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ベルリン・ケルン・ミュンヘン・ラドルフツェルボーデン湖畔

ドイツ語コース

大人のための総合プログラム
ドイツ語学習 in ドイツ

デュイスベルク受講生チェン、ヒルマ、ロドリゴ



ベルリン、ケルン、ミュンヘン、ラドルフツェル
にあるカール・デュイスベルク・センターは、
ＧＥＲで定められたＡ１からＣ２に分かれる
６レベルのドイツ語コースを提供しています。
受講生の語学力を客観的に測り、国際的な比
較を可能にします。

コース開始前のレベルチェックテストとマンツー
マンのカウンセリングにより、あなたのドイツ語力
を正確に把握します。その結果を基に、レベルに
合ったコースでドイツ語を学んでいただきます。

下記のグラフにより、学習目標達成までの期
間がお分かりいただけます。

コースシステム
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大人のためのドイツ語コース

カール・デュイスベルク・センターのコースシス
テムは、欧州評議会が定めた語学力評価基準 
(ＧＥＲ）に基づいています。確かなレベルチェッ
クと定期的な学習成果チェックが、私たちのドイ
ツ語コースのゆるぎない基盤となっています。ク
オリティーの高い、体系化された集中的なレッス
ンによって受講生を成功に導きます。

一目でわかるメリット
•  年間を通して全レベルのドイツ語コース
• 初心者コース開始日は1年に42回

• 予備知識のある受講生のコース開始：毎週
 月曜日
• 申込手数料、レベルチェック、教材に追加費 
 用不要
• 複数のコース開講地とトレーニングプログ
 ラムの組み合わせが可能

カール・デュイスベルク・センターでは、効率の
良いドイツ語コースの他にも、国際的にも認定
されているドイツ語検定試験を受験することが
できます。ご希望があれば、滞在期間に応じ、厳

選された個人宅（ホームステイまたはルームシ
ェア）、寮、アパートを仲介します。私たちのさま
ざまなアクティビティ、文化・スポーツプログラ
ムは、ドイツを知り、現地の人たちとの交流を可
能にすると同時に、覚えたてのドイツ語を練習す
る機会を提供します。また、ビザ取得をサポート
し、空港送迎をアレンジいたします。

ドイツ語学習 in ドイツ カール・デュイスベルク・センターにて
カール・デュイスベルク・センターは、あなたがドイツ国内で質の高い語学コースを受けるための信頼で
きるパートナーになります。私たちの集中コースは、短期間での語学習得の機会を提供します。経験豊富
なアドバイザーと講師の総合的なケアにより、理想的な学習環境が可能となります。それが、あなたの学
習目標の達成とキャリアアップにつながります。

カール・デュイスベルク受講生ジョージア

A1 A2 B1

8 週間     8 週間     8 週間     

telc B1

B2

8 週間     

telc B2 TestDaF

C1 C2

8 週間     8 週間     

telc C1/ 
telc C1Hochschule
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詳細は： www.carl-duisberg-doitsugo-kouza.com    +49 (0)221/16 26-269 

ベルリン
カール・デュイスベルク・センター・ベルリン

校は首都の中心地、ミッテ地区にあり、典型的な
ベルリン風中庭に面していて、大変静かな環境
です。ブランデンブルク門やジャンダルメンマル
クト、ドイツ連邦議事堂といった観光地も徒歩
圏内です。活気あふれるフリードリッヒ通りを
散歩することもでき、ハンスアイスラー音楽大
学やフンボルト大学も近くに位置しています。

ベルリン校は、公共交通アクセスの良い立地か
ら、街のどこからでも快適かつ短時間に通うこ
とができます。校内には２０の教室、Lernstudio
(学習スタジオ）、小規模なインターネットカフ
ェ、受講生が集まって交流できるレクリエーシ
ョンルームがあります。

ケルン
カール・デュイスベルク・センター・ケルン

校は市内中心部のはずれにあります。少し歩く
とライン川、大聖堂、絵画のように美しい旧市
街、繁華街に出ることができます。地下鉄や市
電を利用すれば、宿泊先、中央駅、空港までも
短時間で着きます。

