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ご 挨 拶

日伊学院は、1970年に創立した渋谷外語学院の中のイタリア語科としてスタートしました。創立

当初は、受講生は少なく、声楽や美術で留学を目指す人たちでした。80年代にはいると、EC経

済統合を控えた環境下、多くの日本企業がイタリア進出をめざしたことにより、イタリア語研修

の需要が急激に高まり、それを機に、イタリア語コースをわかりやすく「日伊学院」に名称独立を

させました。続いて1990年のNHK	語学講座の開始とともに、イタリア語は日本中に広まり、そ

の豊富な文化が知られ、留学と海外旅行ブームの人気先となりました。

受講者のニーズに対応することをコンセプトのひとつとしてきた当学院は、皆様から寄せられる

ご要望にお応えすべく、積極的に新しい企画に数多く挑戦しました。

入門会話オリジナルテキストの作成、イタリア語検定制度に主導的に取り組み、全日制コースの

開設（初年度は北海道から四国まで10名の受講生が学ばれました）、イタリア留学サポート、通

信教育、USEN	語学講座、イタリア文化講座、学習書の著作などに取り組んでまいりました。

1989年に大阪校、2001年に名古屋校を開設しました。両校とも今は独立して、それぞれ大阪日

伊学院、名古屋日伊学院として健在です。昨今では、イタリアからの帰国者、継続的な学習者も

増え、日伊学院では初級のみならず、上級学習者向けコースの充実も特徴のひとつとなっていま

す。また、もう一つの大きな特徴があります。母体の渋谷外語学院日本語科では、イタリアの大

学との提携により、毎年多くのイタリアの大学生が日本語の学習のために日本へ留学、来校して

います。同じ校舎で学んでいますので、毎日イタリア人との交流ができる環境にあるのです。

これからも日伊の文化交流の泉として、皆様のご要望にお応えしつつ、楽しい本物のイタリアを

学べる学校として内容の充実に努めてまいります。

日伊学院

代表　松本	太郎
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コース概 要

学期制グループレッスン
1・4・7・10 月に開講します。
レギュラー会話コース、応用会話コース、文法・講読コース、
テーマ別コースなど。

プライベート・セミプライベート レッスン
ご自身の予定と内容をアレンジ可能です。
1回からお申し込みいただけます。10 回、20 回、30 回単位のパック料金
が割安です。授業内容や教材などニーズに合わせてレッスンを組むことが
できます。オンラインでの受講も可能です。

つくば教室　
ヘレナスクール内で、毎週月曜日に開講します。
( 茨城県つくば市東新井 8-5)
お問い合わせは日伊学院東京校まで。

当 校 の 特 徴

姉 妹 校  イタリア 語 学 校

国際的でアットホームな環境
姉妹校の渋谷外語学院、欧日協会ドイツ語ゼミナールが同じ校舎内にあります。世界各地から来た講

師陣、日本語科に所属する外国人留学生（イタリア人多数！）と身近に触れ合うことができます。習っ

たことをすぐに試せる理想的な環境が私たちの強みです。

創立49年の実績と経 験豊富な講師陣
日本でもっとも古くからあるイタリア語学校のひとつです。勤続10～20年以上のベテラン講師をは

じめ、経験・個性豊かな講師陣が皆様をお待ちしております。もちろん次世代を担う若手講師陣にも

培ったノウハウが受け継がれています。

受講生の希望に柔軟に対応
渋谷に通えない方も、Skypeレッスンで学習をサポート。通学コースでは欠席してしまった方のためのレッ

スン振替制度や、ご都合に合わせたスケジュール設定など快適な学習環境づくりをします。受講生のご希

望に応じた、新しいクラスの開設を始め、ニーズに対応いたします。

４名から開講。良心的な料金設定
グループレッスンの最低開講人数は4名で、未開講となるリスクが少ないです。また入学時の初期費用

が高額にならず、安心して始めていただけます。提示以外の隠れた費用はありません。

安心して受講できる制度
語学教育の質の向上・学習カウンセリングの取り組みはもとより、特定商取引に関する法律を遵守し、

通常3か月単位の納入しやすい学費設定、休んだクラスの振替、また、5万円を超えるコースのクーリン

グオフ・中途解約返金制度などが整っています。
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名古屋日伊学院
〒461-0001
名古屋市東区泉1-14-3	
HASEGAWAビル5F
Tel:	052-963-8400　
http://www.nagoya-nichii.com
レッスン情報は名古屋校にお問い合
わせください。

大阪日伊学院
〒531-0071		
大阪市北区中津1-17-26		
中津グランドビル3F
Tel.	06-6372-7386
http://www.osaka-nichii.com
レッスン情報は大阪校にお問い合わ
せください。

つくば教室
〒305-0835
茨城県つくば市東新井8-5
ヘレナスクール内
Tel:	03-3477-0615
http://www.nichii-tsukuba.com
つくば校のレッスン情報は、
18ページをご覧ください。

