
F ＋ U ランゲージア
カデミーは国内最大
規模の語学学校の 1
つであり、ハイデル
ベルク校の語学コー
ス受講生と試験セン
ター利用者数は、年
に約 10000 人 にも
のぼります。ドイツ
語コースには、毎年

世界約 100 ヶ国から受講生が集まり、ドイツ語の他に、英語、スペ
イン語、フランス語、日本語など様々な言語コースを提供しています。
海外からの留学生はもちろん、語学を学ぶドイツ人も在籍しており、
国際色豊かな環境で学ぶことができます。校内は 70 教室、インター
ネットルーム、WiFi などの設備が整っている他、 街の中心という好
立地のロケーションも魅力的です。また、同校は語学試験のテスト
センターにもなっており、ドイツ語検定試験はもちろん、TOEFL®、
TOEIC® なども受験することができます。

F + U Academy of Languages
オンライン留学も、対面授業のリアル留学も！

11月25日（木）午後5時～

♥　学生町ハイデルベルクの「今」をお伝えします！
♥　対面とオンライン。選べるドイツ語研修
♥　ウェビナーに参加すると…
　　1週間のオンライン講座を無料で体験！ *12月中

クリスマス市で賑わうドイツから

申込みはこちら →

大学町ハイデルベルク。 ドイツ国内最大規模の語学学校
リーズナブルな費用で、 ドイツ語留学！

ドイツとつながる！  留学Webinar
留学ウェビナー by UTS with コロナ時代

語学留学の選択肢

ハイデルベルクから
日本人担当者が現地情報を
リアルタイムで提供！

　・　事前の予約要　
　・　入退室自由　
　・　日本語で実施

ハイデルベルクはフランクフルトの南約 100kmにある古都。旧市街
を見下ろす高台にはプファルツ選帝侯の宮廷であった城跡、また市
内にはドイツで最も古いハイデルベルク大学があり、世界中から多
くの観光客や学者を惹きつけています。町の人口は 15 万人、内 3万
人は大学生です。市内のクナイペ ( ドイツ風居酒屋 ) やカフェでは若
者たちの活気に触れることができ、美術館や博物館ではドイツの歴
史や文化に親しむことができます。
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言葉も文化も、 そして歴史も

美しいネッカー渓谷に佇む大学町

ドイツ国内最大規模の
語学学校　F+U

　　
年末の風物詩、クリスマス市“““ アドベント -クリスマス前の約４週間、

街は華やかな魅力に包まれます。旧市
街全域の広場で、伝統的なハイデルベ
ルクのクリスマス
マーケットです。
美しく飾り付けら
れた屋台 140 余
りが、クリスマス
のオーナメントや
小物、独特のクリ
スマス・グルメな
どを、種類も豊富
に提供します。

ハイデルベルク城に行ったら、真っ
先に見ておきたいのは宮廷道化師、
ペルケオ氏の像。大酒飲みであっ
た彼は今やこの城
の主ともいうべき
存在です。ペルケ
オ氏は大きなワイ
ン樽の向かい側で、
ワイン片手に観光
客が来るのを待っ
ています。

「「perché noperché no」」
ワイン樽の番人「ワイン樽の番人「ペルケオペルケオ」」

私の好きな街！私の好きな街！
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ドイツ語コース

オンライン ・ ドイツ語コース （ハイブリッド） 毎週月曜日開始、 1週間から受講 OK！
リーズナブルな費用で、 本格留学の準備にも

宿泊は二通りから選択
ホームステイ、 学生レジデンス

学校主催のアクティビティ
週 3～ 8回実施

放課後や週末は、誰でも参加でき、様々なアク
ティビティが企画されています！ 

《アクティビティの例》
・飲み会（毎週月曜日） ・各種セミナー（ドイツ史）
・会話サークル、プレスクラブ　・コンサート、演劇鑑賞
・遠足、クリスマスマーケット

定期的に日本文化セミナーや日独交流会、
お茶会や料理教室など、日本人学生も参加
するイベントが企画されます。長期留学生
は、日本語教師やセンターのアシスタントを通して異文化トレーニングを
経験する機会もあります。

