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お問い合わせ

ご挨拶

ＡＢＣ ディ・コンティ
インフォメーションオフィス

「イタリア語」という言語が誕生したのは、意外にもごく最近、今から150 年
ほど前のことだというのをご存じでしょうか。それ以前のイタリアでは、地域
によって「ミラノ方言」「ナポリ方言」といった方言が使われていて、それぞれ

Tel. +39 055 289831 (伊・英・西・日本語対応)

の方言は外国語のように扱われていました。そのような中、1861 年に初めてイ

FAX. +39 055 212791

タリア統一が成された際に、統一言語「イタリア語」として任命されるという

Tel. +39 333 5750963（日本語対応）

栄誉を担ったのが「フィレンツェ方言」なのです。

日本語対応時間：
9:00〜13:00/14:00〜18:00 ( 月曜日〜木曜日 )
9:00〜13:00 ( 金曜日 )

ABCディ・コンティは、この現代イタリア語の生誕地フィレンツェの中心に
位置し、真のイタリア語を学ぶには最適のシチュエーションを備えています。

Email: accademiariaci@accademiariaci.info
Website: http://www.accademiariaci.info
学校所在地 : Via deʼ Conti 4, 50123 Firenze Italia

また、言語面のみならず、芸術面でも世界を凌駕する花の都フィレンツェで生
活することは、それだけでも忘れられない貴重な体験となるでしょう。

見学等ご希望の方は
電話・FAX・e-mail などでご予約の上、ご来校ください。

ABCディ・コンティは、アート、デザインや料理など、イタリア語にとどま
らない幅広いプログラムの選択肢を提供しており、イタリア語を学習したい方
はもちろん、
「イタリア語を学習した後に何をしたいか」まで視野に入れた、様々
なご要望に対応できます。

必ずお読み下さい（お申し込みの際は、必ずこの学校規約をお読み下さい）
ABC ディ・コンティ学校規約

また、インターンシッププログラムも、専門分野や料理と、幅広く提供して
おり、日本だけでなくイタリアでの現地就職も狙える語学力が身につき、キャ
リアアップにつながる実践的な業務に携わることの出来るプログラムになって
います。
ABCディ・コンティでは、イタリア語を使ってみなさんの夢を叶える一歩と
して、何ものにも代え難い貴重な経験が出来ることでしょう。
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１ ABC DEʼコンティの登録料は ABC DEʼコンティへの登録時に支払い、
授業料は選択したコースの開始 30 日前までに支払ってください。支払
いは現金、
郵便小切手もしくは ABC DEʼコンティより指定された銀行口
座への振込で行ってください。
ABC DEʼコンティは、コース登録をした学
生が上記で定められた支払い期限、
または ABC DEʼコンティと同意をし
たその他の支払い期限以内に授業料の支払いを行わなかった場合、
コー
スや試験から除名する唯一の決定権を有します。
ABC DEʼコンティはこ
のようなコースに登録した学生からかぶった正当な出費を、
学生当人に
対して請求する権利を有します。
2 ABC DEʼコンティへ支払われた登録料 100 ユーロは、
ABC DEʼコンテ
ィが学生に対して入学許可が下りなかった場合を除き、
返金いたしませ
ん。キャンセルは ABC DEʼコンティに対して書面による申請があった場
合のみ受け付けます。
もし、キャンセルが選択したコース開始日の 180
日以前までに行われた場合、
ABC DEʼコンティは授業料の全額を返却い
たします。
キャンセルが授業開始 60 日以前までに行われた場合、ABC
DEʼコンティは 50％の授業料を返却いたします。
キャンセルが授業開始
日の 1 日前までに行われた場合は、30％の授業料を返却いたします。授
業開始後にキャンセルが行われた場合の授業料の返金はありません。
た
だし、EU 圏外の国籍を持つ学生で、
入学許可証を ABC DEʼコンティから
すでに発行済みの場合、
又はシェンゲン加盟国に入国後の場合は、
いか
なる理由があっても授業料の返金は一切ありません。
3 授業料に含まれるものはレッスン費です。
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フィレンツェのご紹介 ............................... 2

ある行動を順守する学生に対して、
ABC DEʼコンティの設備の利用を許
可します。
これらの規則を順守しない場合、
そのような怠慢な学生に対
して規律上の措置をとる結果となる可能性があります
（選択したコース
から学生を排除することがあります）
。イタリアの法律により許可され
た最大限の範囲内で、
ABC DEʼコンティは学生により引き起こされたあ
らゆる損失に関する損害賠償を請求する権利を有します。
8 各コースは ABC DEʼコンティおよび指定された教師により決められ
たスケジュール、
日付、
そしてプログラムによって構成されています。
ABC DEʼコンティはいかなるときでも必要に応じてコースの一部を修
正する権利を有します。
9 在学期間に学生が製作する材料を含む論文および制作品
（以下、
マテ
リアルという）
は、ABC DEʼコンティに所有権があるとみなします。
学生
は本契約上、マテリアルから生じる将来的な全ての著作権を譲渡し、
特
にそのようなマテリアルを展示、
複製、出版することを ABC DEʼコンテ
ィに許可することになります。
10 登録後、
コースの変更を希望する学生は事務局と相談の上、他のコー
スへ変更できます。
その際の手数料は、既に申し込んだコースの授業料
の 20％分です。
11 ABC DEʼコンティは、
各コースがレッスン開催可能な人数に学生が
満たなかった場合には、
すでにコースに登録している学生にコース開催
日前までにその旨通告した上でコースを取りやめる権利を有します。
そ
の際、すでに払込済の登録料、授業料は、学生に全額返済されます。

