
 

リグリア州 

 

ジェノバ 

 

1) A DOOR TO ITALY 

特典内容: スタンダードグループレッスン  140 ユーロ割引  最低 2 週間 (3 名) 

                                        230 ユーロ割引  最低４週間 (2 名) 

                                        100％          2 週間・40 レッスン (1 名) 

          全コース                     10％割引       全生徒対象 

特徴: 2002 年に創設されたア・ドア・トゥ・イタリーは、ジェノバにある外国人のための

イタリア語学校の中で一番古い学校です。ア・ドア・トゥ・イタリーでは、様々な言葉や

文化が融合する理想的なメルティングポットであるこの学校で、すべてのレベル（A1 から

C2 まで）に応じたイタリア語・イタリア文化コースを設定しています。イタリア語コース

は、イタリア語を母国語とし、資格を持つ経験豊かな教師が担当し、学習プログラムの仕

上げとして自由時間の課外活動があります。市内ガイドツアー、展示、美術館。他にも地

元文化、料理、ジェノバの伝統を知るための企画が数多くあります。 

備考（諸経費等）: 入学金 50 ユーロ （1 年間有効） 

最寄駅: Genova Piazza Principe 駅 （学校から 500 メートル） 

住所: Via Caffaro 4/7 - 16124 Genova 

メールアドレス: info@adoortoitaly.com 

ウェブサイト: www.adoortoitaly.com 

 

 

 

 

 

 

 



 

2) STUDY IN ITALY 

特典内容：5%     1～4 週間 

特徴：STUDY IN ITALY は入門から上級まですべてのレベルの方に対応しています。 

すべての生徒によりよく対応できるようにグループは少人数で構成されています。 

2 時間/日のコースでは生徒がより多くの自由時間をイタリアでの日常生活に密着でき地元

の観光や散策などに費やすことができます。 

4 時間/日のインテンシブコースでは、文法、イディオム、語彙をさらに深めていきます。 

生徒の言語能力を向上させながら、文化も学ぶことができます。 

また、グループセッションでは会話の練習をします。 

住所: Piazza de Ferrari - 16121 Genova 

メールアドレス: frontdesk@studyinitaly.it 

 

キャバリ 

 

3) NEL BLU 

特典内容：グループコース 50% (2 名) 

特徴：イタリア語学校 NEL BLU のあるキャバリ市は地中海に面したリグーリア州のほぼ

中心にあります。 

治安もよく、地元住民のありのままの生活をのぞくことができます。 

NEL BLUE はキャバリの町の中心に位置し、青い海と緑の松とが出逢うコントラストの素

晴らしい景色は訪れる人々を魅了し続けます。 

住所: Via Nino Bixio 29, int. 7 – 16043 Chiavari 

メールアドレス: infonelblu@libero.it 

 

 

 

 

 



 

サンレモ 

 

4) OMNI LINGUA 

特典内容：スタンダードコース 50% (4 名) 

特徴：1999 年に OMNILINGUA は設立されました。 

生徒の満足度、サービス評価が高いことから国際的な賞をいくつも受賞しています。 

すべての講師は全員大学卒で定期的にワークショップに参加し、教授方法をよりよくする

よう努めています。 

また経験豊富なイタリア語講師は、全員ネイティブスピーカーの資格保持者でその他少な

くとも 2 ヶ国語を話します。 

備考（諸経費等）: 入学金 50 ユーロ 

住所: Via Roma 14, 18038 Sanremo (IM) 

メールアドレス: infos@omnilingua.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ロンバルディア州 

 

ミラノ 

 

5) ELLCI 

特典内容: 50％   12 週間 (1 名) 

         50%   24 週間 (1 名) 

         10％   生徒全員 

特徴: ロンバルディアのイタリア語・イタリア文化機関である ELLCI は、1988 年にミラノ

に創設され、イタリアで最も有名な外国人のためのイタリア語・イタリア文化学校の一つ

です。学校は広くて快適で、ミラノの中心地区、ブエノスアイレス通りのすぐ近くにあり

ます。効果的で短期間での習得を保証し、すべての生徒の要望に応えるため、ELLCI のイ

タリア語コースは少数の生徒グループで構成されています。当校の教師は、外国人にイタ

リア語を教える資格を持つ経験豊富な教師陣です。 

備考（諸経費等）: 入学金 80 ユーロ（1 年間有効） 

最寄駅: Loreto 駅（地下鉄 M1、M2） 

住所: Via Niccolò Paganini, 18 Milano 

メールアドレス: info@ellci.it 

ウェブサイト: www.elci.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6) ISTITUTO DANTE ALIGHIERI 

特典内容:   スタンダード・グループコース A      100%    4 週間 (2 名) 

                                                50％     4 週間 (2 名) 

特徴: イスティトゥート・ダンテ・アリギエーリは、大学卒でイタリア語を母国語とし、資

格と長年における特別な経験を持つ教師陣と協力しています。ミラノ校は旧市街の中心部、

スフォルツェスコ城から歩いてすぐ、ドゥオモから徒歩数分のところにあります。外国人

へのイタリア語教育分野での長年にわたる経験から生まれた教授法を用いており、この教

授法は常に生徒に言語メカニズム、文法メカニズムを熟考するように促すので、生徒は短

期間で日常生活やビジネスの場で対応できるようになります。 

備考（諸経費等）: 

最寄駅: Cadorna 駅（地下鉄 M1、M2） 

住所: Via Giacomo Leopardi 8, 20123 Milano 

メールアドレス: info@dantealighieri.org 

ウェブサイト: www.dantealighieri.org 

 

7) SCUOLA LEONARDO DA VINCI 

特典内容: インテンシブ・コース   100％     1～4 週間  (1 名) 

                                105 ユーロ     1 週間 

                                175 ユーロ     2 週間      (1 名) 

                                245 ユーロ     3 週間 

                                353 ユーロ     4 週間 

(注)全校にて（ヴィアレッジョ校は除く） 

特徴: スクオラ・レオナルド・ダ・ヴィンチは、ナヴィリオ地区の素晴らしい大学キャンパ

ス内にあります。この地区はアーチストの集まる場所であり、多くのカフェ、バール、ブ

ティック、ヴィンテージの雰囲気が漂うお店、最新のアートギャラリーなど、ミラノ・ナ

イトライフの中心です。町の中心部から学校へは地下鉄、バスで結ばれており、交通に便

利です。当校はフィレンツェ校、ヴィアレッジョ校、シエナ校、ローマ校もあります。(各

校に関する情報は www.scuolaleonardo.com にてご確認下さい。） 

備考（諸経費等）: 入学金 70 ユーロ（1 年間有効） 

最寄駅: Romolo 駅（地下鉄 M2） 

住所: Via Darwin 20IT – 20143 Milano 

メールアドレス: milan@scuolaleonardo.com 

ウェブサイト: www.scuolaleonardo.com 

 

 



 

ピエモンテ州 

 

トリノ 

 

8) CIAOITALY 

特典内容: インテンシブグループコース  100% ４週間 (1 名)  

                                      50%  ４週間 (1 名) 