1970年開設の渋谷外語学院から、84年にイタリア語科が日伊学院と名称独立。50年近く続く

歴史ある学校です。日伊学院は、使えるイタリア語、話せるイタリア語の習得を目的に、様々な

内容とレベルのイタリア語を、プロの講師陣で提供しています。

夏期集中講座
8 月 4 日 ( 火 ) ～ 8 月 16 日 ( 日 ) に実施する集中講座です。
複数日の集中講座とテーマ別講座がございますので、目的・レベルに合わ
せてお選びください。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、記載がなくても一部ク

ラスを除きオンラインにて実施いたします。

詳しくはお問合わせください。
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受 講 生の声

学習に対する強い意気込みを、先生と生徒さんの双 方から感じます。
イタリア語の本を読めるようになることを目標にし、日本人の先生のクラスに通っています。レギュ

ラーだけでなく、短期や中期のプログラムがあるところも魅力。レギュラーにプラスアルファできる機

会はとても貴重です。

K. Nishiさん  講読コース 

たとえゆっくりでも、続けることが、将来自分のプラスになる。
忙しい私の受講できそうな講座を一生懸命探して下さったので、日伊学院に決めました。講師の先

生、勉強仲間にも恵まれ、出来なくて落ち込むことがあっても、続けることで、少しずつ乗り越えてこ

られました。インターネットを利用しての、イタリアのTV、Radio放送の、利用方法なども教えて頂き、

自宅でも楽しく学んでいます。

S.Moriguchiさん  プライベートレッスン

イタリア語検 定２級に一発合格できて人生の後 悔がひとつ減りました。
イタリア語検定２級に一発合格できて人生の後悔がひとつ減り、挑戦して本当によかったと思いま
す。3月の準2級に1点差で落ちた私が、7か月で2級に合格できたのは、「2級対策通信講座」と「二次
対策プライベートレッスン」のおかげです。

Y. Shibataさん 
通信イタリア語検定2級対策コース / プライベートレッスン (二次対策として)

先生は、きめ細やかに教えてくれ、とてもおもしろく、毎回笑いが絶えません。
週1回ですが、もう12年近く通っていて、「イタリア好き」なクラスメイトと楽しくレッスンを受けてい

ます。言葉だけでなく、イタリアの文化や習慣なども学べるので「イタリアではそうなんだ！」と発見

があります。

T. Saitoさん   レギュラー会話IPAコース

大好きなオペラのイタリア語が分かるようになり、とても感動しました。
大好きなオペラの歌詞が知りたいと思い、日伊学院に通っています。少人数制である点や、高齢であっ

たり初心者であることに劣等感を感じずにレッスンを受講できる雰囲気に魅力を感じています。

A. Furutaさん  レギュラークラス・個人レッスン

　　　イタリア留学サポート

日伊学院では、語学をはじめ、音楽、美術、料理等それぞれの目的に合っ
たイタリア留学をサポートしています。お気軽にお問合せ下さい。

講 師 紹 介

Gloria C.
ヴェネツィア大学で日本文学を専攻。

日本美術、映画、音楽が好き。

Anna E.
ナポリ東洋大学で日本・中国文学を専
攻。教職免許取得。

中矢 慎子
東京外語大博士前期課程修了。国立

音楽大学、武蔵野美術大学で講師を

務める。

Faliero S.
トリノ大学で近代東洋言語学博士課程

修了。イタリアの世界に引き込む教授

法が定評。

Giovanni A.
ナポリ東洋大学で日本文化を専攻。優

しく面倒見の良さが好評。

Massimiliano S.
カ・フォスカリ大学で日本語を専攻。明

治学院大学大学院で博士課程在学中。

つくば校専任講師。

萩原 里香
東京藝術大学博士課程修了博士（学

術）ボローニャ大学留学（イタリア政府

奨学生）現在、東京藝術大学にて、教

育研究助手、武蔵野音楽大学他にて非

常勤講師。

Alessio P.
ローマ大学東洋学部を卒業。文学作品

の翻訳や通訳に従事。経験豊かな若手

講師。

古賀 浩
東京大学大学院修了。文法・読解担

当。文法の基礎知識を紹介。半端でな

い読書家。

Eleonora B.
国立トリノ大学外国語学部で、英語・日
本語と日本文学を専攻。2013年よりイ
タリア語講師。

Felice A.
ローマ大学で日本語を専攻。日本芸

術、料理、サッカーが好き。情熱的な若

手講師。
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通 学コース 規 約 　 本書面の内容を十 分にお読みください

入学金・受講 料に関して（受講規約一 部抜粋）
①入学金10,800円は初回のみのお支払いで、大阪・名古屋の姉妹校および渋谷外語学院と欧日協会ドイツ語ゼミナールにも

