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ハイデルベルク – ロマンと学問の街

プファルツ選帝侯の都であったハイデルベルクはカルヴァン思想の
中心地でもありました。美しいネッカー渓谷にあり、穏やかな気候
が特徴的です。 
ハイデルベルクの美しさは歴史の経過と共に多くの詩人や画家、学
者たちを魅了してきました。19世紀初頭にはネッカー川沿いの町々
はドイツ･後ロマン主義の中心地となりました。この時代の代表的
な詩人･文学者には、アルニム、ブレンターノ、ゲーテ、アイヒェンドル
フらがいます。
1386年に創立されたルプレヒト･カールス大学ハイデルベルクはド
イツで最も古い大学です。ドイツの一流大学の中でもトップの座を
占め、ドイツ連邦政府のエクセレンス・イニシアチブ政策において
名門大学に指定されています。また、最も権威のある大学ランキン
グ(タイムズ・ハイアー・エデュケーション・ワールド、上海ランキン
グ、QS世界大学ランキング）で、ハイデルベルク大学はミュンヘン
大学、ミュンヘン工科大学と共に、ドイツで最も優れた3大学の1つ
に選ばれています。ドイツの大学の中でも抜きん出たそのステータ
スは、2019年7月に再び証明されたことになります。

変化に富んだネッカー川流域の歴史はハイデルベルクに残されて
いる多くの記念碑からも見て取れます。ネッカー川から70メートル
上方の山の傾斜部には、町のシンボルでもあるケーニッヒシュトゥ
ール山があります。選帝侯の居城でもあったハイデルベルク城はド
イツを旅する中で最も印象的なものとなるでしょう (ハイデルベル
ク城は2019年にドイツを訪れた外国人観光客の一番人気の旅行地
の一つでした) 。ハイデルベルク城に登ると門をくぐってすぐの所に
庭があり、この中庭は“Hortus Palatinus（ホルトゥス･パラティヌス）”
といって、17世紀初頭に建設されました。この庭からは素晴らしい
ハイデルベルクの街並みと、ネッカー川を挟んで向かい側にある哲
学者の道を一望することができます。お城の中庭では様々な時代
に建てられた建築物に魅了されます。選帝侯のワイン倉庫には世
界で最も大きいと言われているワイン樽があります。この大樽の番
人であったペルケオはこの大樽を飲み干すことができるかどうか聞
かれる度に、“perché no”（英語のWhy not）と言ってはワインを飲
んでいました。ドイツ人にはそれがペルケオと聞こえ、人々は彼をペ
ルケオと呼ぶようになったそうです。

旧市街を歩いていると、バロック調の街家に装飾されたファサード
やポータルが取りわけ目に入ります。旧市街の中心地はプロテスタ
ント聖霊教会と、華やかなルネッサンス式の騎士の家“Zum Ritter”
のあるマルクト広場です。プロテスタント聖霊教会周辺には、歴史
ある古い飲み屋やレストランが数多く並んでいます。ネッカー川に
架かるアルテ・ブリュッケはドイツで最も美しい石橋の一つです。大
学広場周辺には18世紀初頭に建てられたイエズス教会があります。
これは旧市街にある多数の聖母像や聖人像と共に建設され、30年
戦争とプファルツ王位継承戦争の争乱後に地歩を占め始めたカト
リックを象徴しているのです。

ハイデルベルク周辺の山々の緑も街に素晴らしい景観を添えてい
ます。近郊のネッカー川渓谷やドイツ･ワイン街道、文化的景観を持
つオーバーライン、オーデンヴァルト山地、黒い森では様々な自然
文化体験を楽しむことができます。また、ハイデルベルク周辺には、
フランクフルト、カールスルーエ／バーデン・バーデン、シュトゥット
ガルトの各主要空港もあり、大変アクセスの良い場所です。

伝統とロマン主義で知られるハイデルベルクも一方では、経済・近
代科学の拠点として世界的に名を馳せています。伝統あるルプレ
ヒト･カールス大学ハイデルベルクに始まり、学術アカデミー、ドイ
ツ癌研究センター（DKFZ）、マックス･プランク研究所、ヨーロッパ
分子生物学研究所（EMBL）、アジア・トランスカルチャー・センター
（CATS）、印刷機器のドイツ･ハイデルベルク社、SAS研究所など、
多くの国際的コンツェルンの研究センターがハイデルベルクを拠
点としています。ハイデルベルクは現在人口16万ほどの中都市です
が、科学技術を基盤としたドイツ経済の発展に大きく貢献している
のです。

更にハイデルベルクには多くの美術館や博物館があり、ドイツ文化
の中心地でもあります。2014年12月よりハイデルベルクは「文学都
市（Unesco City of Literature）」に認定されており、街中で文学に
触れることができます。また、ハイデルベルク近郊にあるライン･ネ
ッカー地域の自治体（主な場所だけでも、マンハイム、ルードヴィヒ
スハーフェン、シュパイヤー、シュヴェッツィンゲン、ヴォルムスなど）
と共同で、地域を跨いだ様々な文化イベントが開催されています。
8ページのライン･ネッカー地域イベントカレンダーもご参照くださ
い。

ハイデルベルク城から見たアルテブリュッケと花火
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F+U Academy of Languages ハイデルベルク 

F＋Uアカデミーオブランゲージのオンライントレーニングとハイブ
リッドレッスンでは、世界中の受講者がドイツ語や英語やその他
の言語を学んだり、語学試験に向けた準備をしたりしています。バ
ーチャル教室では、受講者は経験豊富で優秀な母語話者の講師
による授業を受けることができます。また、お一人でもグループで
も、F＋Uアカデミーオブランゲージではお客様のニーズに合わせた
コース時間やコース内容をご提供しています。

当校には国家公認の語学系職業専門学校が併設されており、外国
語通信員、ヨーロッパ秘書、国際貿易通信員、翻訳家の資格取得が
可能です。また、F＋Uは南ドイツにおいて唯一、国家公認の日本語
コースを開講している機関で、更に、外国語としてのドイツ語、中国
語、英語、フランス語、スペイン語、ロシア語においても公認を受け
ています。

F＋Uアカデミーオブランゲージでは、エラスムス計画の一環とし
て、インターンプログラムを実施しています。このEUのインターンプ
ログラムでは、ハイデルベルクで語学研修を受けた後、企業実習を
行うことができます。

国際色豊かな語学学校
F＋Uアカデミーオブランゲージは歴史ある大学都市の中心部にあ
り、ネッカー川へも目と鼻の先です。校舎からはハイデルベルクの
旧市街や古城、ネッカー渓谷といった素晴らしい景色が一望できま
す。 

F＋Uアカデミーオブランゲージは国内最大規模の語学学校の一つ
であり、ハイデルベルクにおける語学コース受講者と試験センター
利用者数は、年間約10,000人にのぼります。当校のドイツ語コース
には、毎年世界約100ヶ国から受講者が集まっています。国際色豊
かな語学学校であることから、学校の廊下や休憩エリアでの歓談、
週に数回行われるアクティビティを通して、様々な言語や文化に触
れながら習得した語学知識を更に深めることが出来ます。

当校には50のマルチメディア教室（夏季は最大65教室）と計50台の
パソコンを備えたインターネットルームが3室あり、校内ではWi-Fi
の無料利用も可能です。更に、街の中心部という好立地にあること
から、F＋Uアカデミーオブランゲージにはハイデルベルクでの語学
研修を特別な体験にするための条件が揃っていると言えます。 

当校は世界各国から訪れる受講者の皆様にご滞在いただくための
宿泊施設を多数所有しています。約350室の学生寮やインターナー
ト、アパート、F＋Uグループが運営するホテル、ホストファミリーな
ど、年間を通してご宿泊いただけます。

世界屈指のドイツ語コース提供企業として、F＋Uアカデミーオブラ
ンゲージでは、午前と午後のインテンシブコースや、職業ごとに特化
した夜間コース、プライベートレッスンなど、様々な時間帯とタイプ
の語学コースを開講しています。現地での受講が難しい方には、オ
ンライントレーニングで語学力を磨くという選択肢もご用意してい
ます。

また当校は主要語学試 験のインターナショナルセンターにも
なっており、言 語関連の幅広いサービスを行っています。当校
では、TOEFL®、IELTS (International English Language Testing 
System)、TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache）といった有名
な試験のほか、telc (The European Language Certificates（ヨー
ロッパ語学力試験）、TOEIC®、LCCI（ロンドン商工会議所公認簿記
試験）、TestAS（大学進学希望の外国人対象で、ドイツの大学で学
ぶために必要な能力を備えているかどうかをみるための試験）、 
WiDaF（外国語としての経済ドイツ語試験）、OnSET（ドイツ語や英
語の習熟度をみるオンラインテスト）なども受験できます。

年間を通じて開講されているインテンシブコースや夜間コースに
は、大学進学を目指す方や、言語・文化に関心のある方が世界中か
ら集まるほか、世界的大企業や研究機関（SAP、ルフトハンザ、ドイ
ツ・ハイデルベルク社、ハイデルベルク・セメント、ジーメンス、ダイ
ムラー・クライスラー、NEC、Heipha、Brunel、BASF、EMBL、HITS、
ドイツ癌研究センター、ハイデルベルク大学など）の職員も受講し
ています。また、近郊のスポーツ団体（1899ホッフェンハイム、ライ
ン-ネッカー-レーヴェン、USC ハイデルベルク、SVザンドハウゼンな
ど）を通じて海外の一流スポーツ選手が当校のドイツ語コースに参
加しています。

多くの受賞歴

German Language
School

Winner 2017

当校はダルムシュテッターホーフ・ツェントルムの3階にあります

決め手となる特長
• 教育分野における多様性：F+Uは専門大学（hwtk：ベルリン経

済・工業・文化専門大学）、国際職業アカデミー(iba、isba)、バイ
リンガル・スクール（小学校、ギムナジウム）、実科学校、その他
様々な職業系の学校や外国語系専門学校を運営しています。ま
た、2017年9月以降、F+Uでは国際バカロレア・ディプロマプログ
ラム及び、国際バカロレア準備クラスに基づいた留学生向けの英
語中等教育プログラムもご提供しています。

• インターナショナル・インターナート：14歳以上の未成年の長期
受講者のための宿泊施設。7月と8月には、ユーゲントキャンパス
24もあります。

• 24時間電話サポートサービス：土日も休まず営業
• 試験センター：TOEFL®、IELTS、TestDaF、telc、TestAS、TOEIC®、 

LCCI、OnSET
• 国家公認語学系職業専門学校を併設
• 会員・提携先機関：FaDaF(ドイツ語協会）、FDSV(ドイツ語学学校

及び語学留学運営団体）、VDP(ドイツ私立学校連盟）、AOK（ドイ
ツの健康保険会社）、Eurhodip(ヨーロッパ・ホテルディプロマ）、 
DRV (ドイツ旅行代理店 / 旅行業者連盟)、ラインネッカー・オリン
ピックサポート協会、ドイツ・ユースホステルなど

• 年間を通じて全コースの実施保証（詳細は本冊13ページを参照の
こと）

• 様々な宿 泊 施 設：学生寮、アパート、ホストファミリー、ホテ
ル“Bayrischer Hof”

• インターナショナルな校風 (2019年には世界115ヶ国からの受講者
が在籍）

• 好立地：当校はドイツで最も美しい街の一つであるハイデルベル
クの中心に位置

• コストパフォーマンスの良さ
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ハイデルベルク アルテ・ブリュッケと聖霊協会

イベントカレンダー

2021年1月23日 シュヴァルツヴァルト 

2021年2月7日 カーニバルin シュヴェービッシュ・ハルル)
Halliaenezia Schwäbisch Hall

2021年3月20日 ローテンブルク 

2021年4月17日 ストラスブール

2021年5月15日 シュヴェッツィンゲン城 

2021年6月19日 ローマ都市 ラーデンブルク 

2021年7月17日 ネッカー川 クルーズ

2021年8月14日 ヨーロッパ・パーク

2021年9月18日 ワイン祭りinバート・デュルクハイム

2021年10月23日 ゲーテ＆ショッピング inフランクフルト   

2021年11月13日 ジンスハイム技術博物館 

2021年12月11日 クリスマスマーケットin ニュルンベルク 
Weihnachtsmarkt

3～4月 ハイデルベルク  春の音楽祭

4～5月 ハイデルベルク戯曲マーケット

4～5月 シュヴェッツィンゲン音楽祭

4～5月 ハイデルベルク音楽・現代文化フェスティバル

6・7・9月 ハイデルベルク城ライトアップとアルテ・ブリュッケ
からの花火

6月 ハイデルベルク文学祭

6月 マンハイム国際シラーフェスティバル

6～7月 ハイデルベルク古城演劇祭

7月 マンハイム  夏のモーツァルト祭

7～8月 ルートヴィヒスハーフェン国際街頭演劇祭

7月 ヴォルムス・ニーベルンゲン演劇祭

8～9月 ドイツ映画祭

9月 ハイデルベルク 秋の文学祭

9月下旬 ハイデルベルク 秋祭り

10月 フランス フェスティバル

10～11月 エンジョイ・ジャズ －ハイデルベルク国際ジャズフェ
スティバル 

10～11月 ハイデルベルク演劇祭

10～12月 ルートヴィヒスハーフェン演劇祭

12月 ハイデルベルク クリスマスマーケット

F+U アカデミーオブランゲージ 
カルチャープログラム（ハイライト）

ハイデルベルク／ライン･ネッカー地域
イベントカレンダー（ハイライト）

変更の可能性あり。
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初
級者

基礎
レベル

中級レベル

自立した言語使
用ができるレベル

専門的な語学レベル

ネイティブに近い
語学レベル

A1

B1

C1

A2

B2

C2

クラスレベル

CEFR – 
レベル

レベル毎
の授業時

間数

各種試験
レベル毎の

受講期間英語 ドイツ語
中国語、フランス語、
イタリア語、日本語、
ロシア語、スペイン語

A1 160
English A1、LCCI-
Preliminary 1、
TOEIC® 10-1201

Start Deutsch 1
Français A1、Italiano A1、 

Russian A1、
Diploma de Español A1

次のレベルに進
むためには、160
授業時間が必要
です。お申し込み
いただいた各コ

ースの進度によっ
て6～8週間で修

了可能ですが、休
まずに出席する
ことと、扱った教
材を復習して身に
つけることが前提

です。

マンツーマンレッ
スンの場合は約
半分の時間数で
レベルアップを
図ることもでき

ます。

A2 160
English A2, LCCI-
Preliminary 2、
TOEIC® 120-2251

Start Deutsch 2
Français A2、

Italiano A2、Russian A2、 
Diploma de Español A2

B1 160

English B1、
B1 Business、
LCCI-1、TOEIC® 

226-5501、
TOEFL® 57-86

Zertifikat 
Deutsch、

Deutsch-Test für 
Zuwanderer

FSK² (中国語、日本語、ロ
シア語)、

Français B1、 
Italiano B1、

Russisch B1、Diploma de 
Español Inicial B1

B2 160

English B2、
B2 Business、
LCCI-2、TOEIC® 

551-7851、
TOEFL® 87-109

Deutsch B2, B2 
Beruf, B1/B2 

Pflege, TestDaF 3 
(B2.1-B2.2)、DSH 1

FSK² (フランス語＋
スペイン語)

