
 ゴールデンウィーク
イタリア語 集中講座

2020年4月29日(水・祝) ～ 5月6日(水・祝)



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/

レベル 日伊学院クラス目安 イタリア語検定 CILS

入門 I01 - I02 - A1

初級 I03 - I15 5級〜3級 A1/A2

中級 I16 - I24 準2級 B1

中上級 IPA1
2級 B2/C1

上級 IPA2

最上級 IPA3 1級 C1~

● 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。

短期集中で語学力アップ！
GW集中講座は入学金ナシでご受講頂けます！

お申込み方法
■お申込み
お申込みは、下記の連絡先または当校受付で承ります。

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

ご自身のレベルが分からない場合は、右ページのレベル表をご参考ください。

■お申込締切
受講日の3日前 午前10:00
※定員に空きがある場合、締切以降でも受付を承ります。

■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 1937759
● 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

※レッスンは定員に達しない場合中止になります。
※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

LINE公式アカウント はじめました！

ID検索またはQRコード読み取りでお友達追加！
講座のお申し込みや、ご質問など、LINEでいつでもお気軽にお問い合わせください。 
業務時間内での対応となります。すぐにお返事できない場合がございます。



“比較級”と”最上級”は会話をする上でとても重要な役割を担う表現です。単に比較級と
いっても、“più di”,  “meno di”,  “come”,を用いる比較級や、“migliore”, “superiore”, 
“pessimo”など特別な比較級の形をもつ形容詞まで様々です。これらを使うと客観的に判
断したり、主観的に物事や人々を評価する表現まで出来るようになります。このレッスンで
は既に一度勉強したけど復習をされたい方、また初めてこのテーマに取り組む方にもご参
加いただけます。講師独自の教材を使って、2人組やグループワークを通して楽しみながら
学びましょう！

日程 時間 講師
4/29(水) 10:00-13:00 Faliero

受講料 受講生 1,000円 /一般 1,500円 (教材費込)  時間数 3h / 定員 30名

“接続法”はより深く、豊かなイタリア語で表現するために必要不可欠な用法です。このレッ
スンでは最もよく使われる用法(意見・印象・願い・希望等)はもちろん、あまり勉強され
ないけどとても重要な“sebbene”, “nonostante”, “af f inché”, “purché”など接続詞を伴
う用法も学びます。世間一般的に間違って“難しい”と思われている接続法というテーマを
もっとよく知りたい！と思っている方にぜひとも受けていただきたいレッスンです。
※このレッスンはイタリア語検定3級程度のレベルを要します。

日程 時間 講師
4/29(水) 14:00-17:00 Faliero

受講料 受講生 1,000円 /一般 1,500円 (教材費込)  時間数 3h / 定員 30名

イタリア語を初めて学ぶ方におススメのGW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！

日程 時間 講座内容 講師

5/3(日) 10:00-12:00 L'alfabeto e le parole「アルファベットと単語」 Felice
13:00-15:00 Conoscersi 「自己紹介」 Felice

5/4(月) 10:00-12:00 Al bar 「カフェで」 Gloria
13:00-15:00 Comprare 「買い物」 Alessio

5/5(火) 10:00-12:00 La mia giornata tipo「私の毎日」 Anna
13:00-15:00 Hobby-passatempi「趣味」 Faliero

5/6(水) 10:00-12:00 Le indicazioni stradali「道案内」 Anna
13:00-15:00 Viaggio「旅行会話」 Faliero

受講料 34,560円（教材費込）　時間数 4h×4日 / 定員 1～8名

イタリア語はじめの一歩比較級と最上級

接続法-現在・過去

４日間
集中講座

文法特別講座 集中講座
Corsi intensivi

初級

初級 
(伊検3級程度)

入門



オペラは詩です。イタリア語の詩ってなに？そんな疑問から始めてみませんか？詩を読んで、
その詩につけられた音楽を聴いてみましょう！文法の次のステップを目指す方、オペラを歌
う方や好きな方、詩に興味のある方など大歓迎です！5日間連続受講も、1回受講もＯＫ！※
受講生の希望により講座内容を変更することも可能です。ご希望をお寄せください！

