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ハイデルベルクの美しさは歴史と共に多くの詩人や画家、学者たち
を魅了してきました。そして今日、ハイデルベルクは最も人々に語り
継がれているドイツの町のひとつとなっています。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。

ループレヒト･カールス大学ハイデルベルクはドイツ最古の大学とし
て知られています。上海交通大学の発行する世界大学学術ランキン
グにおいては、この数年上位を維持し続けています。2016年に同大
学は世界大学ランキングにおいて3年連続でドイツ国内首位となり
ました。2012年6月には国内の大学研究支援プログラム“エクセレン
ス・イニシアティブ”において、第1期から引き続きエリート大学に選
出されました。2015年版CHEランキングでは11学科が上位にランク
インし、さらに医学部は国内第1位にランクインしています。

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、城下町の象徴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	 (2014年には外
国人が観光客が選ぶドイツの人気観光名所第1位にも選ばれまし
た)	。ハイデルベルク城に登ると門を潜ってまず庭があり、この中庭
は“Hortus	 Palatinus（ホルトゥス･パラティヌス）”と言って、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町
並みと正面前方の哲学者の道を一望することができます。お城の中
庭では異なる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分け目に入ります。
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多
くの歴史ある古い飲み屋やレストランが並んでいま
す。ネッカー川を渡すカール･テオ
ドール橋（通称：アルテ・ブリュッ
ケ）はドイツで最も美しい橋のひ
とつです。大学広場周辺には18世
紀初頭に建てられたイエズス会教
会があります。これは旧市街内に
ある多数の聖母像と聖人像と共
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教を象徴
しているのです。ハイデルベルク4 5
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周辺の山々の緑が町に素晴らしい景観を齎しています。近郊のネッ
カー川渓谷の要塞やドイツ･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、シュトゥットガルトの各主要空港もあり、大変アクセ
スの良い場所に位置しています。

伝統とロマンチシズムで知られるハイデルベルクも一方では、近代
科学･経済の拠点として世界的に名を馳せています。伝統あるループ
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、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）、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15万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。

さら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
文化の中心地にもなっています。街中で文学に触れることがで
き、2014年12月よりハイデルベルクは「文学の都市“Unesco City 
of Literature”」に認定されました。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(マンハイム、ルードヴィヒスハーフェン、
シュ	 パイヤー、シュヴェツィンゲン、ヴォルムスなど)と共同で様々な
催し物が開催されています: 
• ハイデルベルク古城音楽祭		
• マンハイム・ハイデルベルク国際映画祭
• ハイデルベルク演劇祭	
• ハイデルベルク文学祭	
• 春のハイデルベルク音楽祭	
• ハイデルベルク戯曲マーケット	
• ドイツ映画祭
• マンハイム・モーツァルト祭	
• シュヴェッツィンゲン音楽祭
• ヴォルムス・ニーベルンゲン音楽祭
• マンハイム国際シラーフェスティバル
• ルートヴィヒスハーフェン国際ストリート劇場	
• マンハイム	 /	ルートヴィヒスハーフェン－ハイデルベルク・フォトフ
ェスティバル

• 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	
• ルートヴィヒスハーフェン音楽祭

ハイデルベルク	–	 ロマンチシズムと学問の街

プファルツ選帝侯の都でも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。	
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F+U	Academy	of	Languages

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。当校の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。語学学校が国際色
豊かなことから、受講生は様々な言語や文化に触れながら、学校の
廊下や休憩エリアでの歓談、週に何度も行われるアクティビティを
通して、習得した語学知識をさらに向上することが出来ます。

より良い学習環境を整えるために、当校は70教室（夏季は85教室）
とインターネットルーム3室（全50台のパソコン）を完備しています。
また校内ではWiFiの無料利用が可能です。	 街の中心という好立地
な場所に学校があることから、有意義な語学研修を堪能する条件
は揃っていると言えます。	
当校は世界各国から訪れる受講生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。学生寮、インタナート、アパー
ト、F+Uグループが運営するホテルなどその数約500室にも及び、年
中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ランゲージアカデミ
ーでは午前と午後のインテンシブコースや夜間コースなど様々な時
間帯で語学コースが開講されています。

また当校は主要語学試験の試験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。当校では次の試験を受験するこ
とができます：	TOEFL®、TestDaF	(Test	Deutsch	als	Fremdsprache)、	
TELC	 (The	 European	 Language	 Certificates)、Zertifikat	 Deutsch	
(ドイツ語基礎統一試験）、Zertifikat	Deutsch	 für	den	Beruf（職業
ドイツ語検定試験）、TOEIC®、LCCI（ロンドン商工会議所公認簿記
試験）、ECDL（ヨーロッパコンピュータドライビングライセンス）、	
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見るための試験）、WiDaF	
(外国語としての経済ドイツ語テスト）、OnDaF（オンラインテスト）

年中通し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社、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）の就業者も訪れています。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、SVザンドハウゼン）を通して海外の一流スポーツ選手
が当校の語学コースを受講しています。

2004年には当校内に全日制の語学系職業専門学校が設立され、公
認外国語通信員、ヨーロッパ秘書、国際貿易通信員、翻訳家の資格
取得が可能になりました。F+Uは国内で唯一、公認日本語コースを
開講している専門学校となっています。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資格取得が可能です。

F+Uランゲージアカデミーではインターンプログラムである“エラスム
ス+”	を実施しています。このEUのインターンプログラムではヨーロッ
パ各都市またはハイデルベルクで語学研修を受け、その後企業イン
ターンに従事することができます。

さらにF+Uランゲージアカデミーの事業の一環として海外語学留学
斡旋業や“インターナショナル・プレップ・スクール”（大学入学資格検
定の試験対策コースを実施）の運営も含まれています。

F+Uのおすすめポイントと特徴
• 教育分野においての多様性：F+Uはベルリン経済・工業・文化専門大学
（Hochschule	für	Wirtschaft,	Technik	und	Kultur	-	HWTK）、国際職業ア
カデミー、単科大学、ギムナジウム、実科学校、バイリンガル小学校など様
々な職業専門学校や外国語系専門学校を運営しています。

• インターナショナル・インタナート（2016年9月より）：未成年の
長期受講性のための宿泊施設24時間サポートサービス（週7日）

• 様 々 な 語 学 試 験 が 当 校 で 受 験 可 能 ： T O E F L ® 、	
TestDaF、TELC、TestAS、TOEIC®、LCCI、OnDaF、ECDLなどその他
の試験やテスト

• 公認語学系職業専門学校を所有
• ドイツ語協会（FaDaF）、ドイツ私立学校連盟（VDP）、ヨーロッ
パ・ホテルディプロマ（Eurohodip）、AOK（ドイツの健康保険会
社）、職業教育・生涯教育の国際サービス（iMOVE）、ドイツ旅行
代理店	 /	 旅行業者連盟（DRV）、哲学研究のためのイタリア研究
所、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
テルといった機関の会員またはこれらの機関と提携

• 年中通して全コースの実施を保証
• 周遊留学プログラム：2都市間（ベルリン、ハイデルベルク）で当校
の語学コースの受講が可能

• レジデンス、アパート、ホストファミリー、ホテル”Bayrischer	 Hof”
など、さまざまな宿泊施設を提供

• インターナショナルな校風 	
（2015年には	世界100ヶ国以上からの受講生が在籍）

• 当校は最も美しい町のひとつであるハイデルベルクの中心に立地
• 良好なコストパフォーマンス

町の中心部にあり好立地にあるF+Uランゲージア
カデミーは	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
カー川が一望できます。	

当校はダルムシュテッター･ホーフ･セントルムの3階にあります。

グロバールな語学学校
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クラスレベル

1	2016年6月時点
²1/14、2/11、3/11、4/8、5/13、6/10、7/8、8/12、9/9、10/7、11/11、12/16
31/18、2/15、3/15、4/19、5/17、6/21、7/5、8/16、9/6、10/18、11/15、12/20

F+U試験センター

GERS - 
レベル 

レベル毎の
授業時間

試験各種1

レベル毎の受講期間
英語 ドイツ語 フランス語、スペイン語、

イタリア語、ロシア語

A1 160 English	A1、LCCI-Preliminary	1、	
TOEIC®	10-1202 Start	Deutsch	1 Français	A1、Italiano	A1、Russian	A1、	

Diploma	de	Español	A1
受講期間はお申し込み
いただいた各コースの
学習速度によって異な

ります：

グループコース
インテンシブ20:	約8週
インテンシブ30:	約7週
プレミアムコース:	

約6	週
夜間コース:	約4-20ヶ月

マンツーマンレッスン
受講の場合は約半分
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®	120-2252 Start	Deutsch	2 Français	A2、Italiano	A2、Russian	A2、

Diploma	de	Español	A2

B1 160
English	B1、B1	Business、	
LCCI-1、TOEIC®	226-5502、

TOEFL®	57-86

Zertifikat	Deutsch、	
Deutsch-Test	für	
Zuwanderer

Français	B1、Italiano	B1、TRKI-1、
Diploma	de	Español	Inicial	B1

B2 160
English	B2、B2	Business、	
LCCI-2、TOEIC®	551-7852、

TOEFL®	87-109

Deutsch	B2、B2	Beruf、
B1/B2	Pflege、
TestDaF	3、DSH	1

Français	B2、Italiano	B2、TRKI-2、	
Diploma	de	Español	Intermedio	B2

C1 160

外国語通信員、ヨーロッパ秘書、
世界貿易通信員、
English	C1、LCCI-3、
TOEIC®	786-9452、
TOEFL®	110-120

Deutsch	C1、C1	
Hochschule、C1	Beruf、
B2/C1	Medizin、
TestDaF	4、DSH	2、
Deutsch	in	der	
Wirtschaft	(A2-C2)