共通で半永久的に有効です。ただし、高校生までは5,400円、全日制コースにお申込みの場合は54,000円です。通信講座・短

期集中期間の各講座等、入学金不要の場合もあります。

②受講料は基本的に１期分全額前納制です。通常、クラスは１期11週、個人レッスンは１回ずつあるいは10回、20回、30回の

パックで計算されます。

③教材費は実費をご納入ください。

④消費税が全ての学費に掛かります。料金表示は全て税込表示となっています。

□	学費とは入学金（通信コースを除く）・受講料・教材費・消費税の合計です。

□	学費は原則一括前納制です。

□	回数受講が一部可能ですのでご相談ください。

□	クーリングオフ、中途解約返金制度あり。（条件を満たした場合のみ）

□	休学制度あり。（受講料の繰り越しは6ヶ月以内の復学が条件となります。）

□	コース規格、料金等はやむをえず変更する場合があります。

グループレッスンについて(受講規約一 部抜粋)
□1学期は11週です。（一部目的別コースを除く）

□	料金は税込の表記となっております。

□	ウェブサイト、電話やメールで、申込み予約ができます。お申込み締切は開講日の3日前（祝日を除く）10時です。

□	新規ご入学の方のみ、入学金10,800円（高校生以下は5,400円）をご納入いただきます。

□	クラスの定員は4～8名です。（一部例外あり）

□	授業料は１学期(11週)の料金です。＊一部コースを除く。教科書代が別途必要なクラスがございます。

□	１学期通してご参加になれない場合は回数受講が可能です。お申し込みの際にご相談下さい。

□	お仕事の都合やレベルが合わない等の理由でクラス変更を希望される場合は事務にご相談下さい。

□	振替制度―原則同一学期内、次学期継続の場合は次学期最終日までに他クラスでの振替受講が可能です。ただし次期継

続クラスに登録しないで振替のみをすることはできません。

□	グループレッスン個人補講割引制度あり。（通常個人レッスン料金の3割引）

□	開講定員に満たない場合は、開講中止もしくは受講者全員のご了解があればレッスン時間を短縮して開講することがあり

ますので、予めご了承ください。

情報セキュリティ基 本方針
株式会社	シブガイ（以下、「当校」といいます。）は、お客様、取引先および当校の情報資産（個人情報を含みます）を、事故、

災害、犯罪等あらゆる脅威から保護するため、以下の「情報セキュリティ基本方針」および下記の「個人情報保護方針」を定

め、機密性・完全性・可用性の観点から情報資産のセキュリティの確保に取り組み、お客様により良い製品とサービスを提供

し、社会の信頼に応えてまいります。

1.当校は、情報資産に対する不正な侵入、窃取、漏洩、改ざん、破壊、紛失等を未然に防止し、情報資産の適正利用を実施す

るため、必要なセキュリティ対策を講じ、適切な処置を行うとともに、万一問題が発生した場合も迅速に対応し、被害を最小

限に止めるよう努めます。

2.当校は、情報セキュリティ対策の推進を図るため、情報セキュリティ管理体制の確立を目指し、情報セキュリティポリシーの

策定、実施、監査および見直しをする等して、その継続的な運用および改善に努めます。

3.当校は、情報資産に関する法令およびその他の規範を順守するとともに、役員および従業員が情報セキュリティの重要性を

認識するために必要な教育・啓蒙を実施し、情報セキュリティポリシーの周知徹底に努めます。

当校の個人情報保護方針、その他個人情報に関するご質問がありましたら、当校事務までお問い合わせください。

入学プロセス

お 申し込 み・お 支 払い方 法

【お支払い方法】

現金 	 ジェイデビット 	 銀行振込

学費は、銀行振込または直接学校の受付にて現金、ジェイデビット払いで納入いただけます。

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

受講のお申し込みは、下記の連絡先または当校受付で承ります。

学習経験のある方にはレベルチェックを受けていただき、レベルにあったクラスをご見学
（無料）後、ご入学をご検討いただけます。

ＷＥＢレベルチェック:
https://nichii-gakuin.com/lesson/level_check/

初めてイタリア語を学ぶ方のための60分の無料お試しレッスンです。授業が心配という方や様
子を見てみたい方はぜひご参加ください。レッスン後に授業の進め方や教材、お申込み方法等
についてご案内します。（レッスン後15分ほど）ご都合に合う日時を選んでお申込みください。	

体験レッスンの日程詳細は日伊学院のHPをご覧ください。
https://www.nichii-gakuin.com

はじめて学習する方

無 料 入 門 体 験

学習経 験がある方
レベルチェック

+ クラス見学

OR

無 料

●	Web	www.nichii-gakuin.com	 ●	電話	03-3477-0615
●	メール	nici@nichii-gakuin.com	 ●	当校受付 ●	LINE @nici
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レギュラー 会 話コース    
レベルに応じた会話表現力とそれに伴う文法カリキュラムを段階的に履修。話す・聴く・読む・

書く力を総合的に身につけます。初心者の方はI01から始めてください。受講料の他に別途テキ

スト代（実費）がかかるクラスがあります。（定員4～8名）

入 門 	

講 座名 曜日 時間 講 師 受講 料

I01

火 13:00～14:30 Anna

1.5h×11回
31,400円

水 10:00～11:30 Alessio

木 19:30～21:00 Gloria
金 17:00～18:30 Eleonora
土 17:00～18:30 Gloria

I02

月 19:30～21:00 Alessio
火 16:00～17:30 Felice
土 13:30～15:00 Felice
日 13:30～15:00 Faliero