4 ABC DEʼコンティは、学生のためのラボラトリー、
基本的な備品の準備
は行いますが、
個人の使用するテキスト・教材・材料に関しては、
学生
の負担になります。

12 ABC DEʼコンティ校内、校外での私物、
貴重品等の紛失に関して、
ABC
DEʼコンティは一切責任を負いません。

5 コース期間等、
詳細なスケジュール等の情報は、
入学時に学生に伝え
られます。

13 学生自ら ABC DEʼコンティの所有するあらゆる物品に損害を与えた
場合、学生はその責任を負わなくてはなりません。

6 授業への出席は義務づけられています。
学生が授業の出席率 80％以
下の場合、
学生が試験を受けることを許可しません。
学生がコース終了
時までに要求される出席率を維持せず、
要求される試験の及第点を達成
しない場合、
修了証明書を発行しません。
また、授業に出席しない場合で
も、授業料は返金されません。

14 授業はイタリアの祝祭日、および学校が定める休み、
夏休み、
冬休み、
復活祭の休み期間には休校になります。

7 ABC DEʼコンティのいかなるコースに登録することは、
ABC DEʼコンテ
ィが定めた規律上の規則に対し、
学生が完全に受諾することになります
。これは、学生と ABC DEʼコンティとの同意条件となります。高い出席率
や授業の日程を厳格に尊重し、
ABC DEʼコンティの職員に大しての責任

16 ABC DEʼコンティで行われるプログラムでは、
ABC DEʼコンティと学
生との同意は、
イタリアの法律によるものであり、
両者はこの同意から
生するあらゆる論争に関する唯一の司法権減をフィレンツェのイタリ
ア裁判所が有していることを同意するものです。

ABC ディ・コンティの特徴 ........................ 3
コースとレベル ......................................... 5
モデルプログラム ..................................... 6
カルチャーコース
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１日コース ...................................... 7
ショートコース .................................. 8
イタリア語通訳養成コース ...................... 9
お問い合わせ ..........................................10

15 この同意に関する変更は当事者間の書面による同意無しに変更でき
ません。

ABCディ・コンティの特徴
教授法〜ダイレクト・メソッド

ルネッサンスの伝統を受け継ぐ美術の街フィレンツェで専門的知識・技能に熟達した、
親しみやすい著名イタリア人作家・デザイナー・料理人が、直接指導し、期間により様々な作品・料理が作れます。

ショートコース

各専攻とも、
１週間から学べます。
いろいろ組み合わせて受講することも可能です。
もっと本格的に学びたい方には、
１ヶ月、
２ヶ月、
３ヶ月、
８ヶ月のコースもあります。

会話・文法・作文・ヒアリングに全て等しく重点を置くダイレクト・メソッドで行われます。
ダイレクト・メソッドとは、直接教授法とも呼ばれ、学習者の
母語や媒介語を使わず、原則として目標言語だけで指導する教授法です。
この教授法はヨーロッパで1900年頃確立され、100年以上続いています。
子供が母国語を覚える際に、他の言語を使用しないように、
イタリア語を頭で考えなくても理解し、口から自然に出てくるようになることを目的に学習
していきます。講師は、教授経験の長いネイティブです。初心者から、上級者まで、親しみやすく、丁寧に・熱心に指導します。

少人数制
コースは全て少人数制となっています。
グループ・セミプライベート・プライベートから自分の学習スタイルに最も合ったものを選択します。
グル
ープレッスンはクラス人数6〜12名、セミプライベートレッスンはクラス人数２〜6名です。人数の多いグループレッスンでは、全員が理解してい

イタリア家庭料理
イタリア人の料理研究家兼マンマのキッチンで、楽しく、
アットホーム
に、
イタリア料理の原点を習います。

陶芸（総合コース・創作陶芸コース・
ろくろコース・絵付けコース）
古代からルネサンスを経て現在まで受け継がれる陶芸の伝統技法な

前菜・パスタ・メインデッシュ・デザートと、
とびきり美味しいイタリアン

どを学びます。
イタリアを代表するマジョリカ焼きの鮮やかな色彩を見

をフルコースメニューで毎回4，5品学びます。
その他、
ピザ・パン・お菓

事に操り、暖かみのある優れた芸術作品に恵まれるイタリアで、陶芸の

子・手打ちパスタなど、
様々な料理を学ぶことが出来ます。

なくても、授業は先に進まざるを得なく、発言の機会も、例えば20人のクラスでは、20回に1回しかありません。
それに比べ、セミプライベートレッ

様々な技術に加え、
テラコッタなど素材への理解、絵付けに必要な科学
の知識、
窯の温度調節方法などを学びます。

スンでは、発言の機会を3倍から5倍以上と、大幅に増やします。講師も全員に目が届くので、確実に全員が理解するまで指導することができ、力
のつき方の違いは歴然です。

講師
イタリア語講師は、
もちろん教授経験の長いネイティブのみです。親しみやすく、丁寧に・熱心に指導します。初心者から、上級者まで幅広く教え
ています。

ジュエリー
フィレンツェは知る人ぞ知る、
ジュエリーの街。昔からたくさん職人がい
て、 素敵なジュエリーを作り続けてきた街です。
14世紀ルネサンス時代

ステンドグラスは、聖書を読むことが出来ない人々のために窓ガラス

にフィレンツェにおいて盛んであった金細工、
その伝統を受け継ぐのが

に教えを描いたことがその始まりと言われています。
イタリアでも数多く

ジュエリーコースです。
通常、1週間で指輪2個、早い人はペンダントヘッドも作れます。経験

語学 +α（アート・料理・芸術）
ABCディ・コンティでは、
アート、工芸やイタリア料理など、語学以外にもイタリア文化のいろいろな分野が学べ、楽しみながら自然と語学力を