ケルン校には、エアコンが完備された17の教
室、Lernstudio（学習スタジオ）、カフェテリア、
飲料と軽食の自動販売機、2台の電子レンジが
あります。月曜日から木曜日には、日替わりラン
チの提供もあります。また、セルフサービスでの
コーヒーとお茶も準備しています。近隣に大学
の学食や手頃な値段のレストランがあります。

ミュンヘン
カール・デュイスベルク・センター・ミュンヘ

ン校は、街の中心近くにあり、公共交通のアクセ
スも抜群のロケーションです。寮とミュンヘン校
は、同じ敷地内にあります。近隣には、オリンピッ
ク公園、巨大なオリンピックスタジアムがあり、大
学、学生の多いシュバービング地区、イギリス庭
園にも程近いところです。

ミュンヘン校には、21の教室、Lernstudio （学
習スタジオ）、ラウンジがあります。飲み物とスナ
ックの自動販売機、午前中には軽食と飲み物を
提供するカフェテリアが受講生の快適な環境を
ご用意します。

ラドルフツェル（ボーデン湖畔）校
カール・デュイスベルク・センター・ラドル

フツェル（ボーデン湖畔）校は旧市街を望む市
立公園に面しています。３万の人口のこの小さ
な町は、若い参加者や、のんびり、アットホーム
な環境を望む受講生に適しています。町中どこ
でも徒歩圏内です。

湖に面し、スイス、オーストリア、シュヴァルツ
ヴァルトにも近いロケーションには、数多く
のハイキングコースやレジャーアクティビィテ
ィができる素晴らしい自然環境があります。ラ
ドルフツェルは、9つの教室、小さなカフェテリ
ア、Lernstudio、地下パーティールームがあり
ます。

カール・デュイスベルク・ドイツ語コース料金に
は次のサービスが含まれています

  申込手数料
  ビザ申請のための申込・支払証明書
  レベルチェックテスト
  スターターキット
  教科書、オンライン、やその他の教材へのア 

 クセス
  定期的なテストと学習成果報告
  課外プログラムと文化プログラム

 (一部有料）
  行政関連手続きや緊急時のサポート
  無料のインターネット接続、Wi-Fi
  受講証明書

4つのカール・デュイスベルク・コース
開講地

カール・デュイスベルク・センターは、全く異なる、かつ
それぞれ個性ある地域の街ベルリン、ケルン、ミュンヘ
ン、ラドルフツェルの４ヵ所で開講しています。どの開
講地も独自の魅力やメリットがあります。

長期コースの受講生はひとつの開講地に滞在し続け
ることもできますし、ドイツの多様な面を知るために、
最短４週間ひとつの開講地に滞在した後は、他の開講
地に移動することもできます。

首都ベルリン、ラインのメトロポリタンケルン、バイエル
ンのオクトーバーフェストの街ミュンヘン、のどかなボ
ーデン湖地方をご体験ください！

You Tubeでカール・デ
ュイスベルク・センター
の様子をご覧いただけ

ます！

ベルリン ケルン ミュンヘン ラドルフツェル

cdc.de/youtube

ミュンヘン

ベルリン

ケルン

ラドルフツェル

ハンブルク

フランクフルト

ボン
デュッセルドルフ

シュトゥットガルト

チューリッヒ/スイス
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大人のためのドイツ語コース

ドイツ語集中コース

集中コースは、仕事、大学またはプライベートの場
で使うドイツ語力を伸ばします。1週間からの短
期コースでは、ドイツ語の基礎から学んだり、今あ
るドイツ語力を目的に合わせて伸ばすことができ
ます。特に、大学生やドイツでの職業資格取得を
目指す受講生は、長期コースで、目標達成に不可
欠なドイツ語力を体系的に学び、一定期間で必要
なレベルまで達することができます。

グループレッスンの他には、さまざまなテーマの
ワークショップを行います。そこでは、語学スキ
ル、文法力を高め、ボキャブラリーを増やし、文
化や社会の最新のテーマについて学びます。レ
ベルごとに、少なくとも週に一度はワークショッ
プが開講されます。

チューターによる直接指導、デジタルLernstu-
dioでは、学習した内容を復習し、より深めていき
ます。ここでは、オンラインとその場で手に取るこ
とのできる教材の両方が充実しています。

