり、そこ

で演習問題の解説が行われます。科目によっては、

生徒が前に出て答えを書いたり、教授または博士課

程の院生が答えを書いたりすることもありました。  

 
 

4) 先生の英語  

先生方はドイツ人の方が多く、英語ははっきりと発音し、スピードもそ

れほど速くないので聴きやすいです。 

 

5) 授業関連のウェブサイト 

 神戸大学のうりぼーネットのような授業関連のウェブサイトが、キール

大学には 3 種類あります。 

① UnivIS 講義シラバスは UnivIS Kiel(univis.uni-kiel.de/) から見ることがで

きます。これには学籍番号は必要ありません。履修予定の科目にチェ

ックを入れて、自分の時間割表を作ることもできます。基本的にドイ



ツ語で書かれているものはドイツ語で開講、英語で書かれているもの

は英語で開講されます。 

② OpenOLAT 講義スライドは OLAT(lms.uni-kiel.de/) というサイトからダ

ウンロードできます。学籍番号とパスワードを入力してログインし、

取りたい授業を登録（履修登録ではありませんが、教授が受講人数の

参考にすることがあります。また、これに登録している人に教授から

の連絡事項などが送られてくることもあります。）すると、講義資料

や演習問題をダウンロードすることができます。 

③ QIS  試験の登録の確認と、成績発表は QIS(www.uni-kiel.de/qis) から見

ることができます。試験の登録の確認に加えて持ち込み可能かどうか

などの注意事項もここに書かれるので見ておいた方がいいです。成績

は、一応発表日が決まっていますが、教授によって早かったり遅かっ

たりすることがあります。 

 

6) アカデミックカレンダー  

 

 Winter Semester Summer Semester 

講義開始 10 月中旬 4 月中旬 

講義終了 １月下旬 7 月中旬 

テスト期間 2 月上旬、（3 月下旬～） 7 月下旬、（10 月初旬～） 

休講期間 12 月 21 日頃～1 月 6 日頃  

 

7) 開講言語と登録、試験 

授業は、学部生向けのものはドイツ語で開講され、院生向けのものは英

語で開講されます。留学生向けの授業はありませんが、制限なく取りたい

授業に行くことができます。履修登録はなく、試験の約 1 ヶ月前の決めら

れた期間に試験を受ける登録をします。正規学生はオンラインで出来ます

が、交換留学生は、学部の HP の試験関連のページから所定の用紙をダウ

ンロードして記入し、学部の試験を扱う方の部屋に提出しに行きます。試

験期間は、そのセメスターの講義期間の直後と次のセメスターが始まる直

前の２回あります。１回目の試験で不合格になっても、次の期間の試験に

登録して受検して合格すると、単位を取得できます。１回目の試験を受け



ずに２回目の試験のみを受検し、試験期間を分散させることも可能です。

但し、２回目の試験の方が少し難易度が上がります。 

 

8) 授業例 

① Environmental Economics  

履修者が 60 人程の講義形式の院生向けの授業でした。最初に現在起

きている環境問題をグラフに示しながら少し紹介があった後は、主に

ラグランジュ乗数を用いた最適化問題を解く形で、費用や(CO₂などの)

排出量を最小にする資源配分を様々な条件下で求めることなどを学び

ました。Tutorial では事前に公開されていた問題を予習していき、博士

課程の学生が授業を受けている学生に解き方を答えさせながら解説が

進められていました。期末試験は、ここで出された問題に近いものも

出題されました。成績評価は期末試験 100%でした。経済学関係の科目

はこのように数学がかなり多く使われるので、どうしても数学を避け

たい人にはおすすめしません。また、Winter Semester の初週には 5 日

間、数学の補習授業(Preliminary Mathematics Course)があり、行列と微

積分を基礎から復習してくれました。 

② Strategic Technology Management 

履修者が 40 人程(ほぼ全員ドイツ人学生)の講義形式の院生向けの授

業でした。私が 1 つだけ履修したこの経営学系の授業では、数学はほ

ぼ用いられず、資料やグラフを多く用いて技術の普及や発展、衰退の

流れや特許分析などを学びました。2 週間に 1 度、Reflection Note とい

う課題資料を読んで質問に答えるレポートのようなものを出す課題が

ありました。また、Tutorial として 3～4 人でグループを作り割り当て

られた会社の特許分析を行ってプレゼンをする課題がありました。

Reflection Note とプレゼンの合計点は、期末試験の大問１つの解答(約 3

割分の点数)に置き換えるかどうかを選ぶことができました。 

   どちらも試験に合格すると講義と Tutorial の分を合わせて 5ECTS 取得で

き、神戸大学では 2 単位として互換できました。 

 

