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ゲーテ・ドイツ語検定試験
2021年 4月— 9月（東京会場）

GOETHE-ZERTIFIKATE
WELTWEIT ANERKANNTE ZERTIFIZIERUNGEN

世界で通用するゲーテ・インスティトゥートの
ドイツ語検定試験

Sprache. Kultur. Deutschland.

TERMINE APRIL - SEPTEMBER 2021
2021年4月-9月 試験日程・申込期間（東京会場）
Prüfung

A2

A1

試験名

Goethe-Zertifikat A1:
Start Deutsch 1
スタート・ドイツ語1

Goethe-Zertifikat A2

ゲーテ・ドイツ語検定試験A2

Goethe-Zertifikat B1

Kapazität Einschreibung

（注1）

定員

Empfohlene
Unterrichtszeit

申込期間

受講時間の目安
1時限＝45分）

2021年5月13日(木)
2021年6月9日(水)
2021年7月9日(金)
2021年9月16日(木)

40名
40名
40名
40名

2021年3月22日(月)-4月16日(金)
2021年4月19日(月)-5月14日(金)
2021年5月17日(月)-6月4日(金)
2021年7月26日(月)-8月20日(金)

80～200時限

2021年5月11日(火)
2021年6月9日(水)
2021年7月9日(金)
2021年9月17日(金)

40名
40名
40名
40名

2021年3月22日(月)-4月16日(金)
2021年4月19日(月)-5月14日(金)
2021年5月17日(月)-6月4日(金)
2021年7月26日(月)-8月20日(金)

200～350時限

2021年5月14日(金)
2021年7月3日(土)

40名
40名

2021年3月22日(月)-4月16日(金)
2021年5月17日(月)-6月4日(金)

350～650時限

2021年4月14日(水)
2021年6月7日(月)
2021年9月18日(土)

24名
24名
40名

2021年2月22日(月)-3月19日(金)
2021年4月19日(月)-5月14日(金)
2021年7月26日(月)-8月20日(金)

350～650時限

2021年5月12日(水)
2021年7月4日(日)

40名
40名

2021年3月22日(月)-4月16日(金)
2021年5月17日(月)-6月4日(金)

600～800時限

2021年4月13日(火)
2021年6月8日(火)
2021年9月19日(日)

24名
24名
40名

2021年2月22日(月)-3月19日(金)
2021年4月19日(月)-5月14日(金)
2021年7月26日(月)-8月20日(金)

600～800時限

2021年4月20日(火)
2021年9月9日(木)

24名
24名

2021年2月23日(火)より
2021年7月15日(木)より

700～1000時限

2021年6月5日(土)
2021年9月15日(水)

40名
40名

2021年4月19日(月)-5月14日(金)
2021年7月26日(月)-8月20日(金)

800～1000時限

2021年9月14日(火)

40名

2021年7月26日(月)-8月20日(金)

1000時限以上

B1

ゲーテ・ドイツ語検定試験B1

Schriftlich+
Mündlich
筆記試験+口頭試験

Goethe-Zertifikat B1
digital（注2）

ゲーテ・ドイツ語検定試験B1
デジタル版

B2

Goethe-Zertifikat B2

ゲーテ・ドイツ語検定試験B2

Goethe-Zertifikat B2
digital（注2）

C2

C1

B2-C1

ゲーテ・ドイツ語検定試験B2
デジタル版

TestDaF

テストダフ ペーパー版

Goethe-Zertifikat C1

ゲーテ・ドイツ語検定試験C1

Goethe-Zertifikat C2:
Großes Deutsches
Sprachdiplom

ゲーテ・ドイツ語検定試験C2:
ドイツ語大ディプロム試験

（注1）定員：各試験日程に定員が設定されていますので、
お早めにお申込みください。
特にB1試験は受験希望者が多いので初日の申込をお勧めします。

（注2）デジタル版B1・B2試験：ゲーテ・インスティトゥート東京が準備したノートパソコンを使って解答します。
（ドイツ語のキーボード配列になりますので、
ご注意ください。
）
会場は港区赤坂のゲーテ・インスティトゥート東京となります。
試験時間、出題形式および合格証の効力は従来のペーパー版のB1・B2試験と同じです。
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PREISE APRIL - SEPTEMBER 2021
2021年4月-9月 受験料（東京会場）
Prüfung