デジタルLernstudioへは、コース期間中、無制
限のアクセスが可能となり、時間と場所を選ば
ずドイツ語学習を進めることができます。

また、教室での学習以外にも、いろいろな形で
楽しむことのできる課外プログラムがあります。

集中コースは、16才以上、ラドルフツェル校では
15才以上の方が受講できます。既修者は毎週月
曜日から受講を開始できます。初級者のコース開
始日と祝日、年末年始の閉館期間は以下の表を
ご覧ください。祝日、閉館期間は、休校となり、補
講もありませんのでご注意ください。
 

長期滞在にはそれだけの価
値がある！
16週コース : 3,040 €　
32週コース : 5,120 €

ドイツ集中コース »10–001«
グループレッスン （時限/週） 24
ワークショップ（時限/週） 2
受講生/グループ 5名以上、15名以下
短期コース（11週間まで） 料金/週
1週間 280 €
2～4 週間 230 €
5～11週間 210 €
ハイシーズン（2020年6月29日～8月28日）特別料金/週 30 €
長期コース（1週目から割引料金） 料金/週
12～19週間 190 €
20～40週間 160 €
ハイシーズン（2020年6月29日～8月28日）特別料金/週 30 €

初級者コース開始日2020
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

ベルリン 06. 03. 02. 06. 04. 02. 06. 03., 31. – 05. 02., 30. –
ケルン 06. 03. 02. 06. 04. 02. 06. 03. 07. 05. 02., 30. –
ミュンヘン 07. 03. 02. 06. 04. 02. 06. 03., 31. – 05. 02., 30. –
ラドルフツェル 07. – 02. – 04. 02., 29. – 03., 31. – – 02. –

ベルリン
1月1日、3月8日、4月10日・12日・13日、5月1日・
8日・21日・31日、6月1日、10月3日、
12月24日・25日・26日・31日
年末年始閉館 2019年～2020年 2019年
12月23日～2020年1月5日 2020年～2021年 
2020年12月24日～2021年1月3日
ケルン
1月1日、2月24日、4月10日・12日・13日、
5月1日・21日・31日、6月1日・11日、10月3日、
11月1日、12月24日・25日・26日・31日
年末年始閉館 2019年～2020年 2019年
12月23日～2020年1月5日 2020年～2021年 
2020年12月24日～2021年1月3日
ミュンヘン
1月1日・6日、4月10日・12日・13日、5月1日・
21日・31日、6月1日・11日、8月15日、10月3日、
11月1日、12月24日・25日・26日・31日
年末年始閉館 2019年～2020年 2019年
12月23日～2020年1月5日 2020年～2021年 
2020年12月24日～2021年1月3日

ラドルフツェル
1月1日・6日、4月10日・12日・13日、5月1日・
21日・31日、6月1日・11日、10月3日、11月1日、
12月24日・25日・26日・31日
ラドルフツェル校は、年末年始も祭日のみ閉館と
なります。

祝日 2020年	コース詳細 

私はカール・デュイスベルク・センター
ですでに3度もドイツ語コースを受講し
ています。新しい人 と々出会うこと、様々
な文化を知ることはすばらしいです！楽し
くて興味深い授業とメソッドがますます
気に入っています。だから今年もまたカ
ール・デュイスベルク・センターでドイツ
語を学びます。
ナタリア、集中コース

受講生の声を聞いて
みよう！

*時限 = トレーニング単位（45分）

カール・デュイスベルク受講生ネイ・シン

	24時限*　グループレッスン
	週2時限のワークショップ

	チューターが直接指導するLernstudio
	無制限でアクセス可能なデジタルLernstudio

cdc.de/youtube

カール・デュイスベルク受講生ロドリゴ



その他のドイツ語コースと検定試験
クラッシュコース
クラッシュコースでは、グループレッスンのメリッ
トと個人レッスンならではの良さを組み合わせる
ことができます。グループではコミュニケーション
能力を磨き、個人レッスンではご自身の重点ポイ
ントに的をしぼります。5時限または10時限の個
人レッスン（一般ドイツ語または専門ドイツ語）
を選択できます。