初級1 	

講 座名 曜日 時間 講 師 受講 料

I04

水 16:00～17:30 Giovanni

1.5h×11回
31,400円

水 19:30～21:00 Gloria
金 13:00～14:30 Giovanni
金 16:30～18:00 Giovanni

I07
木 19:30～21:00 Eleonora
金 13:00～14:30 Anna

初級2 	

講 座名 曜日 時間 講 師 受講 料
I10 火 14:00～15:30 Giovanni

1.5h×11回
31,400円

I13 土 12:15～13:45 Anna
I14 土 15:15～16:45 Giovanni

I15
火 11:45～13:15 Felice
金 19:00～20:30 Giovanni

中級1・2 	

講 座名 曜日 時間 講 師 受講 料
I18 土 11:45～13:15 Felice 1.5h×11回

31,400円I23 火 19:00～20:30 Faliero

まず は 無 料 体 験 へ！  詳しくはp.8の入学プロセスをご覧ください

はじめて学習する方

無 料  入 門 体 験 OR
学習経 験がある方

レベルチェック
+ クラス見学無 料

グル ープレッスン
レギュラー会話コース	/	応用会話コース	/	テーマ別ク

ラス	/	実用イタリア語検定試験対策	/	文法・講読

イタリア語検定、CEFR(ヨーロッパ言語共通参照枠)との比較はあくまで目安となりますので、ご

自身のレベルが分からない方はレベル把握のためにまずはレベルチェックをお受け下さい。

日伊学院
クラス目安 テキスト イタリア語

検定 CEFR

入門 I 01 -  I 02 L'italiano	Così...
（日伊学院オリジナル）3,240円 A1

初 級１ I 03 -  I 0 8 Linea	diretta	nuovo	1a
4,860円 5級/4級

A1/A2
初 級２ I 0 9 -  I15 Linea	diretta	nuovo	1b

4,860円 3級

中級１ I16 -  I19

クラスやレベルに合わせた
教材を使用します

準2級 B1
中級２ I20 -  I24

中上級 IPA1
2級 B2/C1

上級 IPA 2

最上級 IPA 3※ 1級 C1～

※	IPA3	=	長期留学経験者対象

レ ベ ル 表
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テーマ別コース   
目的別・レベル別に特化したカリキュラムです。

Video Italia Oggi　見る聞く話す
ドキュメンタリー番組などを題材に、時事・文化など様々な切り口の内容に触れながらリスニング力を
高め、映像による具体的なイメージと共に語彙・表現の幅を広げます。

上級 水 11:00～13:00 Anna 2h×11回
40,000円

イタリア人のように発音しよう！　 新講座
発音とイントネーションに特化したクラスです。イタリア語の中には日本人には聞き分けにくい発音が
たくさんありますよね。特にR,	L,	CHI,	CI,	GL,	GNなどは、どう発音すればきれいに聞こえるのか悩んで
いる方も多いのではないでしょうか？易しい文章や会話を通してポイントを押さえながら練習し、最後
にはイタリア人のような滑らかな発音で話せるようになりましょう！

初～上級 金 15:00～16:30 Eleonora 1.5h×11回
31,400円

応 用 会 話コース   
視覚教材や新聞記事など様々な教材を使い、テーマを広げて語学力を増強し、今まで履修して

きたことを自由に表現する力、話す力を養います。（定員4～8名）

レベル 曜日 時間 講 師 受講 料
初級 水 13:30～15:00 Anna

1.5h×11回
31,400円中級 火 10:00～11:30 Felice

上級 土 9:45～11:15 Giovanni

耳が喜ぶイタリア語　 新講座
毎回1つのテーマに沿ってディスカッションを行います。レッスン後にはテーマについての簡単なレポー
トを提出していただき、講師が添削させていただきます。この教材の著者であるGiovanni先生から直
接授業を受けられる貴重な講座です！
※テーマ内容はお問い合わせください。

中～上級 日 13:00～15:00 Giovanni 2h×11回
40,000円

イタリア語で日本紹介　 新講座
数多くある日本の文化、慣習などをイタリア語で紹介できるスキルを身につけましょう！
ガイドを目指す方もぜひご参加ください！

初～中級 火 10:00～12:00 Giovanni 2h×11回
40,000円

■ Post-Avanzato
ひととおりの文法を履修した方対象。視覚教材や新聞記事など様々な教材を使い、テーマを広
げて、語学力を増強し、自由に表現する力、話す力をさらに向上させます。

IPA会話内容：どのような状況にも対応できる表現力と流暢さを養います。生活、時事、文化、ディスカッション、読
解、作文など幅広いテーマを取り上げます。実用イタリア語検定2級以上目標。何期でも継続可。

中上級 	

講 座名 曜日 時間 講 師 受講 料

IPA1

水 14:00～15:30 Giovanni

1.5h×11回
31,400円

水 14:00～15:30 Faliero
水 19:30～21:00 Felice
水 19:40～21:10 Alessio
木 10:10～11:40 Faliero
木 10:15～11:45 Felice
木 13:00～14:30 Felice
木 18:00～19:30 Alessio
木 19:40～21:10 Felice
金 19:00～20:30 Faliero
土 15:15～16:45 Felice

上 級 	

講 座名 曜日 時間 講 師 受講 料

IPA2

火 10:00～11:30 Faliero

1.5h×11回
31,400円

火 19:00～20:30 Giovanni
水 16:00～17:30 Faliero
水 19:00～20:30 Faliero
金 10:00～11:30 Faliero
土 10:00～11:30 Massimiliano

