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GOETHE.DE/DOITSU

ドイツ語のパートナー

ゲーテ・インステ
ィトゥート

ゲーテ・インスティトゥートは、ドイツ連邦共和国の文化機関とし
て、全世界でドイツ語の普及と国際文化の促進に努めています。 

世界に広がるネットワーク

ゲーテ・インスティトゥートは、世界98か国の159か所で事業を運
営しており、そのうち12か所がドイツ国内に位置しています。ゲー
テ・インスティトゥートでは、その他多数の拠点でも協力機関と提
携して活動を行っています。これらを考慮に入れると、世界の約
1,000か所にゲーテ・インスティトゥートの窓口があります。

ドイツ語教育の専門家

ゲーテ・インスティトゥートは、65年以上にわたって『外国語とし
てのドイツ語』教育、教員教育、さらにカリキュラム、試験および
授業の開発に携わってきました。仕事やキャリアアップのためにド
イツ語を学ぶ人にも、ドイツの大学入学を目指している人にも、ま
た、ドイツが好きで旅行や趣味のためにドイツ語を使いたい人にも、
ゲーテ・インスティトゥートは、それぞれの希望を叶えるためにす
べての学習者をサポートします。ドイツ国内のゲーテ・インスティ
トゥートはのチームは、どのようなご質問にも対応します。

ドイツ語コース全般に関する特典

ドイツ語コースの他にも、個別のレベル判定および学習過程での継
続的なアドバイス、検定試験準備中のサポート、検定試験を受験し
Goethe-Zertifikat（ゲーテ語学証明書）を取得するチャンス、メディ
オテークでのマルチメディアによる自己学習など、色々な特典があ
ります。 さらに、本当の意味でドイツを知るためには欠かせない、
魅力的な文化・課外プログラムも提供しています。

ゲ
ー

テ
・

イ
ン

ス
テ

ィ
ト

ゥ
ー
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ALTERNATIVE

GOETHE.DE/DOITSU

コース開始前にレベルチェックテストを行い、ドイツ語の知識を評価
します。コースでは、国際色豊かなグループで学習することができま
す。最初の一時限目からドイツ語を使って会話をします。

授業

授業内容は変化に富み、コミュニケーション能力が問われます。「話
す、聞く、読む、書く」を、生活に密着したシチュエーションで、信
頼できるテキストを使って練習します。授業内容は、最新で異文化理
解を深めることを重視しています。土地の事情に通じたテーマ、プロ
ジェクトとリサーチ練習問題によって、ドイツ語圏の文化にしっかり
取り組み、コース開講地について知ることができる多様な機会が提供
されます。

コースシステム

コースシステムは、ヨーロッパ言語共通参照枠に準拠した6つのレベル
を基礎としています。このため、コースで学んだドイツ語の知識は客
観的に測ることができ、国際的に比較することも可能です。コースシ
ステムは、世界中で統一されており、理解しやすいシステムとなって
います。コース修了後は、ドイツ国内外のゲーテ・インスティトゥー
トまたはオンラインコースでも学習を継続することができます。 

メリット

ドイツの多様さをすべて体験できます。ドイツ国内のドイツ語コース
では、メディオテークを利用することができ、当インスティトゥート
の文化および課外プログラムに参加することができます。ドイツを知
ることができ、コース開講地の日常生活を体験できます。

私たちの授業
楽しく学ぶ

授
業
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GOETHE.DE/DOITUGO-SHIKEN 

検定試験 
および証明書
ドイツ語で何ができるかを証明する

たとえば、キャリアアップのためにドイツ語の資格が必要な人にも、
ドイツの大学に出願したい人にも、あるいはただ自身のドイツ語力を
正しく証明したい人にも、ゲーテ・インスティトゥートでは、すべて
のレベルでドイツ語能力を証明する各種の検定試験を実施しています。

ヨーロッパのレベル評価基準

ゲーテ・インスティトゥートのドイツ語試験は、欧州評議会の定めた
ヨーロッパ言語共通参照枠 (CEFR) に準拠しており、CEFRのレベルA1か
らC2までを包括しています。

世界中で認められたドイツ語能力証明書

ゲーテ・インスティトゥートの検定試験は国際的に認められており、
多くの雇用主と教育機関から資格証明として認定されています。
ゲーテ・インスティトゥートの成人向けのすべての一般試験は、ヨー
ロッパ語学検定協会（ALTE）によって検証され、品質マーク「Ｑマー
ク」が付与されています。

検
定

試
験
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欧州評議会のレ

ベル 言語能力

ゲーテ・インステ

ィトゥートでの検定

試験

B2 

自分の専門分野の技術的な議論も含めて、抽
象的かつ具体的な話題の複雑な文の主要な
内容を理解できる。お互いに緊張しないでド
イツ語を母語とする話者とやり取りができる
くらい流暢かつ自然である。かなり広汎な範
囲の話題について、明確で詳細な文を作るこ
とができる。

Goethe-Zertifikat B2 
 
TestDaF

C1 

いろいろなテーマの高度な内容のかなり長
い文を理解することができ、含意を把握で
きる。社会的、学問的、職業上の目的に応じ
た、柔軟な、しかも効果的な言葉遣いができ
る。複雑な話題について明確で、しっかりと
した構成の、詳細な文を作ることができる。

Goethe-Zertifikat C1 
 
TestDaF

C2 

聞いたり、読んだりしたほぼ全てのものを
容易に理解することができる。自然に、流
暢かつ正確に自己表現ができ、非常に複雑
な状況でも細かい意味の違い、区別を表現
できる。

Goethe-Zertifikat C2:   
Großes Deutsches 
Sprachdiplom

欧州評議会のレ

ベル 言語能力

ゲーテ・インステ

ィトゥートでの検定

試験

A1

よく使われる日常的表現と基本的な文章を理
解し、用いることができる。自分や他人を
紹介することができ、個人的情報について、
質問をしたり、答えたりできる。

Goethe-Zertifikat A1:  
Start Deutsch 1

A2

直接的関係がある領域に関する、よく使わ
れる文や表現を理解できる。簡単で日常的な
範囲なら、身近で日常の事柄についての情
報交換に応ずることができる。自分の背景
や受けた教育など身の回りの状況や、直接
的な必要性のある領域の事柄を簡単な言葉で
説明できる。

