
2018年-2019年コース



ダンテ・アリギエーリ協会のイタリア語学学校には、
ローマ校、ミラノ校、フィレンツェ校、ボローニャ校お
よびトリノ校があります。それぞれ様々なコースを提
供しており、外国人学生は本格的かつ刺激的な環境
でイタリア語やイタリア文化を学ぶことができます。

語学コースはヨーロッパ言語共通参照枠(QCER)
によって示された初級１(A1)、初級２(A2)、中級
１(B1)、中級２(B2)、上級１(C1)、上級２(C2) の計
６レベルに基づいています。グループコースのレッ
スン時間は50分で、個人コースのレッスン時間は
60分です。

各コース開始前に、イタリア語レベルチェックテスト
を受けていただきます。

イタリア語コースの授業方法は多様性に富み、語学
能力（リスニング、読解、話す/会話、作文）や、社会
文化的な知識を深めることを目的としています。そ
れぞれのコースは社会的、専門的そしてアカデミッ
クな題材を効果的に組み合わせて授業をおこなう
ことを目指しています。

ダンテ・アリギエーリ協会のイタリア語学校ウェブ
サイトwww.scuoleditaliano.itでは、それぞれの学
校が提供する授業内容、各コースへの登録、契約宿
泊施設等に関しての情報に加え、自分でおこなうイ
タリア語テストや、キャンペーン、イタリアやイタリア
語に関する興味深い情報もご紹介しています。
 

より詳しい情報については、メールにてお問い合わ
せください。 scuoleditaliano@ladante.it

一緒にイタリア語を勉強しましょ
う！あなたをお待ちしています！



イタリア語学学校
ローマ校 RO

MA
ローマ校は、永遠の都が誇る主要モニュメントや観光地から程近い旧市街にあります。中心街
に位置していることから、学生はイタリア芸術やイタリア文化はもちろんのこと、イタリア首都の
美を満喫することができます。ローマ校は、１６世紀に建てられたフィレンツェ宮殿にあります。
ローマ校では語学知識のためのヨーロッパ共通基準表(QCER)によって分類された６つのレベ
ルに合わせて授業をおこないます。
—初級１(A1)、初級２(A2)、中級１(B1)、中級２(B2)、上級１(C1)、上級２(C2)—

グループコースのレッスン時間は50分で、個人コースのレッスン時間は60分です。
コース開始前に、イタリア語レベルチェックテストを受けていただきます。

コース 時間数 1名あたりの受講料

一般コース（3ヶ月） 48 € 360

インテンシブコース 80 € 590

セミインテンシブコース（2ヶ月） 80 € 590

小グループレッスン
生徒2名 1 €   30

生徒3〜5名 1 €   20

会話コース
8 €   70

20 € 160

個人レッスン 1 €   50

コースの日程、キャンペーンおよびローマ校が提供する全コース
（スカイプレッスンや企業向けコースなど）に関する情報は、
下記ウェブサイトをご覧ください。 
www.scuoleditaliano.it/roma/corsi-roma/

2ヶ月以上のコースに関しては、長期間コースの割引がご利
用できますので、学校の事務局にご連絡をお願いします。

facebook @ladanteroma

instagram @ladanteroma

twitter @scuoleditaliano

skype  scuoleditaliano

上記の授業料は2018年9月1日から2019年8月31日まで有効です。

http://www.scuoleditaliano.it/roma/corsi-roma/


MI
LA
NO

ミラノ校は、市内の主要観光地からのアクセスが便利な中央駅の近くに位置しています。ファッ
ション、デザイン、音楽そして金融の中心地であるミラノは、クラブ、レストラン、バール、美術館、
劇場やコンサートホールなど広範囲に渡り、文化的かつ社会的なアクティビティが豊富な、ダイ
ナミックで活気的な街です。
ミラノ校では語学知識のためのヨーロッパ共通基準表(QCER)によって分類された６つのレベ
ルに合わせて授業をおこないます。
—初級１(A1)、初級２(A2)、中級１(B1)、中級２(B2)、上級１(C1)、上級２(C2)—

