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L'anno appena trascorso, è stato dichiarato dal 
MIBACT "Anno dei Borghi": un invito a conoscere 
una delle maggiori e più fruibili qualità dell'Italia: la 
bellezza e il fascino del suo paesaggio naturalistico 
e architettonico. Una varietà che si può veramente 
apprezzare nei piccoli centri, lontani dal traffico 
delle grandi città a contatto con la vera ospitalità 
italiana e uno stile di vita che unisce qualità, 
tranquillità e gioia di vivere. L’immagine che vi 
proponiamo è di Civita di Bagnoregio, piccolo 
gioiello del Lazio rimasto intatto dal Rinascimento. 
Il piccolo borgo è una bellezza fragile, collegata 
alla cruda realtà da un duro ponte di pietra che 
può essere valicato solo a piedi. Conosciuta 
spesso in tutto il mondo come la “città che muore” 
per via delle circostanze in cui sorge, in realtà sta 
tornando in vita, grazie al supporto del grande 
flusso di turismo a livello internazionale che sta 
portando l’antico paese a risplendere di nuovo. Ma 
non tutti i borghi sono così fortunati, molti sono 
infatti quelli che soffrono la mancanza di visitatori. 
E’ per questo che nasce l’ iniziativa “Borghi 
- Viaggio Italiano” del MIBACT, la quale va a 
valorizzare 1000 località su tutto il territorio, di 
piccole e medie dimensioni, per una promozione 
efficace sia in Italia che all’estero. Spesso queste 
sono le immagini che riescono a richiamare 
nel nostro Paese persone provenienti da tutto 
il mondo in qualità di esploratori di una realtà 
inedita, simbolo della tradizione del nostro 
territorio, al di fuori di quelle che sono le mete 
convenzionali. Maggiori informazioni a riguardo 
possono essere trovate nel sito: www.viaggio-italiano.it.

　昨年は、イタリア文化財・文化活動・観光省（MIBACT）
によって「ボルゴの年」と命名されました。これにより、数
が多くて最も身近に触れやすいイタリアの文化資産である、
自然風景や建築群の美や魅力の一つを知る契機となるでしょう。
それらは大都市の喧騒から遠く離れた小さな町でイタリアの
本当のホスピタリティーに触れたり、生活の質の高さや穏や
かさ、生きる喜びが調和した生活スタイルに触れたりするこ
とで目の当たりにすることができます。
　表紙の写真は、ルネサンス期から手つかずで残るラツォオ
の小さな至宝、チヴィタ・ディ・バーニョレージョです。こ
の小さく脆くも美しいボルゴは、徒歩でしか渡ることのでき
ない堅固な石橋によって過酷な現実と結びついています。
そうした事情のために、しばしば「死にゆく町」として世界
中に知られていますが、近年、海外からも多くの旅行者がやっ
てきてくれるようになり、息を吹き返し始めています。です
が、すべてのボルゴがこのように恵まれているわけではあり
ません。その多くが、訪問者がなく忘れ去られようとしてい
ます。
　こうした中、MIBACT の「ボルギ – イタリアの旅」とい
う構想が生まれました。この構想の目的は、イタリア全土の
小中規模の 1000 の地域を活かし、イタリア国内外へプロ
モーションしていくことです。こうした構想はしばしば、ま
だ知られていないイタリア、つまりイタリアの真の伝統の探
訪者として、すでに知られた都市以外のイタリアに世界中の
人たちを呼び込む原動力となります。
　本件に関する詳しいインフォメーションは、こちらのサイト
をご覧ください：
www.viaggio-italiano.it

イタリア文化会館
- 大阪とは

イタリア文化会館は
世界でイタリア文化普及に

努めるイタリア外務省の
海外出先機関です。ステファノ・

フォッサーティ館長
Direttore Stefano Fossati

イタリア文化会館 - 大阪

館長ごあいさつ
Saluto del Direttore

Istituto Italiano di Cultura-Osaka

Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura – Osaka　
Stefano Fossati

イタリア文化会館 - 大阪　館長　
ステファノ・フォッサーティ

目次／館長ごあいさつ



FESTIVAL DEL
CINEMA ITALIANO
OSAKA 2018

イタリア映画祭 2018　大阪

5月 26 日（土）、27 日（日）
ＡＢＣホール　〒 553-8503　大阪市福島区福島 1 丁目 1 番 30 号

上映予定作品

※上映作品、トークイベント詳細は後日ホームページ上でお知らせします。
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Marco Mancassola
マルコ マンカッソーラ

SICILIAN GHOST STORY

イタリアの文学界で今最も注目されている作家の一人。ヴィチェン
ツァ生まれ。早くから多くの職を経験し、パドヴァやローマ、ロンドン
で力を蓄えてきた。1996 年短編小説で名が知られ、2001 年には処女
小説『Il mondo senza di me』を発表。2005 年には小説『Last Love 
Parade– Storia della cultura dance, della musica elettronica e dei miei 
anni』、2008 年には小説『La vita erotica dei superuomini』、そして
2011年には小説『Non saremo confusi per sempre』を出版。5 部構成
の作品で、自身のドラマティックな体験を織り込み、想像と現実の
狭間でイタリアの悲劇的な真実の歴史を描き切った。

シチリアのとある小さな町で、13 歳の少年ジュゼッペが、突如失踪した。
彼に好意を抱くクラスメートのルーナは、彼の謎の失踪を受け入れるこ
とができない。彼女は周囲の大人たちの 「沈黙」と共犯関係に反抗する。
そしてある日、ふとしたことから彼の失踪の手がかりを見つけ、森の奥
へと入っていく。悲劇的な実話に着想を得て、思春期の純粋な愛を美し
い映像で描いたサスペンスドラマ。

作品紹介
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クリスチャン・レオッタ　
シューベルト プロジェクト

トークショー

15 ～ 16 年にかけて京都府立府民ホール " アルティ " で
開催した「ベートーヴェン ピアノ・ソナタ全曲演奏会」で、
多くの聴衆を感動の渦に巻き込んだ、イタリア人ピアニ
スト、クリスチャン・レオッタの再来日が決定しました！
今回の来日では、シューベルトの深遠で幻想的な世界を
皆様にお届けします。7 日間で、完成されたピアノソナ
タの全曲、未完成ソナタからの作品、そして「楽興の時」
D780、「4 つの即興曲」D899、「4 つの即興曲」D935、「さ
すらい人幻想曲」D760、「3 つのピアノ曲」D946、「ヒュッ
テンブレンナーの主題による 13 の変奏曲」D576、「ア
レグレット ハ短調」D915 を演奏する超絶プロジェクト。
どうぞご期待ください！
時間：平日 19:00 開演、土日 15:00 開演
会場： 京都府立府民ホール アルティ  http://www.alti.org

CHRISTIAN LEOTTA ( クリスチャン・レオッタ）

3 21月 日（水・祝）3月 18日( 日 )
コンサート

2018 年春のイベント

スパッツイオ・アルテ 春の展覧会

京都から高野山まで、アンドレア・リッピの作品は非日
常的な光に包まれています。それは雨に濡れる祇園界隈
を照らす強く鋭いものであったり、または天橋立の向こ
う側に広がる霧の中に漂う曖昧なものであったり。
今回の展覧会 “Lights of Japan” に展示されている作品
は、日本の奥深さを引き出すことで、水墨画のような、
または小津安二郎監督の作品のような、郷愁を誘う風景
を思い起こさせます。

3 16月 日（金） 29日( 木 )~ 写真

アンドレアリッピ
Lights of Japan

MADI(Mateliarismo dialettico: 弁証法的唯物論の頭文字
をとった名前だが諸説ある）は、1946 年カルメロ・アル
デン・クインらによりブエノスアイレスで設立された国
際的な芸術運動で、「作品は表現しない、作品は説明しな
い、作品は意味しない」の原則をルーツとしています。
2 月 23 日から 3 月 28 日までイタリア文化会館 - 大阪の
スパツィオ・アルテでは、金沢 21 世紀美術館にて開催さ
れた「MADI もう一つの幾何学ア－ト」展の中から選り
すぐりの作品を展示いたします。また、一部展示作品の
販売も行います。

2 23月 日（金） ( 木 )~ アート

MADI　
もう一つの幾何学アート

5 1月 日（火 )

リュックは 10 歳、とても怖がりな男の子。中でも一番
怖いのは、イタリア出身のおばあちゃんが歌ってくれる
子守唄の薄気味悪い主人公「黒い男」。「馬鹿馬鹿しい！」
とパパは言うけれど、案外リュックの方が正しいのかも
しれない・・・日本国外務省による「第 10 回日本国際漫
画賞」で優秀賞を受賞したフランス語作品『闇の心』の
イタリア人作者：ラウラ・イオーリオとロベルト・リッ
チが彼らの作品や活動について語ります。ぜひご参加く
ださい。トークショーの後にはサイン会を行います。
時間：17:00 ～ 18:30
会場： イタリア文化会館 - 大阪
共催： アンスティチュ・フランセ 関西
※入場無料・要予約（Tel: 06-6227-8556）

ラウラ・イオーリオ
＆ロベルト・リッチ

© DARGAUD 

コンサート

本写真展では、私達が皆生きていく上で深く関わる、家
庭や職場、教育といった場面での女性達の重要性、基本
的な役割が映し出されます。日常生活と現代社会のリズ
ムの中でバランスを模索しながら生きていく私達に、イ
タリアと日本の彼女たちはどんな表情を見せてくれるの
でしょうか？ぜひご覧ください。