日程 時間 講座内容 講師

5/2(土) 13:00-15:00
ドン・ジョヴァンニ（モーツァルト）
Don Giovanni (Mozart) 1787

萩原

5/3(日) 13:00-15:00
セヴィリアの理髪師（ロッシーニ）
Il barbiere di Siviglia (Rossini) 1816

5/4(月) 13:00-15:00
愛の妙薬（ドニゼッティ）
L'elisir d'amore (Donizetti) 1832

5/5(火) 13:00-15:00
椿姫（ヴェルディ）
La traviata (Verdi) 1853

5/6(水) 13:00-15:00
ラ・ボエーム（プッチーニ）
La bohème (Puccini) 1896

受講料 4,320円 /回 (教材費込)     時間数 2h / 定員 1～8名

 読む   聴く  このレッスンで強化するポイント！

2020年はフェデリコ・フェリーニ監督生誕100年の記念の
年です。このきっかけで、カンヌ国際映画祭パルム・ドール
やアカデミー賞衣裳デザイン賞を獲得したフェリーニ監督
の代表作”La dolce vita" (邦題：甘い生活 、1960年 ) を鑑
賞しながらイタリア語を学びましょう。毎回30分程度の映
画を30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感想を書く宿題があります。

日程 時間 講師

5/1(金) 10:30-12:30

Massimiliano

5/2(土) 10:30-12:30

5/4(月) 10:30-12:30

5/5(火) 10:30-12:30

5/6(水) 10:30-12:30

受講料 21,600円 /回 (教材費込)     時間数 2h×5日 / 定員 2～8名

聴く   読む   話す   書く   語彙  このレッスンで強化するポイント！

オペラのアリアを読む！
Leggiamo l'Aria dell'Opera!

名作映画でイタリア語「甘い生活」
L'italiano con i capolavori del cinema [La dolce vita] テーマ別講座

Lezioni a tema

目的別、テーマ別に分かれた講座。イタリア語をあらゆる側面からアプローチし、
普段の学習とは一味違う発見や学習ができることでしょう。
1日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。

初級～

上級5日間
集中講座



日本ではあまり知られていませんが、イタリアでは復活
祭は"パスクワ"と呼ばれる大切な宗教行事です。その歴
史と伝統をビデオを見ながら一緒に勉強しましょう。地
域によって様々なバリエーションのある"パスクワ"定番
のレシピも一緒にご紹介します。

日程 時間 講師

5/6(水) 13:00-15:00 Gloria

受講料 4,320円 (教材費込)     時間数 2h / 定員 1～8名

 読む   聴く   話す   語彙  このレッスンで強化するポイント！

復活祭 -伝統とレシピ-
Pasqua: tradizione e ricette

上級~ 
最上級

まだイタリア語をよく話せない、自信が無い方でも安心
してご受講いただけます。この本を使っての勉強方法は
もちろん、基本的な単語をこの機会に徹底的に学んでみ
ませんか？イタリア語の勉強の仕方について迷ってる方、
相談にも乗りますのでぜひご参加ください！

日程①
日程 時間 講師

5/2(土) 10:00-12:00 Anna

日程②
日程 時間 講師

5/3(日) 10:00-12:00 Anna

※日程①と日程２は同じ内容です。 

受講料 4,320円 (教材費込)     時間数 2h / 定員 1～10名

語彙  このレッスンで強化するポイント！

ナルホドなるほどイタリア語 中上級

言葉の学び方には様々方法がありますよね。本からだけではなく、テレビやラジオを通した
り、そして漫画からも学ぶことが出来ます。一緒に色々な種類の漫画を読んで楽しみながら
語彙を増やしましょう！

日程 時間 講座内容 講師 レベル

5/2(土) 10:00-12:00

①Lupo Alberto (Silver)
イタリアの 漫 画 家 S i l v e r  ( 本 名：G u i d o 
S i l v e s t r i）さんによって描かれた『 L u p o 
Alber to』という鶏と狼の恋についての作
品を読みます。

Alessio

中上級
~上級

5/4(月) 10:00-12:00

②Sturmtruppen (Bonvi)
イタリアの 漫 画 家 B o n v i  ( 本 名：F r a n c o 
B o n v i c i n i ）さ ん に よ って 描 か れ た
『Sturmtruppen』という第二次世界大戦
のパロディーの一部を読みます。

上級

5/6(水) 10:00-12:00

③La Pimpa (Altan)
イタリアの漫画家Altan (本名：Francesco 
Tul l io -Al t an）さんによって描かれた『L a 
Pimpa』という教育的な漫画を読みます。

中級~
中上級

受講料 4,320円 /回 (教材費込)     時間数 2h / 定員 1～8名

読む   語彙  このレッスンで強化するポイント！

イタリア漫画界の巨匠達



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

5/1(金) 13:30-15:30

①Il piccolo diavolo (小さな悪魔、日本未公開) 1988年 ロ
ベルト・ベニーニ 
文法: 関係代名詞  che/cui
「ライフ・イズ・ビューティフル」の前にアメリカの名優ウォル
ター・マッソーとロベルト・ベニーニの偉大なコンビで悪戯な
天使と神父の友情を描いた大ヒットコメディです。

