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イタリア語、イタリア文化センタ ー
カンパニア州、サレルノ県、サレルノ市後援

当校は以下の機関より認可されております:

イタリア教育・大学・研究省  
368/11項より  

IALC
国際語学学校協会

ASILS 
第二外国語としてのイ
タリア語学学校協会

シエナ外国人大学 
（DITALS、CILS検定試験センター）

ペルージャ外国人大学 
（CELI、 DILI検定試験センター）
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サレルノ：伝統と近代的な生活

サレルノは南イタリアの魅惑のアマルフィ海岸（アマルフィ、ポジターノ、ラヴェッロ、ソレント）にあります。
また、カンパニア州の有名な観光地（ポンペイ、パエストゥム、ナポリ、カプリ、チレントなど）からも近い位
置にあります。数多くのモニュメントや土俗のイベントで見られるように、サレルノの町には歴史が守られ
ています。
旧市街は中世の街並を残し、過去と現代の融合により、驚くべき真のイタリアの姿を造り上げています。
サレルノのシンボルである美しい海岸通りからは、見事な美しいパノラマを望むことができ、青い海と花
が咲き乱れる並木道は心地よいサロンのようになっています。

飛行機で： 最寄りの国際空港はナポリ・カポディキーノ空港（サレルノより50km）で、世界中の空港よりアクセスできます。 
空港からサレルノへのアクセスもいいです。

鉄道で： サレルノ中央駅はユーロスターやインターシティーなどの特急電車が停車します。イタリア各地からの移動にもとても便利です。

車で： サレルノは高速道路のアクセスもよいので、車でもお越しになれます。

サレルノはイタリア語の勉強にもヴァカンスにも理想的な街
です。この街にはたくさんのよい点があります。

• 地理的：カンパーニャ州の主要な興味深い文化的観光地
に簡単に短時間で公共交通機関を使用して訪れることが
できます。

• イタリアの典型的な街： サレルノは有名な観光地ではな
いので、真のイタリア人の生活や文化を経験することがで
きます。

• 物価： 観光客が少ないので、サレルノは他の観光地より物
価が低いです。（例：エスプレッソ×1杯＋クロワッサン×１
つ＝1.20ユーロ）このため、サレルノは長期滞在にも理想
的な場所と言えます。 

なぜサレルノ？

サレルノへの行き方

アカデミア・イタリアーナへようこそ： 

サレルノはイタリア語の勉強、バカンス、豊かな歴史、芸術、文化、
そして海を楽しめる理想的な場所です。 

この場所で真のイタリア人の生活に浸り、イタリア人 
のリズムや雰囲気を知るようになるでしょう。 

私たちの魅惑的な世界に迎えられるのをうれしく 
思います。 大歓迎でお待ちしています！

校長  
フランチェスカ ロマーナ メモリ
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ACCADEMIA ITALIANA イタリア語コース

スタンダード

試験準備コース

大学入学準備コース

集中コース 

特別集中コース

個人レッスン

イタリア語コースはヨーロッパ規格CEFに基づき入門から上級（A1-C1）までの６つのレベルにて年間を通し開催しております。当校のコースはコ
ミュニケーション能力拡大を目的としており、１６歳以上より、また最低１週間より受講可能となっております。

１日４グループレッスン／１週間２０レッスン

１日６グループレッスン／１週間３０レッスン

アカデミア・イタリアーナはシエナ外国人大学、ペルージャ外国人大学よ
り、CILS、CELIおよびAILの各種検定試験実施校として認定されています。 
これらすべての証明書のための準備コースがあり、当校にて異なる試験期間での
受験も可能となっています。 
アカデミア・イタリアーナではそれぞれの学生に必要なレッスンを行うために個人
レッスンコースを用意しています。

個人レッスンコース  
（２週間）  

１日４個人レッスン／１週間２０レッスン

このコースは学生の要望により開催されます。教師が学生個々への教育方法を熟
考しレッスンを行うことにより、すばらしい成果を得ることが可能となっておりま
す。 このコースは年間を通し毎週月曜日より開催されます。最低１週間より受講可
能となっております。