5 7月 日（月） 20日( 日 )~ 写真

DONNE ～ ママ
谷口るりこ／鬼界順／
イレーネ・ズィリオ　

3 15月 日

2009 年から活動しているナポリのストリートミュージ
シャンが初来日！ナポリの路上から世界各国で演奏した 6
人のライブは、ナポリの伝統音楽だけでなく、彼らが旅
した土地（シチリア、プーリア、ギリシャ、バルカン地
方など）の音楽もどことなく感じられる唯一無二のライブ
です。どうぞお楽しみください。
※下記ホームページより彼らの音楽をご視聴いただけます。
https://www.arsnovanapoli.it/

アルス・ノバ・ナポリ

ARS NOVA NAPOLI ( アルス - ノバ ナポリ）

日( 土 )、 日 ( 水 )、1410



14:00 開演 (13:00 開場)
※上演時間 : 約3時間

フェスティバルホール
2018 年 5 月 12 日(土)

チケット料金
S 席 12,000 円  A 席 8,000 円 

B 席 6,000 円  BOX 席 16,000 円 
バルコニーBOX 席(2 席セット) 24,000円

学生席 1,000 円 (全席指定・税込)

チケットの購入・お問い合わせ
フェスティバルホール チケットセンター 

06-6231-2221 (10:00 ～18:00)合唱 : 藤原歌劇団合唱部
管弦楽 : 日本センチュリー交響楽団 
演出補 : ピエーラ・ラヴァージオ
舞台美術 : アンジェロ・サーラ 
舞台美術補・衣裳 : アルフレード・コルノ 
照明 : クラウディオ・シュミット

2008年 伊ベルガモ・ドニゼッティ歌劇場
"La Piccola Cenerentola" のプロダクション
※フル・バージョン改訂
主催:朝日新聞文化財団、フェスティバルホール、他　後援:イタリア文化会館-大阪、他　協力:大阪芸術大学

指揮
園田隆一郎

コ・
演出

フランチェス
ベッロット

表面デザイン・画：金 珉志 ( 大阪芸術大学デザイン学科）

  G. Rossini : Opera “La Cenerentola”
全 2 幕/原語（イタリア語）上演・日本語字幕付き

 チェネレントラロッシーニ作曲

オペラ

 大人たちに贈る、シンデレラの物語

カルタ・レオナルド
会員特別価格
S席 11,000円
A席 7,000円

第 56 回大阪国際フェスティバル 2018

ロッシーニ没後 150 年記念
〈チェネレントラ〉アンジェリーナ：脇園 彩
〈王子〉ラミーロ：小堀勇介
〈従者〉ダンディーニ：押川浩士
〈男爵〉ドン・マニフィコ：谷 友博
〈姉〉クロリンダ：光岡暁恵
〈姉〉ティズベ：米谷朋子
〈家庭教師〉アリドーロ：伊藤貴之
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「イタリア文化会館 -大阪」で学ぶ      のメリット11
イタリア語講座、イタリア文化講座、イベント企画など充実したプログラムでイタリアを一番身近に体験していただけます。

ネイティブスピーカーの
講師陣によるレッスン

>2 punto

通学しやすい時間設定と
フォローアップ制度

>4 punto

イタリア関連図書
を無料貸し出し

>6 punto

さまざまなジャンルのイベント>8 punto

イタリア各地の語学学校への
奨学金制度>10 punto

リーズナブルな受講料>5 punto

充実のカフェスペース>7 punto

「カルタ・レオナルド」
を無料で発行

>9 punto

抜群のアクセス>11 punto

多彩なコース設定>3 punto

最新の教授法を学んだネイティブス
ピーカーの講師陣が指導します。イ
タリア語の正しい用法や生きた表現
が身につきます。

語学から文化まで多彩なコースを
用意しています。気軽に楽しめる
ワンコイン講座もあります。グルー
プレッスンはもちろん、個人のニー
ズに合わせたプライベートレッス
ンも可能です。

月曜日から日曜日、朝から夜まで幅広い時間設定。欠席した場
合は、進度や宿題をオンラインで確認できるほか、受講期間内
であれば他クラスへの振り替えも可能です (*)。
(*) 振り替え制度については事前に規約をご確認ください。

イタリア関連図書や DVD の
所蔵数は西日本最大級。
イタリア語受講生の方には、
一部閲覧専用図書を除き、
無料で貸し出しを行っていま
す。

「スパツィオ・アルテ」(*) を併設したカフェ
スペースでは、堂島や梅田方面の眺望を楽
しみながらエスプレッソが味わえます。イ
タリア各地の語学学校のパンフレットやイ
ベント情報も提供しています。
(*)「 ス パ ツ ィ オ・ ア ル テ 」 に つ い て は 
P.28 をご参照ください。

イタリア語総合講座の受講
料は 30,000 円（90 分 ×
10 回）。初回のみ登録料
として 5,000 円（教科書
代込）をいただきます。

美術、音楽、映画、演劇、ダ ンス、ファッ
ション、デザイン、写真など多岐にわた
るイベントを開催しています。日本にい
ながらイタリアの「今」を感じていただ
けます 。

イタリア各地の語学学校から提供され
る最新情報が閲覧できます。また、カ
ルタ・レオナルドをお持ちの方を対象
に、短期の語学留学奨学金や、それに
関連する留学相談を無料で提供してい
ます。

大阪のシンボルエリア・中之島でも、当
館が位置するフェスティバルシティは大
阪の新名所。神戸、京都からもアクセス
抜群の上、２駅直結で通学に大変便利で
す。

「カルタ・レオナルド」(*) は、提
携レストランや店舗で割引サービ
スやプレゼントなどお得な特典が
ついたイタリア・ファンクラブ会
員カードです。
(*)「カルタ・レオナルド」については p.24
をご参照ください。

イタリア外務・国際協力省に属する公的機関>1 punto

イタリアの公的機関としてレッスンの質に信頼があります。



受講手続きの流れ
まずはお電話（06-6227-8556）、もしくはメー
ル（corsi.iicosaka@esteri.it）でお気軽にご相
談ください。スタッフが丁寧にお答えします。

まずは無料カウンセリングから

お問い合わせ

ガイダンス
レベルチェック

体験レッスン

ご入校
お申し込み

イタリア語を習いたい！と思ったら、 
まず最初はお気軽にお問い合わせくだ
さい。お問い合わせは、お電話または
メールにて受け付けています。

入校前に実際の授業を体験してみ
ましょう。レベルやご都合に合っ
たクラスをご提案します。
イタリア文化会館ならではの講座
をここで体感していただきます！
納得していただければ、受講お申
し込みという流れになります。

そして、最後にお申し込み。
基本的なコースの価格は、30,000
円で 10 レッスン（90 分）。 
お申し込みは直接ご来館、あるい
はファクスやメールで申込書をご
送付ください。

必要があれば、イタリア語のレベル
チェックを行った上で最適なクラスを
ご提案いたします。わからないことや
不安なことがあれば、どんなことでも
お気軽にお尋ねください。 

COME ISCRIVERSI

受付窓口：月～金 10：00 - 13：00
               　      14：00 - 18：00

　   お問い合わせ　T e l : 06-6227-8556 / E-mail : corsi.iicosaka@esteri.it

※お申し込みは直接ご来館、あるいはファクスやメールで申込書をご送付ください。

イタリア文化会館 - 大阪」で学ぶ 11 のメリット／受講手続きの流れ 9
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イタリア語総合講座
グループレッスン

総合イタリア語講座では、イタリア語を実践的な教育プログラムに沿って体系的に学びます。入門講
座の段階から授業はイタリア語で行われ、日常的なシチュエーションに応じたロールプレイを行いな
がら、コミュニケーションに必要なすべての能力「話す」「聞く」「読む」「書く」を身につけていきます。

わかりやすく丁寧な指導に定評があります

※各コースのレベルはあくまでも目安であり、受講生の要望・レベル、講師の判断などによって、クラスごとに進度が異なる場合があります。

LEZIONE DI GRUPPO

1最大 8名までの少人数制
4 ～ 8 名までのクラス編成なので、講師とコミュニケー
ションが取りやすく、「話す」「聞く」「読む」「書く」を効
率よく学べます（最少開講人数は 4 人です。3 名の場合
は 90 分 ×8 回という条件をご了承いただければ開講可能
です）。

講師はイタリア語
ネイティブスピーカー

正しい用法、生きた表現を身につけていただくため、基本
的に講師はネイティブスピーカーです。より早くイタリア
語で会話が出来るようにプログラムされたテキストを用い
て、発音や筆記にも留意しながら基礎をしっかりと習得し
ていきます。

2 スケジュールに
合わせやすい振替制度

受講されている講座期間内であれば、ご欠席されたレッ
スンと同レベル、もしくは異なるレベルのクラスにお振
り替えいただけます。
※一度予約されたお振り替え内容（日時やクラス）の変更はいたしかねます。
※同レベルのクラスであっても、講師により進み具合が異なる場合がございます。
※ 2、3 名の少人数クラスでのグループレッスンへのお振り替えはできません。

※講師や他の受講者様のご迷惑になるような行為を行った場合、受講をお断りする場合がございますので、あらかじめご了承下さい。

4 入門から上級まで細かい
レベルに対応した 
クラス編成

イタリア語を全くのゼロから始める方から経験者まで、
安心して受講していただけるように、入門・初級・中級・
上級クラスをさらに細かくレベル分けしています。春・夏・
秋・冬期講座を週 1 回、約 3 ヶ月かけて受講し、1 学期
終えるごとに、クラスのレベルが 1 つずつ上がります。
例 : 入門クラス Pr1（冬）→ Pr2（春）→ Pr3（夏）

5  イタリア語上達を促す
“ 学習サポート窓口 ”

受講生の皆様のイタリア語学習における疑問を解決した
り、語学レベルを把握したりするために無料でご利用いた
だけます。要予約となっておりますので、ご希望の方は講
座受付までお申し出ください。 

