Scuola d’italiano Linguaviva di Tokyo

リンガビーバ・イタリア語教室

春期講習
Corsi intensivi di primavera del

2018

３/２０・ ３/２３～
春休みにイタリア語に親しみ、レベルアップを図ることを目的とした短期間の
特別講習を開講致します。入門、会話、リスニング、文法、語彙、ＴＶ番組など、
レベルや目的にあわせて学べる様々な講座をご用意しました。初めてイタリア語
に触れる方から中級・上級の方まで、レベルに応じてご受講いただけます。
この機会に皆様のご参加をお待ち致しております。

講座名

日程

時間

日数

１日/
４
時間数

合計
時間数

受講料

１０：３０－１２：４０
１４：３０－１６：４０

３

４

１２

２８，０００円

１０：３０－１２：４０
１４：３０－１６：４０

３

４

１２

２８，０００円

１０：３０－１２：４０
１４：３０－１６：４０

３

４

１２

２８，０００円

①

入門 A(a)
総合 （文法と会話）

３/２０(火)～３/２２(木)

②

入門 A(b)
総合 （文法と会話）

３/２３(金)～３/２５(日)

③

初級会話

④

入門 A(a)
総合 （文法と会話）

３/２０(火)～３/２２(木)
３/２３(金)～３/２５(日)

１８：２０－２０：３０

６

２

１２

２８，０００円

⑤

リスニング 〔初級〕

３/２０(火)～３/２２(木)

１０：３０－１２：４０

３

２

６

１４，０００円

⑥

文法 時制の一致
〔中級〕

３/２０(火)～３/２２(木)

１０：３０－１２：４０

３

２

６

１４，０００円

⑦

語彙を増やそう 〔中級〕

３/２０(火)～３/２２(木)

１４：３０－１６：４０

３

２

６

１４，０００円

⑧

イタリアのテレビ番組
から学ぶ〔中・上級〕

３/２０(火)～３/２２(木)

１４：３０－１６：４０

３

２

６

１４，０００円

集中コース

集中コース

３/２３(金)～３/２５(日)
集中コース

入門A(a)→入門A(b)へと継続してお申し込み頂けます。

≪お問い合せ・お申し込み先≫

リンガビーバ・イタリア語教室
〒１６９ - ００７５ 東京都新宿区高田馬場１－３３－６ 平和相互ビル２０３
TEL：０３－３２０８－５４４６ FAX：０３－３２０８－９７０３
受付時間：平日 10:00-17:30 土 10:00-17:00 （日・祝日 休み）
URL：http://www.linguaviva.info/

E-mail：linguaviva@ellevu.jp

■ 入門 A(a)・A(b)

初歩文法と並行してやさしい会話を学び、バランスよくイタリア語の基礎を習得します。

●入門 A(a) (文法と会話)
対象レベル

入門 ・イタリア語の学習経験のない方

日程・時間

・３/２０（火）～３/２２（木） １０：３０～１２：４０〔休憩〕１４：３０～１６：４０ １日４時間 全３回 合計１２時間
・３/２０（火）～３/２２（木）、 ３/２３（金）～３/２５（日）１８：２０～２０：３０ １日２時間 全６回 合計１２時間

受講料：２８，０００円

文法 アルファベットの発音、名詞・形容詞の活用、前置詞、定冠詞・不定冠詞、essereとavere、
規則動詞の直説法現在

学習内容

会話 自己紹介、挨拶、簡単な質問とその応答、感謝の表現など
※A(a)→A(b)へと継続してお申し込み頂けます。

●入門 A(b) （文法と会話）
対象 レベル

入門 ・学習経験が少しある方、規則動詞の直説法現在形を理解されている方
〔学習経験（目安）：約15～20時間〕

日程・時間

３/２３（金）～３/２５（日） １０：３０～１２：４０〔休憩〕１４：３０～１６：４０ １日４時間 全３回 合計１２時間

学習内容

受講料：２８，０００円

文法 規則・不規則動詞の直説法現在、andareとvenire、小詞“ci”、potere・dovere・volere、近過去の紹介
会話 時刻、数、身体の特徴、身の回りの出来事や習慣、BARでの注文など

■ 初級会話
対象レベル

初級 *直説法現在、近過去、未来を理解している方 〔学習経験（目安）：約80時間以上〕

日程・時間

３/２３（金）～３/２５（日） １０：３０～１２：４０〔休憩〕１４：３０～１６：４０ １日４時間 全３回 合計１２時間

学習内容

受講料：２８，０００円

文法の基礎知識はあっても話す機会がない方、旅先で役に立つ基本的な会話力を身につけたい方を対象とし
たクラスです。買い物、ホテル、レストランなど、日常の場面でよく使われる身近な表現の習得を目指します。