Français B2、Italiano B2、 
Russisch B2、Diploma de 
Español Intermedio B2

C1 160

FSK²
English C1、

LCCI-3、
TOEIC® 

786-9451、
TOEFL® 110-120

Deutsch C1、
C1 Hochschule, 
C1 Beruf、B2/C1 

Medizin、TestDaF 
4 (B2.2-C1.1)
、TestDaF 5 

(C1.1-C1.2)、DSH 2

Français C1、
Diploma de Español 

Superior C1

C2 400

翻訳家、
English C2、 

LCCI-4, TOEIC® 
946-9901

DSH 3, 
Deutsch C2

翻訳家、Francais C2、
Diploma de Español 

Superior C2

1 この表で表示されているスコアはTOEIC®のリスニング＆リーディング（Listening & Reading）に準じます。
2FSK ＝ 国家公認の外国語通信員、ヨーロッパ秘書、世界貿易通信員のための職業研修

CEFR –
 レベル リスニング リーディング スピーキング ライティング

A1 簡単な文を聞き取ることが
できる。

簡単な文が理解で
きる。

少ない語彙を使って
意思を伝えることがで
きる。

はがきなどの短い簡単な
文を書くことができる。 

A2
短く明確に話してもらえれ
ば、大まかな内容を聞き取
ることができる。

個人的な手紙な
ど、短く簡単な文
章が理解できる。

日常的な場面で意思を
伝えることができる。

簡単なメモや知らせ、個
人的な手紙を書くことが
できる。

B1
仕事、余暇といった身近な
話題について主な情報を
聞き取ることができる。

日常的な文章を
理解することがで
きる。

家族や趣味、仕事の話
題に入っていける。

身近な話題に関する簡
単な文章を書くことがで
きる。

B2

長いスピーチや主なテレビ
番組で、内容を理解しな
がら話についていくことが
できる。 

新聞記事や文学的
な文章を読むこと
ができる。

咄嗟の場合でもすらす
らと話せる。 

ある見解に立ち、論拠を
挙げて主張を詳しく述べ
ることができる。

C1
長いスピーチやテレビ番組
の内容を苦労せずに聞き
取ることができる。

難易度の高い文
章や文学作品を
理解することがで
きる。

咄嗟の場合でもすらす
らと話せ、意思を自由
かつ正確に述べること
ができる。

複雑な内容でも、文章の
構成を考えながら明確か
つ上手に表現することが
できる。

C2

複雑な内容のスピーチや
速いテンポの会話でも問
題なく聞き取ることがで
きる。

全ての文章を容
易に読むことがで
きる。

全ての会話やディスカ
ッションなどに不自由
なく参加することがで
きる。

難易度の高い複雑な文
章を作成したり、批評を
書いたりすることがで
きる。

インターナショナル試験センター

試験各種 言語 試験概要 2021年試験日程 試験料1

TestDaF
Test Deutsch als 
Fremdsprache

ドイツ語 ドイツの大学入学に必要な試験 
（DSHと同等の試験） 2/9、4/20、6/8、7/15、9/9、11/9 € 195

telc 
The European 
Language Certificates

ドイツ語 / 英語 /ロシア
語 （その他の言語は要
問合せ）

外国語能力の証明
A1-A2、B1; B1/B2+Beruf

ドイツ語A1-B2、B1/B2+職業、
その他の言語
試験日程は要問合せ

€ 160～

telc
A1-B2
C1 Hochschule

ドイツ語
外国語能力の証明
ドイツ語C1 Hochschuleは、DSHと 
TestDaFと同等

1/16、2/13、3/13、4/17、5/8、
6/12、7/10、8/14、9/11、10/9、
11/13、12/11
C1 Hochschuleの追加日程：
3/26、4/30、5/28、6/25、7/30、
8/27

€ 160～

telc
B1/B2 Pflege 
B2/C1 Medizin

ドイツ語
認定機関や医療機関が要求する、
専門分野で必要な語学力を証明す
るための試験

試験日程は要問合せ € 160～

DTZ 
Deutsch Test für 
Zuwanderer

ドイツ語 A2-B1の語学力を証明
移住に関する認定に使用 試験日程は要問合せ € 190

TestAS
Test for Academic 
Studies

ドイツ語 または 英語
外国人留学生対象の適性試験。
入学の際に義務付けられている
わけではない。

3/4、4/24、5/29、10/30 € 135 

onSET ドイツ語 または 英語
オンラインテスト（A2–C2） 
試験結果は世界中どこからでも閲
覧可能

試験日程は要問合せ € 22,50
（最少人数3名）

Test WiDaF® 
Test Deutsch als 
Fremdsprache in 
der Wirtschaft

ドイツ語
ビジネスシーンにおけるドイツ語能
力の証明 
試験結果は総合得点から5段階
(A2 – C2）で評価

試験日程は要問合せ € 180

TOEFL iBT®
Test of English as a 
Foreign Language

英語 大学入学志願者(学士、修士、MBA)
のための試験

1/9、1/16、1/30、2/6、2/20、
3/6、3/13、3/27、4/10、5/8、
5/15、5/22、6/5、6/26（その後は
プログラム作成時点で未定）

US$ 245

TOEFL Junior® 英語
現時点での英語能力を確かめ証明
するための試験。特定の留学プログ
ラムの参加条件

試験日程は要問合せ € 180

TOEIC®
Test Of English 
for International 
Communication

英語 世界で最も受験者数の多い、
ビジネスのための英語試験

リスニング & リーディングと
スピーキング & ライティング
試験日程は要問合せ

各 € 180

LCCI - London 
Chamber of 
Commerce and 
Industry

英語 ビジネス英語試験 試験日程は要問合せ
    € 135～

（受験日指定の場
合は追加料金€100）

IELTS - International 
English Language 
Testing System

英語 大学、移住、仕事に必要な英語能力
の証明試験 試験日程は要問合せ € 226

外国語通信員
ドイツ語 / 英語 / スペ
イン語 / フランス語 / 日
本語 / 中国語 / ロシア
語など 中国語、英語、フランス語、日本語、

ロシア語、スペイン語は国家公認。
外国語としてのドイツ語は認可申
請中。
その他の言語はIHK等が試験を実
施。
詳細は要問い合わせ。

9月13日開講 各言語：€ 150
秘書検定：€ 150

ヨーロッパ秘書 英語 / スペイン語 / フラ
ンス語

国際貿易通信員
英語 / スペイン語 / フ
ランス語 ＋ 日本語、ロ
シア語

翻訳家 英語 / スペイン語 / フラ
ンス語など

校内語学試験 ドイツ語、英語 a) F+U 受講者：€ 75
b) 外部からの申し込み：€ 115（登録手数料込）

1 2020年8月時点

ヨーロッパ言語共通参照枠（CEFR: Common European Framework of Reference for Languages）
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総合案内／学校規定

• 登録手数料（初回のみ）：€50（グループでのお申込み：2名で1人
当たり€ 30、3名で1人当たり€ 25 、4名以上で1人当たり€ 20 ）

• ファミリー割引：コース料金10%割引
• 料金に含まれるサービス:レベル診断テスト、クラス内テスト、学生

用コンピューター利用料（3つのコンピュータールームに計50台の
PCを設置）、Wi-Fi、コース修了証明書、各種証明書、学生証、語学
パートナーの紹介、オリエンテーション

• ドイツ文化紹介オンラインレッスンへの無料参加（毎週水曜日実
施。19ページの「One Worldコース」参照）。

• 教材費：コースごとに以下のテキスト代が別途必要です。
 - オンラインレッスン：Eブック代 €50
 - 対面式レッスン：テキスト代（ハードコピー・紙媒体）€35～€60

• 本書に掲載されている料金やサービスは新プログラム刊行まで適
用されます。誤植はご容赦ください。

• 当校のプログラムはドイツ語および英語版が正式案内となってい
ます。他言語版は参考用翻訳としてご利用ください。

• 消費税：公共教育施設であるF+Uでは、ほとんどのサービスに税
金が課せられません。

• 最少／最大受講者数 : 効果的な語学レッスンを実施するために、
当校では以下のように最大受講人数を制限しています：

 - ミニグループコース：8名
 - 対面式およびオンラインコース：15名
 - ハイブリッドコース：各15名（オンラインと対面式、それぞれの
定員）

 最小受講人数は各コース6名です。
• 実施保証:各コースの最少受講人数は6名となっていますが、それ

以下の場合にも実施されることがあります。受講希望者数が4～5
名の場合は25％、2～3名の場合は50％、1名の場合は75％授業時
間がカットされますが、その時間数分、他のグループレッスンが受
講できます。また、カットされた授業時間数をクーポンとして受け
取ることもできます。このクーポンは無期限で利用でき、譲渡も可
能です。

• 授業時間：月 - 金：7:15 – 21:00、土：10:00 – 16:00 (詳しくは15ペー
ジをご参照ください。)

• 受付時間：月 - 金: 7:30 – 20:00、土: 10:00 – 16:00
• 当校では経験豊富で優秀な講師陣が各コースを担当しています。
• 1授業時間は45分です。
• 受講最低年齢: グループコースは16歳、ジュニアコース（ドイツ語・

英語) は6歳
• 祝祭日（休校）：1/1、1/6、4/2、4/5、5/13、5/24、6/3、11/1（授業日

が祝祭日に当った場合、コース終了後に補習が可能です。祝祭日
前日の午後2時半までに受付にて申請をすませてください。)

• 休校日:インテンシブコースとマンツーマンレッスンは休みがあり
ませんので、休暇を取りたい場合は個人的に申請してください。夜
間コースは、2021年12月20日～2021年12月31日までお休みです（
以下の「個人休暇」の項もご参照ください）。

• 個人休暇（休暇申請を提出して許可が下りると、休暇期間分だけ
コースが延長されます）：

 - インテンシブコース：休暇は12週間のコースで2週間まで取
ることができます（月～金）。休暇申請は休暇予定の前週木
曜日16:00までに行ってください。休暇は少なくとも1週間分（
月～金）まとめて申請する必要があります。必要な場合には、宿
泊施設の滞在期間延長も忘れずに行ってください。

 - 夜間コース：休暇申請は授業日の16:00までに行ってください。
 - マンツーマン、プライベート・グループレッスン、企業語学トレー
ニング：授業予定日の前日15:00までに休暇希望の旨をお伝えく
ださい。授業予定が月曜日の場合、その前の週の土曜日14:00ま
でにキャンセルする必要があります。

• クラス変更、またはモジュールコースの変更は前週の木曜日16:00
までに学校受付にて行ってください。

• 語学コースのキャンセルは2週間前まで無料で行うことができま
す。それ以降のキャンセル料については次の通りです。コース開始
１週間前まで：€50、(コース開始前週の)金曜日12時まで：€100、こ
れ以降のコース開始前：申し込み手数料と１週間分の授業料(夜間
コースの場合は1ヶ月分、マンツーマンレッスンの場合は2授業時間
分の授業料)。

• コース開始日以降のキャンセルや受講期間の短縮については当校
の契約条件に基づいて手続きいたします（弊社一般規定をご参照
ください）。

• 宿泊施設のキャンセルは満6週前までに行う必要があります。ま
た、€100のキャンセル料がかかります。（詳細については本冊子41
ぺージ並びに弊社一般規定をご参照ください）。

• インターナショナル 試 験 センター：当 校 で は 国 際 的 に 認 め
られた試 験 を受 験 することがで きます：TO E F L®、I E LT S 、 
TestDaF、telc、TestAS、LCCI、TOEIC®、OnSETなど。

• 当校の語学コースは大学進学準備やビジネスシーンにおいて必要
とされる内容に沿って授業が構成されており、各種語学検定試験
の取得に向けても学習することができます。

• 当校の施設はバリアフリー対応で、障害者専用トイレも完備して
います。

• 未成年の受講者にはF+Uの寄宿舎（インターナート）や、7～8月に
はユーゲントキャンパス24の宿泊施設を提供しています。

文化アクティビティ
当校では定期的に、受講者向けのアクティビティを午後に実施して
います。ハイデルベルクの市内ツアー、他の街への日帰り旅行や見
学ツアー、スポーツアクティビティ、ゲーム大会などを行っています
ので、参加希望の方は学校受付にて事前にお申込みください。

旧市街対岸の16,5m 展望塔
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プライベートレッスン (対面式／オンライン／企業内) 

登録手数料（初回のみ）：€ 50（グループでのお申込み：2名で1人当たり€ 30、3名で1人当たり€ 25 、4名以上で1人当たり€ 20 ）
ファミリー割引：コース料金10%割引　
言語の基本的な知識を習得したい、業界特有の用語を覚えて専門知識を深めたい、海外旅行に備えて外国語が上手になりたいなど、個々のニーズに合わせ
たオーダーメイドのレッスンをご提供します。
授業の形態はご希望に合わせて自由に選択でき、当校の教室でも、職場での社内研修としても、世界中からライブオンライントレーニングとしても、いつでも
どこでも受講できます。

学校での対面式授業
F+Uアカデミーオブランゲージは、マルチメディアを備えた50の教室と、3つのコンピューター室、無料インターネット、Wi-Fi、約100名の経験豊富で優秀な講
師を備えており、語学レッスンで成果を上げるための全ての要件を満たしています。当校はハイデルベルクの交通の中心部であるビスマルク広場のすぐ近く
にあるため、通学にも大変便利です。

オンラインレッスン: 世界中からいつでもライブ授業を
オンラインレッスンでは、バーチャル教室での対話式授業を通じて講師が学習をサポートします。コースの開始時期や授業時間はアレンジが可能ですので、
ご相談ください。当校の語学コースならびに専門語学コースでは、最新のテクノロジーと経験豊富な講師があなたの語学力アップをサポートします。
広範囲な個別指導プログラムで、全ての科目において受講者の知識の習得を促進します。
オンラインレッスンを受講するには、安定したインターネット環境とパソコンまたはタブレット、更にカメラとヘッドフォンが必要です。スマートフォンでの受講
も可能ですが、指導方法の観点から、携帯電話でのご参加は緊急時のみにして頂くことをお勧めします。

企業内トレーニング
専門分野に即した語学レッスンが必要な方や、国際取引の場で自信を持ってコミュニケーションが取れるようになりたいという方向けに、当校ではドイツ語、
英語、中国語、日本語、スペイン語、フランス語など、20か国語以上の言語で個別にカスタマイズされたトレーニングレッスンをご提供しています。
個人レッスンまたは小グループのいずれかの形式をお選びください。個別カリキュラムで受講者の方のご要望に対応しますので、初心者から上級者まで様々
な方に効率的にレッスンを受けて頂くことができます。 

おすすめポイント
• 1授業時間のトライアルレッスンでは登録手数料が免除されます。（2授業時間目以降にお支払い頂きます）
• 受講キャンセルは前営業日の14:00まで無料で行うことができます。月曜日の授業の場合は、遅くとも前週の土曜日14:00までにキャンセルしてください。な

お、キャンセルは文面でのみ受け付けています。（Eメールアドレス：languages@fuu.de）
• F+Uではイギリス、アメリカ、日本、中国、フランス、イタリア、ロシア、ブラジル、スペインなど世界各国から受講者を受け入れていることから、当校の受講者

と語学パートナーになれる機会が多くあります。
• レッスンのご提供が可能な言語:アラビア語、ブラジル語、ブルガリア語、中国語、ドイツ語、英語、フランス語、グルジア語、ギリシャ語、イタリア語、日本

語、クロアチア語、オランダ語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、スウェーデン語、セルビア語、スペイン語、チェコ語、トルコ語、ウク
ライナ語、ハンガリー語（その他の言語に関しては要問い合わせ)

