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1



研究課題 シェイクスピア劇中のマイノリティ表象について

２０世紀後半から、第二次世界大戦後脱植民地化の進展とともに、文学研究でもポストコロにアリズム的批評・研
究が盛んになり、西洋の白人中心社会から見た異文化や異なる宗教を持つ人々が作品どのような描かれ方をした
かが研究されてきました。その視点はシェイクスピアの劇作品にも及んでいます。シェイクスピア劇の中でも王や貴
族などその時代で中心的な役割をしている人物がいますが、その周辺には彼らに必要とされながらも、異民族で
あったり、異文化、異なる宗教を持つことで、完全に同じ立ち位置にはなれない、また同化することも許されない
人々がいます。これらの人々と支配階級の人々との駆け引きが劇の観客にあるときは笑いを、そしてあるときは同
感を得てきました。こういったいわばアウトサイダーともいえるこれらの人物は完全に排除されるべき人物としては
描かれておらず、インサイダーとも呼ぶべき支配階級との確執をとおして劇を面白くし、私達はそれらのアウトサイ
ダーたちに何らかの共感を覚えてきました。それはシェイクスピア劇の一つの魅力であるといえます。この研究で
は劇中のアウトサイダーとインサイダーの関わりを考察し、貨幣経済が進み、海外進出が盛んになり、外国との関
わりも増大してきたイングランド拡大の過渡期に、シェイクスピアがなぜそのようなアウトサイダーを描き、観客に何
を表現したかったのかを考察します。ハイデルベルク大学ではジェンダーやマイノリティにかんする研究も進んでお
り、私はジェンダーと言語を研究するゼミに入りました。男女の違いを言語という観点から捉え、家庭での親子の会
話、話雑誌、テレビのトークショーなどの実例を分析し、言語というものを通してどのように男女の概念が作られて
いくかを学びました。授業は毎回担当者がその週の該当部分をプレゼンテーションして、討論するという形式でし
た。授業の内容もそうですが、それぞれの個性あるプレゼンが大変参考になりました。加えて、講義形式のシェイク
スピア史劇の授業を取りました。授業以外にも先生と有志が集まって議論する場があり、史劇のジャンルを超えて
話が弾みました。英語科には伝統的にシェイクスピア劇を演じる会があり、授業中も彼らが朗読することがありまし
たが、プロの役者のようで結構聴きごたえがありました。留学中に修士論文を提出しましたので、留学で学んだこと
がすべて生かされたとはいえないかもしれませんが、彼らの勉強にたいする姿勢は今後の自分にとって大きな刺
激になったと思います。

アルバイトの有無 無

アルバイトの内容

共用施設 シャワー　トイレ　冷蔵庫　洗濯機

インターネット設備 無し、個人で契約　O2（ｵｰﾂｰ）：ひと月単位で契約できる

大学までの交通手段（交通機関、所要時間） 英語科へは徒歩　ドイツ語コースはバスで２５分

部屋タイプ シェアフラット

ルームメイト（国籍） 一人部屋（同じ階には、ドイツ人、イタリア人、インド人、中国人、不明各1人）

室内設備 ベッド　机　棚　手洗い　調理用コンロ　暖房

コース名、料金、期間等 ドイツ語初級（集中コース）　Ⅰセメスター

生活

住居のタイプ 民間アパート

住居の名前

大学のサポート

チューターの有無 無し

チューターのサポート内容

語学コースの有無 有

研究内容
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留学期間中にかかった費用の合計 € 7,000

