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GoAcademy! Sprachcaffe

ゴーアカデミー！シュプラッハカフ
ェは、ヨーロッパにおける主要な
語学学校として25年以上の実績が
あり、デュッセルドルフでの個人・
法人向けの語学レッスンのご提
供、そして12カ国への語学留学の
手配もしております。当校は、市の
中心でありながらも静かで、旧市
街やライン川など街の顔ともいう
べき場所にもほど近いところにあ
り、モダンで明るく日が射す教室、E
ラーニングセンター、カフェテリア、
また無料のWi-Fiも備えておりま
す。さあ、わたしたちと一緒に、ドイ
ツ語を楽しく、そして効果的に勉強
しましょう。

GoAcademy! Sprachcaffe has 
been one of Europe’s leading lan-
guage schools for more than 25 
years. We not only offer langua-
ge courses to private individuals 
and companies in Düsseldorf, but 
we also arrange language study 
tours abroad in 12 different coun-
tries. Experience the languages 
of the world with us and enjoy 
learning efficiently while having 
fun! GoAcademy! Sprachcaffe 
Düsseldorf is located centrally in 
a quiet setting, close to the Old 
Town and the Rhine promenade. 
Our school is equipped with mo-
dern and brightly lit classrooms,  
reception, E-Learning Center, ca-
feteria and free Wi-Fi.
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コースと主なサービス内容：
•	 インテンシブコース（集中コー
ス）/マンツーマンコース/イブ
ニングコース/ワークショップ/人
材採用に関するトレーニング/
医師・看護師のためのコース/ド
イツ語の先生のためのトレーニ
ング
•	 資格を保有するネイティブ講師
のみによるレッスン

•	 TESTDAF/DSH/TELC,	 ZERTIFI-
KAT	 DEUTSCHの試験対策コー
ス

•	 TESTDAFを公式テストセンター
である当校にて受検

•	 UNIVERSITY	 PATHWAY	 大学入
学への準備に向けた、ビザ取得
や疑問点のサポートなど

•	 大学の選択や出願など、個人的
なご相談対応

•	 ACTIVITY	 PROGRAM	 授業後の
さまざまなイベント

 
 

WE OFFER YOU: 
•	 Intensive courses, one-to-one 

courses, evening classes, 
workshops, application trai-
ning, intensive German cour-
ses for doctors & nursing staff, 
Train the German Trainer

•	 Our teachers are qualified nati-
ve speakers

•	 Official TestDaF examination 
center

•	 German courses for exam pre-
paration in TestDaF/DSH/telc 
and Zertifikat Deutsch

•	 Examination at our TestDaF 
testing center

•	 University Pathway (assistance 
for visa requirements, personal 
guidance from enrolment to 
university)

•	 Personal support for selection 
and application at university

•	 Activity program in the after-
noon

WIR FREUEN UNS AUF SIE!
WE LOOK FORWARD TO 
MEETING YOU!
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イブニングコース EVENING CLASSES

週2回、夕方以降の時間帯に通うコ
ースです。
クラスは4～10人の小編成。期間
は、3、6、9ヶ月間からお選びいただ
けます。料金には、教材や修了証も
含まれます。

Regular courses that run conti-
nuously	 for	 several	 months	 –	 a	
highly effective way of learning a 
language. Small groups with 4 to 
10 students. This class runs for 3, 
6 or 9 months. Class material and 
certificate are included.

レベル  / LEVEL

A0 ビギナーレベル		
Absolute beginner

A1 基礎レベル	
Elementary Level/
Advanced beginnersA2

B1 中級
Lower intermediate

B2 中上級
Upper intermediate

C1 上級
Advanced

ビジネス ビジネスレベル
Business
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時間割：	
月16レッスン
TIMETABLE:
16 LESSONS PER MONTH

1日2レッスンを週2回　
Twice a week 2 tuition hours.

