デンマークのフォルケホイスコーレ滞在費用
ここで掲載した費用は 2018 年現在のものであり、次年度には変わる可能性があります。

北欧留学情報センター編

この資料を読むに前に
フォルケホイスコーレの滞在費用の多くは、①学費、②教材費、③研修旅費、④登録料で構成されます。
①～④を足したものが滞在費用総額になります。
②教材費③研修旅費④登録料は、多くの学校で学費に含むことが多いのですが、別立で請求する学校もあ
ります。しかし②教材費③研修旅費④登録料が、学費に含まれているのか、いないのか判然としない学校は
多く、ここでは、念のため「不明」としました。
従って、最終的な滞在費用の詳細と総額は「入学手続きをし、入学が許され、学校から入学許可のレター
が届くまでわからない」ことをご理解ください。
リネン類や洗濯代を表示している学校もありましたので、できる限り付け加えました。
また、留学にあたり留学査証を必要とする場合、査証取得のための ID 取得費用（2100kr）を請求される
ケースも増えています（これはたぶんキャンセルを防ぐためと思われます）
。
いずれにしても今後も調査を続け「不明」を減らしていきたいと考えています。
① 学費：多くの学校は週単位の価格（税込み）を表示しています。しかし、一部の学校では 1 期分の総額
で表示している所もあります。また短期コースしかもたない学校、そのプログラム毎に学費を表示して
います。
１．ここでは主に 8 月半ば～12 月半ば（概ね 4 カ月）までの秋コースと 1 月初旬～6 月中旬（概ね 5 月
半）までのコースを掲げましたが、多くの学校で 1 週間、4 週間、6 週間、8 週、12 週など、滞在
許可（査証）を必要としないコースも用意されていますので各校のホームページを見てください。
ただ短期コースは長期コースに比べて 1.5 倍～2 倍ほどの学費がかかります。逆に滞在が半年以上
に亘ると学費が安くなる学校も一部にあります。
２．ここ掲載した学費は２部屋宿泊を基本にしています。個室を希望する場合は概ね 200kr～300kr/週
増しになります。また一部の学校では 3 人部屋を希望した場合、学費が安くなります。
② 教材費：学費に含まれていることが多いですが、芸術系、手芸系、スポーツ系の学校は別途請求する学
校が多いです。教材費の中に歌集や学校独自のグッズがセットになっている場合もあります。
③ 研修旅費：概ね 2000kr～12000kr の範囲の費用です。4000ｋｒ以上は外国旅行が多くなります。欧州
を始め、アフリカやネパール、インド、中東、アメリカなど学校の特徴を出した研修先が用意されてい
ます。Silkeborg Højskole は日本への研修旅行の用意しています。
④ 登録料は、前途金、入学金とも表示されています。金額は 1000kr～2500kr くらいです。登録料は通常、
学校等から入学の許可とともに学費と一緒に案内され、登録料は到着後概ね 2 週間以内に支払わないと
申し込みは取り消されます。学校によっては登録料のなかに教科書代なども含まれていることもありま
す。登録料が学費に含まれている場合は、登録料を学費総額から差し引いた額を指定日までに送金しま
す。
⑤ キャンセル：よんどころない事情で留学ができなくなった場合、多くの学校は各校の規定に従って、学
費を返金してくれます。ただし登録料や査証取得のための ID 取得費用（2100kr。すでに学校が取得し

