
伊 協 会  夏 の 特 別 講 座  
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〒107-0052　東京都港区赤坂7-2-17 赤坂中央マンション205　TEL 03-3402-1290（イタリア語講座問い合わせ専用） 
TEL 03-3402-1632    FAX 03-3402-3707　https://www.aigtokyo.or.jp

テーマ別特別講座2020年 日伊協会のオンライン 

夏の短期集中講座

公益財団法人 日伊協会

《申込方法》
1. 日伊協会ホームページ（https://www.aigtokyo.or.jp）よりお申込み下さい 
2. 受講料はご本人様名義で下記口座にお申込みより１週間以内にお振込み下さい 

3. 本講座に会員割引は適用されません 
4. テキストは、開講日までに郵送あるいはメール添付ファイルにて配布します 
5. 各クラス開講日の10日前が登録締切ですが、定員に余裕のある場合はそれ以降も登録可能です 
6. 最低開講人数に満たないクラスは閉講となり、受講料はお返しいたします

三菱UFJ銀行 青山通支店 普通 0458133 財）日伊協会イタリア語

全国どこからでもアクセス可能 
自宅で、安全、快適に受講できるオンライン講座 
パソコンやスマートフォンを使って手軽に参加 
多くの教育機関で導入されている 
WEB会議ソフトの Zoom を使用 

オンラインに不安を感じている方も安心 
講師・スタッフが全力でサポート

集中できるから 
あっという間に 
時間が過ぎます

暑い夏は 
オンラインが快適！

思ったより 
簡単につながりました

教室よりも 
気軽に発言できます

移動時間がなくて 
うれしいです

オンラインでの 
先生の工夫が素晴らしいです

＊ Zoom のご利用方法につきましては、日伊協会ホームページまたはZoom公式ホームページをご参照ください

http://www.aigtokyo.or.jp
http://www.aigtokyo.or.jp


 
 

入門 初めてイタリア語を学ぶ方 中級 週 1回の学習が 3 ~ 4年程度の方

初級1 週 1回の学習が１年程度の方
上級 ４年以上の学習、または1年程度の 

留学経験のある方初級2 週 1回の学習が２年程度の方

申込名 講座名 日程/時間 内容 講師 受講料

T１a 
（前期） 【入門】 

3日で入門 
イタリア語(1)(2) 
前期/後期 各160分ｘ3回

前期（火木金) 
7/28, 30, 31 

後期（火水木) 
8/4, 5, 6  

13:30-16:20 
（10分休憩）

初めてイタリア語を学ぶ方のためのオンライン
講座です。前半の3日間で簡単な表現と文法の
初歩「発音と綴り」「アルファベット」や、簡
単な「挨拶」「自己紹介」など学び、後半では
さらに「名詞と形容詞」「冠詞の複数形」「動
詞のいろいろ」や「好きなこと」を話したり
「レストラン」で注文したりしてみましょう。 

＊入門１と２の同時申込・一括払いの場合 
総額31,000円が割引価格 28,000円

押場 靖志

15,500円*

T１b 
（後期）

15,500円*

T２

【初級１】 
オンラインで 
とことん 

イタリア人になろう 
80分ｘ2回

8/7, 8 
（金土） 

14:00-15:20

日常的な場面でよく使われる言い回しを、講師
と一緒に探りあて、さらには発音や文法の演習
をしながら、表現力を総合的にアップさせる講
座です。生きたイタリア語を表現する楽しさ
を、オンラインで味わっていただけます。

橋田 瑞穂 7,000円

T3a 【初級２】 
会話を想像しよう 

各80分ｘ3回

7/27, 28, 31 
（月火金) 

12:00-13:20　

皆さんは「知っているけれど使えない単語」あり
ませんか？この講座では、まず基本単語の意味
を確認した上で、それを使って会話を作っていき
ます。出来あがった会話は、ペアになって発音練
習もします！ T3aとT3bは同じ内容です。