Goethe-Zertifikat A2

B1 

仕事、学校、娯楽で普段出会うような身近な
話題について、標準的な話し方であれば主
要点を理解できる。ドイツ旅行中に起こりそ
うな、たいていの事態に対処することができ
る。身近で個人的にも関心のある話題につい
て、単純な方法で結びつけられた、脈絡のあ
る文を作ることができる。

Goethe-Zertifikat B1

レベルおよび検定試験

レ
ベ

ル
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GOETHE.DE/DOITSU

メディオテーク
自分のペースで自由に学ぶ

メ
デ

ィ
オ

テ
ー

ク

ドイツ国内ゲーテ・インスティトゥートのメディオテーク：メディ
オテークでは、自分のニーズに合わせて自習、リサーチ、ディスカ
ッションなどを行うことができるほか、じっくりと授業や試験に向
けて準備することも可能です。それだけではありません。ここは静
かに新聞を読んだり、他の受講者とおしゃべりをしたりする場でも
あります。ドイツ語を楽しく学ぶために相応しい場所です。メディ
オテークは4つのゾーンに分類されています：

学習ゾーン

「学習」ゾーンは、静かに学習する場所です。このクワイエット・ゾ
ーンでは、個々の学習目標に合わせてじっくりと集中することがで
きます。リサーチ用コンピュータも提供されています。

コミュニケーション・ゾーン

このゾーンでは他の受講者と共に情報交換できます。ここは、ディ
スカッションやグループワーク、学習パートナーとの練習やその他
共同の学習活動に利用できます。

情報ゾーン

メディオテーク、インスティトゥートの活動、文化・課外プログラ
ムに関する情報をお探しの場合。自習教材やメディアの利用に関す
るアドバイスが必要な場合。このゾーンではこのような方を対象と
したサービスを提供しています。また、地域情報や最新のトピック、
新しい書籍などに関する情報を提供するとともに、受講者によるプ
ロジェクトなども紹介しています。

13



GOETHE.DE/DOITSU

「リラックス」ゾーン

ここは、リラックスするためのミーティング・ポイントです。気軽
な雰囲気でおしゃべりしませんか。雑誌を読んだり、友人と一緒に
コーヒーを飲んで休憩することもできます。

メディアおよび教材

すべてのメディオテークでは、WiFi、コンピューター・ワークステ
ーション、および豊富なメディアや教材を利用できます。 
以下をご利用いただけます：
 
  リーディング、リスニング、ライティング、スピーキングによる
DaF練習用教材 

 文法書、教科書
 辞書、参考書
 検定試験準備用教材
 専門書、文芸書
 日刊新聞、週間新聞、雑誌
 ビデオ映画

個人的なアドバイス

メディオテークのスタッフは、すべてのメディアに関するアドバイ
スを提供します。適切な学習教材を選ぶためのお手伝いをします。

自分のペースで自由に学ぶ

メディオテーク

メ
デ

ィ
オ

テ
ー

ク
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文化・課外
プログラム

GOETHE.DE/DOITSU

たっぷりドイツ体験

言葉を学ぶだけではなく、その国も身近に知ることができる－素晴
らしいことだと 思いませんか。ゲーテ・インスティトゥートが提
供するのは、単なる語学講座を超 えたプラスアルファのドイツ語コ

ースなのです。それぞれのコースの受講者には、放課後にも多彩な
課外プログラムが用意されており、ドイツならではの体験やスポ ー
ツ・文化イベントを楽しむことができます。

毎日新たな体験

通常は、一週間毎日イベントやプログラムを提供しています。市内
散策では、まず 町の状況を簡単に把握することができます。 テー
マ別のツアーでは、コース開講地を興味深い観点から知ることがで
きます。研究機関、企業、または大学機関の訪問では、滞在地の経
済、教育および社会について理解を深めることができます。

スポーツ

興味があり、可能であれば、グループでのスポーツ活動を提供する
こともできま す。季節によっては、スポーツイベントに参加するこ
ともできます。

文
化

・
課

外
プ

ロ
グ

ラ
ム
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文化・課外プログラム

GOETHE.DE/DOITSU

夕方・夜間のプログラム

夕方から夜にかけても魅力的なプログラムを用意しています：例えば演劇、コンサ
ート、フェスティバルの鑑賞などを手配いたします。また、パーティーや人気のク
ラブなどに関するアドバイスも提供しています。コース開講地の代表的レストラン
のテーブルを皆で囲む懇親会も人気のプログラムです。

週末の小旅行

週末は、日帰り旅行を計画します。一緒にハイキングして、様々な風景や自然の空
間を体験してください。お城や観光スポットに同行します。通常は、ガイド付きツ
アーに参加したり、一緒に食事をしたりすることができます。また、日帰りの市内
観光もコースに含まれており、周辺の魅力的な観光スポットを訪れることができま
す。

すべてのご質問にお答えするチーム

私たちは、受講者の皆様が到着したその日から、快適に過ごしていただきたいと考
えています。ゲーテ・インスティトゥートでは、文化・課外プログラムのチームが
日常生活に関するご質問に対応しています。

たっぷりドイツ体験

文
化

・
課

外
プ

ロ
グ

ラ
ム

19



GOETHE.DE/SHUKUHAKU

慣れない環境で新しい言葉を学ぶとき、自宅のように安心して生活で
きる環境がとても大切です。そのためドイツ国内のすべてのインステ
ィトゥートにおいて、宿泊施設をご用意しています。

選べる宿泊タイプ

アパート、あるいはゲストハウスや学生寮または下宿での個室または
二人部屋をご用意しています。ゲーテ・インスティトゥートのアパー
トとゲストハウスは機能的な設備となっています：
 
  シャワー/トイレ付きの部屋、または
 シャワー/トイレはフロアごとの共同使用となる部屋
  自炊用の共同キッチン
 テレビ付き談話室
 洗濯機
 インターネット／WiFi
 タオルおよび寝具用カバーは提供いたします

アパート、学生寮、下宿の設備はそれぞれ異なります。各インスティト
ゥートのウェブサイトでご確認ください。

宿泊タイプ 
自宅のように寛いで

宿
泊
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24 ベルリン

26 ボン

28 ブレ―メン

30 ドレスデン

32 デュッセルドルフ

34 フランクフルト/マイン

36 フライブルク

38 ゲッティンゲン

40 ハンブルク

42 ハイデルベルク

44 マンハイム

46 ミュンヘン

48 シュヴェービッシュ・ハル

50 ウィーン

ドイツ・オーストリアの
サマーコース開講地

ゲーテ・
インスティ
トゥート

所
在

地

ハンブルク

ブレ―メン
ベルリン

ゲッティンゲン

ドレスデン
デュッセルドルフ

ボン

フランクフルト/マイン

マンハイム
ハイデルベルク

シュヴェービッシュ・ハル

ミュンヘンフライブルク ウィーン

オーストリア

ゲーテ・インスティトゥート
サマーコース開講地
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  ベルリンの開講コース

