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クルトゥーラ・イタリアーナ 

クルトゥーラ・イタリアーナはイタリア語とイタリア文化

のセンターです（www.culturaitaliana.it）。ボローニャ

（北イタリア）でイタリア語コースを開催しています。本

校は、集団で押し寄せる観光客も数少ない、イタリア人と

容易に触れ合うことのできる町にあります。ボ

ローニャは、イタリア人の多くが「住んでみた

い」と思っている町です。また、ヨーロッパ最

古の大学であるボローニャ大学もあります。  

本校は「教育省」から「外国人を対象としたイ

タリア語学校」として正式に認可を受けてお

り、AILS（第二外国語としてのイタリア語学校

協会）会員、シエナ大学が行う外国人対象のイ

タリア語検定試験準備のためのセンター(CILS)

でもあります。 

本校の平均学生総数は約80人です（ヨーロッパ

59%、アメリカ21%、アジア14%、オーストラリ

ア3% 、アフリカ0.2%）。 

 

クラス 

クルトゥーラ・イタリアーナは様々な文化機関

の協力のもと、一年を通してイタリア語コース

をオーガナイズしています。各コースは月曜日

のクラス分けテスト（10レベル）で始まり、４週間、3週

間、2週間または6週間、8週間、12週間続きます。コース

は1週間あたり20時間の授業と6時間の課外活動プログラム

によって構成されています。授業はクラスのレベルによっ

て9時から12時40分まで、または13時から16時40分まで行

われ、50分の授業が4コマ、途中20分の休憩を一回はさみ

ます。一日の授業は二部に分かれ、前半は一人の教師が文

法構造およびボキャブラリーの授業を行います；後半の授

 



業では表現とコミュニケーションに重点が置かれます。通

常のクラスは6－12人定員ですが、3－5人クラス、2人クラ

ス、個人レッスンも選択できます。コース終了時には、修

了証書が参加者各自に授与されます。 

 

レベル 

イタリア語の知識と能力によって、8レベルに分けられま

す：初級 (A1 ＜初級1＞・ A2 ＜初級2＞ - 第一部・第二

部), 中級 (B1 ＜中級1＞・B2 ＜中級2＞ - 第一部・第二

部）、上級（C1 ＜上級1＞・C2 ＜上級2＞）- 第一部・第

二部。語法、表現、把握力、特定のシチュエーションにお

いてイタリア語を使いこなす能力には特に重点が置かれま

す。 

 



A1 (初級1)・ A2 (初級2) - 第一部・第二部  

目標：日常会話をよく理解するために必要な言語要素の基本

的な理解。 

方法： 相手の言うことを聞き取って理解する練習, 言語学的

状況分析、 短い会話、 映画の台本・新聞記事・短い物語の

読みとり、主要な文法概念の学習。  

B1 (中級1) ・B2 (中級2) - 第一部・第二部  

目標：ほぼ正確なイタリア語の日常会話能力。 

方法：新聞記事や文学抜粋の読みとり、口述の要約、書く練

習、文法の使用。  

C1 (上級1) ・C2 (上級 2) –  第一部・第二部 

目標：あらゆる表現形態におけるイタリア語の自然な使用。 

方法：新聞記事・文学テキスト・詩の読みとり及びディス

カッション、要約やコメントの作成、より複雑な文法概念・

慣用語法の構造・新造語・同義語の学習。 

 

 

 

 



修了証書 

コース終了時、到達したレベルを記載した証書が生徒各人

に授与されます。クルトゥーラ・イタリアーナは外国人の

ためのイタリア語学校としてイタリアで初めて正式に認定

された語学学校ですので、本校の発行する証書は仕事の場

でも有効であり、職探しに利用することが可能です。クル

トゥーラ・イタリアーナはま

た、イタリアや海外の大学か

らイタリア語教育センターと

して認定されています。 

 

積極的な学習 

外国語としてのイタリア語を

教える経験を持つ、プロの教

師陣が授業を行います。授業

はイタリア語の型、文法規

則、コミュニケーションにお

ける使用法を学ぶことから構

成されています。慣用法、表

現、把握力、特定の状況にお

けるイタリア語の使用能力に

は特に重点が置かれます。 

集中コースという性格上、本

校のコースにおいては生徒の

皆さんの協力が不可欠です。

毎日約2時間程度の宿題が出

されます。一つのクラスにお

いて個人のレベル差がある場合、クラスをいくつかの小グ

ループに分けることがあります。この場合の授業時間は、

以下の通りです：4－5人 50分×3コマ；2－3人 50分×

2.5コマ； 個人 50分×1.25コマ。小グループの場合に

 



は学校でも家でもより集中した学習ができるので、授業時間

は短くとも最終的には6－12人クラスと同じレベルに到達し

ます。  

 

教材 

コピーを含む教材は、本校で支給します。教科書は貸し出し

ています。  

 

