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ハイデルベルクの語学学校

F + U Academy of Languages
お手頃費用で、生のドイツ語に触れてみよう！

PO INT3

PO INT4

PO INT2

PO INT1 ドイツ有数の大規模語学学校
F+U Academy of Languages

募集要項　（2022 年）
プログラム日程 　毎週月曜日開始、週単位受講

クラス編成 　1クラス 6～ 20 名
　※同レベルが 5名以下の場合は授業時間数を減らして実施

ドイツ語力 　初心者 *～上級（A1~C2）  * 開始日指定
授業形態 　オンライン型
申込締切 　受講開始の 3週間前

プログラム主催 　F + U Academy of Languages

F+U アカデミーはドイツ国内最大規模の語学学校の 1つです。ベルリ
ンとハイデルベルクに校舎がありますが、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 10,000 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っていま
す。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
な言語コースを設けています。
F+U アカデミーのオンライン授業は、国際クラスで生のドイツ語を気
軽に学べるのがポイント。将来、現地で学ぶリアル留学を検討してい
る人には、その準備コースとして気軽に参加してみましょう !

<プログラムの特徴>
✿ 世界各国の参加者と一緒に学ぶオンラインレッスン
✿  1 クラスは平均 6～ 15 名（最大 20 名以下）の編成
✿ ドイツ語レベル初心者から上級者まで受講可能（※初心者は毎月第一月
　曜日が開始日）
✿ 1 日４レッスン＝約 3時間の授業時間。 ※ 1レッスン：45分授業
✿  授業は日本の夕方～夜の時間帯で受講！
✿  事前のテストでレベルを確認。レベル別のデジタル教材を使用

オンライン授業は、45 分レッスンを１日 4レッスン＝週 20 レッスン（180
分＝３時間）。最新の技術で効果的な授業が行われており、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。

1 日 4レッスン（45分 x 4 ﾚｯｽﾝ）
日本時間の夕方から授業開始

毎週月曜日開講 (※初心者は第一月曜のみ）

コース＆費用　

レベル別のテキスト E-book を使用
書き込みや、先生との情報共有も

教材は E-book と呼ばれるデジタル教材
を使用。レベル別に設定されており、上
記の費用には１レベル分の教材費が含ま
れています。受講中にレベルが変わる際
には、新たなレベルの E-book を追加で
購入します。

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

◆ 毎週月曜日開始　※祝日は休講 1/6, 4/15, 4/18, 5/26, 6/6, 6/16, 10/3, 11/1, 12/26
期間 参加費用（税込）
１週間 35,000円
2 週間 51,000円
3 週間 67,000円
4 週間 83,000円
5 週間 90,000円

延長（1週間） 14,000円
※受講時に同レベルが3-5名となる場合、75％の授業時間 (週 15 ﾚｯｽﾝ )での実施となります。
※受講時に同レベルが 2名以下で、教師と１対 1、または 1対 2の授業となる場合、50％
の授業時間 ( 週 10 ﾚｯｽﾝ ) での実施となります。

 申込みフォームはこちら　▶　
※ 10/30 以降は冬時間となり、日本時間は 1時間遅くなります。

《費用に含まれるもの》 入学金、授業料、教材費＊(E-book 1 ﾚﾍﾞﾙ分）、事務手続料
  ( ＊注意 ) コースの途中で受講レベルが変更になる場合は、新しいレベルの E-book の購入が
                   別途必要となり、教材費がもう 1レベル分 (6,800 円 ) 追加でかかります。



ＵＴＳ国際教育センター 
オンライン留学各プログラム·参加規定 (2022 年 4-12 月) 

 

