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Kurse August 2021

2021 年 8 月の講座の講座 座講座

コロナウイルスについてについて

コロナウイルスについて感染 大 策として、弊校ではスカイプによるオンラインレッスンを行っておりとして、弊校ではスカイプによるオンラインレッスンを行っており弊校ではスカイプによるオンラインレッスンを行っておりではスカイプによるオンラインレッスンを行っておりスについてカイプによるオンラインレッスンを行っておりによるオンラインレッスンを行っておりオンラインレッスについてンを行っており行っておりっており拡大対策として、弊校ではスカイプによるオンラインレッスンを行っており 対策として、弊校ではスカイプによるオンラインレッスンを行っており
ます。お近くにお住まいの方やお車でお越しになれる方は、引き続き学校で直接授業に参加いたくにお住まいの方やお車でお越しになれる方は、引き続き学校で直接授業に参加いたまいの講座方やお車でお越しになれる方は、引き続き学校で直接授業に参加いたやお でお越しになれる方は、引き続き学校で直接授業に参加いたしになれるオンラインレッスンを行っており方やお車でお越しになれる方は、引き続き学校で直接授業に参加いたはスカイプによるオンラインレッスンを行っており、弊校ではスカイプによるオンラインレッスンを行っており引き続き学校で直接授業に参加いたき続き学校で直接授業に参加いた き続き学校で直接授業に参加いた学校ではスカイプによるオンラインレッスンを行っておりで直接授 に参加いたいた車でお越しになれる方は、引き続き学校で直接授業に参加いた 続き学校で直接授業に参加いた 業に参加いた
だくことが可能です。首都圏にお住まいではない方につきましては、事態収束後もオンラインで可能です。首都圏にお住まいではない方につきましては、事態収束後もオンラインでです。首都 にお住まいの方やお車でお越しになれる方は、引き続き学校で直接授業に参加いたまいではスカイプによるオンラインレッスンを行っておりない方やお車でお越しになれる方は、引き続き学校で直接授業に参加いたにつき続き学校で直接授業に参加いたましてはスカイプによるオンラインレッスンを行っており、弊校ではスカイプによるオンラインレッスンを行っており事 束後もオンラインでもオンラインでオンラインで圏にお住まいではない方につきましては、事態収束後もオンラインで 態収束後もオンラインで
授 に参加いたいただくことが可能です。首都圏にお住まいではない方につきましては、事態収束後もオンラインででき続き学校で直接授業に参加いたます。 についてはスカイプによるオンラインレッスンを行っておりお い合わせくださいませ。わせくださいませ。業に参加いた 詳細についてはお問い合わせくださいませ。 問い合わせくださいませ。

Corona – Virus

 Als Maßnahme zur Bekämpfung der Verbreitung des Corona – Virus können Sie an unseren 

Kursen auch online (mit Skype) teilnehmen. Wer in der Nähe wohnt oder selbst mit dem Auto 

kommt, kann gerne auch weiterhin direkt in der Schule am Unterricht teilnehmen. Für Personen, 

die nicht im Umkreis von Tokyo wohnen, wird auch danach die Möglichkeit bestehen, online am 

Präsenzunterricht teilzunehmen. Bitte kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen.



◆ レギュラ コ スについて ーコース ーコース A1.1
(Regul rer Kurs A1.1)ärer Kurs A1.1)
6 月の講座 21 日~9 月の講座 6 日、弊校ではスカイプによるオンラインレッスンを行っており月の講座曜日(8 月の講座 9 日休講座)、弊校ではスカイプによるオンラインレッスンを行っており18:30-21:00、弊校ではスカイプによるオンラインレッスンを行っており
受 生講座 : 4-8 名、弊校ではスカイプによるオンラインレッスンを行っておりD. Yamada/ (J. Kasai) 、弊校ではスカイプによるオンラインレッスンを行っており¥49,500 

◆ レギュラ コ スについて ーコース ーコース A1.2 またはスカイプによるオンラインレッスンを行っており A2.1
(Regul rer Kurs A1.2 oder A2.1)ärer Kurs A1.1)
8 月の講座 2 日〜10 月の講座 4 日(8 月の講座 9 日, 9 月の講座 20 日, 9 月の講座 23 日休講座)、弊校ではスカイプによるオンラインレッスンを行っており月の講座曜日・木曜日、弊校ではスカイプによるオンラインレッスンを行っており
9:30-12:45、弊校ではスカイプによるオンラインレッスンを行っており受 生講座 : 4-8 名、弊校ではスカイプによるオンラインレッスンを行っており¥96,000