プライベートレッスン (対面式／オンライン／企業内) 
登録手数料（初回のみ）：€ 50（グループでのお申込み：2名で1人当たり€ 30、3名で1人当たり€ 25 、4名以上で1人当たり€ 20 ）
ファミリー割引：コース料金10%割引
ファミリー割引(こども1人以上と、親のどちらか又は両親）：コース料金10%割引
授業時間：月– 金: 7:15 – 20:00、土：10:00 – 16:00
追加料金:
• 通常の授業時間外（上記参照）：25%増
• 専門言語 I：ビジネスI：基礎；文学；試験対策I(TestDaF, DSH, telc)；翻訳トレーニング：10％増
• 専門言語 II：医学I：基礎；介護・看護分野；技術系分野；試験対策II (IELTS, TOEFL, LCCI, TOEIC)：20％増
• 専門言語III：ビジネスII；医学II；その他専門：50％増
• 専門言語IV：試験対策Ⅲ(GMAT, TestAS)：１授業時間当たり€ 50／人（グループの場合は要問合せ）
企業内出張トレーニング:
• ハイデルベルク市内：30 %増  (1授業日あたり、2授業時間以上でお申込みください) *
• ハイデルベルク市外：50 %増  (1授業日あたり、3授業時間以上でお申込みください) *
 *移動費として、当校から現地までの往復分の移動距離(km)×0,30€が別途必要です。

ドイツ語、英語、スペイン語、イタリア語 1 名 2 名 3-5名 6-9名1

1-29 授業時間 € 30 € 36 € 41 € 48

30 授業時間以上 € 25 € 31 € 36 € 43

フランス語、ロシア語、トルコ語、ポーランド語 1 名 2 名 3-5名 6-9名1

1-29 授業時間 € 32 € 38 € 43 € 50

30 授業時間以上 € 27 € 33 € 38 € 45

日本語、中国語、韓国語、アラビア語 1 名 2 名 3-5名 6-9名1

1-29 授業時間 € 35 € 41 € 46 € 53

30 授業時間以上 € 30 € 36 € 41 € 48

その他の言語 1 名 2 名 3-5名 6-9名1

1-29 授業時間 € 39 € 45 € 50 € 58

30 授業時間以上 € 34 € 40 € 45 € 53

表示されている金額は、１授業時間（45分）あたりの料金です。
110人以上のグループの料金は32ページをご参照ください。ハイデルベルク アルテ・ブリュッケの門



www.academy-languages.dewww.academy-languages.de16 17

全学年対応 補習授業

全学年対応 補習授業　(ハイブリッド授業)
兄弟割引：コース料金10%割引　
学習の楽しさと成功の喜びを：若者の学校生活には、より手厚い学習支援を必要とする場合が数多くあります。F＋Uアカデミーオブランゲージでは、そうした
方々に向けた最新の補習授業プログラムを作成しました。

おすすめポイント:  
• 講師は個別指導で成果を上げるための最も重要な要素です。F＋U アカデミーオブランゲージには、資格を持った優秀な講師陣が揃っています。F+U企業グ

ループは、ドイツ語圏で最大の教育系企業の一つです。バイリンガルの一般教育学校（小学校、ギムナジウムなど）から語学学校、国際大学まで、私たちは
子供の教育の専門家です。

• 最新のハイブリッド授業による無料トライアルをお申込みになり、オンラインまたは教室での対面式レッスンをお試しください。
• 適正な授業料　
• 6か月で成績アップ
• ハイブリッド授業：オンラインでの受講、または教室での受講が可能です（下記および本冊18ページもご参照ください）。
• 言語教育において30年以上の実績を持つF＋Uアカデミーオブランゲージはヨーロッパで最大規模の語学学校であり、国際的に認知された語学試験の重要

なセンターとなっています。
• 受付時間：月－金：07:30 -20:00 、土：10:00－16:00 
• 好立地：交通の要所であるビスマルク広場のすぐ近く(Hauptstrasse 1)

グループレッスン 
当校ではグループの人数がなるべく少なくなるよう調整しています。ハイブリッド授業は、講師によって対話形式かつ活動的なものになるよう工夫されていま
す。受講者は教室で対面式の授業を受けるか、自宅でオンライン受講するかを選択できます。
オンラインレッスンを受講するには、安定したインターネット環境とパソコンまたはタブレット、更にカメラとヘッドフォンが必要です。スマートフォンでの受講
も可能ですが、指導方法の観点から、携帯電話でのご参加は緊急時のみにして頂くことをお勧めします。

マンツーマンレッスン
クラスの授業に集中できない、または、難しい課題や期末試験があるというような場合は、マンツーマンレッスンをお勧めします。 
自分の弱点に個別に取り組むことで、複雑な問題を解決に導くための方法を見つけ出すことができます。マンツーマンレッスンはオンラインでも対面式でも
受講可能です。

グループレッスン 授業料／週

Nr. コース
受講者数1

(対面式 +
オンライン)

授業
時間数

／週
曜日 授業時間 クラス

レベル２ コース開始 1
週

2-4
週

5-19 
週

20
週以上

1 外国語としてのドイツ語 6-10 4 月、水 

16:00-17:30
入学2から
アビトゥア

まで

カレンダ
ー週

05, 12, 18, 
23, 40, 47

無料

€ 30 € 26 € 22

2 英語 6-10 4 火、木 € 30 € 26 € 22

3 フランス語 6-8 4 月、水 € 36 € 31 € 26

4 スペイン語 6-8 4 月、水 € 36 € 31 € 26

5 数学 6-8 4 月、水 € 48 € 41 € 35

1最低受講者数に達しなかった場合でも開講されることがあります。その場合、週ごとの授業時間数は次のように削減されます。受講者が4～5人：3授業時 
 間/週、受講者が2～3人：2授業時間/週
2未就学児童やロシア語こどもアカデミーについては本冊の29ページをご参照ください。

マンツーマンレッスン １授業時間 (45分)あたりの料金

Nr. コース 授業時間
/ 週

1-2授業
時間

3-29授業
時間

30授業時
間以上

6 外国語としてのドイツ語

対面式 ／
オンライン

ご希望の
時間数

€ 32 € 30 € 25

7 英語 € 32 € 30 € 25

8 フランス語 € 32 € 30 € 25

9 スペイン語 € 32 € 30 € 25

10 ラテン語 € 38 € 36 € 30

11 数学 € 46 € 43 € 36

12 情報処理(EDV) € 55 € 52 € 43

表示されている金額は、１授業時間（45分）あたりの料金です。
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グループレッスン (対面式／ハイブリッド／オンライン) グループレッスン (対面式／ハイブリッド／オンライン) 

お好きな方法で語学学習：対面式／ハイブリッド／オンライントレーニング
デジタル化と柔軟性は21世紀の言語教育になくてはならないものです。 F + Uアカデミーオブランゲージでは、革新的なハイブリッ
ドレッスンによる未来志向の語学コースをご提供します。
新たな学習の可能性を定義：ハイブリッドレッスンは教室での対面式レッスンとオンラインレッスンの融合です。この授業では、オン
ラインでの受講者と対面式での受講者が同じグループで一緒に学習することにより、常に活発な相互作用が起こります。
優秀な講師がインタラクティブボードやサラウンドサウンドシステム、新しいメディア、光ファイバーケーブルによる安定した配信な
ど、最新テクノロジーを用いて授業を行います。ハイブリッドレッスンでは、受講者は教室で対面式のレッスンに参加するか、オンラ
インで参加するかをご希望に応じて自由に変更することができます。
必要な設備：オンラインレッスンを受講するには、安定したインターネット環境とパソコンまたはタブレット、更にカメラとヘッドフォ
ンが必要です。スマートフォンによる受講も可能ですが、指導方法の観点から、携帯電話でのご参加は緊急時のみにして頂くことを
お勧めします。

One World コース

Nr. コース 授業形式 コース内容
授業

時間数
／週

クラス
レベル 定員 曜日, 授業時間

週毎の授業料

1-4
週

5-19
週

20
週以上

24 One World 
コース  I オンライン

どこにいてもオンラインで
ドイツ語が学べます。火曜
と木曜は語学レベルに応じ
た学習、水曜はドイツ文化
紹介の無料レッスンが受講
可能(要申込み)です。Nr.25b
にお申込みの方は、土曜も

授業があります。

6 A1-C1 6-15
火＋木

オプション：水
20:00-21:30（日本時間)2

€ 40 € 35 € 30

25a One World 
コース  II オンライン 8 A1-C1 6-15

火＋木＋土
オプション：水

火～木: 20:00-21:30（日本時間)2

土: 18:30-20:00（日本時間・冬季)1

 ／17:30-19:00（日本時間・夏季)2

€ 50 € 45 € 40

25b One World 
コース  III オンライン 強化コース 2 A1-C1 6-15 土: 18:30-20:00（日本時間・冬季)1

 ／17:30-19:00（日本時間・夏季)2 € 25 € 22 € 18
成人向け ドイツ語コース
登録手数料（初回のみ）：€ 50（グループでのお申込み：2名で1人当たり€ 30、3名で1人当たり€ 25 、4名以上で1人当たり€ 20 ）
教材費：コースごとに以下のテキスト代が別途必要です。オンラインレッスン：Eブック代 €50  対面式レッスン：テキスト代（ハードコピー・紙媒体）€35～€60
ファミリー割引：コース料金10%割引。ドイツ文化紹介オンラインレッスンへの無料参加（毎週水曜日実施。19ページの「One Worldコース」参照）
コース開始日: Nr. 13-22、29、32-35: 通年、毎週月曜日；予備知識なしの初心者受入日:  1/11、2/1、3/1、4/12、5/3、6/7、7/5、7/19、8/2、8/16、9/6、10/4、11/8、12/6
Nr. 23 a+b： 6/7、7/5、8/2、9/6、10/4、11/8
Nr. 24、25：A1: 4/6、8/3、12/7 ;  A2: 2/2、6/1、9/7 ;  B1: 4/6、7/6、11/2 ;   B2: 1/5、5/4、9/7、12/7 ;  C1: 1/5、6/1、10/5
Nr. 26: 2/1、4/12、5/3、7/5、8/2、9/20、11/8
Nr. 27、28、30: 1/18、4/12、5/3、6/7、7/5、8/2、9/6、10/4、11/8、12/6
Nr. 31:  8/2
Nr. 56:  7/5～ 8/9の毎週月曜日; 予備知識なしの初心者受入日: 7/5、8/2；コース修了日: 8/13

午前のインテンシブコース

Nr. コース 授業形式 コース内容
授業

時間数
／週

クラス
レベル 定員 授業時間

月-金

週毎の授業料

1-4週 5-19週 20週以上

13 セミインテンシブ 4 オンライン 週2回のスタンダード
コース 4 A1-B2 6-15 09:00-10:30 

(火+木) € 35 € 30 € 25

14 インテンシブコース 20 対面式 カリキュラムに基づいた
スタンダードコース

*B2修了者は試験対策
コース選択可能、4授業

時間/日

20 A1-C2 6-15 09:00-12:15 € 150 € 125 € 110

15 インテンシブコース 20 オンライン 20 A1-C2 6-15 09:00-12:15 € 150 € 125 € 110

16 インテンシブコース 20 ハイブリッド 20 A1-C2 6-151 09:00-12:15 € 90 € 75 € 65

17a インテンシブコース35 ハイブリッド Nr.16とNr.27のコンビネ
ーション 35 A1-C2 6-151 09:00-12:15

13:00-15:30 € 150 € 130 € 110

17b インテンシブコース 20
＋モジュールコース10 ハイブリッド

Nr.16とモジュールコー
ス (Nr. 28aまたはb)の

コンビネーション
20 + 10 A1-C2 6-151 09:00-12:15

13:00-14:30 € 130 € 110 € 95

18 プレミアムコース 30
クラシック 対面式

カリキュラムに基づいたス
タンダードコース

*B2修了者は試験対策コー
ス選択可能、6授業時間/日

30 A1-C2 6-15 09:00-12:15
13:00-14:30 € 200 € 170 € 145

19 スーパーインテンシブ
コース 35 対面式 スタンダードコース

(Nr.18)+マンツーマンレ
ッスン

*B2修了者は試験対策コ
ース選択可能

30 + 5 A1-C2 6-15
09:00-12:15
13:00-14:30
15:00-15:45

€ 325 € 295 € 270

20 スーパーインテンシブ
コース 40 対面式 30 + 10 A1-C2 6-15

09:00-12:15
13:00-14:30
15:00-16:30

€ 450 € 420 € 395

21 語学研修休暇プログ
ラム30 対面式 研修休暇法によってバー

デン・ヴュルテンベルク
州、ブレーメン州、ヘッセ
ン州、ラインランド･プフ
ァルツ州において認定

30 A1-C2 6-15 09:00-12:15
13:00-14:30 € 250

最長2週間

22 語学研修休暇プログ
ラム40 対面式 40 A1-C2 6-15

09:00-12:15
13:00-14:30
15:00-16:302

€ 395

23a 医療ドイツ語
対面式 専門試験対策

20 B1以上 6-15 09:00-12:15 € 350
最長4週間

23b 看護・介護従事者のた
めのドイツ語 20 B1以上 6-15 09:00-12:15 € 350

56 ジュニアプログラム 詳細は本冊26ページをご参照ください。

1オンラインと対面式、それぞれ定員6-15名です。2少人数グループ (コース Nr. 29)  追加の個人授業（標準）：€25 / 45分

午後のインテンシブコース

Nr. コース 授業形式 コース内容
授業

時間数
／週

クラス
レベル 定員 授業時間

月-金

週毎の授業料

1-4週 5-19週 20週以上

26 モジュールコース 10 
TestDaF対策 ハイブリッド TestDaF試験対策 10 B2以上 6-151 13:00-14:30 € 60 € 55 € 45

27 インテンシブコース 15 ハイブリッド
カリキュラムに基づいた

スタンダードコース
1日3授業時間

15 A1-C2 6-151 13:00-15:30 € 70 € 60 € 50

28a モジュールコース 10 
文法、会話 ハイブリッド 文法・会話力の強化 10 A1以上 6-151 13:00-14:30 € 60 € 55 € 45

28b
モジュールコース 10
Telc C1 Hochschule/
DSH対策

ハイブリッド Telc C1 Hochschule/
DSH 試験対策 10 B2以上 6-151 13:00-14:30 € 60 € 55 € 45

29 インテンシブコース 10 対面式
スタンダードコース

(少人数グループ)
30歳以上の受講者向け

10 A1-C2 6-8 15:00-16:30 € 170 € 145 € 125

30 インテンシブコース 15 ハイブリッド
スタンダードコース(対面
式とオンラインの受講者
は同じグループで学習)

15 A1-B2 6-151 15:45-18:15 € 70 € 60 € 50

31 ドイツ語教師養成コース 対面式 教授法指導＋ベテラン
講師の授業聴講 20 + 20 B2以上 6-8

13:00-16:15
(+授業聴講 
09:00-12:15)

