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春 期 講 習
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３/１９(土)～３/２１(月)入門 A(a)

総合 （文法と会話）

受講料時 間日 程講 座

春休みにイタリア語を学び、レベルアップを図ることを目的とした3日間の特別講習を開講

致します。今回は入門、文法、コミュニケーション、リスニングなど、レベルや学習目的

に応じてお申し込み頂けるクラスをご用意しました。入門クラスは対面授業、他の講座は

Zoomによるオンラインで授業を行います。当教室の質の高いイタリア語講座を全国どこか

らでもご受講いただけるこの機会に、皆さまのご参加をお待ちしております。

≪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：https://www.linguaviva.info/ E-mail：linguaviva@ellevu.jp

［３/１９,２０,２１］ ・ ［３/２２,２３,２４］

入門 A(b)

総合 （文法と会話）

１０：３０－１２：４０

〔中・上級〕

■入門A(a)→入門A(b)へと継続してお申し込み頂けます。 ■ 定員：各クラス１２名

４

３/２２(火)～３/２４(木)

〔中・上級〕

文法条件法

語彙を増やそう １４：３０－１６：４０

イタリアのテレビ番組

から学ぶ 〔中級以上〕

コミュニケーション

〔上級〕

■ 〔授業形態〕 入門クラス①,②：対面授業*（予定） ■その他のクラス③～⑥: Zoom を使用したオンライン授業

* 入門にクラス①,②については、今後の状況により対面授業からオンライン授業に変更となる場合がございます。

オンライン授業
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■ 入門 A(a)・A(b) 文法の初歩と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(b) （文法と会話）

対象 レベル 入門 ・学習経験が少しある方（約20時間程度） *規則動詞の現在形を理解されている方 受講料：２８，０００円

日程・時間 ３/２２（火）～３/２４（木） 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
文法 規則・不規則動詞の現在、andareとvenire、小詞“ci”、potere・dovere・volere、近過去の紹介

会話 時刻、数、身の回りの出来事や習慣、買い物やバールでの注文など

●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 受講料：２８，０００円

日程・時間 ３/１９（土）～３/２１（月） 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
文法 アルファベット、名詞・形容詞の活用、前置詞、定冠詞・不定冠詞、essereとavere、 規則動詞の現在

会話 自己紹介、あいさつ、簡単な質問とその応答、感謝の表現など

*A(a)→A(b)に継続してお申し込み頂けます。

対象レベル 中・上級 〔講師〕 Sara SAGLIETTI 受講料：１４，０００円

日程・時間 ３/１９（土）～３/２１（月） １０：３０～１２：４０ １日２時間 全３回 合計６時間

■ 文法 〔条件法〕

対象レベル 中・上級以上 〔講師〕 Sara SAGLIETTI 受講料：１４，０００円

日程・時間 ３/１９（土）～３/２１（月） １４：３０～１６：４０ １日２時間 全３回 合計６時間

学習内容

〕

• Sarebbe così gentile da andare a prendermi questi documenti in archivio?

• Secondo me il Governo dovrebbe smettere di tergiversare e decidere finalmente in che direzione andare.

• Giorgio sarebbe dovuto arrivare già da 20 minuti! Che gli sia successo qualcosa?

• Da piccolo dicevo sempre che sarei diventato un pilota di F1...adesso faccio il tassista...

• L’uomo che ho visto era piuttosto corpulento, con i capelli corti e scuri. Non ho visto bene il viso 

perché portava degli occhiali a specchio, ma aveva un orecchino all’orecchio destro.

• Da bambina Rossana era una bambina molto timida e paurosa, così i suoi genitori hanno deciso 

di mandarla in Inghilterra a fare un corso di inglese durante l’estate. Piano piano è diventata più 

aperta e più sicura di sé e adesso molto estroversa e ha un sacco di amici.