外国語通信員、ヨーロッパ秘書、
世界貿易通信員、
Français	C1、TRKI-3、	

Diploma	de	Español	Superior	C1

C2 400 翻訳家、English	C2、
LCCI-4、TOEIC®	946-990²

TestDaF	5、DSH	3、
Deutsch	C2

翻訳家、Français	C2、TRKI-4、
Diploma	de	Español	Superior	-	C2

GERS - 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 簡単な言葉や文章を聞き取るこ
とができる。

若干の単語や簡単な文章が読
める。

少ない語彙を使って意思を伝え
ることができる。

短い簡単な文章を使って手紙を
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。

プライベートの手紙などの、短く
簡単な文章が理解できる。

日常生活で使用する簡単な表
現を会話の中に取り入れること
ができる。

簡単な手紙やメモを記すことが
できる。

B1
仕事、娯楽で普段出会うような
身近な話題についての主要点を
理解できる。

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。

身近で個人的にも関心のある
話題について、文を作ることが
できる。

B2 長いスピーチやだいたいのテレ
ビ番組の内容が理解できる。	

新聞記事やレポート、文学的な
文章を読み取ることができる。

緊張せずにすらすらと言いたい
ことが言える。	

作文やレポート、手紙などを自分
の意見を交えながら著すること
ができる。

C1
長いスピーチやテレビ番組、映
画を苦労せず聞き取ることが
できる。

難易度の高い文章や文学作品を
読むことができる。

緊張せずにすらすらと融通を利
かせて、明確に言い表すことが
できる。

文法構成を考慮しながら複雑な
文章を書くことができる。

C2 速いテンポで話されても問題な
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書く
ことができる。

ヨーロッパ言語共通参照枠（GERS）

1	各試験の語学能力証明書は当校または提携機関で受領することができます。
²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。

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

試験各種 言語 試験概要 2017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） 2/14、4/26、6/14、7/19、9/20、11/16 €	175

TestAS
Test	for	Academic	
Studies

ドイツ語または英語
ドイツの大学への入学を希望する学
生を対象に行われるドイツ語能力試
験。入学の際に義務付けられている
わけではない。

2/22、4/22、10/28 €	80	

OnDaF/onSET-
Englisch ドイツ語	/	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
することができる。

申し込み締め切りの期日は下記参照2
€	30（追加料金€	30
で受験日指定が可

能）

TELC
The	European	
Language	Certificates

英語	/	スペイン語	/	
フランス語	/	ドイツ
語	/	イタリア語	/	ロシ
ア語など

ヨーロッパ外国語能力証明書
（A1-C1）

申し込み締め切りは6週間前で、それ以降
に申し込むと別途料金が発生。試験日程
は下記参照2

€	180（至急採点また
は試験日指定の場合
は追加料金発生）

TELC
B1/B2	Pflege	および	
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
試験

申し込み締め切りは6週間前で、それ以降
に申し込むと別途料金が発生。試験日程
は下記参照2

€	180（至急採点また
は試験日指定の場合
は追加料金発生）

TELC
C1	Hochschule ドイツ語 ドイツで大学進学を考えている成人

向けの試験
申し込み締め切りは6週間前で、それ以降
に申し込むと別途料金が発生。試験日程
は下記参照2

個人受験:	€	180	
団体受験:	1人あたり
€	120	(最低受験人

数10名)

Test WiDaF®	
(外国語としての経済ド
イツ語試験)

ドイツ語
ビジネスシーンにおけるドイツ語能
力を証明
試験結果は、総合点から5段階のレ
ベル（A2-C1）でスキル評価	

試験日程は下記参照2	
申し込み締め切りは試験開催の1週間
前まで

€	180

TOEFL® 英語 おもに大学の学士号、修士号、	MBA
取得を目指す人のための試験 年に多数回実施 US$	245

TOEIC® 英語 世界で最も受験者数の多い、おもに
ビジネスのための英語試験

リスニング & リーディング:	
試験日程は下記参照2	
申し込み締め切りは1週間前
スピーキング & ライティング:
毎月第3水曜日に実施。申し込み締め切り
は試験開催の2週間前まで

各	€	180	（試験結果
の早期公表、受験希
望日の指定は追加料
金が発生。

詳細は要問い合わ
せ）

LCCI
London	Chamber	of
Commerce	and	
Industry

英語 ビジネスのための英語試験 未定（2015年6月現在） €	135	～

DELE
Diploma	de	Español	
como	Lengua	
Extranjera

スペイン語 スペインのの大学入学に必要な試験
4月	/	5月	/	10月	/	11月
F+Uテネリフェで試験対策(B1-C2)	を行う
ことができ、ラ・ラグーナな大学で試験
が実施される	

€	160	～

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

その他の言語は
IHKで開催されており、
詳細については要問い合わせ

英語、スペイン語、フランス語、日本語は
3月と9月に開講	

その他の言語と複数言語のコンビネーシ
ョンは9月開講

18	ページ参照ヨーロッパ秘書 英語	/	スペイン語	/	
フランス語

国際貿易通信員 ヨーロッパ秘書	+	4
カ国語

翻訳家 英語	/	スペイン語	/	
フランス語など

ECDL
ヨーロッパコンピュータ
ドライビングライセンス

EDV コンピュータ・データ処理能力証明
（全7モジュール） 申し込み締め切りは2週間前 モジュール毎：€	30

スキルカード：€	60

内部語学試験 全ての言語 €	195（証明書代込）
毎週土曜日に受験可能だが、申し込み締め切りは受験希望日の1週間前
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弊社規定	/	カルチャープログラム総合案内	/
総合案内 / 弊社規定 
• 開校時間：月	-	金：7:30-21:00、土：10:00-16:00、日:	要問い合わせ
• 受付営業時間：月	-	金:	7:30-20:00、土:10:00-16:00
• 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。

• 当校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。その他の言語は参考までにご参照ください。

• 全コース料金は1人あたりのコース料金となっています。宿泊料金
は1部屋または1アパートあたりの料金となります。

• 消費税について：公共教育施設としてF+Uではほとんどのサービ
スに税金が課せられません。

• 1授業時間（UE）は45分です。
• 当校の語学コースはビジネスシーンや大学進学準備において必要
とされる内容に沿って授業が構成されており、国際的に認知され
ている各種検定の取得に向けても学習することができます。

• キャンパス変更：コース開始後にベルリン校へ転校を希望する場
合は手数料100	 €が発生します。転校届けは2週間前までにご提出
ください。

• 受講最低年齢:	16歳	(ジュニアコース:	6歳)
• 教材費は料金には含まれません（ジュニアコースを除く)：ドイツ
語コース教材費はレベル毎に約	€	 35、英語コース教材費はレベル
毎に約	€	50

• 当校では経験豊富でスキルの高い講師陣が各語学コースを担当し
ています。

• 実施保証/最少受講者数：各コースの最少受講者数は4名となって
います。受講希望者数が定員割れの場合は授業時間が25％カット
されます。その場合、短縮された授業時間数分だけ他のグループ
コース（ただし申し込み時の言語クラス）を受講することができま
す。

• クラス定員：各コースの記述をご参照下さい。
• 最大受講者数：6、10、15人のいずれか（コースによって異なる）。	
DSH、telc	C1	Hochschule、TestDaFなどの大学入学試験対策コー
スでは最大受講者数は設定されていません。

• 休校日：1/6、4/14、4/17、5/1、5/25、6/5、6/15、10/3、10/31、11/1、	
12/25、12/26	(休校日の授業時間分はモジュールコースまたは夜間
コースで埋め合わせをすることができます。夜間コースとマンツー
マンレッスンは後日リスケジュールされます。埋め合わせ希望の場
合は休日前日の14時半までに学校事務所にて埋め合わせ申請を
行ってください。）	

• 個人休暇（休暇申請を提出すると、休暇期間分だけコースが自動
延長され、休暇期間のコース料金は免除されます。）：
 - インテンシブコース：„休暇“は3ヶ月（12週間）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。

 - 夜間コース：休暇期間制限なし。休暇申請は休暇予定の前週金
曜日14:30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：休暇期間制限なし。授業予定日の前日16:00までに休暇
希望の旨をお伝えださい。.