特徴: CIAO ITALY は多種多様な文化に対応したAbbySchool のプロフェッショナルなスタ

ッフにより1996年に設立されて以来トリノにおける語学学校の中心的存在であり続けてい

ます。 

イタリア語と文化を教授するスペシャリストとしてその高いクオリティーのカリキュラム

と指導法による習得をお約束します。 

コースは少人数のグループで各学習者に対しより多くの実地の機会を与え語学の向上へと

導きます。 

備考（諸経費等）: 入学金 65 ユーロ 

住所: Via Alfonso Lamarmora, 31 – 10128 Torino 

メールアドレス: info@ciaoitaly-turin.com 

ウェブサイト: www.ciaoitaly-turin.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9) L`ITALIANO PORTICANDO 

特典内容: 50% x 4 週間 (1 名) 

         15%       全生徒 

特徴：L’ITALIANO PORTICANDO はトリノの中心クワドリラテロロマ－ノと呼ばれる歩

行者優先道路に面し、歴史地区の中心にある語学学校です。 

学校の名前の由来は学校の哲学である「トリノのアーケードを通りながらイタリア語の学

習を！」というところからきています。 

ですので、イタリア語教授法は、イタリア語を母国語に持つエキスパートの教授陣を揃え、

直接コミュニケーションをとる中で、生徒達がアクティブにそして自分達のやり方でたと

えば料理のインターンシップ、ワインのテイスティング、市内や美術館の見学、山登りな

どの授業、課外授業のアクティビティに参加頂けるようにしています。 

備考（諸経費等）: 入学金 60 ユーロ 

住所: via Mercanti, 2 – 10122 Torino 

メールアドレス: info@italianoporticando.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ヴェネト州 

 

カオルレ(ベネツィア) 

 

10) IL FARO 

特典内容: 50％      2～4 週間 (2 名) 

2017 年 6 月 5 日から 2017 年 9 月 29 日まで有効 

特徴: 言語センター、イル・ファロは歴史、文化、伝統が豊かな、絵のように美しい海辺の

町、カオルレにあり、ベネチアまではわずか 50ｋｍです。全クラスとも生徒は最大 6 人ま

で、授業はすべてイタリア語のみで行われるので、どのレベルでも初日からイタリア語漬

けとなります。教師は全員大学卒、イタリア国内または海外でイタリア語教育分野での特

筆すべき経験を積んだ教師ばかりです。 

備考（諸経費等）: 

最寄駅 San Donà di Piave 駅または Portogruaro 駅から Caorle 行きのバスに乗り換え 

住所: Via Eraclea 2, 30021 Caorle (Venezia) 

メールアドレス: info@ilfarolingua.it 

ウェブサイト: www.ilfarolingua.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

パドヴァ 

 

11) SCUOLA DI ITALIANO BERTRAND RUSSELL 

特典内容:   100％   4 週間 (1 名) 

特徴: イタリア語学校、ベルトランド・ラッセルは、1975 年パドヴァに創設されました。

以来、落ち着いた居心地の良い環境でのイタリア語習得を望む様々な国籍の様々なレベル

の生徒に、最高のイタリア語・イタリア文化コースを提供し続けています。ここでは、イ

タリア語を学習しながら、同時にイタリア文化とイタリア生活を学ぶことができます。 

備考（諸経費等）: 

住所: Via E. Filiberto, 6 – 35122 Padova 

メールアドレス: school@bertrand-russell.it 

ウェブサイト: www.bertrand-russell.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ヴェローナ 

 

12) LINGUA IT 

特典内容: スタンダード・インテンシブ・コースコース  50％  1～12 週間 (2 名) 

特徴: LINGUA IT は外国人へのイタリア語教育を専門とする語学学校です。当校はイタリ

ア語、イタリア文化の実際の場に生徒たちを参加させることを第一の目標にしています。

イタリアで、特にヴェローナでイタリア語を学習することは、イタリア人が使う生きたイ

タリア語やメディアから製造業界で使われている話し言葉、書き言葉を聞き、話し、それ

らを使って生活するまたとない機会となります。  

備考（諸経費等）: 入学金 50 ユーロ（1 年間有効）  

最寄駅 Verona Porta Nuova 駅 

住所: Via F. Emilei, 24 – 37121 Verona 

メールアドレス: info@linguait.it 

ウェブサイト: www.linguait.it  

  

13) CENTRO STUDI IDEA VERONA 

特典内容: スタンダードグループコース  50%  ２週間  (4 名） 

                                     10%   全生徒 

特徴：IL CENTRO STUDI IDEA VERONA はロミオとジュリエットの魅力的な街ヴェロ

ーナに初めて語学学校として設立しました。 

講師陣はイタリア語教授法資格保持者で、改良される教授法を定期的に学んでいます。 

多様なトレーニング背景とプロの経験が、グループの継続的な強化と幅広い教育を提供で

きる学校にしています。 

1998 年設立以来、独自の教授法と講師と生徒の協力により、学校は成長することができま

した。 

住所:c/o Istituto salesiano Don Bosco, Str. Provolo 16 - 37123 Verona 

メールアドレス: info@ideaverona.com 

ウェブサイト: www.ideaverona.com 



 

14)  IN CLASSE 

特典内容: インテンシブコース   50%    2 週間   (１名) 

                              50%    3 週間   (１名) 

                              50%    4 週間   (１名) 

特徴：IN CLASSE ではいつもやる気で溢れた、イタリア語教育のプロの講師に教わること

ができます。コースは多種多様で、子供のためのイタリア語、大人のためのイタリア語、

ビジネスのためのイタリア語、大学生のためのイタリア語などがあります。 

学校はヴェローナの野外劇場のすぐそばにある素敵な建物の中にあります。お手頃な価格

設定で、直前割引制度もあります。 

グループレッスンおよびスカイぷレッスンは時間帯の選択肢は広いです。 

イタリア語グループレッスンは最大で 8 名、平均は４，5 人で構成されます。 

備考（諸経費等）：入学金３０ユーロ 

住所: Via Don Enrico Tazzoli 6-37121 Verona 

メールアドレス: info@inclasse.it 

ウェブサイト: www.inclasse.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

フリウリ・ベネチア・ジュリア州 

 

トリエステ 

 

15) PICCOLA UNIVERSITA` ITALIANA – LE VENEZIE 

特典内容: B コース    100％  1 週間  (1 名) 

                     30％   2 週間  (5 名) 

1 週間 100％は 4 週間以上申し込みの場合 

特徴: 当校は、1993 年に南イタリアのトロペアに"カルチャー・カフェ"として創設されま

した。2004 年には教育・大学・研究省より正式に認定を受け、20 年の活動を経て、第二校

を北東イタリアのトリエステに開校しました。当校は、より多彩な、より本物のイタリア

語とイタリア文化の普及を目的としています。 

(注)当校の宿泊施設での滞在が義務付けられています。 

備考（諸経費等）:  

住所: Via Armando Diaz 16 – 34124 Trieste 

メールアドレス: info@piccolauniversitaitaliana.com 

ウェブサイト: www.piccolauniversitaitaliana.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

エミリア・ロマーニャ州 

 

ボローニャ 

 

16) A.L.C.E.(ACCADEMIA LINGUE E CULTURE EUROPEE) 

特典内容: 7 週間＋1 週間無料  (1 名) 

          10 週間＋2 週間無料   (1 名) 

          13 週間   ＋3 週間無料   (1 名) 

          16 週間     ＋4 週間無料   (1 名) 

          19 週間     ＋5 週間無料   (1 名) 

特徴: A.L.C.E.は、イタリア語とイタリア文化の教育を専門とする質の高い教育機関です。

当校は魅力的な芸術の街であるボローニャにあり、競い合いながらモチベーションを保ち、

語学・文化学習を経験したいと希望する何百人もの生徒を、毎年世界中から迎えています。

(2009 年は 34 か国から、一つの国からの生徒の割合は最大 9 パーセント) 

