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ドイツ語学習 in ドイツ
ボーデン湖畔ラドルフツェル

ドイツ語コース

子どもと青少年のための総合プログラム



ボーデン湖畔ラドルフツェルでドイツ語を学ぶ

カール・デュイスベルク・センターは、あなたがドイツ国
内、例えばスイス近郊ボーデン湖畔の町ラドルフツェル
で質の高い語学コースを受けるための信頼できるパー
トナーです。私たちの集中コースとさまざまなプログラ
ムは、短期間での語学習得の機会を提供します。経験
豊富なアドバイザーと講師の総合的なケアが、11歳か
ら17歳の参加者のための有意義な夏・冬休み短期プロ
グラムと数か月に亘る長期留学を可能にします。

Bildungsprogramme für Kinder und Jugendliche

ラドルフツェル－魅力的なのんびりとしたリ
ゾート地
ラドルフツェルは、語学学習にパーフェクトな
ロケーションです。町中のどこへでも簡単に行
く事ができ、地元の人々はフレンドリーで、参
加者も満足しています。約3万人が住むこのコ
ンパクトな町では、ベストな形で語学力を伸
ばすことができ、さまざまな国から来た仲間と
楽しい時が過ごせます。

湖に面し、スイス、オーストリア、シュヴァルツヴ
ァルト（黒い森）近郊というこのロケーションで
は、ワクワクするようなエクスカーションやレジ
ャーをする機会があります。湖とこの素晴らし
い地域で水泳、サイクリング、ハイキング、カヌ
ーといったスポーツも体験することができます。

カール・デュイスベルク・センター・ラドルフ
ツェル校
ラドルフツェル校は、特にプライベートでアット
ホームな雰囲気が際立っています。そのため、
若い参加者が、環境に馴染みやすいと言えま
す。私たちは、参加者に対する総合的なケアに

特に力を入れています。若い参加者にとって、
はじめての外国滞在となることが多く、きめ細
かいケアが不可欠だからです。

校舎は、魅力的なヴィラの中にあり、歴史的な
旧市街のはずれにある美しい市民公園に面し
ています。9つの教室の他には、コンピューター
ルーム、小さなカフェテリア、地下にはパーティ
ールーム、美しい中庭もあります。

一目でわかるラドルフツェル校のメリット
•  語学学習に重点を置いた質の高い夏・冬
  休み短期プログラム
•  資格を持つ講師と学習目標に合った教材
  を使った授業
•  治安が良く、コンパクトな環境の小さな町
•  アットホームな雰囲気の中で経験豊富な
  チームによるケア
•  保護者（両親）なしの外国滞在は、自主性
  と自信を高める
•  世界各国からの参加者との交流が、
  社会性と異文化を理解する力を高める

  YouTubeでラドルフツェル校の様子をご覧
  いただけます！
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詳しくは: www.carl-duisberg-doitsugo-kouza.com   +49 (0)7732/9201-0

子どものためのドイツ語キャンプ 

語学学習と夏・冬休みを楽しむ－これを実現さ
せるのがボーデン湖畔のラドルフツェルのドイ
ツ語キャンプです。11歳から14歳までの参加者
に、ドイツ語コースと課外プログラムを組み合
わせた、変化に富んだ夏・冬休み短期プログラ
ムをご提供します。

サッカー、ストリートダンス、その他のアクティビ
ティを中心としたドイツ語キャンプ中、参加者は
午前中にはドイツ語、午後にはスポーツをしな
がら楽しく体を動かします。キャンプ中に使用さ
れる言語は主にドイツ語です。そのため、子ども
たちは、自然な環境で学びたてのドイツ語を使
い、その力を伸ばすことができます。さらに共同
生活でのさまざまな経験を通し、社会性とチー
ムワーク精神を養います。

宿泊と食事
参加者はファームに滞在します。詳細は5ペー
ジ。

ドイツ語授業
語学クラスは、月曜～金曜日の午前中に開講
します。参加者は、ドイツ語学習歴に合わせ、
最大15名のクラスで学びます。コース開始前に
は小テストが行われ、レベルチェックをします。