9) ドイツ語 イブニングコース  

講義期間中の平日の週に 2 回、18:00～20:30 に無料のドイツ語の語学の

イブニングコースを受講することができます。講義期間が始まる 2 カ月ほ



ど前にオンライン（Lektorat）で受講申し込みをしてレベルチェックテスト

を受けます。1 クラス 25 人ほどの少人数制をとっているので定員になる前

に早めに申し込んでおいた方がいいと思います。特に A1,A2 レベルの人は

多いです。また学部の授業より、こちらの方がクラスメイトと話す機会が

あり、友達もできやすいです。 

 

10)   ドイツ語 サマーコース 

  9 月には、約 1 カ月間の語学コースがあります。平日の午前中は毎日授

業があり、休日には近くに出かけるイベントなどもあります。これも 7 月

上旬までに Lektorat の HP から申し込みをする必要があります。この期間

の住居（寮）も一緒に申請することができます。 

 

3.留学関連情報（住居など） 

 

1) 寮 (申し込み、入寮、設備、洗濯)  

 
寮は、神戸大学の選考で留学が決まってからキール大学に申請をする時

に一緒に案内があり、その時に申請します。Studentenwerk というドイツ

の生協のような所が運営している寮に入ることになりますが、交換留学生

は、インターナショナルセンターが Studentenwerk から部屋を手配してく

れるようです。家賃は月に 235.53€でした。 

部屋は 3～5 人、またはそれ以上の人数でキッチン、シャワー、トイレ

を共有し、個室のある WG（一つのアパートメントのようなもの）に住む



ことになります。WG は男女混合で、キール大学だけではなく、キールの

工業大学のような大学の学生も一緒になることもあります。ドイツ人以外

の学生もドイツ人もいます。どのような部屋に住むことになるかは行って

みないと分かりません。 

個室の中にはベッド、マットレス、机と椅子とライト、洋服棚、棚、暖

房が備えてあり、キッチンには電気コンロや冷蔵庫の他に WG によって

色々な家電がある場合があります。食器などは共有物である場合とそうで

ない場合があります。インターネットは、有線のものを月に 10GB まで無

料で使うことが出来ました。WG によってはみんなで Wi-Fi を契約して共有

していることもあります。これも WG によって異なり、実際に行ってみな

いと分かりませんでした。 

洗濯機は、いくつかの寮の建物の地下にあり、洗濯機は 1 回 2€、乾燥機

は 1 回 1.5€で使うことが出来ます。大体混んでいるので洗濯が終わった後

すぐに取りにいかないと、自分の洗濯物が外に出されることがあります。 

 キール内にいくつも寮がありますが、大きい寮(Edo-Osterloh-Haus)にはバ

ー兼パーティールーム(?)、ミュージックルームなどもあります。週末にバ

ーが開いたり、寮のイベントが開かれたりすることがあります。予約をす

れば、部屋や BBQ セットを借りることも可能です。 

   寮に入る（鍵をもらう）手続きができる日時は限られているので、入学

許可証と一緒に送られてくる書類をよく見て手続きに行きます。デポジッ

トを払い、契約書と鍵をもらう時に簡単な寝具を買うことができます。 

 

2) 手続き 

キールに着いたらすぐに住民登録をする必要があります。パスポートなど

必要書類を持って、Rathaus（市庁舎）に行きます。ここは何時でも混んで

いるので開館時間よ

り前に行っても 1～3

時間ほど待つことも

あります。 

 

3) 保険  

大学で学生登録を

する時に、保険に入



る必要があります。日本で入っているという証明書(英語表記あり)を見せ

ても、これではダメだと言われ、大学内にオフィスのある保険に入りまし

た。月に約 90€でした。ドイツに住む人は皆このような保険に加入してお

り、病院に行って保険証を見せると保険会社が全額支払ってくれます。(大

きな病気やけがの場合は分かりません) 

 