備考（諸経費等）:  

住所 Via Santo Stefano, 164 – 40125 Bologna 

メールアドレス: info@studyitalian.it 

ウェブサイト: www.studyitalian.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17) CULTURA ITALIANA 

特典内容: インテンシブ・コース  30％  1～4 週間  (10 名) 

特徴: クルトゥーラ・イタリアーナは、イタリア語の普及を専門としています。当校の環境

は本物ですので、完全にイタリア語だけの環境で生活することができます。年間平均 950

人、1 週間あたり平均 72 人もの生徒が当校に通っています。高いレベルのイタリア語教育

のみを専門とし、他の言語は教えていません。どの生徒も、一人一人の素質に応じて、数

週間で流ちょうにイタリア語でコミュニケーションができるようになることを保証します。 

備考（諸経費等）:  

住所 Via Castiglione 4 I – 40124 Bologna 

メールアドレス: info@culturaitaliana.it 

ウェブサイト: www.culturaitaliana.it 

 

18) BOLOGNA LINGUA 

特典内容: 個人レッスン 15 時間  40％ 1 週間   (１名) 

         個人レッスン 選択可能 (A-B-C-D-H)  10％  (１名) 

1 月、2 月、3 月、11 月、12 月のみ有効 

特徴: ボローニャ・リングアは、イタリアの本物の環境でのイタリア語学習のために、この

地で個人レッスンを専門にしている少数の教師グループで構成されています。プログラム

には、個人レッスンと生徒がイタリア語で会話をする機会を持つために考えられたオプシ

ョンの午後の課外活動があります。課外活動には料理レッスン、ガイド付きの遠足、近郊

の町ツアーなどが含まれています。 

授業は教師の自宅、または可能な場合は生徒の滞在先で行われます。 

備考（諸経費等）:  

メールアドレス: info@bolognalingua.com 

ウェブサイト: www.bolognalingua.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

モデナ 

 

19) ROMANICA 

特典内容: インテンシブ・グループ・コース  50％  4 週間  (3 名) 

一年中有効 

                                         70％   4 週間  (2 名) 

1～2 月、5 月～6 月、11 月～12 月有効 

           全コース                      15％  当校の全生徒対象 

 

特徴: イタリア語の普及を目的とする専門学校、ロマニカは、イタリア語の学習をこれから

始めようとする人にも、さらなる上達を目指しイタリア文化を理解するための手段とした

い人にも理想的な場です。当校は 1998 年から、年齢や国籍を問わず、外国からの学生全員

を対象にイタリア語・イタリア文化コースを設けています。 

当校はモデナの旧市街の中心部に位置し、学校がある 18 世紀の建物内にあるフレスコ画が

描かれた教室は、美しく親しみやすく個性的なこの町の日常のリズムを発見していくにあ

たり、魅力に満ちた出発点となるでしょう。 

備考（諸経費等）:  

住所 Via Castel Maraldo 45 – 41121 Modena 

メールアドレス: scuola@romanica.it 

ウェブサイト: www.romanica.it 

 

 

 

 

 

 

 



 

リミニ 

 

20) SCUOLA TIBERIUS INTERNATIONAL 

特典内容: スタンダードコース   50％    2 週間～17 週間   (10 名) 

         声楽、ファッション、アートコースなど    25％    全生徒対象  

特徴: ティベリウス・インターナショナルは 1994 年にリミニに創設され、学校はリミニの

旧市街にあるパラッツォ・デイ・トレ・レの中にあります。一年中開設しているコースは、

一人一人の生徒に合わせた、これにより生徒は理解力、適切な自主学習力を伸ばすでしょ

う。授業は、ヨーロッパ言語共通参照枠に基づいた 6 つの理解レベルに分かれて行われま

す。各コース、2 人の教師が語彙、発音、会話、文法の分野ごとに担当します。 

住所 Palazzo dei Tre Re – C.so D`Augusto, 213 – 47921 Rimini 

メールアドレス: info@tiberius-international.com 

ウェブサイト: www.tiberius-international.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

トスカーナ州 

アレツッォ 

 

21) CULTURA ITALIANA AREZZO 

特典内容: インテンシブ・コース   40%   1～4 週間   (2 名) 

                                30％   1～4 週間   (3 名) 

特徴: クルトゥーラ・イタリアーナ・アレツッォは 1998 年開校、文化、観光、ビジネスな

どの目的で一定期間イタリアで生活しようと考えている外国人のための、イタリア語コー

ス専門の学校です。学校はアレツッォの中心地、お店、バール、レストランが多くある歩

行者ゾーンにあります。アレツッォは人口 10 万人の中小規模の町で、観光地でありながら

も他のトスカーナの主要都市ほど観光客が殺到しませんので、学習、イタリア文化の発見、

地元の人々との交流に理想的な場所です。 

住所 Corso Italia 258 – 52100 Arezzo 

メールアドレス: info@culturaitalianaarezzo.it 

ウェブサイト: www.culturaitalianaarezzo.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

フィレンツェ 

 

22) ABC  

特典内容: 100％  4 週間 (1 名) 

         50％   4 週間 (10 名) 

特徴: ABC は、1982 年から世界中から訪れる外国人の生徒を対象としたイタリア語教育を

専門としています。当校はダイレクト教授法による言語教育分野での研究を続けています。

教師は定期的に新しい教授法に関する講習を受けており、それぞれの教授能力、コミュニ

ケーション能力、生徒たちがリラックスして学習に取り組める場を作り出す能力を考慮し

て厳選された教師陣です。 

備考（諸経費等）: 入学金 70 ユーロ 

住所 Via Dei Rustici, 7 – 50122 Firenze 

メールアドレス: info@abcschool.com 

ウェブサイト: www.abcshool.com 

 

23) ACCADEMIA EUROPEA 

特典内容: スタンダードコース(4-S20)   100％   4 週間  (1 名) 

                                     50％    4 週間   (2 名) 

特徴: フィレンツェのアカデミア・ヨーロッパはイタリア語、音楽、芸術、ダンス、文化に

関するインターナショナルスクールです。2005 年に AEF は主に外国人のためのイタリア

語学校として創設され、徐々に人文学、音楽、リベラル・アーツ、舞台芸術と提供する分

野を広げてきました。当校は、高品質で行き届いたサービスをうまく組み合わせて提供し

ていることを特徴としています。この哲学のもとに、AEF は生徒たちの学習上のすべての

要望にお応えすることができます。 

備考（諸経費等）: 入学金 70 ユーロ 

住所 Via Cavour, 37 – 50129 Firenze 

メールアドレス: info@aefirenze.it 

ウェブサイト: www.aefirenze.it 



 

24) CENTRO FIORENZA 

特典内容: G80 コース 50%  4 週間   20 レッスン(2 名) 

特徴: 1982 年創設のチェントロ・フィオレンツァは、歴史の町の中心部、17 世紀の名高い

建物の中にあります。アルノ川に面した窓からはフィレンツェと有名なポンテ・ヴェッキ

オの素晴らしい眺めを楽しめます。教師は若くてフレンドリー、全員が大学卒であり、最

新の教授法を使って外国人にイタリア語を教える資格を持っています。 

住所 Via S.Spirito, 14 – 50125 Firenze 

メールアドレス: fiorenza@centrofiorenza.com 

ウェブサイト: www.centrofiorenza.com 

 