課外プログラム
午後のプログラム（サッカー、ストリートダンス
やその他のアクティビティ）は、外国からの参
加者とドイツからの参加者が一緒に行います。
このプログラムは、初心者にも経験者にも適し
ています。毎週土曜日は、終日のエクスカーショ
ンがあります。

•  練習場所：現地サッカー協会ＦＣ０３ラドル
  フツェルのトレーニング場
•  コーチ：ＦＣ０３ラドルフツェルの経験豊富
  なコーチ（ドイツ語ネィティブ）
•  内容：サッカーのテクニックを理論的に学
  ぶ、ボールコントロール力、パス、ドリブル、
  フェイント、シュート

•  練習場所：語学学校近くの体育館
•  コーチ：資格のあるダンサーと振付家（ドイ
  ツ語ネィティブ）
•  内容：ジャズ＆モダンダンス、ヒップホップダ
  ンス、小規模な発表会、短い振付を自分で
  考える

•  練習場所：町周辺のさまざまな場所、アク
  ティビティや天候に合わせて
•  コーチ：経験豊富でスポーツ好きなチュー
  ター（ドイツ語ネィティブ）
•  内容：ボーデン湖での水泳、ビーチバレー
  、サーカスワークショップ、カヌー、ネイチャ
  ー・レジャーパーク、キャンプファイヤー、い
  かだ作り、ファームオリンピック 

コース詳細

子どものためのドイツ語キャンプ サッカー 
»30–002«

ストリートダンス  
»30–005«

アクティビティ  
»30–006«

２週間 1.500 € 1.500 € 1.500 €
１週間延長料金 750 € 750 € 750 €

対象年齢
•  11歳～14歳

開講時期
•  2020年8月3日～8月28日
•  受講期間：2～4週間
•  到着日:コース開始日直前の日曜日、午後が
  望ましい
•  出発日:コース終了直後の土曜日、午前中が
  望ましい

ドイツ語レベル
•  受講条件：１年間の学校でのドイツ語学習ま
  たはA1（GER）レベル

参加者数
•  午前は１クラス最大15名、午後は課外プログ
  ラムにより異なるが最大1グループ25名

ドイツ語授業
•  週20時限（1時限45分）、1クラス最大15名

午後の課外プログラム（平日）
•  ストリートダンス：120分の午後のトレ
  ーニング
•  サッカー：90分の午後のトレーニング
•  アクティビティ：2～4時間（午後）

含まれているサービス
•  ドイツ語授業、レベルチェックテスト、教材、
  参加証明書
•  団体での宿泊と食事（開講日は３食つき、
  週末は２食つき）
•  平日の課外プログラム（入場料込）
•  近距離公共交通機関チケット
•  全面的なケアと緊急時ホットライン

含まれていないサービス 
•  チューリッヒ空港（スイス）・アイゲルティンゲ
  ン間の送迎および疾病、事故、賠償責任保険
  (5ページ参照）
•  週末エクスカーション：ヨーロッパ・パーク・ル
  スト（66€）、森とマイナウ島体験（30€）、シー
  ライフ・市内観光コンスタンツ（30€）

英語キャンプも開講してます。詳細は： 
www.carl-duisberg-sprachcamps.de 

アクティビティ

ストリートダンス

サッカー



4

青少年のためのドイツ語コース

集中語学コースは、さまざまな課外プログラム
と組み合わされており、世界中の15歳から17
歳の参加者を対象としています。夏休み短期コ
ースでは、ボーデン湖畔でさまざまなアクティ
ビティを楽しめます。冬休み短期コースでは、こ
の地域を探索し、好天に恵まれた際はアルプ
ス山脈やスイスでさまざまなウィンタースポー
ツを体験することができます。 

宿泊
カール・デュイスベルクの寮やまたはホストファミ
リー宅に滞在します。16歳以下の参加者には、ホ
ストファミリー宅の滞在をお薦めしています。若
い参加者も充実したケアで早く馴染むことがで
きます。詳細は05ページ参照。