※スについてピ ドコ スについてもオンラインで可能です。首都圏にお住まいではない方につきましては、事態収束後もオンラインでですーコース ーコース / auch als Speed-Kurs m glichöglich
8 月の講座 2 日~*9 月の講座 9 日(8 月の講座 9 日休講座) 、弊校ではスカイプによるオンラインレッスンを行っており月の講座曜日・木曜日、弊校ではスカイプによるオンラインレッスンを行っており
9:30-12:00/ 13:00-15:30、弊校ではスカイプによるオンラインレッスンを行っており受 生講座 : 4-8 名、弊校ではスカイプによるオンラインレッスンを行っており¥96,000
 ( *9 月の講座 9 日 9:30-12:00)

◆ A1　会 ・ 音　話・発音　 発音　
(Konversation/ Aussprache)
     8 月の講座 4 日~8 月の講座 25 日、弊校ではスカイプによるオンラインレッスンを行っており水曜日、弊校ではスカイプによるオンラインレッスンを行っており10:00-12:30、弊校ではスカイプによるオンラインレッスンを行っており受 生講座 : 4-8 名 、弊校ではスカイプによるオンラインレッスンを行っておりJ. Kasai、弊校ではスカイプによるオンラインレッスンを行っており¥19,800

◆ A2　会 ・ 音話・発音　 発音　
 (Konversation/ Aussprache)
     8 月の講座 3 日〜8 月の講座 24 日、弊校ではスカイプによるオンラインレッスンを行っており火曜日、弊校ではスカイプによるオンラインレッスンを行っており14:00-16:30、弊校ではスカイプによるオンラインレッスンを行っており受 生講座 : 4-8 名 、弊校ではスカイプによるオンラインレッスンを行っておりJ. Kasai、弊校ではスカイプによるオンラインレッスンを行っており ￥19,800

◆ A2　文法
     8 月の講座 4 日~8 月の講座 25 日、弊校ではスカイプによるオンラインレッスンを行っており水曜日、弊校ではスカイプによるオンラインレッスンを行っており14:30-16:00、弊校ではスカイプによるオンラインレッスンを行っており受 生講座 : 4-8 名 、弊校ではスカイプによるオンラインレッスンを行っておりJ. Kasai、弊校ではスカイプによるオンラインレッスンを行っており ￥13,200

◆ B1　会 ・ 音話・発音　 発音　
 ( Konversation/ Aussprache)
    8 月の講座 3 日〜8 月の講座 24 日、弊校ではスカイプによるオンラインレッスンを行っており火曜日、弊校ではスカイプによるオンラインレッスンを行っており10:00-12:30、弊校ではスカイプによるオンラインレッスンを行っており受 生講座 : 4-8 名 、弊校ではスカイプによるオンラインレッスンを行っておりJ. Kasai、弊校ではスカイプによるオンラインレッスンを行っており￥19,800

◆ B2　 き続き学校で直接授業に参加いた書き
 ( Schreiben )
 　8 月の講座 1 日〜8 月の講座 29 日(8 月の講座 15 日休講座)、弊校ではスカイプによるオンラインレッスンを行っており日曜日、弊校ではスカイプによるオンラインレッスンを行っており14:00-16:30、弊校ではスカイプによるオンラインレッスンを行っており受 生講座 : 4-8 名 、弊校ではスカイプによるオンラインレッスンを行っておりJ. Kasai、弊校ではスカイプによるオンラインレッスンを行っており
￥19,800

◆ ゲ テ・ドイツ語試験準備コース コ スについてーコース 語試験準備コース ーコース /Prüfungsvorbereitungskurs
    B1   8 月の講座 1 日〜8 月の講座 29 日(8 月の講座 15 日休講座)、弊校ではスカイプによるオンラインレッスンを行っており日曜日、弊校ではスカイプによるオンラインレッスンを行っており9:30-12:45、弊校ではスカイプによるオンラインレッスンを行っており受 生講座 : 4-8 名 、弊校ではスカイプによるオンラインレッスンを行っており
J. Kasai、弊校ではスカイプによるオンラインレッスンを行っており￥26,400
  
   
Die Deutschschule ドイツ語試験準備コース 学校ではスカイプによるオンラインレッスンを行っており語
Deutsch bei Rosi Böhler & Team
107-0052　東京都港区 7-5-39 Bond Place Akasaka 1F

レギュラ コ スについて ーコース ーコース / Reguläre Kurse

ミニコ スについてーコース / Minikurse

コ スについて試験準備コース ーコース / Prüfungsvorbereitungskurs



電話番号 03 3588 0577

www.diedeutschschule.jp、弊校ではスカイプによるオンラインレッスンを行っておりinfo@diedeutschschule.jp