課外活動プログラム 

様々な活動は、コース参加者がイタリアの環境に触れ合うの

を助長・促進し、現代イタリアを全般的に理解することを目

的としています。イタリア語レッスン後の課外活動プログラ

ムは、二種類に分かれます。一つは、各参加者が持つ特

定の興味に応じてオーガナイズするものです。例

えば、医者・建築家・教師はそれぞれ、イタリ

アの同僚を彼らの仕事場に訪ねることができ

ます。サッカーやバイクに興味のある人は

サッカーチームのファンクラブやドゥカー

ティのバイク・クラブに参加することも可能

です。音楽に興味のある人は、例えば、古い

楽器の収集家に会うことができます。もしよ

ろしければ、あなたが興味を持っていること

を入学申込書にご記入ください。これらは個



人または同じことに興味を持つ小グループ単位の私的な会合で

す。これらの会合が実現するかどうかは、イタリア人同僚の都

合・時間帯その他いろいろな状況によります。従って、必ずし

も実現するとは限りません。残念ながら先方の都合がつかない

こともありますが、皆さんの希望にかなうよう我々はできるだ

けのことをしたいと思っています：なぜなら生徒の皆さんの

「イタリア人とイタリア語を話したい」という自発的な願望を

高める機会を作ることは、本校にとっても重要だからです。二

つめは、本校が選択して提供するものです。セミナーや講演会

は、専門家やオーガナイザーによって独自に開催されます。そ

のテーマはイタリア語コース・見学・散策・会合に参加してい

る間に生徒の皆さんが出くわす、イタリアの生活や文化と密接

につながっています。   

散策、見学、会合はイタリアの他の都市には見られない「ボ

ローニャらしさ」を明らかにするだけでなく、町やその歴史

的・芸術的・都市的局面を生徒の皆さんが直接

的かつ奥深い形で学ぶのを手助けします。

課外活動の選択は生徒の興味を考慮し、

次の４つのテーマに沿っています： 

_ a.  ボローニャの町； 

_ b. 芸術・歴史・音楽； 

_ c. 景観と環境： 

_ d. 現代事情。 



イタリア料理とワイン・テイスティング 

クルトゥーラ・イタリアーナは最高のイタリア料理を簡単に学ぶ

ための「イタリア料理コース」を提供しています。  

「ワイン・テイスティング」では様々な種類のワインの選び方・

見分け方を教えます。 

www.culturaitaliana.it をご覧ください。 

 

セミナー 

本校は以下のテーマのセミナーを開催しています：イタリア文

学、音楽史、イタリア語の歴史、絵画など。  

 

友人、親類、ゲスト 

コース参加者の友人、親類そしてゲストの方々も歓迎します。

コース参加者と同様、大学の食堂やホテル・ホームステイを特別

価格で利用することができます。また、本校に入学せずにゲスト

として課外活動プログラムに参加することも可能です。 

 

託児サービス 

授業時間中に利用することができます。料金は、子供の年齢及

び人数によって変わります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ピック・アップ サービス 

ご要望があれば、空港からのピック・アップを手配いたします。 

事務局にご連絡ください。  

 

衣服 

冬は寒く、夏は暑い日が多いです。通常、春と秋は過ごしやすい

気候ですが、雨が降るかもしれません！季節に適した衣服が必要

です。散策用の履きやすい靴や水着も忘れずに！  

 

体験入学 

入学手続きの際に、一日体験入学を希望することができます。初

日の授業終了時、納得のいかない方には既に納入した授業料全額

を返金いたします。あなたのニーズに本校の提供するコースが

合っているかどうかを決める機会は、この初日一日のみです。 

  

奨学金 

クルトゥーラ・イタリアーナはイタリア文化協会、イタリア大使

館・領事館、大学のイタリア語学科、その他本校の発展とプロ

モーションに協力する文化的・社会的組織に奨学金を提供してい

ます。 

  

出版物、会議、展覧会 

クルトゥーラ・イタリアーナは会議、展覧会、セミナーをオーガ

ナイズし、その記録を出版しています。www.culturaitaliana.it

をご覧ください。 

 

プレス・リリース 

  

www.culturaitaliana.it をご覧ください。 

 
 



入学手続 

入学申込書にご記入のうえ、下記宛にご送付ください： 

CULTURA ITALIANA 
Via Castiglione 4  
I - 40124 Bologna BO  
Fax no.: ++39 051227675 

内金130ユーロの支払い方法は、以下から選択できます：  

1)銀行送金 

Carisbo - Intesa San Paolo  
Via Rizzoli, 5 40124 - Bologna  
IBAN: IT83O0638502452011402210139  
BIC: IBSPIT2B571  

2)クレジットカード(Visa, Masterカード)でオンライン決済 

 

入学申込書が到着し次第、コンファームを送付いたします。もしコース

をキャンセルまたは日にちを変更する場合には、コース開始日の15日前

までに必ずご連絡ください。この場合、すでに支払い済みの内金は変更

後のコースの内金として有効となるか、もしくは返金されます（銀行手

数料その他の費用として50ユーロを差し引いた金額となります）。 

更に詳しい情報が必要な方は、 

www.culturaitaliana.it をご覧ください 


  



入学申込書  

 
 
 
 

 
姓 _____________________________________________________  

 

名 _____________________________________________________  

 

生年月日 ___________職業 _______________________________ 

 

国籍 ________母国語 ____________________________________ 

 

自宅住所________________________________________________ 

 

____________________電話 ______________________________  

 

Eメール _______________________________________________ 

 

私は以下のコースに申し込みます：  

 

(期間）______________ から _______________まで  

 
� 6-12 人          � 3-5 人   � イブニング・コース    

� 特 別 指 導 コ ー ス   � イ タ リ ア 語  +  料 理    

� 個人                                � 2 人: 授業時間数 _________  

 
 


  



希望する宿泊形態:   

 

______________________________________________________ 

タバコを吸いますか？     � はい       � いいえ  

 

あなたのイタリア語の知識は？  

� 全くなし    � 基礎程度  � ふつう  

� まあまあ      � 良く知っている  

 
どのくらいの期間、どこでイタリア語を勉強しましたか？  

 

______________________________________________________  

 

イタリア語以外に何語を話しますか？  

 

______________________________________________________  

 

ベビーシッターが必要ですか？     � はい    � いいえ  

 

どうやって本校を知りましたか？ 

______________________________________________________  

 

内金送金書のコピーを同封します。 

  

 

場所・日付・           サイン  

_________________ _________________________ 
 
 