C1

B2-C1

B2

B1

A2

A1

試験名

Goethe-Zertifikat A1:
Start Deutsch 1
スタート・ドイツ語1

Goethe-Zertifikat A2

ゲーテ・ドイツ語検定試験A2

Preise für Externe

9,000円

12,000円

受験料（ゲーテ語学コース受講生*）

10,000円

部分再受験（注1）

筆記試験/口頭試験 7,000円

15,000円

受験料（外部受験者）

13,000円

部分再受験（注1）

筆記試験/口頭試験 9,000円

18,000円

Goethe-Zertifikat B1
(papierbasiert / digital）
ゲーテ・ドイツ語検定試験B1

モジュール別受験（注2）

Goethe-Zertifikat B2
(papierbasiert / digital）
ゲーテ・ドイツ語検定試験B2

モジュール別受験（注2）

モジュール別受験（注2）

195 €

195 €

21,000円

28,000円

筆記試験/口頭試験 15,000円

筆記試験/口頭試験 19,000円

（ペーパー版・デジタル版共通）

（ペーパー版・デジタル版共通）

TestDaF（注3）

各5,000円

18,000円

各6,000円

モジュール別受験（注2）
各6,000円

24000円

各8,000円

テストダフ ペーパー版

Goethe-Zertifikat C1

ゲーテ・ドイツ語検定試験C1

Goethe-Zertifikat C2: GDS

C2

Preise für Kursteilnehmer

ゲーテ・ドイツ語検定試験C2:

ドイツ語大ディプロム試験

部分再受験（注1）

27,000円

モジュール別受験（注2）
各9,000円

部分再受験（注1）

33,000円

モジュール別受験（注2）
各11,000円

* 語学コース受講生料金 : 試験日から遡って6ヶ月以内にゲーテ・インスティトゥート（国内・海外問わず）で受講されていた方。

（注1）Goethe-Zertifikat A2・Goethe-Zertifikat C1 部分再受験 : 筆記試験または口頭試験を1年以内に再受験する場合の受験料。

（注2）Goethe-Zertifikat B1・Goethe-Zertifikat B2・Goethe-Zertifikat C2 モジュール別受験 : Lesen, Hören, Schreiben, Sprechenの各モジュールを
個別に受験する場合の受験料。
1回目の受験からモジュール別に受験することも可。

（注3）TestDaF : お申込みはTestDaFホームページより各自でお申込みいただきます。www.testdaf.de

※キャンセルおよび変更について : 受験料をお支払いいただいた後は理由を問わず返金いたしかねます。
お支払いの前に、
今一度、
お申込みに
なられた試験日に実際に受験できるかお確かめの上、
お支払いください。
また、
お支払い後は試験日程の変更、別のレベルの試験への変更、
全モジュール受験からモジュール別受験への変更（またはその逆）、
および全部受験から部分再受験への変更（またはその逆）はできません。
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GOETHE-ZERTIFIKAT B1 DIGITAL

ゲーテ・ドイツ語検定試験B1デジタル版

GOETHE-ZERTIFIKAT B2 DIGITAL

ゲーテ・ドイツ語検定試験B2デジタル版

EINFACH UND
NUTZERFREUNDLICH
簡単で、
受験者に優しい

ゲーテ・ドイツ語検定試験のデジタル化が始まりました。2019年よりB2レベル、
そして2021年よりB1レ
ベルのゲーテ・ドイツ語検定試験において、
デジタル版の試験を実施しています。
そのメリットは：
// 最新のノートパソコンを使用し、スムーズな動作環境で受験者に優しい
// 確実で早い試験評価
// ほぼペーパーレスなので環境にも優しい