Massimiliano

5/3(日) 14:30-16:30

②I mostri - L’oppio dei popoli (怪物たち-人民の阿片) 
1963年 ディーノ・リージ
文法 : 条件法、come se+接続法半過去
「イタリア式コメディ」を代表する作品のひとつである。イタリ
ア名優ウーゴ・トニャッツィ主演のエピソードを観ながら、一緒
に笑いましょう。

5/4(月) 13:30-15:30

③Fantozzi (ファントッツィ、日本未公開）1975年 ルチアー
ノ・サルチェ
文法 : 命令法/接続法現在
パオロ・ヴィッラッジョが扮するUgo Fantozziはいつもついて
いない、かっこ良くもない、そして奥さんも娘さんも美人ではな
い、平凡な会社員です。テレビモノローグから生まれ、小説を経
て映画化されてから大ヒットし、イタリア人なら誰でも知ってい
るキャラクターです。カルト映画になり、2000年まで１０本の映
画を作成。１本目の映画からいくつかのシーンを観て、笑いなが
ら、イタリア語を楽しく学びましょう。

5/5(火) 13:30-15:30

④Io non ho paura(ぼくは怖くない) 2003年 ガブリエレ・サ
ルヴァトレス
文法 : 近過去と半過去
ニコロ・アンマニーティの同名小説を映画化した作品。アカデ
ミー賞受賞ガブリエレ・サルヴァトレス監督が子供の目から観
た悲惨な事件を丁寧に語ります。イタリアの70-80年代の社会
問題になった現象を振り返り、ドキドキしながら、イタリア語を
復習しましょう。

5/6(水) 13:30-15:30

⑤Al servizio del cliente (ハッピーマーケット) 2010年 
ベッペ・ツファルロ
文法: ne, bravo/aの意味と使い方、magari+接続法半過去
夜中に奇妙なスーパーの中で不思議な出来事がきっかけで恋
愛が生まれる⁉アスペン映画祭視聴者賞受賞したライト・コメ
ディ短編映画です。

受講料 4,320円 /回 (教材費込)     時間数 2h / 定員 2～8名

聴く   読む   話す   書く   語彙  このレッスンで強化するポイント！

映画で復習！イタリア語文法
Ripassare la grammatica italiana con il cinema 中級

日本人講師担当で入門レベルの文法を集中的に学習します。各文法項目のポイントを押さ
え、分かりやすく解説します。イタリア語をゼロから学ぶ方、久しぶりにイタリア語に触れ
る方、基本を復習したい方など、再開のきっかけにしてみませんか？まずは日本語で理解
することこそ、会話上達の近道です！
講座内容: 発音／名詞／定冠詞／不定冠詞／形容詞／所有形容詞／副詞／目的語代名詞
／動詞／現在形（直説法）／過去形（近過去・半過去）／未来形など

日程 時間 講師

5/2(土) 10:00-12:00

萩原

5/3(日) 10:00-12:00

5/4(月) 10:00-12:00

5/5(火) 10:00-12:00

5/6(水) 10:00-12:00

受講料 21,600円 + 教材費 2,257円 (１からはじめるイタリア語練習)    
時間数 2h×5日  / 定員 2～8名    
※部分受講の場合の受講料は4,320円/回 + 教材費

文法このレッスンで強化するポイント！

イタリア語文法講座(日本語講師) 入門~
初級



12

CILS B2の試験対策を総合的に行う集中講座。CILS B２
の解き方を理解するだけでなく、イタリア語をレベルアッ
プするためのレッスン内容です。CILS B2におけるリスニ
ング・文法・作文・面接に慣れるために過去問を使って
丁寧に解説 。作文は毎回提出していただきます。リスニ
ング・文法・面接は授業ごとに取り上げるので、単発や回
数受講も可能。CILS受験希望者だけでなく、イタリア語
のブラッシュアップにも最適なトータルレッスンです。

日程 時間 講師

4/30(木) 10:00-12:00

Giovanni

5/1(金) 10:00-12:00

5/2(土) 10:00-12:00

5/5(火) 10:00-12:00

5/6(水) 10:00-12:00

受講料 4,320円 /回 (教材費込)   時間数 2h / 定員 1～8名

文法  読む  聴く  書く   話す強化ポイント！

CILS B2対策講座
Preparazione CILS B2 中級

2時間の授業の中で一つの文法事項にフォーカスして学習します。独学で学んだけれどう
ま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。このゴールデンウィークで苦手を克服しましょう！