€ 595 最長 2 週間

1オンラインと対面式、それぞれ定員6-15名です。  追加の個人授業（標準）：€25 / 45分

1オンラインと対面式、それぞれ定員6-15名です。2マンツーマンレッスンの曜日と時間は担当講師と相談の上、決定します。 

夜間コース

Nr. コース 授業形式 コース内容
授業

時間数
／週

クラス
レベル 定員1 曜日

18:30-20:002

週毎の授業料

1-4週 5-19週 20週以上

32 メインコース ハイブリッド
スタンダードコース(対面式とオ
ンラインの受講者は同じグルー

プで学習)  
4 A1-C1 6-15 月＋木 € 30 € 25 € 20

33 メインコース＋
モジュールコース ハイブリッド

メインコースとモジュールコース
(文法・会話力の強化)のコンビネ

ーション
6 A1-C1 6-15 月＋水＋木 € 45 € 40 € 35

34 モジュールコース ハイブリッド 文法・会話力の強化 2 A1-C1 6-15 水 € 25 € 22 € 18

35 インテンシブ
コース ハイブリッド メインコース＋モジュールコース

＋マンツーマンレッスン 8 A1-C1 6-15
月＋水＋木＋
マンツーマン

レッスン2
€ 95 € 90 € 85

TestDaF  土曜 試験対策コース 

Nr. コース 授業形式 コース内容 授業時間
数／週

クラス
レベル 定員1 授業時間

週毎の授業料

1-4週 5-19週 20週以上

36 TestDaF強化コース ハイブリッド TestDaF試験対策 4 B2以上 6-15 12:00-15:15 € 30 € 25 € 20

1オンラインと対面式、それぞれ定員6-15名です。

1冬季: 2020年10月25日～2021年3月27日。2夏季: 2021年3月28日～2021年10月30日 。

対面式 対面式 オンライン

試験センター



www.academy-languages.dewww.academy-languages.de20 21

• 大学在学中に貴重な実務経験を積み、卒業後のキャリアの見通しが立てられます。
• 支払いは語学コースの料金分のみ。語学レベルがB2以上の場合、通常は実習先企

業が大学の学費を負担してくれます。
• 企業実習中は生活費の補償として毎月の手当が受け取れます（業界によって異なり

ます）。
• 時間の無駄なく進学準備：アビトゥアと同等の大学入学資格を持たない申請者で

も、大学の入学準備課程(Studienkolleg)に通う必要はありません。
• A2修了からの早期大学進学：大学生になると、多くの割引が利用できます。
• ビザが必要な方には、条件付き入学許可証を発行します。
• 大学の入学許可やF＋Uの入学証明書があれば、語学初心者でも入国可能です。

語学レベルA2からの大学進学デュアルスタディー

国家公認の大学卒業資格（学士号）

hwtk、iba、isba の
    いずれかで
大学学士課程

3学期-8学期 通常の大学課程
個々の企業で実習

2学期 ドイツ語コース＆専門コース

実習先企業とのマッチング　B2以上
（大学の学費は通常、企業が負担）

１学期 ドイツ語コース＆専門コース F＋U企業グループで実習

ドイツ語準備コース（完全初心者～A2、オンラインも可）もしくはドイツ語A2試験 F＋Uアカデミーオブランゲ
ージで語学コース

オプション 1: ドイツのアビトゥアと同等の大学入学資格を持っている場合2021/2022年の冬学期よりF＋Uではhwtk（Hochschule für Wirtschaft, Technik und 
Kultur：経済技術文化専門大学）、iba（Internationale Berufsakademie：国際職業ア
カデミー）、isba（Internationale Studien- und Berufsakademie：国際学問職業アカ
デミー）において、外国人留学生向けに4年間の特別なデュアルスタディー学士課程を
ご提供します。デュアルスタディーでは、学生は週40時間働きながら、約20時間の理
論学習（スクーリング＆セルフスタディー）を行い、協賛企業で週16～20時間の実習
を受けます。このコースへの参加には、A2レベルのドイツ語を既に習得しており、ドイ
ツのアビトゥアと同等の大学入学資格証明を持っていることが条件となります（オプ
ション1参照）。お持ちの大学入学資格証明がドイツのアビトゥアと同等ではない場合
は、大学の入学準備課程(Studienkolleg)に通う代わりに、F＋Uで大学準備コースを
修了し、アビトゥアに代わる大学入学資格（AHZB）を取得することができます（オプ
ション2参照）。
専攻*：経営学（ホテル・観光マネジメントや飲食店マネジメントなど13の専門分野）、情報処理＆マネジメント、エンジニアリング＆マネージ
メント、社会教育＆マネジメント、医療助手（設立準備中）
コース実施場所*：ハイデルベルク、ベルリン、ハンブルク、ミュンヘン、ケルン、ダルムシュタット、フライブルクなど

F＋Uでデュアル・スタディーをするメリット

国家公認の大学卒業資格（学士号）
hwtk、iba、isba の

いずれかで大学学士課程
3学期-8学期 通常の大学課程 個々の企業で実習

適性検査*** と大学の学籍登録

大学進学準備

2学期 ドイツ語コース & 基礎コース
（例：数学、 経営学、理科など ） 個々の企業で実習

実習先企業とのマッチング　B2以上
（大学の学費は通常、企業が負担）

１学期 ドイツ語コース & 基礎コース
(例：数学、 経営学、理科など ) F＋U企業グループで実習

ドイツ語準備コース（完全初心者～A2、オンラインも可）もしくはドイツ語A2試験 F＋Uアカデミーオブランゲ
ージで語学コース

オプション 2: ドイツのアビトゥアと同等の大学入学資格がない場合**

*変更の可能性があります。　　　　　　　　　
**設立準備中
***ドイツ語／数学／その他の科目のうち、少なくとも2科目の筆記試験（専攻によって異なります）

デュアルスタディーの需要が大幅に
増加

デュアルスタディーを修了した学生の受け入れ率の高さ=学生と学業モデルに対する企業の満
足度の高さ

数字で見るデュアルスタディー

40.982

2004 一般的な就職率 F＋Uの就職率

F＋Uでデュアルスタディーを修了し
た学生のほとんどが、卒業後6か月
以内に就職しています。

2019

デュアルスタディー
の学生数 108.202

出典：Quelle: AusbildungPlus-Datenbank 
(2019年1月現在)

出典: Verbleibstudie der iba 
(2017年5月現在)

80% 85%

98%

協賛企業
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試験センター

Nr. 言語 授業形式 認可している州 クラス
レベル

授業時間
数／週 曜日 授業時間 定員 週毎の

授業料

21 ドイツ語 対面式

バーデン=ヴュルテンベル
ク州、ブレーメン州、ヘッセ
ン州、ラインラント=プファ

ルツ州

2020年8月現在

A1-C2

30

月－金

09:00-12:15
13:00-14:30 6-15 € 250

22 ドイツ語 対面式 40
09:00-12:15
13:00-14:30
15:00-16:30

6-15 € 395

47 英語 ハイブリッド

A2-C1

30 09:00-12:15
13:00-14:30 6-151 € 250

48 英語 ハイブリッド 40
07:15-08:451

09:00-12:15
13:00-14:30

6-151 € 395

37
フランス語、
スペイン語、
イタリア語

ハイブリッド

A2-B1

30 09:00-12:15
13:00-14:30 6-151 € 430

38
フランス語、 
スペイン語、
イタリア語

ハイブリッド 40
09:00-12:15
13:00-14:30
15:00-16:30

6-151 € 570

語学研修休暇／コンパクトレッスン 成人向け 英語コース

語学研修休暇／コンパクトレッスン (５か国語) 英語コース (対面式／ハイブリッド／オンライン)

登録手数料（初回のみ）：€ 50（グループでのお申込み：2名で1人当たり€ 30、3名で1人当たり€ 25 、4名以上で1
人当たり€ 20 ）ファミリー割引：コース料金10%割引　
コース開始日:ドイツ語：通年、毎週月曜日。予備知識なしの初心者受入日:1/11、2/1、3/1、4/12、5/3、6/7、7/5、 
7/19、8/2、8/16、9/6、10/4、11/8、12/6
英語: 2/1、3/1、4/12、5/3、6/7、7/5、7/19、8/2、9/6、10/4、11/8、12/6 ; 予備知識なしの初心者受入日: 3/1、5/3、7/5、8/2、10/4
フランス語: 8/3 、10/18 ; イタリア語: 5/17、8/3 ; スペイン語: 5/3、8/3

登録手数料（初回のみ）：€ 50（グループでのお申込み：2名で1人当たり€ 30、3名で1人当たり€ 25 、4名以上で1人当たり€ 20 ）
ファミリー割引：コース料金10%割引　
コース開始日: 6/7、7/5、8/2、9/6、10/4、11/8、12/6
予備知識なしの初心者受入日: 7/5、8/2、10/4

1オンラインと対面式、それぞれ定員6-15名。 追加の個人授業（標準）：€25 / 45分

午後のインテンシブコース

Nr. コース 授業形式 コース内容 授業時間
数／週

クラス
レベル 定員1 授業時間

月-金
週毎の授業料

1-4週 5-19週 20週以上

49 モジュールコー
ス 10 I ハイブリッド 文法、会話、経済用語

の強化 10 A1以上 6-15 13:00-14:30 € 120 € 100 € 85

50 モジュールコー
ス 10 II ハイブリッド TOEFL®、IELTS、LCCI、

TOEIC®試験対策 10 B1以上 6-15 13:00-14:30 € 120 € 100 € 85

51 インテンシブコ
ース 20 ハイブリッド

スタンダードコース(対面
式とオンラインの受講者
は同じグループで学習)

20 A1-B1 6-15 15:00-18:15 € 150 € 125 € 110

1オンラインと対面式、それぞれ定員6-15名。 追加の個人授業（標準）：€25 / 45分

午前のインテンシブコース

Nr. コース 授業形式 コース内容 授業時間
数／週

クラス
レベル 定員 授業時間

月-金
週毎の授業料

1-4週 5-19週 20週以上

41 強化コース 10 ハイブリッド スタンダードコー
ス（Nr.41とNr.42
は同じグループ

で学習）

10 A1-C1 6-151 07:15-08:45 € 75 € 65 €55

42 インテンシブコー
ス 20 ハイブリッド 20 A1-C1 6-151 09:00-12:15 € 150 € 125 € 110

43 インテンシブコース 
20＋強化コース 10 ハイブリッド Nr.41とNr.42のコ

ンビネーション 20 + 10 A1-C1 6-151 07:15-08:45
09:00-12:15 € 200 € 170 € 145

44
インテンシブコー
ス 20+モジュールコ
ース 10

ハイブリッド
Nr.42と、Nr.49か
Nr.50のコンビネ

ーション
20 + 10 A1-C1 6-151 09:00-12:15

13:00-14:30 € 200 € 170 € 145

45 スーパーインテンシ
ブコース  35 ハイブリッド

スタンダードコ
ース+試験対策
(Nr.43かNr.44

にマンツーマン
レッスンを

プラス)

35
(マンツーマ
ンレッスン
5授業時間

を含 む)

A1-C1 6-151

08:00-08:45
 (マンツーマン)

09:00-12:15  
13:00-14:30

€ 325 € 295 € 270

46 スーパーインテンシ
ブコース  40 ハイブリッド

40 
(マンツーマ
ンレッスン

10授業時間
を含 む) 

A1-C1 6-151

08:00-08:45
 (マンツーマン)

09:00-12:15
13:00-14:30
15:00-15:45 

 (マンツーマン)

€ 450 € 420 € 395

47 語学研修休暇
プログラム 30 ハイブリッド

バーデン・ヴュ
ルテンベルク

州、ヘッセン州、
ラインランド･プ
ファルツ州にお
いて研修休暇法

で認定

30 A1-C1 6-151 09:00-12:15
13:00-14:30 € 250

最長２週間

48 語学研修休暇
プログラム 40 ハイブリッド 40 A2-C1 6-151

 07:15-08:451

09:00-12:15
13:00-14:30

€ 395

57 ジュニアプログラム 詳細は本冊26ページをご参照ください 。

Nr. コース 授業形式 クラス
レベル

授業時間
数／週 曜日 授業時間 定員

週毎の授業料

1-4週 5-19週 20 週以上

39
インテンシブコース 20 
(ドイツ語) ＋ モジュール
コース10 (英語)

ハイブリッド

A1-C1

20 + 10

月－金

09:00-12:15
13:00-14:30 151 € 195 € 165 € 140

40
インテンシブコース 20 
(英語) ＋ モジュールコー
ス 10１ (ドイツ語)

ハイブリッド 20 + 10 09:00-12:15
13:00-14:30 151 € 195 € 165 € 140

受講者の出身国：ドイツ語コース2019 (約6,195名)

国 割合 国 割合 国 割合 国 割合

中華人民共和国 15,20% ロシア連邦 6,94% スイス 1,33% キプロス 0,80%

日本 9,94% イスラエル 4,42% ブラジル 1,16% フランス 0,70%

トルコ 9,16% 韓国 4,39% イラン 1,07% *その他95か国 13,24%

メキシコ 8,16% アメリカ合衆国 2,16% スペイン 1,00%

チュニジア 7,90% インド 1,36% ウクライナ 0,98%

イタリア 7,80% モーリシャス 1,34% シリア 0,97%

トータル: 100,00%

*その他95か国: アルバニア、アルジェリア、アンゴラ、アルゼンチン、アルメニア、アゼルバイジャン、エチオピア、オーストラリア、バーレーン、バングラデシュ、ベルギー、ボリビア、ボ
スニア･ヘルツェゴビナ、ブルガリア、チリ、デンマーク、ドイツ、ドミニカ共和国、エクアドル、コートジボワール、エリトリア、ジョージア、ギリシャ、グアテマラ、ギニア、インドネシア、
イラク、アイルランド、ジャマイカ、イエメン、ヨルダン、カンボジア、カメルーン、カナダ、カザフスタン、カタール、ケニア、キルギスタン、コロンビア、コソボ、クロアチア、キューバ、ク
ウェート、ラトビア、レバノン、リビア、リトアニア、ルクセンブルク、マレーシア、モロッコ、マケドニア、モルドバ、モンゴル、モンテネグロ、モザンビーク、ミャンマー、ニュージーランド、
ニカラグア、オランダ、ナイジェリア、ノルウェー、パキスタン、パレスチナ自治区、パラグアイ、ペルー、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、サウジアラビア、スウェーデ
ン、セルビア、スロバキア、ソマリア、スリランカ、南アフリカ共和国、スーダン、タンザニア、タイ、トーゴ、トリニダード・トバゴ、チェコ共和国、トルクメニスタン、ハンガリー、ウルグ
アイ、ウズベキスタン、ベネズエラ、アラブ首長国連邦、英国・北アイルランド、ベトナム、ベラルーシ

1オンラインと対面式、それぞれ定員6-15名です。 

コンビネーションコース ドイツ語＋英語 
登録手数料（初回のみ）：€ 50（グループでのお申込み：2名で1人当たり€ 30、3名で1人当たり€ 25 、4名以上で1人当たり€ 20 ）
ファミリー割引：コース料金10%割引　
コース開始日: 2/1、3/1、4/12、5/3、6/7、7/5、7/19、8/2、9/6、10/4、11/8、12/6; 予備知識なしの初心者受入日: 3/1、5/3、7/5、8/2、10/4

1 定員はオンラインと対面式、それぞれ6-15名です。 追加の個人授業（標準）：€25 / 45分
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英語コース (対面式／ハイブリッド／オンライン)