• 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：€	 25、金曜日12時まで：€	 50、これ以降のコース開
始前：申し込み手数料と１週間分または1ヶ月分（夜間）の授業料。
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コース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。（弊社規定第6条参
照）

• 宿泊施設のキャンセルは満4週前までに行ってください。（詳細に
つきましては本書22ページか弊社規定第6条参照）

• 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。

• インタナショナル 試 験 センター：当校では国際的に知名度
のある以下の試験を受験することができます：TOEFL®、	
TestDaF、TELC、TestAS、LCCI、	TOEIC®、OnDaF、ECDLなど

• 公認外国語系専門学校：中国語、英語、フランス語、日本語、ロシ
ア語、スペイン語

• メインコース：ヨーロッパ言語共通枠組み（8ページ参照）に基づ
いて実施されています。授業は標準言語を学習する際に必須とな
るパート（リーディング、ヒアリング、ライティング、スピーキング）
を考慮して構成されています。ドイツ語コースではB2レベル以上の
受講生向けに試験対策（DSH、telc	 C1	Hochschule、TestDaFのい
ずれか）コースを開講しています。	

• モジュールコース：このコースでは重点を置きたい分野（文法、
会話、ビジネス）を集中的に学習することができます。試験対策
（DSH,、TestDaF、telc	 C1	 Hochschule、TOEFL®のいずれか）を選
択することも可能です。このモジュールコースはメインコースと並
行して取ることも、個別で取ることもできます。モジュールコースの
クラス変更も可能です。

カルチャープログラム
F+Uランゲージアカデミーでは年中通して週に3回さまざまなカル
チャープログラムやアクティビティを開催しています（ハイシーズン
中は週10回ほど）。また、毎週末にはエクスカーションも開催されま
す。アクティビティ実施条件にご注意ください:	 有料のアクティビテ
ィのお申し込みは前日15:00までとなっており、お申し込みの際には
参加費を支払っていただく必要があります。
• 日本センターや中国センター主催のセミナー：無料
• 会話サークル：無料
• チェスセミナー：無料
• 飲み会（毎週月曜日）：参加無料、ただし飲食代は自己負担
• ワイン畑への遠足：無料
• ハイデルベルク旧市街のオリエンテーションツアー：無料
• スポーツアクティビティ（サッカー、バレーボールなど）：無料
• ハイデルベルク・クリスマスマーケット訪問：無料
• ハイキング：聖霊山、哲学者の道、ビスマルク記念柱、野外演芸場、
ノイブルク修道院、ハイデルベルク城、オーデンヴァルトなど：無料

• コンサート鑑賞ツアー、劇場鑑賞ツアー、映画鑑賞ツアー（夏場は
に野外劇場鑑賞会など）：料金はツアーにより異なる

• ウェルカムパーティー（ハイデルベルク旧市街内で開催）：€	5		
• BBQパーティー：€	6
• 博物館見学（ドイツ薬局博物館、クアプファルツ博物館、ハイデル
ベルク大学博物館、フリードリヒ・エーベルト博物館）:	€	5

• プファルツ近郊のワイン街道への遠足：€	25
• ネッカー川クルーズ：€	10（4つの城、ネッカーシュタイナハまでは€	
30、ヒルシュホルンまでは€	40）

• 終日遠足：フランクフルト：€	30、シュトラースブルク：€	45、ヨーロ
ッパパーク：€	55、黒い森：€	30、リューデスハイム：€	45、ルクセン
ブルク：€	49、ニュルンベルク：€	30、メルセデス・ベンツ博物館：€	
25、シュパイヤー：€	20、ルイーゼンパーク：€	15
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• 入学金（初回のみ）：€	35（グループでのお申込み：3名以上で1人当たり€	20	、5名以上で1人当たり€	15	）
• ファミリー割引（兄弟姉妹、親子）：1人当たりコース料金5	%割引
• この料金には以下のサービスが含まれています: レベル診断テスト、クラス内でのテスト、インターネットルーム利用料（3室全50台
のパソコンを完備）、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、大学進学ガイダンス、カルチャープログラム
への無料参加（会話サークル、チェスセミナーなど）、オリエンテーションツアーなど

• 長期割引は5ヶ月以上の授業料を一括払いでお支払いいただく際にのみ適用されます。
• 教材：ドイツ語コース教材費はレベルごとに2冊で約	€	35、英語コースは約	€	55；教材はレンタルすることも可能です。	
• 実施保証/最少受講者数：各コースの最低受講人数は4名となっています。受講希望者数が定員割れの場合は授業時間が25％カット
されます。その場合、短縮された授業時間数分だけメインコースまたはモジュールコースを受けることができます。

• 祝日による休講の場合は振替えの調節を行います。
• モジュールコース：このコースでは重点を置きたい分野（文法、会話、ビジネス）を集中的に学習することができます。試験対策
（DSH,、TestDaF、TOEFL®など）を選択することも可能です。このモジュールコースはメインコースと並行して取ることも、個別で取る
こともできます。モジュールコースのクラス変更も可能です。

• 本書内の“総合案内／弊社規定”	（11ページ）もご参照ください。

1初心者受入日：1/2、2/6、3/6、4/3、5/8、6/12、7/3、8/7、9/4、10/2、11/6、12/4
2EU	=	授業時間

コース
No. コース コース内容 授業時

間／月 定員 授業時間
18:30-20:00

月毎の授業料
開始日1

1-4 ヶ月 5ヶ月〜

1 メインコース	 一般ドイツ語、A1～	C1レベルが対象	 16 4-15 月	/	木 €	125 €	100 毎週月曜日

2 メイン	+	
モジュールコース

メインコースとモジュールコース	I	また
は	II	のコンビネーションコース 24 4-15 月	/	水	/	木 €	175 €	130 毎週月曜日

3 モジュールコース	I 文法強化、A1～	B2レベルが対象	 8 4-15 水 €	100 €	80 毎週水曜日

4 モジュールコース	II 会話トレーニング、A2レベル以上が
対象 8 4-15 水 €	100 €	80 毎週水曜日

5 夜間インテンシブ
コース	

メイン	+	モジュールコースとプライベー
トレッスンのコンビネーションコース、	
A1レベル以上が対象

24+8	
EU2

4-15	+	
EU2 月-木 €	350 €	325 毎週月曜日

外国語としてのドイツ語（DaF）

1初心者の方は要問合せ
2EU	=	授業時間

コース
No. コース コース内容 授業時

間／月 定員 授業時間
18:30-20:00

月毎の授業料
開始日1

1-4 ヶ月 5ヶ月〜

6 メインコース		 一般英語、A2～	C1レベルが対象 8 4-10 月 €	80 €	60 毎週月曜日

7 メイン	+	
モジュールコース

メインコースとモジュールコース	I	、IIまた
は	III		のコンビネーションコース 16 4-10 月	/	木 €	130 €	110 毎週月曜日

8 モジュールコース	I ビジネス英語、B1レベル以上が対象 8 4-10 木 €	100 €	80 毎週木曜日

9 モジュールコース	II 会話トレーニング、A2レベル以上が対象 8 4-10 木 €	100 €	80 毎週木曜日

10 夜間インテンシブコ
ース	 TOEFL®試験対策、	B1レベル以上が対象 8 4-10 木 €	120 €	100 毎週木曜日

11 メインコース		
メイン	+	モジュールコースとプライベート
レッスンのコンビネーションコース、		A2
レベル以上が対象

16+16	
EU2

4-10	+	
EU2 月-木 €	450 €	420 毎週月曜日

英語

マンツーマン 言語グループ I 言語グループ II 言語グループ III
1授業時間（45分）毎のコース料金	 スタンダード 専門言語I 専門言語II スタンダード 専門言語I 専門言語II スタンダード 専門言語I 専門言語II

1-2	授業時間	*	 €	30 €	32 €	35 €	32 €	35 €	37 €	35 €	37 €	40

3-30授業時間 €	26 €	28 €	34 €	28 €	30 €	36 €	30 €	36 €	39

31-99授業時間 €	23 €	25 €	31 €	25 €	27 €	33 €	27 €	33 €	37

100授業時間～ €	21 €	23 €	29 €	23 €	25 €	31 €	25 €	31 €	35

デュオ 言語グループ I 言語グループ II 言語グループ III
1授業時間（45分）毎のコース料金	 スタンダード 専門言語I 専門言語II スタンダード 専門言語I 専門言語II スタンダード 専門言語I 専門言語II

1-2	授業時間	*	 €	35 €	37 €	40 €	37 €	40 €	42 €	40 €	42 €	45

3-30授業時間 €	30 €	32 €	38 €	32 €	34 €	40 €	34 €	40 €	44

31-99授業時間 €	27 €	29 €	35 €	29 €	31 €	37 €	31 €	37 €	41

100授業時間～ €	25 €	27 €	33 €	27 €	29 €	35 €	29 €	35 €	39

少人数グループ(3-8名) 言語グループ I 言語グループ II 言語グループ III
1授業時間（45分）毎のコース料金	 スタンダード 専門言語I 専門言語II スタンダード 専門言語I 専門言語II スタンダード 専門言語I 専門言語II

1-2	授業時間	*	 €	40 €	42 €	45 €	42 €	45 €	47 €	45 €	47 €	50

3-30授業時間 €	36 €	38 €	44 €	38 €	40 €	46 €	40 €	46 €	49

31-99授業時間 €	33 €	35 €	41 €	35 €	37 €	43 €	37 €	43 €	47

100授業時間～ €	31 €	33 €	39 €	33 €	35 €	41 €	35 €	41 €	45

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、プレミアム・ビジネスプログラム  
• 入学金（初回のみ）：€	35（グループでのお申込み：3名以上で1人当たり€	20	、5名以上で1人当たり€	15	）
• ファミリー割引（兄弟姉妹、親子）：1人当たりコース料金5	%割引	
• この料金には以下のサービスが含まれています:	レベル診断テスト、クラス内でのテスト、インターネットルーム利用料（3室全50台の
パソコンを完備）、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、大学進学ガイダンス、カルチャープログラムへの
無料参加（会話サークル、チェスセミナーなど）、オリエンテーションツアーなど

• 1授業時間（UE）=	45	分
• 長期割引は前払いの場合にのみ適用されます。
• おすすめポイント:

 - 初回2授業時間のトライアルレッスンでは申し込み手数料が免除されます。（3授業時間目以降にお支払いいただきます。）
 - 授業キャンセルは前日16:00まで無料で行うことができます。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：sprachen@fuu.de）

 - 授業時間：月–	金:	7:30-21:00、土：10:00-16:00、日：要問い合わせ（別途料金が発生）
 - 授業内容は個々のニーズにお応えします。
 - F+Uはイギリス、アメリカ、日本、中国、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生を受け入れていることから、当校の受講生と語学パー
トナーになれる機会が多くあります。