朝比奈 佳尉
10,000円

T3b
8/3, 5, 7 
（月水金) 

12:00-13:20　
10,000円

T4a 【初級２】 
はじめての読み物 

各80分ｘ3回

7/27, 28, 31 
（月火金) 

14:10-15:30　

NHKイタリア語講座でおなじみMatteo Inzeo
さんのエッセー『風変わりで愛しいニッポン』
を一緒に楽しむ講座です。日本語訳もついてい
ますので、「文章を読むのははじめて！」とい
うみなさまも安心してご参加いただけます。
T4aとT4bは同じ内容です。

朝比奈 佳尉

10,000円

T4b
8/3, 5, 7 
（月水金) 

14:10-15:30　
10,000円

T５

【初級２】 
イタリア語で楽しむ 
ショート・ストーリー 

80分ｘ2回

7/29, 30 
（水木) 

15:30-16:50　

ネイティブ講師とシンプルなストーリーを読みま
しょう。日本語を忘れて、イタリア語で直接読ん
で理解することに挑戦します。教材は、外国人の
ための500語シリーズの『Il signor Rigoni』。イ
タリアのユーモアを楽しみましょう。

Domenico
PELUSO 7,000円

T６
【初級２】 

はじめての作文 
80分ｘ3回

7/27, 28, 31 
（月火金) 

16:00-17:20

覚えた文法の知識をしっかり定着させるには、
「作文」してみるのが一番です。この講座では
「文の作り方」を最初の一歩からゆっくり解説
していきます。自分だけの文を作りながら、文
法の理解を深めていきましょう。

朝比奈 佳尉 10,000円

T７

【初級２】 
そのまま覚える 
《とっさの一言》 

80分ｘ2回

8/1, 8 
（土） 

12:00-13:20

「話したいのに話せない」、それは「考え過
ぎ」だからかもしれません。この講座ではよく
使う「決まり文句」を、具体的な場面を設定し
た上で何度も発音していきます。使える「とっ
さの一言」を身につけましょう。

朝比奈 佳尉 7,000円

T8 
（初級）

【初級/中級】 
語彙力アップ 

検定単語テスト！ 
（検定4,5級/検定３級） 
各80分ｘ1回

初級（４・５級） 
 8/1（土） 

11:00-12:20

オリジナル「単語テスト」で語彙力をチェッ
ク。テストの後は、イタリア語検定協会事務局
員の講師がポイントを丁寧に解説。検定試験対
策としてはもちろん、学習成果の確認にも最
適。「初級」と「中級」の２つのレベルをご用
意。講座開始前の30分でオリジナル・テストを
解いていただき、オンライン授業の80分で、解
答・解説を行います。

佐藤 徳和

3,500円

T9 
（中級）

中級（３級） 
8/8（土） 

11:00-12:20
3,500円

はじめての方から上級まで《オンライン》テーマ別特別講座

レベルの目安

テキスト代  2, 000円 
（前期・後期 共通 ）

テキスト代  2, 000円 
（前期・後期 共通 ）



申込名 講座名 日程/時間 内容 講師 受講料

T10

【初中級】 
イタリアを応援しよう 
スポーツのイタリア語 

80分ｘ1回

8/8（土） 
14:00-15:20

東京五輪でイタリアが出場する競技などについ
て、イタリア語を解説。映像や写真を用いてメダ
ルが狙える注目の競技・選手も紹介し、五輪が
より一層楽しく観戦できるよう知識を深めます。
比較的容易に読める現地記事を使用します。

佐藤 徳和 3,500円

T11

【中級】 
書いて伝える 
イタリア語  
80分ｘ2回

8/5, 6 
（水木） 

15:30-16:50

Come si scrive un'email o una lettera 
ufficiale? E se voglio scrivere una 
lettera o una cartolina ad amici? Come 
scrivo una lettera di reclamo? Come 
rispondo? 