ていた場合）は戻ってこないと考えていいでしょう。自己都合のドタキャンは、欧米の私立学校と違い、
政府から補助金をもらって運営するフォルケホイスコーレにとって大打撃になります。できるだけキャ
ンセルは避けましょう。
留学費用の調達
フォルケホイスコーレ留学は、秋コース（4 カ月～5 カ月）で、渡航費その他も含めて約 120 万～150 万
を用意するのが安心です。秋春 2 期いくのであれば 200 万円は用意したいです。もちろんそれ以下もろもろ
節約に努めれば、それ以下にもなります。
しかしここで提案したいのが、
「自分で用意したそのお金に手をつけるのは最後の手段」ということです。
学生であれば所属する学校や住んでいる自治体に留学支援の奨学金制度がないか調べてみましょう。学部
学生であれば「トビタテ ジャパン」と官公の協力で設立された返済不要の奨学金を利用するものよいでし
ょう。また大手企業や慈善団体、財団が奨学資金を提供していることもあります。良く調べて、貰えるもな
ら貰おうという考えで申請してみましょう。ただし奨学金を受けた団体には留学中や帰国後にきちんと留学
の成果を報告しなければなりません。
フォルケホイスコーレには、外国人にも一部学費を支援する奨学金（返済不用）が用意されている学校も
あります。概ね滞在が長期（12 週以上）に亘り、かつ学習意欲のある学生が対象になります。
しかしこれは自己申告が必要ですので現地で留学が始まったら学校に相談してみてください。

Askov Højskole

定員：不明

学費： 1765 kr./週（秋 17 週）
、1700kr/週（春 24 週）
、教材費：不明、研修旅費：学費に含まれる、登録料：
2000 kr.
Bornholms Højskole 定員：60 名
学費；1450 kr./週（秋 15 週、春 23 週）
、教材費：別途、研修旅行費：3500kr、登録料：1000 kr.
Brandbjerg Højskole 定員 85 名
学費：1475kr/週（秋 19 週、春 24 週）
、教材費：不明、研修旅行 6800kr～11500kr（研修先に依る）
、登録
料 1375kr
Brande Højskole 定員 62 名
学費：1600kr/週（秋 19 週、春 23 週）
、教材費：不明、研修旅行費：不明、登録料：2500kr（研修旅費の
一部も含む）
Brenderup Højskole 定員 50 名
学費：1190 kr./週（秋 19 週、春 24 週）
、教材費：不明、研修旅行費 3200kr～4000kr、登録料 1850kr
Den Europæiske Filmhøjskole 定員 120 名
学費：2555kr/週（全 34 週、総額 86870kr）
、教材費：5000k、研修旅費：学費に含まれる、登録料：2000kr
Den Internationale Højskole 定員 105 名
学費：約 1500kr/週（秋 18 週）
・1625kr（春 24 週）
、教材費：不明、研修旅費：別途支払い（額は不明）
、
登録料：1100kr
Den Rytmiske Højskole 定員：95 名
学費：秋（20 週）1950 kr /週・春（23 週）1925 kr /週、教材費：不明、研修旅費：不明、登録料：不明
Den Skandinaviske Designhøjskole 定員：70 名
学費：1900 kr/週（春 24 週、秋 20 週）
、研修旅費：秋 1750kr、春 4500kr、登録料：2000kr、他、鍵代預
かり金：300kr（退校時に返金）
Designhøjskolen Højer 定員：不明
学費：1650kr/週（秋 20 週、春 24 週）
、教材費：不明、研修旅行費：不明、登録料：不明
Djurslands Folkehøjskole 定員：40 名
学費：1350kr/週（12 週以上）
、1550kr/週（12 週以下）研修旅行費：5500kr（スウェーデン研修）
、登録料：
500kr
Egmont Højskolen 定員：200 名
学費：1800 kr/週（秋 19 週、春 23 週）
、教材費：不明、研修旅行費：不明、登録料：1500kr