25) EUROCENTRES 

特典内容: 100％  4 週間  (１名)  

特徴: 世界 38 か所で 8 言語を教え、年間 1 万 5 千人もの生徒が通う世界的機関、ユーロセ

ンターズのメンバーです。50 年以上にわたり、旧市街の中心部、素晴らしいルネッサンス

の建物であるパラッツォ・グアダーニにてイタリア語を教えており、フィレンツェで最初

に国から公認された外国語学校です。教師は資格を持ち、経験豊富で、生徒一人一人に合

わせた教授法で教えます。 

備考（諸経費等）：入学金７０ユーロ 

住所 Piazza Santo Spirito 9 – 50125 Firenze 

メールアドレス: info@eurocentres-firenze.it 

ウェブサイト: www.inflorenceacademy.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26) ISTITUTO EUROPEO 

特典内容: インテンシブ・コース 4L 100％  4 週間  (1 名) 

                                 50％   4 週間  (2 名) 

          インテンシブ・コース 2L 50%   2 週間  (2 名) 

特徴: イスティトゥート・エウロペオはフィレンツェの中心部、世界中の有名ブランドのブ

ティックやカフェが集まる、町の一番有名な通りであるトルナブオーニ通りにあります。

当校は長年、外国人の生徒のためのイタリア語、芸術、音楽、イタリア文化の教育を専門

にしています。新しい学習概念に基づいたメソッドを活用しており、生徒たちは、言葉の

中で"生きる"、そうすることでその話し言葉、書き言葉を身につける状況に置かれます。教

師陣は大学卒で、外国人にイタリア語を教えることを専門としています。 

備考（諸経費等）: 入学金 70 ユーロ 

住所 Via Del Parione 1 (Tornabuoni) – 50123 Firenze 

メールアドレス: info@istitutoeuropeo.it 

ウェブサイト: www.istitutoeuropeo.it 

 

27) ISTITUTO ITALIANO 

特典内容: グループレッスン 50％ 最低 2 週間  (3 名) 

                           10% 最低 1 週間  (3 名) 

                          30%  最低 2 週間  (最低 4 名) 

個人レッスン    10％  最低 2 週間  (2 名) 

グループレッスン(20) + 美術史レッスン (5)  360€ 1 週間 (最低 4 名) 

グループレッスン(20) +文学レッスン (5)  360€ 1 週間 (最低 4 名) 

グループレッスン(20) + 文学レッスン (5)+ 美術史レッスン (5)   450€ 1 週間 (最低 4 

名) 

特徴: 1959 年創設のイスティトゥート・イタリアーノは、フィレンツェ旧市街の中心部、

ドゥオーモとポンテ・ヴェッキオの間、ロッジャ・デル・ポルチェッリーノが見えるルネ

ッサンスの建物の中にあります。当校の能力、プロとしての対応が高く評価され、イステ

ィトゥート・イタリアーノは、今日ではイタリア語、文化、芸術、料理、音楽、職人技術

を勉強したいと考える外国人の指標となっています。 

住所 Via Calimala 1 – 50123 Firenze 

メールアドレス: info@istitutoitaliano.it 

ウェブサイト: www.istitutoitaliano.it 

 

 

 



 

28) IL GLOBO 

特典内容:              50％      4 週間   (3 名)  

                  100%    2 週間   (1 名)  ５月～１０月の間で５０％３名満員の場合 

特徴：IL GLOBO はフィレンツェにあるイタリア語語学学校で、1 年を通じて語学コース

の受講、及び文化活動への参加が出来ます。 

アットホームな環境（小規模な学校で各クラスの学生は最大 10 名まで） 

有能で経験豊富な講師による効率的な授業法（少人数教育は良い授業のために欠かせない

条件です） 

備考（諸経費等）: 入学金 60 ユーロ 

住所：Piazza della Repubblica 5, 50123 Firenze 

メールアドレス: info@ilglobo.it 

ウェブサイト: www.ilglobo.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29) ISTITUTO GALILEI 

特典内容 : プライベートコース    20%  (5 名) 

           グループ３-４名       40%  (8 名) 

           小グループ            10%  (10 名) 

特徴：ISTITUTO GALILEI は 1985 年フィレンツェに設立しました。イタリア語を短い期

間で学ぶことができるよう、それぞれの学生のニーズに合わせた個別のプログラムとコー

スを専門にする語学学校です。 

私たちの学校は、経験豊かな講師とプロフェッショナルなスタッフにより、温かくフレン

ドリーな雰囲気の中、学生が最大限に勉強できるよう提供します。 

またイタリア文化を追及されたい希望者へ向けた様々な文化コース、アクティビティを用

意しています。 

住所：Via degli Alfani 68, 50121 Firenze 

メールアドレス: info@galilei.it 

ウェブサイト: www.galilei.it 

特典内容 :    ４時間/日コース    100%   4 週間   (1 名) 

特徴：SCUOLA TOSCANA は 1989 年、フィレンツェの歴史地区の中心のサンタ クロー

チェ広場に設立されました。 

設立以来、1 週間でも 1 年でもフィレンツェの滞在が忘れられないよう、常にイタリア語と

イタリア文化をよりよく知ってもらえるコースを提供しています。 

世界各国からあらゆる年齢層の生徒数 11000 名以上の実績を持ちます。 

住所：Via de' Benci, 23 - 50122 Firenze 

メールアドレス: info@scuola-toscana.com 

ウェブサイト: www.scuola-toscana.it 

 

31)PAROLA 

特典内容 :    510 ユーロのところ 320 ユーロ    4 週間 

特徴：PAROLA はフィレンツェにあるリーズナブルな価格設定の語学学校です。 

イタリア社会やイタリア文化を学んでいただけます。イタリア語+美術・料理などのコース

をご用意しています。イタリア語を当校で学んだあとはフィレンツェの歴史地区で課外授

業に参加していただけます。親切なスタッフ、アットホームで温かい雰囲気は生徒からも

高い評価を受けています。 

住所：Borgo Santa Croce, 4 - 50122 Firenze 

メールアドレス: info@parola.it 

ウェブサイト: www.parola.it 

 



 

32) ISTITUTO MICHELANGELO 

特典内容:  100%  1～4 週間 (2 名) 

           50%    1～4 週間 (5 名) 

特徴：イタリアの地で生きたイタリア語を学び上達させたいという方へ興味深い学習プロ

グラムを用意しています。歴史と文化を誇る、アートと文化が花咲く都フィレンツェ。生

きたイタリア語を学び上達させたいという皆さんの期待を裏切りません。本校は伝統的に

通常の語学学校のプログラムのみならず、イタリアの暮らし文化などより興味深い側面に

触れる機会を生徒の皆さんに提供できるよう心がけています。様々な通常コースに加え、

より充実したフィレンツェ滞在をサポートできるよう文化活動、課外活動など一連のオプ

ションプログラムを毎日ご用意しています。 

備考（諸経費等）: 諸経費 40 ユーロ 

住所: Via Ghibellina 88 Firenze – Toscana 

メールアドレス: michelangelo@dada.it 

ウェブサイト: www.michelangelo-edu.it 

 

33) EUROPASS 

特典内容:     20 時間/週   100%   1～2 週間   (1 名) 

                           50%   2～4 週間   (3 名) 

 ティーンコース 14～17 歳   30%              (1 名) 