月・水、または火・木
17:30	-	19:00
19:00	-	20:30
20:30	-	22:00
の時間帯のいずれか

Mon, Wed or Tue, Thu
5:30 pm - 7:00 pm,
7:00 pm - 8:30 pm or
8:30 pm  - 10:00 pm

コースの期間 
COURSE DURATION

料金/月
PRICE/€ PER MONTH

3	ヶ月 / months  150 

6	ヶ月 / months  130 

9	ヶ月 / months  120 



月～金曜日、週5回の集中コースで
す。9:00-12:15の4レッスン、または
9:00-14:00の6レッスンをお選びい
ただけます（1レッスン45分）。1ク
ラスは6～12人まで。１週間単位で
授業の内容を構成しており、新た
に入校される方は毎週月曜日から
ご参加いただけます。レッスンが
午後に行われる場合もあります。

It is possible to join one of our 
small group intensive courses
with 6 to 12 students every 
Monday. You can book a stan-
dard-intensive course with 4 cour-
se hours (45 minutes each) from 
9:00 am to 12:15 pm or an inten-
sive course with 6 course hours 
from 9:00 am to 2:00 pm with 6 
lessons per day. (lessons may take 

place in the afternoon).

インテンシブコース INTENSIVE COURSES

2017年は以下の日程が祝日のため、当校もお休みです。/ The school will be closed on the follo-
wing public holidays 2017: 14.04., 17.04., 01.05., 25.05., 05.06., 15.06., 03.10., 31.10., 
01.11., from 23.12.2017 to 06.01.2018

授業料 / TUITION FEE 

週あたりの授業料	+	登録料60ユーロ
Prices per week in EUR + Registration fee: 60 €

1～8週間	/	
 weeks

9週目以降
from the 9th week

スタンダードコース/ Standard Course 
週20レッスン、1クラス最大12人
20 lessons per week/ max. 12 students per class

130 ユーロ/ €
 

  
 

110 ユーロ/ €
 

インテンシブコース/ Intensive Course 
週30レッスン、1クラス最大12人 
30 lessons per week max. 12 students per class

190 ユーロ/ €
 

 160 ユーロ/ €
 

2017年6月18日～8月26日はハイシーズン料金で、１週間につき＋20ユーロとなります。 
In the time from 18/06 - 26/08/17 there is a weekly surcharge of 20 €.

JANUARY 17 FEBRUARY 17 MARCH 17 APRIL 17 MAY 17 JUNE  17

09 16 23 30 06 13 20 27 06 13 20 27 03 10 24 02 08 15 22 29 06 12 19 26

JULY 17 AUGUST 17 SEPTEMBER 17 OCTOBER 17 NOVEMBER 17 DECEMBER 17

03 10 17 24 31 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18

2017年のコース開始日 / Course starting dates 2017
まったく初めての方向けのコースの開始日は青色	/Suitable dates for complete beginners = purple

宿泊施設につきましては1 5ページを	
ご覧ください。

You need accommodation? 
More information on page 15.
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ZERTIFIKAT	DEUTSCH	
The	 European	 Language	 Certifi-
cate	 (telc)という機関が提供する
Zertifikat	 Deutschは、日常生活や
ビジネスにおいて基本的なドイツ
語が話せることを証明するテスト
です。	 語学能力証明として国際的
に広く認知され、	 信頼されている
検定です。	 なおドイツの市民権取
得には同テストへの合格が必須条
件となります。

ZERTIFIKAT DEUTSCH
„Zertifikat	 Deutsch“	 proves	 that	
one has the basic knowledge of 
the German language which en-
ables one to cope with everyday 
situations, as well as circumstan-
ces dealing with the professional 
world.

The European Language Certifica-
te (telc) is internationally known 
and extremely reputable. Appli-
cants have to pass the B1 certi-
fication	 examination	 „Zertifikat	
Deutsch“	(telc	B1)	in	order	to	ob-
tain German citizenship.