54
70 
72

インテンシヴコース
検定試験準備コース
夜間コース/週末コース 

  検定試験

ゲーテ・インスティトゥート・ベルリン校では、 
TestDaFを含む検定試験を行っています。

ゲーテ・インスティトゥート ベルリン 
goethe.de/berlin

  お問い合わせ

Goethe-Institut 
Neue Schönhauser Str. 20 
10178 Berlin

電話: +49 30 25906-3 
FAX: +49 30 25906-400 
berlin@goethe.de

ベルリン

ベルリンは、ドイツの政治的な中心地であるだけでなく、前衛的な文
化活動をひきつける磁石であり、先進的なアーバンライフの実験場で、
ワクワクさせられるサブカルチャーの発信地でもあります。

この特徴は、ベルリンの多彩な生活文化にも反映されています。ベル
リン市内の各地区は、それぞれの激動の歴史と独特の個性で私たちを
魅了します。ベルリンでは、アートシーンもパーティーイベントも、
アイデアに満ち溢れています。さらにつの4つの総合大学と4つの芸術
大学が、ここを本拠地としています。

ゲーテ・インスティトゥート・ベルリン校は、ミッテ地区のハッケシ
ャー・へーフェの近くにあります。ここは住宅街や文化・芸術施設に
も、レストランなどにもアクセスがよく、非常に便利です。 

所
在

地

ようこそ首都へ 
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ボン

ゲーテ・インスティトゥート ボン 
goethe.de/bonn

  お問い合わせ

Goethe-Institut 
Lennéstr. 6 
53113 Bonn

電話: +49 228 95756-0 
FAX: +49 228 95756-23 
bonn@goethe.de

  ボンの開講コース

54
72

インテンシヴコース
夜間コース

  検定試験

ゲーテ・インスティトゥート・ボン校では、 
TestDaFを含む検定試験を行っています。

1770年、この街でルードヴィッヒ・ファン・ベートーヴェンが生まれ
ました。彼の生家はこの街の数あるミュージアムのひとつです。彼の
名前を冠した国際音楽祭が、ここで毎年開かれています。 

ボンの大学は、ドイツが最も誇るドイツ最大の大学です。その学生達
だけでなく、国内外から訪れるたくさんの観光客が、この街の劇場で
繰り広げられる活気ある舞台の数々と情緒豊かな野外コンサートの開
かれるボンの夏を楽しんでいます。ここからあの有名なローレライま
でラインの船旅を楽しめば、世界遺産となったライン渓谷の無数の古
城とラインワインのブドウ畑に出会えることでしょう。 

ゲーテ・インスティトゥート・ボン校は、街の中心部、ライン州立フ
リードリッヒ・ヴィルヘルムス大学の語学教育センターの現代的なビ
ルにあります。 

所
在

地

ライン川沿いのベートーベンの街
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ゲーテ・インスティトゥート ブレーメン
goethe.de/bremen

  お問い合わせ

Goethe-Institut
An der Universität Bremen
Bibliothekstr. 7, Glashalle
28359 Bremen

電話: +49 421 36081-0
FAX: +49 421 325242
bremen@goethe.de

  検定試験

ゲーテ・インスティトゥート・ブレーメン校では、
TestDaFを含む検定試験を行っています。

ブレ―メン

ハンザ自由都市・ブレーメンは、ドイツ最小の州であり、10番目の大
都市でもあります。国際海運業と造船業の伝統が根付くこの街は、近
年、航空機および宇宙航空技術の研究機関とその関連科学産業の主要
な拠点となりました。ブレーメン大学の近くには、注目すべきテクノ
パークもあります。

ブレーメンは、中世が色濃く残る旧市街とハンザ都市時代から引き継が
れたレンガ造りの建物、そして4匹の動物の『ブレーメンの音楽隊』像
や辛口ビールでも有名です。2004年にはブレーメン市庁舎とローラン
ド像が、ユネスコ世界文化遺産に指定されました。

ゲーテ・インスティトゥート・ブレーメン校は、大学のキャンパス内
にあります。 

所
在

地

小さな州 
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ゲーテ・インスティトゥート ドレスデン
goethe.de/dresden

  お問い合わせ

Goethe-Institut
Königsbrücker Str. 84
01099 Dresden

電話: +49 351 80011-0 
FAX: +49 351 80011-10
dresden@goethe.de

  ドレスデンの開講コース

54
70
72

インテンシヴコース
検定試験準備コース
夜間コース/週末コース

  検定試験

ゲーテ・インスティトゥート・ドレスデン校では、
TestDaFを含む検定試験を行っています。

ドレスデン

華麗なバロック建築とそこに残る貴重な芸術的宝物の数々、そしてう
っとりするほど美しい街のたたずまい、それ故に、ザクセン自治州の首
都ドレスデンは、『エルベ河畔のフィレンツェ』と呼ばれています。

数多くの大学や学術機関が集まるドレスデンは、教育・研究拠点とし
て重視されています。この大都市圏はドイツの経済活動の中心でもあ
ります。イノベーションと最先端技術が重要な役割を果たしています。
この街で昼夜を問わず提供されるありとあらゆる楽しみが人々を魅了
し、ドレスデンという都会の魅力を完璧なものにしています。

ゲーテ・インスティトゥート・ドレスデン校は、エルベ河畔にもバロ
ック建築の美しい市街地にも近い、歴史あるノイシュタット地区にあり
ます。インスティトゥートの広大な敷地は、小さな公園の一部です。

所
在

地

バロックの街
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ゲーテ・インスティトゥート デュッセルドルフ 
goethe.de/duesseldorf

  お問い合わせ

Goethe-Institut 
Immermannstr. 65 B 
40210 Düsseldorf

電話: +49 211 99299-0 
FAX: +49 211 771084 
duesseldorf@goethe.de

  デュッセルドルフの開講コース

54
72

インテンシヴコース 
夜間コース

  検定試験

ゲーテ・インスティトゥート・デュッセルドルフ校では、 
TestDaFを含む検定試験を行っています。

デュッセルドルフ

デュッセルドルフは、ドイツ最大の人口をもつノルトライン・ヴェス
トファーレン州の首都です。大学都市、国際的な商業都市、国際見本
市開催地としても有名です。5,000社もの国際企業がここに拠点を置
き、この街がコスモポリタンの住む街と呼ばれる理由を付与していま
す。広告、デザイン、ファッションの各部門は、ドイツ産業の中でも
成長の要です。 