最上級 	

講 座名 曜日 時間 講 師 受講 料

IPA3
木 19:30～21:00 Faliero 1.5h×11回

31,400円土 10:20～11:50 Anna
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文 法・講 読   
文法　 新講座
日本人講師が日本語で解説する文法クラス。文法は語学力の土台となる部分です。日本人講師による
分かりやすいレッスンで、しっかり基礎を身につけましょう。

入門～初級
(オンライン) 土 10:30～12:00

萩原

1.5h×11回
31,400円+教材費

復習(中上級) 水 19:30～21:00 1.5h×11回
31,400円

A1ポイント復習(オンライン)　 新講座
A1で学習する文法、語彙、表現の中から、特に重要なものや多くの人が難しいと感じるポイントをピック
アップして復習する講座です。次の文法のステップに行くことに不安を感じる方、ぜひ参加してみてくださ
い！
文法：冠詞、名詞と形容詞の単数と複数、基本的な前置詞、動詞の現在形、疑問詞、数字と時間など

初級文法	
終了程度 金 18:30～20:00 Anna 1.5h×11回

31,400円

オペラのアリアを読む!
18～19世紀に初演された有名オペラのリブレット(台本)を読んでみましょう。イタリア詩（もちろん韻
文です）には一定のルールがあり、それに則って書かれることで、独特の美しいリズムを作り出していま
す。イタリア語の魅力のひとつと言えるでしょう。文法は一通り学んだけれど、長文の講読はまだ難し
いという方、3～4行単位で書かれている「詩」から、読むことを始めてみませんか？ボローニャ大学で
音楽劇作法を学んだ、貴重な経験をもつ講師が担当します。

初級以上 火 19:30～21:00
萩原 1.5h×11回

31,400円初級以上 金 10:30～12:00

めざせ接続法マスター(オンライン)　 新講座
自分の意見を伝えたり、気持ちを表現したりするときに必要になる接続法。苦手意識を持っている方も
多いのでは？このレッスンでは具体的な例を挙げながら、接続法の形（現在・近過去・半過去・大過去）
での理解を深め、正しい使い分け（意見・想像・希望・危惧・疑惑など）を練習します。
接続法が使いこなせれば、コミュニケーションがもっと豊かになりますよ！

中～上級 金 10:00～12:00 Eleonora 2h×11回
40,000円

めざせ条件法マスター　 新講座
条件法にスポットを当てて勉強するクラスです。現在はもちろんすべての時制をきっちり勉強出来ます。
特に仮定文内で用いられる条件法は難しいですが、Eleonora先生オリジナルのテキストを使って条件法
の壁を突破しましょう！

中～上級 金 12:30～14:30 Eleonora 2h×11回
40,000円

クラスはZoomを使ったオンライン講座です。

Ascoltiamo! リスニングしましょう！　 新講座
聞き取り練習で耳を鍛えてリスニング力をアップ！しゃべれるようにはなったけれど聞き取りは苦手、
試験ではいつもリスニングだけ点が取れない、などのお悩みを解決します。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。

初級 火 14:15～15:45

Felice 1.5h×11回
31,400円中級 木 16:30～18:00

上級 金 10:00～11:30

習うより慣れよ！～実践会話とリスニング～　 新講座
文法的に正しい表現をすることよりも、自分の言いたいことを伝えることに重点を置いて勉強するクラ
スです。実生活に即した会話や旅行で使える会話などをマスターしましょう！

中級 火 16:00～18:00 Giovanni 2h×11回
40,000円

イタリア漫画界の巨匠達　 新講座
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！

中級以上～ 土 12:15～13:45 Alessio 1.5h×11回
31,400円

イタリア語の言い回し　 新講座
1人のイタリア人と喋るのは問題ないけど、大勢のイタリア人の間に入ってしまうとどうしても難しく感
じてしまいませんか？それは彼らが”言い回し(Modo	di	 dire)”や”諺(Proverbio)”を使って会話をして
いるからです！
日常生活の中でよく使われる言い回しを聞き取ったり例文を見て実際の使い方を学びましょう！
1日1つのModo	di	direが会話の難しさを取っ払う！

中上級 金 19:00～20:00 Alessio 1h×11回
22,000円
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プライベート・セミプライベートレッスン

グル ープレッスン

姉 妹校 つくば教室
日伊学院	つくば教室

全レベル、イタリア人講師がご指導いたします。

講師　Massimiliano

週１回、月曜日、90分授業です。1クラス1～8名の少人数制ですので、イタリア語を話せるチャン

スがたくさんあります。初心者の方から上級者の方までのクラスをご用意しております。

全レベル、イタリア人講師がご指導いたします。

開講スケジュール
講 座名 曜日 時間 受講 料
TI09 月 14:30～16:00 40,500円+教材費
TI11 月 19:00～19:45 40,500円+教材費