ステンドグラス

の教会でステンドグラスは美しい彩りを見せ、訪れる人々を魅了し続け
ています。
ガラスアートの歴史背景への理解促進とともに、
デザイン力

者は、本人の希望も取り入れ、指輪や、
ピアス、
ブレスレットなどオリジナ

の育成、基礎制作技術を学びます。
デザインを形作る銅箔の扱い方、
ハ

ルジュエリーの制作を行います。
また、
フィレンツェにルネサンスから伝

ンダづけなど基本技術を習熟した上で、
ウィンドウステンドグラス、宝石

わる飾り彫りのテクニックも丁寧に指導するので、初心者でも素敵なリ

箱、壁飾りやランプ、
スタンドカバーステンドグラスで装飾された鏡など、

ングが完成できます。本場のテクニックを教えてもらう絶好の機会です。

様々な作品を制作します。

革工芸（カバン・靴デザイン、制作など）

ファッションデザイン

伸ばすことが出来ます。
オプションのアートレッスン（特別芸術演習）は、本格的なレッスンです。
ステンドグラス、陶芸、
イタリア料理など、33ある中から選んだコースを
語学と一緒に勉強することで、教室の枠を超えた、
より実践的な語学力が身に付きます。語学を実際に使いながら勉強したい人には、特にオスス
メです。

フェラガモ、
グッチなどイタリアを代表する靴・カバンは世界的に有名

イタリアでファッションデザイナーを目指す多くの人々がミラノを知識

ですが、品質の高さを誇るイタリアの靴・カバン制作とデザインのノウ

習得の場と考えますが、
フィレンツェは、
かつては織物の産地として栄え

ハウを本場で、最高の技術を持つフィレンツェの職人が直接指導し、職

、今でも多くの有名ブランドが本拠を置く最新ファッションが息づいてい

人さんに弟子入りをしたような毎日です。

ます。授業では、創造的なスキルを向上させると共に、服飾のスケッチ、

初心者でも、
小物入れや、小カバン、
旅行バッグなど、経験者は自分の
デザインのオリジナル作品も作れます。行程の一つ一つを丁寧に指導

デザイン、
プラン作成を可能にし、
また感性豊かでダイナミックなイタリ
アンファッションデザインをビジネス的見地からも指導します。

し、
イタリア革芸術が世界一を誇るその技を身につけます。

グラフィックデザイン
絵画
ルネッサンスの芸術が花開いたフィレンツェの街で、古典技法から現

専門用語、インターンシップ（各専門分野）
イタリア語を学ぶ目的は、いろいろです。将来イタリアに住みたい人、働きたい人、
日本でイタリアンレストランを開業したい人、
イタリアが得意と

代的表現の技法までを学びます。
デッサンの基礎から、油絵、水彩画、
フ
レスコ画、空間の構成や明暗法の理解、構図の取り方など様々な技法
を学びます。
レッスンは大変エキサイティングで、
まさにイタリアらしい芸

する、
アート・工芸・ファッション・食品などの分野の仕事に就きたい人など、
さまざまです。
しかし、一般イタリア語の授業では、
日常会話は出来て

術のパワーにみなぎっています。初心者のみならず、
プロレベルの方に

も、実際に使われている、専門用語をカバーすることは不可能です。

も必ず満足の内容です。

そこで、各専攻分野に特化した
「専門用語集中コース」
では、
その後の専門分野での勉強・就職に備え、各専攻分野に特化したレッスンを行い
受講後は、
それぞれ専門分野の授業やインターンシップでスキルや実務的な語学力を磨いて、就職やキャリアアップに役立てます。特にインタ

【インターンシップ研修先 例】
有名ブランドカバン工場、デザイン事務所、ジュエリー工房・ブティック

絵画修復
初心者でも、絵が描けなくてもできるのが、
絵画修復。歴史的な遺産で
ある絵画を修復するために必要な様々なテクニックを学びます。芸術絵
画全般の歴史的・文化的価値に対する経緯や理解を深めることからス

・革製品・靴・鞄・ファッション工房、貿易業、輸出・輸入業、ホテル、

タートし、
その上で修復に関わる素材を識別する科学的・技術的方法、

旅行代理店、国際弁護士事務所、保険会社、国立料理学院、食品、有

劣化の特性や形体、
メカニズム、過去の修復に関する文書に記された

名レストラン、ミシェラン星付きレストラン、アグリツーリズモ、エノテカ

手順やテクニックの研究などを順に学び、実際に15世紀に描かれた本

、ピザ店、ジェラート店、幼稚園、介護施設、教会、イタリア国鉄、長距

物の絵画などを使い、修復を行います。

離バス会社、映画制作会社、他イタリア全土に200 社以上。

イラストレーションやデッサン、パッケージ包装・梱包、色彩技術の研究
、商業界を動かすあらゆる広告・宣伝に関することも学びます。
期間と希望に合わせテーマを決め、鮮やかな色彩感覚で1人1人の
作品を完成させます。

２日から 10 日で学べるショートコース

ます。
ーンシップは、非常に専門性・質の高い研修内容です。

イタリアならではの芸術的・グラフィック的な感性を磨いていきます。

その他、
インテリアデザイン・プロダクトデザイン、
ファッションデザイン、
彫刻、
製本、
マーブルなど様々なコースが可能です。

指輪と飾り彫りのテクニックを使って作るペンダントトップ
ジュエリーメイキング
の２作品を作る。飾り彫りは経験者向けテクニックだけど、
２／５日コース
未経験の人にも完成させられるよう丁寧に教えてもらえる。
リング＆ペンダント
フィレンツェの職人の技に触れよう！
バッグメイキング
２日コース
バッグメイキング
４日コース
バッグメイキング
１０日コース