基本コースは週 20 レッスン（1レッスン＝ 45 分）の一般コース。月～金
曜日の午前中（9:45-12:15）の授業を受講します。初日のプレースメント
テストを参考にクラス分け（ヨーロッパ言語共通参照枠「CEFR」の６段階
レベルシステム）がされます。教材はクラスのレベルに合わせて現地で購
入（約 €35~）しますが、レンタルも可能です。

オンライン授業は、45分レッスンを１日4レッスン（180分＝３時間）。
現地で行われているドイツ語クラスにオンラインで参加する、ハイブ
リッド形式で行います。最新の技術で効果的な授業ができ、また日本
に居ながらにして世界各国の受講生と一緒に学ぶことができるのも
魅力です。

授業は、毎週月曜日から開始でき、期間は 1週間から週単位で希望の期間
受講できます。お手頃な費用で気軽に参加できるので、例えば将来ドイツ
への留学を考えている方には、ウォーミングアップとして現地授業を体験
してみる、というのもお勧めです。また、日本ではネイティブのドイツ語
に触れる機会が限定されているので、生のドイツ語に沢山触れたい…とい
う方も、ぜひ挑戦してみてください。

レッスンはレベル別に編成されます。申込時にオンラインによるドイツ語
テストが行われる他、必要な場合にはコース開始前に現地の教師による
ZOOMインタビューを追加で行います。

研修中の滞在は、地域の一般家庭でのホームステイ（1人部屋、2食付）、または
学生レジデンス（1人部屋、ミニキッチン、シャワー・トイレ付）のどちらを選
択します。滞在先の詳細は、コース開始の約 10 日前頃に決定します。

　　　《学生レジデンス》　  《ホームステイ》

▲アクティビティ予定表

オンラインコース　
現地の授業に、オンラインで参加するハイブリッド型

対面授業コース　
ハイデルベルクでドイツ語留学

F+U日本センター
日本文化交流の場

日本文化のセミナー日本文化のセミナー

ＵＴＳ国際教育センター　

㈱ユーティエス
観光庁長官登録旅行業第714号

〒 150-0002
東京都渋谷区渋谷 2-12-15
日本薬学会 長井記念館ビル１階

℡ 03-6418-0711
info@uts-japan.co.jp

国連大学国連大学

■ お問い合わせ・資料請求は

費用費用のの目安目安

※週 20レッスンの授業料+ホームステイ（1人部屋、朝夕食付）の例

1 ケ月（4週間）：€1470 ≒ 19.2万円　　3 ケ月（12 週間）：€3830 ≒ 49.8万円
6 ケ月（24 週間）：€7010 ≒ 91.2万円　　10 ケ月（40 週間）：€11650 ≒ 151.5万円

月～金曜日
（土・日曜休み）

時間割
ドイツ時間

時間割
日本時間

1 日 3 時間

ドイツ語授業
（オンライン）

9:00 – 10:30 16:00 – 17:30 45 分 x 2

10:30 – 10:45 17:30 – 17:45 休憩

10:45 – 12:15 17:45 – 19:15 45 分 x 2

月～金曜日
（土・日曜休み）

時間割
ドイツ時間

時間割
日本時間

1 日 3 時間

ドイツ語授業
（オンライン）

9:00 – 10:30 17:00 – 18:30 45 分 x 2

10:30 – 10:45 18:30 – 18:45 休憩

10:45 – 12:15 18:45 – 20:15 45 分 x 2

◆ 3/28 ～ 10/31 の夏時間スケジュール

◆ 11/1 ～ 3/26 の冬時間スケジュール

※入学金、授業料、教材費を含みます

期間 開始日 参加費用
１週間

毎週月曜日
※但し、初心者は開始日の指定あり。

お問合せください。
※ 6/13, 11/1、及び 12/21-1/3 は休講

€190（約 25,650 円）
2週間 €280（約 37,800 円）
3週間 €370（約 49,950 円）
4週間 €460（約 62,100 円）
5週間 €475（約 64,125 円）

延長（1週間） €75/ 週（約 10,125 円）

◆費用の目安

　　　　　  Youtubeで授業の様子を確認しよう！