光熱費（月額） 家賃に含む

食費（月額） €300位

その他 € 3,000

保険料（海外旅行保険、国民健康保険等） １０万円位

学費（教科書代や語学コース授業料等） 0

宿舎費（月額） € 335

就職活動開始時期 すでに仕事をしているので就職活動は無し

帰国後の進路 修士課程修了　自営業

留学にかかった費用

現地通貨＝日本円（約） €1＝￥120

ピックアップサービスの有無 無

帰国後

留年や卒業の遅れの有無 もともと長期履修をしていたので期間の延長は無し

有る場合、その理由

Visa取得方法、提出書類等

まず市役所(Rathaus)で住民登録(Anmeldung)をします。そのあ
と、Bergheimer str.にあるBürgeramtでパスポート、費用負担証
明書（銀行の残高証明書など(日本の銀行のでOK)、€850×滞
在予定月数は最低必要）、写真（そこで取れます）、大学の入
学許可書、申請用紙（そこに置いてあります）を提出すれば二
週間ぐらいでvisaを取りに来るようにメールが届きます。取りに
行くときに手数料を現金で支払います。私の場合は担当者が
途中で１０日ほど休暇を取ったのと、本当にハイデルベルク大
学の学生か大学に問い合わせていたらしく結局ひと月かかり
ました。帰国前には市役所で住民登録の抹消(abmeldung)を忘
れずに。

留学先大学の最寄り空港までの経路

中部国際空港からルフトハンザの直行便でフランクフルト着
ハイデルベルクまではルフトハンザバスを利用（予約したほう
がいいです）。　他に鉄道もありますが荷物が多い場合はバス
の方が乗り換えがなくて楽です。

渡航費用 €1000位/１往復

Visa申請先 Bürgeramt  Bergheimer Str. 147

Visa取得にかかった日数 ひと月 （普通はもっと早いです）

Visa取得にかかった費用 ５０ユーロ

渡航

Visaの種類 一年以内用
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報告書記入日 2017年2月19日

感想等（※８００字以上で語学勉強の成果についての内容も含め、ご記入ください。）
私は子育てが一段落したのを期に大学院に入学しました。三重大学では交換留学の制度があることを知り、英文
学専攻ということもあって、最初は英語圏の大学を検討していましたが、協定校の一覧を見ていて「ハイデルベル
ク大学」の名前が目に留まりました。４０年近く前、大学生だった時、ハイデルベルクに行ったことがあり、オレンジ
色の屋根が連なる街並みを見て、こんな街で大学生になってみたいな、とその時は漠然と思いました。が、不思議
なこともあるもので、４０年前は現実にはあり得ないと思ったことが、三重大学に入学したのがご縁で思わずこうし
て現実となりました。しかしハイデルベルク大学を留学先に選んだのは単なる憧れだけではありません。ヨーロッパ
各国の大学と単位の互換制度を結んでいたり、三重大学をはじめ世界中の大学と交換留学をしているのでたくさ
んの留学生が来ています。多様な学生と接することのできる環境は、貴重なものでした。私は英語科に所属し、ド
イツ語の授業以外に英語科の授業にも参加していました。授業での言語は英語で、たとえドイツ人同志でも授業中
は英語で話します。ディスカッションもプレゼンも英語です。ドイツの学生の英語のレベルはかなり高く、加えて英語
を母語とする国からの留学生も多いので授業は結構ハイレベルでした。英語圏の大学に通うのと何等遜色がない
どころか、学生の研究に対する意識は高く、様々な意見が聞けて勉強になりました。私は、ドイツ語はほとんど初
級者の状態でドイツに行きました。しかし、ドイツ語のクラスは最初にクラス分けテストがあって、自分の実力に応じ
たクラスに入れるので、そこでしっかり勉強すれば授業に対する不安はありません。クラスのメンバーは出身が多
種多様でそれぞれの国の様子をクラス中や、授業後一緒にご飯を食べに行ったりしたときに聞けて楽しかったで
す。私は他の学生とは親子ほども歳が離れていましたが、彼らははそんなことは気にもせず同じように接してくれ
たのがうれしかったです。授業は１週間に９０分が２回の通常クラスと、１８０分が２回の集中コースがあります。私
は後者のほうを選びました。1セメスターでテキストが1冊終わりますが、演習の時間が多く取れるので、授業中に
しっかり身に着くところがよかったと思います。他に専門の授業とか取っている人はドイツ語は集中コースのほうが
かえっていいかもしれません。折角ドイツに留学するのだからもっとドイツ語をバリバリやりたい人には、毎日午前
中がドイツ語クラスというコースもありますので、ご自分の興味と目的に応じて選ぶといいと思います。ドイツは英語
で生活しようと思えば出来ます。しかし折角ドイツに来たのですから、後ろに行列が出来てDo you speak Englih?と
聞かれることもありましたが、私は後半はなるべくドイツ語で日常会話はするように心がけていました。またドイツの
大学はセメスター制で４月、１０月どちらから入学しても何の支障もありません。他の国の大学ですと留学の開始を
９月に限定しているところもありますので、開始時期を選べるのは就職活動や卒業などの兼ね合いでよいことだと
思います。ただ指導教員の先生がおみえになって、卒業に向けてきめ細やかに指導していただくということはあり
ませんので、すべて自己管理で研究（勉強）することになります。何もしなければ、ただ時間だけが過ぎて、授業に
も出ず、留学を終わったということにもなりかねませんので、自己管理をしっかりすることが大切です。またハイデ
ルベルクはヨーロッパの真ん中にありどこに行くのも便利ですので、滞在中は週末を利用していろいろなところに出
かけました。ネットや本で見ただけの景色が目の前に広がっているというのは感動ものです。LCCや長距離バスを
利用するなど安く移動できる手段もありますので、ぜび出かけて歴史ある国々でたくさんの体験をされることをお勧
めします。しかし留学中は楽しいことばかりでもありませんでした。予想外のトラブルに心が折れそうになったことも
ありましたが、友達や家族の暖かい言葉に励まされ最後まで続けることが出来ました。この貴重な経験を活かし、
年齢を言い訳にせず、これからも色々なことに取り組んでいけたらと思います。