ドイツ語授業
経験豊富な講師が、国際的なグループの中で
生き生きとした授業を行い、定期的に学習進
度をフィードバックします。世界中から集まる
同世代や大人の参加者と共に集中コースで学
びます。オンラインテストや授業初日の個人面
談を基に、適切なレベルのコースを見つけるた
めのレベルチェックをします。学習したドイツ語
は、ワークショップ（週2時限）やLernstudio（学
習スタジオ）でチューターと共に復習します。 

課外プログラム
週ごとに変わる課外プログラムは午後と週末に
実施され、そこでドイツを知り、現地の人たちと交
流することで、自然な環境でドイツ語を話す機会
を得ます。州都であるシュトゥットガルトや大学町
のフライブルクへのエクスカーションもあります。  

夏休み短期コース
夏休みのプログラムは、ボーデン湖畔での水泳、
足こぎボート、スタンドアップ・パドルサーフィン、
サイクリングツアー、湖にて太陽の光を浴びな
がらビーチバレーをするなどアウトドアスポー
ツが楽しめます。

冬休み短期コース
スケートまたはソリ滑り、映画鑑賞、美術館/博
物館訪問、卓球、ボーリング、（屋内での）ビーチ
バレー－こうしたアクティビティに参加すれば、
天候不順、雪が降っても、楽しく、気軽にドイツ
語を話すことができます。最大のハイライトは、
雪のコンディションが良好であれば、オーストリ
アまたはスイスへのスキー遠足（終日）です（上
級スキーヤーのみ対象）。

学校クラスとグループのためのドイツ語のコース
グループで旅行し、ドイツを共に体験してみたいですか？カール・デュイスベルク・センターでは、学校
のクラス、大学やその他の学生グループに合わせてエクスカーションや美術館/博物館訪問を組み合
わせた専用コースを提供しています。首都ベルリン、ラインの中心地ケルン、バイエルン、オクトーバー
フェストの町ミュンヘンや、のどかなボーデン湖地方を体験することができます。
詳細は: www.carl-duisberg-doitsugo-kouza.com

青少年のための夏休み短期コース »30–001«
１週間（寮、１人部屋） 650 €
１週間（寮、２人部屋（ベッド2台）） 610 €
１週間（ホストファミリー宅、１人部屋） 680 €

青少年のための冬休み短期コース »30–003«
１週間（寮、１人部屋） 580 €
１週間（寮、２人部屋（ベッド2台）） 560 €
１週間（ホストファミリー、１人部屋） 620 €

対象年齢
•  15歳～17歳

開講時期
•  受講期間：2週間から
•  到着日：各日曜日午後
•  出発日：各土曜日午前
•  夏休み短期コース：
  初級者：2020年6月2日/29日/8月3日
  既修者：2020年6月2日～8月28日、
  開始日各月曜日
•  冬休み短期コース：
  初級者：2020年1月7日
  既修者：2020年1月7日～2月28日、
  開始日各月曜日

ドイツ語授業
•  45分授業×週24回、グループレッスン
•  週2時限のワークショップ
•  Lernstudioでのチューター指導つき自習
  プログラム
•  Lernstudioでの無制限にアクセス可能な
  デジタル学習
•  最大15名のグループレッスン

課外プログラム
•  週2～3回のスポーツ・ファンアクティビテ
  ィ・観光
•  週末のエクスカーション（例）コンスタン  
  ツ、フライブルク、シュヴァルツヴァルト
  (黒い森）、シュトゥットガルト、ストラースブ
  ール（仏）、チューリッヒ（スイス）
•  夏休み短期コース：ヨーロッパ・パークラ 
  スト（2020年8月8日、料金66€）
•  冬休み短期コース：雪の状態が良好であ
  れば、アルペン・スキー遠足（料金160€、
  上級スキーヤーのみ対象）

含まれているサービス
•  ドイツ語授業、レベルチェックテスト、
  教材、参加証明書
•  寮（１人部屋または２人部屋（ベッド2台））
  または厳選されたホストファミリー
•  コース開講日は３食付、週末は２食付
•  平日の課外プログラム（入場料込）
•  近距離公共交通機関チケット