職人の活躍する革製品の世界。2 日間で小さめのバッグ
を作る。自分で縫い上げたバッグを持って歩けば、ちょっ
ぴり鼻が高い。
バッグ４日コースは２日コースで作る小さいバッグに加え、
寧に教えてもらいながらバッグを作る。
職人に弟子入りをしたような毎日。小カバン、そして大き
めの旅行用バッグに挑戦する。１０日間でパターン、
革カット、縫製まで、カバンづくりのイロハを学べる。

フィレンツェのご紹介

イタリア語通訳養成コース
ビジネスの最前線を支えるイタリア語通訳
イタリアという国とのビジネスや観光を円滑に、橋渡しの役目を果たすのがイタリア語通訳者。日本

魅力あふれるフィレンツェの街

とイタリアのビジネスで特に関わりの多いファッション業界、イタリア食材やワインの食品関連業界、
そしてインテリアやプロダクト製品関連とそれを扱う貿易業界など、イタリア語通訳者の需要は急増
を続け、活躍の場は様々です。

芸術の都フィレンツェ
ルネサンス文化発祥の地であるフィレンツェは、芸術の都として人気の高い街です。中世の建造物が今も残る美しい町並みは、世界遺産に登録
され、世界中の観光客に愛されています。ボッティチェリやダ・ヴィンチが腕を磨いたのも、
ラファエロがマドンナ像の数々を描いたのも、
フラ・アン
ジェリコが才能を開花させたのも、
ここフィレンツェ。世界的な巨匠たちのあの作品、
この作品に出合える、
ウフィッツィ美術館やアカデミア美術館

１年間でプロの通訳になるための全てを学ぶ（10 月開講、６月終了）

をはじめ、かくも自然に、
そして身近にアートが存在する街です。
この美しい石畳の街、
フィレンツェで暮らしながら、語学はもちろん、
イタリアらしい沢山の経験を満喫できることでしょう。

知識、一般常識をどれだけ幅広く持っているかが、プロの通訳として活躍する最大のポイント。
プロの通訳として活躍する方の基礎となるのは当然、語学力です。正確な文法、豊富なボキャブラリーはもとよ
り、聴く力を強化すると同時に、
「自分の語彙と表現力で再現する力」も身につける必要があります。しかし、話さ

伝統と最先端

れた言葉をそのまま言語として訳すだけでは、一流の通訳とは言えません。正確に会談を訳すには、その議題の
基礎的・専門的知識はもちろん、イタリアの歴史、政治、経済、地理、歴史、美術、文学に関する動向などの文化

イタリアは、伝統や文化を大切にしながらも、同時にファッションやデザ

的背景を理解し、話を正確に汲むこと、そしてイタリア人を理解することが不可欠です。

イン、その他の分野で最先端をゆく一面もあり、多様な魅力にあふれた国で

イタリアという国について、そしてファッションやインテリア、デザイン、料理、ワインなど各カテゴリーの専門

す。

知識と幅広い知識を身につけ、プロのイタリア語通訳として将来仕事を受けていくためには、単純に語学力アッ

フィレンツェは、年間を通して様々なアートや文化的イベントが行われ、み

プのための語学留学や一つの専門分野の勉強よりも、通訳専門コースの留学が一番です。各分野のレッスンが

なさんの感性もきっと磨かれることでしょう。せっかくの留学だから、いろい

完璧とも言える本プログラムで、短期間で、力強く、夢を叶えることが可能です。

ろ欲張って、普段とは違うことにもチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

コース終了後にひらかれた進路、就職先
フリーランスの通訳として活躍するためには、専門的なコース終了後、社内通訳やアシスタント通

トスカーナの豊かな食・生活

訳として知識を習得し、現場での通訳テクニックを身につけ、またその間に人脈を築き、晴れてエー

イタリア人から学ぶことは、芸術や料理だけでなく、生活に対する姿勢そのもの。いっぱいの太

ジェントに登録し独立というのが一般的です。本校、通訳養成プログラムの修了者は、アシスタント

陽の下で、のびのびと自由に自分を表現することで培われる発想力や、創造力。同時に人と人との

通訳としての仕事を始められるレベルに達するだけでなく、アシスタント通訳採用試験に受かった受

繋がりを何よりも大切にし、時間や楽しみを「分け合う」
ということが自然に行われています。食事

講者は、アシスタント通訳／パートタイム通訳として仕事を始めることが出来ます。
（2005年度の合

一つをとっても、お互いの繋がりを確認し、文化を感じる重要なイベントーそんな中から生まれる

格率は50%）

のが、何ごとにも代え難い、
あたたかみのある人との結びつきなのです。
イタリア式の自由な発想、

多くの場でアシスタント通訳としての経験をたくさん積め、企業と契約を交わして就労ビザを習得

創造性、人間味のひみつがここにあります。

し、イタリアで就職したり、日本国内で専門エージェントへ登録をして仕事をしたり、活躍の場は様々
です。早速自信を持って通訳としての経験を積んでいきましょう。

イタリアの真ん中
イタリア中を旅するのにもぴったり

充実の内容

せっかく長期滞在するなら、周辺の街や、
ヨーロッパの国にも行ってみたい！ そんな

研修地はイタリアの中でもルネサンスの発祥の地、芸術の中心でもあるフィレンツェです。街中にアートがあふれ

希望も叶えられます。
フィレンツェの近くには、
シエナ、ペルージャ、
ピサ、
アッシジ、
アンコ

る街、
また、料理、
ワインにおいてもトスカーナ州は最高峰の地の一つと言えます。

ーナなどの美しい街が沢山あり、
ミラノやヴェネツィア、
ローマに行くにも非常に便利です

この通訳養成プログラムは、基本となる語学力をまず徹底してトレーニングしますが、同時に通訳として何が必要
か、
どの様な知識を要求されるか、実際にどの様な通訳技術が必要とされるか、通訳として身につけるべき全ての