DEUTSCH telc GERMAN telc
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DEUTSCH telc GERMAN telc

試験 試験日 受験料
EXAM EXAM DATE EXAM PRICE IN €

A1 03.02.17 50 

A1 05.05.17 50 

A1 11.08.17 50 

A1 03.11.17 50 

A2 10.02.17 90 

A2 26.05.17 90 

A2 18.08.17 90 

A2 10.11.17 90 

B1 Zertifikat Deutsch  20.01.17 110

B1 Zertifikat Deutsch 10.03.17 110

B1 Zertifikat Deutsch 19.05.17 110

B1 Zertifikat Deutsch 30.06.17 110

B1 Zertifikat Deutsch 04.08.17 110

B1 Zertifikat Deutsch 13.10.17 110

B1 Zertifikat Deutsch 01.12.17 110

B1 + Beruf auf Anfrage / on request 110 

B2 17.02.17 130 

B2 02.06.17 130 

B2 01.09.17 130 

B2 08.12.17 130 

C1 auf Anfrage / on request 150 

C1 Hochschule 24.02.17 150 

C1 Hochschule 12.05.17 150 

C1 Hochschule 23.06.17 150 

C1 Hochschule 28.07.17 150 

C1 Hochschule 29.09.17 150

C1 Hochschule 24.11.17 150

telc	試験	 / telc EXAMS

検定日程	 EXAM DATES

B1	 Zertifikat	 DeutschとC1	 Hoch-
schuleの検定直前の週に、１週間
の対策コースがございます。	 ご希
望の際は、	検定日1ヶ月前までにお
申し込みください。	

B1	Zertifikat	Deutsch
直前対策コース（希望者のみ）
16レッスン/	90ユーロ	

C1	Hochschule直前対策コース	
（受検者は参加必須）
20レッスン/	140ユーロ

For the B1 Zertifikat Deutsch 
exam and for the C1 Hochschule 
exam we offer preparation cour-
ses that take place in the same 
week as the exam. Students 
must be registered 1 month befo-
re the exam.

Preparation B1 Zertifikat Deutsch 
(optional) / 16 lessons / 90 €
 
Preparation C1 Hochschule  
(obligatory) / 20 lessons / 140 €
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TestDaF	-	コース TestDaF - COURSE

TestDaFとは、ドイツの大学入学の
際に、	語学力の証明に必要なテス
トです。	当校はTestDaFの公式テ
ストセンターとして認可を受けて
おり、	専用の対策コースもござい
ます。	コースは年に数回、	決まっ
た時期に開催されます。	期間は３
週間で、	40または60レッスンをお
選びいただけます。	マンツーマン
も可能です。	同テストを受検希望
でB2レベル以下の方は、	追加の
集中コースを受講いただくことも
可能です。

*通常、	同コースは6～12名を目安として
おり、	生徒が6人未満の場合は、	授業時
間を短縮の上、	開催いたします。

TestDaF is an obligatory test as 
proof of sufficient German langua-
ge skills for university enrolment. 
If you are considering to study in 
Germany you can take this exam 
at our licensed GoAcademy! Test-
DaF center. Our 3 week prepara-
tion courses take place several 
times a year, consist of 40 or 60 
lessons and will get you ready for 
your exam. The exam preparation 
is also available as a one-to-one 
class. If you have not completed 
the B2 level before the start of 
your TestDaF preparation course 
you can book additional German 
intensive classes. 

* If there are less than 6 students we 
reserve the right to adapt the lessons 
to the number of students.
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TestDaF	-	コース TestDaF - COURSE

TestDaF

検定日程
EXAM DATE

午後コース	
（60レッスン）
Afternoon Course 
(60 lessons)   
 
月～金曜日５日間	
Mon - Fri 
14:15-17:30h

夜コース		
（40レッスン) 　 
Evening Course 
(40 lessons)   
 
月、	水曜日		
Mon + Wed  
17:30-20:30h                       
+ 土曜日 / Sat 
9:00-13:00h 

申込締切日	
REGISTER BY

14.02.17 23.01. - 11.02.17 23.01. - 10.02.17 17.01.17

26.04.17 30.03. - 21.04.17 29.03. - 22.04.17 29.03.17

14.06.17 18.05. - 09.06.17 17.05. - 10.06.17 17.05.17

19.07.17 26.06. - 14.07.17 26.06. - 15.07.17 21.06.17

20.09.17 28.08.. - 15.09.17 28.08. - 16.09.17 23.08.17

16.11.17 23.10. - 14.11.17 23.10. - 13.11.17 19.10.17

 +試験料/ Exam fee  

175 €
料金  / Price 

480 €
料金  / Price 

 340 €

max.15 students per class, Reserved place for TestDaF Exam

1クラス最大15名。	当校では受検申込手続も一括で行いますので、	
安心して学習に集中いただけます。	

含まれるもの	:
教材
テスト形式でのトレーニング
模擬テスト
検定のヒント
受検申込手続

INCLUDED:
Learning material
Exam format training
Mock test
TestDaF hints for exam
Reserved place for TestDaF Exam
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DSH
Deutsche Sprachprüfung für den 
Hochschulzugang