Egå Ungdoms-Højskole 定員：80 名
学費：1195kr/週（秋 20 週、春 24 週）
、入学金：3500kr（登録料、研修費旅費、教材費含）
Engelsholm Højskole 定員：80 名
学費：1600kr/週（12 週）
、1400kr（14 週～42 週）
、教材費：150kr～300kr（選択科目に依る）
、研修費旅
費：4500kr ～7000kr（研修先に依る）登録料：300kr
Filmhøjskolen Møn 定員：不明
学費：1700kr/週（秋 17 週、春 23 週）
、教材費：不明、研修費旅費：不明、登録料：1250kr
Gerlev Idrætshøjskole 定員：120 名
学費：1595kr/週（秋 18 週、春 24 週）
、教材費：不明、研修費旅費：不明、登録料：1000kr
Grundtvigs Højskole 定員：100 名
学費： 2080kr/週（秋 17 週）
、2020kr（春 22 週）
、教材費：不明、研修費旅費：不明、登録料：1000kr
Gymnastikhøjskolen i Ollerup 定員：240 名
学費： 1.495 DKK per weekkr/週（秋 18 週、春 24 週）
、教材費：秋 2400kr、春 3550kr、研修費旅費：秋
3500kr、春 4500kr、入学金：1500kr
Gymnastik- og Idrætshøjskolen Viborg 定員：125 名
学費： 1595kr/週（秋 18 週、春 26 週）
、基礎学費：3400kr、教材費：1000kr～1500kr、研修費旅費：6100kr、
入学金：2000kr
Hadsten Højskole 定員：105 名
学費： 1635kr/週（秋 18 週、春 23 週）
、教材費：1000kr～1500kr、研修費旅費：ベルリン 3975kr、ニュ
ーヨーク 13000kr、前途金：2000kr
Højskolen for Bevidsthedsudvikling 定員：40 名
学費：1100kr/週、教材費：不明、研修旅費：不明、前途金：2000kr
Højskolen Marielyst 定員：84 名
学費：4000kr～4800kr（プログラムはほぼ 1 週間単位。長期コースはない）
Højskolen på Kalø 定員：80 名
学費：1200kr/週（秋 18 週、春 24 週）
、教材費；不明、研修旅費：2000k－4000kr、登録料：不明
Højskolen Skærgården 定員：55 名
学費：1600kr/週（12 週以上）
、1900kr/週（12 週以下）教材費：不明、研修旅費：不明、前渡金：2000kr

Højskolen Snoghøj 定員：90 名
学費：200eur/週、研修旅費：700eur、教材費:不明、留学査証申請料：3100eur、洗濯機使用量 6eur/月
Højskolen Østersøen 定員：85 名
学費：995kr/週（秋 18 週、春 16 週）
、教材費：不明、研修旅費：3885kr、登録料：1000kr
Idrætshøjskolen Bosei 定員：90 名
学費：1549kr/週（秋 19 週、春 24 週）
、教材費：1000kr、研修旅費：3500kr、登録料：1000kr
Idrætshøjskolen i Sønderborg 定員：130 名
学費：1550kr/週（秋 19-21 週、春 24 週）
、教材費：1000kr、研修旅費： 6.500kr～12700kr（旅行先に依
る）
、登録料：記載なし
Idrætshøjskolen Aarhus 定員：150 名
学費：1475kr/週（秋 18 週、春 23 週）
、教材費＋スポーツパック：3500kr、研修旅費：学費に含まれる、
登録料：500kr
ISI Idrætshøjskole 定員：60 名
学費：1450kr/週（秋 19 週、春 24 週）
、教材費：不明、研修旅費：4500kr～7000kr（選択科目に依る）
、登
録料：3000kr（スポーツウエアと教材費を含む）
Jaruplund Højskole 定員：50 名
学費：1475kr/週（20 週と 14 週、時期不明）
、教材費：不明、研修旅費：不明、登録料：1000kr
Johan Borups Højskole København 定員：100 名
学費：1300kr/週（秋 20 週、春 24 週）
、教材費：1000kr、研修旅費：5000kr、登録料：1000kr
Jyderup Højskole 定員：50 名
学費：1600kr/週（秋 18 週、春 24 週）
、研修旅費：不明、教材費：不明、登録料：不明
Kolding Internationale Højskole 定員：100 名
学費：1359kr/週（秋 20 週、春 24 週）
、研修旅費：記載無し、教材費：記載なし、登録料：記載なし
Krabbesholm Højskole 定員：115 名
学費：1975kr/週（秋 19 週、春 24 週）
、教材費：500-600kr/月、研修旅費：5000kr、前途金：1200kr（う
ち 200kr は登録料、残金は鍵代と学費に充てん）
Krogerup Højskole 定員：108 名
学費：1700 kr/週（秋 18 週、春 24 週、同校は 8 週、12 週などもある）
、研修旅費：5000kr、教材費：500
～600kr/月、前途金：1200kr（うち 200kr は登録料、残金は鍵代と学費に充てん）