■ リスニング 〔初級〕
対象レベル

初級（当教室B/B-1コース）以上

日程・時間

３/２０（火）～３/２２（木） １０：３０～１２：４０ １日２時間 全３回 合計６時間

受講料：１４，０００円

親しみやすい身近な題材を取り上げた教材を使い、正確に聞き取るための練習と理解度の確認を行い、リスニ
学習内容

ング力を上達させるための基礎を築きます。またリスニングの向上に必要となる語彙、文の構造、音声について
学び、様々な内容のイタリア語に触れながらレベルアップを図ります。

お申し込み前にレベル確認ができる

■［無料］レベルチェック・授業見学

春期講習後、４月から継続して学べる ！

■4月開講 新学期 お申し込み受付中

講座内容やレベルについては、リンガビーバ・イタリア語教室までお気軽に問い合わせ下さい。

TEL ０３（３２０８）５４４６

E-mail：linguaviva@ellevu.jp

■ 文法 〔時制の一致〕
〔講師〕 Sara SAGLIETTI

対象レベル

中級以上

日程・時間

３/２０（火）～３/２２（木） １０：３０～１２：４０ １日２時間 全３回 合計 ６時間

受講料：１４，０００円

要点整理・解説・演習を通じて理解を深め、会話や作文、聞き取りなど、様々な場面で応用できる文法力の定着を
はかります。今回は時制の一致を取り上げ、豊富な例文や練習問題を通して正しい使い方を理解します。基本事項
を確実におさえて、間違えやすい箇所に注意し、総合力を養います。 （対象：基礎文法を一通り学習された方）

学習内容

〔例文〕

・Speravo che quella volta Enrico sarebbe arrivato in tempo, nonostante lui fosse solito ritardare. Però, come era prevedibile, arrivò
con più di mezz’ora di ritardo.
・Pensavo che tu avessi già visto quel film! Per questo non ti ho invitato.

■ 語彙を増やそう
〔講師〕 Sara SAGLIETTI

対象レベル

中級以上

日程・時間

３/２０（火）～３/２２（木） １４：３０～１６：４０ １日２時間 全３回 合計 ６時間

受講料：１４，０００円

この講座ではただ単語を覚えるだけでなく、語彙の意味や語法、言い回しなどを確認して適切な使い方を学びます。
今回は、対義語、類義語、多義語を取り上げます。言葉の背後にある文化や社会背景を理解しながら、語彙を増や
し、豊かな表現力を培うことを目指します。習った言葉を活用して、定着させるための練習も行います。

学習内容

〔例文〕

・ Andrea e Luca sono due gemelli identici, ma mentre Andrea è sempre fortunatissimo, suo fratello Luca è incredibilmente sfortunato!
・ Questa scala ha più di 100 scalini! I gradini della scala che porta alla chiesa sono tutti sconnessi.
・ Nonostante il tempo bruttissimo, ieri ho dovuto correre sotto la pioggia perché avevo un appuntamento e il tempo stringeva.

■ イタリアのテレビ番組から学ぶ
対象レベル

中級・上級

受講料：１４，０００円

日程・時間

３/２０（火）～３/２２（木） １４：３０～１６：４０ １日２時間 全３回 合計 ６時間
ニュースやドキュメンタリー、ドラマなど、さまざまなジャンルのイタリアのテレビ番組を教材として視聴し、生きたイタ

学習内容

リア語表現を学びながら、正確に聴き取るための語彙力と聴解力の向上を目指します。実用的なイタリア語を身に
つけると同時に、イタリアの文化や社会に関する知識を深めます。

☞各講座の学習内容等に変更が生じる場合があります。 ☞テキスト：全講座プリント配布
キリトリ

春期講習申込書 裏面

イ タ リ ア 語 の 学 習 歴など （※必ずご記入ください）
1． イタリア語を勉強したことがありますか

□ あ る （・約

現在のイタリア語レベル □全くなし □入門

□初級

時間 ・

□中級

ヵ月間 ・

年間）

□ な い

□上級

2． どこで学びましたか
□ リンガビーバ （
□ 独学

年

月開講の

曜日

クラス）

□留学（学校

）

□ NHKイタリア語講座 （テレビ・ラジオ） □ 個人レッスン □ 他 （

）

3． なぜイタリア語を勉強しますか
□ 興味・好きだから □ 研究のため （

）□ 仕事のため （

） □ 留学のため □ その他（

）

4． 何をご覧になって春期講習のことを知りましたか
□ 広告 （媒体名：

）

□ 知人 （

） □インターネット

□ その他 （

）