6 オンラインで授業の 
進度や宿題が確認できる

もしも授業を欠席された場合、授業の進度や宿題が、お
手持ちのパソコンやスマートフォンでご確認いただけま
す。所属クラスとは異なるクラスの進度も確認できるた
め、お振り替えのクラスをご検討いただく際に便利です。

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA-OSAKA10

￥30,000
90分 / 10 回
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曜日・時間応相談。忙しくて通常クラスに通えない方、短期で集中学習したい方、旅の準備、CILS イ
タリア語検定試験対策にもご利用ください。記事やビデオなどを使って、毎回興味深いテーマについて
自由に自分の意見を表現することを学びます。レッスンを通して、さらに洗練された文法や表現を身に
つけましょう。留学経験がある方はもちろん、長く勉強された方にもぴったり！

受講日時に関しては、教室の利用状況により、ご希
望の日時に受講いただけない場合もございますの
で、あらかじめご了承ください。

予約のキャンセル・変更は授業の前日（前日が日曜
日 ･ 祭日の場合は前々日）まで可能です。お電話で
ご連絡ください。当日キャンセルの場合、受講料全
額をキャンセル料としてお支払いいただきます。

プライベート・セミプライベートの体験レッスンは
行っておりません。 また、講師との事前の打ち合
わせもできません。

随時お申し込みを受け付けます。

日程などのご希望を元に講師を手配した後、受講料
を授業の初日までに前払いでお支払いいただきます。

プライベートレッスン
セミプライベートレッスン

プライベート
レッスン

セミプライベート
レッスン

受講料

プライベート①

プライベート②

￥43,000

￥30,000

90分 / 5回

60分 / 5回

新規ご登録の方は登録料として
別途￥5,000 をいただきます 受講料

セミプライベート①

セミプライベート②

￥26,000

￥20,000

90分 / 5回

60分 / 5回

新規ご登録の方は登録料として
別途￥5,000 をいただきます

※お一人様あたりの金額です。

（1名） （2名）

LEZIONE PRIVATA
LEZIONE SEMI-PRIVATA
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無料体験レッスン

ONLINE

ONLINE

ONLINE

場所を選ばずにどこからでも質の高いイタリア語教育を受けた
い方のために考えたサービスです。今までのよくあるオンライ
ン授業とは全く違う感覚で、講師の手書き板書、教材、クラスメー
ト達の顔も見えるリアルな教室。オンラインでイタリア語やイ
タリア文化のことを学びたい方に、できるだけ実際の教室に近
い形の授業を提供します。パソコンはもちろん、タブレットや
スマホからでも直ぐ簡単に『教室に入る』ことができます。イ
タリア文化会館 - 大阪と協力し、イタリア文化会館 - 大阪、日
本の大学や高校で長年の経験を持つイタリア語、またはイタリ
ア文化の教師がそれぞれの講座担当になります。 講師の人数や
クラスの種類を徐々に増やす予定です。講師はイタリア語教育
資格（DITALS または CEDILS）を取得済みです。

「講義」　　　　                

「プライベートレッスン」　　　　　　　　　　　　　　　　　      

日本初のイタリア語 ONLINE『講義』は 100 名までも同時
に受講可能！お得な受講料で、どなたでも簡単にご参加いた
だける LIVE『講義』です。講師は一つの話題を取り上げて、
PowerPoint、テキスト、画像、動画などを利用しながら説明
します。

教師とマンツーマンという形になりますので、全面的に受講者
のご希望に合わせた授業になります。

LEZIONI PRIVATE

LEZIONI FRONTALI

italiago.online

Frequenza/ 回数

Frequenza/ 回数

Frequenza/ 回数

Prezzo/ 受講料

Prezzo/ 受講料

Prezzo/ 受講料

90 分 ×10 回

60 分 ×5 回

60～90分×1 回 (*)

一般￥28,000・会員￥25,000

一般￥25,000・会員￥20000

italiago.online

詳細はこちら

(*) 人数や質問の数によって。

ita l iago.onl ine

無料体験レッスン
A1-1（入門）

3 月 21 日（水） 10:30
3 月 28 日（水） 10:30

【お問い合わせ・お申し込み】       www.italiago.online  /  E-mail : info@italiago.online
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「クラス講座」　　　　                
イタリア文化会館 - 大阪まで来られない方のために考えた授業
です。会話に重点を置き、最大人数は 6 名に設定されていま
す。このクラスは教科書 Nuovo Espresso1,2,3（Alma 出版社、
5,000 円）の購入が必要となります。

LEZIONI DI GRUPPO

一般￥1000・会員￥800

「クラス講座」

A1-2（基礎）
3 月 23 日（金） 20:00
3 月 30 日（金） 20:00

A2-1（初級）
3 月 19 日（月） 20:00
3 月 21 日（水） 16:00
3 月 26 日（月） 20:00
3 月 28 日（水） 16:00

B1-1（中級 )
3 月 22 日（木） 16:00
3 月 29 日（木） 16:00
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年間講座カレンダー
    2018 年イタリア文化会館 - 大阪

CALENDARIO 2018

開講期間：2018 年 4 月 7 日～ 6 月 24 日　※ 休講日：4 月２8 日～ 5 月 6 日春学期
Aprile　4 月
Lun Mar Gio SabMer Ven Dom

1

2 54 73 6 8

9 10 12 1411 13 15

16 17 19 2118 20 22

23 24 26 2825 27 29

Maggio　5 月
Lun Mar Gio SabMer Ven Dom

30 1 3 52 4 5

7 8 10 129 11 13

14 15 17 1916 18 20

21 22 24 2623 25 27

28 29 30 31

Giugno　6 月
Lun Mar Gio SabMer Ven Dom

1 3

4 5 7 96 8 10

11 12 14 1613 15 17

18 19 21 2320 22 24

25 26 2827 2929

6

イタリア語を始めませんか？イタリア文化会館
は 4 月開講の春期講座を前に、ABC から学習す
る方々を対象とした入門クラス Principianti1
の体験レッスンを下記の日程でご用意しました。

【お問い合わせ・お申し込み】イタリア文化会館 - 大阪・講座担当
Tel : 06-6227-8556 / E-mail : corsi.iicosaka@esteri.it

イタリア文化会館 - 大阪
〒 530-0005 大阪市北区中之島 2-3-18
中之島フェスティバルタワー 17 階

場　所

※新規登録者のみ対象となります。 
※入門レベル以外の総合講座もキャンペーン対象となります。

この機会をお見逃しなく！（教材費込）

体験レッスン期間に春期講座へお申し込みの方には

が半額　￥5,000初回登録料

3 月 15 日～ 21 日

無料体験レッスンご予約受付開始！
春期講座入門編

3 月 15 日（木） 14：30 ～
3 月 16 日（金） 10：30 ～
3 月 17 日（土） 13：30 ～
3 月 18 日（日） 10：30 ～
3 月 19 日（月）

3 月 21 日（水・祝）

18：20 ～

12：20 ～
3 月 20 日（火） 20：00 ～

Giorno/ 曜日 Orario/ 時間

【日程】各回 1 時間程度（予定）

開講期間：2018 年 ７月２日～９月 2 ３日　※ 休講日：７月１６日 , ８月７日 ～ 19 日夏学期
Luglio　7 月
Lun Mar Gio SabMer Ven Dom

Agosto　8 月
Lun Mar Gio SabMer Ven Dom

Settembre　9 月
Lun Mar Gio SabMer Ven Dom

24 25 2726 28

30 31

30

コース開講期間　　　　休講期間
Lun
月曜

Mar
火曜

Gio
木曜

Sab
土曜

Mer
水曜

Ven
金曜

Dom
日曜

冬 春 秋夏



MUSICA
14:00~

CILS B1

AV10
A1 強化 1PR1

会話 IN

美術史

児童

13：30 - 15：00 AV2 AV12 ワイン
14:30~

EL2

通訳

PR1

PR2 IN3 グイダ / 児童

美術史

EL1
PR1

AV1

文学購読
AV8

IN1

文法 EL 
16:30~

PR1

EL2
EL1

AV7

AV1

CILS A2

EL1

AV10IN3
会話 EL

IN3

AV1
IN1
PR1

10：30 - 12：00 PR1 チーズ
11:00~

15：15 - 16：45 EL3 CILS B2 シネフォーラム
17:00~

10：00 - 11：30 AV6 A1 強化３
CILS C120：00 - 21：30 PR2

11：40 - 13：10 PR2 AV12 オリーブオイル
12:00~

20：00 - 21：30 EL3 AV5 AV12 ビジネス

14：30 - 16：00 会話 IN
14:00~

PR118：20 - 19：50 PR2 AV5 クラッシック映画
18:00~

14：30 - 16：00 AV12

文法 EL

堺校
10:35~

18：20 - 19：50 EL3 IN2 ラテン語 IN

10：30 - 12：00 AV1 堺校
9:05~

10：30 - 12：00 AV9 奈良校
11:00~

12：20 - 13：50 会話 EL 会話 AV

PR320：00 - 21：30 AV8 AV10 堺校
19:35~

14：30 - 16：00
PR1

EL2 奈良校
16:30~

18：20 - 19：50 PR3 AV4

12：20 - 13：50 AV7 奈良校
14:00~

14：30 - 16：00 IN2 IN3

10：30 - 12：00 IN2 IN3  AV1 文学購読

10：30 - 12：00

18：20 - 19：50 AV11 文法 IN 堺校
18:05~

20：00 - 21：30 PR1 EL2 IN3

18：20 - 19：50 IN1 ラテン語 EL

10：30 - 12：00

EL1

AV12
14：30 - 16：00

EL2
IN2

20：00 - 21：30 IN2 ラテン語 PR 長浜校
19:00~

イタリア文化会館 - 大阪のイタリア語講座では細かくレベル分けをしてイタリア語の
授業を行っています。会話コースなど、特定の分野に特化した講座も開講しています。

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA-OSAKA14

CORSI PRIMAVERILI  2018 2018 年　春期講座時間割

講座時間割
（中之島本校、堺校、長浜校、奈良校）

Lun. 月

Orario  A ( 最大 8 名 )  C ( 最大 8 名 )  セミナー  
( 最大 16 名 ) B ( 最大 8 名 )  D ( 最大 8 名 ) 分　校Aula