個人レッスン
個人レッスン（4時限以上の一般ドイツ語また
は専門ドイツ語）では、あなたの学習ニーズと目
標を、コース開始前のカウンセリングにより最
大限に配慮します。ご希望により、ご自身が用意
されたもの（例えば、普段職場で使用している
もの）を教材として使用します。

ドイツ語検定試験
コースの過程で、国際的に認知されたドイツ語検
定試験をカール・デュイスベルク・センターで受
験できます（例 telc Deutsch, telc Deutsch 
C1 Hochschule、TestDaF）。これらの試験の
準備や、その他の試験を受験することもできます。

学校クラスやグループのためのドイツ語
ドイツ語を共に学び、ドイツを知り、ドイツ人と交
流したいグループには、カール・デュイスベルク・
センターが、10月から5月の間、グループ学習に
合った授業と文化プログラムやエクスカーション
を組み合わせてアレンジします。この授業は、ケル
ン、ミュンヘン、ベルリン、ラドルフツェルで開講し
ています。１４歳以上の受講生が対象になります。

オーダーメイドのコース週あたり
	受講料（要問合せ）
	1グループ最大15名、20時限
	宿泊、食事、余暇プログラム
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受講生の声を聞いてみよう: www.carl-duisberg-doitsugo-kouza.com    +49 (0)221/16 26-269 

クラッシュコース 5 »10–003« 10 »10–004«
グループレッスン　5名以上15名以下（時限/週） 24 24
ワークショップ （時限/週）                      2                  2
個人レッスン（時限/週） 5 10
料金/1週間 490 € 730 €
料金/2週以上 450 € 690 €
ハイシーズン（2020年6月29日～8月28日)特別料金/週 30 € 30 €

個人レッスン »10–005«
個人レッスン　1時限につき（最小4時限） 52 €

TestDaF準備コース »10–008«
午後のグループレッスン 8名以上20名以下 80時限
4週間 490 €
2020年コース日程：1月13日～2月7日、3月23日～4月17日、5月4日～5月29日、6月22日～7月17日、
8月10日～9月4日（ケルンを除く）、10月12日～11月6日
ラドルフツェル校のミニグループレッスン開講については要問合わせ

テストトレーニング（以下のドイツ語検定試験およびDSH） »20–204« 
午後の個人レッスン（時限/週） 4
料金/週 196 €
コース日程要問合せ

ドイツ語検定資格試験
telc B1*/B2*/C1 »70–003«/»70–004«/»70–005« 160 €/160 €/175 €
telc Beruf （ビジネス）B1–B2*/B2–C1*/C1 »70–012«/»70–013«/»70–014« 160 €/175 €/175 € 
telc Pflege （看護）B1–B2* »70–010« 220 €
telc Medizin （医療）B2–C1* »70–011« 220 €
telc C1 Hochschule（大学） »70–009« 175 €
TestDaF »70–006« 195 €

telc C1 Hochschule準備コース »10–011«
午後のグループレッスン 8名以上20名以下 80時限
4週間 490 €
コース開始日は要問い合わせ

試験日程と申込期限については要問い合わせまたはwww.carl-duisberg-doitsugo-kouza.com 
ご参照ください。受験生3名以上で試験実施。

*語学コースと同時に試験を申し込まれる場合、40€の割引。

カール・デュイスベルク受講生レベッカ
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大人のためのドイツ語コース

宿泊と追加サービス
カール・デュイスベルク・センターは一流のドイ
ツ語コースをご提供しています。また、ご希望の
方には、厳選された宿泊先を仲介します。ホスト
ファミリーまたはルームシェア、寮、アパートメン
トまたはホテルからお選び頂けます。どのタイプ
の宿泊先も、私たちが責任をもってお探します。
いずれの宿泊先も個々に探します。宿泊先は交
通の便が良いところに位置しており、カール・デ
ュイスベルク・センター各校に公共交通機関で
簡単に通うことができます。

個人宅
ドイツ人ホスト（シングルまたはカップル、子供あ
り・なし）宅またはルームシェアで、 住み心地の
良い家具付き1人部屋に滞在します。テレビとイ
ンターネット接続が提供される場合もあります。
バスルームとキッチンは、共同で使います。滞在先
に複数のゲストが住んでいる場合、同じ母国語を
話す人が一緒にならないように配慮します。ご希
望により、ホストファミリー宅では、朝食付きまた
は2食付き（朝食と夕食）でお申し込み頂けます。