TI18 月 17:45～18:45 27,000円+教材費

TI24 月 12:45～13:30 40,500円+教材費

■	月曜日が祝日の場合は休講となります。

■	時間数は、変動になります。詳しくはお問合せください。

					1名：45分ｘ11回　　2名～：90分ｘ11回

学習の目的(留学・旅行・国際交流・単位・ビジネス・その他)や個人のレベルやペースに応じで、レッス

ンをアレンジします。お好きなお時間で調整可能ですので、細かい内容についてはご相談ください。

個人レッスントライアルは3,240円（45分）で可能です。

日伊学院 つくば教室		
茨城県つくば市東新井8-5ヘレナ英会話スクール内		

https://www.nichii-tsukuba.com

お問い合わせ・お申込みは日伊学院東京校(03-3477-0615)まで。

入門以外をご希望の方は、無料レベルチェックをご予約の上お受け下さい。

強化!!!　 新講座
中級レベルが終わった方を対象に、中上級に進む前に中級までに学んだ文法事項や会話を強化すること
を目的としたコースです。代名詞や条件法などの少し複雑な文法をこの機会にマスターしてみませんか？

中級・中上級 日 16:00～18:00 Giovanni 2h×11回
40,000円

講読
日本人講師による講読クラス。イタリア語で書かれた物語を愉しみながら、文法についての知識を深
め、読解力を養います。イタリアの歴史や風土にも触れることができます。

中上級 隔木 10:10～12:10
古賀

2h×10回
(2名編成:1.5ｈ×10回)

36,360円中上級 隔土 13:15～15:15

実 用イタリア 語 検 定 試 験 対 策   

イタリア語検定対策【総合】　 新講座
文法・リスニング・読解など全ての必須要素を総合的に対策したのち、実際の試験と同じ状況で模擬
試験を行い実践的に対策できる講座。1回～8回は検定対策の授業、9～11回は過去問を使用した詳し
い解説付きの模擬試験形式で行い、試験に備えます。

準2級・3級 日 10:00～12:00
Giovanni 2h×11回

40,000円1級・2級 金 10:00～12:00
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料金 表  プライベート・セミプライベート受講料

料金は１名様当りです。単位：円（消費税含む）
回 数 1～ 9 回 10 回※1 20 回※2 30 回※3

有効期間 3か月 6か月 9か月 12か月
時間・受講者数 単価 料金 パック料金 パック料金 パック料金
　　　※4

30 分 個 人 3,942 38,880 76,680 113,400

45分　
個 人
2人
3人

5,832
3,564
2,916

57,240
34,560
28,620

112,320
66,960
56,160

165,240
98,820
82,620

6 0 分
個 人
2人
3人

7,668
4,644
3,834

75,600
45,360
37,800

146,880
88,560
73,440

217,080
129,600
106,920

9 0 分　
個 人
2人
3人

11,340
6,804
5,670

111,240
66,420
55,620

213,840
128,520
106,920

314,280
187,920
157,140

120分 
個 人
2人
3人

15,012
8,964
7,506

145,800
87,480
72,900

280,800
167,400
139,320

408,240
244,620
204,120

※1	 10～19回のお申込みの場合：
	 10回パック単価ｘ回数
※2	 20～29回のお申込みの場合：
	 20回パック単価ｘ回数
※3	 30～39回のお申込みの場合：
	 30回パック単価ｘ回数
※4	30分レッスンはオンラインの
　　プライベートのみです。

プライベートレッスン  パッケージプログラム
イタリア語入門 集中パック

イタリア語は初めてという方のための入門レッスンです。12回のレッスンで

入門クラス(I01-I02)の内容を学びます。ネイティブ講師が会話と文法の基

礎を楽しく、わかりやすく指導します。

使用テキスト:	L'italiano	Così...(日伊学院オリジナル)：3,240円

期間 90分×12回 受講料 133,488円+教材費

※入門者向けのパックです。学習経験のある方はご相談ください。

プライベート・
セミプライベートレッスン
授業内容や教材などニーズに合わせてレッスンを組むことが

できます。

来校・Zoom(Skypeも可)のいずれかにてご受講いただけるマンツーマン授業です。

1回からお申し込みいただけます。10回、20回、30回単位のパック料金がお得です。授業内容や教材な
どニーズに合わせてレッスンを組むことができます。ご希望の日程・頻度・回数・内容・教材など詳しい
ご希望をお知らせください。講師の予定、教室の空き状況と合わせてレッスンを組んでいきます。

レッスン例：会話、文法、作文、リスニング、読解、イタリア語検定対策、大学院入試他、内容はご相談ください。

出張レッスン（出張費と交通費は別途）も承っています。
新規ご入学の方には、入学金10,800円（高校生までは5,400円）、テキスト使用の場合は教材費(別途実費)が必要です。
※オンラインの場合は入学金はかかりません。

スケジュール変更も可能です：前営業日18時までに電話連絡をお願いします。
*上記時間を過ぎますとレッスン消化となりますのでご了承下さい

トライアルワンレッスン   

1回45分  3,240円
２名トライアル60分：1名様2,160円 
３名トライアル60分：1名様1,620円

　12歳以下 1回30分  2,160円

オンライン
トライアルワンレッスン   

1回30分  2,160円
Zoom(Skypeも可)を使用した

オンラインレッスンです

トライアルレッスン

プライベートレッスンを検討されている方や、学習経験はあるが、自分のレベルを計りつつ、お試しで受

講したい方はトライアルレッスンを受けることができます。すでに学習経験のある方は、事前にレベル

チェックを行ってください。

＊10％offコース：1ヶ月以内に10回以上受講
＊受講中のクラスの個人補講として利用する場合は30％OFF
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夏 期集中講座
短期集中で語学力アップ！