INDIVIDUAL UND
FLEXIBEL
個別に、
そして柔軟に
//
//
//
//
//
//
//

回答済みの課題と未回答の課題を一目で確認できる
試験の残り時間の表示
ヘッドフォンにより、各受験者に合った音量に調節可能
文字の大きさなど、画面表示の変更が可能
モジュール「書く」
では、自動的に文字数が計算される
テキスト作成が簡単
先進的で魅力的なデザイン

DAS BEDEUTET
DIGITAL

デジタル版の試験とは

デジタル版の試験は試験会場内の教室で行います。
試験内容は、従来のペーパー版と同じです。
モジュー
ル「読む」、
「書く」、
「聞く」は、ゲーテ・インスティトゥートのノートパソコンで行い、
ドイツ語のキーボードを
使用します。
モジュール「話す」は、従来通り、有資格者の試験官やゲーテ・インスティトゥートの講師によ
るペア試験になります。

SO EINFACH
GEHT DIGITAL

とても簡単。
デジタル版の試験

デジタル版の試験の紹介ビデオや練習問題は、以下のサイトでご覧いただけます。

www.goethe.de/b2digital

ご自宅や私どもの図書館で、ぜひご覧ください。

INFORMATION 各試験の特徴
MODULARE
PRÜFUNGEN

モジュール別受験

SD1
(A1）

部分再受験

不可

不可

不可

可
筆記または口頭の片方の
み合格点に達しなかった
場合、1年以内に(翌年の同
じ月に開催される試験ま
で）1度のみ再受験可。
再
受験は同一の試験会場で
受験する場合のみ可。
1回目の受験から筆記また
口頭のみを部分的に受験
することはできません。
(注1）

A2
C1

可

B1
B2
C2

TEILWIEDERHOLUNG

Lesen, Hören,
Schreiben,
Sprechenの4つ

のモジュールを個
別に受けることが
できます。
1回目の
受験からモジュー
ル別に受けること
ができます。

BESTEHENSGRENZE
合格点

筆記・口頭合わせて60％
以上(100点満点中60点
以上）の得点で合格。
筆記
と口頭の得点の割合は問
いません。

筆記・口頭ともに得点がそ
れぞれ60％（筆記45点・
口頭15点）を超えると合
格。
どちらか一方が60％
未満の場合、全体で不合
格の扱いとなります。

ZEUGNIS
合格証

合格時に1枚の合格証が
発行されます。

最終的に筆記・口頭とも
に60％以上得点できた時
点で1枚の合格証が発行
されます。
口頭または筆記
試験のどちらかが部分的
に合格点に達しているだ
けでは合格証は発行され
ません。

各モジュール60％以上
それぞれのモジュールに
(100点満点中60点以上） 個別の合格証が発行され
ます。
の得点で合格。
1度の受験で4モジュ
最終的に Lesen, Hören, ールすべてに合格した場
ールのうち、不合格だった
ものだけを次に受け直し、 Schreiben, Sprechen
合は1枚にまとまった合格
最終的に4モジュールすべ の4つのモジュールすべて
証が発行されます。
(注2）
再受験ではなく、Lesen,

Hören, Schreiben,
Sprechenの4つのモジュ

ての合格を目指します。
最
初のモジュールに合格して
から次に受験するまでの
期間に制限はないので、自
分の受けたいタイミングで
受験可能。

に合格すると正式にその
レベルに合格したことに
なります。

（注1）部分再受験: A2・C1試験はモジュール試験ではないので、
「読む」
「聞く」
「書く」をそれぞれ単独で再受験することはできません。筆記試験の再受験とは、
「読む」
「聞く」
「書く」の3つのパートをすべて再受験することを意味します。
また、2つの別々の日程の全部受験の試験結果を混ぜて合格とすることはできません。