グループコースのレッスン時間は50分で、個人コースのレッスン時間は60分です。
コース開始前に、イタリア語レベルチェックテストを受けていただきます。

コース 時間数 1名あたりの受講料

一般コース（3ヶ月） 32 € 300

インテンシブコース 80 € 650

小グループレッスン
生徒2名 1 €   30

生徒3〜5名 1 €   25

会話コース 12 € 165

個人レッスン 1 €   50

facebook @ladanteMilano

instagram @ladantemilano

twitter @scuoleditaliano

skype  scuoleditaliano

イタリア語学学校
ミラノ校

コースの日程、キャンペーンおよびミラノ校が提供する全コース
（スカイプレッスンや企業向けコースなど）に関する情報は、
下記ウェブサイトをご覧ください。  
www.scuoleditaliano.it/milano/corsi-milano/

2ヶ月以上のコースに関しては、長期間コースの割引がありますので、
学校の事務局にご連絡をお願いします。

上記の授業料は2018年9月1日から2019年8月31日まで有効です。

http://www.scuoleditaliano.it/milano/corsi-milano/


FI
REN
ZE

facebook @ladantefirenze

instagram @ladantefirenze

twitter @scuoleditaliano

skype  scuoleditaliano

イタリア語学学校
フィレンツェ校

フィレンツェ校は大聖堂、サンティッシマ・アンヌンツィアータ教会や国立考古博物館などがある
旧市街のすぐそばに位置しています。本校は、イタリアルネッサンス時代の栄華が今も息づく聖
ピエリーノの旧礼拝堂内にあり、1500年代末期のフィレンツェを代表する芸術家の重要なフレ
スコ画が収容されています。
フィレンツェ校では語学知識のためのヨーロッパ共通基準表(QCER)によって分類された６つの
レベルに合わせて授業をおこないます。
—初級１(A1)、初級２(A2)、中級１(B1)、中級２(B2)、上級１(C1)、上級２(C2)—

グループコースのレッスン時間は50分で、個人コースのレッスン時間は60分です。コース開始
前に、イタリア語レベルチェックテストを受けていただきます。

コース 時間数 1名あたりの受講料

一般コース 40 € 370

インテンシブコース 80 € 640

小グループレッスン
生徒2名 10 € 250

生徒2名 20 € 400

会話コース
8 € 100

20 € 180

個人レッスン 1 €   40

コースの日程、キャンペーンおよびフィレンツェ校が提供する全コース
（スカイプレッスンや企業向けコースなど）に関する情報は、
下記ウェブサイトをご覧ください。 
www.scuoleditaliano.it/firenze/corsi-firenze/

2ヶ月以上のコースに関しては、長期間コースの割引がありますので、
学校の事務局にご連絡をお願いします。

上記の授業料は2018年9月1日から2019年8月31日まで有効です。

http://www.scuoleditaliano.it/firenze/corsi-firenze/


BO
LO
GNA

ボローニャ校は街の歴史的中心部にある、有名なマッジョーレ広場近くに位置しています。芸
術、文化そして伝統料理でも名が知られ、ヨーロッパで一番古い大学があることから、学生の街
としても有名です。またボローニャからは、ベネチア、フィレンツェ、シエナ、ヴェローナ、パドヴァ、
マントヴァ、パルマ、ラヴェンナそしてローマなどのイタリア芸術が色濃く残る街にたった一日で
行くことが可能です。またロマーニャ地方の海岸やアペニン山脈にも行くことができます。
ボローニャ校では語学知識のためのヨーロッパ共通基準表(QCER)によって分類された６つの
レベルに合わせて授業をおこないます。
—初級１(A1)、初級２(A2)、中級１(B1)、中級２(B2)、上級１(C1)、上級２(C2)—