入学金ナシでご受講いただけます。

1回完結の講座から、4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。

※定員に空きがある場合、締切以降でも受付を承ります。

※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、お支払済の受講料

の返金はいたしかねます。また、未納の場合でもご請求することになります。予めご了承ください。

レベルチェック
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 CIL S

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。

お申込締切　▶　授業開講日の3日前 午前10:00

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

8/5(水)
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

8/6(木)
10:00-12:00 Al	bar	「カフェで」 Alessio
13:00-15:00 Comprare	「買い物」 Alessio

8/7(金)
10:00-12:00 La	mia	giornata	tipo「私の毎日」 Gloria
13:00-15:00 Hobby-passatempi「趣味」 Gloria

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

B日程
日程 時間 講 座内容 講 師

8/11(火)
10:00-12:00 L'alfabeto	e	le	parole「アルファベットと単語」 Giovanni
13:00-15:00 Conoscersi	「自己紹介」 Anna

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

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

8/14(金)
10:00-12:00 Le	indicazioni	stradali「道案内」 Giovanni
13:00-15:00 Viaggio「旅行会話」 Anna

受講料 35,200円（教材費込）　時間数	4h×4日	/	定員	3～8名

イタリア語初めの一歩４日間
集中講座

集中講座
Corsi intensivi

入門
オンライン
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日本人講師が文法項目のポイントを押さえ、分かりやすく解説します。前半の「入門コース」はイタリ

ア語を初めて学ぶ方から、再びの挑戦の方まで、そして後半の「初級コース」は「入門文法」を終えた

方から、再びの挑戦の方まで幅広くご参加いただけます。まずは日本語で理解することこそ、会話上達

の近道です！部分受講も可能です。お申込みの際にご希望の日程をお知らせください。

入門コース
－講座内容－

発音、綴り、名詞、定冠詞、不定冠詞、形容詞、副詞、目的語代名詞、動詞など

日程 時間 講 師

8/8(土)
10:00-12:00

萩 原

13:00-15:00

8/9(日)
10:30-12:30
13:00-15:00

8/10(月)
10:30-12:30
13:00-15:00

初級コース
－講座内容－

目的語代名詞、現在形（規則変化、不規則変化）、未来形、過去形など

日程 時間 講 師

8/13(木)
10:00-12:00

萩 原

13:00-15:00

8/14(金)
10:30-12:30
13:00-15:00

8/15(土)
10:30-12:30
13:00-15:00

受講料 26,400円 +教材費2,420円					時間数	4h×3日	/	定員	3～8名
1日のみの受講の場合は8,800円/回

イタリア語文法講座(日本人講師) 入門
初級

3日間
集中講座

オンライン

音楽大学大学院をイタリア語で受験する方向けの講座。イタリア語の文章を訳す練習をしましょう！

入試問題を想定した課題を事前にお渡ししますので、十分な予習の上で臨んでいただけます。

1日のみの受講もOKです！お申込みの際にご希望の日程をお知らせください。

日程 時間 講 師

8/13(木)

15:30-17:30 萩 原8/14(金)

8/15(土)

受講料 13,200円 (教材費込)					時間数	2h×3日	/	定員	3～8名
　　　　1日のみの受講の場合は4,400円/回

音大大学院イタリア語試験対策講座 中級～
中上級

3日間
集中講座

オンライン
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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！

3日間連続受講も、1日のみの受講もOKです！

日程 時間 講 座内容 講 師

8/8(土)

16:00-17:30

ナブッコ
Nabucco

萩原8/9(日)
リゴレット
Rigoletto

8/10(月)
イル・トロヴァトーレ
Il	trovatore

受講料 9,900円 	(教材費込)					時間数	1.5h	/	定員	3～8名
　　　			1日のみの受講の場合は3,300円/回

オペラのアリアを読む！～ヴェルディ特集～
Leggiamo l'Aria dell'Opera!

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
～中級

オンライン

ゲームやクイズを通して文法を楽しく身に付けましょう！勉強してから少し時間がたってしまった

方やイタリア語の基本をおさらいしたい方におすすめのレッスンです。

日程 時間 講 座内容 講 師

8/4(火)
13:00-15:00

定冠詞と不定冠詞

Anna8/5(水) 名詞と形容詞

8/7(金) 規則と不規則動詞の現在形

受講料 13,200円 (教材費込)					時間数	2h×3日	/	定員	3～8名
　　　　1日のみの受講の場合は4,400円/回

文法で遊ぼう！
Giochiamo con la grammatica 初級

イタリア人の家族と一緒に過ごす5日間のHome-stayを想定した会話中心のレッスンです。これか

らショートステイを考えている方や、イタリア語に自信がない方でも気楽に参加してください！イタ

リア人の生活を楽しみながら学びましょう！

日程 時間 講 座内容 講 師

8/10(月)

10:00-12:00

家族

Anna

8/11(火) 家

8/12(水) 友達との約束

8/14(金) マンマのレシピ

8/15(土) ホストファミリーとの小旅行

受講料 22,000円 (教材費込)					時間数	2h×5日	/	定員	3～8名
　　　　1日のみの受講の場合は4,400円/回

イタリアでホームステイ
Home-stay in italia 初級

オンライン受講可

オンライン受講可



26 27

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。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 レベル

