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語学をきっちり学ばれたい方にお勧めの効果の高い教授メソッド
フレンドリーで楽しい雰囲気
熱心かつダイナミックな厳選された教師陣
親切、丁寧なスタッフ
1クラス最大14名までの少人数制（トリノ校は最大12名）
日本人の割合が少ない（５％～16％）
在学生の国籍はヨーロッパ、アメリカが多くを占める
イタリア語学検定試験«Firenze»実施校
イタリア語の幅広いコース選択と課外活動プログラム
語学と合わせて、アートやイタリア文化も学べる。
フィレンツェ、ミラノ、ローマ、トリノ各校舎の立地が良い。
適正な授業料で、長期になるとリーズナブル。
タンデムプログラムで現地イタリア人大学生との交流会開催。

フィレンツェ - ミラノ - ローマ - トリノ
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イタリア文部省認定校
ラツィオ州、ロンバルディア州、トスカーナ州認定プロフェッショナルトレーニングセンター
SQS-IQNET 認可 «ISO 9001:2008»

ISO 9001:2008

以下の団体創設メンバーです：

csn

•AIL – Accademia Italiana di Lingua
•ASILS – Official Association of Language Schools of Italian as a Foreign Language
•ELITE – European Federation of Associations for Teaching Mother Tongues to Foreign
Students
以下の団体に加盟しています：
• FIYTO – Federation of International Youth Travel Organisations
• ALTO – Association of Language Travel Organisations

15

アカデミック
• 教授方法
• レベル設定
• ディプロマと試験

16

滞在方法と送迎サービス
課外活動 ・ 入学初日の案内

18

【別冊】
• 日程＆料金表 • 入学申込書 • 入学規定

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Scuola Leonardo da Vinci®

• ファッション＆デザイン学校準備コース
④イタリア美術コース
• イタリア美術史コース
• デッサン、絵画、彫刻
• フレスコ画、モザイク画
• 写真、建築
• ジュエリーコース
• レザー皮革コース
• 靴制作コース
• 銅版画コース

フィレンツェ、ミラノ、ローマ、トリノなどのイタリアの都市を訪れてみたいとお考えですか？
当校は、質の高い様々な語学コースを一年中開講しております。
初心者の方から上級レベルの方まで、当校の40年以上の経験を活かしたプログラムにきっと満足していた
だけることでしょう。
コースはすべて、毎週月曜日にスタートし（初心者レベルは２週間毎にスタート）、お好きな期間だけ受
講していただけます。
コース開始前に簡単なレベルチェックを行いますので、各生徒様のレベルに合ったクラスに入って受講で
きます。

II. ビジネスと大学準備のイタリア語コース
• プロフェッショナルコース
• イタリア大学入学準備コース
• 医学部受験対策コース（IMAT）
• イタリア国立美術学院入学準備
• イタリア国立音楽院入学準備

② 音楽専門コース

ようこそ スクオーラ・レオナルド・ダ・ヴィンチへ！

D

Domus Academy

当校は次の制度の認定校です：
•スウェーデン CSN - The Swedish National Board of Student Aid
•ドイツ Bildungsurlaub

提携校：
•NABA – Nuova Accademia di Belle Arti e Design
•IL TRILLO - Scuola di Musica
•DA – Domus Academy
•Accademia Costume e Moda
•Flair Academy - Scuola per Barman

Recognized by the
Region of Lombardy

Recognized by the
Region of Tuscany
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フィレンツェ校：
校長： Mr. Gianni Mannu
Mr. Guido Ristori
創立： 1977年

住所： via Bufalini 3, 50122 Firenze
TEL： +39 - 055.261.181
FAX： +39 - 055.294.820
Eメール: florence@scuolaleonardo.com

ミラノ校：
校長： Mr. Wolfango Poggi
Mrs. Sanda Stevanovic
創立： 2004年
住所： Corso di Porta Vigentina 35,
20122 Milano
TEL： +39-02.8324.1002
FAX： +39-02.8942.5256
Eメール：milan@scuolaleonardo.com

フィレンツェ

ローマ

ローマ校：

トスカーナ州の中心に位置するフィレンツェは、ルネッサンス発祥の街で、中世時代にメディチ家の元で 芸術、
文化を発展させていきました。現在でもウフィツィ美術館、アカデミア美術館、ピッティ宮殿や 教会で、ボッティ
チェリやミケランジェロ、レオナルド・ダ・ヴィンチの作品を鑑賞できます。ほかにも 貴金属店が立ち並ぶヴェッキ
オ橋、大聖堂、シニョリーア広場や、中央市場、歴史あるカフェが軒を連ね ているレップブリカ広場などがありま
す。
大聖堂のクーポラからは、フィレンツェ市街が一望でき、美しい町並みと芸術を鑑賞するために一年中、 観光
客が訪れます。市内中心部は、車両侵入が規制されているため、ゆったりと散策でき、イタリアワイ
ンやトス
カーナ料理を堪能したり、ショッピングを楽しめます。