ゲーテ・インスティトゥート・デュッセルドルフ校は、中央駅に直結
する近代的なビルにあります。ここからルール地方やライン下流地域
文化圏の各地を訪れるには、交通至便なところです。 

所
在

地

ライン川の大都市
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ゲーテ・インスティトゥート フランクフルト/マイン 
goethe.de/frankfurt

  お問い合わせ

Goethe-Institut 
Diesterwegplatz 72 
60594 Frankfurt / Main

電話: +49 69 961227-0 
FAX: +49 69 9620395 
frankfurt@goethe.de

  フランクフルト/マインの開講コース

54
70
72

インテンシヴコース
検定試験準備コース
夜間コース 

  検定試験

ゲーテ・インスティトゥート・フランクフルト校では、 
TestDaFを含む検定試験を行っています。

フランクフルト/ 
マイン

経済と文化が相互に作用して活気を呈するのは、国際的なブックフェア（書籍見本
市）で有名なこの街の伝統です。この街には、190の出版社のほか、欧州中央銀行
や国際金融の大舞台たるフランクフルト証券取引所などが所在しています。

コンサートでも映画でも演劇でも展覧会でも、フランクフルトでは贅沢な時間を
楽しめます。たとえば、河畔の博物館通りと呼ばれる一帯には、ドイツ映画博物
館、応用美術館、ユダヤ博物館、そして世界的に有名なシュテーデル美術館もあり
ます。 

ゲーテ・インスティトゥート・フランクフルト校は、魅力的な住宅街で、外出にも
便利な繁華街でもあるザクセンハウゼン地区にあり、フランクフルト南駅の目の前
に位置しています。インスティトゥートから市街地へのアクセスは理想的です。

所
在

地

国際見本市の都
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  フライブルクの開講コース

54 インテンシヴコース 

  検定試験

ゲーテ・インスティトゥート・フライブルク校では、 
TestDaFを含む検定試験を行っています。

フライブルク

ドイツの都会の中では最も南にあるフライブルクの放つ文化・芸術の
香りは、世界中の人々を招き寄せています。8つもの公立劇場と映画館
や図書館の数々、いくつもの美術館と博物館、それぞれが訪れる人々
の寵愛を競っています。有名な音楽大学があり、市の主催による中庭
音楽祭も、テントの特設会場がならぶ国際的なツェルト音楽祭も、い
ずれもこの街の名を広めています。 

この街の名門大学では、2万8千人もの学生が学んでいます。また、模
範的なエコロジー都市で、環境保護と代替エネルギーの推進を体現す
る『緑の首都』とも呼ばれています。 

自然豊かな庭に囲まれたゲーテ・インスティトゥート・フライブルク
校は、中央駅から徒歩5分のところに位置しており、街の中心部にある
フライブルク大学とその学生食堂にも、また学生達が多く住むシュトゥ
ーリンガー地区にも、近くて便利なところです。その地区に、インステ
ィトゥートの学生寮もあります。

ゲーテ・インスティトゥート フライブルク 
goethe.de/freiburg 

  お問い合わせ

Goethe-Institut 
Wilhelmstr. 17 
79098 Freiburg

電話: +49 761 38671-0 
FAX: +49 761 38671-15 
freiburg@goethe.de 所

在
地

エコロジー都市
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ゲッティンゲン

ゲーテ・インスティトゥート ゲッティンゲン
goethe.de/goettingen 

  お問い合わせ

Goethe-Institut
Merkelstr. 4
37085 Göttingen

電話: +49 551 54744-0
FAX: +49 551 54744-44
goettingen@goethe.de

  ゲッティンゲンの開講コース

54
70

インテンシヴコース
検定試験準備コース 

  検定試験

ゲーテ・インスティトゥート・ゲッティンゲン校では、
TestDaFを含む検定試験を行っています。

千年の歴史を誇りドイツの中心部に位置するゲッティンゲンでは、絵
のように美しい旧市街が人々を魅了します。広場や教会そして街の城
壁を区切るように、歴史的な木組みの家が整然と並んでいます。 

1737年に設立されたゲオルク・アウグスト大学では、過去100年間に
40名以上のノーベル賞受賞者を輩出しています。人口の4分の1を占め
る学生たちのおかげで、ゲッティンゲンは、若々しく活発な雰囲気と
多彩なカルチャーシーンに、そして、学生達の集まる楽しい居酒屋の
数にも、恵まれているのです。

ゲーテ・インスティトゥート・ゲッティンゲン校は、旧市街からも大
学のキャンパスからも、徒歩でわずか10分のところにあります。

所
在

地

ノーベル賞受賞者の都市
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ゲーテ・インスティトゥート ハンブルク 
goethe.de/hamburg 

  お問い合わせ

Goethe-Institut 
Hühnerposten 1 
20097 Hamburg

電話: +49 40 238543-0 
FAX: +49 40 238543-99 
hamburg@goethe.de

  ハンブルクの開講コース

54
72

インテンシヴコース 
夜間コース

  検定試験

ゲーテ・インスティトゥート・ハンブルク校では、 
TestDaFを含む検定試験を行っています。

ハンブルク

ハンブルクは、ドイツ第2の大都市であるとともに、単独で最も経済力
のある州でもあります。ヨーロッパ第2の港を擁するハンブルクは、そ
れゆえ『世界への扉』と呼ばれます。 

1800以上の貿易関連企業が、このハンザ都市・ハンブルクで活発な経
済活動を行っています。またハンブルクは、ドイツのメディア・ジャ

ーナリズム・出版産業の中心地でもあります。同時に、音楽・娯楽部門
でも高密度のインフラが整備されていて、600以上の多様なミュージッ
クスポットと数々の音楽出版社やレコード会社があります。

ゲーテ・インスティトゥート・ハンブルク校は、中央駅に近い市の中
心地にあります。 

所
在

地

世界への扉
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  ハイデルベルクの開講コース

64 サマーコース

サマーコース開講地 ハイデルベルク 
goethe.de/heidelberg

  お問い合わせ

Goethe-Institut 
Oskar-Meixner Straße 6 
68163 Mannheim

電話: +49 621 83385-0 
FAX: +49 621 83385-55 
mannheim@goethe.de

ハイデルベルク
ロマンチックな大学都市

ハイデルベルクは観光地として人々を魅了するだけでなく、世界でも
っとも有名な大学都市でもあります。その優れた評判を通して、世界各
地から学生や研究者がこの街に集まってきます。 

