
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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】 
イタリアの仕掛け絵本
を読んでみよう！ 

80分ｘ１回

3/20 
（月） 

11:00-12:20 

イタリアで親しまれている仕掛け絵本のシ
リーズから春夏を感じられる絵本を読んで
いきます。現在形で書かれる原文を音読を
しながら訳出し、読み解く上で必要な文法
事項についても解説いたします。

四方 実 3,500円

T2

【初級１】 

ジャンニ・ロダーリ 
の詩に親しむ 
80分ｘ2回

3/22, 29 
（水） 

14:00-15:20 

ウクライナに思いを寄せた詩『キーウの
月』が話題のジャンニ・ロダーリ。児童文
学作家として短編・長編の物語が有名です
が、子供向けの詩もたくさん残していま
す。平和への願いが高まるこの機会に、ロ
ダーリの詩の数々を精読してみます。

京藤 好男 7,000円

T3

【初級２】 

聞いて、話して、感じて… 
イタリア語で深める 
ヴェルディの魅力 

80分ｘ2回 
≪対面≫

3/22, 24 
（水金） 

14:00-15:20

イタリアオペラ界の巨匠、ジュゼッペ・ヴ
ェルディの傑作「仮面舞踏会」をとり上げ
ます。映像やリブレットを通じて、恋、友
情、復讐が交錯し、赦しによって締めくく
られるオペラの魅力に触れていきます。イ
タリア語の響きに触れ、実際に口にするこ
とで、作品に込められた思いを味わってみ
ましょう。 
※ 青山教室にて対面形式の講座になります。春
夏期講座に継続いただけます。

橋田 瑞穂 7,000円

T4

【初級2/中級】 

スムーズな会話のために  
イタリア語の話し言葉 

120分ｘ2回

3/22, 29 
（水） 

10:30-12:40 
（10分休憩）

イタリア語で話す時、“boh!”, “senti”, 
“basta”, “ce l’ho fatta”などの会話的な表現
が多く出てきます。自然な会話に不可欠なこ
れらの表現を使いこなし、よりスムーズなコ
ミュニケーションを目指しましょう 
※ 過去講座とは別テキストを使用します。

Laura
MACCARI 10,000円

T5

【中級～】 

イタリアの童話 
Il becco del merlo 
（クロウタドリのクチバシ） 
を読んでみよう！ 

80分ｘ1回

3/27 
（月） 

11:00-12:20

イタリア説話集に収められている、イタロ・
カルヴィーノの「Il becco del merlo」(クロウ
タドリのクチバシ)という物語を読み解いてい
きます。音読をしながら訳出し、読み解く上
で必要な文法事項についても解説いたしま
す。

四方 実 3,500円

T6 【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） 
 3/25 
（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。まずは授業開始前の
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。 
※ 2022年夏の短期集中講座とは別テキストを
使用します。

佐藤 徳和

3,500円

T7
中級（３級） 

4/1 
（土） 

11:00-12:20

3,500円

初級から上級まで《オンライン・対面》テーマ別特別講座

レベルの目安

＊ T3以外は全てオンラインで実施いたします



 
申込名 講座名 日程/時間 内容 講師 受講料

T8

【初級2/中級】 

カルチョで学ぶ 
イタリア語 
80分ｘ1回

3/25 
（土） 

14:00-15:20

『La Gazzetta dello Sport』に掲載された
イタリア人サッカー選手の有料版記事（ロ
ングインタビュー）を講読・読解します。 
インタビューを通して、学習書や文法書で
は学ぶことが難しい、口語体の自然な言い
回しを学びましょう。

佐藤 徳和 3,500円

T9

【初級2/中級】 

Giro d’Italiaで巡る 
イタリア 2023 
80分ｘ1回

4/1 
（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2023年のコースを
予習。注目のイタリア人選手のインタビュ
ーを講読・解説します。

佐藤 徳和 3,500円

T10

【中級】 

須賀敦子で学ぶ　 
《翻訳学》入門 

80分ｘ1回

3/31 
（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？　イタリア語訳
と原文を読みくらべながら、須賀の翻訳
手法を探っていきます。 
※ 2022年春及び夏の短期集中講座とは異なる箇所
を読みます。今回のみの受講も可能です。

北代 美和子 4,000円

T11
【初級２】【中級】 

ビデオで学ぶイタリア語 
Pillole di Roma 
ローマを 

カプセルに入れて 
各90分ｘ3回

【初級２】 
3/23, 29, 30 
(木水木） 
11:00-12:30

亀の噴水やティベリーナ島など、２分程度
のビデオでローマの興味深い逸話やその歴
史をご紹介します。気になる都市のことを
イタリア語でどう説明するのか、どんな表
現があるのかを学びましょう。【初級2】
では会話を中心に、【中級】では会話と作
文の両方の上達を目指します。

Fabiana
TORRE

11,000円

T12
【中級】 

3/23, 29, 30 
(木水木） 
14:00-15:30

11,000円

T13

【中上級】 

ダンヌンツィオの 
詩を読む 
80分ｘ4回

3/23, 25,  
3/30, 4/1 
（木土木土） 
19:00-20:20 

ガブリエーレ・ダンヌンツィオの夏をテー
マとした詩集『アルキュオネー』より “La 
morte del cervo” 「牡鹿の死」を中心に
何編か読みます。昨夏取り上げた “Il 
cervo” 「牡鹿」の続編と言える作品で
す。ケンタウロスと牡鹿の激しい闘いの様
子が活写されています。 

森口 いずみ 13,000円

＊ 表示価格は消費税 (10％) と教材費を含みます 
＊ T10 は印刷教材を郵送、それ以外のオンライン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  

《オンライン》で学ぶ、生きたイタリア語文法

申込名 レベル 講座名 日程 時間 講師 受講料

B1 初級1
《それはいい！待ち遠しいな》 

形容詞と副詞 
[ bello/ buono/ bene/ bravo]

3/22（水）

14:00 

 | 

16:10

高田 和広

各講座 
4,800円 

120分 
(休憩10分)

B2 初級1
《明日は早く起きないと…》 

再帰動詞と補助動詞 
[ mi devo alzare… ]

3/23（木） 森口 いずみ

B3 初級1
《この小説、知ってるかい？》 

代名詞の直接目的 
 [ mi/ ti/ lo-la/ ci/ vi/ li-le/ ne] 

3/24（金） 高田 和広

B4 初級2
《こちらから電話して答えますね》 

代名詞の間接目的 
 [ mi/ ti/ gli-le/ ci/ vi/ gli]  

3/25（土） 橋田 瑞穂

B5 初級2
《リドからのメール》 

関係代名詞 
[ che/ dove/ di cui]

3/27（月） 高田 和広

B6 初級2
《それ見せてくれる？》 

代名詞の結合形 
 [ me lo/ te lo/ glielo…]

3/29（水） 橋田 瑞穂

B7 初級2 
中級

《何の映画を見たの？ どうだった？》 
近過去と半過去 

[ sono andato…/ era bello…]
3/30（木） 森口 いずみ

B8 中級
《お水を一杯いただけますか》 

条件法の使い方 
[ vorrei, sarebbe…/ avrei voluto, sarebbe stato…]

3/31（金） 橋田 瑞穂

B9 中級
《家にいたらやる事がある》 

非人称の表現 
[ mi hanno detto che non si fa così ]

4/1（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、オンラインで学ぶ短期文法講
座です。学べば増えてゆく“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


