
イタリア語夏期集中講座

2019.8.6(火)～8.18(日)



ご自身のレベルが分からない場合は、下記レベル表をご参考ください。
無料のレベルチェックも行っておりますのでご相談ください。
WEBレベルチェック ▶ https://nichii-gakuin.com/lesson/level_check/

日程 日伊学院クラス目安 イタリア語検定

入門 I01-I02
5級

初級 I03-I04

中級
I05-I08 4級

I09-I16 3級

準2級
上級

I17-I20
I21-I24 2級

最上級 IPA
Post-Avanzato 1級

お申込み方法

■お申込み
お申込みは、Webサイト・電話・メールで承ります。

● Web www.nichii-gakuin.com ● 電話 03-3477-0615
● メール nici@nichii-gakuin.com ● 当校受付

ご自身のレベルが分からない場合は、左ページのレベル表をご参考ください。

■申込締切
・各講座開始日の3日前 午前10:00
※定員に空きがある場合、締切以降でも申込みを承ります。

■お支払方法
銀行振込または直接学校の受付にて現金、金融機関のキャッシュカードでのデビット払いで納
入していただけます。銀行振込手数料はご負担ください。

お振込み先　口座名 「カ）シブガイ」

● みずほ銀行　 渋谷中央支店　普通1971456
● 三菱東京ＵＦＪ銀行 渋谷明治通支店　普通0453153
● ゆうちょ銀行 [ゆうちょ銀行から]10070-74566011　　　　
 [他銀行から]　支店名００八（ゼロゼロハチ）普通7456601

※レッスンは申込み人数によって不成立となる場合があります。
※申込締切日がキャンセル締切日となります。申込締切以降にレッスンをキャンセルした場合、お支払
済の受講の返金はいたしかねます。また、未払いの場合でも受講料を全額お支払い頂きます。

レベルチェック

1回完結の講座から、5日間集中講座まで。

目的やレベルに合わせて選べる講座を多数ご用意しました。

イタリア語がまったく初めての方にも参加していただける集中講座「イタリア語初めの一歩」や、

気軽に参加していただける１回完結のテーマ別講座など、

皆様の目的やレベルに合わせてご参加いただける講座をご用意しております。

定期的にスクールに通うのが難しい方、興味があるけれど入会を迷われている方、

この機会にイタリア語を始めてみませんか？夏期集中講座は入会金不要でご受講頂けます！

学習経験者の方は、集中講座で短期レベルアップ&苦手克服しましょう！

プライベートレッスンを普段よりお得に受講できるパック料金もご用意しております。

夏期集中で語学力アップ！



イタリア語を初めて学ぶ方におすすめの集中講座特別クラス。勉強したいけれど、いきなり普
通の授業に申し込むのは心配...という方でも安心してご参加いただける導入レッスンです。イ
タリア語に慣れることを目的に、8つのテーマを4日間で集中的に学びます。複数のネイティブ
講師が担当するので、まるで本当の旅さながら、いろいろなイタリア語を聞けるチャンスです！　

A日程
日程 時間 講座内容 講師

8/6(火) 10:00-12:00 L'alfabeto e le parole「アルファベットと単語」 Anna
13:00-15:00 Conoscersi 「自己紹介」 Alessio

8/7(水) 10:00-12:00 Al bar 「カフェで」 Anna
13:00-15:00 Comprare 「買い物」 Giovanni

8/8(木) 10:00-12:00 La mia giornata tipo「私の毎日」 Giovanni
13:00-15:00 Hobby-passatempi「趣味」 Alessio

8/9(金) 10:00-12:00 Le indicazioni stradali「道案内」 Anna
13:00-15:00 Viaggio「旅行会話」 Giovanni

B日程
日程 時間 講座内容 講師

8/13(火) 10:00-12:00 L'alfabeto e le parole「アルファベットと単語」 Anna
13:00-15:00 Conoscersi 「自己紹介」 Alessio