子どもと青少年のための総合プログラム

コース詳細
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宿泊

コースの種類によって、ラドルフツェルには、い
ろいろなタイプの宿泊先があります。宿泊先は
厳選されており、参加者は快適に自分の家にい
るように過ごすことができます。これは、若い参
加者にはとても重要です。というのも、多くの参
加者にとっては保護者なしでの外国滞在は、は
じめだからです。

11歳から14歳の子どものためのドイツ語
キャンプ
ファーム体験
スタッフと共にラドルフツェルから約17キロ離
れたアイゲルティンゲンにある「ロッホミュー
レ・ファーム」に滞在します。ロッホミューレで
は、ワクワクするような多くのアクティビティが
体験でき、さまざまな動物がいます。男女別に
グループスタジオに滞在します。各スタジオに
は、二つの階に分かれ最大15台のベッドとシ
ャワー、トイレ、洗面台が設置されています。ベ
ッドシーツは提供されます。隣接したレストラ
ンで朝食と夕食を取ります。昼食は、ラドルフツ
ェルで取ります。週末には、2食の提供がありま
す。毎朝、スタッフと公共交通で授業を受けにラ
ドルフツェル校へ向かいます。

15歳～17歳の青少年のためのドイツ語
コース
夏休みと冬休み短期青少年のためのドイツ語
コースでは、参加者は寮や厳選したホストファ
ミリー先に滞在します。コース開講日には3食
提供され、週末は2食になります。充実したケア
を可能にするため、16歳以下の参加者にはホス
トファミリー宅への宿泊をお薦めしています。

ホストファミリー
ホストファミリーはオープンな人たちで、世界中
から来る参加者がラドルフツェルにもたらす国
際的な雰囲気を歓迎しています。ホストファミリ
ーとの生活を通し、参加者はドイツの日常生活
を体験することができます。いわゆる典型的な
家族の形態ばかりではなく、シングル、シング
ルマザーやファーザー、シェアーハウスもホス
トとなる可能性があります。複数の参加者が、
同じの宿泊先に滞在する場合は、母国語が違
う参加者になるようにしています。

原則的に、参加者はホストファミリーと食事を
共に取ります。週末には、多くの場合、軽食を自
分で用意するこができますが、いつも料理がで 

きる環境があるという訳ではありません。食事
の時間や習慣が、自分の国とは異なることもあ
ります。ドイツの朝食と夕食は、パン、ジャム、ミ
ュズリ、果物、ソーセージ、チーズ、サラダといっ
た冷たい食事になります。

寮
私たちの寮は、ラドルフツェルの町はずれにあ
り、静かであると同時に交通に便利な場所に
位置しています。参加者は、ここで共同生活を
します。部屋は、簡素で実用的なつくりになっ
ています。各ブロックには、全寮生が使える共
同の浴室（シャワー、トイレ、洗面台）とキッチン
が備え付けてあります。備え付けのシーツと皿
があり、洗濯機と乾燥機も設置されています。

空港送迎 »60–001«
空港 片道（１人につき）
チューリッヒ/スイスーラドルフツェル 160 €
フリードリッヒハーフェンーラドルフツェル 140 €
シュトゥットガルトーラドルフツェル 300 €

チューリッヒ/スイスーアイゲルティンゲン
（宿泊：ドイツ語キャンプ） 180 €

ラドルフツェル・アイゲルティンゲン駅 40 €

疾病、事故、賠償責任保険 »60–002«
1週間 20 €

国際宅急便料金 »60–004«
書類や資料の国際宅急便での発送 70 €

オプショナルサービス
ご希望によって以下のようなサービスをご提供します：

詳しくは: www.carl-duisberg-doitsugo-kouza.com   +49 (0)7732/9201-0
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ドイツの学校への留学