4) ビザ 

 3 ヵ月以上滞在する場合、ビザを申請する必要があります。申請はドイ

ツで行いますが、必要書類のうち費用負担証明書等は日本で取得しておか

なければならないので、ドイツ大使館の HP を見て準備しておきます。渡

航後は、まず Immigration Office にメールでビザの申請の予約をします。そ

のメールの返事に書かれた日時に Immigration Office へ行き、お金を銀行の

デビットカードで支払って申請し、その後約 1 か月後に登録証(カード)を

受け取りに行きます。申請の予約を取るのが難しく、メールがいつ返って

くるかは予想できません。私はメールの件名を大文字で緊急！などと目立

つように書いて 2 週間ほどで返事がきましたが、何度も送っても返事が来

ない例も多くありました。やっと返事が来ても予約は 1～2 か月後になる

ことが普通です。 

 

5) ラジオ料  

ドイツに住む人は全員、Radio fee を支払う必要があります。これは WG

ごとに払うことが可能で、だいたい 3 ヵ月で 10€ほどです。これを支払わ

なければラジオ局から封筒が送られ続けます。 

 

6) 銀行  

銀行口座は、パスポートと住所の確認できるものがあれば作ることがで

きます。家賃や保険料の引き落としの他、キャッシュカードはデビットカ

ードとしても使えます。私は Sparkasse で作りましたが、ATM での引き出

しは何時でも無料で、ATM が学内にもあり便利でした。 

 
7) Studentenwerk  

 寮の運営などをしている Studentenwerk には様々のサービスがあり、ド

イツ人の学生とマッチングしてくれる Study Buddy や、キール到着から入



寮までをサポートしてくれる Arrival service もあります。これらは、

HP(Studentenwerk SH)から申請することができます。 

 

8) スポーツ  

大学内に Uni-Sportitatten というスポーツセンターがあり、そこで申し込

みをすると様々な種目のスポーツを楽しむことができます。またそのむか

いがわには Fitz というスポーツジムもあり、器具を使ってのトレーニング

やフィットネスのコースを受講することも出来ます。 

 

9) 携帯  

携帯電話は、家電量販店で格安スマートフォンや SIM カード、電話だけ

できる小さい携帯電話も買うことができます。様々な値段のスマホがあり

ましたが、70€程のものはかなり使いにくく、私はそれを Wi-Fi のない時に

どうしてもネットが必要だった時と電話用とし、普段は日本から持って行

っていたスマホを Wi-Fi 環境下だけ使用していました。町の中心街や大学

内ではフリーWi-Fi が使え、最初以外はそれほど困りませんでした。友達が

持っていた 100€を超える端末は、ほとんど不自由なく使うことができるよ

うでした。SIM カードは 4 週間で 15€ほどで、スーパーマーケットでもチ

ャージ用の番号を買えました。 

 

4.キールの生活環境（人々、食事、言語、市内環境、治安について） 

 

1) 人、ドイツ語  

キール市内はドイツ人がほとんどですが、大学生が人口の 1 割とも言わ

れ、留学生など外国人もいます。大学生など若い人やホワイトカラーの人

の多くは英語を話しますが、他の人は英語を話さないことも多いです。ス

ーパーマーケットやタクシー、お店などで使えるように多少のドイツ語は

知っておくと便利です。また、保険会社や Studentenwerk などから来る郵

便物はドイツ語で書かれています。私は単語を辞書で調べたり、Google 

Translate に打ち込んだり、ドイツ語を読める友達に読んでもらったりして

いました。街での様々な表記もドイツ語がほとんどでしたが、英語と似て

いる単語も多く、少し勉強しているとそれほど困りませんでした。 

 
 



2) 食事、買い物 

 食料品は軽減税率が適用されており、スーパーマーケットなどで日本よ

り安く買うことができます。野菜は日本のようにカットされて売っている

ことが無く、キャベツや白菜も 1 玉ずつ売られています。ソーセージやハ

ム、チーズなどの乳製品は非常に多くの種類があり、色々試すと楽しいで

す。パンも種類が豊富で、自宅のオーブンで焼いて仕上げて熱々のものを

食べることもできます。外は固く、中が柔らかいドイツのパンは美味しい

です。またキールでは、ドイツでは珍しく魚を食べられます。スーパーで

は冷凍や缶詰になっていることがほとんどですが、市場で新鮮な魚を手に

入れられます。 

   市内にはいくつかアジアンスーパーマーケットがあり、そこで醤油やお

米、麺類、味噌、だしの素などを購入できます。街のスーパーでは、日本

で見るメーカーのインスタントラーメン(味は違いますが美味しく人気!)や

日本のお米に近い Milchreis も安く買えます。 

レストランなどでの外食は、日本と同じか少し高めだと思います。ドイ

ツのファストフードの一つであるケバブは約 4€で、野菜も摂れて美味しく

おすすめです。ビールは様々な種類があり、苦みの少ない美味しいビール

を安く飲むことができます。外では Brat Wurst と呼ばれるソーセージの屋

台もあり、ドイツらしい美味しいソーセージが食べられて人気です。 

 

