
ドイツ語夏期集中講座

2019.8.6(火)～8.18(日)



お申込み方法
■お申込み
お申込みは、Webサイト・電話・メールで承ります。

● Web www.onichi.co.jp ● 電話 03-3461-0261
● メール doitsugo@onichi.co.jp ● 当校受付

ご自身のレベルが分からない場合は、左ページのレベル表をご参考ください。

■申込締切
・各講座開始日の3日前 午前10:00
※定員に空きがある場合、締切以降でも申込みを承ります。

■お支払方法
銀行振込または直接学校の受付にて現金、金融機関のキャッシュカードでのデビット払いで納
入していただけます。銀行振込手数料はご負担ください。

お振込み先　口座名 「カ）シブガイ」

● みずほ銀行　 渋谷中央支店　普通1971456
● 三菱東京ＵＦＪ銀行 渋谷明治通支店　普通0453153
● ゆうちょ銀行 [ゆうちょ銀行から]10070-74566011　　　　
 [他銀行から]　支店名００八（ゼロゼロハチ）普通7456601

※レッスンは申込み人数によって不成立となる場合があります。
※申込締切日がキャンセル締切日となります。申込締切以降にレッスンをキャンセルした場合、お支払
済の受講の返金はいたしかねます。また、未払いの場合でも受講料を全額お支払い頂きます。

ご自身のレベルが分からない場合は、下記レベル表をご参考ください。
無料のレベルチェックも行っておりますのでご相談ください。
WEBレベルチェック ▶ https://onichi.co.jp/lesson/level_check/

日程 当校レベル 欧州語学力
評価基準 ゲーテ検定試験 独検

入門 G01 A1.1 初めてドイツ語を学習するレベル

初級 G02~G08 A1.2~A2.2 Start Deutsch
1・2 5級~4級

中級 G中級B1~
G中級B2 B1～B2 Goethe Zertifikat 

B1・B2 3級～2級

上級 G上級C1 C1 Goethe Zertifikat 
C1 準１級～1級

※レベルに関して、欧州語学力評価基準、ゲーテ検定試験、独検の比較はあくまで目安となります。

レベルチェック

1日完結の講座から、6日間集中講座まで。

目的やレベルに合わせて選べる講座を多数ご用意しました。

6日間にわたりドイツ語の基礎を学ぶ、初心者向けのスーパーインテンシブコースや、

「ゼロからのトラベルドイツ語」や「発音クリニック」などのテーマ別講座、

お気軽にご参加いただける1日完結の講座など、

皆様の目的やレベルに合わせてご参加いただける講座をご用意しております。

定期的にスクールに通うのが難しい方、興味があるけど入会を迷われている方、

この機会にドイツ語をはじめてみませんか？夏期集中講座は入会金不要でご受講頂けます！

学習経験のある方は、集中講座で短期レベルアップ&苦手克服しましょう！

プライベートレッスンを普段よりお得に受講できるパック料金もご用意しております。

夏期集中で語学力アップ！
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5 日 半で 集 中 的 に G 0 1の 内 容 ( 教 科 書
Menschen A1.1のLektion 1-6)を学習し
ます。ドイツに留学・赴任するけれどまっ
たくドイツ語をやったことがないという
方や集中して勉強したい方におすすめの
講座です。後半コースと一緒にお申込み
いただくと全体の受講料が少しお得にな
ります。

受講料 47,520円 + 教材費 3,617円 (Menschen A1.1)
時間数 4時間×5.5日間 (22時間)

■後半 入門

当校でG01を終えた方や前半の講座を受
けた方、それに該当するレベルの方へ向
けた講座です。5日半でG02の内容(教科
書Menschen A1.1のLektion 7-12)を学
習します。前半と合わせて受講すると教
科書1冊分が終わり、 A1.1を修了できま
す。10月からG03クラスへご参加いただ
けるレベルとなります。

受講料 47,520円 + 教材費 3,617円 (Menschen A1.1)
時間数 4時間×5.5日間 (22時間)

前半・後半まとめてお申込みがお得！
受講料　通常 95,040円 ▶ 90,288円!  (+教材費 3,617円)