ハイデルベルク アルテ・ブリュッケと聖霊協会

夜間コース

Nr. コース 授業形式 コース内容 授業時間
数／週

クラス
レベル 定員 授業時間

18:00-20:002

週毎の授業料

1-4週 5-19週 20週以上

52 メインコース ハイブリッド
スタンダードコース（対面式と
オンラインの受講者は同じグ

ループで学習）
4 A1-C1 6-15 月＋木 € 30 € 25 € 20

53
メインコース 
＋ モジュール
コース 

ハイブリッド
メインコースとモジュールコー
ス(文法・会話強化)のコンビ

ネーション 
6 A1-C1 6-15 月＋水＋木 € 45 € 40 € 35

54 モジュールコ
ース ハイブリッド 文法・会話強化 2 A1-C1 6-15 水 € 25 € 22 € 18

55 インテンシブ
コース ハイブリッド メインコース＋モジュールコー

ス＋マンツーマンレッスン 8 A1-C1 6-15 月＋水＋木＋
マンツーマン2 € 110 € 105 € 100

1オンラインと対面式、それぞれ定員6-15名 
2マンツーマンレッスンの曜日と時間は担当講師と相談の上、決定します。
追加の個人授業（標準）：€25 / 45分

受講者の出身国：英語コース 2019 (約 825人 )

国 割合 国 割合 国 割合 国 割合

ドイツ 35,25% トルコ 3,20% ブラジル 0,89% コソボ共和国 0,53%

日本 15,75% イタリア 3,10% アゼルバイジャン 0,89% ポーランド 0,53%

ロシア連邦 9,35% サウジアラビア 2,13% コロンビア 0,80% *その他15か国 6,47%

中華人民共和国 6,05% ポルトガル 1,77% チリ 0,80%

ジョージア 5,16% イスラエル 1,68% クロアチア 0,71%

ウクライナ 3,28% フランス 1,06% カザフスタン 0,62%

Total: 100,00%

*その他15か国 :アルジェリア 、アルメニア、ドミニカ共和国、イラン、クウェート、モンテネグロ、パラグアイ、ペルー 、スイス、セルビア、スペイン、韓国、シリア、 
 ハンガリー
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コースの構成
• ドイツ語コース（No. 56）は、6-7歳、8-9歳、10-13歳、14-17歳の年齢毎のグループに分かれています。既習者は毎

週月曜日から受講を開始できますが、完全初心者のためのコース開始日は7/5、8/2の両日のみとなっています。 
サマーコースはA1～B2レベルが対象です（C1レベルは要問い合せ）。16歳以上の受講者はC1・C2レベルの成人
向けコースにも参加できます。クラス分けテストはコースが始まる前に当校で受けることができます。プログラム
の最終日は8/13です。

• 英語コース（No. 57）も同様に6-7歳、8-9歳、10-13 歳、14-17歳の年齢毎のグループに分かれており、A2～B2レベ
ルが対象です（C1レベルは要問い合せ）。16歳以上の受講者はC1レベルの成人向けコースにも参加できます。コ
ースの開始日は8/2と8/10の月曜日で、最終日は8/13です。

• クラス分けテストは、コース初日に行われます。
• 授業の内容と構成は、年齢毎のグループに応じて考えられています。授業は経験豊富で優秀な講師陣により、モダンで明るい教室にて行われます。
• グループの定員は最大15名です。
　　　
課外活動
当校では、多彩な文化またはスポーツの課外活動（No. 60）を開催しています。
例: ネッカー川下り、ハイデルベルク市街地のオリエンテーション・ツアー、ハイデルベルク動物園、植物園、ケーニッヒ山のメルヒェン・パラダイス、ハイデ
ルベルク城、プファルツ選帝侯博物館、スポーツ活動、ネッカー川河川敷でのピクニック、F＋Uキャンパス体育館でのレクリエーション、ミニゴルフ、ゲーム大
会、クッキング、ハイデルベルク市民プールでの水泳、ハイリゲンベルク（精霊山）ハイキング、ティヌンクルス鷹狩りショー、ティングシュテッテ野外劇場など
青少年の参加者には、大学見学も開催しています。
料金に含まれるもの: 同行スタッフ代、入場料、活動内での交通費。料金に含まれないもの: 移動中、移動先での食事代

昼食
昼食（No. 59）は保育園や学校専門の給食センターで作られ、衛生、環境保護、原材料の産地といった厳格な標準を満たした料理を提供しています。　　　
食物アレルギーや、ベジタリアン向けの食事、ハラール料理といった特別食に関するご希望がある場合は、お申し込みの際にお伝えください。ユースキャンパ
ス 24では、毎日3食が保証されています。

宿泊
• 12歳以上の青少年向けに、厳正な審査を受けたホストファミリー（No.58）の斡旋をしています。保護・監督義務の観点から、学校昼食と課外活動込みのコ

ース(Nr.59とNr.60)を選択された方のみ、ホストファミリーのお申込みが可能です。ホストファミリーの場合は2食付き(週末は3食付き)です。14歳以上の青少
年は、ユーゲントキャンパス 24（No. 67）での滞在も可能です。

• ジュニアプログラム参加者の保護者もしくは同行者の方には、ご自身の語学コースの申し込みの有無に関わらず、学生寮やアパートなど様々な宿泊施設をご
用意しています。

ユーゲントキャンパス 24
14歳以上の青少年は、24時間サポート付きのF＋Uキャンパスのツインルームに滞在します。参加者の安全を最大限保障するため、当校の経験豊富なスタッフ
が24時間体制で対応します。
プログラムに含まれるもの：語学コース（ドイツ語（7～8月）または英語（8月）：週20授業時間）、ユーゲントキャンパス 24のツインルームでの宿泊、食事（朝
食と夕食はキャンパス、昼食は学校で）、学校までの往復送迎、週7日のスタッフ同行課外活動、夕方の合同アクティビティ、近代的なフィットネスルームの利
用など（No.67）。

空港からの送迎、公共交通機関
• 公共交通機関の利用料は料金に含まれていません（課外活動内で発生する移動費を除く）。1週間定期券（バス・トラム共通）は、ハイデルベルク市内エリア

用€ 30、ハイデルベルクと近郊エリア用€ 50、1ヶ月定期券は€ 80です。
• フランクフルト空港からのグループおよび個人送迎の料金については、本冊26ページのNo. 65、66をご参照ください。

ジュニアプログラム ユーゲントキャンパス 24

ジュニア（6〜17歳）向け夏休み語学コースを、ドイツで最も美しい街のひとつで！
コースの概要
• 世界中から集まったジュニアのための少人数制ドイツ語／英語コース（定員15名）
• 厳選されたホストファミリー宅、またはユーゲントキャンパス24に宿泊；16歳以上の方は寮への宿泊も可能 

(本冊41ページ参照)
• 24時間サポートサービスへのお申込み可（ユーゲントキャンパス 24参照）
• 食事付き
• バリエーションに富んだ課外活動
• 送迎サービス
全モジュールは個別ないしパッケージとして予約可能

ドイツ語／英語 サマーコース (6-17歳) 

語学レッスン

1C1レベルは要問い合わせ。追加の個人授業（標準）：€25 / 45分
2予備知識なしの初心者受入日：7/5および8/2（ドイツ語）、英語は要問い合わせ
316歳以上は成人向けコースへの参加も可能

Nr. 言語 対象年齢(歳) クラス
レベル

授業時間
数／週 定員 授業時間

(月–金)

週毎の授業料
(教材費込) 開始日1 最終日

1-2 週 3週以上

56 ドイツ語
6-7歳; 8-9歳; 
10-13歳; 14-17歳3

A1; A2; 
B1; B2 20 6-15 09:00-12:15 € 210 € 180 7/5 -8/9の期間内の

毎週月曜日2 
8/13

57 英語 A2; B1; B2 20 6-15 09:00-12:15 € 210 - 8/2または8/92 

1ホストファミリーの場合、基本的に平日は17:30からお子様をお預かりします。そのため、ホストファミリーをご希望の場合は上記のモジュールNo.59とNr.60の 
 申し込みが義務づけられます。英語が話せるホストファミリーの手配は、追加料金100ユーロ／週で可能です。
2土曜日は12:30-16:00

住居、昼食、アクティビティ

Nr. モジュール 曜日 時間
週毎の料金

1-2 週 3 週以上

58 ホストファミリー（月－金は2食付、土・日は3食付)1 日 – 土 - € 310 € 295

59 学校昼食 月 – 金 12:30-13:30 € 95 € 90

60 課外活動 月 – 土 13:30-17:002 € 120 € 110

1課外活動のスタッフ代、入場料、移動費を含みます。
2集合場所は空港のミーティングポイントです。 
3他の空港及び駅からの送迎サービスもご提供しています。

パッケージと追加モジュール

Nr. パッケージ料金
週毎の料金

1-2週 3 週以上

61 Nr. 56 もしくはNr.57＋Nr.58＋Nr.59＋Nr.60 (語学コース＋宿泊施設＋昼食＋課外活動1) € 695 € 645

62 Nr. 56 もしくはNr.57＋Nr.59＋Nr.60 (語学コース＋ 昼食＋課外活動1) € 405 € 365

63 Nr. 56 もしくはNr.57＋Nr.60 (語学コース＋ 課外活動1) € 315 € 280

追加モジュール   学校への送迎 曜日 1-2 週 3 週以上

64 学校－ホストファミリー間の往復送迎 月 – 土 € 240 € 225

追加モジュール  空港からの送迎 片道 往復

65 フランクフルト空港からのグループ送迎2; 3 € 120 € 210

66 フランクフルト空港、カールスルーエ・バーデンバーデン空港、シュトゥットガルト空港からの個人送迎3 € 225 € 410

ユーゲントキャンパス 24は、14歳以上のジュニアを対象とした24時間サポート付きのプログラムです(7〜8月のみ)。
登録手数料（初回のみ）：€ 50（グループでのお申込み：2名で1人当たり€ 30、3名で1人当たり€ 25 、4名以上で1人当たり€ 20 ）
親子プログラム：コース料金10%割引。こどもがジュニアプログラムに、親が10授業時間／週以上のインテンシブコースに参加した場合
学生寮、アパート、ホストファミリー宅に宿泊
グループ割引：兄弟や友人と一緒にお申し込みの場合、語学コースと追加モジュールの料金がこども2名で5%、3名で10%、4名以上で15%割引

1予備知識なしの初心者受入日：ドイツ語は7/5 および8/2；英語は要問い合わせ

Nr. ユーゲントキャンパス 24 日程
週毎の料金

開始日1 最終日
1-2 週 3週以上

67
語学コース（ドイツ語または英語：週20授業時間）、24時間サ
ポート、ツインルームでの宿泊、3食付き、学校までの往復送
迎、毎日の課外活動、フィットネスルームの利用

日(到着)から
土(出発)

€ 995 € 945 ドイツ語：7/5 – 8/9の期間
内の毎週月曜日
英語：8/2と8/9

8/13
延泊: € 145

サマーコースの総合インフォメーション登録手数料（初回のみ）：€ 50（グループでのお申込み：2名で1人当たり€ 30、3名で1人当たり€ 25 、4名以上で1人当たり€ 20 ）
親子プログラム：コース料金10%割引。こどもがジュニアプログラムに参加し、親が10授業時間以上／週のインテンシブコースに参加した場合
学生寮、アパートもしくはホストファミリー宅に宿泊
グループ割引：兄弟や友人と一緒にお申し込みの場合、語学コースと追加モジュールの料金がこども2名で5%、3名で10%、4名以上で15%割引
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住居、昼食、アクティビティ

ジュニアプログラム ジュニアプログラム 

ジュニア（12〜17歳）向けの冬期語学コースを、ドイツで最も美しい街のひとつで！
コースの概要
• 世界中から集まったジュニアのため少人数制ドイツ語コース（定員15名）
• 厳選されたホストファミリー宅、または寮に宿泊(寮は引率者のいるグループのみ可)
• 食事付き
• バリエーションに富んだ課外活動
• 送迎サービス
全モジュールは個別ないしパッケージとして予約可能

登録手数料（初回のみ）：€ 50（グループでのお申込み：2名で1人当たり€ 30、3名で1人当たり€ 25、4名以上で1人
当たり€ 20 ）
親子プログラム：コース料金10%割引。こどもがジュニアプログラムに、親が10授業時間以上／週のインテンシブ
コースに参加した場合。学生寮、アパート、ホストファミリーに宿泊
グループ割引：兄弟や友達と一緒にお申し込みの場合、語学コースと追加モジュールの料金が、こども2名で5%、 
3名で10%、4名以上で15%割引

年齢別グループでの語学レッスン (ドイツ語 もしくは英語 ) 
当校のこどもアカデミーでは、専門教育を受けた母語話者の講師陣が授業を行っています。
未就学児童のクラスでは体を動かす活動も取り入れ、遊びと理論的な授業を織り交ぜることにより、こどもたち
の就学準備をサポートします。
コース内容：
文法レッスン、会話練習、アルファベットの導入、創造力の養成、小学校就学準備
コース開始日: 毎週金曜日 (祝日および8月中は授業がありません).  
開講最少人数: 6 名
兄弟割引：こども2名で5%、3名以上で10%割引

ジュニア向け　冬期ドイツ語コース (12-17 歳) 学校休暇中の短期英語コース (6-15歳)   

こども向け　ドイツ語／英語通年コース (3-10歳) 

語学レッスン

1A1 ・C1 レベルは要問合せ
216歳以上は成人向けコースにも参加可能。
3コースの延長は要問い合わせ

1A1 ・C1 レベルは要問合せ
216歳以上は成人向けコースにも参加可能。
3イースター休暇・フィングステン休暇は、授業日数が4日間になります(授業時間は09:00-13:15に延長)。

16か月分の授業料(€ 395)の前払いが必要です。

Nr. 言語 対象年齢(歳) クラスレベル1 授業時間／週 定員 授業時間
(月 – 金) 授業料 (教材費込) 開始日 期間3

68 ドイツ語 12+13歳, 14-17歳2 A2, B1, B2 20 6-15 09:00-12:15 € 210 12/13 1週間

Nr. 言語 対象年齢 クラスレベル1 授業時間／
週 定員 時間(月–金) 週毎の授業料

(教材費込) 開始日 期間3

78 英語 6-8歳, 9-12歳, 
13-15歳2 A2, B1, B2 20 6-15 09:00-12:153 € 210 4/63; 5/253; 

8/2; 8/9; 11/2 1 週間

Nr. 言語 対象年齢 クラスレベル1 授業時間／
週 定員 授業時間 月毎の授業料1 開始日

79 ドイツ語
もしくは英語

3-4歳, 4-5歳, 
6-7歳, 8-10歳 A2, B1, B2 2 6-15 17:00-18:30(金曜日) € 75 毎週金曜日

1ホストファミリーの場合、基本的に平日は17:30からお子様をお預かりします。そのため、ホストファミリーを希望の場合は上記のNo. 70と71の申し込みが義務 
 づけられます。英語が話せるホストファミリーの手配は、追加料金100ユーロ／週で可能です。
2当校では、多彩な文化又はスポーツの課外活動（No. 71）を開催しています。例：ハイデルベルク市街地のオリエンテーション・ツアー、ハイデルベルク城、ハ 
 イデルベルク・クリスマスマーケット、アイススケート、クライミング、スキー／スノーボード、トランポリン・パーク、映画、クッキング、手芸。青少年の参加者に 
 は、大学見学も開催しています。
 料金に含まれるもの: 同行スタッフ代、入場料、活動内での交通費。料金に含まれないもの: 移動中、移動先での食事代
3土曜日は12:30-16:00