特徴：歴史地区中心に位置する本校は校舎は明るく広々とした教室で窓の外には伝統的な

家屋の数々、休憩時のリラックスタイムに最適な中庭、バルコニー。校内全体に空調設備

が設置されています。ＤＶＤ書籍の貸出サービスなど、学生にとって最適の学習環境です。

ＥＵＲＯＰＡＳＳはアットホームな環境とプロフェッショナルなスタッフで生徒の期待に

こたえます。 

住所: Via Sant'Egidio, 12 – 50122 Firenze 

メールアドレス: europass@europass.it  

ウェブサイト: www.europass.it 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

バーニョ ア リポリ 

34) L`OLIVO TOSCANO 

特典内容:  100％  2 週間  (2 名) 

50％   2 週間  (5 名) 

特徴：L’OLIVO TOSCANO はトスカーナ州のフィレンツェにある小規模なイタリア語の語

学学校です。授業、課外活動、文化活動、アクティビティで本物の日常イタリア語を学ん

でいただけます。温かく気さくな雰囲気の中で生身のイタリアに接することのできる絶好

の機会です。 

備考（諸経費等）: 諸経費 50 ユーロ 

住所: Via del Bigallo e Apparita 18  Bagno a Ripoli – Firenze 

メールアドレス:info@lolivoitaliano.it 

ウェブサイト: www.lolivoitaliano.it 

 

モンテプルチャーノ(シエナ県) 

 

35) IL SASSO  

特典内容:  50％  2～4 週間  (5 名) 

3 月 20 日から 11 月 3 日まで有効 

特徴:  イタリア語学校、イル・サッソは教育省からの認定を受けています。中小規模(年間

約700人の生徒)の質の高い学校で、世界中から様々な年齢の生徒たちが通っています。1983

年に学校を創設した教師たちが、今日もプロ意識と情熱を持って運営しています。 

住所 Via di Gracciano nel Corso, 2I – 53045 Montepulciano (SI) 

メールアドレス: info@ilsasso.com 

ウェブサイト: www.ilsasso.com 

 

 

 

 



オルベテッロ(グロッセート) 

 

36) ORBIT LINGUA 

特典内容:  100%  2～4 週間 (1 名) 

学生コース A2 – B2     

6 月 5 日から有効 

           50%   2～4 週間  (3 名) 

4 月 10 日から 10 月 30 日まで有効 

特徴: イタリア語学校、オルビット・リングアは 2002 年に創設されました。受け入れる生

徒の人数を限定しているため、質の高いサービス、生徒の必要に応じての継続的なサポー

ト、そしてこれらすべてが心地の良い家庭的な雰囲気の中で行われることを保証します。

さらに、セミナー、遠足、生徒たちがイタリア文化の違った面を発見できる楽しいイベン

トなど午後の課外活動もたくさん用意しています。 

備考（諸経費等）: 入学金 50 ユーロ 

住所 Via Pieroni 1A – 58015 Orbetello (GR) 

メールアドレス: info@orbitlingua.it 

ウェブサイト: www.orbitlingua.it 

 

37) SCUOLA TERREMARE 

特典内容: グループレッスン   50%  2 週間(2 名) 

特徴:SCUOLATERREMARE は 1986 年フィレンツェの KOINE 語学学校との協力により

創設されました。当校ではシエナ外国人学校の単位を認められるコースも準備しています。

20 年以上もの間、語学のみならず、トスカーナの本物の自然、歴史、雰囲気を知ってもら

えるように生徒達と共に歩んできました。講師は全員、経験豊富な語学教師資格保持者で

す。異文化コミュニケーションにおける彼らのノウハウを生徒達のプログラムに取り組ん

でいます。 

住所: Via Roma, 42 - 58015 Orbetello (GR) 

メールアドレス: info@linguaterramare.com 

ウェブサイト: www.linguaterramare.com 

 



 

シエナ 

 

38) SAENA IULIA 

特典内容: グループレッスン  100％  2 週間  (1 名) 

                           50％           (2 名＋エクストラ) 

特徴: 1992 年創設のサエナ・イウリアは、16 世紀に知事の住居であったアンティークなパ

ラッツォ・デル・マニフィコの中にある、居心地の良い家庭的な雰囲気の学校です。教師

はプロとしての質の高いトレーニングを受けており、仕事に対しての情熱を持ち、イタリ

ア語とイタリア文化を分かち合うことを望んでいます。当校は言語習得を楽しく容易にす

ることを目標とし、多くの社会活動や文化活動を含めた質の高いプログラムを提供してい

ます。 

住所 Via Monna Agnese 20 – 53100 Siena 

メールアドレス: info@saenaiulia.it 

ウェブサイト: www.saenaiulia.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ヴィアレッジョ 

 

39) CENTRO PUCCINI 

特典内容:               50％  2-4 週間  (2 名) 

特徴：CENTROPUCCINI はヴィアレッジョの町の中心に位置しています。学校のすぐそ

ばには松林が続く公園があります。校舎は明るく海に面したたくさんの窓からは海岸沿い

が見えとても開放的です。和気あいあいとリラックスした雰囲気です。地中海に面したヴ

ィアレッジョは 1年を通して温暖な気候でイタリア語を学ぶ学生にとって最適な環境です。 

ピサ国際空港からも１５ｋｍとアクセスも良好です。 

住所: Via Amerigo Vespucci 173, 55049 Viareggio 

メールアドレス: infopack@centropuccini.it 

ウェブサイト: www.centropuccini.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ラツィオ州 

 

ローマ 

 

40) CIAO ITALIA 

特典内容: スタンダードコース  50％  4 週間  (6 名) 

                             40％  3 週間  (4 名) 

                             30％   2 週間  (4 名)  

特徴: チャオ・イタリアは外国人のためのイタリア語教育専門機関で、この分野での 20 年

以上もの経験をもつ、大学卒のイタリア語教育専門の教師たちによって 1996 年に創設され

ました。チャオ・イタリアは規模を抑えた、親しみのある居心地の良い雰囲気を保証する

には理想的な学校です。充実した快適な滞在を約束するため、学習上の、また学校外での

すべてのニーズに対して注意深く親切に学生たちを支援します。コースの質は高く、質と

料金の関係がうまく保たれています。 

備考（諸経費等）: 入学金 40 ユーロ 

住所 Via delle Frasche 5 – 00184 Roma 

メールアドレス: info@ciao-italia.it 

ウェブサイト: www.ciao-italia.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

41) CLUB ITALIANO DANTE ALIGHIERI 

特典内容: イタリア語・文化コース  50％   2～4 週間   (4 名) 

                                 100％   (1 名) 

                                 20%   

(注)50％のパッケージ終了時に適用可能 

特徴: ローマにあるクラブ・イタリアーノ・ダンテ・アリギエーリは、1994 年開校の外国

人のためのイタリア語教育を専門とする学校です。クラブ DA はイタリア語コースの他に

も文化プログラム、声楽(オペラ)プログラムやインターンシップを提供しています。教育省

からの認定を受けており、一年中開校しています。学校はボローニャ広場１番地、20 世紀

初めの優雅な建物の中にあり、チェントロや町のその他全ての地区から地下鉄 B 線と B1

線、本数の多いバスを利用して簡単にお越しいただけます。 

備考（諸経費等）: 入学金  50 ユーロ 2 週間 

80 ユーロ 4 週間 

住所 Piazza Bologna 1, 00162 Roma 

メールアドレス: info@clidante.it 

ウェブサイト: www.clidante.it 

 