スーパーインテンシブ
Super-Intensivグループレッスン

● ネイティブ講師担当の講座はドイツ語で授業を行います。
● 各講座の定員は2~8名です。
● 複数受講ももちろん可能です。

日程 時間 講師

8/6(火) 10:00-12:00 Versümer13:00-15:00

8/7(水) 10:00-12:00 Eberhard13:00-15:00

8/8(木) 10:00-12:00 Versümer13:00-15:00

8/9(金) 10:00-12:00 Ritt13:00-15:00

8/10(土) 10:00-12:00 Versümer13:00-15:00
8/11(日) 10:00-12:00 Versümer

日程 時間 講師

8/13(火) 10:00-12:00 Versümer13:00-15:00

8/14(水) 10:00-12:00 Eberhard13:00-15:00

8/15(木) 10:00-12:00  Preusler13:00-15:00

8/16(金) 10:00-12:00 Ritt13:00-15:00

8/17(土) 10:00-12:00 Versümer13:00-15:00
8/18(日) 10:00-12:00 Versümer

ドイツ語は全く初めてという方向けのネイティブによる集中クラス。勉強はしたいけれ
ど、いきなり普通の授業に申し込むのは少し心配…という方でも安心してご参加頂ける
導入レッスンです。生きたドイツ語に触れてみる絶好のチャンスです。

A日程
日程 時間 講師

8/6(火) 10:00-12:00

Preusler
13:00-15:00

8/7(水) 10:00-12:00
13:00-15:00

B日程
日程 時間 講師

8/17(土) 10:00-12:00

Preusler
13:00-15:00

8/18(日) 10:00-12:00
13:00-15:00

※A日程とB日程は同じ内容です

受講料 17,280円 + 教材費 1,922円 (Erste Schritte) 
時間数 4時間×2回（8時間）

初めの一歩
Erste Schritte 初心者

初心者~入門
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ドイツ語をまだ学んだことがない方のための簡単な会話レッスン。旅行のために挨拶
や少しだけ言葉を覚えてみたい方、ちょっとだけドイツ語をかじってみたい方、ドイツ
語を始めるキッカケにしたい方など、ドイツ語を全く知らない方大歓迎です。使える単
語や数字から簡単な会話などを学ぶことができる楽しいレッスンです。いろんなシチュ
エーションで役立つ（サバイバルできる）ドイツ語を覚えて、練習しましょう！

A日程
日程 時間 講師

8/10(土) 10:00-12:00
Preusler

13:00-15:00

B日程
日程 時間 講師

8/14(水) 10:00-12:00
Preusler

13:00-15:00

※A日程とB日程は同じ内容です

受講料 8,640円  (教材費込)  / 時間数 4時間×1日（4時間）

A1.1で学習する文法、語彙、表現の中から、特に重要なものや多くの人が難しいと感じ
るポイントをピックアップして復習する特別講座です。講座は原則ドイツ語です。

日程 時間 講座内容 講師

8/6(火)
11:00-13:00 冠詞 Artikel, 4格 Akkusativ, 

否定形 Verneinung

Ritt14:00-16:00 時間 Uhrzeit, 日にち Datum, 
分離動詞 Trennbare Verben

8/7(水) 11:00-13:00 完了形 Perfekt
14:00-16:00 会話練習、復習のまとめ、質疑応答

受講料 17,280円 (教材費込) / 時間数 4時間×2日（8時間）

A1.2で学習する文法、語彙、表現の中から、特に重要なものや多くの人が難しいと感
じるポイントをピックアップして復習する特別講座です。講座は原則ドイツ語です。

日程 時間 講座内容 講師

8/13(火)
11:00-13:00 前置詞 Präpositionen, 3格 Dativ, 

道順の説明 Wegbeschreibungen

Ritt
14:00-16:00 助動詞 

Modalverben (müssen, dürfen, wollen)