今後留学する人へのアドバイス
留学に関心を持ったら早めに計画を立てる、留学支援室に相談する、語学の試験を受けるなど準備を始めること
をお勧めします。何となく「行けたらいいな」ではなく、「留学してこれをするのだ」という確かな気持ちを持って進め
ることが大切です。就職や進学などを見据えて、留学時期と期間を考えることになりますが、留学開始希望時期の
一年ぐらい前から準備を始めたほうがいいと思います私の場合、寮に応募したものの、はずれて、まず住居を探し
が大変でした。民間のアパートを借りましたが、現地を見ずに契約したので、あちらに行ってからもいろいろ大変で
した。限られた留学期間を有効に使うため、住居に要らない心配や労力をかけることを防ぐために、留学先の大学
が紹介してくれるドミトリーに入ることをお勧めします。民間のアパートでは大家さんが非協力的な場合は住民同士
でトラブルになっても自力で解決するしかありませんが、ドミトリーならば、ある程度規則もあるし、困ったことを相談
できる責任者もいます。ネットなどある程度生活に必要な設備も整っているので、すぐに勉強に集中できます。なに
より周りにたくさん友達がいるので、孤独感を感じることが無いのが、騒音という難点を差し引いても良い点だと思
います。しかし、もし寮に応募して外れても、それで留学を諦めることはありません。先生や支援室の方々に早く相
談しましょう。必ず力になって頂けます。参考になるかどうかわかりませんが、以下私が体験したことで、知ってい
れば良かったな、こうすればよかったと思ったことをいくつか紹介しておきます。情報は２０１７年2月のものですの
で、ご参考までに。　別紙参照
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留学報告書 別紙 

 