Gio. 木

Ven. 金

Sab. 土

Dom. 日

Mar. 火

Mer. 水

文法 EL 
15:30~

PR3

会話 IN

A1 強化 1

ラテン語 PR

A1 強化 1

ORARIO DEI CORSI
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Classe/ クラス Giorno/ 曜日 Orario/ 時間 Frequenza/ 回数 Prezzo/ 受講料
Nagahama Lun. 月 19：00 - 20：30 90 分 ×12 回 ￥22,000

【長浜校（北琵琶湖ホテルグラツィエ）】　　5 月開講　Tel: 0749-62-7777

【堺校（堺市立国際交流プラザ）】　4 月 11 日～ 6 月 22 日　Tel: 06-6227-8556( イタリア文化会館 - 大阪）

Classe/ クラス Giorno/ 曜日 Orario/ 時間 Frequenza/ 回数 Prezzo/ 受講料
Sakai PR1 Mer. 水 18：05 - 19：25

80 分 ×10 回 ￥17,000Sakai IN3 Mer. 水 19：35 - 20：55
Sakai AV2 Ven. 金  9：05 - 10：25
Sakai IN3 Ven. 金 10：35 - 11：55

【奈良校（秋篠音楽堂、クラブツーリズム奈良旅行センター）】主催 : 奈良日伊協会  4 月 18 日～ 7 月 25 日　Tel: 0742-33-6010

【中之島本校（イタリア文化会館 - 大阪 )】4 月 7 日～ 6 月 24 日　Tel: 06-6227-8556

Classe/ クラス

Classe/ クラス

Giorno/ 曜日

Giorno/ 曜日

Orario/ 時間

Orario/ 時間

Frequenza/ 回数

Frequenza/ 回数

Prezzo/ 受講料

Prezzo/ 受講料

入　　　門 Mar. 火

Lun. 月

11：00 - 12：30

18 : 20 - 19 : 50

90 分 ×15 回 ￥38,880
初級　 1-5 Mer. 水

Mar. 火

14 : 00 - 15 : 30

20 : 00 - 21 : 30

初級　 2-2 Mer. 水

Mer. 水

11：00 - 12：30

12：20 - 13：50

90 分 ×10 回 ￥30,000

初級 　2-3
中級（会話）

Mer. 水
Mer. 水

14 : 00 - 15 : 30
16：00 - 17：30

　入　門　　 CORSO PER PRINCIPIANTI　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                (PR1)

イタリア語を勉強したことは無いけれど、少しずつでも「イタリア語で会話出来るようになりたい！」と思っている
方を対象。初めてイタリア語を学習する方はこちらのクラスへ。読む、聞く、話すをバランス良く練習します。

　初　級　　 CORSO ELEMENTARE　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (EL1, EL2, EL3)

徐々に単語数を増やしながら、自信を持って様々なシチュエーションに対応できるコミュニケーションスキルを磨き
ます。ここからは、書くことにも重点をおいていきます。

　中　級 　　CORSO INTERMEDIO　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  (IN1, IN2, IN3)

イタリア語を使って､ より自在に表現できる能力を伸ばします。増やしてきた語彙と会話、リスニング、講読の練習
で得た能力を生かして、新聞、映画、テレビ番組にも挑戦しましょう。

　上　級 　　CORSO AVANZATO 　　　　　　　　　　　　　　 (AV1, AV2, AV3, AV4…)　

ビジネス等もっと難しいシチュエーションでも対応できるようになりたい方を対象。更に洗練された表現を身につけ
ていきましょう。イタリアに長く滞在された方もどうぞ。

※ PR1 水曜日 18:05 ～ は 4 月より開講予定

PR1 Gio. 木
Gio. 木

Sab. 土
Dom. 日

14：30 - 16：00
18：20 - 19：50

13：30 - 15：00
10：30 - 12：00

Ven. 金 10：30 - 12：00

Mer. 水 18：20 - 19：50
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イタリア語を聞く、話すに重点をおいて勉強していきます。映像や
講師からの配布資料などを使って、実生活に即した会話、旅行で使
う会話などを身につけます。

実生活に即した会話、旅行で使う会話などを身につけます会話講座
（初級～上級）

【Conversazione】
Classe/ クラス Giorno/ 曜日 Orario/ 時間 Frequenza/ 回数 Prezzo/ 受講料

　　Conv.El（初級） Lun. 月 20：00 - 21：30

90 分 ×10 回 ￥30,000　　Conv.In （中級） Mer. 水 20：00 - 21：30
　　Conv.In（中級） Gio. 木 14：00 - 15：30

　　Conv.El（初級） Mar. 火 12：20 - 13：50

　　Conv.In（中級） Ven. 金 10：30 - 12：00
　　Conv.Av（上級） Mar. 火 12：20 - 13：50

ビジネスの場面におけるコミュニケーションのために重要な用語や構造
を学習していく講座です。イタリア企業で仕事をしたい人、イタリア企
業とのビジネスのためにフォーマルなイタリア語表現を学びたい人のた
めのコースです。

重要な交渉場面で臨機応変に対応できるよう基本的な会話手順から学びますビジネス
イタリア語

（入門）

【Italiano Commerciale】
Classe/ クラス Giorno/ 曜日 Orario/ 時間 Frequenza/ 回数 Prezzo/ 受講料

ビジネス Gio. 木 20：00 - 21：30 90 分 ×10 回 ￥30,000

その他の
イタリア語講座

会話や文法、ビジネス、試験対策等、
特定のテーマを実践的に学習する講座です。

総合イタリア語講座とは
一味違うレッスンです

ALTRI CORSI DI ITALIANO

イタリア語の文法を日本語での解説を多く取り入れながら学んでい
きましょう。初級～中級向けと、中級～上級向けの 2 クラスがあり
ます。イマイチ理解出来ていない文法の疑問を解決したい方におす
すめです。

文法事項を一通り学習し、さらにその知識を定着・発展させたいという方イタリア語
文法講座

（初級／中級）
【Grammatica】

Classe/ クラス Giorno/ 曜日 Orario/ 時間 Frequenza/ 回数 Prezzo/ 受講料

90 分 ×10 回 ￥30,000
文法 EL（初級）

文法 IN（中級）

Gio. 木

Mer. 水

15：30 - 17：00

18：20 - 19：50

講師：中井　美訪子

※出張レッスンも行います。お気軽にお問い合わせください。

Ven. 金 16：30 - 18：00文法 EL（初級）
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2017 年に新しく出版された教科書　Via del Corso（EDILINGUA 社）を
使用して、今まで学習したイタリア語をより確実なものにするための講座です。
ノアール小説やグラフィックノベルといった興味溢れる題材や、具体的な場面
を想定した会話の数々を音声データも活用しながら、コミュニケーション能力
を高めることに重点を置いた講座内容です。

A1（入門）レベルを集中して復習していきます。A1
強化講座

（初級～）

【Via del Corso】
Classe/ クラス Giorno/ 曜日 Orario/ 時間 Frequenza/ 回数 Prezzo/ 受講料

Via del Corso 1 Mar. 火 20：00 - 21：30

90 分 ×10 回 ￥30,000
Mer. 水

Sab. 土

10：30 - 12：00

10：00 - 11：30
Gio. 木 14：30 - 16：00

Via del Corso 1
Via del Corso 1
Via del Corso 3

株式会社 JAPANISSIMO が主催するグイダプリマベーラ養成講座、グイダプリマベーラとは、訪日イタリア人観光客にもっと
日本での旅行を楽しんでもらおうと始めた「おもてなしアシスタント」のことになります。

   グイダプリマベーラ養成イタリア語講座
   イタリア語を使ってお仕事（アシスタント）しませんか？

監修：アントニオ・マイッツア先生　
プーリア出身。ローマで観光アシスタントなどの経験を活かしトラベルイタリ
ア語など旅行業に特化したイタリア語講座の第一人者です。「日本語能力試験
１級」を独学習得！著書は「イタリア語初歩の初歩」「初心者コース：文法を
気にしない おもてなし イタリア語講座」

（中級）

通訳案内士、アシスタント、ボランティアまでイタリア語で振
る舞える能力を習得する講座です。空港送迎・半日終日観光な
どに特化した内容で全 12 回。イタリア語をレベルアップし
て訪日観光のお仕事に就きたい方におすすめです。

グイダプリマベーラ養成
イタリア語講座

【Guida Primavera】
Classe/ クラス Giorno/ 曜日 Orario/ 時間 Frequenza/ 回数 Prezzo/ 受講料

グイダ Dom. 日 10：20 - 12：20 120 分 ×10 回 ￥64,800

（上級）

難関、国家資格通訳案内士を目指す方におすすめです。新聞
記事などを使って読解や内容説明といった筆記試験対策を中
心に行います。平成 29 年度、受講生から 1 名合格！