42) DILIT 

特典内容: グループ・インテンシブコース   20％  2～4 週間  (5 名) 

                                        15%   追加の週につき 

特徴: 1974 年創設、教育・大学・研究省公認の Dilit (Divulgazione Lingua Italiana)は、イ

タリアで最初のイタリア語学校の一つであり、今日ではイタリアにあるイタリア語学校の

中で最も有名な学校の一つだと考えられています。現在 50 か国以上の国で 150 校以上の語

学学校を展開しているインターナショナル・ハウス国際組織と提携した最初の学校の一つ

であり、IALIC(国際語学学校協会)のメンバーでもあります。当校が提供する教育とサービ

スの質は、EAQUALS 協会（European Association for Quality Language Services)によっ

て保証されています。 

備考（諸経費等）: 入学金 80 ユーロ 

教科書代 15～18 ユーロ 

住所 Via Marghera, 22 – 00185 Roma 

メールアドレス: info@dilit.it 

ウェブサイト: www.dilit.it 

 

 

 



 

43) LANGUAGE IN ITALY 

特典内容: スタンダードコース 100％  3～4 週間 (1 名) 

B1 レベルから C1 レベルまでを含む 追加の週 20％割引 

                            50％      (3 名) 

スタンダードコース(4 週間)とサマーコース(3 週間)に適用可能 追加の週 30％割引 

特徴: 学校は、バチカン市国とサン・ピエトロ大聖堂の後ろ側にあります。1971 年にロー

マに創設されたイタリア語・イタリア文化機関である当校は、今日、外国人のためのイタ

リア語コースでよく知られており、2004 年からはリングアージュ・イン・イタリーに名前

を変更しました。限られた時間の中で最大限の結果が得られるように考えられた数多くの

コースを提供しており、イタリア語教育分野におけるリーダーとして認められています。 

住所 Via Aurelia 137, - 00165 Roma 

メールアドレス: info@languageinitaly.com 

ウェブサイト: www.languageinitaly.com 

 

44) TORRE DI BABELE 

特典内容: グループ・インテンシブコース   100 ユーロ 最低 2 週間  (2 名) 

                                         200 ユーロ最低 2 週間   (2 名) 

特徴: トッレ・ディ･バベレは、1984 年に言語教育を専門とする教師クループによって設立

されました。設立から今日に至るまで、約 5 万人の外国人の生徒が当校のイタリア語コー

スを受講しています。学生の多くはヨーロッパ諸国からですが、アメリカ、アジア、中東、

アフリカ、オセアニアからの生徒も数多くいます。クラスは、言葉や文化、年齢、性別の

違いが一つの豊かさとなって混ざり合うるつぼ。これは活かされるべき利点であり、当校

のイタリア教育メソッドの一部として取り込まれています。 

備考（諸経費等）: 入学金 80 ユーロ＋教科書代  

住所 Via Cosenza, 7 – 00161 Roma  

メールアドレス: info@torredibabele.com  

ウェブサイト: www.torredibabele.com  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45) SCUDIT 

特典内容: インテンシブコース (夏)  (2017 年６月５日～９月 23 日)  370€  4 週間 

                                                               370€  3 週間 

                                                               320€  2 週間 

特徴: SCUDIT は外国人のためのイタリア語の語学学校として高い評価の学校です。町の中

心地 SPEZIA 通りに位置しています。校舎は町の中心にあり、コロッセオ、テルミニ駅、

ラテラノにあるサンジョバン二大聖堂からも近いスペッツィア通りにあります。 

25 年以上もの間 SCUDIT はイタリア語を教えています。教授法は少人数のグループクラス

で行われ、各生徒の必要とすることに焦点が当てられます。 

備考（諸経費等）: 入学金 50 ユーロ 

住所 Via La Spezia, 34 – 00182 Roma 

メールアドレス: info@scudit.net 

ウェブサイト: www.scudit.net 

 

４７) ITALIAIDEA 

特典内容: スタンダードコース 50％  2～4 週間 (1 名) 

特徴:1984 年に創立された ITALIAIDEA はイタリア文部科学省に認定された、国内で数多

くの実績を誇る語学学校です。生徒の皆様の様々な要求にお答えします。語学コース、イ

タリア文化コースは語学や文化の教育を専門とする教師達によって高い学習効果を生み出

し、アットホームで心地よい雰囲気作りを常に心がけています。楽しみながらイタリア語

を習得できる理想的な環境です。 

備考（諸経費等）：入学金€60(2 週間)～€80(3～4 週間) €100(住居を学校手配の場合) 

住所: Corso Vittorio Emanuele II, 184, 00186 Roma 

メールアドレス: information@italiaidea.com 

ウェブサイト: www.italiaidea.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

48) ROMIT 

特典内容:     インテンシブコース 20％  1～24 週間 

特徴:ROMIT は外国人の為のイタリア語学校で、若くやる気にあふれ、教えることに情熱

を傾けた教師達がいます。教師たちは自分達の知識、経験を生徒達と分かち合いたい、そ

してイタリアでの日常生活、ローマならではの滞在経験をたのしんで頂きたいと考えてい

ます。 

備考（諸経費等）：入学金€50 

住所: Via Del Boschetto, 68 - 00184 Roma 

メールアドレス: info@scuolaromit.it 

ウェブサイト: www.scuolaromit.it 

 

49) KAPPA LANGUAGE SCHOOL 

特典内容:     スタンダードコース(20 時間/週)   15％ 

特徴:KAPPALANGUAGESCHOOL は国内外のイタリア語を母国語としない方にイタリア

語及びイタリア文化を広めることを使命としています。 

アットホームな雰囲気と若くて知性あふれる講師陣、当校ならではの手頃な料金設定。イ

タリア語を身に受けるだけでなく、このイタリアローマでこの場所だからこそできる素晴

らしい経験をして頂けるようスタッフ一同お待ちしています。 

住所: Via del Boschetto, 32, 00184 Roma 

メールアドレス: info@kitaliano.com 

ウェブサイト: www.kitaliano.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ヴィテルボ 

 

50) THE ITALIAN LANGUAGE INSTITUTE 

特典内容:     100% 2 週間(1 名) 

              50%  2 週間(4 名) 

特徴:THE ITALIANLANGUAGE INSTITUTE はビテルボの町の中心に 1995 年、英語と

イタリア語の語学学校として創立されました。講師の高い目標意識と教育方針、親切なス

タッフが温かいおもてなしで皆様をお迎えします。少人数制のグループレッスンは教師と

生徒の良好な関係を築き、すべての生徒の参加意識を高めることができます。 

備考（諸経費等）：入学金€80 

住所: Piazza della Rocca, 10  01100 Viterbo (VT) 

メールアドレス: info@italianinstitute.it 

ウェブサイト: www.italianinstitute.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ウンブリア州 

オルビエート 

 

51)I LOVE IT SCHOOL 

特典内容:     100% 2-4 週間(1 名) 

              50%  2-4 週間(3 名) 

              20%   全生徒 

特徴:I LOVE IT SCHOOL は 2011 年にイタリア語語学学校として、想像豊かな講師のもと

生徒が楽しみながらしかも効率的にイタリア語が学べるイタリア語学校として設立されま

した。学校からはウンブリア州オルビエートの中心街にある最も歴史のある建物の中にあ

ります。学校のバルコニーからはモーリタニアの塔を一望することができ、長い歴史を持

つサンアンドレア教会の鐘を聞くことができます。ペルージャ、ローマ、シエナ、フィレ

ンツェなどの大都市も 1 時間圏内にあります。 

備考（諸経費等）：入学金€60 

住所：icolo Ascanio Vitozzi, 2 – 05018 Orvieto (TR) 