8/14(水)
11:00-13:00 3格/4格を伴う動詞 

Verben mit Dativ / Akkusativ

14:00-16:00 A1テストのミニ準備 
Kurze Vorbereitung für A1 Prüfung

受講料 17,280円 (教材費込) / 時間数 4時間×2日（8時間）

A1.1ポイント復習
Wiederholung A1.1

A1.2ポイント復習
Wiederholung A1.2

ゼロからのトラベルドイツ語(ネイティブ講師担当)
Reise-Deutsch für Anfänger

初級
A1.1修了～

初級
A1.2修了～

初心者

"Wo ist die Toilette?" ”お手洗いはどこですか？” こういった表現を知っていると安心
してドイツ旅行を楽しめますね。道を尋ねたり、買い物で値段、数、色、大きさを聞い
たり、レストランで注文したりなど、ドイツ旅行・ドイツ滞在をより一層楽しめる簡単で
実用的な表現を練習します。バイリンガルの日本人講師が丁寧にレクチャー、参加者の
「こういうシチュエーションではどう言う？」といったリクエストにもお応えします。全く
の初心者、大歓迎です！

A日程
日程 時間 講師

8/8(木) 16:30-18:00

Shiraiwa8/9(金) 16:30-18:00

8/10(土) 16:30-18:00

B日程
日程 時間 講師

8/15(木) 14:00-15:30

Shiraiwa8/16(金) 14:00-15:30

8/17(土) 14:00-15:30

※A日程とB日程は同じ内容です

受講料 9,720円 (教材費込) / 時間数 1.5時間×3日（4.5時間）

初めての簡単ドイツ語会話(日本人講師担当) 初心者
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初級レベル（A1-A2）を履修中の方向けの会話講座。実際に使えるフレーズを使ってネイ
ティブ講師と会話の練習をしましょう。テーマは「Rund um das Essen」。食事や食べ物な
ど「食」にまつわることについて、シチュエーションや内容ごとに会話の練習をします。午
前は基礎編、午後は応用編。

日程 時間 講師

8/11(日) 10:00-12:00
Ritt

13:00-15:00

受講料 8,640円 (教材費込) / 時間数 4時間×1日（4時間）

■Part 1
発音に自信のない方、発音トレーニングを受けてみませんか。約3日間で難しいLやR、
ウムラウトの発音などの練習・矯正をするレッスンです。リラックスした雰囲気の中、物
語を読んだりしながら発音の基礎からちょっとしたコツまで日本語で丁寧に指導しま
す。講座が終わる頃には、自信をもってドイツ語を喋れるようになるでしょう。

日程 時間 講師
8/8(木) 14:00-15:30

Shiraiwa8/9(金) 14:00-15:30
8/10(土) 14:00-15:30

受講料 9,720円 (教材費込) / 時間数 1.5時間×3日（4.5時間）

■Part 2
Part 1あるいはGW集中講座を終えた方向けの続編です。よりきれいな発音を目指し
ます。f、v、wの発音、b-d-gやp-t-k、sとssとßの発音などドイツ語独特の発音を取り
上げます。物語を読みながら、発音を確認していきます。

日程 時間 講師
8/15(木) 16:30-18:00

Shiraiwa8/16(金) 16:30-18:00
8/17(土) 16:30-18:00

受講料 9,720円 (教材費込) / 時間数 1.5時間×3日（4.5時間）

発音クリニック

初級会話
Konversation für Grundstufe

初級~中級
A1.2～B1

初級
A2

ドイツ語学習歴のある初級者のための文法講座。会話の授業をとっているが文法も日
本語できちんと学びたい、という方にお勧めです。長年大学で第二外国語としてのドイ
ツ語を教えているベテラン講師が理解が難しいポイントを中心に丁寧に解説。ご質問
にも日本語で詳しくご説明します。前半コースではテキストの第1課から第8課まで、後
半コースでは第9課から第15課までを履修します。