寮
寮では、他にない国際的な雰囲気を味わうこと
ができます。シンプルで機能的な1人部屋と2人
部屋（ベット2台）があります。浴室（シャワー/ト
イレ）とキッチンは、共同利用となります。

ミュンヘンでは、寮とカール・デュイスベルク・セ
ンターが同じ建物の敷地内にあります。ベルリ
ンでは、さまざまなタイプの宿泊施設の1人部
屋を紹介します。ベルリンの宿泊施設もラドル
フツェルの寮も、公共交通のアクセスが良い場
所に位置しています。

アパート
最も独立性を保てるのは家具付きのアパートメン
トの予約です。お部屋はもちろん、キッチンとバス
ルームもひとりで使うことができます。

ホテル
ご希望により、ホテルの部屋をご予約します。料
金は立地、カテゴリー、シーズンによって異なり
ます。喜んでお手伝いしますので、お問い合わせ
ください！

個人宅（週あたり） ベルリン ケルン ミュンヘン ラドルフツェル
1人部屋、食事なし »50–001« 190 € 190 € 190 € 160 €
1人部屋、朝食付き »50–002« 225 € 225 € 225 € 195 €
1人部屋、2食付き »50–003« 275 € 275 € 275 € 245 €
12週間以上：1人部屋、食事なし »50–001« 150 € 150 € 150 €    140 €
12週間以上：1人部屋、朝食付き »50–002« 185 € 185 € 185 € 165 €
12週間以上：1人部屋、2食付き »50–003« 235 € 235 € 235 € 215 €
寮 （週あたり）
1人部屋、食事なし »50–005« 250 € – 250 € 140 €
2人部屋（ベット2台）、食事なし »50–006« 220 € – 220 € 100 €
12週間以上：1人部屋、食事なし »50–005« 230 € – 230 € 130 €
12週間以上：2人部屋（ベット2台）
食事なし »50–006« 200 € – 90 €

アパートメント（週あたり）
アパートメント、食事なし »50–007« 350 € 250 €

200 € 

250 € 320 €
全ての宿泊先における追加料金
ハイシーズン（2020年6月28日～8月29日）特別料金/週 30 €

空港送迎 »60–001«
カール・デュイスベルク・センター 空港 片道料金、1人あたり
ベルリン ベルリン シェーネフェルト、テーゲル 75 €

ケルン ケルン・ボン
デュッセルドルフ

70 €
180 €

ミュンヘン ミュンヘン フランツ ヨーゼフ シュトラス 95 €

ラドルフツェル
チューリッヒ（スイス）
フリードリヒスハーフェン
シュトゥットガルト

160 €
140 €
300 €

疾病・傷害・賠償責任保険 »60–002«
1週間 20 €

国際宅急便料金 »60–004«
書類や資料の国際宅急便での発送 70 €
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詳細は： www.carl-duisberg-doitsugo-kouza.com    +49 (0)221/16 26-269 

出身国の卒業資格がドイツの大学入学申請条
件を満たしている場合、必要な語学力が証明で
き次第、入学申請ができます。

出身国の卒業資格がドイツの大学への直接入学申請ができる条件を満たしていない場合、申請
前にまずドイツで1年の準備コース（「大学入学準備過程（Studienkolleg）」）に通わなければ
なりません。

ドイツの大学入学までの流れ

ドイツの大学への入学

直接入学申請がで
きるケース 直接入学申請ができないケース

大学入学準備過程入学のための準備コース	 
»10–009«
2020年コース:
• 開講時期：1月・2月および8月・9月。詳細は要問
   合せ
• 期間：4週間
コースに含まれるサービス:
グループレッスン（午後）：週24時限
内訳: 
• ドイツ語：週20時限
•  数学：週4時限
1クラスの受講生数：6名以上20名以下