通訳案内士・
筆記試験対策講座

【Guida Primavera】
Classe/ クラス Giorno/ 曜日 Orario/ 時間 Frequenza/ 回数 Prezzo/ 受講料

通訳 Lun. 月 10：30 - 12：00 90 分 ×10 回 ￥40,000

※場所はイタリア文化会館−大阪になりますが、グイダプリマベーラの主催講座になります。　詳細はグイダプリマベーラにお問い合わせください。

※ 3 月 18 日（日）10:20 ～体験レッスン開催
※入会金 20,000 円
※場所はイタリア文化会館 - 大阪になりますが、グイダプリマベーラの主催講座になります。詳細はグイダプリマベーラにお問い合わせください。

お問い合わせ・お申し込み
Tel: 03-6459-1716　E-mail: info@guidaprimavera.com
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イタリア文化講座
イタリア文化会館 - 大阪では、語学講座に加えて、イタリ
ア文化講座やラテン語講座も開講しています。 さらに一
歩踏み込んだイタリアの世界に触れてみませんか？

幅広い分野にわたってイタリア語と
その周辺を身近に感じる講座です

CORSI DI CULTURA

※受講料や曜日・時間は要問合せ

日本では数少ない古典ギリシャ語講座です。神話、哲学等ヨーロッパ諸
言語に最も影響を与えた言語の一つです。古典期のギリシャ語つまり紀
元前五世紀に使われていたアッチカ方言を学び、古典ギリシャの原文を
読み、理解することを第一に楽しく学んでいきます。

現代ヨーロッパ文化のルーツである言語や文化古典ギリシャ
語講座

【Greco classico】 講師：アントニオ・マイエル

講師：アントニオ・マイエル

ラテン語の勉強は、脳の健康と学力の増進に効果的です。また、歴史、
文学、哲学などの分野での知識を身に付けたり、ラテン語を語源とす
る英語を通して日本語に入った語彙の語源を理解できるだけでなく、
イタリア語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語などのようなロ
マンス語の勉強に役立つ基礎を習得できます。世界中の教会やモニュ
メントなどに書かれているラテン語の碑文や、動物と植物の学名もわ
かるようになります。

ラテン語の勉強は、脳の健康と学力の増進に効果的ですラテン語
講座

【Latino】
Classe/ クラス Giorno/ 曜日 Orario/ 時間 Frequenza/ 回数 Prezzo/ 受講料

　Latino Pr（入門） Lun. 月 20：00 - 21：30

90 分 ×10 回 ￥30,000　Latino El（初級） Lun. 月 18：20 - 19：50
　Latino In（中級） Ven. 金 18：20 - 19：50

　Latino Pr（入門） Sab. 土 11：40 - 13：10

※授業は日本語で行いますが、テキストはイタリア語で書かれていますので、ラテン語を覚えられると同時にイタリア語の語彙を増やせます。

当講座は、いろいろなイタリア文学を著名な作家や有名な１節に焦点を
当てながら、ネイティブの講師と一緒に講読・分析していきます。さら
に、授業内で取り上げた表現やフレーズを用いて会話演習も行うので、

「読むだけ」「聞くだけ」の受動的な授業にならず、イタリア文学をより
身近に感じられる内容です。

文法の復習、語彙の強化、新しい表現の習得、文化紹介イタリア語
文学講読講座

（初級～）

【Lettura】
Classe/ クラス Giorno/ 曜日 Orario/ 時間 Frequenza/ 回数 Prezzo/ 受講料

文学講読 Gio. 木 10：30 - 12：00 90 分 ×10 回 ￥30,000Ven. 金 14：30 - 16：00

（入門～中級）
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イタリアは魅惑的な美術作品の宝庫！ 才能あふれる芸術家たち
をキラ星のごとく輩出してきました。美術史講座

講座スケジュール

今回の講座では、独創的な作風で知られる奇才カルロ・クリヴェッリ、偉大なる
物語画家ヴィットーレ・カルパッチョ、18 世紀イタリアを代表する巨匠ジョヴァ
ンニ・バッティスタ・ティエポロという、3 人のヴェネツィアの画家を取り上げ、
その生涯と作品をわかりやすくご紹介します。さあ、あなたも美しい名作の世界
に足を踏み入れてみませんか？ 授業は豊富なスライドを用い、日本語で行なわれます。

Classe/ クラス Giorno/ 曜日 Orario/ 時間 Frequenza/ 回数 Prezzo/ 受講料

Arte Ven. 金 18：20 - 19：50 90 分 ×3 回 ￥7,500Sab. 土 10：00 - 11：30

【Storia dell'arte】

※全９レッスンの受講料は 21.000 円です

第一回 クリヴェッリの芸術①
―生誕と修業時代

第七回 ティエポロの芸術①
―生誕と修業時代

第四回 カルパッチョの芸術①
―生誕と修業時代

第二回 クリヴェッリの芸術②
―中期の活躍

第八回 ティエポロの芸術②
―中期の活躍

第五回 カルパッチョの芸術②
―中期の活躍

第三回 クリヴェッリの芸術③
―晩年の活動と死

第九回 ティエポロの芸術③
―晩年の活動と死

第六回 カルパッチョの芸術③
―晩年の活動と死

イタリア文化会館 - 大阪で誕生した、継承語としてのイタリア語教育を
提案するプログラムで、4 歳から 11 歳までのお子さまを対象としてい
ます。習熟度別に２つあり、イタリア語を楽しく学ぶ Pizza クラスと
日常的な単語や文法も学ぶ Spaghetti クラスと 2 クラスあります。
どちらのクラスも講師はキッズクラスの経験を持つネイティブスピー
カーです。授業では、より自然にのびのびとイタリア語・イタリア文
化が習得できるようにゲームや遊びを取り入れ、コミュニケーション
を大切にした相互的な指導メソッドを採用しております。また、お子
様のご予定に対応しやすいチケット制を導入しております。

『じろとんど』
児童講座

【Girotondo】
Classe/ クラス Giorno/ 曜日 Orario/ 時間 Frequenza/ 回数 Prezzo/ 受講料

Dom. 日 10：30 - 12：00 90 分 ×8 回 ￥10,000 ※

※ 受講料：6 ヶ月間有効のチケット制 10,000 円 / 5 枚綴り

Pizza ( 入門 )

講師　木村太郎（きむらたろう）プロフィール :
1978 年、北海道生まれ。2007 年、大阪芸術大学大学院博士課程修了。博士（芸
術文化学）。2012～14年にピサ大学美術史学科留学（イタリア政府給費留学生）。
現在、大阪芸術大学非常勤講師。専門はイタリア・バロック絵画史。著書に『カ
ラヴァッジョを読む－二点の通称《洗礼者聖ヨハネ》の主題をめぐって』（三元
社、2017 年）。訳書にローナ・ゴッフェン『ヴェネツィアのパトロネージ－ベッ
リーニ、ティツィアーノの絵画とフランチェスコ修道会』石井元章監訳（三元社、
2009 年）。

第 1 週　4/13（金）、4/14（土）
第 2 週　4/20（金）、4/21（土）
第 3 週　5/11（金）、5/12（土）

第 4 週　5/18（金）、5/19（土）
第 5 週　5/25（金）、5/26（土）
第 6 週　6/1（金）、6/2（土）

第 7 週　6/8（金）、6/9（土）
第 8 週　6/15（金）、6/16（土）
第 9 週　6/22（金）、6/23（土）

金曜日 18：20 ～ 19：50
土曜日 10：00 ～ 11：30
( 各曜日定員 8 名 )

Sab. 土 10：00 - 11：30Spaghetti ( 初級 )



ワインセミナー 50 年以上の歴史を誇る AIS（イタリアソムリエ協会）は、世界中に多くの会員を有する最も
伝統あるソムリエ協会です。ワインの基礎知識から、イタリアを代表する D.O.C.G. やブド
ウの品種の特徴までわかりやすく解説します。

4 月 14 日
（土）

14：30-
16：30 「プロセッコ」のベース品種にフォーカス

5 月 12 日 14：30-
16：30

イタリアの高品質スプマンテ「フランチャコルタ」6 月 9 日
（土）

14：30-
16：30

￥5,000 / 一般        ￥4,000/ 会員受講料

オリーブオイルセミナー イタリア料理に欠かせないオリーブオイル。本講座では AISO International 認定の日本
人ソムリエを講師に迎え、オリーブオイルの作り方から味、選び方、使い方に至るまで、
テイスティングをしながら皆様の素朴な疑問にお答えします！

オリーブオイルの製造工程と品質、ラベルや
宣伝に書いてある表現の意味を解説します

4 月 14 日
（土）

12：00-
14：00

エクストラバージンオリーブオイルを食材と組み
合わせ、どのように味が変化するのか見ていきます

12：00-
14：00

イタリアの中でも地域によってどのような違いが
あるのでしょうか（土）

12：00-
14：00

5,000 円 / 一般        4,000 円 / 会員受講料

イタリア食文化 1day セミナー
講師の解説や実際の食材のテイスティングを
通じてイタリアに関する、食文化への理解を
深めていきます。
※本セミナーは全て日本語で行います。

イタリア食材について学びましょう
 SAPORI D' ITALIA

イタリアチーズの歴史は古く、ヨーロッパチーズの故郷ともいわれています。個性的でイタリア料
理に欠かせない！といわれる ”Sapori d'Italia”( イタリアの味 ) を、世界各国のチーズとの比較テ
イスティングを通して探っていきます。もちろんワインと共に、そして召し上がり方のアレンジま
でご紹介します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  協賛：株式会社秋山商店

チーズセミナー

￥5,000 / 一般        ￥4,000/ 会員受講料

イタリアとフランスの羊乳のチーズ！
あなたの好みはどちら？？４月 22 日 11：00-

12：30
ペコリーノ
vs ブルビ

今が旬！山羊のチーズの魅力♪5 月 27 日 11：00-
12：30

山羊乳
のチーズ

チーズに空いた小さな穴はどうして出来る？
美味しいチーズのひ・み・つ・6 月 24 日 11：00-

12：30チーズアイ

【お申し込み・お問い合わせ】イタリア文化会館 - 大阪 Tel : 06-6227-8556 / E-mail : corsi.iicosaka@esteri.it