最低授業数： １日２レッスン／１週間１０レッスン

１日４グループレッスン＋１個人レッスン／１週間２０レッスン＋５個人レッスン

1997年にサレルノの最も美しい通りの1つであり旧市街からもほど近いローマ通りに創設されました。当
校は海岸通りの向かいにある赴きある建物にあり、教室(14)、マルチメディアルーム(2)、図書館、ビデ
オライブラリーを備えています。主要な観光スポットへは当校から徒歩で行くことが出来ます。
現在、アカデミア・イタリアーナはイタリアで最も信用された機関の1つの代表
でもあり数多くの機関より認定もされています。

Conservatorio
di Salerno 
“G. Martucci”

Ente Nazionale Svedese 
di Orientamento 
Studenti

Provincia 
di Salerno

Comune 
di Salerno

このコースはイタリアの大学入学を希望している外国人学生のためのコースとな
っており、イタリア語一般コース（コース開始時のレベルによって期間が異なりま
す）と学部入学試験のための特別準備コースで構成されています。

イタリア語一般コース 
A1レベル（入門）よりB1レベル（中級）  
期間：8週間～24週間（グループレッスン）／週20レッスン

特別準備コース 
期間：8週間／週20レッスン

 
授業日：月曜日から金曜日 
授業時間：45分

イタリア教育・大学・研究省  
368/11項より  

IALC
国際語学学校協会

ASILS 
第二外国語としてのイ
タリア語学学校協会

シエナ外国人大学 
（DITALS、CILS検定試験センター）

ペルージャ外国人大学 
（CELI、 DILI検定試験センター）
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当校では第二外国語としてイタリア語を学ぶ学生のために、常に最
新の教授法を採用し、言語に関するすべての要素（聞き取り、筆記、会
話、理解力）の習得を目的とすることを教育方針としています。当校で
はオーディオ・ビデオやマルチメディアといった最新の教材を用い更
なる語学力アップを目指しています。 
１クラス最大１０人とすることで教師は一人一人の学生との関係を
大切にし、常に習得状況を把握することが可能となっております。 
当校の教師陣は質の高さを特徴としており、すべての教師はイタリア
語教師としてL２（イタリアにて外国人向けのイタリア語教育）／LS（イ
タリア国外にて外国人向けのイタリア語教育）いずれかの資格を有し
ています。

授業方法 講師育成コース

レベル

授業と証明書

イタリア語教授法コース：

DITALS準備コース*

研修期間

DITALS試験準備コース：

当校では外国語（L２/LS）としてのイタリア語講師の養成と研修を行
っております。 
このコースは実際のレッスンがより有効に行われるよう新しい理念、
新しい技法、新しい技能を用いた教師のためのコースになります。こ
のコースはご要望に合わせ年間を通し開催されます。言語学と言語教
授法について、丹念に造り上げた有効な教材、最高の教育法、イタリ
ア文化の要素を用い深く掘り下げます。レッスンには研修期間も組み
込まれており、実際のレッスンでの雰囲気を感じながら実際に繰り広
げられている教育現場を体験することができます。各国からの同僚や
学生と様々な議論をすることで人間的にも、プロフェッショナルな教師
としても成長することができます。

イタリア語コースはヨーロッパ規格CEFに基づき入門から上級（A1-C1）までの６
つのレベルにて年間を通し開催しております。コースの初日に入学テストを受け、
レベルに合ったコースを受講することができます。さらに毎週行われるテストで評
価を得ると、上のコースに進むことができます。

1クラスの生徒は最少４人から最大１０人まで。この人数により、より早くグルー
プがまとまり指導講師が各生徒の語学習得状況を把握することが可能となります。  
コースの最終日には達成したコースの証明書を受け取ることができます。

DITALSはL２／LS同様、シエナ外国人大学により認可されている外国人に対する
イタリア語教育分野における理論・技術取得の価値ある証明書です。  

アカデミア・イタリアーナはシエナ外国人大学より認定された試験センターです。

１日６グループレッスン／１週間３０レッスン 

４グループレッスン + 研修／1日  
・２週間／５０レッスン 

 
授業日：月曜日から金曜日 
授業時間：45分

DITALS I 
１日４レッスン／３週間60レッスン 

DITALS II 
１日５レッスン／12週間300レッスン

*このコースは留学支援プログラム『エラスムス・プラス』を利用してお申込みいた
だくこともできます
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イタリア文化・芸術コース