• 大人数グループ：お問い合わせいただければ、こちらからお見積り書をお送りいたします。
• 本書内の“総合案内／弊社規定”	（11ページ）もご参照ください。
• 対象言語:	アラビア語、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（その他の言語に関しては要問い合わせ)

• 言語グループ
 - 言語グループ I：ドイツ語、英語、フランス語、イタリア語、ポーランド語、ロシア語、スペイン語
 - 言語グループ II：ギリシャ語、クロアチア語、ポルトガル語（ブラジル語ではない）、トルコ語
 - 言語グループ III：そのほかの言語

• 専門言語 I：	ビジネス、文学、試験対策、翻訳トレーニング
• 専門言語 II：医学、医療分野、技術系分野、管理会計、簿記などの専門用語、通訳試験対策	

F+U試験センターでは以下
の試験を受けることがで

きます！

*申し込み手数料免除
追加料金：日曜日のレッスン：20％;	インハウス・トレーニング（ハイデルベルク市内での校外授業）:	20％;	ハイデルベルク市外のインハウストレーニング:	
30％+	交通費（€	0,30	/	km）

参加人数1名 講師 1 週 2週 3週 4週 ランチ 語学試験

20授業時間/週 1 €	560	 €	1000	 €	1500	 €	2000	
講師とのランチ
（オプション）：
ランチ1回につき
€	40（ソフトドリンク

を含む）

希望があれば、コース修了後に国際認定
されている語学試験

（TOEIC®、TELC、LCCI、TestDaF、
TOEFL®:	試験料€	135～€	220）
を受験することも可能です。

30授業時間/週 1 €	840	 €	1500	 €	2250	 €	2760	

40授業時間/週 2 €	1000	 €	2000	 €	2760	 €	3680	

50授業時間/週 2 €	1250	 €	2300	 €	3450	 €	4600	

60授業時間/週 3 €	1500	 €	2760	 €	4140	 €	5520	

プレミアム・ビジネスプログラム 
中国語*、ドイツ語、英語、フランス語、イタリア語、日本語*、ポーランド語、ロシア語、スペイン語（*	中国語と日本語は授業料25	%割増）

*申し込み手数料免除
ECDL European Computer Driving Licence （ヨーロッパコンピュータドライビングライセンス）:	EDCL試験では4つのベースモジュール（コンピュータ基礎、インターネット基礎、テキスト処理、表計算）に加えて3つのモジ
ュールを次から選択します：プレゼンテーション、データバンク、	画像処理、オンラインコラボレーション、ITセキュリティ、プロジェクトプラン、e-ヘルス、テキスト処理応用、データ保護、ワードプロセッシング、会計（DATEV）	

コンピュータコース（MS-Officeトレーニング、ECDL検定 - ヨーロッパコンピュータドライビングライセンス）
1授業時間（45分）毎のコース料金 1名 2名 3名 4名 5名 6名 ECDL検定受験料

1-2授業時間* €	30 €	35 €	40 €	45 €	48 €	50 試験：€	50	/	各モジュール、スキルカード:	
€	60	(このカードに合格済みのモジュールが

記載されます。)3授業時間～ €	28	 €	33 €	37 €	40 €	43 €	45

F+U試験センターでは以下
の試験を受けることがで

きます！



• 入学金（初回のみ）：€	35（グループでのお申込み：3名以上で1人当たり€	20	、5名以上で1人当たり€	15	）
• ファミリー割引（兄弟姉妹、親子）：1人当たりコース料金5	%割引
• この料金には以下のサービスが含まれています:	レベル診断テスト、クラス内でのテスト、インターネットルーム利用料（3室全50台の
パソコンを完備）、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、大学進学ガイダンス、カルチャープログラムへ
の無料参加（会話サークル、チェスセミナーなど）、オリエンテーションツアーなど

• 長期割引は4または12週間以上分のコース料金を一括前払いでお支払いいただく際にのみ適用されます。アカデミックイヤーコース
も同様に、一括前払いの際にのみ料金が適用されます。

• 教材：ドイツ語コース教材費はレベルごとに2冊で約	€	35、英語コースは約	€	55；教材はレンタルすることも可能です。
• 実施保証/最少受講者数：各コースの最低受講人数は4名となっています。受講希望者数が定員割れの場合は授業時間が25％カット
されます。その場合、短縮された授業時間数分だけメインコースまたはモジュールコースを受けることができます。

• 休校日： 1/6、4/14、4/17、5/1、5/25、6/5、6/15、10/3、10/31、11/1、12/25、12/26	（休校日の授業時間分はモジュールコースまたは夜間コースで埋め合わせ
をすることができます。夜間コースとマンツーマンレッスンは後日利スケジュールされます。埋め合わせ希望の場合は休日前日の14時半までに学校事務所に
て埋め合わせ申請を行ってください。）

• 祝日による休講の場合は振替えの調節を行います。
• モジュールコース：このコースでは重点を置きたい分野（文法、会話、ビジネス）を集中的に学習することができます。試験対策（DSH,、TestDaF、TOEFL®な
ど）を選択することも可能です。このモジュールコースはメインコースと並行して取ることも、個別で取ることもできます。モジュールコースのクラス変更も可
能です。

• 当校の語学コースはビジネスシーンや大学進学準備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ます。
• 本書内の“総合案内／弊社規定”	（11ページ）もご参照ください。	

www.fuu-languages.com
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インテンシブコース インテンシブコース
外国語としてのドイツ語（DaF）+ 英語 
コース開始日（英語レベルがA2以上の方におすすめ	コースNo.25、 26: 	毎週月曜日
ドイツ語初心者受入日: 1/2、2/6、3/6、4/3、5/2（火）、6/6（火）、7/3、8/7、9/4、10/2、11/6、12/4	

コース
No. コース コース内容 授業時

間／週 定員 授業時間
（月-金）

コース期間 
（週毎の授業料）

アカデミックイヤー
（コース毎の料金）

1-3 週 4-11 週 12 週〜 25週 40週

25 ドイツ語（メインコース）+	
英語（モジュールコース）

ドイツ語と英語を同
時に学習できる；	コ
ース修了時に当校で
TestDaFやTOEFL®を
受験することも可能

20	+	15 4-15 09:00-12:15
13:00-15:30 €	225 €	195 €	185 €	4.500 €	7000

26
英語（メインコース）+	
ドイツ語（モジュールコ
ース）

15	+	10 4-15 09:45-12:15
13:00-14:30 €	200 €	185 €	165 €	4.000 €	6200

英語
コース開始日:	コースNo.27-36: 毎週月曜日；英語初心者受入日:	1/2、2/6、3/6、4/3、5/2（火）、6/6（火）、7/3、8/7、9/4、10/2、11/6、12/4
コースNo.44: 毎週月曜日（7/31-8/21の期間）初心者受入日：7/31；プログラム最終日は8/26

コース
No. コース コース内容 授業時

間／週 定員 授業時間
（月-金）

コース期間 
（週毎の授業料）

アカデミックイヤー
（コース毎の料金）

1-3 週 4-11 週 12 週〜 25週 40週

27 英文ビジネス文書
講座

英文ビジネス文書の書き方；	
A2レベル以上が対象 10 4-10 08:00-09:30 €	100 €	75 €	70 - -

28 メインコース 一般英語；	A1～	C1レベル
が対象 15 4-10 09:45-12:15 €	125 €	100 €	90 €	2125 €	3200

29
メインココース＋
英文ビジネス文書
講座

語学研修休暇プログラム	と
しても受講可；A2～	C1レベ
ルが対象

25 4-10 08:00-09:30	
09:45-12:15 €	175 €	160 €	140 - -

30 メイン+	モジュール
コース

メインコースとモジュールコ
ース	IまたはII	のコンビネー
ションコース；	A1～	C1レベ
ルが対象

30 4-10 09:45-12:15
13:00-15:30 €	190 €	180 €	160 €	3875 €	6000

31 スーパーインテンシ
ブコース

英文ビジネス文書講座	+	メ
イン+	モジュールコース,
語学研修休暇プログラム	と
しても受講可；A2～	C1レベ
ルが対象

40 4-10
08:00-09:30
09:45-12:15
13:00-15:30

€	225 €	200 €	190 - -

32 モジュールコース	I 会話トレーニング、	A1レベル
以上が対象 15 4-10 13:00-15:30 €	125 €	100 €	90 - -

33 モジュールコース	II ビジネス英語、TOEIC®試験
対策、A2レベル以上が対象 15 4-10 13:00-15:30 €	125 €	100 €	90 - -

34 TOEFL®-試験対策 TOEFL®試験対策、B1レベル
以上が対象 15 4-8 13:00-15:30 €	175 €	150 €	125 - -

35 語学研修休暇プロ
グラム	I

研修休暇法によってバーデ
ン・ヴュルテンベルク州、ヘッ
セン州、ラインランド･プファ
ルツ州において認定、	A1～	
C1レベルが対象

30 4-10 09:45-12:15
13:00-15:30 €	225 最長	2	週間

36 語学研修休暇プロ
グラムII 40 4-10

08:00-09:30
09:45-12:15
13:00-15:30

€	275 最長	2	週間

44 ジュニアプログラム プログラムの詳細は17ページ
をご参照ください。 20 4-10 09:00-12:15 €	195 €	160 最長	4	週間

コース
No. コース コース内容 授業時

間／週 定員 授業時間
（月-金）

コース期間 
（週毎の授業料）

アカデミックイヤー
（コース毎の料金）

1-3 週 4-11 週 12 週〜 25週 40週

12 プレミアムコ
ース1		

一般ドイツ語/DSH/TestDaF/
telc	C1	Hochschule2、A1～	C2
レベルが対象;	B2以上は試験対
策または一般ドイツ語から選択

30 4-152 09:00-12:15
13:00-14:30 €	180 €	160 €	135 €	3250 €	5000

13 メインコース
一般ドイツ語/DSH/TestDaF/
telc	C1	Hochschule2、A1～	C2
レベルが対象;	B2以上は試験対
策または一般ドイツ語から選択