Domenico
PELUSO 7,000円

T12
【中級】 

イタリアのコメディ 
80分ｘ2回

8/1, 8 
（土) 

14:10-15:30

イタリアのコメディエンヌTeresa Manninoの舞
台で「笑う」講座です。生まれ故郷シチリア島の
ことを語る彼女のことばには、たっぷりの愛情と
ちょっぴりの自虐。Manninoが描き出すシチリア
島を思い浮かべなら一緒に笑いましょう。

朝比奈 佳尉 7,000円

T13

【中級】 
イタリア語で 

『Viva! 公務員』を 
楽しもう 
80分ｘ3回

8/3, 5, 7 
（月水金） 

16:00-17:20　

映画『Viva 公務員 Quo vado?』を見る講座で
す。ある日突然リストラ宣告を受けた主人公の
Checco。なんとか安定した公務員の職にしが
みつこうとする彼が、世界のあちこちで繰り広
げるドタバタ喜劇を一緒に楽しみましょう。

朝比奈 佳尉 10,000円

T14a 
（前期）

【中級】 
おしゃべり三昧 
会話力アップ  
前期/後期 各80分ｘ3回

前期（水木金) 
7/29, 30, 31 

後期（水木金) 
8/5, 6, 7 

14:00-15:20

Ogni volta viene presentato un tema di 
interesse generale per poter chiacchierare 
piacevolmente arricchendo il proprio 
vocabolario di parole nuove. Non c’è 
bisogno né di ripasso né di preparazione 
particolare.

Cristiano
CALUDIS

10,000円

T14b 
（後期）

10,000円

T15

【中級】 
生誕100周年 

原文で読み解くロダーリ 
80分ｘ4回

7/27, 29（月水) 
8/3, 5（月水) 
15:30-16:50

世界中で愛されている作家ジャンニ・ロダー
リ。比較的簡単な作品を選んで読んでいきま
す。ロダーリの思想や人柄にも触れる予定で
す。最後にはみんなでロダーリの詩をひとつ翻
訳し、発表してみましょう。

関口 英子 14,000円

T16

【中上級】 
イタリア語 

ブラッシュアップ 
80分ｘ2回

8/1, 8  
（土） 

14:00-15:20

Vengono p resen ta t i a rgoment i 
sull’Italia e sugli italiani per poter 
migliorare le proprie abilità di lettura 
scrittura ascolto e conversazione in 
modo piacevole.

Cristiano
CALUDIS 7,000円

T17

【中上級】 
ダンヌンツィオの 

夏の詩を読む・第４弾 
90分ｘ4回

7/28, 30 
（火木） 
8/4, 6 
（火木） 

19:00-20:30

詩集 “Alcyone (アルキュオネー)” (1903年) の
中から今年は “Sogni di terre lontane (遠き地
の夢)” を中心に読みます。形式の異なる7篇の詩
の冒頭にはつねに “Settembre” の一語が置かれ
ています。テーマは「追憶」と「夢」です。

森口いずみ 15,000円

T18
【中上級】 

イタリア語で学ぶ遠過去 
80分ｘ3回

7/27, 30, 8/1  
（月木土） 

13:30-14:50

Studiamo insieme le forme del 
passato remoto e proviamo ad 
usarlo, in letture, ascolti e canzoni.

Fiore
LIETO 10,000円

T19

【上級】 
翻訳のための 
伊文構造解析 
120分ｘ3回

7/28, 31, 8/3 
（火金月） 

18:00-20:10 
（10分休憩）

Studio della "sintassi del periodo". 
Utilissimo per chi vuole diventare 
traduttore, e quasi indispensabile per 
lo studio del latino.