グループコースのレッスン時間は50分で、個人コースのレッスン時間は60分です。
コース開始前に、イタリア語レベルチェックテストを受けていただきます。
  

コース 時間数 1名あたりの受講料

一般コース 32 € 290

インテンシブコース 80   € 690

小グループレッスン
生徒2名 10 € 250

生徒2名 20 € 350

会話コース
8 € 100

20 € 180

個人レッスン 1 €   40

facebook @ladantebologna

instagram @ladantebologna

twitter @scuoleditaliano

skype  scuoleditaliano

イタリア語学学校
ボローニャ校

コースの日程、キャンペーンおよびボローニャ校が提供する全コース
（スカイプレッスンや企業向けコースなど）に関する情報は、
下記ウェブサイトをご覧ください。 
www.scuoleditaliano.it/bologna/corsi-bologna/

2ヶ月以上のコースに関しては、長期間コースの割引がありますので、
学校の事務局にご連絡をお願いします。

上記の授業料は2018年9月1日から2019年8月31日まで有効です。

http://www.scuoleditaliano.it/bologna/corsi-bologna/


TO
RI
NO

トリノ校は、ポルタ・ヌオヴァ駅とトリノ工科大学の間に位置するおしゃれなクロチェッタ地区に
あります。トリノはイタリアの自動車産業の中心地として全世界に知られていますが、文化的にも
重要な中心地であり、エジツィオ美術館、映画博物館、自動車博物館などの国際的博物館があり
ます。また有名大学もあることから、歴史、芸術、テクノロジーやイノヴェーションの理想的な融合
の場となっています。
トリノ校では語学知識のためのヨーロッパ共通基準表(QCER)によって分類された６つのレベル
に合わせて授業をおこないます。
—初級１(A1)、初級２(A2)、中級１(B1)、中級２(B2)、上級１(C1)、上級２(C2)—

グループコースのレッスン時間は50分で、個人コースのレッスン時間は60分です。
コース開始前に、イタリア語レベルチェックテストを受けていただきます。

コース 時間数 1名あたりの受講料

一般コース 32 € 270

インテンシブコース 80 € 650

小グループレッスン
生徒2〜3名 10 € 220

生徒2〜3名 20 € 400

会話コース 12 € 165

個人レッスン 1 €   40

facebook @scuoladantetorino

instagram @ladantetorino

twitter @scuoleditaliano

skype  scuoleditaliano

イタリア語学学校
トリノ校

コースの日程、キャンペーンおよびトリノ校が提供する全コース
（スカイプレッスンや企業向けコースなど）に関する情報は、
下記ウェブサイトをご覧ください。  
www.scuoleditaliano.it/torino/corsi-torino/

2ヶ月以上のコースに関しては、長期間コースの割引がありますので、
学校の事務局にご連絡をお願いします。

上記の授業料は2018年9月1日から2019年8月31日まで有効です。

http://www.scuoleditaliano.it/firenze/corsi-firenze/


語学コースの終了時には、学生が受講し
たレベルの受講修了証であるADA認定証

（ダンテ・アリギエーリ協会認定）が発行
されます。ADA認定書は全世界共通、唯
一無二の認定書であり、受講記録を残し

て証明します。ダンテ・アリギエーリ語学
学校がおこなう授業内容は、PLIDA評議
会が講師トレーニングを実施し、授業の
品質チェックを随時おこなっているADA
授業計画に準じたものになっています。 

ADAコースプランとは、ダンテ・アリギエ
ーリ協会の学習カリキュラムと教育プロ
グラムです。これはダンテのイタリア語学
学校、各国のダンテ協会委員会、そして
外国人にイタリア語学コースを提供する
機関プログラムと教育進路の手段として
構想、開発されました。
 

このコースは教育観点から適切に着目
し、受講者の言語能力を一定のレベルに
到達させる内容となっています。ADAはヨ
ーロッパ言語共通参照枠の６レベル（A1
、A2、B1、B2、C1、C2）に基づいています。

ADA認定証

ADAコースプランとは



ローマ、ボローニャ、フィレンツェ、ミラノ
のイタリア語学学校はPLIDA公式検定セ
ンターとなっています。PLIDA語学証明書
は、イタリア外務省、イタリア労働省、イタ
リア教育・大学・研究省から公認を受けた
認定書であり、外国人がイタリアの大学に
登録する際に優遇措置を受けることがで
きます。