インターンシップ

ビジネスコース
このコースは仕事のために一般的な語学知識を高めつつ専門用語のイタリア語
を学びたい専門家のためのコースです。 レッスンは個々の要望に合わせたものと
なり、個人レッスン（1人）または少人数レッスン（２－４人）となります。 両コース
ともレベルを考慮した内容で、教師は貿易、会計、法律、医療、金融、外交、経営、軍
事、航空等すべての分野に置ける専門用語を熟知し高度な能力を持っています。

個人レッスン（１人）  
少人数レッスン（２－４人） 
１日４－６レッスン/週2０または３０レッスン  
最低１週間より 

 
授業日：月曜日から金曜日 
授業時間：45分

このプログラムでは職業分野にあったイタリア語を習得すると同時に就業研修を
受けることことができます。（報酬はございません） プロフェッショナルな状況下で
語学を習得でき、様々な分野の企業や専門家のもとでの研修を通し学ぶこととな
ります。

プログラムに含まれるもの：
• 準備コース ４週間/80レッスン 
• インターンシップ　厳選された企業または専門家のもとで

ビジネスコース

このコースはイタリア語コースと組み合わせされ、年間を通して最低
１週間より受講可能です。また、大学のプログラムとしても評価され認
可されております。

近代イタリア文学史上最も重要な時期の最も重要である古典作家、現代文学作
家、詩人について考察します。（ダンテ・アリギエーリ、A.マンゾーニ、S.クァジモ
ド、E.モンターレ、A.バリッコ）

このコースではイタリア芸術の最も重要な時期の芸術作品や最も重要な芸術家
について取り上げます。また、次の時代のマグナ・グラエキアに由来するこの地域
の芸術史についても注目していきます。

このコースではイタリア映画史上最も重要な映画監督（デ・シーカ、フェリーニ、パ
ゾリーニ）や現代の映画監督（トルナトーレ、サルヴァトレス、スコラ、ベルトルッチ、
モレッティ）についての研究を含め、イタリア映画史全体について取り上げます

アカデミア・イタリアーナでは優秀な専門家である講師によるオペラ、楽器、声楽
コースを開催しています。最も重要なイタリアオペラのリブレットの知識を深める
ことができます。また、現代歌曲またはオペラ歌曲より選択いただけます。一方、楽
器コースでは選択いただいた楽器の研究を向上させたい人に向けたコースとな
ります。これらのコースはアヴェリーノ音楽学校との協力のもと開催されます

このコースではイタリア演劇史上最も重要な古典劇作家および現代の劇作家に
ついて取り上げます。（カルロ・ゴルドーニ、ルイジ・ピランデルロ、エドゥアルド・
デ・フィリッポ、ダリオ・フォ）

文学

芸術史

映画史
音楽とオペラ

演劇史
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このコースはプロの写真家によって開催さ
れ、理論と実技のレッスンで構成され、屋外で
の写真セッションも含まれています。

このコースはイタリア料理、特に郷土料理の真髄を学びたい方に向けたものとな
っております。レッスンは経験豊富なシェフにより行われイタリア料理のすべてを
学ぶことができます。（前菜、パスタ、メイン料理、つけあわせ、ピッツァ、デザート）
レッスンで作った料理はイタリアワインとともに試食をすることができます。 
Città del Gusto Napoliとの協力によるプロフェッショナルのための料理コースを
企画することが可 
能です。(ご要望に 
応じ日程および料 
金は異なります)  

当校では陶器で最も有名なヴィエトリで陶器の絵付けのコースを企画していま
す。職人の工房で行われ、専門家より伝統的な手法を学ぶことができます。

ファッション・デザインコースはイタリアンファッションの知識を深めるために基本
的理論・実技の知識の習得することを目指したコースです。このコースはアカデミ
ア・ディ・モーダ・ディ・ナポリ
との協力のもと開催されます