ドイツの学校への留学は、語学習得と外国で
の長期滞在の組み合わせとなり、それが、若者
自身と彼らの教育面での成長に大きなプラス
となります。

1年間または半年のドイツ滞在を通して、参加
者はドイツ生活を体験します。ラドルフツェル
校は、基本的に9学年または10学年への留学
をアレンジします。学期は、半年ごとの2学期
制を取っています。州ごとで異なりますが、1学
期目は8月と9月の間に始まり、2学期目は、1
月または2月に始まります。

学校選び
希望者のプロフィールと成績を基に、希望者
個人の関心と進路に合った学校をお探ししま
す。公立校および私立校（学費あり）がありま
す。どの学校も独自の方針と異なる重点を置
いています。

地理、歴史、生物、物理、数学、社会科等の授業
は、ドイツ語で行われます。そのため、事前にB2
（GER）レベル、少なくともB１のドイツ語力を
習得されることをお勧めします。パートナー校
は、とりわけボーデン湖地方にありますが、他
の地域の学校へも仲介します。

現地でのケア
カール・デュイスベルク・センターの経験豊富な
チームは、まず学校と保護者のコミュニケーショ
ンをサポートします。滞在中の、あらゆる疑問に
お答えし、お子さんを総合的にケアします。留学
中、参加者は、ホストファミリーに滞在しますが、
全てのホストファミリーは私たちと面識があり、
受け入れ前に厳しく選定しています。

ボーデン湖地方の学校への入学仲介 »30–101«
全学期（約１１か月） 9.980 €
半学期（約6ケ月） 5.850 €
4ヵ月間 4.700 € 
3ヵ月間 4.000 € 

他の地域の学校への入学仲介 »30–101«
半学期（約6ケ月）/全学期（約11か月）/ 4ヵ月間/3ヵ月間 要問合せ

子どもと青少年のための総合プログラム

参加条件
•  対象年齢：15歳以上
•  ドイツ語学習歴：少なくともB1（GER）、
  B2レベルが望ましい
•  出身国の高校を卒業していないこと

期間
•  全学期：8月/9月から6月/7月まで
•  半学期：1月/2月から6月/7月まで、
  または8月/9月から1月/2月まで
•  短期間：要問合せ（3～4ヵ月間）

応募締め切り
•  全学期：3月終わり
•  半学期：3月終わりまたは8月終わり
•  短期間：遅くとも学校開始の4ヵ月前

含まれるサービス
•  学校への入学申込と適切な学年への入
  学仲介
•  ドイツ人ホストファミリー宅に滞在（通学
  日は2食つき、週末また学校が休みの期間
  は3食つき）
•  ビザ申請のサポート
•  総合保険パッケージ（疾病、事故、賠償責
  任保険）

オプショナルサービス
•  空港送迎サービス（要問合せ）

コース詳細

ドイツでの１年は、私が思っていた以上でした。学校も、ドイツ語も、もちろんホスト
ファミリーも大好きです。とても幸せです。ドイツに行くという決断は、私の人生で最
高の選択でした。故郷のメキシコに帰るのはとても嬉しいですが、ここも離れたくな
いです。
– アブリル、ドイツ留学

参加者の体験談はホームページにて！
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留学準備コース

ドイツの学校への留学は、言語と文化理解を
準備万全にすることが成功の鍵です。留学準
備コースは、ドイツ語の集中コース、数学と自
然科学系専門用語コース、英語トレーニング
から構成されています。Lernstudioでの個人
に合わせた学習を通し、参加者をサポートし
ます。ドイツの学校への入学には、少なくとも
B2（GER）レベルのドイツ語力、B1(GER)レベ
ルの英語力が必要になります。 

ドイツ語コース
留学準備コースの参加者は、世界各国の同じ
語学レベルの同世代や大人の参加者ととも
に集中コースでドイツ語を学びます。優秀な
講師が、学習進度についてフィードバックしま
す。Lernstudioでは、学んだ知識を復習し、必
要があれば個人的なサポートを受けることも
できます。経験豊富なチューターがグループレ
ッスン以外の場所でサポートをし、あらゆる質
問にお答えします。毎週さまざまなワークショ
ップを開講し、参加者はオンライン教材を無
制限で使用することができます。