20 4-152 09:00-12:15 €	140 €	125 €	105 €	2500 €	3800

14 メイン+	モジュ
ールコース

メインコースとモジュールコース	
I	、	IIまたは	III	のコンビネーシ
ョンコース

20	+	10 4-15 09:00-12:15
13:00-14:30 €	180 €	160 €	135 €	3250 €	5000

15 スーパーインテ
ンシブコース

メイン	+	モジュールコースとプ
ライベートレッスンのコンビネー
ションコース

20	+	10	
+	5	EU4

4-15
+	EU4

08:00-08:45
09:00-12:15
13:00-14:30

€	330 €	300 €	290 €	7125 €	11200

16 モジュールコ
ース	I

文法強化、A1～	B2レベルが
対象 10 4-15 13:00-14:30 €	100 €	75 €	50 - -

17 モジュールコ
ース	II

会話トレーニング、	A2レベル以
上が対象 10 4-15 13:00-14:30 €	100 €	75 €	50 - -

18 モジュールコー
ス	III

DSH/TestDaF/telc	C1	
Hochschule試験対策2、
B2レベル以上が対象

10 4-152 13:00-14:30 €	100 €	75 €	50 - -

43 ジュニアプロ
グラム

プログラムの詳細は17ページを
ご参照ください。 20 4-10 09:00-12:15 €	195 €	160 最長	8	週間

19 少人数グル
ープ

年齢30歳以上で	A2～	C1レベル
におすすめ 20 4-6 09:00-12:15 €	350 €	300 最長	8	週間

20 医療・福祉ドイ
ツ語	3

telc試験対策、B1レベル以上
が対象 10 4-6 13:00-14:30 €	200 €	175 最長	8	週間

21 ビジネスドイ
ツ語	3	

ビジネスドイツ語、B1レベル以
上が対象 10 4-6 13:00-14:30 €	200 最長	3	週間

22 語学研修休暇
プログラム		I

研修休暇法によってバーデン・
ヴリュッテンベルク州、ヘッセ
ン州、ラインランド･プファルツ
州において認定、	A1～	C1レベ
ルが対象

20	+	10 4-15 09:00-12:15
13:00-14:30 €	200 最長	2	週間

23 語学研修休暇
プログラム		II

20	+	10	
+	10	EU4

4-15	
+	EU4

09:00-12:15
13:00-16:15 €	400 最長	2	週間

24 ドイツ語教師
養成コース

ドイツ語教師向けの養成コー
ス、	C1レベル以上が対象 20 4-6 13:00-16:15

（午前中は聴講) €	400 最長	2	週間

外国語としてのドイツ語 （DaF） 
コース開始日: コースNo. 12-18：毎週月曜日；初心者受入日:	1/2、2/6、3/6、4/3、5/2（火）、6/6（火）、7/3、7/17、8/7、8/21、9/4、10/2、11/6、12/4
コースNo. 19-23：1/2、2/6、3/6、4/3、5/2（火）、6/6（火）、7/3、8/7、9/4、10/2、11/6、12/4
コースNo. 24：7/3、8/7
コースNo. 43：毎週月曜日（7/3	–	8/21の期間）初心者受入日：7/3、7/31；プログラム最終日は8/26

1午前と午後のコースはコースNo.	14のメイン＋モジュールコースとは違い、特別にカリキュラムが組まれています。	
2DSH、telc	C1	Hochschule、TestDaFなどの大学入学試験対策コースでは最大受講者数は設定されていません。	
3コース	20または21に	メインコースを追加する場合はコース料金が€	100となります。
4EU	=	授業時間

F+U試験センターでは以下
の試験を受けることがで

きます！
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スペシャルプログラム スペシャルプログラム
周遊留学プログラム“Lessons on Tour”
F+Uランゲージアカデミーのドイツ語インテンシブコースはドイツ国内2都市（ベルリンまたはハイデルベルク）で受講することができま
す。追加料金無しで複数都市で語学研修を受けることができます。お申込の際に受講地、コース、受講期間をお伝え下さい。なお、各キ
ャンパスの語学プログラムは、周遊学習が随時遂行できるよう構成されています。
コース開始後にキャンパス変更手続きを行う場合は、2週間の申請期間と手数料100ユーロが課せられます。（変更先の宿泊施設の空き
状況によっても異なります。）

集中コース / 語学研修休暇プログラム
• 入学金（初回のみ）：€	35（グループでのお申込み：3名以上で1人当たり€	20	、5名以上で1人当たり€	15	）
• ファミリー割引（兄弟姉妹、親子）：1人当たりコース料金5	%割引
• コース開始日: コースNo. 37-42：	1/2、2/6、3/6、4/3、5/2（火）、6/6（火）、7/3、8/7、9/4、10/2、11/6、12/4

大学入学資格検定試験対策コース
F+Uランゲージアカデミーの“インターナショナル・プレップ・スクール”ではベルリン経済・工業・文化専門大学（Hochschule	für	Wirtschaft,	Technik	und	
Kultur-	HWTK）と提携し、大学入学資格検定の試験対策を行うことができます。
専攻科目：経営（経済）学、ソーシャル・マネージメント、経営工学、経済情報学などビジネス関連の専攻科目
開催地：ハイデルベルク;	受講期間: 9ヶ月	（2週間の休暇を含む）;	週毎の授業数：40授業時間;	定員:	12-20名
受講条件：	Anabin評価において大学予備コレーク（Studienkolleg）入学許可を得ること、B1レベル以上のドイツ語力とA1レベル以上の英語力
保障：大学入学資格検定試験に合格するとベルリン経済・工業・文化専門大学への入学が保障されます。

1表示はカテゴリーIの料金です。その他の滞在先情報は20～25ページをご参照下さい。

コース 費用 週毎の授
業数

授業時間
(月-金) 定員 期間 ドイツ語レベル 開始日 / 期日

大学入学資格検定対策コース €	8500 40 09:00-16:30 12-20 36	週 B1レベル以上

2017年2月
2017年9月

大学入学資格検定対策コース	+
シングルルーム1 €	11740 40 09:00-16:30 12-20 36	週 B1レベル以上

大学入学資格検定対策コース	+
ダブルルーム1 €	10840 40 09:00-16:30 12-20 36	週 B1レベル以上

大学入学資格検定試験 Ca.	€	650 C1レベル以上 例年6月または11月

ドイツ語レベルがB1に達していない場合はF+Uランゲージアカデミーのベルリン校またはハイデルベルク校にてA1及びA2レベルを修了することができます。

研修休暇法によってバーデン・ヴュルテンベルク州、ラインランド･プファルツ州、ヘッセン州において認定されています。他の州につきましては当校までお問い
合わせください。

コース
No. 言語 コース内容 授業時間／

週 定員 授業時間
（月-金） 1 週 2 週

37 ドイツ語 クラスレベルに準ずる言語能力を培う；	
A1～	C1レベルが対象 30 4-15 09:00-14:30 €	200 €	390

38 ドイツ語
メイン	+	モジュールコースとプライベートレ
ッスンのコンビネーションコース；	A1～	C1レ
ベルが対象

40	 4-15 09:00-16:15 €	500 €	780

39 英語 クラスレベルに準ずる言語能力を培う；	
A2～	C1レベルが対象

30 4-10 09:45-15:30 €	225 €	440

40 英語 40 4-10 08:00-15:30 €	275 €	525

41 フランス語、イタリア語、ス
ペイン語

クラスレベルに準ずる言語能力を培う；	
A1～		B2レベルが対象 30 4-6 09:45-15:30 €	450 €	880

42 フランス語、イタリア語、ス
ペイン語

グループコースとプライベートレッスンのコン
ビネーションコース；	A1～		B2レベルが対象 40	 4-6 08:00-15:30 €	600 €	1150

語学コース（ドイツ語または英語）

コース
No. 言語 対象年齢（歳） クラスレ

ベル
授業時

間数 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

1-3 週 4-8 週

43 ドイツ語 6-9	／10-12	／13-15	 A1,	A2,	B1 20 4-10 09:00-12:15 €	195 €	160 7/3-8/21の期間
内で毎週月曜日1	

8/26
44 英語 12-15 A2,	B1,	B2 20 4-10 09:00-12:15 €	195 €	160 7/31	–	8/21の期間

内で毎週月曜日1

1ドイツ語の初心者受入日は7/3	および7/31、英語は要問い合わせ。

追加オプション

パッケージ料金（ドイツ語または英語）

備考 
• 入学金（初回のみ）：€	35（グループでのお申込み：3名以上で1人当たり€	20	、5名以上で1人当たり€	15	）
• 各種オプションプログラムにおいてのグループ割引（同時申込の場合にのみ適用）：	2人：5	%／3人：10	%／4人以上：	15	%	
• アクティビティ（ダイジェスト）:	ネッカー川下り、ハイデルベルク･オリエンテーションツアー、動物園訪問、植物園訪問、ケーニヒシュトゥールへ遠足、ハイデ
ルベルク城見学、マンハイム市立プラネタリウム見学、クアプファルツ博物館、ジンスハイム自動車･技術博物館見学、ネッカー川の河原でのスポーツ活動や
アクティビティ、ミニゴルフ、料理コース、野外プール、ハイキング：プールや博物館などの入場料、ネッカー川下りの乗船料はコース料金に含まれますが、行
き先での飲食費や滞在期間中の交通費は含まれません。（なお、市内1週間定期は約€	20、1ヶ月定期は€	60が相場です。）

• 費用に含まれるもの：プールや博物館などの入場料、ネッカー川下りの乗船料はコース料金	
• 費用に含まれないもの：学校やファミリー以外での食事、交通チケット（ハイデルベルク市内の1週間定期券：約€	25、1か月定期券：€	70）
• ホストファミリー滞在:	ホストファミリーのブッキングは12歳以上のお子様に限ります。
• 送迎オプションを利用しない場合は、コースNo.	46および47のお申込みが義務付けられます。（ご両親の同意書を提出している場合は除く）
• 1クラスの人数が4名以下の場合は授業時間が25％短縮されます。

コース
No. 追加オプション 日程 授業時間

週毎の料金

1-3 週 4週〜

45 ホストファミリー2食付（土・日は3食付） 日－土 - €	290 €	275

46 学校昼食 月－金 12:30-13:30 €	90 €	70

47 アクティビティ 月－土 13:30-17:00 €	105 €	95

48 学校－ファミリー間の往復送迎 月－土 - €	150 €	135

49 学校での託児サービス（アクティビティ後） 月－金 17:00-19:00 €	130 €	120

コース
No.