Nr. モジュール 曜日 時間 週毎の料金 

69 ホストファミリー（月－金は2食付、土・日は3食付）1 日 – 土 - € 310

70 学校昼食 月 – 金 12:30-13:30 € 95

71 課外活動2 月 – 土 13:30-17:003 € 120

1集合場所は空港のミーティングポイントです。
2他の空港及び駅からの送迎サービスもご提供しています。

パッケージと追加モジュール 

Nr. パッケージ料金 週毎の料金

72 Nr.68＋Nr.69＋Nr.70＋Nr.71(語学コース＋宿泊施設＋昼食＋課外活動1) € 695

73 Nr.68＋Nr.70＋Nr.71 (語学コース＋昼食＋課外活動1) € 405

74 Nr.68＋Nr.71(語学コース＋課外活動1)  € 315

追加モジュール   学校への送迎 曜日 週毎の料金

75 学校－ホストファミリー間の往復送迎 月 - 土 € 270

追加モジュール　空港からの送迎 片道 往復

76 フランクフルト空港からのグループ送迎1 € 120 € 210

77 フランクフルト空港、カールスルーエ・バーデンバーデン空港、シュトゥットガルト空港からの個人送迎2 € 225 € 410

登録手数料（初回のみ）：€ 50（グループでのお申込み：2名で1人当たり€ 30、3名で1人当たり€ 25 、4名以上で1人当たり€ 20 ）
親子プログラム：コース料金10%割引。こどもがジュニアプログラムに、親が10授業時間以上／週のインテンシブコースに参加した場合。学生寮、アパート、ホ
ストファミリー宅に宿泊
グループ割引：兄弟や友達と一緒にお申し込みの場合、語学コースと追加モジュールの料金が、こども2名で5%、3名で10%、4名以上で15%割引
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ジュニアプログラム  

本コースでは一般的な発達支援に加え、こどもや青少年にロシア語とロシア文化を教えます。授業では、
年齢に合った教育支援とロシア語や音楽教育の強化、論理的・数学的思考や創造力の発達に重点が置
かれています。更に、未就学児童のクラスでは遊びの要素と理論的な要素を織り交ぜることにより、こど
もたちの就学準備をサポートします。
コース開始日: 毎週土曜日 (祝日および8月中は授業がありません). 
開講最少人数: 4 名
兄弟割引：こども2名で 5%、3名以上で10% 割引

ロシア語 こどもアカデミー (1-14 歳)

Nr. コース 授業形式 対象年齢 授業時間 月毎の授業料1

80 ロシア語 (親子レッスン)

対面式

1–2 歳 応相談 € 50

81 ロシア語 (親子レッスン) 2–3 歳 09:00-10:30 € 50

82 ロシア語＋音楽 3–4 歳 10:15-12:45 / 12:30-15:00 € 60

83 ロシア語＋ 音楽 4–5 歳 09:30-12:30 / 12:30-15:30 € 60

84 ロシア語＋音楽 5–6 歳 10:00-13:00 / 13:00-16:00 € 60

85 ロシア語＋ 論理＋音楽 6-7 歳 10:00-13:00 / 12:00-15:00 € 65

86 ロシア語 7-8 歳 10:00-11:30 € 35

87 ロシア語 8-12 歳 10:00-11:30 € 35

88 ロシア語 12歳以上 13:00-14:30 € 35

89 英語 6 歳以上 13:45-14:45 € 35

90 英語 13歳以上 15:00-16:00 € 35

91 美術 6 歳以上 11:45-13:15 / 13:30-15:00 € 40

92 歴史 7 歳以上 11:45-12:45 € 35

93 論理 6 歳以上 応相談 € 40

94 運動 4-6 歳 11:15-12:00 / 12:30-13:15 € 35

95 運動 5-7 歳 13:15-14:00 € 35

96 運動 親(大人) 10:00-11:00 € 40

Nr. コース 授業形式 対象年齢 授業時間 所要時間 1 授業1 10 授業1

97 ロシア語 (3-5歳児)
オンライン

6 歳以上 応相談 1 授業= 80 分 € 22 € 215

98 ロシア語 (マンツーマン) 6 歳以上 応相談 1 授業 = 80 分 € 26 € 255

99 音楽 (マンツーマン) 対面式 3 歳以上 応相談 120 分／月 € 75/月

1教材費込

1教材費込
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学校・企業向け団体プラン 送迎、異文化体験プログラム

ドイツ語／英語コース 
ドイツで最も美しい街のひとつであるハイデルベルクで、一緒に外国語の知識を深め、ドイツの文化を体験したいという学校のクラスや10名以上のグループ
のために、団体コースを通年ご提供しています。授業はインターナショナルクラス、または特定のグループで受講できます。更に、グループ参加者の興味に合
わせた多彩なカルチャープログラムもご提供可能です。当校の学生寮もしくはホストファミリー宅での滞在は、食事の有無を選ぶこともでき、送迎サポートも
充実していますので、完璧な語学留学をサポートします。

団体引率者向け無料サービス（参加者10名ごと）
• ドイツ語もしくは英語の語学コース
• 宿泊 : 学生寮の１部屋(ホストファミリー又はホテル滞在の場合は、料金表に掲示された金額でのみご提供可能です。）

総合案内
• 手数料：1グループ 一律 € 150
• 料金に含まれるもの：レベル診断テスト、クラス内でのテスト、コース修了証明書、図書室利用、コンピューター室利用、Wi-Fi

教材費（コピー代）：1人当たり€15／週。ご希望の方は教科書を学校で購入することもできます。教科書2冊で€35～60です(レベルによって異なります)。グルー
プを既存のインターナショナルクラスに振り分けることも可能です。

言語 授業時間／週 授業時間(月 – 金) 一人当たりの授業料

ドイツ語 20 09:00-12:15 € 120

ドイツ語 30 09:00-12:15
13:00-14:30 € 165

英語 20 09:00-12:15 € 120

英語 30 09:00-12:15
13:00-14:30 € 165

ドイツ語メインコース
＋英語モジュールコース 20 + 10 09:00-12:15 (ドイツ語)

13:00-14:30 (英語) € 210

英語メインコース
＋ドイツ語モジュールコース 20 + 10 09:00-12:15 (英語)

13:00-14:30 (ドイツ語) € 210

住居、食事

1寮のカテゴリーは本冊43ページをご参照ください。
2食事は学校のすぐ近くのレストランでご提供：寮またはホテルに滞在の場合、上記の料金には食事代が含まれておりません。食事をご希望の場合は、2食付 
 き € 140、3食付き € 245です。（週毎1人当たりの料金。食事にはソフトドリンク、またはコーヒーかお茶がついています。）
 7月と8月には、学校のカフェテリアで昼食をとることもできます：€ 90／週(その他の期間については要問い合わせ)
 課外活動中の食事については、各グループでご用意ください。

宿泊タイプ シャワー／トイレ キッチン 食事 １人当たりの料金／週

寮 カテゴリー A (シングルルーム)1 フロア内 フロア内
注釈参照2

€ 115

寮カテゴリー E (ツインルーム)1 部屋 部屋 € 195

ホストファミリー（ダブルルーム） ファミリーと共同 ２食付 € 235

ホテル (シングルルームは 60 % 追加料金 ) 部屋 なし 注釈参照2 € 630

ユースホステル (4名以上の大部屋) 部屋 なし ２食付 € 335

宿泊先への送迎
１週間定期券（バス、トラム共通）：ハイデルベルク市内 € 30、ハイデルベルクとその近郊 € 50
41名以上のグループや、他の空港からの送迎についてはお問合せください。

区間（宿泊先〜送迎場所）
１人あたりの料金

10–15人 16人以上

ハイデルベルク中央駅
片道 € 30 € 25

往復 € 55 € 45

マンハイム中央駅
片道 € 40 € 35

往復 € 72 € 60

フランクフルト空港 
片道 € 60 € 50

往復 € 115 € 95

フランクフルト・ハーン空港／カールスル
ーエ空港／シュトゥットガルト空港

片道 € 70 € 60

往復 € 130 € 110

カルチャープログラム

アクティビティー 所要時間 最小催行
人数

1人当たりの各プロ
グラムの参加費

ハイデルベルク旧市街を巡るオリエンテーション・ツアー 約2時間

10人～

€ 5
ハイキング（聖霊山、哲学者の道、ハイデルベルク城の庭園など） 約3時間

スポーツ活動（ネッカー川河川敷もしくは当校のスポーツ施設） 約3時間

F＋Uの定期的な“Stammtisch（おしゃべりをする会）” 約2時間

日本セミナー（その後にStammtisch、飲み物代は別途要） 約2時間 € 10

バーベキューパーティー（食べ物、飲み物代込み） 約2時間 € 15

博物館見学（ハイデルベルクのドイツ薬事博物館、プファルツ選帝侯博物館など） 約2時間 € 15

ネッカー川クルーズ：ハイデルベルク内 約1時間 € 18

ウェルカムパーティー（食べ物、飲み物代込） 約2時間 € 20

博物館見学（マンハイムの技術博物館、マンハイム美術館、プラネタリウムなど） 約4時間 € 25

小旅行(半日)1 約5時間

15人～

€ 50

小旅行 (一日) A2 約8時間 € 75

小旅行 (一日) B3 約8時間 € 95
1プファルツのドイツ・ワイン街道、シュパイヤー（シュパイヤー大聖堂）、マンハイム（ルイーゼンパーク）、バート・ヴィンプフェン（中世の市街地）、シュヴェッ 
 ツィンゲン城、ネッカーシュタイナハ（4つの山城がある町）へのクルーズ、ラーデンブルク（入場料込）
2フランクフルト、リューデスハイム、シュトゥットガルト（ベンツ博物館またはポルシェ博物館、入場料込）、黒い森（トリベルガー滝、鳩時計ミュージアムなど）
3ストラスブール、ヨーロッパ・パーク（入場料込）、ローテンブルク、ニュルンベルク、バーデン・バーデン（スパ施設の入館料込）、ボーデン湖

*6歳〜17歳の子供さんには、ジュニアプログラムのアクティビティをお勧めしております。（プログラム26ページ参照、期間：2021年7月5日〜8月13日）
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その他サービス、スペシャルコース、異文化体験プログラム その他サービス、スペシャルコース、異文化体験プログラム

ドイツ語コースを修了したのちに、ドイツで大学進学を考えている受講者向けの進学相談サービスです。資料のチェック、大学や学科選択のアドバイス、願書
提出のサポート（3大学まで）、志望動機書や履歴書の確認などがサービスに含まれます。 
日本人がドイツの大学に入学申請するためには、次の学歴上の資格のいずれか1つを保持している必要があります：1）12年の学校教育を修了して高校を卒業
し、センター試験を受験し、受験した科目で62%以上の成績をおさめていること、2）大学（全日制）で4年以上勉強し、学士号を取得していること、3）4年制
の大学（全日制）で1年以上を修了しており、１年で35以上の単位を習得していること、4）短期大学を卒業していること
サポート手数料：€ 300

大学進学相談

インターンシップ（大学生向けでない最長3ヶ月のインターンの場合）の応募は遅くともコース開始の8週間前までに行ってください。
応募条件：当校のインテンシブコースを2週間以上受講していること、ドイツ語の知識があること（B1レベル、当校でのインターンであればA1レベルでも従事
可能)。インターンシップを希望される場合は有給／無給を問わず、ワーキングホリデービザを取得してください。応募者にはインターンが実務経験を積むこと
を目的とするのか、大学や専門学校のカリキュラムの一環として行うものなのかを証明していただく必要があります。職業訓練先の契約書、専門学校や大学
の入学証明書などをお申込み時にご提示ください。 
仲介手数料：€350（お手配の保証はでき兼ねますので、予めご了承ください。適合するインターン先が見つからなかった場合は手数料50％を払い戻しする
か、F+U校内でのインターンに振り替えることもできます。）

学校所有のピアノ（スタンウェイ＆サンズ社）の利用： € 10 / 60分

当校のインテンシブコースを12週間以上受講することを前提に、ビザ申請の際に大学への仮入学許可書が必要となる国籍保持者向けのサービスとして最大2
大学までの願書作成サポートを行っています（日本国籍の方は原則必要ありません）。このサービスには、申請書類のチェック、大学願書作成のサポート、志
望動機書や履歴書の校正、大学に関する情報提供などが含まれます。申請書類を提出後、大学側から書類選考結果の回答が通知されるまでの期間は10週
間が目安となります。この期間を考慮した上で、当サービスをご利用ください。
入学条件：出身国の大学入学資格の証明
サポート料金：€ 550 （各大学の手数料を除く）(なお、このサービスは志望大学入学を保証するものではありません。志望大学に入れなかった場合は、サポー
ト料金を€ 200払い戻しいたします。各大学の手数料は払い戻しできませんのでご了承ください。)

仮入学許可書申請

入国後にビザ申請が必要となる受講者向けに次のサービスを提供しています：各種手続きのサポート、住民登録の届出・変更手続き、銀行口座開設のサポー
ト、健康保険加入のサポート、外国人局へ届け出る必要のある書類の確認、ビザ延長手続きの案内
条件：当校の語学コースに12週間以上申し込んでいること 
サポート手数料：€ 275（住民登録の届出・変更手続きなど各サービスを単体でお申込みいただくことも可能です：単体料金は€ 85です） 

各種事務手続き

当校ではインテンシブコース受講者を対象に、地元スポーツクラブや音楽学校など多くの機関の協力の下、様々なオプションプログラムの手配を請け負ってお
ります。オプション：サッカー、ハンドボール、卓球、テニス、バスケットボール、ホッケー、アイスホッケー、ラグビー、その他のスポーツ、音楽レッスン、フラワー
アレンジメント
仲介手数料にはレッスン料は含まれていませんので、別途お支払いください。スポーツチームへの加入には、ほとんどの場合、月々の会費が必要です。
仲介手数料： € 325（個人の能力・実力等によってはお手配できない場合もあります。問い合わせ・調査を経て手配でき兼ねると判断した際には€ 225をご返金
いたします。）

オプションプログラム

語学コース＋インターンシップ

ピアノ練習室

このプログラムではドイツ語コースを受講しながら、日本センターの運営サポートをしていただきます。ドイツと日本、それぞれの文化や価値観を対比すること
で、ドイツ文化に触れることは基より、日本文化を客観的に見つめ直すことができます。中国センターも開設されています。
申し込み手数料: € 225

語学コース＋異文化トレーニング

各グループには当校のスタッフが1名同行いたします。別途記載がない限り、料金には入場料、交通費と同行スタッ
フ代が含まれています。各プログラムの最小催行人数は10名です。
学校のクラスは、当校のオープンプログラムにご参加ください。特別なアクティビティの開催には追加料金をいた
だきます。詳細についてはお問合せ、また本冊子33ページをご参照ください。

カルチャープログラム

託児サービス
インテンシブコース受講の方は授業中の託児サービスがご利用い
ただけます。45 分当たり€ 25（こども2人の場合は1人につき€ 20、
こども3人の場合は1人につき€ 15）
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アクセスマップ (学生寮/アパート)
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y モルケンクル

u ケーニッヒシュトゥール

i テレビ塔

o エーレンフリーﾄホーフ

a ビアヘルダーホーフ

s ベルクフリートホーフ

d 哲学者の道

f 市庁舎

g 中央市役所

h 外国人局

j F＋U ホテル“Bayrischer Hof“

q Concordia (コンコルディア)

w Schmitt (シュミット)

e Turner (トゥーナー)

r März (メルツ)

t F+U キャンパス (学生寮)

y F+U アカデミーオブランゲージ

q アルテ・ブリュッケ

w ハイデルベルク城

e 大学図書館 

r 聖霊教会

t イエズス会教会
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パーキング、ゲストハウス、ホテル、食事