Kunsthøjskolen i Holbæk 定員：77 名
学費：1600kr/週（秋 18 週、春 20 週）
、研修旅費：1800kr、前途金：2000kr（登録料、一部教材費、事務
手数料を含む）
Kunsthøjskolen på Ærø 定員：20 名
学費：1395kr/週（秋 16 週、春 24 週）
、教材費：不明、研修旅費：不明、入学金：4500kr、定員：20 名
Livsstilshøjskolen Gudum 定員：46 名
学費：1395kr/週（12 週～25 週）1745kr（6 週～7 週）
、研修旅費：不明、前途金：3000kr,
Luthersk Missions Højskole 定員：104 名
学費： 1050kr/週（秋 20 週、春 21 週）
、研修旅費：8000～10000、登録料：不明
Mariager Højskole 定員：107 名
学費： 1475kr/週（通年 45 週）
、教材費：不明、研修旅費：不明、登録料：不明
Musik og Teaterhøjskolen 定員：65 名
学費： 1490kr/週（秋 14 週、春 24 週）
、研修旅費：3990kr、入学金：2090kr、
Nordfyns Højskole 定員：75 名
学費： 1500kr/週（秋 19 週、春 25 週）
、研修旅費：4500kr、教材費：1000kr、登録料：不明
Nordiska folkhögskolan 定員：154 名
学費： おおよそ 1200sek/週（秋 17 週、春 21 週）
、教材費：不明、研修旅費：不明、登録料：不明
Nordjyllands Idrætshøjskole 定員：120 名
学費：1575kr/週（秋 14 週、春 25 週）
、教材費：不明、研修旅費：2100kr～5950kr（目的地に依る）
、登録
料：2000kr、
Nørgaards Højskole 定員：90 名
学費：1475kr/週（秋 18 週、春 21 週）
、研修旅費：2500kr～1000kr（目的地に依る）
、登録料：2500kr、
施設費：1500kr
Odder Højskole 定員：106 名
学費：1295kr/週＜旧宿舎＞、1445kr/週＜新宿舎＞（秋 18 週、春 22 週）
、教材費：2000kr（到着時支払い）
、
研修旅費：学費に含まれる、登録料：1500kr
Oure Højskole Sport & Performing Arts 定員：200 名
学費：2390kr/週（43 週受講の場合）
、教材費：不明、研修旅費：不明、登録料：不明