8/14(水) 10:00-12:00 Al bar 「カフェで」 Anna
13:00-15:00 Comprare 「買い物」 Felice

8/15(木) 10:00-12:00 La mia giornata tipo「私の毎日」 Felice
13:00-15:00 Hobby-passatempi「趣味」 Alessio

8/16(金) 10:00-12:00 Le indicazioni stradali「道案内」 Anna
13:00-15:00 Viaggio「旅行会話」 Felice

受講料 34,560円（教材費込）時間数 4h×4日 / 定員 2～8名 

イタリア語初めの一歩 入門

イタリア旅行はこれでバッチリ！CDを聞いたりロールプレイをしたりしながら、イタリアに
行った気分で、カフェや買い物、ホテル、駅、空港などで役立つ表現を覚えましょう。イタ
リア語学習を始めたばかりの方から初級までの方におすすめのコースです。(まったく初め
ての方は「初めの一歩」をご受講ください。)

日程 時間 講座内容 講師
8/12(月) 13:00-15:00 Al bar / Al ristorante「喫茶店・レストランで」

Anna
8/13(火) 13:00-15:00 Al cambio「両替店で」
8/14(水) 13:00-15:00 In albergo「ホテルで」
8/16(金) 13:00-15:00 Alla stazione / All'aeroporto「駅・空港で」

8/17(土) 13:00-15:00 Fare spese in un negozio di abbigliamento 
「洋服屋さんでショッピング 」

受講料 21,600円 + 教材費 1,000円 (L'italiano per il turismo (CD付き))

時間数 2h×5日 / 定員 2～8名

アカデミー賞3部門獲得したロベルト・ベニーニ監督の名作、"La vita è bella" (邦題：ライ
フ・イズ・ビューティフル、1997年)を鑑賞しながらイタリア語を学びましょう。毎回映画を
15～20分程度、字幕なしで観たあと、講師のオリジナル資料を使ってセリフを理解するた
めのアクティビティーを行います。「聞く」以外にも「読む・話す・書く」の練習もします。
レッスンで観た内容のまとめやコメントを書く宿題があります。

日程 時間 講師
8/14(水) 14:00-15:30

Massimiliano
8/15(木) 14:00-15:30

8/16(金) 14:00-15:30

8/17(土) 14:00-15:30

8/18(日) 14:00-15:30

受講料 16,200円  (教材費込) 
時間数 1.5h×5日 / 定員 2～8名

やさしいトラベルイタリア語

名作映画でイタリア語「ライフ・イズ・ビューティフル」
L'italiano con i capolavori del cinema

5日間
集中講座集中講座

Corsi intensivi

初級

上級

4日間
集中講座

5日間
集中講座

 読む  聴く  語彙強化ポイント！

聴く  読む  話す  書く強化ポイント！



イタリアは都市によってそれぞれ違った特色がありますよね。そんな魅力あふれるイタリア
の都市をたくさん知りたい方におすすめのレッスンです。Felice講師が考案したゲームを
一緒にやっていくうちに、いつの間にか様々な都市の特徴を知るイタリア通に！写真やビ
デオ、リスニングなどを取り入れた楽しいレッスンです。

日程 時間 講師

8/13(火) 13:00-14:30 Felice

受講料 3,240円 (教材費込)  

イタリア映画を観ながら文法の復習ができるレッス
ン。ストーリーや前 後 の 会 話も一 緒に頭に入るの
で、文法をより深く理解でき、語彙力やコミュニケー
ション能力も強化できます。毎回違う映画を取り上
げるので、1回ずつでも、連続でのご参加も可能。映
画史が専門のMassimiliano講師が担当します。

日程 時間 講座内容 講師

8/14(水) 10:30-12:30

Omicidio all'italiana 
 (イタリア的な殺人事件、日本未公開) 2017年
監督：マッチョ・カパトンダ
文法：単純未来、関係代名詞
マッチョ・カパトンダ 監督のナンセンス・コメディー。笑
いながら、現代イタリアの社会現象について話しましょ
う。