DSH	-	コース DSH - COURSE

3週間で大学でのDSH検定対策を
行います。	 マンツーマンでも受講
いただけます。

The DSH-standard course will pre-
pare you within 3 weeks for the 
DSH examination at the universi-
ty. We also offer this preparation 
course as one-to-one lessons.
    

DSH

検定対策コース
PREPARATION COURSE

申込締切日
REGISTER

検定日程
EXAM DATE

20.02. - 10.03.17  17.02.17 MARCH   

12.06. - 30.06.17 09.06.17 JULY 

14.08. - 01.09.17 11.08.17 SEPTEMBER

20 lessons per week, Price: 420 € +Registration fee: 60 € 
週20レッスン、	料金420ユーロ	＋登録料60ユーロ

ワークショップ

１回４時間、	 完結型のレッスンで
す。	 異文化間のコミュニケーショ
ン、	タブー、	アポ取り、	メール応対、	
難しいトピックでの応対、	採用面接
など、	毎回さまざまなテーマを取り
上げます。	 レッスンは英語・ドイツ
語で行います。	ドイツで働く上で役
に立つことを、	効率よく学んでおき
ましょう。

During the 4-hour workshop you 
learn the proper way to interact 
with German business partners. 
The topics include: Intercultural 
communication, taboo topics, 
handling appointments, respon-
ding to email correspondence, 
how to manage difficult topics 
and application training.

ワークショップ 日程  / DATE 時間 / TIME

ビジネスドイツ語		/ Business German                   料金は39ユーロから / Price from 39 €
B1-B2 水曜日 / Wed 15.02.17 18:00 - 21:15 / 6:00 pm - 9:15 pm

B1-B2 水曜日 / Wed  22.02.17 18:00 - 21:15 / 6:00 pm - 9:15 pm

B1-B2 土曜日 / Sat    04.11.17 10:00 - 13:15 / 10:00 am - 1:15 pm

A2-B1 水曜日 / Wed  06.05.17 10:00 - 13:15 / 10:00 am - 1:15 pm

A2-B1 水曜日 / Wed  14.06.17 18:00 - 21:15 / 6:00 pm - 09:15 pm

A2-B1 水曜日 / Wed  05.07.17 18:00 - 21:15 / 6:00 pm - 9:15 pm

B1-B2 
(Bewerbungstraining)

水曜日 / Wed  28.10.17 10:00 - 13:15 / 10:00 am - 1:15 pm

B1-B2 
(Bewerbungstraining)

水曜日 / Wed  22.11.17 18:00 - 21:15 / 6:00 pm - 9:15 pm
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受講料 /  
TUITION FEE

週あたりの料金＋申し込み料240
ユーロ  
Prices per week: 140 € 
+Registration Fee: 240 €
GoAcademy! / University Pathway
週25レッスン、	1クラス6～12人
コース料金：140ユーロ	/	12～48週間
（ドイツ語レベルや受験予定の大学
による）
25 lessons per week.  
6	–	12	students	per	class,	 
can be booked 12 - 48 weeks 
depending on level and studies

UNIVERSITY PATHWAY

ドイツの大学進学に向けて準
備しましょう。	こちらのコースに
は、	各大学が指定する試験（DSH/
TestDaF/telc）に合わせた対策（1
週間・20レッスン）、入学に向けた
ガイダンス	（5レッスン）を加えた
計25レッスン、	その他ビザ取得な
どのサポートが含まれます。	ドイ
ツ語レベルなどによっておすすめ
のプランをご提案いたしますので、	
まずはご相談ください。

  

Get prepared for university stu-
dies in Germany. This course in-
cludes German classes for exam 
preparation in DSH / TestDaF / 
telc according to university requi-
rements, counseling and support 
for enrollment at university, visa 
requirements and support in daily 
life situations. 20 lessons German 
preparation class + 5 lessons 
counseling and online training. 
Course duration according to Ger-
man knowledge and study requi-
rements. Get a quote!