。週末や、休暇を使って、
イタリア各地を旅したり、他のヨーロッパの国へ足を延ばしたり、

要素が組まれた、
カリキュラムをこなします。

留学生活を満喫できます。

特に日本と関わりあいの多い芸術、美術関連の部分を強化したプログラムの構成で、芸術学院で行われている
本格的なレッスンを受けますので、語学力ばかりでなく、
通訳として仕事をしていく上で必要となる、
正確、かつ深い知
識を身につけます。

【カリキュラム概要】
1. 語学集中トレーニング 2. 特別芸術演習 3. 学外講座 4. 一般基礎科目
5. アート基礎科目 6. 通訳テクニック 7. 通訳養成レッスンⅠ 8. アートレッスン
9. 通訳養成レッスンⅡ
これら一つ一つの項目を学ぶことによって、総合的に通訳としての力を養っていきます。
※それぞれの項目についての詳しい内容は詳細パンフレットをご参照下さい。

ABC ディ・コンティ
現代イタリア語の生誕地でもあり、
イタリアの中心にあるフィレンツェ、
さらにその中心に、ABCディ・コンティは位置し、
イタリア語を学ぶには最
適のシチュエーションを備えています。校舎はサンロレンツォ教会とドゥオモの間という、
フィレンツェ旧市街地の中央の最も美しい場所に位置し、
レッスンは15世紀から続く美しい建物で行われます。
イタリア語を学びたい学生だけでなく、
アート・芸術を学ぶ生徒も沢山受け入れており、様々なアート分野のレッスンも受講することができます。
校内では、無料の無線インターネット回線が開放されていて、
プリンターなどの設備も整っています。
日本人のスタッフが常にいるので、生活に関
しても安心です。

コースとレベル
1.

基礎イタリア語コース

4週間 / 1レッスン45分
プライベート30レッスン / セミプライベート60レッスン /
グループ80レッスン
基礎となるイタリア語を少人数で学びます。
レッスンは、会話、文法、
作文、
ヒアリング、全てに等しく重点を置く、
ダイレクト・メソッドで行わ
れます。友達を作りながら、ゆっくりとマスターしたい人に、おすすめで
す。初級から上級まで11レベルで受講できます。
【クラス人数】
グループ（12名まで）、セミプライベート
（2〜6名前後）、
プライベート
(1名)

2.

インテンシブコース

4週間 / 1レッスン45分
セミプライベート150レッスン / プライベート75レッスン
通常のコースと同じ4週間で、2倍以上の150レッスン
レッスンを集中して受講し、課題も多くをこなすことで、短期間でのレ
ベルアップを目指すコースです。３ヶ月でイタリア語中級、
4ヶ月でイタリ
ア語での授業受講可能レベルです（目安）
。
企業の赴任や、大学受験、
日
本でのお仕事の関係などで、入学直前まで、
イタリアに渡航ができない
方にも向いています。
【クラス人数】
セミプライベート
（2〜6名前後）、
プライベート
（1名）

3. 美術・デザイン・料理「専門用語集中」コース

4.

4週間 / 1レッスン45分
プライベート30レッスン / セミプライベート60レッスン /
グループ80レッスン

イタリア語を使って労働経験を得たい人、イタリア語を使って就職・
キャリアアップなどを目指す人のためのコースです。
コース前半は、基礎イタリア語及び、各分野の専門用語集中コース
を受講し、
インターンシップに必要な語学力・ビジネスイタリア語などを
しっかりと身に付けます。
その後、イタリア企業でのインターンシップで、企業人としての専門
知識、実践力を身に付け、就職に役立てます。専門スタッフが、1人1人
の希望をふまえ、
インターンシップ先をコーディネートします。
インター
ンシップ期間は、６ヶ月から長期まで。長期のインターンシップの場合
は、複数のインターンシップ先を経験することにより、幅広い経験を積
むことが出来ます。
イタリアで長年活動している、経験と実績に基づいた、様々な分野で
の質の高いインターン内容はABC デ・コンティならでは。必ず、保険など
にも加入していただくので、バックアップも十分です。

一般的な語学学校のカリキュラムでは、日常会話はできても、専門
用語の指導はありません。専門分野に進んだ際に、専門用語の知識
がないために、授業を理解するのは大変困難なのが現状です。
「専門
用語集中コース」
では美術・デザイン・料理分野で13もの専門クラス
に分かれており、各専門分野で使われる専門用語を、集中して学びま
す。
このため専門分野に進学後、授業が確実に理解でき、すぐに専門
分野での技術習得ができるプログラムとなっています。芸術の各分野
で学ぼうとする外国人学生に対して、美術・デザイン・料理分野におけ
る必要不可欠なイタリア語教育を行うために開設されたものですので
、少なくとも2か月の「専門用語集中コース」を受講することをお勧め
します。

インターンシップ

【13の専攻クラス】ジュエリー・絵画・インテリアデザイン・ステンドグラス・陶芸・
グラフィックデザイン・靴製作・カバン製作・革工芸・修復・ディスプレイ・ファッシ
ョン・料理・他

6.
5.