Massimiliano

8/15(木) 10:30-12:30

Siamo donne　(われら女性) 1953年
監督：複数監督 (オムニバス)
文法：近過去、半過去
ロベルト・ロッセリーニが監督したイングリッド・バーグ
マンのエピソードを観ます。大スターの日常をコメディー
タッチで描いた作品です。

8/16(金) 10:30-12:30

I vitelloni　(青春群像) 1953年
監督：フェデリコ・フェリーニ
文法：命令法
イタリアの田 舎 町 で暮らす5人の 若 者 の 姿 を描 いた作
品。カーニバルパーティのシーンを取り上げます。

8/17(土) 10:30-12:30

Pane e tulipani　(ベニスで恋して) 2000年
監督：シルヴィオ・ソルディーニ
文法：条件法現在
水の 都 、ヴェネツィアを舞 台にしたロマンチック・コメ
ディ。今年2月に亡くなった俳優、ブルーノ・ガンツが出演
しています。

8/18(日) 10:30-12:30

Diabolik　(黄金の眼) 1968年
監督：マリオ・バーヴァ
文法：人物描写、接続法現在
「イタリア映画の職 人 」と呼ばれたマリオ・バーヴァの
SFアクション作品。イタリアでは有名な原作漫画も取り
上げます。

受講料 4,320円 /回 (教材費込) 

もっと知りたい！イタリアの都市
Conosci le città italiane?

映画で復習！イタリア語文法
Ripassare la grammatica italiana con il cinemaテーマ別講座

Lezioni a tema

目的別、テーマ別に分かれた講座。イタリア語にさまざまな側面からアプローチす
るレッスンを通して、普段の学習とは一味違う発見や学習ができます。
1回から参加していただけます。複数受講ももちろん可能です。

● ネイティブ講師担当の講座はイタリア語で授業を行います。
● 1名から開講。各講座の定員は8名です。

初級～
中級

中級

   話す強化ポイント！

聴く  文法  話す  書く強化ポイント！



イタリアは自動車産業が盛んな国としても有名ですね。この講座ではフェラーリ、ランボ
ルギーニ、ランチア、マセラティを取り上げ、ドキュメンタリーを見ながら、それぞれのメー
カーの歴史を学びます。字幕を見ながら自然なイタリア語を聞けば、新しい単語もすいす
い覚えられますよ。(配布物なし・ノートをご持参ください) 

日程 時間 講座内容 講師
8/6(火) 10:30-12:30 Ferrari（フェラーリ）

Alessio
8/8(木) 10:30-12:30 Lamborghini (ランボルギーニ)

8/13(火) 10:30-12:30 Lancia (ランチア)

8/15(木) 10:30-12:30 Maserati (マセラティ)

受講料 4,320円 /回   

イタリア製自動車のドキュメンタリーで単語を学ぼう
Ampliamo il lessico: documentari sulle leggende automobilistiche italiane

形容詞と副詞を混乱せず使えるように練習しましょう。形容詞と副詞を上手く使いこなせ
ば、あなたのイタリア語力に磨きがかかりますよ！

日程 時間 講師
8/17(土) 13:00-14:30 Felice

受講料 3,240円  (教材費込) 

2時間のレッスンのなかでひとつの文法事項にフォーカスして学習します。独学で理解した
つもりでも上手く使いこなせないものや、授業で触れたけれど曖昧なままの文法事項が
あれば、しっかり向き合うチャンスです。集中講座で苦手を克服しましょう！

日程 時間 講座内容 講師

8/6(火)

10:00-12:00

再帰動詞/非人称代名詞si
再帰動詞の形態 
主語と同一の人・ものを指す再帰代名詞siを伴う動詞
動詞の３人称単数形を従え、漠然と「人」一般を表す非人
称主語代名詞si
再帰動詞を従える非人称代名詞si

Giovanni

13:00-15:00

代名詞的小辞neとci
ne＋数量・分量
ne＋名詞・代名詞・不定詞
ne＝場所の表現
ne=部分的な表現
ci=場所の表現
ci=様々な前置詞を伴う表現の言い換え
常にciを用いる動詞の用法

