
日本におけるDAADのアルムニ活動

DAAD東京事務所では、 様々な形でのイベントの機会や情報を、

元奨学生の皆様にお伝えしていきたいと考えております。 ぜひと

も、連絡先、とりわけ最新のメールアドレスをお伝え頂きますよう、

お願い致します。

DAAD 東京事務所アルムニ活動担当 ： 堀田 清文

メールアドレス ： horita@daadjp.com

皆様には、 私たち DAAD 東京事務所や、 他の元奨学生の皆様と

のネットワークを通じて、 奨学期間が終わった後もなお、 それぞれ

の学問領域 ・ 学会や、 大学の垣根を超えた「 ドイツ」 という繋が

りによる学際的な交流のチャンスが待っています。 この DAAD

との関わりの中で、 ぜひ DAAD が目標の一つとして定めている、

学問 ・ 経済 ・ 社会への貢献や、 持続可能な社会の発展に対す

る関心を高めるきっかけとなさって下さい。 私たち DAAD は、

皆様が専門分野を超えて視野と、 そのネットワークを広げて頂く

ための様々な場をご用意しております。 多くのイベントにおいては

事前登録が必要となりますが、 その大半での参加費用は不要で

すので、 ぜひご参加下さい。 なお、 同じ世代におけるコミュニケ

ーションを活発にするため、 イベントによっては年齢制限を設ける

場合もございますので、何卒ご了承下さい。

DAAD東京事務所には、ドイツの学術研究機関はもちろんのこと、

大使館をはじめとしたドイツの公的機関および企業などとの広範

なネットワークがあり、 多様なイベントやプログラムを通じて、ア

ルムニの皆様もこのネットワークに触れて頂くことが出来ます。

Butterbrot und Bier や Weihnachtskonzert といった交流イベント

は、様々な分野の方と幅広く直接知り合いになって頂ける機会で

すし、 Tandemtreffen においては、ドイツ人留学生のタンデムパ

ートナーを見つけて頂くことが可能です。また、 ドイツ語に触れ続

けるという点では、 Alumniportal Deutschland というサイトにおい

て、 eBook、オーディオブック、講演プログラム、ドイツ語学習の

ツールなど多様なコンテンツが無料で提供されています。 DAAD

本部からは、 LETTER という DA AD アルムニ向けのデジタル雑

誌が発行されています。

ドイツで学ばれた専門性を更に深めたり、 そのご経験を活かし

てキャリアを発展したりして頂くための機会をお探しでしょうか？

まずは新 ・ 現 ・ 元 DAAD 奨学生の三世代が集う若手の会では、

若手のアルムニの方から様々なアドバイスを直接得て頂く機会

があります。 また、 DWIH のホームページでは、 公募情報が掲

載されており、 是非こちらから新たなチャンスを掴んでみてくだ

さい。 DWIH ニュースレターにおいても、 最新情報が提供され

ていますので定期購読をおすすめ致します。

また、 DAAD は、 DAAD の奨学生として 6 ヶ月を超える助成を受

けた方に対する奨学金プログラム 「DAAD 元奨学生の再招待」

（英語） を用意しています。 さらには、 アルムニの方主導によるイ

ベントを DAAD から援助 （詳細 ： 英語） することも可能です。加

えて、芸術分野ご専攻の方には、 ドイツ文化会館等における展覧

会や DAAD のイベントにおける音楽演奏の機会もございます。

ドイツとのつながりを持ち続けたい
DWIH東京

DAAD が運営する DWIH 東京 （ドイツ 科学・イノベー

ション フォーラム東京） はイベントやコンテンツなど

を通じて、 ドイツがリードしている研究と技術分野に

ついてより知って頂くための機会 （ ウェブトークシリー

ズ DWIH Coffee Talk など） や、 ドイツ ・ 日本の専門

家とネットワークを築く機会を提供しています。 加え

て、 国際的な研究プログラムや若い世代の研究者

のためのフェローシップなどの公募情報も合わせて

提供しています。 日独の科学 ・ イノベーション関連

の最新情報を受け取りたい方は、

DWIH 東京の Twitter（日本語）や

LinkedIn （英語） のフォロー、

ニュースレターへのご登録を

お願いいたします。

専門性を深めたい、 キャリアを発展させたい
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皆様がドイツで積まれた経験や、 ご専門領域でのご見識は、 私

たち DAAD のみならず、 現役の日本人奨学生やドイツ人奨学生

の方にとっても貴重なものです。 DAAD 東京事務所では、 気軽

に Austausch という、 若手のアルムニの皆さんと日独の DAAD

奨学生が、 個人的 ・ 学術的な背景から関心のあるテーマや、留

学先の暮らしや大学生活で経験した事柄について、自由に発表 ・

議論して頂ける場を提供しています。 また、 これからドイツで学ば

れたいという方向けのマーケティング活動も私たちDAAD東京

事務所は積極的に行っており、 ぜひパンフレットやドイツ留学オン

ライン説明会、 さらには、 SNS 投稿へのご協力をお願い出来れ

ばと考えております。 また、 日本人のみならず、 ドイツ人奨学生

および奨学金プログラム （SP Japan プログラムなど）へのご協

力 （企業訪問、 ご講演、 日本文化体験の主催など）も合わせて

お力添えを頂ければ幸いです。 さらには、 DAAD の奨学生審査

等へのご協力をお願いさせて頂く場合もございます。

Alumniportal Deutschland: https://www.alumniportal-deutschland.org/

LETTER: https://www.daad.de/de/der-daad/kommunikation-publikationen/letter/

DWIH 東京 （ドイツ科学・イノベーションフォーラム東京） : https://www.dwih-tokyo.org/ja/

DWIH 東京 Twitter: https://twitter.com/DWIH_Tokyo

DWIH 東京 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/german-centre-for-research-and-innovation-tokyo/

DWIH 東京ニュースレター: https://www.dwih-tokyo.org/ja/newsletter-registration/

DWIH 東京公募情報 : https://www.dwih-tokyo.org/ja/activities/news/?category=calls-ja

DAAD 奨学金プログラム 「DAAD 元奨学生の再招待」 : http://www.daad.de/go/en/stipa50015492

DAAD アルムニ主導のイベントに対するDAAD からの援助 : https://www.daad.de/en/alumni/grants-for-alumni-events/

DAAD Twitter ： https://twitter.com/DAADTokyo

DAAD Instagram ： https://www.instagram.com/daad.japan/

DAAD Facebook ： https://www.facebook.com/DAADTokyo/

DAAD YouTube ： https://www.youtube.com/channel/UC8_5BjDeq_MB1tL8Bu47NRg/featured

DAAD 友の会 : http://daad-tomonokai.com/

DAAD 友の会登録フォーム : http://daad-tomonokai.com/postmail/index.html

DAADや現役奨学生の方に貢献をしたい

DAAD友の会

「DAAD友の会」は、 日独間の学術と文化の交流

および会員相互の交流を図ることを目的に、 DAAD

元日本人奨学生の有志を中心に構成され、 日独の研

究者による講演会や元奨学生の演奏による音楽会の

開催、 機関誌 「ECHO」 と会誌 「友の会便り」の刊

行などが行われています。 年会費は4,000円ですが、

帰国後間もない方には、 一定期間会費が免除される

特例があります。

以下のフォームにて会員登録が出来ます。なお、友

の会主催のイベントのご参加には入会が必要です。

http://daad-tomonokai.com/postmail/index.html

お問い合わせ連絡先 ： alumni@daadjp.com
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