1. 住 居 留学の願書に寮の希望を書く欄があります。寮は慢性的に不足しており、入寮を希望するならばあ

まり条件を付けずにとにかく「入りたい」と書くほうがいいかもしれません。民間のアパートを探す場合

は、不動産屋のサイトには物件はたくさんありますが、外国からメールだけで探すのはほとんど返事が返っ

てこず至難の業です。私は結局、大学でアパートを紹介してくれるところがありますので、そこから物件の

一覧をメールで送ってもらって、片っ端からメールをして（英語でも可）返事があったところと話を詰めて

いきました。日本であらかじめ探す場合は見に行けないので写真を送ってもらったり、googleの地図などで

確認したりしました。双方OKの返事をすると、普通はそこで契約書が送られてきます。契約書はほとんど

の場合ドイツ語ですので、自信の無い人は良くわかる人に読んでもらうか、翻訳ソフトで読み（独→英にす

る！日本語にすると何をいっているかますます分からない）、くれぐれも何かわからないけどサインしたと

いうことがないようにしましょう。いったんサインしてしまえば、大家は守ることを強く求めてきます。疑

問点は必ず契約前に大家さんと相談しましょう。契約が終わったら住民登録をするときに必要ですので、大

家さんに居住証明書をもらうようにします。 

2. 航空券 ルフトハンザが中部から週二回ノンストップをフランクフルトまで運行しているのでそれを利用し

ました。旅行会社よりルフトハンザのホームページから予約するほうが料金も安く、予約の変更などもいつ

でもできて便利でした。 

3. 学生証 ハイデルベルクに着いたらなるべく早く International Relations Office (Seminarstraße 2)に行って大

学に入る手続きをします。学生証をもらったら必ず廊下にある機械でvalidateして、図書館の一階でパスワ

ード等登録します。仕方が分からなければ図書館の人が丁寧に教えてくれます。学生サービス（学食とか）

利用料を銀行で払うように振込用紙を渡されますのでUniversitätsplatz前のSpakasseという銀行で振り込み

ます。学生証でバスやトラムなどの市内交通を利用することができます。 



4. 銀行口座  ドイツでは銀行口座は必要です。公共料金を払ったり、様々なところで必要になってきます。

毎月継続的に払うネット料金なども現金払いはダメと言われたりします。どこで開設してもいいですが、近

くて便利なので私は上記の銀行で口座を作りました。持って行くものは、パスポート、住民登録証、それと

Tax number（日本の場合マイナンバー）が必要です。生活に必要なお金はこの講座に日本から入金しても

らってもいいですし、日本でSony Bank、Prestia(旧Citi bank Japan)などユーロ建ての口座を扱っている銀

行で口座を作り、日本円で入金し、為替の様子を見て何度かに分けてユーロ建ての口座に移せば為替リスク

を低減することが出来ます。また日本で使うのと同じキャッシュカードでドイツの大体の銀行のATMでそ

のままユーロで引き出すことができますし、ユーロ建ての残高証明書はvisaの申請にも使えます。 

5. スマホ いろいろな方法があると思いますが、私は持って行ったシムフリーのスマホにドイツではプリペイ

ド simを入れていました。BismarkplatzにSaturnという大きな電気屋さんの一階にプリペイド simを扱っ

ているコーナーがあります。私はチャージはクレジットカードではなく、そこで現金でしていました。シム

フリーのスマホが無い人は、Saturmで５千円位から売っていますので留学中使うだけと割り切ってそのよ

うな格安スマホを買うのもいいかと思います。 

6. 生活必需品 ほとんどの学生用アパートはベッドや机など最小限の家具は付いていることが多いようです。

布団などは自分で調達することになりますが、ハイデルベルク大学の日本語科で日本人留学生の為に日用品

の貸し出しをしていただけますので、お布団など大きなものは借りた方がいいかと思います。返す時はクリ

ーニングをして返します。帰国直前まで使いたければクリーニングに出して引換券をお預けしてもいいです

