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レベル クラス名 講師 日程 受講料（税込）

初級 
A1.1

【A】

ドイツ語 基礎のおさらい

全3 回　※単発受講可

永岡 京子 先生 8月 6 日（月）、8日（水）、10日（金）　
19:00 ～ 21:00

（通し）11,000 円　（1 回）4,000 円
教材費は受講料に含まれます

ドイツ語を半年程学習したドイツ語初心者のための復習講座です。 ドイツ語学習で最初に戸惑う、 現在形の人称変化や名詞の複数形、 定冠詞や不定
冠詞の変化などについて総ざらえします。
授業は基本ドイツ語ですが、 日本語も交えて行います。 基本となる初歩の文法をきっちり押さえて、 これから先のステップに繋げましょう。

※ テキスト Menschen A1.1 の Lektion1 ～ Lektion6 に出てくる重要文法事項を取り上げます

初級
A1.1-A1.2

【B】

初学者のための日常会話 
-Alltagsdeutsch-

全 5回　※単発受講可

Michael Pitzschel 先生 8月 1日（水）、2日（木）、3日（金）、 
7 日（火）、8日（水）　11:00 ～ 13:00

（通し）18,000 円　（1 回）4,000 円
教材費は受講料に含まれます

ドイツ語を始めて半年～ 1 年くらいの初学者の方を対象に、 日常のあらゆるシーンでよく使われる表現や語彙を学びます。 挨拶などの自己紹介、 レストラン
での食事やショッピング、 旅先での移動や宿泊など、 毎回シチュエーションを決めて、 ロールプレイングも織り交ぜながら、 楽しく実際に使えるドイツ語を身に
つけましょう。

Verschiedene Themen u.a.
-Guten Tag, -Essen und Trinken, -Unterwegs, -Reisen
Tägliche (Alltags)situationen kennenlernen und bewältigen (sich vorstellen, im Restaurant, im Hotel u.s.w.)

初級
A1.2-A2.2

【C】

キホンのドイツ語

全5回　※単発受講可

永岡 京子 先生 8月 2日（木）、3日（金）、6日（月）、 
7 日（火）、8日（水）　11:00 ～ 13:00

（通し）18,000 円　（1 回）4,000 円
教材費は受講料に含まれます

ドイツ語には初歩の段階で覚えなくてはならない文法の決まり事がたくさんあり、 多くの人がそこでつまづいたり苦手意識を持ってしまいがちです。
逆に言えば、 ルールが多い分、 それらをしっかり確実に理解できさえすれば、 この先の学習はぐっと楽になります。
この講座では、 汎用性の高い例文を繰り返し書いて覚える＜ドリル学習＞も取り入れ、 自分の理解度を確認し、 習った表現を確実に身につけることを
目指します。
今回の講座では、 前回受講生からもリクエストがあった 「形容詞の格変化」 と 「語順」 に焦点を当てて学びます。
冠詞の有無や種類、 後に続く名詞の性 ・ 数 ・ 格に応じて変化する形容詞の語尾に悩まされている方は多いのではないでしょうか？また、 接続詞の種類に
よって動詞の位置がどう変わるかも意外と間違いやすいポイントです。 曖昧になっている部分を整理して、 形容詞の格変化と語順のルールをモノにしましょう！

初中級
A2.2-B2.1

【D】

中級文法 弱点克服！

全4回　 
※前半のみ、後半のみの受講可

金子 みゆき 先生 8月 1日（水）、2日（木）、7日（火）、9日（木）
19:00 ～ 21:00

（通し）15,000 円　 
前半 /後半のみ（2回） 8,000 円
教材費は受講料に含まれます

8 月 1 日、 2 日（A2.2-B1.1）：zu 不定詞（zu + Infinitiv）、 受動態（Passiv）、 接続法Ⅱ式（Konjunktiv II）の現在形
8 月 7 日、 9 日（B1.2-B2.1）：受動態（Passiv）、 接続法Ⅱ式（Konjunktiv II）の過去形
日常的によく使われる文法を正しく使えるようになれば、 言いたいこと、 書きたいことの幅はぐっと広がります。 授業は基本ドイツ語ですが、 日本語も交えて行
います。 これまでの復習としても、 先取り学習としても、 ぜひとも押さえておきたい重要項目です。 もちろん、 前半だけ、 後半だけを受講することも可能です。
Lernen Sie Deutsch, um Ihren Horizont zu erweitern!

