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テーマ別特別講座2022年 日伊協会のオンライン 

春の短期集中講座

公益財団法人 日伊協会

《申込方法》

集中できるから 
あっという間に 
時間が過ぎます

家にいながら 
快適なオンライン！

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！

オンラインでの 
先生の工夫が素晴らしい！

＊ 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

経験豊かな講師と学ぶ短期集中文法講座 
多彩なテーマ別講座＆セミナー 
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 
パソコンやタブレットを使って手軽に参加 
多くの教育機関で導入されている Zoom を使用

1. 日伊協会ホームページ（https://www.aigtokyo.or.jp）よりお申込み
後、一週間以内に受講料をお支払いください（銀行振込・各種クレジット
カード利用可） 

2. 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 

3. 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 

4. 本講座に会員割引は適応されません

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

T1

【初級１】 

イタリアの絵本 
「犬のピンパ」 
を読んでみよう！ 

80分ｘ4回

3/22, 23,  
3/29, 30 
（火水） 

11:00-12:20 

おもに現在形で書かれるイタリア語の絵
本を原書で読み解いていきます。音読を
しながら、個人やグループで訳出してい
き、読み解く上で必要な文法事項につい
ても解説致します。イタリアで親しまれて
いる犬のピンパの絵本が題材です。

四方　実 13,000円

T2

【初級１】 

新・オンラインで 
とことん 

イタリア人になろう 
80分ｘ2回

4/1, 2 
（金土） 

14:00-15:20

生きた会話を身につける講座です。「こん
なときどう言うの？」という疑問から始
め、伝わる発音と必要な文法知識を学びな
がらイタリア語で表現する楽しさを味わい
ましょう。リスニングのセクションでは聴
解力のアップも期待できます。 
（《春夏期》講座に継続いただけます）

橋田 瑞穂 7,000円

T3

【初級２】 

ワンランク上の 
イタリア語を目指す 
《作文演習》 
120分ｘ2回

3/23, 30 
（水） 

10:30-12:40 
（休憩10分）

どんなに語彙があっても、適当に単語を
並べるだけではイタリア語は上達しませ
ん。大切なのは《文》の組み立て方です。
この講座では、適切な単語の並べ方を学
び、前置詞の基本的な使い方をおさえなが
ら、正しい《文》を作る練習を通して、ワ
ンランク上のイタリア語を目指します。

Laura  
MACCARI 10,000円

T4

【初級２/中級】 

助けて文法 
SOS grammatica 

80分ｘ3回

3/25, 31, 4/1 
（金木金) 
11:00-12:20　

３回のレッスンで、よくある文法の間違い
や疑問を解決します。１）冠詞をめぐって
「冠詞は要るのか要らないのか？」「定冠
詞か不定冠詞か？」など、２）形容詞の位
置、「《una vecchia casa》なのか《una 
casa vecchia 》?」 など、 ３）紛らわし
い動詞の区別「conoscere と sapere」や
「fare と far fare」など。

Fabiana
TORRE 10,000円

T5 
（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） 
 3/26（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。まず
は講座が始まる前の30分でテストを解い
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

T6 
（中級）

中級（３級） 
4/2（土） 
11:00-12:20

3,500円

初級から上級まで《オンライン》テーマ別特別講座

レベルの目安



申込名 講座名 日程/時間 内容 講師 受講料

T7

【初級２/中級】 

Giro d’Italiaで 
巡るイタリア 2022 

80分ｘ1回

3/26 
（土） 

14:00-15:20

イタリアで国民的行事の自転車ロードレー
ス、ジロ・ディタリアの2022年のコース
を予習。注目のイタリア人選手のインタビ
ューを読んで解説します。

佐藤 徳和 3,500円

T8

【初級２/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

4/2 
（土） 

14:00-15:20

2022年2月開催予定の北京五輪を取り上げ
ます。この大会で活躍するイタリア人選手
の話題を選んで、簡単な記事やインタビュ
ーを読んで解説します。スポーツを通して
イタリア語力を伸ばしましょう。

佐藤 徳和 3,500円

T9

【中級】 

須賀敦子で学ぶ　 
《翻訳学》入門 

80分ｘ1回

4/1 
（金） 

14:00-15:20

須賀敦子訳による深沢七郎『東北の神武
たち』のイタリア語訳を読みます。独特
のリズム感をもつ深沢の文体が描き出す
東北寒村の奇譚を、須賀はどのようなイ
タリア語で表現したのでしょうか？日本
語の原文と読みくらべながら、須賀の翻
訳手法を探っていきます。 
（《春夏期》講座に継続いただけます）

北代 美和子 4,000円

T10

【中上級】 

イタリア人みたいに 
話してみよう 

Dillo come un italiano.  
80分ｘ4回

3/23, 25,  
3/30, 31 
（水金水木) 
14:00-15:20　

イタリア人のように話すには、よく使われ
る「つなぎ表現」の習得が欠かせませ
ん。「cioè」「ah」「se no」などをうま
く使いこなせば、話しの流れもスムーズに
なり、気持ちだって伝わります。４回のレ
ッスンで、そんな表現を多角的に分析、イ
タリアの映像や実際のインタビューに触
れながら実践的に練習します。