■ 言葉の森で語彙を増やそう

〔例〕

〔例〕

今回は身体の特徴や性格を言い表す言葉に焦点をあて、語彙の意味や言い回し、適切な言葉の使い方を学

びます。語彙の知識を増やし、豊かな表現力を定着させるための練習を取り入れ、様々な場面で使いこなせる

実践的なイタリア語力を培います。また言葉の背景にあるイタリアの文化や社会への理解を深めていきます。

要点整理・解説・演習を通じて理解を深め、会話、作文、聞き取りなど、いろいろな場面で応用できる文法力の

定着を図ります。今回は条件法を取り上げ、豊富な例文や練習問題を通して正しい用法と様々な表現を学び

ます。重要な基本事項を確実に身につけ、間違えやすい箇所に注意しながら総合力を養います。

学習内容



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 時間 ・ ヵ月間 ・ 年間） □ な い

現在のイタリア語レベル □全くなし □入門 □初級 □中級 □上級

2． どこで学びましたか

□ リンガビーバ （ 年 月開講の 曜日 クラス） □留学（学校 ）

□ 独学 □ 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 （ ）

春期講習申込書 裏面

☞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

対象レベル 中・上級 （当教室M/Sクラス以上） 〔講師〕 Marco SBARAGLI 受講料：１４，０００円

日程・時間 ３/２２（火）～３/２４（木） １０：３０～１２：４０ １日２時間 全３回 合計６時間

■イタリアのテレビ番組から学ぶ

対象レベル 中級以上 受講料：１４，０００円

日程・時間 ３/２２（火）～３/２４（木） １４：３０～１６：４０ １日２時間 全３回 合計６時間

●オンライン授業を受ける際に、インターネット閲覧機器は何をお使いになりますか？

□パソコン ・Windows  ・Mac □タブレット □スマートフォン

●メール受信のご承諾について
開講決定後、授業にご参加頂くための招待メール（URL）と教材（PDF）を担当講師の個人メールより直接お送り致します。

□同意します。

*スマートフォンとタブレットを使用する場合、
Wifiの接続が必要です。

■ コミュニケーション 〔上級〕

〔オンライン授業の講座にお申し込みの方〕

ドラマやドキュメンタリーなど様々なテレビ番組や映画など、幅広いジャンルのビデオ教材を使用し、いろいろな

角度からイタリア語に触れながら正確に聞き取り理解する力を身につけます。リスニング力を高め、語彙、表現

を学ぶと同時に、イタリアの文化や社会に関する知識を深め、総合的にイタリア語力の向上を図ります。

これまでに学んだイタリア語を活かし、より積極的に使いこなしたい方に適したクラスです。新聞や雑誌の記事

などから幅広いトピックを扱い、様々な話題について意見を交わすことで、自分の考えを正確に伝えたり相手に

尋ねる方法を学びます。語彙を増やし表現の幅を広げながらリスニング力と会話力を発展させ、効果的で円滑

なコミュニケーションを図るためのスキルを身につけます。

学習内容

学習内容

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

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。

www.linguaviva.info

春期講習後も継続して学べる -４月開講新学期

■4-9月期講座お申し込み受付中！

常設講座への



春 期 講 習

ふりがな
氏 名

生年月日： (西暦） 年 月 日

性別 □男 □ 女 振込予定日： 月 日

住所

〒

TEL（自宅） 携帯電話： E-mail：

勤務先
／学校

(日中の連絡先) TEL ： 携帯電話：

申 込
講 座

☑
チェック
して下さ
い。

申込講座 日程 時間 受講料 申込講座 日程 時間 受講料

□ 入門 A(a) 3/19 - 21
10:30-
12:40

（休憩）

14:30-
16:40

28,000円

□ 語彙を増やそう 3/19 – 21 14:30- 16:40

14,000円□ 入門 A(b) 3/22 - 24 □ コミュニケーション 3/22 – 24 10:30- 12:40

□ 文法 条件法 3/19 - 21
10:30

-
12:40

14,000円 □イタリアのTV番組 3/22 – 24 14:30- 16:40

２０２２年春期講習申込書 ※裏面もご記入下さい。

お申し込みのご案内

リンガビーバ・イタリア語教室

【地図】 リンガビーバ・イタリア語教室 ≪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

キリトリ

■振込先■ 三井住友銀行 高田馬場支店 (普)4768645 ゴウドウガイシャ エツレヴ

https://www.linguaviva.info/ E-mail：linguaviva@ellevu.jp

●教材（プリント資料）の事前配布について 原則として教材（PDFデータ）は開講前に講師よりメールでお送りします。
郵送による受け取りを希望される方は、事前にお知らせ下さい。送料はレターパックライト実費（370円）をご負担頂きます。

□郵送による受け取り（有料）を希望します。 □メール〔PDF〕（無料）による受け取りを希望します。

オンライン授業

オンライン
授業の講座

対面授業 入門クラス

【 申込方法 】

① 申込書に必要事項をご記入のうえ、 FAX、メール添付、郵便でお送りいただくか、または事務室にご提出下さい。

ホームページのオンラインフォームからもお申し込み頂けます。 https://www.linguaviva.info

② 申込時に受講料を下記銀行口座にお振り込み下さい。事務室で現金でお支払い頂くこともできます。

③申込書と受講料、双方の受領をもって正規の登録とさせていただきます。

申込書受理後および受講料入金確認後にご連絡させて頂きます。

開講決定後、講座開始前に初回レッスンのご案内をお送りいたします。

【 申込締切 】

申込締切日は、各講座開始日から起算して５日前です。但し定員に達した時点で締め切らせて頂きます。
また締切日以降、定員に余裕がある場合は受付いたします。

【 その他のご案内 】

・最少開講人数：４名以上のお申し込みより開講します。〔各クラス定員１２名〕
お申し込みが最少開講人数に満たない場合、開講中止となります。その場合は納入された受講料を全額返金致します。

講座のキャンセルについて お申し込み後にキャンセルされる場合は、事務室までお電話でご連絡ください。

・取消日が講座開始日から起算して７日前までは、受講料ご入金の有無に関わらず取消料3,000円をご請求いたします。

・開講決定後及び取消日が講座開始日から起算して６日目以降は、ご入金の有無に関わらず受講料を全額ご請求いたします。

・受講料のお支払いがないことをもって受講キャンセルとはみなしません。原則として一旦納入された受講料は返金いたしません。

・開講前に講師よりZoomの招待URLと
教材（PDF）を お送り致します。

〔オンライン授業の講座〕

・受講料（税込）に教材費*が含まれます。
・入会金なし
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