ので助かりました。お布団のほかにも、デスクランプや延長コードやドライヤーなどいろいろなものをお借

りすることができます。（ただし早い者勝ち） 

7. インターネット 図書館や大学の建物内は大体どこでも大学のネットにつなぐことができます。寮もネット

はあると聞いています。旧市街のアパートは付いていないところが多く、私もネットは自分で契約しまし

た。町中によくO2という看板を見かけますが、そこは一年縛りとかがなく、ひと月単位で契約できますの



で、私はそこで申し込みました。申し込むと工事の日程を知らせる手紙が来ます。午前中とか書いてあって

も、時間通り来ないこともあり、連絡も特にありませんから、時間を２、３時間過ぎても待つぐらいの気持

ちでいた方がいいと思います。私はあきらめて出かけてしまったので、後日予約を取り直すのはコールセン

ターがなかなかつながらずこれまた大変でした。機器の接続等は自分でしますが、ルーターのセッティング

はどこも同じで特に難しいことはありません。帰国前には解約をし、ルーターは同梱されている住所宛てに

返送しますので、箱は捨てずに取っておきましょう。O2はスペック的には問題はなかったと思います。 

8. 専門科目の登録 三重大学のようにネットで登録するようなシステムはありません。シラバスで検索して自

分が取りたい授業を見つけたらセミナー形式の授業の場合は、直接、教授にメールして受講の許可をもらい

ます。講義形式の授業ならば初回の授業に出席して名前を書いてきます。授業には興味あるけれども、プレ

ゼンやテストが心配という場合は、ゲスト参加も出来ますので、その旨申し出てみるといいと思います。

（単位にはなりません） 因みに、ほとんどの教授には秘書が付いてますので、メールは秘書を通じて返っ

てくることが多いです。先生と直接話したければ授業後に捕まえて聞きましょう。 

9. ドイツ語クラス 時間の都合がつけば入学のひと月前にある準備講座に行かれることをお勧めします。私は

都合がつかず行きませんでしたが、生活サイクルを整える、友達を作る、という点からも早めに行って準備

した方がいいと思います。ドイツ語はMax Weber HausとNoenheimのStudentenwohnheimとで行われて

いますので第一回目に場所を間違えずに行くようにしましょう。 

10. ドイツ語に自信の無い人は スマホにGoogle translatorなどの翻訳アプリを入れましょう。写真に写せば翻

訳してくれますので生活のあらゆる場面で助かることも多いです。やたら頼ってもいけませんが、何かわか

らないけどまあいいか、はトラブルの元ですから、大切なことはアプリを使ってでもちゃんと読んで確認し

たほうがいいです。翻訳は日本語より英語にしたほうが分かりやすいです。 

11. 学 食 ハイデルベルク大学の学食はとても安くておいしいです。学生証にお金をチャージして払うと現金

で払う半額位で利用することができますのでチャージを忘れずに。チャージは機械でもレジでもできます。 



12. ドライブ 国際免許証をあらかじめ日本の運転免許センターで発行してもらいます。普通は一年間有効です

が、ドイツの場合は有効期限は半年ですので注意が必要です。最近ドイツの学生の間でBlablacarというサ

イトでカーシェアリングをするのが流行っていますが、無用なトラブルを避けるために利用は慎重にしたほ

うがいいと思います。 

13. 健康保険 ドイツでは歯科治療とかの基準を満たした健康保険に入っていないとvisaが出ません。大体の学

生はAOKに入りますが、３０歳までしか入れませんので、私はCare conceptという保険に入りました。料

金も手ごろで契約は出発前に日本でもできます。料金はクレジットカードで払い、保険証書とかはメールで

添付されてきますのでプリントアウトして持って行きます。 

14. ハイデルベルクの生活情報 日本語科の学生さんたちが作った動画をハイデルベルク大学のHPからみるこ

とができますので、見てみてはいかがですか？なかなか楽しい案内で、きっと役に立つと思いますよ。 


	掲載用★ハイデルベルク大学　(奥山厚子）
	留学報告書別紙（奥山厚子）