Fabiana
TORRE 13,000円

申込名 講座名 日程/時間 内容 講師 受講料

S1

ローマ・バロックの天才 
ベルニーニの生涯と作品 
Il genio del Barocco romano: 
Gian Lorenzo Bernini  
Vita e opere 
80分 x 1回

3/25 
（金）  

11:00-12:20

Il genio del Barocco romano: Gian 
Lorenzo Bernini. Vediamo tutte le 
opere artistiche e architettoniche 
del famoso architetto Gian Lorenzo 
Bernini. Scopriamo insieme come 
ha modellato e abbellito le strade 
di Roma.

Raffaele 
GIUPPA 3,000円

S2

ミラノの 
レオナルド・ダ・ヴィンチ 
Leonardo Da Vinci 

a Milano
80分 x 1回

4/1 
（金）  

11:00-12:20

Milano, la storia del Duomo e i 
posti che ricordano la presenza di 
Leonardo Da Vinci in città. 
Facciamo un giro per Milano e 
scopriamo i luoghi in cui e' vissuto 
e ha lavorato Leonardo Da Vinci.  
Entreremo anche nel Duomo per 
fare una visita di questo splendido 
monumento e per ascoltare la sua 
storia.

Raffaele 
GIUPPA 3,000円

イタリア語による《オンライン》セミナー（中級以上）

＊ 表示価格は消費税 (10％) と教材費を含みます 
＊ T9 は印刷教材を郵送、それ以外の講座の教材はメール添付にて送付します 
＊ 講師のプロフィールは協会HPをご参照ください



   日 伊 協 会  

“もやもや” は　これですっきり！《オンライン》イタリア語文法

申込名 レベル 講座名 日程 時間 講師 受講料

B1 初級1 形容詞と副詞 
[ bello/ buono/ bene/ bravo] 3/22（火）

14:00 

 | 

16:10

橋田 瑞穂

各講座 
4,800円 

120分 
(休憩10分)

B2 初級1 再帰動詞と補助動詞 
[ mi devo alzare… ] 3/23（水） 高田 和広

B3 初級1 代名詞の直接目的 
 [ mi/ ti/ lo-la/ ci/ vi/ li-le/ ne] 3/25（金） 高田 和広

B4 初級2 代名詞の間接目的 
 [ mi/ ti/ gli-le/ ci/ vi/ gli]  3/26（土） 橋田 瑞穂

B5 初級2 関係代名詞 
[ che/ dove/ di cui] 3/29（火） 森口 いずみ

B6 初級2 代名詞の結合形 
 [ me lo/ te lo/ glielo…] 3/30（水） 橋田 瑞穂

B7 初級2 
中級

近過去と半過去 
[ sono andato…/ era bello…] 3/31（木） 森口 いずみ

B8 中級 条件法の使い方 
[ vorrei, sarebbe…/ avrei voluto, sarebbe stato…] 4/1（金） 高田 和広

B9 中級 非人称の表現 
[ mi hanno detto che non si fa così ] 4/2（土） 森口 いずみ

イタリア語を初級・中級レベルまで学んだみなさんのための短期文法講座です。なかなか晴れない “もやもや” を、この
機会にスッキリさせてみませんか。オンライン用に工夫した教材で、日本人講師がわかりやすく解説します。

＊ 表示価格は消費税 (10％) と教材費を含みます 
＊ 文法講座の教材はメール添付にて送付します 
＊ 講師のプロフィールは協会HPをご参照ください

申込名 【初中級】 

美術の世界に飛び込もう 
Dentro l’opera d’arte 
120分x１回

W1
美術史の講座を担当するロッサーナさんと、アーティストのベアトリクス
さんによる、簡単なイタリア語による美術ワークショップです。取り上げ
るテーマは《線》と《構図》。まずはロッサーナさんが平易なイタリア語
で絵画の名作を解説。意図や技法をつかんだら、次はベアトリクスさんと
模写に挑戦しましょう。うまく描くことは目的ではありません。イタリア
語の指示を聞いて、名作の線や構図を自分の手で確かめながら、イタリア
語で表現してみてください。絵画を《内側》から鑑賞しながら、イタリア
語で表現する楽しみを味わってみてください。

Rossana 
ANDRIUZZI 

&
Beatrix
FIFE

5,000円

2Bあるいは3Bの鉛筆をご持参ください 
感染対策を講じた上で青山教室にて実施します 
ご参加の際は必ずマスクを着用ください

3月22日（火曜日）14:00-16:10 （休憩10分） 
特別《対面》セミナー：イタリア語で学ぼう 

 Rossana & Beatrix の美術ワークショップ