ハイデルベルクでは数多くのコンサート、フェスティバル、朗読会、
講演会、ダンスや演劇公演が開催されます。ハイデルベルク城は、ド
イツで最も有名な遺跡で、定期的なハイデルベルク城演劇祭の会場とし
ても知られています。 

旧市街地の狭い街路には、完全保存されたバロック様式建築が数多く
残るほか、カフェ、バー、レストランが沢山あります。 

所
在

地
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ゲーテ・インスティトゥート マンハイム 
goethe.de/mannheim 

  お問い合わせ

Goethe-Institut 
Oskar-Meixner Straße 6 
68163 Mannheim

電話: +49 621 83385-0 
FAX: +49 621 83385-55 
mannheim@goethe.de

  マンハイムの開講コース

54
70
72

インテンシヴコース
検定試験準備コース
夜間コース

  検定試験

ゲーテ・インスティトゥート・マンハイム校では、 
TestDaFを含む検定試験を行っています。

マンハイム

マンハイムは活気ある大学街で、ライン＝ネッカー大都市圏の中心都市
として栄えています。この圏内では200万人が暮らし、学び、働いてお
り、マンハイム市の人口だけでも32万人に上ります。 

マンハイム城はベルサイユに次いでヨーロッパで2番目に大きなバロッ
ク建築です。さらに独特なのは、この街の美しく整った道路設計でし
ょう。整然と計画されたクラッシックな街並みが、それぞれに区画番
号を付けられて連なっています。 

ゲーテ・インスティトゥート・マンハイム校とゲストハウスは、マン
ハイム大学の向かいのキャンパスにあります。

所
在

地

四角形の都市
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ゲーテ・インスティトゥート ミュンヘン
goethe.de/muenchen 

  お問い合わせ

Goethe-Institut
Rablstraße 24
81669 München

電話: +49 89 551903-0
FAX: +49 89 551903-35
muenchen@goethe.de

  ミュンヘンの開講コース

54
68
70
72

インテンシヴコース
スーパーインテンシヴコース
検定試験準備コース 
夜間コース

  検定試験

ゲーテ・インスティトゥート・ミュンヘン校では、
TestDaFを含む検定試験を行っています。

ミュンヘン
心ある国際都市

バイエルン州の首都ミュンヘンはドイツで3番目の大都市です。ドイツ博物館から
ニュンフェンブルク城に至るこの街の観光スポットの数々は、毎年何百万人もの観
光客でにぎわいます。心そそられるものは郊外にもあります。美しい山並みに湖や
古城が点在するこの地域は、アルプス地方への入り口でもあるのです。

2つの名門大学の存在が、このミュンヘンにアカデミックな分野で強い個性を与え
ています。また、自動車会社や保険会社、IT産業とメディア関連企業、見本市事業
および観光旅行業など、一流企業の支店がこの街に進出して現在のミュンヘンを形
成しています。

ゲーテ・インスティトゥート ミュンヘンはハイトハウゼン地区に位置しています。
ニンフェンブルクにあるモダンなゲストハウスまでは、公共交通機関で素早くアク
セスできます。

所
在

地
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ゲーテ・インスティトゥート シュヴェービッシュ・ハル
goethe.de/schwaebisch-hall 

  お問い合わせ

Goethe-Institut
Am Spitalbach 8
74523 Schwäbisch Hall

電話: +49 791 97887-0
FAX: +49 791 97887-77
schwaebisch-hall@goethe.de

  シュヴェービッシュ・ハルの開講コース

54 インテンシヴコース

  検定試験

ゲーテ・インスティトゥート・シュヴェービッシュ・ハル校では、
TestDaFを含む検定試験を行っています。

シュヴェービ
ッシュ・ハル
歴史ある宝石のような街

シュヴェービッシュ・ハルは、歴史を生き生きと見せてくれる街です。
千年以上昔、ドイツ帝国時代の都だった街の中心部には、中世後期か
ら残る美しい木組みの家が並んでいます。 

シュトゥットガルトとニュルンベルクとの中間に位置するシュヴェー
ビッシュ・ハルは、この地方の交通の要所でもあります。保険部門と
機械工業分野の他に商業・貿易も盛んで、こうした産業が人口3万7千
人のこの街の経済を支えています。デンマークの建築家へニング・ラー
センの設計によるヴュルト美術館は、州外からも注目を集めています。 

ゲーテ・インスティトゥート・シュヴェービッシュ・ハル校は、街の
中心部にあります。かつて修道院だった歴史的な建物の古き良き外観
を残しつつ、内部は現代的に改造されています。

所
在

地

49



サマーコース開講地 ウィーン 
goethe.de/wien 

  お問い合わせ

Goethe-Institut 
Goethestraße 20 
80336 München

電話: +49 89 15921-200 
FAX: +49 89 15921-202 
wien@goethe.de

  ウィーンの開講コース

54 インテンシヴコース

ウィーン

オーストリアの首都は、地理的にヨーロッパの中心に位置しています。
人口180万人が住むこの街には、17万人以上の学生が住んでいます。ウ
ィーンは、ドイツ語圏で最大の大学所在地です。

文化はウィーンの至る所に存在しています。歴史的な市内中心部は、
ユネスコの世界遺産に指定されました。シュテファン大聖堂、ブルク
劇場、スペイン乗馬学校や国立図書館を含むホーフブルク宮殿など、
壮大な建物が街並みを飾っています。ウィーンはまた、音楽の都とし
ても知られています。伝統的なカフェハウスの他にも、活気あるクラブ
シーンや多くのライブスポット、そしてデザイン志向のスタイリッシ
ュなバーなどが豊富にあります。

所
在

地

音楽の都
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*  1時限 = 45分

GOETHE.DE/INTENSHIBU

  インテンシヴ8

約8週間 
授業日数32日

計160時限* 
週約25時限*

クラス定員最大16名

約8週間グループで学習します。コースはフライブルグでは年4回、ベルリンでは年6
回開講されます。

各コースは体系的なレベル設定のもとに組み立てられていますので、あなたが必要と
する目標レベルまで、複数のコースを続けて学ぶこともできます。コース開始時に、
それぞれの学習目的や目標をお尋ねします。そして、あなたがその目標に向かって進
めるように、きめ細かな指導を行います。授業と自習とドイツ語での生活実践とが密
接につながって、学習効果を高めます。すべてのレベルで、国際的に認められている
検定試験を受けることもできます。