(例）最初に全部を受験し口頭のみ合格、次にもう一度全部を受験し今度は筆記のみ合格した場合。この場合、結果を混ぜて合格とすることはできません。再受験

はあくまで再受験として申込をする必要があります。

（注2）モジュール別合格証: B1、B2試験においては同一の試験会場で最初のモジュールに合格してから1年以内に4モジュールすべてに合格すると1枚にまとまった合

格証が発行されます。
B1、B2試験においてはペーパー版とデジタル版の試験結果を混ぜて1枚にまとまった合格証を発行することができます。C2試験は1度の受

験で4モジュールすべてに合格した場合のみ1枚にまとまった合格証が発行され、
それ以外は後から1枚にまとめることはできません。
4枚に分かれた合格証をお持

ちの場合は大学などに試験結果を提出される場合は4枚の合格証をすべて資格証明書として提出することになります。
1枚にまとまった合格証と4枚モジュール別
の合格証には証明力の違いはありません。

NIVEAUSTUFEN 受験レベルの確認方法

2ページの試験日程の表に記載されている合格に必要な「受講時間の目安」を参考に受験レベルを決定してください。ま
た、
ホームページ上で公開している練習問題を実際に解いてみてから、
受験レベルをお決めいただくことをお勧めいたし
ます。練習問題: ゲーテ・インスティトゥート東京トップページ www.goethe.de/tokyo → 東京でのドイツ語検定試験
→ 画面中央のメニューから希望の試験を選択 → 練習問題 こちらに練習問題が無料で公開されています。
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VORTEILE ゲーテ・ドイツ語検定試験のメリット
-CEFR（ヨーロッパ言語共通参照枠）に基づいた試験な

ので世界の多くの企業や教育機関から語学能力の資格
として認知されている。
- 多数の試験日程からご希望の試験日を選択可能。
- 大学を通した団体受験の割引制度あり。
- ヨーロッパにおける語学検定試験の品質基準の設定およ
び監査を担っているALTE (Association of Language
Testers in Europe/ ヨーロッパ語学検定協会）の厳し

い監査に合格し、A1-C2までのすべての試験において品
質を保証する
「Qマーク」の認定を受けている。
-モジュール式試験では Lesen 、Hören 、Schreiben 、
Sprechen の各モジュールに対して個別に合格証が
発行されるので目標を設定しやすい。
-ゲーテ・インスティトゥートの試験準備コースを受講する
ことにより、通常より割安のゲーテ受講生料金でお申
込み可能。

ANMELDUNG 検定試験申込方法
A. 事務時間内に語学部事務所にて直接お申込み
ゲーテ・インスティトゥート東京（港区・赤坂）語学部事務
時間内に直接お越しください。
尚、
お電話でのお申込みは受け付けておりません。
事務時間：
最新の事務時間はホームページでご確認ください。
事務所休業日：月曜・土曜・日曜・祝日

（ゴールデンウィーク）
4月29日（木）－ 5月5日（水）
（夏季休業期間）
8月7日（土）－ 8月15日（日）

お申込みの流れ

B. ウェブサイトでのお申込み

申込期間中にホームページにアクセスしていただきお申
込みください。
クレジットカードでの支払いが完了しました
らメールにて確認書が届きます。
確認書が届かない場合は
語学部事務所までご連絡ださい。
携帯電話のバーコードリーダーを使って

QRコードを読み取り申込サイトにアクセ

スしてください。
申込サイトへは以下の方法でもアクセス
できます : ゲーテ・インスティトゥート東京
トップページ www.goethe.de/tokyo
→ 東京でのドイツ語検定試験 → 希望の
試験名をクリック