対象コースNo.
（ドイツ語または英語で選択）

週毎の料金

1-3 週 4-8 週

50 No.	45、46、47 €	650 €	575

51 No.	45、46、47、48 €	795 €	700

52 No.	45、46、47、49	 €	770 €	690

53 No.	45、46、47、48、49 €	915 €	820

オプションプログラム（スポーツ、音楽レッスン、その他）
当校ではインテンシブコース受講生を対象に、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、さまざま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、レッスン料は別途で発生します。スポーツチームへの加入の場合はは月々の会費をお支払いいただくことが
ほとんどです。
仲介手数料：	€	300（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・調査を経てお手配でき兼ねると判断した際には仲介料の75	
%をご返金いたします。）

ピアノ練習室
当校ピアノ練習室の利用料（スタンウェイのアプライトピアノ）： €	5	/	60	分

語学コース + インターンシップ
インターンシップ（大学生向けでない最長3か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。短期インターンシップは当
校での業務が中心となります。
応募条件：当校語学コースを2週間以上受講していること。中級以上の語学レベルがあること（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。応募者はインターンが実務経験を積む事を目的とするの
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照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
を申込み時にご提示下さい。	
仲介手数料*：€	300	(Kurzzeitpraktika,	2	bis	4	Wochen:	€	175)
*	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・調査を経てお手配でき兼ねると判断した際には仲介料半額をご返金いたしま
す。この場合は、当校にてインターンをしていただくことも可能です。
„Erasmus +“（エラスムス＋）:	語学コース、宿泊施設、企業インターン（毎月スカラーシップ支給）。F+Uランゲージアカデミーは年間通してEUのインターンプロ
グラムである“エラスムス+”において語学コースの提供とハイデルベルクまたはヨーロッパ諸国でのインターン仲介を請け負っています。

語学コース + 異文化トレーニング
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。申込み手数料: €	200	

各種手続き・申請（住民登録、健康保険など）
入国時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おります：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	
サポート手数料：€	150（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€	50です。）	

大学進学相談
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生向けの進学相談サービスです。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）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）で１年以上を修了しており、１年で35以上の単位習得していること、または4）短期大学を卒業していること。サポート手数料：€	250

仮入学許可書申請
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として、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、申請書類の照合、願書作成のサポート（2大学まで）、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8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：各国の入学条件をご参照ください。サポート料金：€	350*	(*	各大学の手数料は含みません。	)																						

F+U Testzentrum
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外国語系専門学校

資格 / 言語 授業料 授業期間 開始日 授業時間 / 週

翻訳家 (公認資格)1

英語	/	フランス語	/	スペイン語
€	3150

(F+U	卒業生:	€	2500)
6	ヶ月

(650授業時間) 3月	/	9月 35

翻訳家 (商工会議所による試験)2

イタリア語	/	ロシア語など
プライベートレッスン

料金参照2
最短
150	EU2 随時入校可 要問い合わせ

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	/	イタリア語

€	9936 2	年 3月3	/	9月 40

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 3月	/	9月 35

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	/	イタリア語

€	8722 2	年 3月3	/	9月 35

外国語通信員  (2ヶ国語)
必須言語：英語;	選択言語：中国語	/	ドイツ語	/	日本語	/	ロシア語 €	7728 2	年 3月3	/	9月 30

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 €	5134 1.5	年 3月	/	9月 30

外国語通信員  (1ヶ国語)
英語 €	3257 1	年 3月	/	9月 25

公認外国語系職業専門学校 – 全日制
中国語、英語、フランス語、日本語、ロシア語、スペイン語、外国語としてのドイツ語、イタリア語など
入学金：€	100

13月入校：英語；9月入校：	英語、フランス語、スペイン語
²IHK（＝商工会議所）試験の試験準備コースはマンツーマン（EU）で行われます
33月入校の対象言語：英語、フランス語、日本語、スペイン語
試験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、スペイン語、ロシア語において公認資格取得が可能です。その他の言語を履修する場合はIHK	試験（商工会議所認定試
験）やTestDaFの受験をお勧めします。
詳細情報は弊社パンフレット „外国語関連職（Fremdsprachenberufe）“ と „翻訳家（Übersetzer/in）“をご参照ください。
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アクセスマップ	(学生寮/アパート)
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宿泊インフォメーション ホストファミリー	/	送迎など
ご到着・ご出発 
最新の宿泊施設の予約状況は当校ウェブサイトにてご確認下さい。
チェックイン：日曜日（10:00-24:00；23:00～24:00のチェックインは
€	50の追加料金が発生）、チェックアウト：土曜日（12:00まで）
• 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.

• 土曜日チェックイン（12:00～20:00の間）または日曜日チェックア
ウトを希望する場合は1日分の追加料金が発生します。

• 鍵の受け渡し時間に遅れる場合は事前にお知らせするスタッフま
たはホストファミリーの電話番号に電話にてご一報ください。

• 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、宿泊
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
いアパートもあくまで“学生向け”の宿泊施設となっていますので、
予めご了承ください。

インターネット、PC利用、フィットネスルーム
• ほとんどの学生寮やアパートでは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。ネット利用を希望する場合は予めお
知らせください。夏季のハイシーズン中は本書に掲載されている
宿泊施設以外のお部屋やアパートをご提供することがあります。イ
ンターネット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。

• ファミリーによってはパソコンを貸し出しています。料金などの詳
細につきましてはお問い合わせください。	

• 当校では計50台のパソコン完備したインターネットルーム3室があ
り、受講生であればどなたでもご利用いただけます。また、校内で
はWiFiもご利用いただけます。なお、学校の営業時間は月－金が
7:30－20:00	、土曜日が10:00－16:00となっています。	

• F+Uキャンパス（„F+U	Campus“）にはランドリー、ラウンジ、フィッ
トネスルームが完備されています。	

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。各お部屋の清
掃は退寮時に次の入居者のために行われます。キッチン使用後の清
掃は必ず行って下さい。	F+Uによる共同スペースの清掃は週に1度
行われます。

洗濯
• ホームステイ:	週に2回までは無料
• 学生寮	/	アパート:	各宿泊施設にはコインランドリーが完備されて
います。

• シーツ、タオルについて：シーツは当校で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
の手数料）でレンタルしています。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。

グループコース受講生向けベビーシッターサービス
45分につき€	20（2人：１人当たり€	15、3人：1人当たり：€	13）

宿泊施設利用者心得 （抜粋）:
• 学生寮やアパート（バルコニーやテラスも含む）での喫煙は禁じら
れています。		

• キッチン使用後の清掃、食器類の洗浄は必ず各自行ってくださ
い。

• 22時から翌朝6時の間の騒音は法律で禁じられています。この時
間帯は静かにしていただくことを心がけてください。

• 学生寮やアパートの訪問は23時までとなっています。	
• 契約者以外が宿泊する場合は必ず宿泊施設担当スタッフまで申し
出てください。なお、訪問者料金は1泊あたり€	 10となります。無断
で宿泊した場合は最低1週間分の宿泊料金をお支払いいただきま
す。		

• 宿泊施設利用者心得の違反者には罰金が課せられます。その後も
違反が確認された場合は無期限で宿泊施設の契約を破棄させて
いただきます。	

• 詳細につきましては到着時にお渡しする宿泊施設利用者心得をご
参照ください。

• 訪問者の責任は宿泊者本人に負っていただきます。
• ホームステイ滞在の場合は、各ファミリーの指示に従ってくださ
い。

ホストファミリー
管理費：€	75;	デポジット：	€	100	
20%割増： WiFi利用の保証、英語OKのファミリー、3食付ホストファミリー/詳細（住所、連絡先など）は、約1週間前にお知らせします。

カテゴリー 通学時間 食事形態
(週毎の料金/1部屋当たり) 延泊料金2 

(1日1部屋当たり)1-4週 5-11週 12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

GF-A 2	-	30	分	
公共交通機関利用1

2食付 €	260 €	495 €	210 €	400 €	200 €	380 €	45 €	90

朝食 €	210 €	400 €	185 €	355 €	175 €	335 €	40 €	75

食事なし €	180 €	345 €	165 €	315 €	155 €	295 €	35 €	65

GF-B 50	分まで	
公共交通機関利用1

2食付 €	200 €	380 €	185 €	355 €	175 €	335 €	40 €	75

朝食 €	170 €	325 €	155 €	295 €	145 €	280 €	35 €	65

食事なし €	150 €	285 €	140 €	270 €	130 €	250 €	30 €	55

送迎サービス
宿泊施設までの送迎サービス	（申し込みは到着または出発前の木曜日14:00までに行ってください。）

1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していません。ほとんどの場合、最寄り駅からファミリー宅まで徒歩
	 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。
2土曜日チェックイン（20時まで）、日曜日チェックアウト（12時まで）の際に	„延泊“	として別途料金いただきます。延泊希望の場合は予めお申し込みください。	
（なお、延泊ご希望の場合はF+Uにてお申込みいただく必要がございます。）