アートショートコース・1 日コース

アート分野においても、他にはない、高い質・内容・充実した多彩な
コースを受講出来ます。学んだイタリア語を教室以外の場所で、楽しみ
ながら実践したい人も、語学と同時に、イタリアの文化・芸術を学んで
みたい人も、初心者から経験者まで参加出来ます。体系的に技術を学
びたい人には1週間以上、少しずつ色々な体験をしたい人は気軽に参
加出来る1日コースがオススメです。
（プログラム詳細は7-8ページ）

国立芸術アカデミー入学準備コース

国立芸術アカデミアへの入学希望者のための準備コースです。
基礎科目は、
デッサン、美術史、
ワークショップ、
イタリア語の授業で構
成され、選択科目は、油絵、水彩画、建築史、ポートフォリオ作成などと
なります。
カリキュラムは入学希望学校により異なります。
（過去平均合
格率97％）

8.

プロ通訳養成コース

知識・一般常識をどれだけ幅広く持っているかが、
プロの通訳として
活躍する最大の鍵です。
そこで、
プロ通訳養成コースでは、語学に加え
、専門知識・教養を総合的かつ徹底的に学習します。修了後にアシスタ
ント通訳採用試験に合格すれば、
アシスタント通訳としてすぐに就職で
きる機会もあります。(プログラム詳細は9ページ)

学習期間とモデルプラン
【基礎イタリア語】4ヶ月(16週間) ＋【専門用語集中コース】2ヶ月(8週間)
イタリア語初心者の方のためのコースです。現地にて基礎イタリア語4ヶ月間
を学び、それから専攻に合わせた専門用語を2ヶ月、
トータル6ヶ月間で語学
に磨きをかけていきます。専攻分野をスムーズに理解するためにもイタリア語
6ヶ月間は必須です。
【基礎イタリア語】2ヶ月(8週間) ＋【専門用語集中コース】2ヶ月(8週間)
日本にてイタリア語を一通り学んでいる方で、素地の出来ている方のための
コースです。
まず、復習をかねて基礎イタリア語を2ヶ月学び、それから専攻に
合わせた専門用語を2ヶ月、
トータル4ヶ月かけて専攻のレッスンを理解でき
るレベルにまで引き上げます。
【基礎イタリア語】2ヶ月(8週間) ＋【アートショートコース】1ヶ月(4週間)
ビザ申請が必要ない、3ヶ月位内のコース。イタリア語を既に勉強している方
が、更にブラッシュアップし、更にイタリア文化をイタリア語で直接学ぶことが
出来ます。
もちろん、
イタリア語クラスと、
アートクラスを同時併行も可能。
【基礎イタリア語】2ヶ月(8週間) ＋【専門用語集中コース】1ヶ月(4週間)
＋【インターンシップ】６ヶ月
イタリア語を使用してビジネスシーンで活躍したい方のためのコースです。
イ
ンターンシップで実践的なイタリア語を身につけます。
【基礎イタリア語】3ヶ月(12週間) ＋【アート1日体験】
イタリア語を勉強したいけど、
それだけじゃちょっと物足りない。観光も良いけ
ど、
ちょこっとお稽古してみたい。
そんな方にオススメです。
イタリア語を学びな
がら、好きな数だけ、好きな日数だけ、
アートやお料理のレッスンを受けられま
す。
（1レッスン 80€〜）

語学コースと宿泊が一緒になったコースです。
イタリア語教師の家にホームステイしながら、語学のプライベートレ
ッスンを受講します。
プロのイタリア語教師と一緒に生活することで、
よ
りリラックスしてイタリア語を学習でき、教師も生徒の特徴や弱点を的
確に捉えられるので、飛躍的に語学力が伸び、弱点克服が期待できま
す。

【アートビジット・特別芸術演習】
いずれのコースも週1回2レッスン、アートビジット及び4ヶ月以上受講の場合は、月1回の特別芸術演習11レッスンが含まれます。

レベルについて
生徒1人1人のレベルを、現地で講師がチェックし、
レベ
ル分けをします。文法だけでなく、
コミュニケーションに必
要な、話す・聞く・書く・読む力を総合的に判断します。

各コースにプラスして、
プライベートレッスン30レッスンを週に数回受講する
ことで、
より早い上達が期待できます。
それぞれの留学期間や目標に合わせて、
コースを組み合わせて下さい。

イタリア語レベル
レベル

平均授業時間

A１
（基礎）

約50〜100時間

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。問題に使われる語彙は約 850 語で、うち 600 語は基本語彙。
ABC ディ・コンティの授業を約１〜２ヶ月受講したレベル。

A２
（初級）

約100〜200 時間

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。問題に使われる語彙は約 1200 語で、うち 700 語は基本語彙。
ABC ディ・コンティの授業を約 2〜３ヶ月受講したレベル。

B１
（中級）

約200〜400時間

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。
ABC ディ・コンティの授業を約 4〜5 ヶ月受講したレベル。

B２
（中上級）

約500〜600 時間

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。
ABC ディ・コンティの授業を約 6 ヶ月〜１年受講したレベル。
合格者はイタリアの大学入学時のイタリア語試験を免除されます。

C１
（上級）

約 700〜800 時間

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。
ABC ディ・コンティの授業を約 1〜１.5 年受講したレベル。

C２
（最上級）

約1000〜1200 時間

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。

教師宅ホームステイ

4週間 / 1レッスン45分
プライベート30レッスン / プライベート60レッスン

7.