写真

イタリア料理 イタリア陶器

イタリアンファッション

このコースは同世代の学生とともに語学と文化を学びたいとう方のためのものと
なります。

コースに含まれるもの：
• ２週間／40グループレッスン（１日４レッスン）
• サレルノガイドツアー（１回） 
• １日遠足（１回） 
• 半日遠足（１回） 
• モッツァレラチーズまたはオリーブオイルまたはリモンチェッロ工房見学（試

食・試飲つき）（1回）
• 料理のレッスン（１回） 
• 陶器のレッスン（１回）
• 文化的セミナー（２回）

このコースは、イタリア語と一緒にこの地域の文化、料理、そしてカンパーニャ州
と南イタリアの伝統的な食文化について学びたい方のためのコースとなっており
ます。

コースに含まれるもの：
• 2 週間/ 40 イタリア語グループレッスン(1日4レッスン)
• カンパニア州の伝統的料理レッスン（2回）
• カンパニア州のワインレッスン（2回）
• サレルノガイドツアー（1回）
• モッツァレラチーズまたはオリーブオイルまたはリモンチェッロ工房見学（試

食・試飲つき）（1回）
• 終日遠足（1回）
• エノガストロミアについてのセミナー（2回）

 
授業日：月曜日から金曜日 
授業時間：45分

50歳以上コース

語学・料理・ワインコース

スペシャルプログラム
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レクリエーション＆カルチャープログラム

イタリア文化セミナー
音楽、映画、劇場イベント

当校では多彩で興味深いレクリエーションプログラムをご用意してお
ります。学生が明るく友好的な環境の中で、落ち着いた時を過ごせる
ような日常生活の基点となる場所を演出します。
当校では毎日アクティビティーを準備しております。（イタリア文化と時
事問題についてのセミナー、映画鑑賞、ガイドツアー、様々な場面で使
うイタリア語、等）これらのアクティビティーはすべて語学コースの料
金に含まれております。美術館、映画館、劇場の入場料および公共交
通機関の切符、ガイド、レストランでの夕食代発生の場合には追加料
金をお支払いいただきます。
コースの初日には、サレルノの街と学校の役立つ情報についてのオリ
エンテーションがございます。

毎週、当校ではイタリア文化のセミナーを開催しています。（映画、演劇、政治、音
楽、ファッション、ジェスチャー、特別な表現法等）これらのセミナーはすべてコース
の費用に含まれております。 当校では、演劇、クラシック音楽、現代音楽のイベントが催される場合には特別な

夜を企画します。

このコースでは、南イタリアの海で、チレントの素晴らしい雰囲気の中でイタリア
語を学ぶことができます。 11－16歳の学生は海の近くの魅惑的なレジデンスで語
学とバカンスを楽しむことができます。

コースに含まれるもの：
• イタリア語コース：２週間/４０グループレッスン 
• 宿泊：２週間／１３泊　（最低限必要な物はすべて宿泊先にそろっています）
• 遠足 
• スポーツ 
• 各種アクティビティー

このプログラムは年間の限られた期間に開催され、イタリア語コースと文化的アク
ティビティー、遠足などが含まれたプログラムとなっています。イタリアで最も重要
な祝日の期間に、地域に根づいている伝統をより良く知ることができます。 
当校では以下のプログラムを開催します：

• 復活祭プログラム
• 夏のプログラム
• お正月プログラム

ジュニアコース（11－16歳）

季節のプログラム

このプログラムは、7-16歳の子供のいる両親のためのコースとなり、イタリア語・イ
タリア文化の勉強をしながらイタリアでのバカンスを楽しめるコースです。このプ
ログラムには両親と子供のイタリア語レッスンとそれぞれの文化的アクティビティ
ーとレジャーが含まれます。

プログラムに含まれるもの：
• 両親のコース： 1週間／20グループレッスン
• 子供のコース： 1週間／20グループレッスン

アクティビティー：
• サレルノガイドツアー 
• 半日遠足 
• イタリア文化のセミナー
• 文化的アクティビティーとレジャーアクティビティー

ファミリーコース
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レクリエーション

街のガイドツアー

当校では典型的なレストランでの夕食会やアペリティーヴォを特別価格にて企画
しています。教師や学生たちと一緒にイタリア語を使い、郷土料理を味わい、雰囲
気を楽しみ、そしてくつろいでください。