メールアドレス：loveitschool.com 

ウェブサイト：loveitschool.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

マルケ州 

 

レカナーティ（マチェラータ県） 

 

51) SCUOLA DANTE ALIGHIERI  

特典内容: インテンシブ・コース (週 20 時間＋課外活動)  48％  4 週間 (5 名) 

              遠足、シェアアパートが無料 

                                                 宿泊費無料 2 週間 (5 名) 

 

特徴: 当校は、カメリーノ大学がある中世の古い町の旧市街にあり、外国人のためのイタリ

ア語・イタリア文化教育の分野における長い経験があります。この分野での専門家と協力

し、世界中の公的機関や大学で成果をだし続けています。教師や職員は経験を積んでおり、

学校はうまく機能していますので、コースの質は保証されています。生徒たちは国際的環

境の中で素晴らしい経験をし、本物のイタリアと触れ合うことができます。 

住所 

メールアドレス: centroalighieri@scuoladantealighieri.org 

ウェブサイト: www.scuoladantealighieri.org 

 

52) ITALIA&Co 

特典内容: 少人数グループ    100%  2 週間  (2 名) 

                             50%  2 週間  (2 名) 

特徴:私たちの学校は、信念である、教える事とは経験と知識の交換であるということと、

長年のイタリア語教授の経験から出発しました。アクティビティの参加により、イタリア

語の習得は勿論、自然豊かな環境や、郷土料理、ワインなども楽しんでいただけます。 

住所：ia Garibaldi, 77 - 62100 Macerata 

メールアドレス：talianoeco.com 

ウェブサイト i：alianoeco.com 



 

サンセベリーノ 

 

53）LABORATORIO EDULINGUA 

特典内容: 少人数グループ    100%  １－４週間(2 名) 

                             50%  １－４週間(2 名) 

          アート、美食コース 50%  2 週間(2 名) 

特徴:LABORATORIO EDLINGUA はイタリア語の教師達の協力のもと設立されました。

教師達の使命は情熱を持ってイタリア文化、イタリア語を教える事だと考えています。カ

ステルライモンドの小さな語学学校は今となってはイタリア中で有名になりました。 

住所：ViaC.Battisti 13-15, 62027 San Severino Marche (MC) 

メードレス：dulingua.it 

ウェブサイト：dulingua.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

アスコリ ピチェーノ 

 

53) ACCADEMIA ITALIANA 

特典内容: グループレッスン  50％  1 週間  

特徴: アカデミア・イタリアーノのプロとしての対応、経験、もてなしを信頼して、イタリ

ア語・イタリア文化を学習するために、13 年以上にわたり世界中からの学生がアスコリ・

ピチェーノを訪れています。個人レッスン、セミ・プライベートレッスン、1 クラス最大 6

人までの少人数グループレッスン、特定分野の能力上達を目的とした特別コース、イタリ

ア伝統に特有の面の理解を深めるイタリア文化コース、職人コース、イタリア芸術コース

など、イタリア語とイタリア文化の数多くのコースから、それぞれの必要に応じて適切な

コースを選ぶことができます。 

備考（諸経費等）: 入学金 40 ユーロ 

住所 Corso Vittorio Emanuele, 19 – Ascoli Piceno 

メールアドレス: info@accademia-italiana.com 

ウェブサイト: www.accademia-italiana.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

カンパーニャ州 

 

サレルノ 

 

54) ACCADEMIA LEONARDO  

特典内容: スタンダードコース  100％  2 週間  (1 名) 

                              50％   最低 2 週間  (30 名) 

特徴: この地で長年運営しているサレルノのアカデミア・レオナルドは、数百人もの生徒た

ちが世界中から集まる、活気のある文化センターです。ここにはイタリア語を始めたい、

または自身のイタリア語の知識を完璧にしたいと考え、同時にイタリアの中で最も魅力的

で典型的な場所の一つで刺激的に過ごしながら、イタリアでの興味深い経験をしたいと希

望する生徒たちがやってきます。指導、職業、コミュニケーション、個人、これらの可能

性を考慮して選抜された教師たちの継続的な取り組みによって、イタリア語・イタリア文

化に価値を与え、促進し、普及させることを当校の一番の目的としています。 

備考（諸経費等）: 入学金 60 ユーロ 

住所 Piazza Umberto I, 1 – 84121 Salerno 

メールアドレス: info@accademialeonardo.it 

ウェブサイト: www.accademialeonardo.it 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ソレント 

 

55) SANT ANNA INSTITUTE 

特典内容: スタンダードコース  40%+10% 2 週間 (2 名) 

特徴:SANT ANNA INSTITUTE は国際的な語学学校です。イタリア人学生への外国語コー

ス、大人のためのイタリア語コース、協定を結んでいるアメリカの大学との交換留学プロ

グラムもあります。学校の場所はナポリの南へ３０ｋｍ、アマルフィ海岸の最初の町ソレ

ントにあり、中心地～も近く、目の前にはベスビオ火山があります。 2015 年

SANTANNAINSTITUTE は外国人の為の語学学校に送られるエクセレンスアワードの優

秀賞を受賞しました。 

住所：ia Marina Grande, 16 - 80067 - Sorrento (NA) 

メールアドレス：institute.com 

ウエブサイト：antannainstitute.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

プーリア州 

オートラント 

 

56) ILS-ITALIAN LANGUAGE SCHOOL 

特典内容:          7 月 22 日まで  50%      (5 名) 

特徴:ILS-ITALIAN LANGUAGE SCHOOL はすべての年代の方、あらゆる語学レベルの、

あらゆる国籍の方に向けて一年を通して開校しています。当校は常に新しい授業法を取り

入れています。授業はすべてイタリア語を母国語とする大学卒業者で語学学校教師資格保

持者によってすすめられます。学校のある町オートラントトいう場所はイタリアの南に位

置していて、海水がとても綺麗なことで知られています。町自体は小規模ですが活気にあ

ふれていて、楽しく学習するには理想的な場所と言えるでしょう。 

住所 Vico Antonio Sforza, 18 -73028 Otranto (Lecce) 

ウエブサイト ilsonline.it 

メールアドレス ilsonline.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

カラブリア州 

トロペア 

 

58)PICCOLA UNIVERSITA 

特典内容:         Ｂコース   100% 2 週間  1 名 10 月 11 月のみ 

Piccola Universita Venezia 参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

シチリア州 

 

ミラッツォ(メッシーナ県) 

 

57) LABOLING  

特典内容: インテンシブ・コース   100％   2 週間  (1 名) 

                                50％   2 週間  (4 名) 

特徴: 1994 年に創設のシチリアのイタリア語学校ラボリングは教育・大学・研究省公認、

年間を通じて開校しています。ラボリングではミラッツォ、エオリエ諸島、ヨットの上で

のイタリア語コースを設けています。学校はシチリア島のミラツッォ、町の旧市街にあり、

エオリエ諸島と結ばれている港からは徒歩ですぐ、ドゥオーモ広場からもそう遠くありま

せん。生徒はラボリングが企画する豊富な課外活動に参加することができます。他にも、

ミラツッォでは様々な方法で自由時間を過ごすことができます。 

備考（諸経費等）: 入学金 50 ユーロ 

住所 Via Nino Ryolo 20 – 98057 Milazzo (Messina) 