受験レベルの確認
ゲーテ・ドイツ語検定試験では過去問題を公表していません。
https://www.goethe.de/ins/jp/ja/sta/tok/prf.html
にて公開している練習問題を実際に解いてみてから、受験レベルをお決めください。
また、ゲーテ・ドイツ語検定試験は全レベルにおいて、
ドイツ語の口頭試
験があります。
A1～C1のレベルでは他の受験者とドイツ語でディスカッ
ションします。
受験者同士のレベルがある程度近いことを前提に問題が
作られています。各試験の練習問題のサイトにて口頭試験の様子を映
像で公開していますので、受験するレベルで想定されている話し方のス
ピードなどをご確認ください。
尚、年齢制限はなく、どなたでもご受験い
ただけます。

ウェブサイトからのお申込み
QRコードを読み取り申込サイトにア
クセスしてください。ゲーテ・インス
ティトゥートの会員サービス MEIN
GOETHE.DE への登録が必要にな
ります。受験料はクレジットカード
（VISA/MASTER/
JCB)でのお支払いとなります。銀行振込でのお支払
いをご希望の場合は、事前にご相談ください。
クレジッ
トカード決済完了後、
メールにて確認書が届きます。
確認書が届かない場合は語学部事務所にご連絡く
ださい。

ご来館での申し込み
ゲーテ・インスティトゥート東京にご来館いただ
き直接申込書にご記入いただきます。受験料は
現金またはクレジットカード
（VISA/MASTER)
でのお支払いとなります。登録完了後その場で
確認書をお渡しします。

受験票は試験1-2週前にメールにて直接お送り
します。
郵送はいたしません。
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BITTE BEACHTEN 検定試験注意事項
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

8

試験会場はゲーテ・インスティトゥート東京です。
（東
京都港区赤坂7-5-56 ドイツ文化会館内）
語学コース受講生料金: 試験日から遡って6ヶ月以内
にゲーテ・インスティトゥート
（国内・海外問わず）で
受講されていた方は、受講生料金にてお申込みいた
だけます。
語学部事務所にて直接お申込みになられた方には
その場で確認書をお渡しいたします。
ホームページか
らお申込みになられた方には、
クレジットカードでの
支払いが完了しましたらメールにて確認書が届きま
す。
この申込み時にお渡しする確認書は受験票では
ありません。詳しい試験時間を記載した受験票は試
験日の1 ～ 2 週前にメールにてお送りいたします。試
験日当日は受験票を各自印刷してお持ちください。
口頭試験はお申込みの順に、早い時間帯に予約を入
れていきます。
早い回の口頭試験をご希望の場合はお
早めにお申し込みください。口頭試験時間の詳細は
受験票にてご案内いたします。
試験当日に時間が変更
になることもありますので予めご了承ください。
試験時間の詳細はホームページにて確認してくださ
い。筆記試験と口頭試験の間に長い待ち時間がある
ことがありますが、当日欠席者が出た場合などは口
頭試験の開始時刻が早い時間帯に繰り上がることも
ありますので、待ち時間に別の予定を入れないように
してください。
各試験ともに鉛筆は使用不可です。黒か青のボール
ペンで解答用紙にご記入いただきます。
消せるタイプ
のボールペンおよび修正液、修正テープは使用でき
ません。
作文の課題で訂正する際は、線を引いて横に
正しい回答を記入してください。
マークシートの回答
の訂正は試験官の指示に従ってください。
試験当日は受験者本人であることを証明する
「写真
付きの身分証明書」をご提示いただきます。
（運転免
許証・パスポート・写真付きの学生証など）
合否は試験からおよそ10 日～ 2 週間後に試験結果
検索サイトにてご確認いただけます。合格発表の日
時は改めて試験当日にご案内いたします。C2試験の
Schreibenのモジュールで「文学」のテーマを選択さ
れた方は採点をドイツで行うことから合格発表がお
よそ4～6週間後となります。
合格証の発行は、試験から約 3 週間後を予定してい
ます。
TestDaFの場合は試験後6～7週間後となりま
試験結果検索サイト
① ゲーテ・インスティトゥート東京トップページ
www.goethe.de/tokyoにアクセス
② 私たちの活動」の
「東京でのドイツ語検定試験」を
クリック
③ お問合せと詳細情報」ページ内の
「試験結果検索
サイト」をクリック