8/4(火) 10:00-
12:30 半過去

Giovanni 中級

8/4(火) 13:30-
16:00 直接目的語・間接目的語代名詞

8/5(水) 10:00-
12:30 命令法

8/5(水) 13:30-
16:00 近過去と代名詞の組み合わせ

8/6(木) 10:00-
12:30 比較級・最上級

8/6(木) 13:30-
16:00 使役動詞・放任動詞

8/7(金) 10:00-
12:30 関係代名詞

8/7(金) 13:30-
16:00 受動態

8/8(土) 10:00-
12:30 話法の転換

8/8(土) 13:30-
16:00 接続法半過去・大過去

受講料 5,500円 /回	(教材費込)			時間数	2.5h	/	定員	3～8名

ピックアップ文法
Grammatica alla "Carta"

オンライン オンライン

日程 時間 講 座内容 講 師 レベル

8/4(火) 10:00-
12:00 部分名詞 ne/ci							

Gloria

中級

8/4(火) 13:00-
15:00 条件法過去

中級~ 
中上級

8/5(水) 10:00-
12:00 接続法

中級~ 
中上級

受講料 4,400円 /回	(教材費込)					時間数	2h	/	定員	3～8名

ピックアップ文法
Grammatica alla "Carta"
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オンライン

イタリアの文化に根強く結びついている「イタリア喜劇」はとても長い歴史を持っています。文章の
読解やビデオを見ながら喜劇と風刺の違いを見分けたり、ディスカッションをしながら奥が深いイ
タリア喜劇に触れてみませんか？

日程 時間 講 師

8/5(水) 13:00-15:00 Gloria

受講料 4,400円 /回	(教材費込)					時間数	2h	/	定員	3～8名

詳しく学ぼう！イタリア喜劇
Approfondiamo la comicità italiana 最上級

オンライン

イタリア語の文法は一通り学んでいても、句読法をきちんと習ったことがある方は少ないのでは？い
つ、どのように、どの箇所で使うべきかの使い分けを今一度、Gloria先生と見直してみてはいかがで
しょうか。

日程 時間 講 師

8/6(木) 10:00-12:00 Gloria

受講料 4,400円 /回	(教材費込)					時間数	2h	/	定員	3～8名

句読法を使いこなそう！
Impariamo a usare la punteggiatura 上級

日本でもよく話題に上がる「星座」はイタリア人も大好きなテーマです。星占いの起源と伝統、そし

て各星座の特徴をイタリア語で話せるようになれば、会話が弾むことは間違いなし！

日程 時間 講 師

8/6(木) 13:00-15:00 Gloria

受講料 4,400円 /回	(教材費込)					時間数	2h	/	定員	3～8名

あなたは何座？
～星占い:12星座とイタリアの伝統～
Di che segno sei? 
-L’oroscopo: zodiaco e tradizione italiana-

最上級

オンライン
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オペラ作曲家、そして美食家としても知られているジョアキーノ・ロッシーニの人生を通してイタリ
ア語を学ぶレッスンです。マリオ・モニチェッリ監督の映画を見ながらロッシーニの時代に潜り込
んでみませんか？

日程 時間 講 師

8/10(月)
14:00-16:00 Alessio

8/12(水)

受講料 8,800円 (教材費込)					時間数	2h×2日	/	定員	3～8名

「美しい音はどうやって生まれるのか」イタリアの国営放送RAIのドキュメンタリーを見ながら、ロ
ンバルディア州のクレモーナという技術と文化に溢れた場所にスポットを当てて学びます。一緒に
秘密を解き明かしましょう！

日程 時間 講 師

8/14(金) 14:00-16:00 Alessio

受講料 4,400円 (教材費込)					時間数	2h	/	定員	3～8名

映画ドキュメンタリーで学ぶ
「ジョアキーノ・ロッシーニの人生」
Documentario “Vita di Gioacchino Rossini”

ユネスコ世界遺産になったクレモーナの
弦楽器作りドキュメンタリー
Documentario sulla liuteria cremonese, 
patrimonio Unesco

上級

来校

来校

中上級

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。

ご来校・Zoom(Skypeも可)のいずれかをお選びいただけます。

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

90 分×5回
パック

プライべートレッスン ▶ 31,020円 51,000円

セミプライべートレッスン
2名 ▶ 17,160円

※料金は1名分です
28,600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 ▶ 13,200円

※料金は1名分です
22,000円
※料金は1名分です

対象期間 　8/1(土)～8/31(月)
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、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。

来校 オンライン
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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 NKG東京ビル / JR渋谷駅 南改札西口より徒歩3分
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。(受付は2階)

※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。

〒150-0031 渋谷区桜丘町15-17 NKG東京ビル
TEL：03-3477-0615 / FAX：03-3463-4901
http://www.nichii-gakuin.com/
E-mail：nici@nichii-gakuin.com

電話受付時間：10:00-20:00
年末年始休校日：2020/12/28（月）～2021/1/4（月）

□ 案内記載事項有効期限は2020年12月31日までとなり、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。