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA-OSAKA20

（土）

（土）

土着品種シリーズ
「Glera / グレラ」

　美しい「シチリア」の力強いワインワインで旅する
イタリア「シチリア」

愛されるイタリアワイン
「フランチャコルタ」

5 月 12 日

6 月 9 日

「オリーブオイルの製造と
オリーブオイルの品質」

エクストラバージンオリーブ
オイルとは？

「オリーブオイルで旅する
イタリア」

（日）

（日）

（日）



「プロセッコ」のベース品種にフォーカス

イタリアの高品質スプマンテ「フランチャコルタ」

オリーブオイルの製造工程と品質、ラベルや
宣伝に書いてある表現の意味を解説します
エクストラバージンオリーブオイルを食材と組み
合わせ、どのように味が変化するのか見ていきます

イタリアの中でも地域によってどのような違いが
あるのでしょうか

Benvenuti al Sud『南へようこそ』
ルカ・ミニエロ監督（2010 年）

Il padre d'Italia　『イタリアの父』
ファビオ・モッロ監督（2017 年）

Smetto quando voglio『いつだってやめられる』
シドニー・シビリア監督（2014 年）

ワンコイン講座　

シネフォーラム

文学講座

イタリア文化会館 - 大阪では、気軽にお立寄りいただける 
ワンコイン講座（各講座月 1 回）を開催 !

講師：中井美訪子

お仕事帰りや週末に
ぶらっとイタリア、いかがですか？　

CORSI DA 500 
YEN

C I N E  F O R U M

I  C L A S S I C I  I T A L I A N I

L E T T E R A T U R A

イタリア文化会館 - 大阪　Tel：06-6227-8556お申し込み・お問い合わせ

イタリアの映画を通じて、その次代の風潮、監督、
役者の背景についてお話します。

文学講座では、イタリア文学作品から厳選した文章を読むことで、
さらなる読解力を鍛えます。イタリア語の文法を一通り習得した方を対象
とした講座です。

※本講座では日本語の対訳を配布しますが、イタリア語のみで行います

講師：二宮大輔     

講師：Silvia Ferrari（シルビア・フェッラーリ）

500 円
3 枚綴りのチケット (1,500 円 ) をお求めいただきます。
ご利用にはカルタレオナルド会員への登録が必要です。 予約不要受講料：各講座

4 月 22 日 ( 日 )13.00

5 月 19 日 ( 土 ) 17.00

6 月 16 日 ( 土 ) 17.00

木曜日 18:00 ～
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　美しい「シチリア」の力強いワイン

MUSICA ITALIANA 講座
木曜日 14:00 ～
イタリアの有名な曲の歌詞を解説します。
意味を理解して歌の良さを味わいましょう。

※日程やタイトルなど詳細は後日、ホームページにて掲載します。

クラシック映画講座

イタリアの旬な映画を楽しみましょう！



イタリア語の
検定試験 CILS

イタリア政府認定のイタリア語検定試験は、外
国語としてのイタリア語のコミュニケーション
能力を証明するものです。受験対象者はイタリ
ア以外の国籍を持つ人、イタリア以外の国で生

活する在外イタリア人（イタリア系 2 世、3 世
など）、イタリアへの移民者となっています。受
験資格は特にありません。イタリア文化会館を
通じて受験できる検定試験は以下の通りです。

検定試験

イタリア政府認定の実用イタリア語検定

CERTIFICAZIONI DI ITALIANO

シエナ外国人大学（CILS） 試験日：夏、冬の年 2 回（6 月、12 月）

次回試験
日程のお知らせ 試験日：6 月 10 日（日）／申し込み期間：2018 年 3 月 19 日（月）- 4 月 25 日（水）

A1　基礎 自己紹介や他者の紹介ができ、個人的な話題（どこに住んでいるか、何を持っているか等）について質問し回答できる。
イタリア語の授業を約 50 –100 時間受講したレベル。

A2　初級 教科身近な話題（例えば家族、買い物、仲間、場所、仕事等）に関する言い回しや表現を理解し使うことができる。
イタリア語の授業を約 100 –150 時間受講したレベル。

UNO（B1） 中級 日常生活のなかで頻繁に遭遇する場面で適切な言葉が使え、イタリア旅行が問題なくできる。
イタリア語の授業を約 150 時間受講したレベル。

DUE（B2） 中上級 日常生活の、より広範囲な場所に対応でき、また勉強や仕事において的確に意志の伝達ができる。
イタリア語の授業を約 250 – 300 時間受講したレベル。

TRE（C1） 上級 日常生活のみならず公の場面や仕事でも状況に適したイタリア語を使いながら意志の疎通ができ、イタリアの機関や企業
等と口頭および書面で交渉することができる。イタリア語の授業を約 400 – 500 時間受講したレベル。

QUATTRO（C2）
最上級

公式、非公式のあらゆる状況だけでなく、仕事上でもコミュニケーションがとれる。ネイティブスピーカーと同等の能力を求めるもの
ではありませんが、イタリア語を自由自在に使いこなす語学力が必要です。イタリア語の授業を約 750 – 1000 時間受講したレベル。

レベル 教科書

レベル説明 CILS は基礎から最上級まで６つのレベルに分かれています。各レベルの目安は以下の通りです。

外国語としてのイタリア
語のコミュニケーション
能力を証明するものです。

イタリア文化会館 - 大阪　Tel：06-6227-8556お申し込み・お問い合わせ

（初級～上級）
CILS 対策講座 イタリア政府公認のイタリア語検定試験 CILS の受験対策講座です。授業中に 4 科目（聴解、読解、文法、

会話）の過去問題を解いて学習します。受験するレベルにあわせて、担当講師が綿密な指導を行います。

CILS 検定試験とは : 外国語としてのイタリア語のコミュニケーション言語能力習得度を証明する公式認定資格です。

【CILS】
Classe/ クラス Giorno/ 曜日 Orario/ 時間 Frequenza/ 回数 Prezzo/ 受講料

　　　CILS A2 Mar 火 10 : 30 - 12 : 00

90 分 ×10 回 ￥30,000　　　CILS B2
　　　CILS C1 Ven. 金

Dom. 日
20：00 - 21：30
15：15 - 16：45

　　　CILS B1 Sab. 土 13：30 - 15：00
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奨学金留学

VACANZE STUDIO IN ITALIA
イタリア文化会館−大阪では、毎年、イタリア各地の語学学校（一
部大学）から多数の奨学金の提供を受け、カルタ・レオナルドイ
会員を対象に支給しています。内容は、授業料の全額免除や一部
免除、課外活動や宿泊先の提供など学校により異なります。ぜひ
当館の奨学金を活用して、実際にイタリアで生活しながら生のイ
タリア語に触れてください。

奨学金を利用してイタリアで
留学しませんか？

お申し込み方法

奨学金提供校リストを見る。
（リストの閲覧を希望の方は、当館ホーム
ページをご覧ください） 
※学校ごとに利用条件（期間や年齢など）が
異なりますのでご注意ください。 
※学校選択には各学校のホームページや
当館の留学コーナーにあるパンフレットなどを
ご利用ください。
過去の留学体験者の資料も閲覧できます。
志望校と留学期間を決定する。　

1.

2.
3.

学校と期間を決定1
メール添付、ファクス、郵送も可能です。

「イタリア文化会館−大阪 留学係宛」まで

申込書を当館
受付に提出3

当館で申込書の審査が終了次第、結果を通知します。
合格された方にはその後の手続きをお知らせします。

1.
2.

奨学金の
審査結果通知をもらう4

語学学校から（もしくは当館経由で）
正式な奨学金の許可通知が来ます。
語学学校でその他の入学手続きを行ってください。
※奨学金に含まれない授業料や登録料の支払い、滞在手配については、
直接学校とやりとりして手続きを完了させてください。

1.

2.

語学学校の入学許可
手続きを完了させる5

申込書は当ホームページからダウンロードできます。
志望校は 3 校までリクエストできます。
出発の最低 1 ヶ月半前までにご提出ください。
※ 6 ヶ月以上先の申請は受付できません。

提供校リスト

1.
2.
3.

奨学金申込書を記入2

イタリア留学

当館のイタリア語・イタリア文化コース受講生が条件です。
ただし、少なくとも一学期、もしくはそれに相当する講座を受
講している場合に限ります。
学校の都合により、手続きに時間を要する場合がございます。
あらかじめご了承ください。
奨学金のご利用は、一年に一回（一校）のみとなります。
学校の規定により、過去に奨学金を受けた学校への再申請が認
められないこともあります。
当館が行うのは学校への奨学金申し込み手続きのみです。申し
込み受け付け後の学校との連絡、飛行機の予約、宿泊の手配な
どは各自で行ってください。

就学ビザが必要？
語学学校の留学でイタリアの滞在が
90 日を超える場合は就学ビザが必要です。

※大学や大学付属の語学学校で、90 日以内であってもビザ
　の申請が必要な場合がありますのでご注意ください。
※ビザに関するご質問（必要書類や手続きなど）について
　は在大阪イタリア領事館にお問合せください。
　当館ではビサに関するご質問にお答えできません。

1.

2.

3.
4.

5.