ホストファミリー

ホストファミリー、滞在先までの送迎

管理費: € 80; 保証金: € 200（保証金の返金に関しては水曜日16:00までに学校にお問い合わせください）
項目毎に30%追加料金：Wi-Fi利用の保証、英語OKのファミリー、3食付（朝食・夕食はホストファミリー宅、昼食はランチボックス） 
キッチンの使用：食事なしで申し込み、ホストファミリー宅でキッチンを使いたい場合は20%追加料金
ホストファミリーの詳細（名前、住所など）は、お支払いが完了した後、入居2週間前にお知らせします。
宿泊規則：洗濯は週に1回か2回。
ホストファミリー宅滞在の契約解除は満6週間前までにお申し出ください。
チェックイン：日曜日11:00～18:00; チェックアウト：土曜日10:00～18:00（上記の時間外の場合には、お問い合わせの上、€ 35の追加料金にて承ります）
到着が遅れる場合には、ホストファミリーにご連絡ください。

カテゴリー 通学時間 食事

週毎の料金/1部屋当たり 延泊1

(1日1部屋当たり)1-4 週 5– 19 週 20 週以上

シングル ダブル シングル ダブル シングル ダブル シングル ダブル

GF-A 2 - 30 分
公共交通機関利用2

2食付 € 265 € 500 € 215 € 405 € 205 € 385 € 50 € 95

朝食 € 215 € 405 € 190 € 360 € 180 € 340 € 45 € 85

食事なし € 185 € 350 € 170 € 320 € 160 € 300 € 40 € 75

GF-B 50 分まで
公共交通機関利用2

2食付 € 205 € 385 € 190 € 360 € 180 € 340 € 45 € 85

朝食 € 175 € 330 € 160 € 300 € 150 € 285 € 40 € 75

食事なし € 155 € 290 € 145 € 275 € 135 € 255 € 35 € 70

GF-C 70 分まで
公共交通機関利用2

2食付 € 195 € 370 € 180 € 340 € 170 € 330 € 40 € 75

朝食 € 165 € 315 € 150 € 285 € 140 € 275 € 35 € 65

食事なし € 145 € 275 € 135 € 255 € 125 € 245 € 30 € 55

1 土曜日チェックイン（15:00-20:00まで）、日曜日チェックアウト（12:00まで）の際に“延泊”として別途料金をいただきます（なお、延泊をご希望の場合 
 は、F＋Uにて予めお申込みいただく必要があります）。
2学校までの所要時間（公共交通機関利用の場合）：最寄り駅までの所要時間は考慮されていませんが、ほとんどの場合、ファミリー宅から最寄り駅まで徒 
 歩5-10分ほどとなっています。アクセスの詳細につきましてはお問い合わせください。

送迎サービス

1待ち合わせ場所：タクシー乗り場
2待ち合わせ場所：到着ロビーの“ミーティングポイント”、またはこちらが指定した場所
3学校からの距離
4割引はグループで同時到着･出発の場合にのみ適用されます。 
週末の送迎サービスのキャンセルは到着・出発直前の木曜日15時（ドイツ時間）まで無料で行うことができます。平日の送迎サービスのキャンセルは前日15
時まで無料で行うことができます。前日が祝日の場合、無料キャンセルの期限は2日前となります。キャンセル手続きが遅れた場合は、送迎料金を全額ご請求
しますので予めご了承ください。
フランクフルト国際空港からの送迎サービスは、F＋Uが委託する送迎会社による送迎シャトルサービスとなっております。未成年などの個人送迎サービスを
ご利用の場合は、１回につき€ 125の追加料金が発生します。

料金 ハイデルベルク中央駅1 マンハイム中央駅1 フランクフルト
国際空港2

シュトゥットガルト空港/
カールスルーエ－

バーデン･バーデン空港2

フランクフルト･ハーン空港/
ストラスブール空港/

 ザールブリュッケン空港2

距離3 2 km 20 km 80 km 120 km / 95 km 160 km / 140 km / 160 km

区間 片道 往復 片道 往復 片道 往復 片道 往復 片道 往復

1名 € 55 € 95 € 80 € 150 € 125 € 240 € 195 € 370 € 205 € 365

2名4 € 45 € 80 € 70 € 130 € 85 € 150 € 135 € 235 € 145 € 255

3名4 € 40 € 70 € 65 € 120 € 75 € 135 € 85 € 150 € 100 € 180

4-7名4 € 35 € 60 € 50 € 95 € 70 € 125 € 75 € 135 € 85 € 150

8名以上4 € 30 € 55 € 45 € 80 € 60 € 115 € 65 € 120 € 70 € 130

宿泊施設までの送迎サービス（お申し込みは遅くとも到着・出発前の木曜日14:00までに行ってください）

パーキング 

食事

ゲストハウス、リゾートアパート、ホテル、ユースホステル

F＋U ホテル „Bayrischer Hof“

仲介手数料：€ 175
ゲストハウス／リゾートアパート：宿泊料金は立地、設備、シーズンなどによって異なり、1週間当たり€ 300 - € 1,500が
相場です。 
F＋U ホテル „Bayrischer Hof“ ***： 伝統あるホテル”Bayrischer Hof”は市の中心地であるビスマルク広場正面にあ
り、当校や旧市街から150mほどの場所にあります（シングルルーム € 100～／泊、ダブルルーム€ 130～／泊）。
また、学校付近には様々な料金クラスのホテルがあります。 
ロケーションの良い場所にあるユースホステルもご紹介しています。

学生寮“コンコルディア“での無人駐車場の駐車料金は1週間あたり€ 25です。
当校建物内の駐車場利用は1ヶ月約€ 150ユーロです。

全ての学生寮とアパートにキッチンが完備されています。ホームステイ先でのお食事はお申し込み時にご確認ください。
提携レストランでの食事（月-日）: 昼食*：€ 110／週、夕食*：€ 125／週（*1ソフトドリンク付）
当校のカフェテリアでの昼食（7、8月のみ）：€ 95／週（月-金）
徒歩10分ほどの場所にハイデルベルク大学の学食があり（1食約€ 6）、自由にご利用いただくことができます。
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学生寮・アパート情報

24時間電話サービス
毎日24時間、いつでも電話でスタッフがサポートいたします：  
+49 6221 9120-38

入居・退居
• チェックイン：日曜日10:00～22:00。22時以降のチェックイン

（24:00まで）は事前の連絡の上、€50の追加料金にて可能です。
土曜日チェックイン（13:00～18:00）はお問い合わせの上、1日分の
追加料金にて承ります（本冊42ページ参照）。
 - 遅くとも到着予定日直前の金曜日14:00までに到着時間をお知ら
せください。ご連絡がない場合、希望される時間での鍵の受け渡
しが行えないことがあります。

 - 鍵の受け渡し時間に遅れる場合は、週末の待機スタッフに電話
にてご一報ください。Tel：+49 162 29333-26

• チェックアウト：土曜日12:00まで。日曜日チェックアウト（10:00ま
で）をご希望の場合は、お問い合わせの上、1日分の追加料金にて
承ります（本冊42ページ参照）。

学生寮は"学生”向け
学生寮やアパートの宿泊料金は学校からの距離や立地条件、施設
の設備などの総合評価で設定されています。カテゴリーの高い場所
でもあくまで“学生向け”の宿泊施設となっています。

インターネット、PC利用、フィットネスルームなど
• ほとんどの学生寮やアパートではインターネット利用が可能となっ

ており、無料でお使いいただけます。高速インターネット回線では
ないことがありますのでご了承ください。ご入居希望が当校の宿
泊施設の数(350室)を超える場合には、部屋やアパートを別途手配
することがありますので、インターネット設備についてはお問合せ
ください。ご利用時にはドイツのインターネット法にご注意くださ
い。一時的にインターネットが使えない状態が発生することがあり
ます。

• 当校には計50台のパソコンを備えたインターネットルーム3室があ
り、受講者であればどなたでもご利用いただけます。また、校内で
はWi-Fiもご利用可能です。なお、営業時間は月－金7:30～20:00 、
土曜日10:00～16:00となっています。

• 部屋の鍵はオートロックになっています。鍵を室内に閉じ込めて
しまった場合、保証金をいただいてから合鍵をご用意します。こ
のサービスは、窓口の営業時間帯（月－金 8:30～19:00、土 10:30
～15:30）のみとなりますのでご注意ください。時間外にはご自身
で専門の合鍵出張サービス店へお問い合わせください。料金は店
によって異なりますが、€ 70～の費用がかかります。

• 学生寮F＋Uキャンパス（F＋U Campus）にはラウンジ、フィットネス
ルームが備えられています。

お部屋と共同スペースの清掃
宿泊期間中のお部屋の清掃は各自で行ってください。片付け・清掃
がされている状態で退居してください。入居時に置かれていなかっ
た家具や粗大ゴミは、退居前にご自身で処分をお願いします。キッチ
ンと浴室も綺麗な状態にして退居してください。共同スペースの清掃
はF＋Uによって週に1～2度行われます。

洗濯とシーツ・タオル、キッチン用品
• 学生寮とアパートには、コインランドリーが完備されています。
• シーツ、タオル：シーツは入居時に1度限り当校がご用意していま

すが、タオルは各自ご持参ください。
• キッチン用品、カトラリー、食器類は€ 65（€ 40のデポジットと€ 25

のレンタル料）でレンタル可能です。破損・紛失がなく、全てのセッ
トを元の状態でご返却いただくと、€40のデポジットをご返金しま
す。なお、数に限りがありますので予めご了承下さい。

宿泊延長、引っ越し、キャンセル、予約変更
(学生寮、アパート、ホストファミリー)

宿泊施設の延長申請は契約期限の4週間前までに行ってくださ
い。
同じお部屋の延長はどの期間においても保障することができませ
ん。4週間以上前に延長手続きを行っていただいた場合でも、元々
の寮またはカテゴリーのお部屋が既に予約で埋まっている場合に
は、他の宿泊施設または他のカテゴリーのお部屋を手配させてい
ただくことがあります。この場合には引っ越し手数料は発生しませ
ん。
契約終了日まで14日を切ってから延長申請をした場合、手数料€50
がかかります。
引っ越し手数料（本人希望の場合）：€ 60 
解約：契約者同士が合意して利用契約期間を定めた場合、早期解
約は原則として認められません（542Ⅱ BGBドイツ民法）。ただし弊
社の場合は、以下の条件にて賃貸契約の解約が可能です。
a. 入居後の火曜日15:30まで。1週間分の宿泊料金が発生します。
b. その後は、満6週間（日－土）前までに手続きをするという条件

で早期解約できます。解約手数料€ 100が発生します。
c. 管理費は返金できません。
d. 契約期間が短縮された場合、週単位の宿泊料金は調整されま

す。
宿泊の予約変更：ホストファミリーから学生寮、もしくは学生寮から
ホストファミリーへの変更は、2週間前までに申請することを条件と
して、空室状況により可能です。
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カテゴリーとロケーション宿泊料金

寮のカテゴリーとロケーション

カテゴリー 施設名 市区

A

Schmitt(シュミット) Kirchheim(キルヒハイム)

Concordia(コンコルディア) Südstadt(ズートシュタット)

Turner(トゥーナー)  Südstadt(ズートシュタット)

B Schmitt(シュミット) Kirchheim(キルヒハイム)

C Turner(トゥーナー) Rohrbach(ローバッハ)

D März(メルツ) 旧市街

E
F＋U Campus(キャンパス) Bergheim(ベルクハイム)

中央駅前

März(メルツ) 旧市街

寮
管理費：€ 80 ; 保証金：€ 200
ダブルルームの予約は滞在者2人が同時到着の場合にのみ可能です。10名以上のグループ割引: 5 %の割引が宿泊料金に適用されます。
全ての学生寮にキッチンが備え付けられています。
寮の解約は、満6週間前までにお手続きください。キャンセル料€ 100がかかります（本冊41ページ参照）。
学生寮のお申し込み：お申し込み時には、学生寮名ではなく、希望カテゴリーのみをお伝え下さい。コース開始の約2週前、遅くとも到着前の月曜日までに、学
生寮名をお伝えします。
学生寮指定料金：特定の学生寮をご希望の場合には、お申し込み時点で空室がある場合に限り、追加料金€ 295にて学生寮の指定を承ります。
到着が遅れる場合：ビザ申請手続きなどでやむを得ずご到着が遅れる場合、満室等の事情により、事前にご予約いただいたカテゴリーないし学生寮の指定
についてご希望に添えない場合があります。この場合には、他のカテゴリーの部屋もしくは他の学生寮をご用意します。予定より下のカテゴリーになった場合
の差額と学生寮指定料金は、全額返金されますが、上のカテゴリーになった場合に追加料金をいただくことはありません。この特例は、予約された部屋の宿
泊料金が、最初に予定されていた入居の時点から支払われる場合にのみ適用されます。

1土曜日チェックイン、日曜日チェックアウトの際に“延泊”として別途料金をいただきます（延泊ご希望の場合は予めF＋Uにお申込みいただく必要があります）。
2新設されたF＋Uキャンパスには150室のアパートをご用意しております。
3ツールームタイプのアパートには4名まで滞在することができます。3人目の宿泊は€ 150／週、4人目の宿泊は€ 125／週の追加料金にて可能です。

カテゴ
リー 施設案内 寮、アパート

週毎の料金/1部屋当たり 延泊1

(1日1部屋当たり) 1-4 週 5-19 週  20 週〜

シングル ダブル シングル ダブル シングル ダブル シングル ダブル

A  シャワー室、トイレはフロア内にあり、キ
ッチンも共同。

コンコルディア
シュミット
トゥーアー 

€ 130 - € 115 - € 105 - € 45 -

B シャワー室は部屋、トイレはフロア内に
あり、キッチンは共同。 シュミット € 145 - € 140 - € 125 - € 50 -

C シャワー室、トイレは部屋にあり、キッチ
ンは共同。 トゥーナー € 190 - € 170 - € 140 - € 55 -

D
ハイデルベルク旧市街に位置し、学校か
ら近く好立地。シャワー室、トイレ、簡易
キッチンは２部屋で共有。

メルツ € 230 € 345 € 195 € 290 € 150 € 220 € 60 € 85

E

好立地（ベルクハイムか旧市街）。ワン
ルームまたはツールームタイプのアパー
ト。部屋にはシャワー室、トイレ、簡易キ
ッチンを完備。

キャンパス2　
メルツ3 € 265 € 420 € 225 € 365 € 175 € 275 € 70 € 95

備考：当校の受講者は年間を通じて学生寮に宿泊可能です。お問い合わせが多いため、なるべく早くお申込みください。寮は語学コースと同じ期間分お申し
込みになることをお勧めいたします。ハイシーズン中は学生寮が満室になることがあり、その場合には同様の設備を備える外部の学生寮を提供いたします。
部屋の変更：団体の受け入れ、施設のリフォーム、受講者のご到着がビザ申請の都合で遅れる場合など、ご予約いただいた語学コースの全期間を通して、同
じお部屋にご宿泊いただけない場合があります。この場合には、同じカテゴリーの他のお部屋をご用意しますので、予めご了承ください。また、宿泊予約は決
まった学生寮や部屋ではなく、決まったカテゴリーについてのみ保証されています。

学生寮 Concordia, カテゴリー A 学生寮 März, カテゴリー D+E学生寮 Carl Bosch, カテゴリー C 学生寮 März, カテゴリー D+E