■前半
日程 時間 講座内容 講師

8/7(水)
10:30-12:00 動詞の現在人称変化

Sakamaki

13:00-14:30 名詞の性/定冠詞（類）、不定冠詞（類）の
格変化

8/8(木) 10:30-12:00 不規則変化動詞/命令形
13:00-14:30 定冠詞類・不定冠詞類

8/9(金) 10:30-12:00 複数形/人称代名詞
13:00-14:30 前置詞の各支配

8/10(土) 10:30-12:00 形容詞の格変化
13:00-14:30 話法の助動詞/未来形

受講料 25,920円 +教材費 2,484円 (パノラマ初級ドイツ語ゼミナール)
時間数 3時間×4日（12時間）

■後半
日程 時間 講座内容 講師

8/13(火) 10:30-12:00 分離動詞/接続詞と副文

Sakamaki

13:00-14:30 zu 不定詞/再帰代名詞

8/14(水) 10:30-12:00 動詞の3基本形/過去形
13:00-14:30 現在完了形/非人称表現

8/15(木) 10:30-12:00 受動態/比較表現
13:00-14:30 関係代名詞/関係副詞

8/16(金) 10:30-12:00 接続法
13:00-14:30 接続法

受講料 25,920円 +教材費 2,484円 (パノラマ初級ドイツ語ゼミナール)
 時間数 3時間×4日（12時間）

初級文法総復習 初級修了~
A2～
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プライベートレッスンお得パック
Lezione privata

8月中、通常よりもお得な料金で「90分×3回」、「90分×5回」の個人レッスンを
受講することができます。

会話・文法・ビジネス・検定二次面接など各語学検定対策等、ご希望に沿った内
容でレッスンをアレンジいたします。

プライベートレッスン
90 分×3回パック

プライべートレッスン ▶ 30,456円

セミプライべートレッスン
2名 ▶ 16,848円

※料金は1名分です

セミプライべートレッスン
3名以上 ▶ 12,960円

※料金は1名分です

プライベートレッスン
90 分×5回パック

プライべートレッスン ▶ 50,760円

セミプライべートレッスン
2名 ▶ 28,080円

※料金は1名分です

セミプライべートレッスン
3名以上 ▶ 21,600円

※料金は1名分です

対象期間 　8/1(木)～8/31(土)
お申込みの際に日程をご相談ください。

● 講師の都合上、ご希望にお応えできない場合があります。
　 また、異なる講師の組み合わせになる可能性もございます。
● 全３回、全5回のレッスンは、期間中に消化してください。
● セミプライベートは、ご友人や知人同士でお申込みください。

Hueber社の「Menschen im Beruf B1/B2」などを使って、様々なビジネスシーンで必
要とされる文章の書き方、より高度な会話などの導入と練習を行います。

日程 時間 講師

8/17(土) 10:00-12:00

Eberhard13:00-15:00

8/18(日) 10:00-12:00
13:00-15:00

受講料 17,280円 (教材費込) / 時間数 4時間×2日（8時間）

テーマに沿って、気持ちや意見をより的確にスムーズに伝えることができるよう会話の
練習をしましょう。語彙の増強にも役立ちます。

日程 時間 講座内容 講師

8/12(月) 10:00-12:00 Wohnen in  der  St adt  -  Wohnen auf 
dem Land Ritt

13:00-15:00 „Typisch Deutsch“?

受講料 8,640円 (教材費込) / 時間数 4時間×1日（4時間）

2019年8月1日よりGoethe-Zertif ikat B2は新たなモジュール式試験に変わります。新
しい試験内容に備えましょう。

日程 時間 講師

8/11(日) 10:00-13:00

Eberhard14:00-17:00

8/12(月) 10:00-13:00
14:00-17:00

受講料 25,920円 (教材費込) / 時間数 6時間×2日（12時間）

ビジネスドイツ語  B1&B2

中級会話
Konversation für Mittelstufe

Goethe 新B2試験対策

中級～
B1~

中級
B1~B2

中級~
B2~



渋谷区桜丘町15-17 NKG東京ビル / JR渋谷駅 南改札西口より徒歩3分（受付は２階）
喫茶室ルノアールのビルと渋谷グランベルホテルの間の少し奥まった建物が校舎です。

 @Onichidoitsugo 

 facebook.com/Onichidoitsugo

 @onichidoitsugo

〒150-0031 渋谷区桜丘町15-17 NKG東京ビル
TEL：03-3461-0261 / FAX：03-3463-4901
電話受付時間：10:00-20:00
https://www.onichi.co.jp/
E-mail：doitsugo@onichi.co.jp

□ 案内内容はやむを得ず変更となる場合があります。予めご了承ください。