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直前の金曜日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。前日が祝日の場合は無料キャンセル期限は2日前となります。キャンセル手続きが遅れた場合は、送迎料金をご請求しますので予
めご了承下さい。
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100ユーロの追加料金が発生します。

パーキング 
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35ユーロです。当校建物内の駐車場利用は1ヶ月約125ユーロです。

お食事
• 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）:	朝食：€	60/週、昼食*：€	90/週、夕食*：€	110/週（*ワンソフトドリンク付）
• 当校では夏季ハイシーズン中に校内にて昼食ケータリングサービスを行っています。（月-金：7、8月のみ）：€	70/週
• 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。

ゲストハウス/リゾートアパート/ホテル/ユースホステル
手数料：€	150.
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	€	-	1500	€が相場です。	
F+U ホテル„Bayrischer Hof“ ***： 伝統のあるホテル”Bayrische	Hof”は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150	mほどの場所にあり
ます。（シングルルーム	€	80～	/	泊、ダブルルーム€	100～	/	泊）
また、学校付近にはさまざまな料金クラスのホテルがあります。	
ネッカー川沿いにある好立地なユースホステルもご紹介しています。

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、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、
シュトラースブール、 

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 €	50 €	90 €	75 €	135 €	95 €	170 €	175 €	310 €	195 €	345

2名4 €	30 €	55 €	60 €	105 €	80 €	140 €	125 €	220 €	135 €	240

3名4 €	25 €	45 €	45 €	80 €	70 €	125 €	80 €	140 €	95 €	170

4	名以上4 €	20 €	35 €	40 €	70 €	65 €	115 €	70 €	125 €	80 €	140

宿泊延長、引越し、キャンセル
(学生寮、アパート、ホストファミリー）
宿泊施設の延長は契約期限の4週間前までに行ってくださ
い。
退寮予定日の1週間前以降に宿泊施設延長の申請を行った場
合は、手数料€	50が別途で発生します。	
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、
すでに次の入寮者が決定している場合は他の同カテゴリーの
宿泊施設に移っていただくことがあります。この場合は引っ越
し手数料は発生しません。
引っ越し手数料（本人希望の場合）: €	50	
早期退寮希望の場合: 一定期間の宿泊施設契約のお申し込
みをいただいた場合には、原則的に早期退寮は認められてい
ません。（弊社規約	542	II	参照）	
ただし、止むを得ない事情で早期退寮を希望する場合は、	
満4週間前までに文面で退寮希望届をご提出ください。支払
済みの宿泊料金は早期退寮手数料€50を差し引いて返金さ
れます。なお、退寮希望届の提出は当校宿泊課の受付時間内
に行って下さい。
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学生寮/アパート インターナート
学生寮/アパート
宿泊管理費：	€	75;	デポジット： €	100
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:	宿泊料金が5	%オフになります。
24時間サポートサービス（週7日）
学生寮のブッキングについて：	お申し込み時には、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1～2週前に学生寮の詳細をお伝えします。
学生寮指定料金について：追加料金€200をお支払いいただくと、宿泊施設を指定していただくことができます。ただし、お申し込み時点で空き室が確認され
た場合のみのサービスとなります。ビザ申請手続きなどでやむを得ず入校が遅れた場合は同カテゴリーの宿泊施設を提供させていただき、この場合は追加料
金200€を全額返金いたします。全ての学生寮にキッチンが完備されており、カテゴリーVIはお部屋にキッチンを完備しています。

インターナート
詳細案内:
F+U	インターナートは未成年の受講生向けにご用意している宿泊施設です。このインターナートに滞在するには入寮時に16
歳以上である必要があります。インターナートでは教育経験のあるスタッフが24時間体制で滞在者の皆さまのニーズに対応
し、サポートさせていただきます。食堂、学習室、共同スペース、図書室、体育館、フィットネスルームなど様々な施設が建物内
に完備されており、受講生の皆さまはいつでもご利用いただけます。
このインターナートはF+U	キャンパスと同じ建物内にあり、付近にはプライベートスクール･ハイデルベルク（バイリンガル小学
校、実家学校、職業ギムナジウム、専門学校）やインターナショナル職業アカデミー（iba）、ハイデルベルク中央駅があります。
交通の便が非常にいい場所にあるため、中心街に位置する語学学校までも公共交通機関を利用してわずか10分程度です。
インターナートにお申込みいただいた受講生は、バスルームとトイレ付きのシングルルームにご滞在いただきます。常駐してい
るインターナートのお世話スタッフが受講生の日常生活（食事作りや宿題など）を随時サポートいたします。お部屋はモダンで
居心地の良い雰囲気となっており、受講生に快適な生活空間と勉強空間を提供させていただきます。

料金:
管理費：€	250	;		デポジット：	€	500;		語学コース：€	580	/	4週（120授業時間）
ダブルルーム（各種手続きの案内、平日・週末問わず24時間サポートサービスを含む）：€	2400	/	4週*
*シングルルームをご希望の場合は30％割増

この料金には以下のサービスが含まれています:
教育経験のあるスタッフによる24時間サポートサービス、シングルルーム滞在費（シーツは当校がご用意）、お食事、新規入居者向けオリエンテーション、各種
手続きの案内、メンタルサポート、地元スポーツチームや音楽レッスン、アクティビティの紹介

インターナート滞在者は次の施設をご利用いただくことができます：
共同キッチン、共同スペース、ラウンジ、図書室、学習室、ランドリー、フィットネスルーム、体育館、キオスク、食堂、PCルーム

語学コース修了後の進路：
F+Uは公教育事業者として、語学コース修了後にもインターナート滞在者向けに様々な進路オプションをご用意しております。年齢や学歴に応じて中等教育機
関（実家学校や職業ギムナジウム）、専門学校、インターナショナル職業アカデミー（iba）、経済・工業・文化専門大学（Hochschule	für	Wirtschaft,	Technik	
und	Kultur	-	HWTK）への進学も可能です。詳細につきましては当校のスタッフがご案内いたしますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

1	割引料金は最低5週間以上をまとめてお支払いいただく場合にのみ適用されます。
²早期退寮を希望する場合は、満4週間前までに文書で退寮希望届をご提出いただくと、早期退寮が認められます。
	詳細につきましては本書22ページをご確認下さい。
3土曜日チェックイン（20時まで）、日曜日チェックアウト（12時まで）の際に	„延泊“	として別途料金いただきます。延泊希望の場合は予めお申し込みください。
	 (なお、延泊ご希望のはF+Uにてお申込みいただく必要がございます。
4新設されたF+Uキャンパスは150室ものアパートをご用意しており、2016年4月より入居可能となりました。
5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人目以降の宿泊料金は1週間当たり€	75	となっています。

カテゴ
リー 施設案内 学生寮、アパート

(週毎の料金/1部屋当たり)1, 2
延泊料金3

(1日1部屋当たり)1-4週 5 – 11週 12 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

シング
ル

I 学校からの距離は2-7	kmで、キッチ
ンとバスルームは他の受講生とシ
ェア。
部屋や共同スペースの設備、周辺環
境に応じてカテゴリーが設定されて
います。

1 €	120 €	180 €	100 €	150 €	90 €	130 €	35 €	50

II 2,	3,	4 €	130 €	195 €	110 €	165 €	100 €	150 €	40 €	60

III 4,	5,	6,	7,	8,	9,	10 €	140 €	210 €	130 €	195 €	115 €	175 €	45 €	65

III 女子寮„レーマー（Römer）“	(7)	 手配料:		€	300	

IV 学校からの距離は3-5	km	で、部屋に
バスルームを完備。 	6,	7,	9 €	185 €	280 €	165 €	250 €	130 €	195 €	50 €	70

V 学校からの距離は0,6-1,2	kmで旧市
街に位置する。2-4部屋でバスルーム
が1室をシェア。

11,	12,	13 €	225	 €	340	 €	185 €	280 €	140 €	210 €	55 €	80

V 女子寮	„アポ（APO）“	(11)	 手配料:		€	300	

VI
学校からの距離は0,6–1,7	km。ワン
ルームまたはツールームタイプのアパ
ートで、バスルームと簡易キッチンを
部屋に完備。4,	5

12,	14 €	250 €	375 €	210 €	340 €	150 €	225 €	60 €	85

カテゴリーとロケーション

1学生寮Steinhof（シュタインホーフ）：月～土はバス停まで100	m、日曜日は運行状況の関係で1	km離れた停留所が最寄り駅となります。
備考:	宿泊施設は年中通して宿泊可能です。遅くとも4週間前までにお申し込みいたくことをお勧めいたします。夏季ハイシーズン中は学生寮が満室になることがあります。その場合は同様の設備を備える学生
寮をご提供いたします。全ての学生寮において無料でWiFiをご利用いただくことができます。（ただし、動画閲覧やダウンロード制限を設けています。）また、各施設にはコインランドリーも完備されています。