サレルノの周りには価値ある歴史と風景画のような場所がたくさんあり、１年
中楽しい遠足が催されます。 毎週末特別価格にて遠足が企画されています。

海：活気に満ち、華やかな地中海のアマルフィ、ラヴェッロ、ポジターノ、ソレン
トは、訪れるのにも、散歩するにも、文化を知るにもマリンスポーツをするにも
理想的な場所です。  

歴史と考古学：イタリアで最も有名な考古学上の場所はパエストゥムとポンペ
イです。神殿や灰で埋められた貴重な文明ギリシア・ローマ文明がとても良い
状態で残されています。

アカデミア・イタリアーナでは、地元
の工房を訪れこの土地ならではの
生産物を試食できる特別視察を企
画しています。年間を通し、午後に
開催されます。２時間ほどのツアー
となります。

地元のワイン醸造所やオリーブオイル搾油所を訪問し、自家製のオリーブオイ
ル＆ワインをブルスケッタ、ソーセージ、チーズと共に試食します。

当校では定期的にサレルノの旧市街を散策するツアー（旧市街、美術館、モニュメ
ント、教会、市場）を企画しています。訪問前にサレルノの歴史やモニュメントにつ
いて説明するセミナーを前もって行います。

遠足と特別な視察

特別視察：

遠足

オリーブオイルとワイン工房視察：
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サレルノでの宿泊先は様々なタイプよりお選びいただけます：スタンダードまたはエグゼクティブシェアアパート、個人滞在型アパート、イタリ
ア人家庭でのホームステイ、ホテル。　全ての宿泊先は町の中心地にあり、当校より最大徒歩20-25分圏内にあります。 
すべての学生に希望する宿泊先をご紹介できます。当校の宿泊担当事務所はご紹介する宿泊先について学生の要望に沿っているか十分に確
認し審査しています。 宿泊先はコース開始前日の日曜日（12:00以降）よりコース終了翌日の土曜日（10:00）まで滞在可能となります。（延泊希望
の場合にはコース登録時にお申出ください。）  宿泊費に含まれるもの：宿泊先、食事（希望された場合）、シーツ、毛布、光熱費 

ご紹介する宿泊先：
• • エグゼクティブシェアアパート（プライベートバスルームつき）
• シェアアパート：バスルーム、キッチンつき（共有）  
• ホームステイ：朝食つき、または朝食＆夕食つき 
• ホテル 
• 個人滞在アパート（特別なご要望の場合に承ります）

宿泊先
見とれるほどレモンでいっぱいのアマルフィ海岸にある工房を訪問し、製造過程
の見学および試飲を楽しむことができます。

地元の工房を訪問し、製造過程の見学およびモッツァレラチーズの試食を堪
能できます。

レモンチェッロ工房視察：

モッツァレラチーズ工房視察：

送迎サービス

当校では、ナポリ中央駅、ナポリ空港から直接宿泊先への送迎サービスを承って
います。（２４時間利用可能）必要な方は、コースの申し込み時にお申し出くださ
い。また、コース開始１週間前までに以下の情報をお知らせください。（飛行機／
電車の到着日時と便名・列車番号）
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お申込方法

e-mail： info@accademia-italiana.it

または、以下の当校ウェブサイトよりお申込ください：  
www.accademia-italiana.it/ja/お問合せ/お申込書.html

お申込内金としてコース料金より１６０ユーロを当校宛にお支払いください。残
金はコース初日までにお支払いください。お支払先は以下の口座宛に銀行送金に
てお願いいたします：

送金先：Accademia Italiana 
口座番号： 11128 
銀行名： Banca di Salerno-Credito Cooperativo 
SWIFT/BIC: CCRTIT2T91A 
IBAN: IT92T0856115201000030011128 
銀行住所： via S. Baratta, 92 - Salerno 84124 - Italia

銀行手数料として１０ユーロをご負担いただきます。１６０ユーロに手数料を加
えた金額をお支払いください。

各種コースへお申込の際には添付のお申込用紙にご記入の上、コ
ース開始３０日前までに当校事務局へご送付ください。
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