《奨学金利用についてのご注意》 《ビザ申請》

イタリア文化会館 - 大阪と提携を結んでいるイタリアの語学学校情報や、各校が提供している奨学金についてご案内します。

無料で留学相談を承っておりますので、担当者までご予約ください。

Tel: 06-6227-8556 ／ E-mail: info.iicosaka@esteri.itお申し込み・お問い合わせ
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「CARTA LEONARDO」の会員になりませんか ? 
カルタ・レオナルド

イタリア文化会館 - 大阪では、「CARTA LEONARDO」（「カルタ・レオナルド」イタリア文化会館 - 大阪・友の会カー
ド）を発行しています。「CARTA LEONARDO」は、イタリアに関連する企業とイタリアファンの皆様の架け橋に
なりたい、という想いから日本で誕生したブロジェクトです。会員になると、以下のような特典が利用できます。 

○イタリア文化会館 - 大阪の開館時間（月～金 10：00 - 18：00）に、受付で申込書をご提出ください。
○イタリア文化会館 - 大阪の語学、文化講座を受講する方は、受講学期開始日から１年間、年会費無料で「CARTA LEONARDO」
　の有料会員限定の特典をご利用いいただけます。○会費のお支払いは、現金でお願いします。

「CARTA LEONARDO」会員の特典

イタリアファンの皆様

『CARTA LEONARDO』の会員になるには

当館が主催・共催す
る有料イベントの一
部に、割引価格でご
参加いただけます。 

イタリア文化会館 -
大阪の図書館にあ
る本・ＤＶＤが無料
で借りられます。 

関西にある当館提
携店 （レストランなど）

で、様々な特典 が
受けられます。
※詳しくは pp.26-27 の
提携店リストをご参照ください。

イタリア国内の語
学学校から、当館
に提供されるさま
ざまな特典（受講
料割引など）が利
用できます。

当館の語学・文化講座
（有料）を少なくとも

1 学期間受講されている方に

無料で発行 
カードの有効期限は

発行日から１年間
※その後は 1 年ごとの更新となります。 

CARTA LEONARDO
会員特典

年会費は
『CARTA LEONARDO』会員

1,000円

【お問い合わせ・お申し込み】イタリア文化会館 - 大阪 Tel : 06-6227-8556 / E-mail : corsi.iicosaka@esteri.it
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CARTA LEONARDO 会員カード／アプリケーション 25

　　　

これまでカード型の会員証を発行していましたが、この度、会
員証と特典検索機能に加えイベント検索機能を追加した、デ
ジタル版「CARTA LEONARDO」が完成しました。

「CARTA LEONARDO」が

アプリになって
パワーアップ！

「CARTA LEONARDO」アプリの充実した機能

※アプリのダウンロードは無料
ですが、スマートフォンはご自
身でご準備ください。

アプリのダウンロードはコチラ！ >>

L’APPLICAZIONE

アプリ「CARTA LEONARDO」は登録 / ログインなしでも内容の閲覧が可能です。会員限定の特
典を利用する際は、アプリ内の有効な会員証をご提示いただきますので、会員登録とログインが必要
になります。当館の受講者はアプリの ID とパスワードを入力すればご利用できます。

ID と
パスワード

アプリケーション

オンライン入会
1
PASSO

お知らせ、
会員特典や参加企業に
よるイベント情報を
最新の状態で
アップデート

4
PASSO

オフライン
での特典や
優待イベントの
確認入会

2
PASSO

アプリ内の
会員証表示で
特典の利用
入会

5
PASSO

GPS 機能により、
現在地に一番近い
イベントや店舗を
検索

3
PASSO
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OSAKA大 阪 市

BAR GELATERIA RAFFINATO 
バール・ジェラテリア・ラッフィナート

京阪中之島線
渡辺橋

Osteria Leb
オステリア・レーブ

京阪
中之島駅

Trattoria PEPE
トラットリア・ペペ 堺筋本町駅

Cantina
カンティーナ

Pizzeria Osteria La ROCCIA
ピッツェリア・オステリア・ラ・ロッチャ

Pinkflamingo
ピンクフラミンゴ

TAVERNA IL MERCATO ANGELO
タヴェルナ・イル・メルカート・アンジェロ

Trattoria Rokudai
トラットリア・ロクダイ

Trattoria Nico
トラットリア・ニコ

堺筋本町駅

肥後橋駅

地下鉄
西大駅

地下鉄 
心斎橋 / 四ツ橋

地下鉄 
緑橋駅

地下鉄 
南森町駅

Da Ugo
ダ・ウーゴ

地下鉄谷町線
都島駅

Osteria Meta Meta
オステリア・メタメタ

`

` 堺筋本町
谷町四丁目

AL SODO
アルソード 肥後橋駅

Ristorante Salire
リストランテ・サリーレ

肥後橋駅 
3 番出口

Bar Mattina
バール・マッティーナ

Ottantasette　
オッタンタセッテ

肥後橋駅

なにわ橋駅

La Vineria Bravura
ラ・ヴィネリア・ブラヴーラ 

地下鉄 淀屋橋駅
本町駅徒歩 4 分

Ristorante Colosseo
リストランテ・コロッセオ　 心斎橋駅

Mano e Mano 中之島
マーノ・エ・マーノ

Buona Forchetta 
ボナ・フォルケッタ

肥後橋駅

肥後橋駅

Nogarazza
ノガラッツァ

京阪中之島線
渡辺橋

Trattoria BABBI BABBI
トラットリア・バビ・バビ 心斎橋駅

Rosticceria da Babbo 
ロスティッチェリーア・ダ・バッボ　

北新地駅、淀屋橋駅、
大江橋駅、西梅田駅

CasaOlearia PACE
カーサ・オレアリア・パーチェ

Nijiro Arcobaleno イタリア食堂 
ニジイロ・アルコバレーノ

OSTERIA DA PAOLO 
オステリア・ダ・パオロ

谷町六丁目駅

九条駅

西梅田駅 / 北新地駅

店　　　　　名 最 寄 駅 特　　　　　典
全ての商品￥50 引き（ご本人と同席者１名）

　住所：大阪市北区中之島２- ３- １８　フェスティバルプラザ B1F　　　　　　　　　 TEL：06-6228-3444
ドリンク１杯サービス（ご本人のみ）

　住所：大阪市都島区都島北通 1-2-4 1F　　　　　　　　　　　　　　　　  　TEL：06-6927-7009
17 : 30 - 19 : 00、スプリッツ 1 杯サービス（ご本人と同席者１名） 

　住所：大阪市中央区淡路町 3-6-3NM プラザ御堂筋 B1F　　　　　　　　　　　　TEL：06-6484-6789
ソフトドリンク１杯サービス（ご本人のみ）

　住所：大阪府大阪市北区中之島 3-3-23 中之島ダイビル 2F　　　　　　　　　TEL：06-6225-2950

ローマのコーヒー豆「ブォンドルフィ・ブォンカフェ」を使ったカフェをサービス（ご本人のみ）
　住所：大阪府大阪市北区中之島 4-3-36 玉江橋ビル 1F　　　　　　　　　　　TEL：06-6443-2014

ディナー・タイムはウェルカム・ドリンクをサービス（ご本人のみ）
　住所：大阪府大阪市中央区内本町 2-4-3-101　　　　　　　　　　　　　　　TEL06-6147-8739

アルコール飲料含むドリンク 1 杯サービス（ご本人含む４名様まで）
　住所：大阪府大阪市中央区博労町 3-3-15　　　　　　　　　　                    TEL：06-6252-6355

食後のデザートサービス（ご本人と同席者１名）
　住所：大阪府大阪市西区土佐堀 2-3-5 菅澤眼科ビル　　　　                    　 TEL：06-7502-5318

ドリンク 1 杯サービス（ご本人含むグループ全員）
　住所：大阪府大阪市中央区南船場 3-2-6 大阪農林会館　Ｂ１Ｆ　　                    　　 TEL：06-6252-2024

コース料理をご注文頂いたお客様に食前酒一杯サービス（ご本人と同席者１名）
　住所：大阪府大阪市北区西天満 2-7-17 寿ビル B1F　                                             TEL：06-6232-8265

グラスのイタリアワインまたはソフトドリンク１杯サービス（ご本人含むグループ全員）
　住所：大阪府大阪市中央区船場中央 1-4-3 船場センタービル 3 号館 B2F　                        TEL：06-6271-0037

アルコール飲料含むドリンク 1 杯サービス（ご本人と同席者１名）
　住所：大阪市西区土佐堀 1-6-18　                                                           TEL：06-6443-3600

ランチタイムのみカフェ 2 杯目サービス（エスプレッソ、コーヒー、紅茶）、ディナータイムのみスパークリングワイン 1 杯サービス（ご本人のみ）
　住所：大阪府大阪市北区中之島 2-3-18 中之島フェスティバルプラザ B1F     　                 TEL：06-4708-3517 

ドリンク 1 杯サービス（エスプレッソ、コーヒー、紅茶）（ご本人と同席者１名）
　住所：大阪市西区土佐堀 1-1-6-101　                                                      TEL：06-6443-0888

ポイントカードのポイント 2 倍サービス（ご本人のみ）
　住所：大阪府大阪市中央区上町Ｂ２ 　                                                      TEL：06-6761-3350

グラスワイン 1 杯サービス（ご本人と同席者１名）

ドリンク 1 杯サービス（エスプレッソ・コーヒー・紅茶）（ご本人含むグループ全員）

　住所： 大阪市西区本田 1-8-12 　                                                             TEL：06-4393-7716

　住所：大阪市北区堂島 2-1-24 堂島アーバンスクエア　１Ｆ　                       TEL：06-6345-1515

グラスワイン 1 杯サービス（ご本人含むグループ全員）
　住所：大阪府大阪市中央区瓦町１丁目７−３　　　　　　　　　                     TEL：06-6209-7221

ファーストドリンクサービス（ご本人と同席者１名）

ドリンク 1 杯サービス（ご本人と同席者１名）

ハウスワイン（赤もしくは白）を 1 杯サービス（ご本人含むグループ全員）

　住所：大阪市西区江戸堀 2-1-21　                                                           TEL：06-6445-7778