中級
B1.1-B1.2

【E】

Japanthemen auf Deutsch  
―ドイツ語で日本を語ろう― 

全 3 回　※単発受講可

Michael Pitzschel 先生 8月 2日（木）、3日（金）、7日（火）　
14:30 ～ 17:00

（通し）13,500 円　（1 回）5,000 円
教材費は受講料に含まれます

"Asienspiegel" やその他のメディアを使って、 日本のホットトピックスを取り上げ、 ドイツ語ではどのような表現が使われているか、 どう言えば（書けば）、
相手に伝わるのかを学ぶとともに、 そのテーマについて自分の意見を発言する練習をします。 2020 年の東京オリンピック ・ パラリンピックを見据え、 自然な
表現で日本を紹介できるようになりましょう。

Japan-Informationen aus "Asienspiegel" u.a. Medien auf Deutsch erfahren, Inhalte gemeinsam erarbeiten und wiedergeben.
中級
B2 【F】

Hören und Sprechen

全４回　※単発受講可

Michael Pitzschel 先生 8月 1日（水）、2日（木）、7日（火）、8日（水）　
19:00 ～ 21:00

（通し）15,000 円　（1 回）4,000 円
教材費は受講料に含まれます

ドイツメディア „Tagesschau“や „Deutsche Welle“を教材に使用し、聴く力と話す力を養う講座です。 „Hören“にはテクニックが必要です。 全てを一度に、
また完璧に理解しようとするのではなく、 「大事な情報は何か」 を正しく予測し、 情報を絞って集中して聞き取る訓練をすることで、 聞き取る力のレベルアップ
を図ります。 また、 得た情報を咀嚼し、 今度は自分の言葉にして発言する練習をします。

Hören und Sprechen -Training mit Hilfe von u.a Nachrichten. Ausschnitten (Tagesschau und Deutsche Welle-Beiträgen.

初級～
A2.1 以上

【G】

音楽留学のためのドイツ語

全2回　※単発受講可　

永岡 京子 先生 8月 3日（金）、10日（金）　15:00 ～ 17:30 （通し）9,000 円　（1 回）5,000 円
教材費は受講料に含まれます

8 月 3 日：楽典（楽譜や音符）を読む
8 月 10 日：レッスンや合わせに役立つ表現

ドイツ語圏の音大に留学したら、 授業は当然ドイツ語がメインですし、 先生や仲間と音楽の話題で盛り上がりたいですよね？留学を充実した実りあるものに
するためにも、 やはりドイツ語力は必要です。 そのためのまず第一歩となる単語を習い、 使ってみるのがこの講座です。 楽譜について、 演奏について、 意見
を交換できるように、 今回は楽典やアンサンブルの場面を取り上げて、 集中的に学びます。 音大出身でオーストリアやドイツへの留学経験のある講師が、
自分の体験を交え、 ドイツ語や役立つヒントをお教えします。 会話や文法は初級レベルですが、 音楽固有の専門用語はドイツ人でも知らない単語や表現
も多く、 ドイツ語初級者から上級者まで、 将来留学を考えている方、 音楽に関心のある方ならどなたでも幅広く受講頂けます。

オンライン申込フォームへのアクセスはこちらから→
 http://my.formman.com/t/4DjD/

　　各クラスのレベル
コード クラス名 講師 A1.1 A1.2 A2.1 A2.2 B1.1 B1.2 B2.1 B2.2

A ドイツ語 基礎のおさらい 永岡 京子 〇
B 初学者のための日常会話 -Alltagsdeutsch- Michael Pitzschel 〇 〇
C キホンのドイツ語 永岡 京子 〇 〇 〇
D 音楽留学のためのドイツ語 永岡 京子 〇 〇 〇 〇 〇 〇
E 中級文法 弱点克服！ 金子 みゆき 〇 〇 〇 〇
F Japanthemen auf Deutsch ドイツ語で日本を語ろう Michael Pitzschel 〇 〇 〇
G Hören und Sprechen Michael Pitzschel 〇 〇

　　コースレベル
欧州語学力 評価基準（独検） 欧州語学力評価基準によるレベル説明

初級 A1-1（5級） まず、日常生活の場面で短く簡単なドイツ語表現が理解でき、自分でも言えるようになります。例えば自己紹介ができ、相手に簡単な質問をしたり、
それに答えたりできます。食事や買い物や旅行の場面で、相手がゆっくり明瞭に話してくれるなら、コミュニケーションがとれます。A1-2（4級）

A2-1（3級） 毎日の生活で頻繁に使われる言葉や表現に慣れ、仕事や家族や故郷など、自分に関する事や日常的で具体的な生活に関する事なら、ドイツ語で
コミュニケーションができます。また日常的に必要な事柄が、簡単な文章の形で表現できるようになります。A2-2（3級） 

中級 B1-1（2級） 明瞭な通常のドイツ語であれば、仕事や趣味や生活など日常的な事柄についてのドイツ語の発言や文章が理解できます。例えば、旅行中に出会
うさまざまな出来事に対して、必要な対応ができ、また、自分の経験や夢・希望・目標などについて話すことができます。さらに、自分に身近
なテーマであれば、意見を述べたり、その論拠を説明したりできます。B1-2（2級） 

B2～（準 1級） 抽象的で複雑なドイツ語で表現されても、その趣旨が理解できます。自分の仕事や専門分野に関する事柄なら、ドイツ語で行われる議論の内容
が理解できるだけでなく、自分の立場や意見を述べたり、あるいはひとつの意見に対する利点と不利点を論述したりできます。日常的ないくつ
かのテーマでは、広い範囲にわたって明確に意見と情報が交換でき、ドイツ語を母国語とする人との間で、相互に困難を感じずに自然な会話が
成立します。