初心者は、abcの発音から始めて、文法の基礎を習得し、イタリア語を体系的に理解していきます。
美術・デザイン・料理分野に進学される方のために、各専門分野で必須の専門用語及び基礎知識を、短期間で習得できる特別なカリキュ
ラムもあり、
「使える」イタリア語の習得のために徹底した指導を行います。

学習内容

※習得期間には個人差があります

カルチャーコース
１日コース

様々なコースを１日単位で学べます。
いろいろな分野のクラスを体験したい方にはおすすめのコースです。

ダイレクト・メソッドや少人数制での充実した語学レッスンだけでなく、アートや料理、芸術分野を通じて楽しみながら語学力を伸ばすこ
とができます。その他、様々な課外活動や学生サービスがあり、安心かつ充実した留学生活が送れます。

課外活動
街中、いたるところにアートがあふれるフィレンツェ。美術館も世界規模。ルネサンス期の傑作が、
ここに集結しています。
毎週開催されるアートビジットに自由に参加し、
フィレンツェにあふれるアート作品・美術館を、美術講師による、興味深い解説付きで鑑賞する

ジュエリーメイキング
１日コース
シンプルリング

フィレンツェは知る人ぞ知る、ジュエリーの街。昔からたくさん職人がいて、素敵なジュエリー
を作り続けてきた街。挑戦するのはエレガントなシルバーのリング。全く経験の無い人でも、
きっちり完成させられるので、世界に一つの記念の宝物を作りましょう。

ジュエリーメイキング
１日コース
エレガントリング

ジュエリーの街、フィレンツェにルネサンスから伝わる飾り彫りのテクニックを習ってとてもエレ
ガントなリングを作るコース。ていねいに指導するので、ジュエリー初心者さんでも素敵なリング
が完成できる。本場のテクニックを教えてもらえる絶好のチャンス。

絵画 １日コース

ルネッサンスの芸術が花開いたフィレンツェの街を水彩画で描こう。
ドゥオモ（大聖堂）やポンテ
ベッキオ、イタリア人の行き交うフィレンツェをイタリア人の先生から学びながらの思い出と共に
水彩画にしていく。

特別芸術演習
１日コース

楽しくイタリア芸術に触れよう！デッサン、ステンシル、デコパージュ、フレスコ画、屋外スケッチ、
ヌードデッサン、ボーボリ公園屋外スケッチ、フィレンツェアート訪問ツアー、陶芸の町インプル
ネータへの陶芸芸術旅行、イタリアンジュエリー工房見学、水彩画、人物画。

工房 Visit・生パスタ
（パスタのお土産付）

工房 Visit・靴

ことができます。
また、毎月行われる特別芸術演習で、陶芸工房やジノリの本店工場を見学したりと、楽しく充実した課外活動が
用意されています。
【アートビジット 例】
☆ ルネサンス美術、世界最大の宝庫、
ウフィッツィ美術館へ！
フィレンツェが生んだ名匠、ボッティチェリの傑作「ヴィーナスの誕生」
などの名画を鑑賞します。
☆アカデミア美術館へダヴィデ像に会いに行く。
ミケランジェロが３年の月日をかけたルネサンス芸術の代表作品、
ダヴィデ像は必見です。
☆世界で最も美しい橋の1つ、サンタ・トリニタ橋へ。
１２５２年のミケランジェロの思案通りに再建された美しい橋、
その完成された美を検証しましょう。
【特別芸術演習 例】
☆デコパージュ̶平面に描かれたお気に入りの絵を切り抜いて、様々な素材に張り込みニスを塗って仕上げる17〜
18世紀にイタリアから始まった工芸技術に挑戦。誰でもロマンチックで、素敵な作品を仕上げられます。

生パスタを製造している工房を見学します。ロングパスタやショートパスタ、卵・ほうれん草・
とうがらし・トマトなどを練り込んだカラフルなパスタなど、様々な種類のパスタの製造工程が
見学できます。中央市場のパスタ工房を見学。目の前で作った生パスタをお土産にもらえます。
革製品の本場フィレンツェで伝統を受け継いだ職人の工房を訪ねます。マエストロの生き生き
とした仕事ぶりに触れて、職人の息吹を身近で体感することができます。

宿泊（学生用フラット・アパート・ホテル・ホームステイ等）
ABCディ・コンティでは、留学生が楽しく安心して留学生活を送れるよう、
できるだけ学生一人一人の希望に添えるような宿泊先をご紹介します
。治安の良い地域にあるフィレンツェ中心地のフラットやアパートなど、
それぞれの宿泊先を、必ず学校スタッフが実際に訪問し、チェックした上

工房 Visit
家具修復／絵画修復

イタリアの歴史的な遺産である家具および絵画を修復する工房を訪ねます。古典家具や絵画が
よみがえっていく過程を実際に見学します。時を超えた感動の瞬間です。

シェフ１日コース
フルコース

１回で４、
５品のメニューがマスターできるとってもお得なコース。しかも、先生の自宅キッチンで
イタリアのお母さんに教えてもらっているみたい。みんなに自慢したくなる美味しいレシピばかり。
ワイワイおしゃべりしながら楽しい試食会もあります。

シェフ１日コース
市場研修

先生と一緒に中央市場へ！カラフルな赤・黄色のパプリカをはじめ、所狭しと並ぶ野菜や果物。
いろいろなチーズにサラミ。ウサギも売られる精肉売場。日本に入っていない食材もたくさん。
何と行っても活気あふれる市場と陽気なイタリア人たちの生活が垣間見れて楽しめる。