　住所：大阪市西区新町 2-16-2 阪田ビル 1F　                                      　　 TEL：06-6536-2839

　住所：大阪市東成区 中道 2-4-7    TEL：06-6976-5855

　住所：大阪市中央区南船場 4 丁目 クリスタ長堀地下街 7 号   TEL：06-6282-2188

　住所：大阪市北区 南森町 2-1-18 ジャスティス南森町 1F   TEL：06-6367-2020

ドリンク 1 杯サービス（ご本人と同席者１名）

お食事をした方に、プチデザートをサービス（ご本人と同席者１名）

　住所：大阪府大阪市西区土佐堀１-1-21　                                                 TEL：06-6443-1289

　住所：大阪市北区西天満 4-1-11 昭栄ビル 1F　                            　　　　 TEL：06-6360-9508

「CARTA LEONARDO」提携店リスト
※このリストは随時更新されます。最新情報はウェブサイトをご覧ください。

グラスワイン 1 杯サービス（ご本人のみ）

ディナータイムのみカフェ 1 杯サービス（ご本人のみ）
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La cucina italiana UEKI
ラ クチーナ イタリアーナ ウエキ

Policalupo
ポリカルポ

地下鉄 
四ツ橋駅

地下鉄 
谷町四丁目駅

Cuccagna
クッカーニャ

地下鉄 
肥後橋駅

Officina del gusto 
オフィチーナ・デル・グスト

地下鉄 
肥後橋駅

　住所：大阪市西区北堀江 1-10-2 クレストギザビル 1 Ｆ   　

　住所：大阪市中央区大手通 1-3-7 日宝大手ビル 1F   　

　住所：大阪市西区京町堀２丁目３−４    　

住所：大阪市西区 京町堀 2-2-15-103                                   　　　　　　 　　　　　　

KYOTO京 都 府
ながぐつ亭 京阪電車

神宮丸太町駅

Ristorante Casa Bianca
リストランテ・カーサ・ビアンカ

京阪出町柳駅 / 
地下鉄烏丸線今出川駅

Ristorante divo-diva
リストランテ・ディボ・ディバ

阪急烏丸駅 /
地下鉄四条駅

地下鉄
四条駅

PIZZA MERCATO KYOTO 
ピッツァ・メルカート京都

Atelier peacock 
アトリエ・ピーコック

JR
丹波口駅

グラスワイン 1 杯サービス ( ご本人と同席者１名）

グラスワイン又はジュース 1 杯サービス ( ご本人と同席者１名）
　住所：京都府京都市上京区今出川通寺町西入ル大原口 214　                                     

ディナータイムのみ食前酒のサービス（ご本人と同席者１名）

店内全商品 15%OFF（ご本人のみ）

　住所：京都府京都市中京区蛸薬師通高倉東入ル雁金町 361　                       

　住所：京都市中京区堺町通四条上ル 八百屋町 544 AXIS 錦小路 1F                

アルコール含むドリンク一杯またはジェラートシングルサイズサービス（ご本人と同席者１名）
　住所：京都府京都市下京区朱雀正会町 1-1 kyoka 会館　                             

Swissotel Nankai Osaka
スイスホテル南海大阪 南海・難波駅直結

イタリアン「タボラ３６」、スポーツバー「ナンバー１０」、中国料理「エンプレスルーム」、日本料理「花暦」、鉄板焼き
「みなみ」、ワイン＆ダイン「シュン」にて、ご本人と同席者 10 名まで、レストランご利用１０パーセントＯＦＦ

LISTA DEGLI ESERCIZI 
COMMERCIALI

HYOGO兵 庫 県
Casareccio
カサレッチョ 

阪急
武庫之荘駅

Osteria L'aranceto
オステリア・アランチェート

ブティック　due colori
ドゥエ・コローリ

三宮

阪急
門戸厄神駅

Ristorante Raffinato
リストランテ・ラッフィナート

JR
芦屋駅

Ristorante Tredici
リストランテ・トレディチ

各線三宮駅 /
JR 阪神元町駅

ドリンク１杯サービス（同席者全員 1 杯半額）
　住所：兵庫県尼崎市南武庫之荘 1-22-23　                                                
アルコール飲料含むドリンク 1 杯サービス（ご本人と同席者全員）

　住所：兵庫県芦屋市親王塚町 13-15 岸の里ビル　２Ｆ　                            
オールタイム、アルコール飲料を含むドリンクを 1 杯サービス（ご本人含むグループ全員）※他のサービスとの併用不可。

　住所：兵庫県神戸市中央区山本通 3-14-14　                                             
ドリンク１杯サービス（ご本人含むグループ全員）※ディナータイム現金支払いに限る

15％ OFF（ご本人のみ）
　住所：兵庫県神戸市中央区山本通 1-7-5 北野メゾンブランシュ　                             

　住所：兵庫県西宮市門戸荘 14-10 ピア門戸 1F　                          　　　　　　　     

OSAKA大 阪 府
Italian&Natural wine PORTA BLU

ポルタブル
阪急宝塚線

豊中駅
伊仏食堂　DAI

イフツショクドウ・ダイ
京阪

寝屋川市駅

il tempo 
イルテンポ

京阪
古川橋駅

グラスワインもしくはソフトドリンクを 1 杯サービス（ランチ及びディナー共に可、ご本人と同席者 1 名）
　住所：大阪府豊中市本町６- １- １ヒルズワンビル２F　                              　　　　　
スパークリングワインを 1 杯サービス（ご本人のみ）

　住所：大阪府寝屋川市八坂町 14-16 ジョイフル寝屋川 1F　                       　　　　　

アルコール飲料含むドリンクを 1 杯サービス（ご本人含むグループ全員）
　住所：大阪府門真市幸福町 1-42-101　                                　　　　　　 　　　　　　

NARA奈 良 県
Music Saal Akishino

秋篠音楽堂名画鑑賞会

Club tourism Cafe
クラブツーリズムカフェ

奈良
大和西大寺駅

奈良
近鉄奈良駅

入場料 1,000 円⇒会員 800 円

全メニューより 100 円引き
　住所：奈良市西大寺東町 2-4-1          　                                　　　　　   　　　　　　　

　住所：奈良市東向中町 28 番地　                                　　　　　　          　　　　　　

グラスワイン 1 杯サービス（ご本人と同席の方 1 名様）
TEL：06-6910-6556

TEL：06-6110-0039

TEL：06-6448-3336

TEL：06-6136-3980

TEL：06-6646-1111

TEL：06-6849-7070

TEL：072-397-2448

TEL：06-7713-0413 

TEL：0742-35-7070 

TEL：0742-90-1000

TEL：075-751-8249

TEL：075-241-3023

TEL：075-256-1326

TEL：075-353-4777 

TEL：075-255-5520

TEL：06-6432-3232 

 TEL：0797-35-3444

TEL：078-231-5770 

TEL：078-251-9620

 TEL：0798-57-3822

　住所：大阪市中央区難波５丁目１- ６０

ランチタイムのみ食後のドリンク 1 杯サービス

　住所：京都府京都市左京区聖護院蓮華蔵町 20　                                     

ディナータイムのみオリジナルエスプレッソ 1 杯サービス（ご本人のみ）

５００円以上のお買い上げでエスプレッソ 1 杯サービス

CARTA LEONARDO 提携店リスト



[ 講座受付時間 ]　月～金 10：00 -13：00   14：00 -18：00 
[ 講座開講時間 ]　月～金 10：00 - 21：30 ／ 土 10：00 -16：45 ／ 日 10：30 -12：00

[Facebook]

[Facebook]

https://www.facebook.com/IICOSAKA

https://www.facebook.com/SpazioArteIIC

http://www.iicosaka.esteri.it 

〒 530-0005 大阪市北区中之島 2-3-18　中之島フェスティバルタワー 17 階
Tel：06-6227-8556　Fax：06-6229-0067　E-mail：corsi.iicosaka@esteri.itイタリア文化会館 - 大阪

西梅田駅 梅田駅

肥後橋駅 淀屋橋駅

日本銀行大阪支店
京阪中之島線

四
つ
橋
線

イタリア文化会館-大阪
（中之島フェスティバルタワー
17階）

渡辺橋駅

北新地駅

大江橋駅

土佐堀川

土佐堀道

中之島線道

御
堂
筋
線

アクセス
・京阪中之島線渡辺橋駅すぐ・地下鉄四つ橋線肥後橋駅 4 番出口から徒歩 3 分
・地下鉄御堂筋線淀屋橋駅 7 番出口から徒歩 10 分・JR 北新地駅から徒歩 10 分

ココにもイタリア !

L'Italia anche qui!

イタリア語・イタリア文化の普及を主たる目的に活動するイタ
リア政府機関「イタリア文化会館 - 大阪」は、ショップやレス
トラン、フェスティバルホール等さまざまな施設のある中之島
フェスティバルタワーの 17 階にあります。入門から上級まで

のイタリア語講座の他にも、日本語でも行われるラテン語講座、
美術史講座、食文化講座など語学以外の文化コースも常時開催
しております。

[HP]

SPAZIO ARTE
スパツィオ・アルテ（Spazio Arte) は、当館が誇る小さなアー
トギャラリースペースです。イタリア関連の展示を常時開
催し、日頃からイタリアを感じることができます。
また、スパツィオ・アルテでは、展覧会のオープニング時
に毎回パーティーを開催。アート鑑賞をしながら、ワイン
とおつまみのアペリティーボが楽しめます。お一人でもお
友達とでも、お気軽にお立ち寄りください。

Shinya Sakurai Flavio Gallozzi lorenzo Bernardi&yukari yamamura yukio TaGawa 
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