Roskilde Festival Højskole 定員：80 名
学費：1900kr/週（秋 19 週、春 26 週）
、教材費：2500kr、研修旅費：5000kr、登録料：1000kr、施設費（リ
ネン類）
：50kr/週
Ry Højskole 定員：90 名
学費：1700kr/週（秋 17 週、春 22 週）
、教材費：不明、研修旅費：1600kr～3200kr、登録料：2700kr（一
部教材費含む）
Ryslinge Højskole 定員：45 名
学費：1500kr/週（秋 26 週、春 18 週）
、教材費：不明、研修旅費：不明、登録料：1500kr
Rødding Højskole 定員：100 名
学費：32615 kr（秋 17 週総額）
、 46180kr（ 春 24 週総額）
、教材費：不明、研修旅費：8000kr～11000kr
（研修先に依る）
、登録料：1100kr、施設費：500kr、
Rønde Højskole 定員：100 名
学費：1500kr/週（秋 18 週、春 25 週）
、教材費：不明、研修旅費：4150kr～7000kr（研修先に依る）
、登録
料：1500kr、鍵代：200kr（退校時に返金）
Rønshoved Højskole - Højskolen ved Flensborg Fjord 定員：120 名
学費：①1495kr/週（秋 17 週、春 20 週）②1095kr/週（8 月～翌年 6 月の 41 週間留学の場合）
、教材費：不
明、研修旅費：3000kr～3500kr（研修先に依る）
、登録料：2495kr（教材費を含む）
SeniorHøjskolen, Nørre Nissum 定員：80 名
学費：4000kr～9000kr/週（すべて 1 週間単位の短期コース）
、教材費：不明、研修旅費：不明、登録料：不
明
Silkeborg Højskole

定員：128 名

学費：30000kr（秋 18 週）
、36000kr（春 22 週）
、教材費：学費に含まれる、研修旅費：2500kr～9300kr
（研修先に依る）
、登録料：学費に含まれる
Skals - højskolen for design og håndarbejde

定員：55 名

学費：1395kr/週（秋 17 週、春 23 週）
、材料費：700-1000 k/月、研修旅費：1000kr（秋）
、3000kr～4000kr
（春）
、登録料：2000kr、
Struer Fri Fag- og Højskole 定員：不明
学費：29925kr（秋 16 週）
、教材費：不明、研修費旅費：不明、登録料：不明
Suhrs Højskole 定員：不明（宿舎は 30 名分を用意）
学費：1750kr/週（秋 19 週）
（春 25 週）
、教材費：学費に含まれる、研修費旅費：5300kr、登録料：900kr

Teaterhøjskolen Rødkilde 定員：50 名
学費：1895kr/週（秋 18 週）
（春 22 週）
、教材費：不明、研修費旅費：5000kr、登録料：500kr
Testrup Højskole 定員：100 名
学費：2168kr/週（秋 19 週）
・2059kr/週（春 21 週）
、教材費：4500kr、研修費旅費：5000kr、登録料：1200kr
Ubberup Højskole 定員：80 名
学費：1590kr/週（秋 15 週）
・2059kr/週（春 13 週）
、教材費：不明、研修費旅費：記載なし、登録料：記載
なし
Uldum Højskole 定員：100 名
学費：1345kr/週（秋 17 週）
（春 24 週）
、教材費：不明、研修費旅費：2400kr、登録料：1000kr、リネン類
レンタル料：200kr/月
Ungdomshøjskolen ved Ribe 定員：80 名
学費：1195kr/週（秋 20 週）
（春 26 週）
、教材費：不明、研修費旅費・登録料：3500kr
Vallekilde Højskole 定員：125 名
学費：1325kr/週（秋 19 週）
（春 25 週）
、教材費：不明、研修費旅費：9900kr、登録料：1000kr
Vejle Idrætshøjskole 定員：140 名
学費：1525kr/週（秋 19 週）
（春 24 週）
、教材費：2000、研修費旅費：6000kr、登録料：1000kr
Vestjyllands Højskole 定員：80 名
学費：1245kr/週（秋 13 週）
（春 21 週）
、教材費：2000、研修費旅費：2000kr、登録料：1000kr
Vrå Højskole 定員：95 名
学費：1500kr/週（秋 16 週）
（春 22 週）
、教材費：学費に含まれる、研修費旅費：不明、登録料：不明
Aalborg Sportshøjskole

定員 100 名

学費： 1525 kr./週（秋 19 週）
、1700kr/週（春 24 週）
、教材費：1500kr～3500kr、研修旅費：3500kr～13200kr
（研修先に依る）
、登録料：1600 kr、鍵代預かり金：500kr（退校時返金）
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