「インテンシヴ8」は、それぞれ体系的に組み合わせれており、ヨーロッパ共通の言
語基準枠に基づいています。

インテンシヴ8

   授業は月曜日から金曜日
   開講レベル：初心者から上級者まですべて
   コース開始前のレベルチェックテスト
   体系的な学習成果の把握と継続的な学習方法のアドバイス
   受講証明書
   受講修了時に検定試験の受験可
   受講料にすべての教材費を含む
   メディオテークでの個人学習
   多彩な文化・課外プログラム

インテンシヴ
コース

イ
ン

テ
ン

シ
ヴ

コ
ー

ス

インテンシヴ8
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*  1時限 = 45分

GOETHE.DE/INTENSHIBU

  インテンシヴ4

約4週間
授業日数16日

計80時限* 
週約25時限*

クラス定員最大16名

約4週間のグループレッスンです。授業は主として午前中に行われますが、受講す
るインスティトゥートまたは 受講レベルによっては、午後に行われることがありま
す。コースは年12回開講されます。

各コースは体系的なレベル設定のもとに組み立てられていますので、あなたが必要と
する目標レベルまで、複数のコースを続けて学ぶこともできます。コース開始時に、
それぞれの学習目的や目標をお尋ねします。そして、あなたがその目標に向かって進
めるように、きめ細かな指導を行います。授業と自習とドイツ語での生活実践とが密
接につながって、学習効果を高めます。すべてのレベルで、国際的に認められている
検定試験を受けることもできます。

「インテンシヴ4」は、それぞれ体系的に組み合わせれており、ヨーロッパ共通の言
語基準枠に基づいています。

インテンシヴ4

   授業は月曜日から金曜日
   開講レベル：初心者から上級者まですべて
   コース開始前のレベルチェックテスト
   体系的な学習成果の把握と継続的な学習方法のアドバイス
   受講証明書
   受講修了時に検定試験の受験可
   受講料にすべての教材費を含む 
   メディオテークでの個人学習 
   多彩な文化・課外プログラム

インテンシヴ
コース

イ
ン

テ
ン

シ
ヴ

コ
ー

ス

インテンシヴ4
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*  1時限 = 45分

GOETHE.DE/INTENSHIBU

インテンシヴ
コース

  インテンシヴ4プラス

4週間 
授業日数20日

計80時限*
1週間あたり20時限*
さらに32時間の練習プロ
グラム
1週間あたり8時間

クラス定員最大10名

ドイツ語コース「インテンシヴ4プラス」では、午前中にクラス単位のインテンシヴ
な授業が実施されます。午後には、それぞれ個別に、担任講師と相談の上で用意さ
れる練習プログラムを行います。クラスの授業で学んだ内容とその語彙や文型を、
マルチメディアなどを使って練習しましょう。多彩な文化イベントに参加したり、街
の探索に出かけたり、それぞれの学習目的に応じた様々な時間の過ごし方ができま
す。経験豊富な講師が、あなたの学習過程を見守り、実際的な指導とアドバイスを
行います。

「インテンシヴ4プラス」は、それぞれ体系的に組み合わせれており、ヨーロッパ共
通の言語基準枠に基づいています。

インテンシヴ4プラス

    授業は月曜日から金曜日、 
午前の少人数グループのレッスン 
と午後の練習プログラム（クラス混合） 
   開講レベル：初心者から上級者まですべて
   コース開始前のレベルチェックテスト
   体系的な学習成果の把握と継続的な学習方法のアドバイス
   受講証明書
   受講修了時に検定試験の受験可
   受講料にすべての教材費を含む
   メディオテークでの個人学習
   選り抜かれた文化・課外プログラム

インテンシヴ4プラス
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インテンシヴ
コース

*  1時限 = 45分

GOETHE.DE/INTENSHIBU

  インテンシヴ2

約2週間
授業日数9日

計45時限*、
週約25時限*

クラス定員最大16名

これは、2週間しか時間が取れないけれどドイツ語を磨きたい、という方のためのコ
ースです。4週間コースの一部分を2週間で受講する形式です。コース開始時に、
それぞれの学習目的や目標をお尋ねします。そして、あなたがその目標に向かって進
めるように、きめ細かな指導を行います。授業と自習とドイツ語での実践とが密接に
つながって、学習効果を高めます。

なお、もしあなたが後になって、途中まで受講したコースレベルの続きを学びたいと
思ったら、どうぞご連絡ください。ご相談に応じます。

インテンシヴ2
   授業は月曜日から金曜日
   開講レベル：初心者から上級者まですべて
   コース開始前のレベルチェックテスト
   受講証明書
   希望者は検定試験の受験可
   受講料にすべての教材費を含む
   メディオテークでの個人学習
   多彩な文化・課外プログラム

インテンシヴ2
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ン
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ン
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ヴ
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インテンシヴ
コース

* 1時限 = 45分
* サマーコース開講地ウィーンでは現在メディオテークは利用できません

GOETHE.DE/INTENSHIBU

  インテンシヴ2 – 言語と文化コース

2週間
授業日数10日

計50時限*、
週25時限*

クラス定員最大16名

あなたのドイツ語をこのコースでブラッシュアップしませんか。授業は、それぞれの
受講者の目的や興味を反映させた特別なカリュキュラムで行います。放課後には、興
味深い文化・課外プログラムが豊富に用意されます。ドイツ語を磨きながらその土地
の文化や歴史に触れ、ドイツを身近に感じてみてください。週末の日帰り旅行が1回
コースに含まれています。

インテンシヴ2 – 言語と文化コース

   授業は月曜日から金曜日
   開講レベル：さまざまなレベル
   コース開始前のレベルチェックテスト
   希望者は検定試験の受験可
   受講証明書
   受講料にすべての教材費を含む
   メディオテークでの個人学習*
   受講内容に合わせた文化・課外プログラム
    日帰り旅行1回

インテンシヴ2 – 言語と文化コース
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*  1時限 = 45分