 
 

3) 治安、街の様子 

 市内は基本的に平和で、約 10 ヵ月の滞在期間中に困ったことは 1 度も

ありませんでした。それでも夜に人通りは少なくなるので遅い時間に一人

で出歩いても安全とは言えないので、気を付けることは必要です。また、



キールは緯度が高いので冬は 16 時頃までには暗くなります。一方夏は 23

時頃まで明るく、慣れるまでに少し時間がかかりました。 

 

4) 交通  

 市内の主な交通手段はバスか自転車です。バスは大学で Social fee として

半年間で 120€払うと、市内のどこでも学生証を降車時に提示して乗ること

ができます。市を出るときには電車を利用します。州内全域とハンブルク

まで 1 日 29€で乗り放題で、数€で 1 人追加可能な Schleswig Holstein ticket

など、様々な切符を券売機で買うことができます。DB(Deutche Bahn)とい

う会社が電車やバスを運営しており、そのアプリを使うと時刻や乗り換え

案内を簡単に調べることができます。電車やバスは比較的時刻表通りに運

行されていると感じました。  

 

5) 日本人  

キールには日本人があまり多くいないので、留学先として良いのではな

いかと思います。キール大学との日本の提携校は 2016 年では神戸大学だ

けで、大学内に交換留学生は神大生のみ、Guest student として個人的に留

学に来ている人や夏の語学研修に来ていた人が 1 人ずつ、院生として入学

している人が数人だけでした。他には研究者やオペラ歌手やバレリーナと

して働いている方、ドイツ人と結婚された方などがいらっしゃり、日本人

会が不定期に開催されていました。それぞれの分野で活躍されている方ば

かりで、お話ししてとても刺激を受けました。街でばったりと会うことは

ほとんどないので、日本人の数はとても少ないと思います。 

 
6) Kieler Woche  

キールでは、毎年 6 月中旬に Kieler Woche という世界最大のセーリング

イベントが開かれ、この期間は市内に出店やステージがいくつも並び、人

も船もたくさん来て本当に盛り上がります。様々な国の料理の店が出た

り、移動遊園地が来たり、もちろん海沿いでは船のパレードやスポーツが

行われていたり、海軍の船に乗って見学したりすることもでき、期間中ず

っと楽しめます。 



 
7) Deutsch Japansisch tandem  

キールには、学生を中心としたドイツ語と日本語のタンデム（お互いの

言語を教え合う）を見つけたり、みんなで交流したりすることを目的とし

た Deutsch Japansisch tandem というグループがあります。Facebook 上のグ

ループで個人的にタンデムパートナーを探したり、不定期に開催される集

まりに参加したりすることができます。集まる際にはご飯を食べたり遊ん

だりしますが、基本的にドイツ語で会話が進み、所によっては英語で会話

をしていました。 

 

8) 芸術   

キールはそれほど大きくない街ですが、やはりヨーロッパの都市であ

り、色々な芸術を楽しむことができます。街の通りで音楽を奏でられるの

を聞いたり、Theater Kiel という劇場などでのオペラやミュージカル、バレ

エといった公演を鑑賞したり、美術館や博物館にも学生料金で安く入った

りすることができます。街中でも時々イベントが開催されます。 

 

9) 水  

水は日本とは違って硬水なので、水道水を飲まない方が良いと聞いてい

たので、最初はスーパーで still と書かれた炭酸の入っていない水を飲んで

いましたが、寮に住む皆も飲んでいるし大丈夫だと思って飲んでみると問

題ありませんでした。硬水の味が嫌だと言って水道水をほとんど飲まない

友人もいました。 

 
10) Institut für Weltwirtschaft 

 市内には、ドイツの 5 大経済研究所の 1 つである Institut für 

Weltwirtschaft(世界経済研究所)があります。ここの研究者がキール大学の



授業を担当されていることもありました。また、この施設の図書館の自習

スペースで勉強することもできます。目の前に海が見えるすごく景色のい

い場所に立地しています。 

 
 

参考 

大学 HP (http://www.uni-kiel.de/) 

Studentenwerk SH ( http://www.studentenwerk.sh/de/home/index.html) 
 