PLIDA認定証は、ダンテ・アリギエーリ協
会から授与されます。イタリア外務省、ロ
ーマのラ・サピエンツァ大学、イタリア労
働省、イタリア教育・大学・研究省から公
認されており、イタリア内務省も外国人が
長期間の滞在許可証を取得するために有
効な書類として認めています。ダンテ・アリ
ギエーリ協会は外務省と認証機関との協
定により誕生したCLIQ (イタリア語検定良
質基準Certificazione Lingua Italiana di 
Qualità) - の設立メンバーです。
 

認定証PLIDA

• 履歴書に自分のイタリア語能力をより明
確に示すことができます。

• イタリアの大学に入学するための、イタ
リア語学力テスト（B2またはC1レベル）
が必要なくなります。

• 長期滞在許可証を得ることができます。
【PLIDA認定証のA2レベル（あるいは
B1、B2レベル以上）  保持者には、県庁
が実施する語学試験が免除されます】

• トレンティーノ・アルトアディジェ州の出
身者には、バイリンガル試験においてイ
タリア語試験が免除されます。

PLIDA認定証についてより詳しい情報は、 
下記ウェブサイトをご覧ください。  
www.plida. it

PLIDA認定証



お問い合わせ

Società Dante Alighieri, Scuola di Italiano di Roma 
Piazza di Firenze, 27 – 00186
電話 +39 06 6873722
Eメール info@roma.ladante.it
scuoleditaliano.it/roma

事務局営業時間
月曜日から金曜日　09:00 - 11:30 / 17:30 - 18:30

Società Dante Alighieri, Scuola di Italiano di Milano
Via Napo Torriani, 10 – 20124 Milano
電話 +39 02 6692816
Eメール info@milano.ladante.it
scuoleditaliano.it/milano

事務局営業時間
月曜日から金曜日　09:00 - 13:00 / 14:00 - 17:30

Società Dante Alighieri, Scuola di Italiano di Firenze 
Via Gino Capponi, 4 – 50121 Firenze
電話 +39 055 2479014
Eメール info@firenze.ladante.it
scuoleditaliano.it/firenze

事務局営業時間
月曜日から金曜日　09:00 – 13:00

Società Dante Alighieri, Scuola di Italiano di Bologna 
Piazza San Giovanni in Monte, 1/A – 40124 Bologna
電話 +39 051 239734
Eメール info@bologna.ladante.it
scuoleditaliano.it/bologna

事務局営業時間
月曜日、木曜日、金曜日　09:00 - 13:00
火曜日、水曜日　15:00 - 19:00

Società Dante Alighieri, Scuola di Italiano di Torino 
Corso Re Umberto, 65 – 10128 Torino
電話 +39 011 5681781
Eメール info@torino.ladante.it
scuoleditaliano.it/torino

事務局営業時間
月曜日から金曜日　09:00 - 13:00



各コースの登録料（会員カード発行を含
みます）は60ユーロです。会員カードは
毎年１月１日から１２月３１日まで有効
で、ダンテ・アリギエーリが企画する全ア
クティビティに参加でき、協会と加入施設

（博物館、図書館、劇場、レストランなど）
をご利用の際に特別割引を受けることが
できます。
(https://ladante.it/diventa-socio/le-
convenzioni-in-italia-e-nel-mondo.html) 

コースに入学を希望する非EUの受講者
は、登録料と希望するコースの受講料を
お支払いください。
費用が納入された時点で、事務局から学
業目的でビザを取得する場合に必要な
証明書を発行します。受講料等は、本校
事務局、銀行振込、また下記ウェブサイト
でもお支払いいただけます。
www.scuoleditaliano.it
 

銀行振込手数料は受講者のご負担とな
ります。
登録料および受講料の振込を行う前に、
自国のイタリア在外公館にて学業目的
のビザを受けるための必要条件につい
てお問い合わせいただくことをお勧めし
ます。

EU圏外からの受講者

コースのお申し込み



Ufficio Scuole di Italiano 
Piazza Firenze, 27
00186 ROMA

電話: +39 06 6873694-5
Skype: scuoleditaliano

scuoleditaliano@ladante.it
www.scuoleditaliano.it