GOETHE.DE/INTENSHIBU

  ハイデルベルク・サマーコース

2週間
授業日数9日

計40時限*
週20時限*

クラス定員最大12名

このサマーコースが開かれるハイデルベルクは、ドイツでも最も美しい街のひとつで
す。このコースでは、午前中の授業で集中的にドイツ語を学び、放課後の自由時間に
スポーツや課外プログラムの数々を楽しんでください。コースには、ネッカー渓谷、
ローテンブルクまたはヴュルツブルクへのガイド付きツアー、プファルツ、シュパイ
アー大聖堂、そして地域の素晴らしいワイナリーへの日帰り旅行が含まれています。
このコースは、最新設備の整ったチェスター・コンベンション・センターの会議室で
行われます。

すぐ隣に隣接する4星ホテル「Chester」に、単独でご宿泊いただける朝食ビュッフェ
付きのダブルルームをご用意いたしました。このコースのお申し込みは、開講を担当
するゲーテ・インスティトゥート・マンハイム校で受け付けます。 

ハイデルベルク・サマーコース

   授業は月曜日から金曜日
 さらに会話練習もあり
 開講レベル：A2からC1まで
   コース開始前のレベルチェックテスト
   受講証明書
   受講料にすべての教材費を含む
   受講内容に合わせた文化・課外プログラム 
   ローテンブルク、ヴュルツブルク、ネッカー渓谷などへの日帰り旅行2回。さら
に、周辺への数多くのガイド付き日帰り旅行をお楽しみいただけます。
   ４つ星ホテル「Chester」の快適なダブルルームの個人利用、朝食付き

ハイデルベルク・サマーコース

インテンシヴ
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*  1時限 = 45分

GOETHE.DE/50PLUS

  ドイツ語50プラス

2週間 
授業日数10日

計40時限* 
週20時限*

クラス定員最大12名

ドイツの最も美しい地域にある魅力的な中世の街シュヴェービッシュ・ハルで、休暇
を兼ねてドイツ語を学びたいとは思いませんか。世界中から集まった仲間とともに、
ドイツという国と人々に直接触れ、多面的なドイツ体験を楽しめる大人のコースで
す。このコースの授業カリキュラムは、受講する人自身の目的や興味を充分反映させ
るように、特に工夫されています。

このコースは50歳ぐらいからの受講者を対象としています。授業は原則として 
午前中に行われ、午後からは多彩な放課後プログラムに参加することができます。た
とえば美しい森へハイキングに出かけましょうか。それとも、美術館に行きますか。
もちろん、個人でプランを立てて自由に過ごしていただくのもいいですね。夜のイ
ベント、たとえば演劇やコンサートのチケットも手配することができます。映画鑑賞
会やワインの試飲会などに参加すれば、そこで町の人たちと話がはずむかもしれませ
ん。そして、週末には是非、日帰りの旅行を楽しみましょう。 

ドイツ語50プラス

   授業は月曜日から金曜日
   開講レベル：レベルA2からC2まで
   コース開始前のレベルチェックテスト
   受講証明書
   受講料にすべての教材費を含む
   メディオテークでの個人学習
   受講内容に合わせた文化・課外プログラム
    日帰り旅行1回

インテンシヴ
コース
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ドイツ語50プラス
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*  1時限 = 45分

GOETHE.DE/SUPER-INTENSHIBU

  スーパーインテンシヴ2

2週間 
授業日数10日

計80時限* 
週40時限*

クラス定員最大10名

少人数のスーパーインテンシヴ2では、年間を通じて集中的で効率的なドイツ語トレ
ーニングを行います。このスーパーインテンシヴコースこそ、個々の目標を達成する
最速の方法です。毎日の実践的な訓練を行うことで、ドイツ語の表現力は短期間に急
速に進歩するでしょう。

意欲的な少人数グループで、積極的にトレーニングを受けてください。積極的にト
レーニングを受けてください。クラスの平均人数は6名、定員は最大10名です。授業
は、異文化理解とコミュニケーション力の育成に重点を置いて、実用的かつ実践的に
行われます。

このコースには、個別学習と段階的なトレーニングプログラムが含まれています。
経験豊富な指導チームが、あなたの努力をバックアップし、学習過程を常にサポー
トします。

スーパーインテンシヴ2

   授業は月曜日から金曜日／午前と午後
   開講レベル：さまざまなレベル
   コース開始前のレベルチェックテスト
   体系的な学習成果の把握と継続的な学習方法のアドバイス
   受講証明書
   受講修了時に検定試験の受験可
   受講料にすべての教材費を含む
   メディオテークでの個人学習
   選り抜かれた文化・課外プログラム

スーパーインテンシヴ2

スーパーインテンシヴ 
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GOETHE.DE/DOITSU
*  1時限 = 45分

GOETHE.DE/KENTEISHIKEN-JUNBIKOSU

検定試験
準備コース
検定試験TESTDAFおよびC2の準備コース

すでにそれぞれの試験レベルに相応の知識お持ちで、「ゲ ーテド イツ語検定試験」に
的を絞って準備をされたい学習者向け。 

コース内容には、例の使用や個々の試験パートのシミュレーションに基づいて、それ
ぞれの試験の流れに関する知識を取得し、試験に必要なテクニックと戦略をトレーニ
ングすることが含まれます。 

当インスティトゥートは、DaF試験準備など多くの教材を取り揃え、近代的な設備の
整った教室とメディオテークを提供しています。

ドイツの大学で勉強したいとお考えですか？そのためには十分なドイツ語力を証明す
る必要があります。私たちの準備コースでは、専門家の講師陣が授業を行い、個別に
アドバイスを受けることができます。TestDaFとGoethe-Zertifi kat C2（ゲーテドイツ
語検定試験C2）について知り、すべての試験パートに関する様々な課題タイプをト
レーニングし、言語能力を向上させます。 

広範囲な設備の整ったメディオテークでは、自習用に追加の練習課題を数多く用意し
ています。

検定試験TESTDAFおよびC2の準備コース

   授業は月曜日から金曜日
   開講レベル：B2/C1またはC2
   レベルチェックテスト
   受講証明書
   体系的な学習成果の把握と継続的な学習方法のアドバイス
   検定試験の受験可
   受講料にすべての教材費を含む
   メディオテークでの個人学習
   多彩な文化・課外プログラム