■ お申込み（契約の成立） 
⼊⼒済みの申込みフォームを当社が受領し、その後発⾏される請求書に基づき参加費⽤の⽀払いがなされた時点で、正式
なお申し込み（契約の成⽴）となります。 
■ 申込みの締切り 
締切⽇が設定されている場合を除き、プログラム開始⽇の 3 週間前までにお申し込みください。参加の受⼊れは申込時点
での空き状況によります。 
■ お支払い 
プログラムを提供する研修校からの受け⼊れ確認後、UTS から参加費⽤の請求書をお送りします。請求書に記載した期限
までに銀⾏振り込みにてお⽀払いください。尚、お⽀払いは所属する⼤学の⽣協店舗にて⾏うことも可能です。 
■ 研修校による参加取消し 
研修校が受⼊れを決定した後に、語学レベル確認のオンラインテストやインタビューを実施し、その結果該当する受⼊れ
レベルクラスがなく参加をお断りする場合、お⽀払いいただいた⾦額は全額払い戻します。その他、現地の事情によりオ
ンライン授業が中⽌となり、予定した授業が受けられない場合は、お⽀払いいただいた⾦額の内、受講できなかった時間
数に相当する⾦額を払い戻します。参加者の都合による授業の⽋席は払い戻しの対象となりません。 
■ 取消し 
契約成⽴後に、お客様の都合によりプログラムの申込を取り消す場合は、各プログラムとも、以下の取消料をお⽀払いい
ただくことにより、契約の解除を⾏うことができます。お申込みプログラムにより取消料の規定が異なります。 
 
◆取消料 

Oxford Online アカデミック講座  
正式申込以降、プログラム開始前⽇から遡って 24 ⽇前まで・・・・・・・・・・無料 
プログラム開始前⽇から遡って 23 ⽇〜3 ⽇前まで・・・・・・・・・・・・21,000 円 
プログラム開始前⽇から遡って 2 ⽇前以降・・・・・プログラム費⽤の 100％（全額） 

LSI Portsmouth 

イギリス 

正式申込以降、プログラム開始前⽇から遡って 24 ⽇前まで・・・・・・・・・・無料 
プログラム開始前⽇から遡って 23 ⽇〜3 ⽇前まで・・・・・・・・・・・・21,000 円 
プログラム開始前⽇から遡って 2 ⽇前以降・・・・・プログラム費⽤の 100％（全額） 

Portland State University, ISP 

アメリカ 

正式申込以降、プログラム開始前⽇から遡って 31 ⽇前まで・・・・・・・・・8,000 円 
プログラム開始前⽇から遡って 30 ⽇〜18 ⽇前まで・・・・・・・・・・・49,500 円  
プログラム開始前⽇から遡って 17 ⽇前以降・・・・・プログラム費⽤の 100％（全額） 

University of Otago, Language Center 

ニュージーランド 
正式申込以降、7/22 まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・75,000 円 
7/23 以降・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・プログラム費⽤の 100％（全額） 

F+U Academy of Languages 

ドイツ 

正式申込以降、プログラム開始前⽇から遡って 24 ⽇前まで・・・・・・・・・・無料 
プログラム開始前⽇から遡って 23 ⽇〜7 ⽇前まで・・・・・・・・・・・・21,000 円 
プログラム開始 7 ⽇前以降・・・・・・・・・・・・プログラム費⽤の 100％（全額） 

CLIC International House 

スペイン 

正式申込以降、プログラム開始前⽇から遡って 24 ⽇前まで・・・・・・・・・・無料 
プログラム開始前⽇から遡って 23 ⽇〜3 ⽇前まで・・・・・・・・・・・・21,000 円 
プログラム開始 2 ⽇前以降・・・・・・・・・・・・プログラム費⽤の 100％（全額） 

 
■ その他 
・プログラム受講時は PC、マイク、ウェブカメラ、インターネット環境が必要です。ご⾃⾝にてご準備下さい。 
・プログラムにより、同レベルのクラス⼈数が規定に達しない場合、授業数を減らして実施する場合があります。 

詳細は個別にご案内いたします。 
・参加者の通信環境、機器の不具合による⽀障には、当社は責任を負いません。 
 
■ プログラムに関するお問い合わせ 

UTS 国際教育センター  ㈱ユーティエス 

〒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 1F 

TEL: 03-6418-0711  Email : uts-group@uts-japan.co.jp 

 

■ プログラムのお申し込みフォームはこちら→   
https://business.form-mailer.jp/fms/1b33aae1130340 
 

 

※各プログラムは、所属大学内の生協トラベルカウンタ〡にてもお申し込みいただけます。 