す。合格証はお申込みの際にご記入いただいたご住
所に発送いたします。
不合格の場合にはインターネッ
ト上で点数をご確認いただくのみとなりますが、
ご希
望の場合には、点数が印刷された点数表をお渡しし
ます。
10. 合格証は再発行できませんので大切に保管してくだ
さい。紛失された場合は、合格証の再発行はできま
せんが、受験後10年以内であれば、合格証に代わる
点数の記載された「受験証明書」を手数料 1,000 円
で発行いたします。
11. 合格証のコピー認証（Kopiebeglaubigung）が必
要な方は、
ドイツ大使館にて有料で認証を受けるこ
とができます。詳しくはドイツ大使館にお問い合わせ
ください。www.japan.diplo.de（ドイツ連邦共和
国大使館・領事課）
12. 受験料をお支払いいただいた後は理由を問わず返
金いたしかねます。
お支払いの前に、今一度、お申込
みになられた試験日に実際に受験できるかお確かめ
の上、お支払いください。
また、お支払い後は別の日
程への変更、別のレベルの試験への変更、全モジュ
ール受験からモジュール別受験への変更（またはそ
の逆）、および全部受験から部分再受験への変更（ま
たはその逆）はできません。

-新型コロナウイルス感染症への対応について-

試験はウイルス感染予防の措置を充分取った上で
実施しております。今後状況が変化し、政府や都の
要請等で急遽やむを得ず中止の措置を講じること
になった場合は、決定次第直ちに、もしくは、遅くと
も試験開始の48時間前までにその旨をお知らせい
たします。
試験開始の48時間前までに特にゲーテ・インスティ
トゥート東京から連絡がなければ、試験は予定通り
実施されるとご理解ください。
万が一中止となった場合は、
お支払いいただいた受
験料は、次回以降のゲーテ・インスティトゥート東京
での検定試験の受験料に充てさせていただきます。
試験が実施された場合で、受験者が自ら受験を辞
退する場合は受験料の払戻し並びに次回以降の試
験への振替はございません。

下記のアドレスからも直接アクセスできます。

https://awe.goethe.de/awe?INST=GI-Tokyo
Individual-Auskunft｣に、受験番号、生年月日

必ず半角で日、月、年の順。
数字の間は「．」
ピリオド）
を入力し
「Ergebnis」を押すとご覧いただけます。
例：27.06.1995）

PRÜFUNGSORT 試験会場

GOETHE-INSTITUT TOKYO ゲーテ・インスティトゥート東京
ANFAHRT アクセス
GOETHE-INSTITUT TOKYO

ゲーテ・インスティトゥート東京

107-0052

東京都港区赤坂 7-5-56 ドイツ文化会館 3階
ゲーテ・インスティトゥート東京 語学部
Tel: 03-3584-3267（語学部直通）

Fax: 03-3586-3069

最寄駅:
青山一丁目駅（地下鉄銀座線・半蔵門線・大江戸線）
4（北）出口より徒歩7分。

KONTAKT お問い合わせ

ゲーテ・インスティトゥート東京 語学部

事務時間:
最新の事務時間はホームページでご確認ください。
事務所休業日：月曜・土曜・日曜・祝日
（ゴールデンウィーク）
4月29日（木）－ 5月5日（水）
（夏季休業期間）
8月7日（土）－ 8月15日（日）

SPRACHKURSBÜRO
語学部事務所

107-0052

東京都港区赤坂7-5-56 ドイツ文化会館 3階
ゲーテ・インスティトゥート東京 語学部
Tel: 03-3584-3267 (語学部直通）

Fax: 03-3586-3069
pruefung-tokyo@goethe.de
www.goethe.de/tokyo

Goethe-Test PRO

はオンラインで行うビジネス
向けドイツ語試験です。
受験料：9.000円
日程はお問合せください。
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