   TESTDAF検定試験準備コース

GOETHE-ZERTIFIKAT C2検定試験準備コース

約4週間
授業日数16日

計80時限*
週約25時限*

クラス定員最大16名

試
験

準
備

検定試験トレーニング
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*  1時限 = 45分

GOETHE.DE/YAKAN-KOSU

  ドイツ語夜間コース

約12週間
夜間24日

計72時限*
週6時限*

クラス定員最大16名

約10週間
夜間20日

計72時限*
週7.2時限

クラス定員最大12名

約8週間
夜間24日

計72時限*
週9時限*

クラス定員最大16名

  その他のオファー

その他のオファーに関しては、ゲーテ・インスティトゥートの各ウェブサイト
でご確認ください。

「ドイツ語夜間コース」は、それぞれ体系的に組み合わせれており、ヨーロッパ共通
の言語基準枠に基づいています。

ドイツ語夜間コース

   インテンシヴ語学トレーニング 
   開講レベル：初心者から上級者まですべて
   レベルチェックテスト 
   体系的な学習成果の把握と継続的な学習方法のアドバイス 
   受講証明書
   検定試験の受験可 
   受講料にすべての教材費を含む
   メディオテークでの個人学習

ドイツ語夜間コース

夜間
コース

夜
間

コ
ー

ス
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青少年プログラム

青
少

年
プ

ロ
グ

ラ
ム

世界中から集まる若い仲間と一緒に休暇を過ごし、楽しみながらドイ
ツ語も上達させることができます。 

授業以外の時間にも、スポーツやその他のプログラムがたくさん用意
されています。

青少年向けコース・子供向けコース

   3週間、90時限、週30時限*
   授業は月曜日から金曜日／午前と一部午後
   開講レベル：A2からC1まで
   レベルチェックテスト 
   受講料にすべての教材費を含む
   検定試験の受験可 
   受講証明書
   多彩な文化・スポーツ・課外プログラム
   無料のインターネット環境
   疾病保険および損害保険込み
   ゲストハウスまたは寮での宿泊 
   全食付き
   サポートあり

対象年齢

    9 – 12才
   12 – 15才
   14 – 16才 
   16 – 17才

GOETHE.DE/SEISHONEN

青少年向けコース・子供向けコース

*  1時限 = 45分
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電話: +49 89 15921-200 
FAX: +49 89 15921–202 
E-Mail: deutsch@goethe.de 
goethe.de/doitsu

ミュンヘン本部への送金・銀行口座

Commerzbank 
金融機関コード：700 800 00、口座番号：316 006 300 
SWIFTコード/BIC：DRES DE FF 700 
IBANコード：DE 79 7008 0000 0316 0063 00 
銀行の住所：Commerzbank, Promenadeplatz, 80273 München

宿泊

希望する受講者には、受講期間中の宿泊先として、当インスティトゥートのアパートお
よびゲストハウス、または下宿を提供しています。宿泊料金については、ドイツ国内の
インスティトゥートのインターネットサイトをご覧ください： 
goethe.de/shukuhaku
 
ご留意ください：
   ゲーテ・インスティトゥートが提供する宿泊施設は、各コース指定の初日・到着指定
日から利用できます。
   通常、到着日に部屋の保証金をお支払いいただきます。

医療保険について

あなたの健康は私たちの願いでもあります。万一の場合に備えて、ドイツ滞在中に有効
な医療保険に加入されることをお勧めします。高い医療費を自己負担する事態を避ける
ために、あなたの健康保険がドイツ国内で有効かどうかを確かめ、必要に応じて各自で
適切な保険に加入してください。
お知らせ：ドイツのKlemmer-Assekuranz社が、ゲーテ・インスティトゥートのコースを
受講する外国人に対して、オンラインで申し込める特別な団体保険を提供しています。 
（現在の費用は一日当たり1.40ユーロ）：goethe-travelinsurance.de
なお、この保険はドイツの法的規定に準拠した基本的なもので、たとえばビザを申請し
た際に求められる保険内容となっています。

インターネットでのお申込み

お申し込みはオンラインでもできます：goethe.de/online-moshikomi  
ご希望のコースに空席があるかどうかは、こちらで確認できます。

ミュンヘン本部・受講登録センター

Goethe-Institute in Deutschland 
Kundenmanagement 
Goethestr. 20 
80336 München, Deutschland

受付時間：（中央ヨーロッパ時間） 
月曜日から木曜日　8:00 – 17:00 
金曜日　8:00 – 15:00

ビザ・滞在許可証について

ビザが必要な国籍をお持ちの場合、遅くともコース開始の4か月前に申請を行ってく
ださい。ビザの要不要、入国や滞在についての情報はインターネットでご確認くださ
い。ビザのオンライン申請のサイト：auswaertiges-amt.de/visum

受講費用の支払い・送金について

支払条件については、ウェブサイトまたは受講条件の第3項をご参照ください。
  
   クレジットカード払いについて：ウェブサイトから直接または請求書受領後に、 
クレジットカードを使用してオンラインにてお支払い頂くことができます。
   銀行振込 

GOETHE.DE/DOITSU

お手続きは簡単です

コース予約に関する 
情報

情
報
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もしも？疑問・トラブル・ご意見

私たちは、受講者の皆様に快適な滞在と確かな受講成果をお届けするため、常に最高
のドイツ語コースを提供したいと努力しています。もし、コース開講中にトラブルが
発生したり、あなたが不安や不満を感じることがあったら、先生でもスタッフでも寮
の管理人でも、話しやすい人に伝えてください。現場の職員が喜んで協力します。

さらにご意見やご批判がございましたら、ミュンヘン本部にご連絡ください：
Goethe-Institute in Deutschland, Goethestr. 20, 80336 München, Deutschland,
E-Mail: deutsch@goethe.de

発行者情報

発行責任者：© Goethe-Institut e.V., November 2017
コーディネーター：Kay Hug, Johanna Bieringer
マーケティング・セールス担当：Goethe-Institute in Deutschland
編集・制作：For Sale Services GmbH, München, www.for-sale.de
印刷製版：FIBO Druck- und Verlags GmbH, München
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  goethe.de/deutschland/instagram

  goethe.de/deutschland/googleplus

  goethe.de/facebook-deutschlernen

ベルリン 

ボン 

ブレーメン 

ドレスデン 

デュッセルドルフ 

フランクフルト（マイン） 

フライブルク 

ゲッティンゲン 

ハンブルク 

マンハイム 

ミュンヘン 

シュヴェービッシュ・ハル

サマーコース開講地：
ハイデルベルク 

ウィーン

ゲーテ・インスティトゥート ドイツ国内 
goethe.de/doitsu

  お問い合わせ
お客様対応 電話; +49 89 15921–200 
Goethestr. 20 FAX: +49 89 15921–202 
80336 ミュンヘン deutsch@goethe.de 
ドイツ