学生寮 F+U Campus, カテゴリー E 学生寮 F+U Campus, カテゴリーE 学生寮 F+U Campus, カテゴリーE 学生寮 F+U Campus, カテゴリーE
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 +49 162 2933320
international@ibadual.com

ibaDual.com

F+Uの提携教育機関F+Uの提携教育機関

• バイリンガル小学校 ・実科学校(レアルシューレ) 
• バイリンガルギムナジウム ・ 職業ギムナジウム  

8年生～／11年生～ • 職業コース
• インターナショナルバカロレア® ディプロマプログラム 

• IB® 準備コース • イェナプラン教育に基づいたプログラム

Tel. +49 6221 7050-4038    •    heidelberg@fuu.de    •    www.hpc-schulen.de

Tel. +49 6221 7050-4131    •    info@fuu.de    •    www.fachschulzentrum.de

プライベートスクールセンター・
ハイデルベルク

専門学校センター
介護 – 健康 – 教育学 – 社会福祉

• 介護士・看護師 • 職業教育者 
• 1年間の社会教育学の職業コース1 • 児童教育者1 

• 保育士 • 養護教諭 • 治療教育士1 • 理学療法士1 • 作業療法士1

1New！たった4年間で2つ修了：
専門学校職業訓練＋学士号

経営学（学士）
12専攻科目（ホテル・観光業、ヘルスケアマネジメントなど）

国際マネジメント学（学士）
情報学＆マネジメント（理学士）
経営管理＆開発（修士）
経済心理学（修士）

（ビジネスコーチング／ビジネスコンサルティング）

デュアルスタディー／全日制課程／通信制課程
• ドイツ語A２レベル／英語B２レベルから入学可能
• デュアルスタディーでは大学の学費が無料*
• デュアルスタディーに多数の企業が協賛
• 個別サポート、キャリア相談、インターナショナルオフィス
• ドイツの首都中心部、語学学校と同じキャンパス内での大学生活
*大学の学費は基本的に協賛企業が負担します。

hwtk | Bernburger Str. 24–25 | 10963 Berlin | +49 30 206 176-63 | info@hwtk.de

今
すぐ

お
問

い

合
わ

せくだ
さ

い

www.hwtk.de

Tel. +49 6221 7050-2400    •    info@isba-studium.de    •    www.isba-studium.de

・14歳以上の青少年対象 ・24時間サポート体制 ・個別支援 
・中心街に位置 ・教育資格を持った専門職員

・シングルルームと共同バスルーム ・インターネットアクセス 
・多彩な余暇プログラム・週7日24時間電話サービス 

・F+Uアカデミーオブランゲージの語学コース、
またはハイデルベルク 

・プライベートスクールセンターでの学校教育プログラム

Tel. +49 6221 912035    •    boardingschool.hd@fuu.de    •    boardingschool.fuu.de

F+Uインターナショナル寄宿学校

大学／仕事／キャリア

デュアルシステム学士課程
外国人学生向け

経営学*
経営学＋異文化理解
13専攻

社会教育学＆マネジメント
社会教育学、マネジメント＆
ビジネスコーチング

エンジニア＆マネジメント
（設立準備中）
理学療法
応用セラピー学 – 運動療法中心 

*ドイツ語初級レベル(A2)から入学可能

> 毎週勉強しながら仕事

> 学費0ユーロ、
 基本的に協賛企業が負担

有利なスタートを切ろう！

インターナショナルな専門家のための職業
融合型学士課程

> 在学時間の短縮（看護または社会学の基礎知識が必要）
> 職業トレーニングと学業の両立
> 理論と実践の融合

n 組織社会教育学 n 医療助手
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F＋Uのインターナショナル・大学進学準備コース(F+U Studienkolleg)は、ザクセン＝アンハルト州公認（2021年夏学期開始予定）で、ドイツの大学入学資格と
同等と見なされない外国の入学資格を持っている志望者向けに、ドイツの大学進学に向けた準備を行います。
プログラムは2学期にわたり、専門によって、28～32授業時間を毎週受講します。
希望の専攻によって、以下の専門コースを受講可能です：
• Tコース（数学・科学または技術的な専攻）
• Wコース（経営学・社会学的な専攻）
• Mコース（医学・生物学・薬学的な専攻）
プログラム終了時には州公認の試験を受験し、外国籍の進学志望者は、自分の専門の範囲で、ドイツの全ての大学と専門大学への入学資格を得ることがで
きます。専門コースと希望する専攻が一致する場合、試験に合格した後には、ベルリン経済技術文化専門大学（hwtk）または国際職業アカデミー（iba）で
の学籍も取得できます。
コース参加条件：
• 出身国の大学入学資格の証明
• ドイツ語B1修了の証明
• コース受け入れ試験（ドイツ語と数学）の合格
コース実施場所：ケムニッツ、ハイデルベルク、マクデブルク、シュタースフルト
*変更の可能性あり。

F+U Studienkolleg (設立準備中)* 

Nr. コース内容 授業時間／週 定員 授業時間
(月 – 金) 期間 コース開始日1 授業料

100 大学入学準備課程受け入れ試験対策 (数学
40授業時間、ドイツ語40授業時間含む） 20 10-20 13:00-16:15 4週間 7/6 € 700

1変更の可能性あり。

F+U ランゲージオブアカデミーでは、大学の入学準備課程の受け入れ試験（ドイツ語と数学）対策の集中コースを実施しています。本コースでは、効率的かつ
正確に試験問題を解くために必要な対策とテクニックを学ぶことができます。
コース参加条件：ドイツ語B1修了の証明。まだ語学力がB1に満たない参加希望者は、まず当校のインテンシブコースでドイツ語力を磨くことができます（本冊
18ページ参照）。
コース実施場所：マクデブルク、シュタースフルト、ハイデルベルク、ベルリン、オンラインコース(要問い合わせ）

大学の入学準備課程（Studienkolleg）の受け入れ試験対策

F+U Studienkolleg (設立準備中)* 

ハイデルベルクのコーン広場とマリア像
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国家公認外国語系職業専門学校 – 全日制
外国語の専門教育を受ければ、変化に富み、やりがいのある、将来を見据えた職業への可能性が開けます。当校では、確立された外国語の資格だけではな
く、ビジネスやIT分野、マネジメントの質の高い教育も受けることができます。このように多種の資格をもった人材は、経済界、ドイツ国内外の機関、研究施設
のみならず、サービス業界からも広く求められています。
特に注目に値するのは、世界貿易通信員のための教育で、英語、フランス語、スペイン語の3つの主要なヨーロッパ言語に加えて、ロシア語、中国語、または日
本語の知識も習得できます。
登録手数料：€ 100。試験の受験料と教材費は上記料金には含まれません。
中国語、英語、フランス語、日本語、ロシア語、スペイン語、ドイツ語において公認資格が取得できます。IHK (商工会議所認定試験、英語・フランス語・スペイ
ン語)、HSK(中国語)、 JLPT (日本語)、 TRKI(ロシア語)も可能です。
コース開始日：2021年9月13日
受講条件：中等教育修了、ドイツ語C1レベル以上、英語B1レベル以上（語学力の証明書類は、コース開始日から2年以上前のものは不可）
教育補助制度：学生-BaföG、教育クレジット、こども手当、分割払い、教育バウチャー

資格 / 言語 授業料1 授業期間 開始日 授業時間 / 週

外国語通信員  (1ヶ国語)
英語 € 3257 1年 9月 25

外国語通信員  (2ヶ国語)
必須言語：英語; 選択言語：フランス語 / スペイン語 / 外国語としてのドイツ語 € 6846 2年 9月 30

外国語通信員  (2ヶ国語)
必須言語：英語; 選択言語：中国語 / 日本語 / ロシア語 € 7728 2年 9月 30

外国語通信員 (3ヶ国語)
必須言語：英語 / フランス語またはスペイン語; 選択言語：中国語 / 日本語 / ロシア語 € 8722 2年 9月 35

ヨーロッパ秘書 (3ヶ国語)
英語 / フランス語 / スペイン語 € 8280 2年 9月 35

世界貿易通信員 (4ヶ国語) 
必須言語：英語 / フランス語 / スペイン語; 選択言語：中国語 /日本語 / ロシア語 € 9936 2年 9月 40

準備コース：外国語としてのドイツ語
ドイツ語C1、また英語B1に語学力が満たない方は、受講資格（ドイツ語C1以上、英語B2以上）を満たして職業訓練を受けるための準備として、予科コースを
受講することができます。

準備学期1：外国語としてのドイツ語
コース開始時のレベル：A1、目標レベル：B2; コース期間：30週、30授業時間／週; コース開始：9月の第1月曜日
既にドイツ語の知識をお持ちの方は、それぞれのレベルに合わせて、途中参加(毎月第1月曜日から)をすることが可能です。
コース料金*：€ 4350 (ハイデルベルクの当校での対面授業の場合); 自宅でハイブリッド授業を受講する場合は€2850（どこに住んでいても）
途中からコースに参加される場合には、既にお持ちの知識と、短縮されたコース期間に合わせて、料金が割引されます。18ページの料金表をご参照くださ
い。 (*教材費は含まれません。）

授業時間 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

09:00-10:30 ドイツ語 ドイツ語 ドイツ語 ドイツ語 ドイツ語

10:45-12:15 ドイツ語 ドイツ語 ドイツ語 ドイツ語 ドイツ語

13:00-14:30 ドイツ語 ドイツ語 ドイツ語 ドイツ語 ドイツ語

授業時間 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

09:00-10:30 ドイツ語 ドイツ語 ドイツ語 ドイツ語 ドイツ語

10:45-12:15 ドイツ語 ドイツ語 ドイツ語 ドイツ語 ドイツ語

13:00-14:30 貿易通信 ビジネスドイツ語 ビジネスドイツ語 貿易通信 ビジネスドイツ語

準備学期2：外国語としてのドイツ語＋専門言語教育
コース開始時のレベル： B2／C1; コース期間：16週、30授業時間／週; コース開始：5月の第1月曜日
既にドイツ語の知識をお持ちの方は、それぞれのレベルに合わせて、途中参加(毎月第1月曜日から)をすることが可能です。
コース料金*：€ 2720  (ハイデルベルクの当校での対面授業の場合); 自宅でハイブリッド授業を受講する場合は€ 1760（どこに住んでいても）。
途中からコースに参加される場合には、既にお持ちの知識と、短縮されたコース期間に合わせて、料金が割り引かれます。18ページの料金表をご参照くださ
い。 (*教材費は含まれません。）

英語B1レベルに向けた準備コースについては、23ページのコース詳細をご参照ください。

1分割払い可。詳細はお問い合わせください。 

外国語系職業専門学校
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受講者数: 8,925 ; 各種試験受験者: 2,365;   出身国数: 115 

33%
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TestDaF 780 33%

Telc 522 22%

TestAS 495 21%

TOEFL、IELTS 325 14%

LCCI、TOEIC、
学内試験、OnSET 243 10%

合計 2,365 100%

70%

11%

8%

5%
3%

3%

受講者統計2019

2019年には平均860名／週が当校の語学コース（メインコース、モジュールコース、夜間コース、マンツーマン・レッスン）、外国
語系職業専門学校の養成コースと企業向けトレーニングを受講しました。年間では合計約8,925名以上の受講者が当校の語
学プログラムで学んでいます。コースの長さは平均5.3週間です。各種試験の受験者は約2,365名にのぼりました。2019年には
約10,640名が当校で語学コースまたは試験を受けたことになります。語学コースの受講者は世界115ヶ国から集まりました。
受講者の約80％の出身国は以下のとおりです*： ドイツ、中国、メキシコ、日本、トルコ、イタリア、スペイン、ロシア、チュニジア、インド、スイ
ス、アメリカ、イスラエル、韓国、ウクライナ、ブルガリア、ブラジル、シリア、キプロス、チェコ 
* F＋Uアカデミーオブランゲージ ハイデルベルクの学生数の割合順

その他95ヶ国：アフガニスタン、エジプト、アルジェリア、アメリカ合衆国太平洋諸島、アルゼンチン、アルメニア、アゼルバイジャン、オースト
ラリア、バーレーン、ベルギー、ボスニア･ヘルツェゴビナ、ボツワナ、チリ、コスタリカ、デンマーク、ドミニカ共和国、エクアドル、エルサルバド
ル、コートジボワール、エリトリア、フィンランド、フランス、ガンビア、ジョージア、ガーナ、英国・北アイルランド、グアテマラ、ホンジュラス、
インドネシア、イラク、イラン、アイルランド、アイスランド、イエメン、ヨルダン、カンボジア、カメルーン、カナダ、カザフスタン、ケニア、キルギ
スタン、コロンビア、コンゴ、クロアチア、キューバ、クウェート、レバノン、リビア、リトアニア、ルクセンブルク、マレーシア、モロッコ、モーリシャ
ス、マケドニア、モルドバ、モンゴル、モンテネグロ、ミャンマー、ナミビア、ネパール、ニュージーランド、オランダ、ナイジェリア、ノルウェー、オ
ーストリア、パキスタン、パレスチナ自治区、ペルー、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、ザンビア、サウジアラビア、スウェーデン、
セネガル、セルビア、シエラレオネ、シンガポール、スロバキア、スロベニア、ソマリア、南アフリカ共和国、タジキスタン、タイ、トリニダード・ト
バゴ、トーゴ、トルクメニスタン、ウガンダ、ハンガリー、ウズベキスタン、ベネズエラ、アラブ首長国連邦、ベトナム、ベラルーシ

人気コース 

各種試験の受験者数

インテンシブコース・ドイツ語 70%

インテンシブコース・英語 11%

夜間コース 8%

マンツーマン・レッスン 5%   

外国語系職業訓練 3%   

ジュニアコース 3%

冬のハイデルベルク
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週毎の受講者数（メインコース、モジュールコース、夜間コース、マンツーマン・レッスン）
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当校はハウプトシュトラーセ（メインストリート）1番地、ダルムシュテッター･ホーフ･ツェントルムの3.OG（4階）にあります

ハイデルベルクでの語学コース
アラビア語、ブルガリア語、ブラジル語、中国語、ドイツ語、英語、
フランス語、ギリシャ語、イタリア語、日本語、クロアチア語、オラ
ンダ語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、ス
ウェーデン語、スペイン語、チェコ語、トルコ語、ハンガリー語など

インターナショナル試験センター
TestDaF、telc、TOEFL®、TOEIC®、LCCI、IELTS、OnSET、TestASなど

国家公認外国語系職業専門学校
外国語通信員、ヨーロッパ秘書、世界貿易通信員、翻訳家

専門学校
介護、療育、運動療法など

アカデミー 24
専門士、経営管理士など

プライベートスクール･ハイデルベルク
ギムナジウム、実科学校、バイリンガル小学校、バイリンガル・
ギムナジウム、職業コース、インターナショナル・バカロレア®

ドイツ大学入学資格の取得準備 (Tコース、Wコース、Mコース)

国際職業アカデミー
デュアルシステムで構成される学士課程

ベルリン経済技術文化専門大学
デュアルシステム、全日制、通信制の学士／修士課程

連絡先
F+U Rhein-Main-Neckar gGmbH 
Academy of Languages
Hauptstraße 1, D-69117 Heidelberg
Tel: +49 6221 7050-4048
Fax: +49 6221 23452
電話サービスは、24時間土日も休まず営業: 
Tel: +49 6221 9120-38
languages@fuu.de
www.academy-languages.de
www.fuu.de