支払方法やその他ご相談などは
お問い合わせください。

電話：+49(0)211/68	41	52
MAIL:	german@sprachcaffe-duesseldorf.de

日本語をご希望の方はこちら
MAIL:	japan@goacademy.de
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DOCTORS

ドイツ語レベルB2-C1の医師の方
のためのコースです。医療専門用
語、患者との会話、報告書作成、医
学史などに特化して学習します。医
師向けのtelcB2-C1の受検をもっ
てコース修了となります。ドイツで
の医師免許取得の準備にお役立て
ください。	

コース期間：
毎日14時15分～17時30分　
(2週間、計40レッスン)
日程：
2016年3月7日、6月13日、9月12日、
12月5日	
Telc試験日：
2016年3月24日、6月30日、9月29日、
12月22日
料金：	720	ユーロ	
試験料：	+60	ユーロ	
検定料：+150	ユーロ	
宿泊施設が必要な場合はご相談ください。

This course is formatted for 
doctors with a B2-C1 level of 
German. You will train medical 
vocabulary, doctor-patient consul-
tations,  taking medical histories 
as	well	as	writing	doctor’s	letters.	
This course is a preparation for 
the special examination of the 
Medical Chamber that is needed 
in order to obtain the recognition 
of the medical license in Germany. 
   
Course duration:
Daily from 2:15 pm - 5:30 pm  
(4 weeks, 80 lessons total)

Dates:
12.02.17/ 08.05.17/ 21.08.17/ 13.11.17

Official telc Exam Date: 
07.03.17/ 09.06.17/ 22.09.17/ 15.12.17

Price: 720 €  
Registration fee: +60 €
Exam fee: +150 € 
Accommodation on request

看護師向けのドイツ語 NURSING STAFF

B1-B2レベルのドイツ語力を持つ
看護師向けのコースです。おもに、	
臓器名や病名、	患者との会話、	看
護指示などに関するドイツ語を学
びます。看護師用telcB1-B2の受検
をもってコース修了となります。

コース期間:
毎日14時15分～17時30分　
(2週間、計40レッスン)
日程:
24.4.17/	09.10.17
Telc試験日:	
12.05.17/	27.10.17
受料金	:	350	ユーロ
試験料	:	+60	ユーロ
試験料	:	+110	ユーロ
宿泊施設が必要な場合はご相談ください。

This course is formatted for nur-
sing staff with knowledge B1-B2. 
Topics are: Medical vocabulary, 
communication with patients, 
care instructions. You can com-
plete the course with the Ger-
man telc B1-B2 Pflege for nursing 
staff.   
Course duration:
Daily from 2:15 pm - 5:30 pm  
(2 weeks, 40 lessons total)

Dates: 
24.04.17/ 09.10.17

Official telc Exam Date:
12.05.17/ 27.10.17

Price: 350 €  
Registration fee: +60 € 
Exam fee: +110 €
Accommodation on request

医師向けのドイツ語			
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ドイツ語の先生のためのトレーニング
1週間30レッスンの集中コースです。
•	 ドイツ語のブラッシュアップ（20
レッスン）
•	 音声・映像教材などの効果的な
活用法を含めた指導法の習得
および模擬授業（10レッスン）

•	 各国から集まる先生たちと、自
身の経験を情報交換

•	 カルチャープログラムを通して、
ドイツ語だけでなくドイツの雰
囲気も味わいましょう。 

TRAIN THE GERMAN TRAINER
In our 30-lesson intensive course 
German teachers
•	 improve their language skills 

(20 lessons)
•	 practice didactics as well 

as teaching methods incl. 
the use of multimedia tools  
(10 lessons)

•	 exchange experiences in 
an international group of  
teachers

•	 get a taste of Germany with our 
cultural program.   
    