大学または大学入学準備過程入学斡旋	»20–103«
（12週間以上の集中コースを登録した場合のみ）
期間:
• 通年
• 大学入学時期：原則として3月・9月
• 語学コース：コース開始前のドイツ語力によって異なるが、12週間以上
コースに含まれるサービス:
• 大学に関するカウンセリング
• ビザ申請書類準備
• 証明書、入学条件の確認作業
• 入学までのスケジュール組み立て・（提出期限の）管理
• ドイツ語学習と語学の資格に関するカウンセリング
• 最大3大学までの入学申請 
含まれていないサービス：公証・翻訳・ uni-assist e.V.にかかる費用、語学試験受験料など

大学入学斡旋手数料
12～17週間の集中コース 1,000 €
18～23週間の集中コース 900 €
24～29週間の集中コース 800 €
30週間以上の集中コース 700 €

基礎コース	:	大学入学申請が直接できない場合、詳細はお問い合わせください:	internationalsales@cdc.de	

書類の確認（無料）

お申込み

ビザ申請

語学コース（3～8か月）

telc	B2受験

お申込み

ビザ申請

語学コース（3～8か月）

telc	B2受験

大学入学準備過程入学斡旋（オプション）大学入学斡旋 大学入学準備過程入学斡旋

書類の確認（無料) 書類の確認（無料)

ドイツの大学で学ぶ－一目でわかるそのメリット
• 最新のテクノロジーも持つ国で学ぶ
• 学費負担のないまたは少ない大学

• アカデミックスタンダードの高さ
• 大学と企業との緊密な関係による実務に則し
 た授業内容

• さまざまな大学形態、専攻と大学の豊富さ
• 国際的に認められた大学卒業資格

受講料 大学入学準備過程入学のための準備コース
4週間 590 €

ビザ申請

お申込み

語学コース（3～10か月）

telc	C1	Hochschule/TestDaF受験

州立の大学入学準備過程入学（試験）
のための準備コース

大学入学斡旋 大学入学準備過程入学斡旋 大学入学準備過程入学のための準備コース



カール・デュイスベルク・センターでドイツ語を学ぼう！

子どもと青少年のためのドイツ語コース
カール・デュイスベルク・センターは、あなたがドイツ国内で語学コース
を受けるための信頼できるパートナーになります。経験豊富なチームによ
る総合的なケアにより、11歳から17歳の子どもや青少年が、夏・冬休みの
プログラムや、ドイツの学校への長期留学を体験することができます。

• 子どものためのドイツ語キャンプ
• 青少年のためのドイツ語コース
• ドイツの学校へ長期留学
• 学校クラスとグループのためのドイツ語

cdc.de

2020

お申し込みは
カール・デュイスベルク・センター・ベルリン校
Carl Duisberg Centrum Berlin
Jaegerstrasse 64 • 10117 Berlin
Tel. +49 (0)30/20 88 644-0 • Fax -29
berlin@cdc.de

カール・デュイスベルク・センター・ケルン校
Carl Duisberg Centrum Koeln
Hansaring 49–51 • 50670 Koeln
Tel. +49 (0)221/1626-213 • Fax -314
koeln@cdc.de

カール・デュイスベルク・センター・ミュンヘン校
Carl Duisberg Centrum Muenchen
Pfaenderstrasse 6–10 • 80636 Muenchen
Tel. +49 (0)89/12 66 46-0 • Fax -46
muenchen@cdc.de

カール・デュイスベルク・センター・ラドルフツェル校
Carl Duisberg Centrum Radolfzell
Fuerstenbergstrasse 1 • 78315 Radolfzell
Tel. +49 (0)7732/9201-0 • Fax -92
radolfzell@cdc.de

Carl	Duisberg	Centren	
International Sales • Hansaring 49–51 • 50670 ケルン • ドイツ 
Tel. +49 (0)221/16 26-269 • Fax -337
internationalsales@cdc.de • www.carl-duisberg-doitsugo-kouza.com

Follow Us!

ドイツ語コース、受講地、利用条件、受講生の体験談は、複数の言語で以下のサイトからご覧いただけます。

www.carl-duisberg-doitsugo-kouza.com

写真提供：	Fotolia,	Thekla	Ehling,	Stanko	Petek,	Eva	Olbricht,	ベルリン市、ケルン市、ミュンヘン市ツーリストインフォメーション,	Corbis,	カール・デュイスベルク・
センター、Paul	Hoffmann