専門用語コースと英語トレーニング
自然科学系分野にはとりわけ多くの専門用語
があります。そのため、B1レベル以上の留学準
備コースの参加者は、数学、自然科学系の専門
用語とその体系をグループレッスンで学びます。
さらに、週2回ミニグループで英語力をアップす
るために、英語の授業を受けます。

課外プログラム
会話力を高めるために、毎週課外プログラム
を実施します。参加者は、覚えたてのドイツ語
を、堅苦しくない雰囲気で他の国の若い参加
者と練習することができます。 

宿泊とケア
参加者は、準備コースの間もラドルフツェルとそ
の周辺の厳選されたホストファミリー先に滞在
します。それにより、ドイツの家庭生活を経験し
入学前にドイツとその人々をさらに深く知る機
会を得ます。ホストファミリーの他にも、カール・
デュイスベルク・センターのチームもあらゆる疑
問にお答えし、サポートします。

留学準備コース »30–102« 料金/週
15歳以上のグループレッスン 640 €
15歳以下参加者の個人レッスン 1.490 €

素晴らしい経験－ラドルフツェルで
過ごした時間は一生忘れないだろ
う。ホストファミリーの元に滞在して
いた、学校が始まる前の１か月は自分
にとってとても重要だった。毎日朝起
きて、ルーティン、コースに通う、世
界からの同級生との共同生活、－ど
れも全て、すばらしい贈り物。
ルカ　留学準備コース
– 参加者の体験談はホームページ
にて！

詳しくは: www.carl-duisberg-doitsugo-kouza.com   +49 (0)7732/9201-0

コース詳細

開講時期
•  通年
•  期間： 学習歴により異なる

１週間の授業内容
•  ドイツ語授業（４５分×週２４回）
•  ワークショップ（週２時限）
•  Lernstudioでのチューター指導つき自習プ
  ログラム
•  Lernstudioでの無制限にアクセス可能なデ
  ジタル学習
•  英語ミニグループレッスン（週４時限）
•  数学・自然科学グループレッスン（B1レベル
  以上、週2時限）

含まれるサービス
•  授業内容は上記のとおり
•  各レベル毎に成績レポート
•  厳選されたドイツ人のホストファミリー宅に
  宿泊１人部屋または２人部屋（ベッド２台）
•  ３食つき、休憩時間の飲み物
•  近距離公共交通機関チケット
•  総合保険パッケージ（疾病、事故、
  自賠責保険）
•  学校外のサポート（例）診療予約



カール・デュイスベルク・センターでドイツ語を勉強しよう

大人のためのドイツ語コース
大学進学、キャリアアップに関わらず、カール・デュイス
ベルク・センターは、あなたがドイツ国内で質の高い語
学コースを受けるための信頼できるパートナーになりま
す。経験豊富なアドバイザーと講師の総合的なケアによ
り、理想的な学習環境が可能となります。それが、あな
たの学習目標の達成とキャリアアップにつながります。

•  ドイツ語集中コース
•  ドイツ語個人レッスン
•  ドイツ語検定試験と試験準備コース
•  カウンセリングと大学紹介サービス、進学準備コース

cdc.de

2020

お申し込み
カール・デュイスベルク・センター・ラドルフツェル校
Carl Duisberg Centrum Radolfzell
Fuerstenbergstrasse 1 • 78315 Radolfzell • Tel. +49 (0)7732/9201-0 • Fax +49 (0)7732/9201-92 • radolfzell@cdc.de

カール・デュイスベルク・センター 
International Sales • Hansaring 49–51 • 50670 ケルン • ドイツ
Tel. +49 (0)221/16 26-269 • Fax -337
internationalsales@cdc.de • www.carl-duisberg-doitsugo-kouza.com 

Follow Us!

写真提供: Fotolia, Thekla Ehling, Stanko Petek, Eva Olbricht, Corbis, Paul Hoffmann 

下記ホームページでは、参加者の体験談、コースや開講地に関する詳細情報、一般受講条件についてそ
の他の言語でもご案内しています: 

www.carl-duisberg-doitsugo-kouza.com 