カテゴリー 施設No. 施設名 市区 学校までの距離 最寄り駅ま
での距離

I 1 Concordia（コンコルディア） Südstadt（ズードシュタット) 2,0	km 200	m

II

2 Emmertsgrund（エマルツグルンド） Emmertsgrund（エマルツグルンド） 7,0	km 100	m

3 Steinhof（シュタインホーフ)1 Pfaffengrund（プファッフェングルンド) 4,7	km 100	m1

4 Schmitt（シュミット） Kirchheim（キルヒハイム） 5,0	km 150	m

III

4 Schmitt（シュミット） Kirchheim（キルヒハイム） 5,0	km 150	m

5 Albert	Fritz（アルバート･フリッツ） Kirchheim（キルヒハイム） 4,8	km 50	m

6 Carl-Bosch（カール・ボッシュ） Weststadt（ヴェストシュタット） 2,6	km 250	m

7 Römer（レーマー） Rohrbach（ローバッハ） 3,9	km 250	m

8 Seewiesenweg	（ゼーヴィーゼンヴェーク） Kirchheim（キルヒハイム） 4,8	km 300	m

9 Turner（トゥーナー） Rohrbach（ローバッハ） 3,6	km 250	m

10 Wieblingen（ヴィーブリゲン） Wieblingen（ヴィーブリゲン） 4,8	km 500	m

IV

6 Carl-Bosch（カール・ボッシュ） Weststadt（ヴェストシュタット） 2,6	km 250	m

7 女子寮Römer（レーマー） Rohrbach（ローバッハ） 3,9	km 250	m

9 Turner（トゥーナー） Rohrbach（ローバッハ） 3,6	km 250	m

V

11 女子寮APO	（アポ） 旧市街 1,2	km 200	m

12 März（メルツ） 旧市街 0,6	km 100	m

13 Haus	am	Ritter（ハウス・アム・リッター） 旧市街 1,2	km 250	m

VI
12 März（メルツ） 旧市街 0,6	km 100	m

14 F+Uキャンパスレジデンス（学生寮、インタナート) Bergheim（ベルクハイム）中央駅前 1,7	km 100	m
学生寮	Albert	Fritz,	カテゴリー	III学生寮	Wieblingen,	カテゴリー	III 学生寮	Albert	Fritz,	カテゴリー	III

学生寮	Concordia,	カテゴリー	I 学生寮	Römer,	カテゴリー	III	&	IV 学生寮	Römer,	カテゴリー	IV 学生寮	Carl	Bosch,	カテゴリー	III

学生寮	F+U	Campus,	カテゴリー	VI 学生寮	F+U	Campus,	カテゴリー	VI 学生寮	F+U	Campus,	カテゴリー	VI 学生寮	F+U	Campus,	カテゴリー	VI

女子寮	„アポAPO,	カテゴリー	V



中国	 596

イタリア	 463
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スロバキア 31
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クロアチア	 23

その他の国*	 419

26 27
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受講生統計
ドイツ語コース受講生の出身国：6.095
(DaF	=外国語としてのドイツ語)

2015年には12.115名 もの語学コース受講生または
各種試験の受験者が当校を訪れました。ドイツ語
コースの受講生は世界112ヶ国から集まりました。

語学コース受講者数：9.218名

*アラビア語、トルコ語、オランダ語、韓国語、ブルガリア語、クロアチア語、
ポーランド語、ポルトガル語、ノルウェー語、ルーマニア語、フィンランド語
など

*OnDaF、LCCI、TOEIC®、ECDLなど

各種試験の受験者数：2.897名

*アフガニスタン、エジプト、アルバニア、アルジェリア、アルゼンチン、エチオピア、バン
グラディッシュ、ボリビア、ボスニア･ヘルツェゴビナ、チリ、コスタリカ、デンマーク、ド
ミニカ共和国、エクアドル、コートジボワール、エストニア、フィンランド、ガボン、ギニ
ア、ホンジュラス、インドネシア、イラク、アイルランド、アイスランド、ヨルダン、カザフス
タン、ケニア、キルギスタン、コンゴ、コソボ、クウェート、ラオス、リトアニア、レバノン、リ
ビア、リトアニア、ルクセンブルク、マダガスカル、マリ、マルタ、モロッコ、マケドニア、モル
ドバ、モンゴル、モザンビーク、ナミビア、ネパール、オランダ、ナイジェリア、ノルウェー、
オマーン、パキスタン、パレスチナ、ペルー、フィリピン、ポルトガル、セネガル、セルビア、
シンガポール、スロベニア、スリランカ、南アフリカ共和国、タイ、トーゴ、トルクメニスタ
ン、ウガンダ、ウルグアイ、ウズベキスタン、ベトナム、ジンバブエ

グループ料金	
語学コース（外国語としてのドイツ語および英語）
入学金：1人当たり15	€;	教材費（2冊＋コピー）：1人当たり€	50	

語学コース 授業時間 / 週 授業時間
（月-金）

週毎の授業料
クラス編成

5 – 15 名 16 名以上

ドイツ語インテンシブ	20 20 09:00-12:15 €	110 €	100

受講生はレベルに応じて開講中の各コー
スに振り分けられるか（16歳未満は7月
～8月のみ受講可）、10名以上の場合に
は新たにクラスが編成されます。	

ドイツ語インテンシブ	30 30 09:00-12:15
13:00-14:30 €	150 €	135

英語インテンシブ	15 15 09:45-12:15 €	100 €	95

英語インテンシブ	30 30 09:45-12:15
13:00-15:30 €	150 €	140

ドイツ語20	+	英語15 20	+	15 09:00	-12:15（ドイツ語）
13:00-15:30（英語） €	195 €	185

宿泊施設
管理費：1人あたり€	35;	チェックイン日曜日、チェックアウト土曜日

お食事
お食事はハイデルベルクで摂っていただきます。アクティビティ開催中は各自で食事を摂ってください。

宿泊タイプ (ダブルルーム） 週毎の宿泊料金 延泊 

5〜15名 16名以上 5名〜

学生寮 €	85 €	80 €	25

ホストファミリー €	175 €	170 €	35

週毎の料金（日曜日〜土曜日）；最少人数5名 

ホストファミリー 学生寮 延泊 

朝食 €	30 €	50* €	5

昼食 €	45 €	80* €	10

夕食 €	50 €	100* €	12

送迎
最少人数は5名、その他の送迎については要お問い合わせ

アクティビティ
最少人数は10名、その他のアクティビティについては要お問い合わせ
• 日本センターや中国センター主催のセミナー：無料
• ワイン畑への遠足：€	5
• ハイデルベルク旧市街のオリエンテーションツアー：€	5
• ハイキング：聖霊山、哲学者の道、ビスマルク記念柱、野外演芸場、ノイブルク修道院、ハイデルベルク城、
オーデンヴァルトなど：€	5

• ウェルカムパーティー（ハイデルベルク旧市街内で開催）：€	10	
• BBQパーティー：€	10.
• 博物館見学（ドイツ薬局博物館、クアプファルツ博物館、ハイデルベルク大学博物館、フリードリヒ・エーベ
ルト博物館）:	各€	5	

• プファルツ近郊のワイン街道への遠足：€	25
• ネッカー川クルーズ：€	10（4つの城、ネッカーシュタイナハまでは€	30、ヒルシュホルンまでは€	40）
• 終日遠足：フランクフルト：€	30、シュトラースブルク：€	45、ヨーロッパパーク：€	55、黒い森：€	30、リュー
デスハイム：€45、ルクセンブルク：€49	、ニュルンベルク：€	30、メルセデス・ベンツ博物館：€	25、シュパイ
ヤー：€	20、ルイーゼンパーク：€	15

引率向けサービス
• 語学コース（ドイツ語または英語）への無料参加
• 学生寮での無料滞在（受講生10名毎に1部屋ご提供）

*ホストファミリーではお飲み物も付いてきます。学生寮の場合もワンソフトドリンクまたはコーヒー、お茶付。	

ルート 片道 往復

フランクフルト国際空港	–	宿泊先 €	60 €	105

ハイデルベルク中央駅	–	宿泊先 €	20 €	40

外国語としてのドイツ語	（DAF） 6095	

英語 2191

スペイン語	 217	

フランス語	 194

日本語	 145

ロシア語	 111

イタリア語	 96

中国語	 88

その他の言語* 83

TestDaF 929

TOEFL® 649

公認外国語専門学校卒業試験 251	

TELC 123

TestAS 188

その他*: 757



F+U Rhein-Main-Neckar gGmbH （F+U ライン・マイン・ネッカー 公益有限会社）
Academy of Languages（ランゲージアカデミー）
Hauptstrasse	1,	D-69117	Heidelberg
Tel.	+49	6221	7050-4048
Fax	+49	6221	23452
languages@fuu.de
www.fuu-heidelberg-languages.eu
www.fuu.de

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、ECDL、OnDaF、TestASなど
公認語学系職業専門学校
外国語通信員、ヨーロッパ秘書、世界貿易通信員、翻訳家
留学エージェント
イギリス、アイルランド、マルタ、アメリカ合衆国、カナダ、オーストラリ
ア、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、中南米、ロシア、日本、中
国など
経営研修センター
専門販売員、経営専門員など
専門学校
介護士、青年/孤児教育教育など
アカデミー24
仕事と並行して行う職業訓練
プライベートスクール･ハイデルベルク
ギムナジウム、実家学校、バイリンガル小学校、職業コレーク
インターナショナル・プレップ・スクール
大学入学資格検定の試験対策
インターナショナル職業アカデミー
デュアルシステムで構成される学士課程
経済・工業・文化専門大学
学士または修士課程
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当校はダルムシュテッター･ホーフ･セントルムの3階にあり
ます。

www.fuu.dewww.fuu-languages.com