日程 時間 講座内容 講師 レベル

4/30(木) 13:00-
15:00

使役動詞・放任動詞  Verbi causativi
使役動詞farsi＋̟不定詞や放任動詞lasciarsiの特徴を
よく理解して、使えるようになるためのレッスンです。

Giovanni

中級

5/1(金) 13:00-
15:00

大過去 Trapassato prossimo
過去ある時点をイメージしながら、大過去の用法を
理解して、使えるようにするためのレッスンです。

中級

5/2(土) 13:00-
15:00

接続法を導く様々な用法
Espressioni con il congiuntivo
接続法のさまざまな用法を理解して、使えるように
なるためのレッスンです。

中級

5/5(火) 13:00-
15:00

仮定法  Periodo ipotetico
仮 定法の基 本的な使い方を習得します。文法のブ
ラッシュアップに最適なレッスンです。

中級

5/6(水) 13:00-
15:00

受動態   La forma passiva
受動態の用法を理解して、使えるようになるための
レッスンです。

中級

受講料 4,320円 /回 (教材費込)   時間数 2h / 定員 1～8名

文法   話すこのレッスンで強化するポイント！

日程 時間 講座内容 講師 レベル

5/4(月) 13:00-
15:00

半過去   Imperfetto
半過去の使い分け方をおさらいして、演習やリスニ
ングを通して理解を深めましょう。        

Gloria

中級~ 
中上級

5/5(火) 10:00-
12:00

近過去   Passato prossimo
近過去の使い分け方をおさらいして、演習やリスニ
ングを通して理解を深めましょう。

中級~ 
中上級

5/5(火) 13:00-
15:00

条件法現在   Condizionale presente 
条件法を使って会話やリスニングをしながら条件法
の使い分けを勉強しましょう。

中級~ 
中上級

5/6(水) 10:00-
12:00

命令法   Imperativo
命令法を使って会話やリスニングをしながら命令法
をマスターしましょう。

中級~ 
中上級

受講料 4,320円 /回 (教材費込)    時間数 2h / 定員 1～8名

文法   読む   聴く   書くこのレッスンで強化するポイント！

ピックアップ文法
Grammatica alla "Carta"



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いたします。

日程 時間 講座内容 講師 レベル

5/6(水) 10:30-12:00 A1レベル

Felice

入門~初級

5/4(月) 13:00-14:30 A2レベル 初級

5/4(月) 10:30-12:00 B1レベル 中級

5/5(火) 10:30-12:00 B2レベル 中上級

5/2(土) 10:30-12:00 B2〜C1レベル 中上級~
上級

受講料 3,240円 /回(教材費込)     時間数 1.5h / 定員 1～8名

聴くこのレッスンで強化するポイント！

イタリアンポップミュージックは基 本的にはリスニングレッスンと同じですが、恋愛・家
族・仕事・政治・人生など様々なテーマに満ちています。曲を聴きながら単語や文法を学
べるだけでなく、歌詞からイタリア人の気持ちや考え方に触れることができます。ポップ
ミュージックだからこそ、その力があり歌詞が日常会話に似ているのでイタリア語会話のス
ピード、リズム、イントネーション、アクセントを身に付けることができます。 楽しみながら
イタリア語を上達しましょう！

日程 時間 講座内容 講師 レベル

5/2(土) 13:00-14:30 A1レベル

Felice

入門~初級

5/5(火) 13:00-14:30 A1~A2レベル 初級

5/6(水) 13:00-14:30 A2~B1レベル 初級~中級

受講料 3,240円 /回(教材費込)     時間数 1.5h / 定員 1～8名

 聴く   語彙   文法   このレッスンで強化するポイント！

リスニングしましょう!
Ascoltiamo!

イタリアンポップミュージックで学ぶイタリア語

プライベートレッスンお得パック
Lezione privata

ゴールデンウィーク集中講座の期間中、通常よりもお得な料金で「90分×3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

対象期間 　4/29(水)〜5/6(水)　10:00〜17:00
お申し込みの際に日程をご相談ください。

● 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。



SNSでも情報発信中

 @Nichii_Gakuin  

  facebook.com/Nichiigakuin

  @nichii_gakuin

 @nici

LINE公式アカウント はじめました！

渋谷区桜丘町15-17 / 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。

※工事などの影響で、地図や駅からのルートは変更になる可能性があります。

□ 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。

〒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：10:00-18:00
https://www.nichii-gakuin.com/
E-mail：nici@nichii-gakuin.com