シェフ１日コース
お菓子（３品）

ティラミス、パンナコッタ、ジェラートなどお菓子好きな人には外せないものばかり。本場イタリア
のお菓子のレシピがたくさん。
ティラミスのソースも、
フレッシュな生のイチゴを使用したものなど
美味しいお菓子を毎回３品ずつ習得。２週間以上の滞在なら、毎週受講がおすすめです。

シェフ１日コース
ピザ（３品）

イタリアンと言ったらピザ。大きな窯が無くても、家のキッチンで本格的な味が作れます。
３種類の美味しいピザをマスターします。伝統の味、ピザマルゲリータなどおなじみのものも、
日本で食べていたものとは比べものにならない美味しさに出来上がる” コツ” が学べます。

シェフ１日コース
パン（３品）

自宅のキッチンでも作れる、美味しいイタリアのパン作りを習います。レシピをしっかり覚えて、
イタリア料理にピッタリ合う本場のパンを帰国後も作れます。

シェフ１日コース
手打ちパスタ（３品）
シェフ１日コース
レストラン実習

シェフ１日コース
テーブルコーディネィト

本場の手打ちパスタをしっかり習う。とても手軽に手打ちの自家製パスタが作れます。
ぴったりのソースもマスターでき、覚えて帰って、家族やお友達にごちそうしよう！
本格的な設備を備えた厨房で、名物シェフから直接指導を受けるまたとない機会です。
シェフの研究課題のレシピも加わり、ポピュラーな料理もシェフの手にかかると驚く程の味に
早変わり。本物のイタリアンを習得できます。
家族と、また友人を招いたり招かれたり、そんな楽しい食卓の時間が大好きなイタリア人。
食卓のコーディネィトはおもてなしの基本！もてなし上手なイタリア人のテーブルコーディネィト
テクニックを教えてもらいます。

シェフ１日コース
ワイン蔵研修（ランチ付）

イタリアワインと言えばキャンティ！というあなたにぴったりなのは、トスカーナのワイン蔵研修。
香り豊かな本場イタリアワインがいかにして出来ていくのかを聞いて、できたてのワインを試飲
して、しっかりイタリアワイン通になって帰ろう！

旅１日コース
ワイン・オリーブ農園
（ランチ付）

イタリアに行ったらやっぱり訪ねたいアグリツーリズモ。見渡す限りのぶどう畑、オリーブの木、
そして美しいトスカーナの田園風景を満喫します。とれたての有機栽培の食材を使用した美味
しいランチで自然の恵みから元気をもらえます。

旅１日コース
地中海小旅行
（豪華シーフードランチ付）

世界的に有名な高級リゾート地、リヴィエラ海岸の終点の美しき街へ。古き良きヨーロッパの
街並み、透き通る地中海の海水、そして豪華シーフードランチとリゾート気分を満喫。

でご紹介するため、安心です。宿泊期間も、留学全期間から一定期間まで、必要に応じて手配可能です。

種類
基本の宿泊施設はイタリア人が普通に生活するフラットで、家具やキッチンの設備が整っています。1寝室に2つのベッドの入ったタイプ、
シン
グルルームの寝室や、１人から２人の住宅で台所やバス、
トイレも占有出来る1DKタイプのシングルフラット、ホームステイ、ホテル等の手配も
可能です。

期間
期間も必要に応じて手配可能です。留学全期間宿泊付きタイプの方は宿泊探しの面倒もなく時間も節約できますし、何より安心です。
また、宿
泊が全く付かないタイプ、一部付くタイプと選べ、自分でアパートを手配することも出来ます。

自己手配
宿泊がないタイプを選んだ場合は、広告や情報誌、街中の張り紙、ルームメイトの募集の告知などから、部屋探しをします。留学生のほとんど
は家具付きの学生用フラットで生活し、大きなフラットを数名で借りシェアする人も多いです。
フィレンツェに自分の部屋を持つ喜びを体験して下
さい。
もし現地に到着後すぐに部屋を探すのが不安な人は、追加料金で宿泊を付けることもできます。

学生共同アパート

ホームステイ・教師宅ホームステイ

ルームメイトとの生活も留学期間中ならでは。同じ志を持った留学生や
違う目的を持った留学生同士、
イタリア生活についての情報を交換したり
、困った時に相談したり出来るルームメイトは、何事にも代え難い存在とな
るでしょう。帰国後も親交を深めていける友だちを見つける人も多いです。
基本は、1寝室に2つのベッドの
入ったタイプで、台所やバス、
トイ
レを他の方と共有するフラットに
なります。
追加料金でのシングルルーム
の寝室も可能です。

イタリア人の家族と生活をともにすることで
、イタリア文化を身近に感じ、自然にイタリア
語も身に付きます。家庭ごとにルールの違い
があります。
教師宅へのホームステイは、
ホストファミリ
ーがイタリア語教師の資格を持っているので、
正しいイタリア語の習得により効果的です。
食事付きのホームステイでは、ホストファミ
リーと同じ内容の食事が1日2回提供されるの
もうれしいです。

個人用アパート
みんなでわいわいも良いけれど、
プライベートの時間を何よりも大切す
る人には、個人用アパートがオススメです。外国で、悠々自適に過ごしたい
人、海外生活にある程度慣れている人向けです。

ホテル・レジデンスホテル
特に短期間の滞在や、留学中リッチに過ごしたい方へ。掃除やベッドメ
イキングなどの手間が省けたぶん、他のアクティビティに打ち込めます。

その他の学生サービス
・空港送迎手配 ・オリエンテーション ・インターンシッププログラム ・滞在許可証申請のお手伝い ・銀行口座開設など、生活情報の提供
・無料インターネットポイント ・学生用コンピューター室 など