Riccardo
AMADEI 15,000円



   日 伊 協 会  
申込名 レベル 内容 日程 時間 講師 受講料

B1 初級２ スムーズな会話のための代名詞 
間接目的と直接目的代名詞の組合わせ

8/6 
(木) 13:30-16:20 粒良 麻央

各講座  
6,000円 
160分 

(10分休憩) 

B2 初級２ 前置詞のツボをおさえよう 
空間の前置詞、時間の前置詞、動詞との相性

7/27 
(月) 13:30-16:20 久保 博

B3 初級２ 過去を生き生きと描写する 
半過去の用法と近過去との使い分け

7/29 
（水） 13:30-16:20 粒良 麻央

B4 初級２

中級

比べてみれば思いも伝わる  
比較の表現

7/30 
（木） 13:30-16:20 山田 香苗

B5 初級２

中級

読んで書くための関係代名詞  
関係代名詞

7/31 
（金） 13:30-16:20 橋田 瑞穂

B6 中級 より豊かな表現力を身につける 
条件法の用法

8/1 
（土） 13:30-16:20 山田 香苗

B7 中級 「～させる」「～してもらう」 
ついに登場！ 使役の表現

8/3 
（月） 13:30-16:20 久保 博

B8 中級 受け身のほうが自然なこともある  
受け身と非人称の表現

8/4 
（火） 13:30-16:20 橋田 瑞穂

B9 上級 気持ちを伝えるには接続法 1 
接続法の現在と過去

8/5 
（水） 13:30-16:20 粒良 麻央

B10 上級 気持ちを伝えるには接続法 2 
接続法の半過去と大過去

8/6 
（木） 13:30-16:20 森口いずみ

B11 上級 「もし~」を伝える仮定文

仮定文の構造

8/7 
（金） 13:30-16:20 山田 香苗

B12 上級 複文の「時」を整理しておこう 
時制の一致

8/8 
（土） 13:30-16:20 森口いずみ

＊表示価格は消費税 (10％) と教材費（『入門イタリア語』を除く）を含みます

苦手な文法をスッキリ 《オンライン》イタリア語文法

イタリア語による《オンライン》特別セミナー（中級以上）
申込名 講座名 日程/時間 内容 講師 受講料

S１a イザベッラ・デステ     と 
ルクレツィア・ボルジア 

各80分x2回

Parte I  
7/27, 28（月火） 
11:00-12:20　

Per chi è interessato alla storia 
d’Italia, un seminario, con video e 
materiali da leggere, su Isabella 
d’Este Gonzaga (Parte I)  e Lucrezia 
Borgia (Parte II): per conoscere nel 
p u b b l i c o e n e l p r i v a t o d u e 
protagoniste del Rinascimento.

Violetta
MASTRAGOSTINO 

6,000円

S１b
Parte II  

8/3, 4  (月火）  
11:00-12:20

6,000円

S2
知られざる 

ヴァチカン市国 
80分x2回

7/29, 30  
（水木）  

11:00-12:20

Il Vaticano: un luogo unico, un'isola 
di grande bellezza, nel 1984 
riconosciuto dall’Unesco Patrimonio 
dell’Umanità. Come si vive e si 
lavora in Vaticano? Qual è la sua 
storia? Quali sono i suoi segreti? 

Luca
D’ANDREA 6,000円

S3
イタリアンポップスの世界 
サンレモ音楽祭 

80分x2回

7/31, 8/1  
（金土）  

11:00-12:20

Vediamo insieme la storia del 
Festival di Sanremo, ascoltando e 
cantando alcune delle canzoni più 
famose. Vi aspetto!!! 

Fiore
LIETO 6,000円

S4
知られざる 
レオナルド 
80分x2回

8/5, 6  
（水木）  

11:00-12:20

Scopriamo insieme alcune opere 
meno conosciute di Leonardo, 
realizzate durante il soggiorno a 
Milano e in Francia. Ingegnere famoso 
per le sue invenzioni belliche, eppure 
vegetariano e pacifista, urbanista, 
coreografo e artista a 360 gradi.

Alessandra
KORFIAS 6,000円