DEUTSCHLEHRER / GERMAN TRAINER

日程 / DATE 料金 / PRICE IN €  時間 / TIME*

24.04. - 28.04.17 580

09:00 - 14:00
9:00 am - 2:00 pm 

 

04.09. - 15.09.17 1.120

06.11. - 10.11.17 580

Price incl. tuition, accommodation in a twin room (single room +60 €) and cultural 
program.
*lessons may take place in the afternoon

料金は、授業料、２人部屋の宿泊施設（１人部屋は＋60ユーロ）、カルチャープログラムを
含みます。
*レッスンは午後に行われる場合があります。

ドイツ語先生 GERMAN TRAINER
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ご自身の都合に合わせてレッスン
の日程や内容を組んでいただけ
ます。	試験、採用面接など、具体的
な目的に向かって最適な準備をし
ましょう。
1日あたり2、4、6レッスンを受講い
ただけます。	詳細はお問い合わせ
ください（問合せ先は11ページ）。

You decide the dates and cont-
ents of your lessons and you can
systematically prepare for parti-
cular situations such as examina-
tions or job interviews. 2, 4 or 6 
lessons daily, price on request.

ドイツ語学習を当校で開始され
るにあたって、ご自身のレベル
がわからない方は、事前にテス
トを受けていただけます。料金
は無料です。当校にお越しいた
だくか（事前予約不要）、オンラ
インでも受けることができます。	
www.sprachcaffe-duesseldorf.de

Beginner? Advanced? To ensure 
that our courses cater to each 
student´s individual language 
needs, we ask each course par-
ticipant to first complete a place-
ment test. Simply visit us here 
at GoAcademy! Sprachcaffe and 
test your language knowledge 
free of charge and without ob-
ligation. If you prefer, you can 
complete the test online at:  
www.sprachcaffe-duesseldorf.de

レベルチェックテスト PLACEMENT TEST

マンツーマンコース ONE-TO-ONE COURSE
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アパートメントでは、	1人部屋
（SGL）、2人部屋（TWN）の2タイプ
があり、いずれもバスルームとキ
ッチンは、	他の生徒の皆さんと共
有です。	ホームステイをご希望の
場合は、1人部屋・朝食つき（B&B）、	
または1人部屋・朝・夕食つき（HB）
のいずれかをお選びいただけま
す。	ホテルをご希望の際は別途お
問い合わせください。			

Students can book single rooms 
(SGL) or twin rooms (TWN) in 
our apartments where they share 
a bathroom and a fully equipped 
kitchen. Accommodation with 
host families can take the form of 
either single room with breakfast 
(B&B) or half board (HB). Hotel on 
request. 

宿泊施設のご案内 ACCOMMODATION

宿泊施設のご案内 / ACCOMMODATION

日曜到着、	月曜授業開始、	土曜出発
Arrival Sun, courses start Mon, departure Sat

料金/週＋手配料80ユーロ
Prices in EUR per week +Placement fee: 80 € 
(applies every 12 months)

スタンダードツインアパート
Standard Apartment

DZ
TWN 120 ユーロ    

スタンダードシングルアパート
Standard Apartment

EZ
SGL 160 ユーロ

コンフォートツインアパート
Comfort Apartment

DZ
TWN 150 ユーロ 

コンフォートシングルアパート
Comfort Apartment

EZ
SGL 190 ユーロ

ホームステイ	B&B　
Family (B&B)

EZ
SGL 230 ユーロ

ホームステイ	HB　
Family (Half Board)

EZ
SGL 270 ユーロ

2017年6月18日～8月26日はハイシーズン料金で、１週間につき＋30ユーロ
となります。
In the time from 18/06 - 26/08/17 there is a weekly surcharge of 30 €.



GoAcademy! Sprachcaffe Düsseldorf
Grafenberger Allee 78-80

40237 Düsseldorf
Tel.: +49 (0) 211 - 68 41 52
Fax: +49 (0) 211 - 68 44 32

german@sprachcaffe-duesseldorf.de
www.goacademy.de

www.sprachcaffe-duesseldorf.de

Follow us!

D Ü S S E L D O R F

ベルリン、パリ、アムステルダム
にも行ってみましょう。

*

ドイツの西側にある隣国の首都には、	
デュッセルドルフから車でわずか数時間。	
また飛行機を使えば、週末旅行でほとんどす
べての欧州諸国に訪れることもできます。