8/7(水) 10:00-12:00

直説法近過去 
近過去の作り方
動詞avere/essereの使い分け
近過去の活用
再帰動詞・代名動詞の近過去

8/8(木) 13:00-15:00
直説法半過去
半過去の規則活用・不規則活用
過去の習慣を表す半過去

8/9(金) 10:00-12:00

単純未来・先立未来
単純未来の活用
単純未来の用法
先立未来の作り方
先立未来の用法

8/10(土)

10:00-12:00

条件法現在・過去
条件法現在の活用
不規則活用
条件法過去の作り方
条件法過去の活用

13:00-15:00
関係代名詞
関係代名詞che
関係代名詞cui
関係代名詞(定冠詞+quale)

受講料 4,320円 /回 (教材費込)  

実践的なイタリア語文法
Grammatica pratica della lingua italiana

文法  読む  聴く  話す強化ポイント！

形容詞＆副詞にチャレンジ！
Gara degli aggettivi / avverbi

上級

中級

聴く  語彙強化ポイント！

文法強化ポイント！

中級



プライベートレッスンお得パック
Lezione privata

8月中、通常よりもお得な料金で「90分×3回」、「90分×5回」の個人レッスンを受講
することができます。

会話・文法・ビジネス・検定二次面接など各語学検定対策等、ご希望に沿った内容
でレッスンをアレンジいたします。

プライベートレッスン
90 分×3回パック

プライべートレッスン ▶ 30,456円

セミプライべートレッスン
2名 ▶ 16,848円

※料金は1名分です

セミプライべートレッスン
3名以上 ▶ 12,960円

※料金は1名分です

プライベートレッスン
90 分×5回パック

プライべートレッスン ▶ 50,760円

セミプライべートレッスン
2名 ▶ 28,080円

※料金は1名分です

セミプライべートレッスン
3名以上 ▶ 21,600円

※料金は1名分です

対象期間 　8/1(木)～8/31(土)
お申込みの際に日程をご相談ください。

レベルに合わせたリスニングを行います。聞き取り練習にフォーカスし、リスニング力を
アップ！ イタリア語の会話を聴いて、状況や言葉のニュアンスを理解しましょう。レッスン
後にはリスニング教材のスクリプトをお渡しします。

日程 時間 講座内容 講師 レベル

8/13(火) 10:00-12:00 A1レベル

Felice

入門～
初級

8/14(水) 10:00-12:00 A2レベル 初級

8/15(木) 13:00-15:00 B1レベル 中級

8/16(金) 10:00-12:00 B2レベル 中上級

8/17(土) 10:00-12:00 C1レベル 上級

受講料 4,320円 /回(教材費込)  

※参加者が1名だけの場合、1名用のプログラムで1 時間半の授業をします。
その場合の受講料は 3,240円 /回 (教材費込)  となります。

リスニングしましょう!
Ascoltiamo!

聴く強化ポイント！

● 講師の都合上、ご希望にお応えできない場合があります。
　 また、異なる講師の組み合わせになる可能性もございます。
●  全３回、全5回のレッスンは、期間中に消化してください。
● セミプライベートは、ご友人や知人同士でお申込みください。



 @Nichii_Gakuin 

 facebook.com/Nichiigakuin

 @nichii_gakuin

〒150-0031 渋谷区桜丘町15-17 NKG東京ビル
TEL：03-3477-0615 / FAX：03-3463-4901
電話受付時間：10:00-20:00
https://www.nichii-gakuin.com/
E-mail：nici@nichii-gakuin.com

渋谷区桜丘町15-17 NKG東京ビル / JR渋谷駅 南改札西口より徒歩3分（受付は２階）
喫茶室ルノアールのビルと渋谷グランベルホテルの間の少し奥まった建物が校舎です。

□ 案内内容はやむを得ず変更となる場合があります。予めご了承ください。