メールアドレス: info@laboling.it 

ウェブサイト: www.laboling.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

タオルミーナ 

 

58) BABILONIA 

特典内容: グループレッスン   20％ 

特徴: 外国人のためのイタリア語コースは、初心者から上級レベルの学習者まで、すべての

タイプの外国人生徒の必要に応じます。滞在・学習中には、イタリア語を学習する世界中

からの人々、学校での時間を分かちあう様々な文化の様々な年齢の人々と共に過ごす機会

を持つことができます。外国人のためのイタリア語学校、バビロニアの教師は若く、生徒

のどんな質問や疑問にも常に快く答えます。イタリア語コースのプログラムはコミュニケ

ーション面での取り組みから始め、（読み書き、会話、読解という）イタリア語の 4 つの能

力の学習・習得過程をうまくスタートさせるようにしています。 

住所 Via Timoleone, 10 – 98039 Taormina 

メールアドレス: info@babilonia.it  

ウェブサイト: www.babilonia.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

カターニア 

 

59) FEDERICO II 

特典内容: Italian Experience (10 月‐6 月)  50% 

                                                  (6 名) 

          Summer school (7 月‐9 月)  50%  

特徴: FEDERCOⅡは 2008 年シチリア州のカターニャに創設されました。またたく間にイ

タリア語イタリア文化に関心のある世界各国の学生たちで賑わうようになりました。校舎

は島の最も活気のある町の中心にあり、豊かな文化とむきあいながら、イタリア語とイタ

リア文化を学ぶための最適な場所を提供しています。フレンドリーなスタッフが楽しく勉

強に取り組めるようにいつでも相談に応じます。充実したアクティビティに参加して頂け

ます。文化コースの一部に今年はプロのシェフに教わる料理コースが加わりました。 

住所 Via Garibaldi, 9 Catania 

メールアドレス: info@scuolaitaliano.com 

ウェブサイト: www.scuolaitaliano.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

チェファル 

 
60) SOLEMAR ACADEMY 

特典内容: スタンダードコース   50% １週間 (５名) 

特徴: 1986 年に SOLEMARACADEMY はシチリアで外国人の為の語学学校として創立さ

れました。チェファルの町にあり、マドニエ公園のそばで海からも 100 メートルとわずか

です。素晴らしい教師達と充実した授業内容、数え切れないほどの観光の名所がここには

あります。この地は 1 年のうち 300 日が晴天に恵まれています。シチリアならではの体験

をしてみてください。 

備考（諸経費等）: 入学金 50 ユーロ (25 ユーロ 学生、大学生) 

住所 Via M.C. Tomasini 5, Cefalu` (PA) 

メールアドレス: cefalu@solemar-sicilia.it 

ウェブサイト: www.solemar-sicilia.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

シラクーサ 

 

61）THE ITALIAN ACADEMY 

特典内容: スタンダードコース   25%1 週間(10 名) 

          インテンシブコース   40%4 週間(10 名) 

特徴: THE ITALIAN ACADEMY は 1984 年に創立され、イタリアの文部科学省からの認

定を受けた語学学校です。校舎は町の中心に位置しており、島の歴史地区オルティージャ、

海水浴場、考古学公園、美術館などが近くにあります。教師は全員イタリア語を母国語と

しており外国人に教える経験豊富なプロ達です。 

メールアアドレス：eitalianacademy.com 

ウエブサイト：eitalianacademy.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

パレルモ 

 

61) JUSTSICILY SCUOLA DI ITALIANO 

特典内容: リンクに記載のパッケージプラン 

http://www.justsicily.it/it/lezioni-di-italiano.html  10％ 

特徴: ジャストシチリーは、30 年の経験を持つインバウンド個人旅行専門のシチリアのツ

アーオペレーターで、個々のお客様のご要望に応じたプランを提供することができます。

シチリアを知り、イタリアの生活や文化を通じてイタリア語での意思の疎通を図ることを

学ぶため、旅行者対象のイタリア語学校が新しく創設されました。授業は少人数制、親し

みやすいアットホームな雰囲気の中で、DITALS 証明書を取得した母国語の教師が生徒参

加型の楽しい教授法を用いて行います。授業は旅程（パッケージ、またはリクエストに基

づいた行程）に組み込まれており、観光や形式ばらずに楽しみながらイタリア語を習得し、

イタリアでの実際の生活シーンを体験するための機会が、授業と交互に設けられています。

（文化活動やご要望に応じてのガイド付きツアー、テーマ別プログラム、遠足、考古学関

連の訪問、市内観光、ゴルフ、温泉、個人旅行など） 学校は主な公共交通機関が整う町

の中心の一地区にあり、継続的なサポート、滞在先や移動の便宜、企画・準備、その他い

かなるご要望にもお応えします。 

備考（諸経費等）: 入学金 50 ユーロ  

住所 Via Mario Rapisardi 55, 90144 Palermo 

メールアドレス: segreteria@justsicily.net 

ウェブサイト: www.justsicily.it 

 

62）SICILIA ITALIAN LANGUAGE SCHOOL 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

サルデーニャ州 

カリアリ 

 

62) ONE WORLD 

特典内容:       50%   (2 名) 

特徴:ONEWORLD はサルデーニャ島のカリアリの中心地に 2001 年に創立されました。 

短期間でイタリア語やイタリア文化を習得できる教育機関としてカリアリはもとよりサル

デーニャ内でも広く認知されるようになりました。気候にも恵まれ友好的な環境のもと生

徒一人一人の要望に最大限にこたえる姿勢が当校で学ぶ学生にもみとめられて、それが魅

力の一つとしてあげられます。当校は空港から約 15 分ほどの場所にあるカリアリの中心地

に位置し、近くには店、レストラン、カリアリ港、バス停、駅などがあります。授業では

イタリア語や他言語の指導経験のある資格保持者の教師が指導に携わっています。 

住所 Viale Regina Margherita, 6 (ang. Via Roma) - 09125 Cagliari 

メールアドレス：info@oneworldcagliari.com 

ウエブサイト oneworlditaliano.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

トスカーナ州 

 

フィレンツェ 

63) ACCADEMIA RIACI 

特典内容: デザイン、ファッション、ビジネスコース 1 年間/6 ヵ月  100％ 

         マスターコース、サマーコース 4 週間/8 週間/12 週間  75％        （1 名） 

                                                           50％  

特徴: 1983 年の開校時、師・ライモンド・リアチは、単に技術を教えるためだけではなく

ルネッサンスの精神と環境を若いアーチストたちに伝えていくためには、どのような学校

にすべきか明確な考えを持っていました。 

アカデミア・リアチはまさにこのために、アカデミアを伝統的芸術と比類なき技術の宝箱

とすべく創設されました。他の学校のものとは違う、独自の教育法を用いています。アカ

デミアでは生徒全員の中にある想像力と空想力を伸ばすことに努めています。 

当初の考えから始まり、今日、この情熱は一人の師だけではなく、フィレンツェの優れた

アーティストを代表する素晴らしい教師チームにも根付いており、創設者であり名誉学長

の本来のイデオロギーを維持しています。 

備考（諸経費等）: 材料費、設備費 

住所 Via De` Conti, 4 – 50123 Firenze 

メールアドレス: accademiariaci@accademiariaci.info 

ウェブサイト: www.accademiariaci.info 