ローマには2600年以上にもおよぶヨーロッパ文化の歴史が街中に溢れています。市内には古代ローマ 帝
国時代の遺跡や、古典芸術がたくさん残っている一方で、近代的大都市としての発展も遂げていま す。古
い彫刻に囲まれた街を散策したり、夕暮れ時の歌に出てくるような景色を見たり、昼夜問わず 様々な楽し
み方ができます。

校長： Mr. Pier Alberto Merli

レオナルド・ダ・ヴィンチ校は、ローマ市内中心部の、貴族の館だった建物の中にあり、ナヴォーナ 広場やサ
ンタンジェロ城、ヴァチカンにも歩いて行けます。

住 所： Piazza dell ʻOrologio 7
(1st floor), 00186 Roma
TEL： +39-06.68892513
FAX： +39-06.68219084
Eメール： rome@scuolaleonardo.com

レオナルド・ダ・ヴィンチ校は、街の中心地にあり、歴史ある建物の教室の窓からは大聖堂を観ることが できま
す。観光名所へも徒歩で行けます。

ミラノ

トリノ

ミラノは、デザイン、ファッション、音楽、経済の中心であり、
世界中から人やアートが集まります。 中心にあるミラノ大聖
堂はイタリアで最も大きなゴシック様式の教会です。その周
辺には、高級店など が集まり、人々の目を魅了してやみま
せん。ヨーロッパで最も長いアーケード”ガッレリア・ヴィットリ
オ・エマヌエレ２世“が大聖堂のすぐ側にあり、「スカラ座」の
名で有名なオペラ座もあります。

美しい”ポルティコ”（屋根付きアーケード）が18kmも伸びる街トリノ。世界遺産の「サヴォイア王家の王宮
群」、近未来的な建築、古代の芸術コレクションと国際的なトリノ映画祭、展示の重要性は世界2位とされる
エジプト考古学博物館、有名なサッカーチームもあります。

少し先に行くと、煉瓦造りの城砦に囲まれたスフォルツェス
コ城があり、ミケランジェロの最後の未完成 作品「ロンダ
ニー二のピエタ像」が所蔵されています。

創立： 1984年

トリノ校：
校長： Mrs. Chiara Avidano
創立： 2008年

中心部には歴史あるカフェやレストランがあり、トリノがイタリアで最初の首都だった伝統が受け継がれてい
ます。現在でも経済や産業、トップレベルの大学での科学技術分野など、イタリアの主要都市のひとつで
す。また、2006年冬季オリンピックが開催されたことでウィンタースポーツ愛好家の理想の旅先になりまし
た。このようにバリエーション豊かな見所が沢山あり、誰もが必ず満足できる街です。
レオナルド・ダ・ヴィンチ トリノ校は便利なポルタヌォーヴァ駅からほど近い住宅街クロチェッタの1900年代
のエレガントな建物の中にあります。

住所：Via Lamarmora 31, 10128 Torino
TEL： +39-011.593872
FAX: +39-011.504153
Eメール： turin@scuolaleonardo.com

レオナルド・ダ・ヴィンチ ミラノ校は、ミラノ旧市街の中心にあ
るドゥオモ広場から歩いて10分の近代的ビルに所在します。
地下鉄の最寄駅はMM3-Crocettaで徒歩4分に位置します。
近くにはルイジ・ボッコーニ大学やミラノ国立大学などがあ
り、イタリア有数の大学が集まるエリアです。
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I.イタリア語学コース

コースはすべて、毎週月曜日にスタートし（初心者レベルは２週間毎にスタート）、
お好きな期間だけ受講して頂けます。
コース開始前に簡単なレベルチェックを行いますので、受講生の皆様それぞれに合った
レベルのクラスへ入って受講ができます。

インテンシブイタリア語コース（１週間～）
受講期間：
レッスン数：

1週間から48週間
１日4レッスン、
週20レッスン

レベル：

全6レベル

コース開始日： 毎週

時間割：
フィレンツェ、ミラノ、トリノ：
9:00 - 10:30, 休憩, 10:45 - 12:15
または
14:15 - 15:45, 休憩, 16:00 - 17:30
ローマ：
9:00 - 10:30, 休憩, 10:45 - 12:15
または
10:45 - 12:15, 休憩, 12:30 - 14:00
または
12:30 - 14:00, 休憩, 14:15 - 15:45
または
14:15 - 15:45, 休憩, 16:00 - 17:30

受講期間： 1週間から48週間
レッスン数： １日6レッスン、
週30レッスン
コース開始日： 毎週

受講期間： 1週間から48週間

コース開始日： 毎週

1週間から受講可能です！ 初心者から上級者レベルまで、一年中開講しています。 授業はコミュニ
ケーションと理解力に必要なイタリア語を当校オリジナルのテキストを用いながら、文法と会話を総合的
に学習していきます。
コースは5週間～、12週間～、24週間～（長期セメスターコース）、48週間～（サバティカルイヤーコース）と
期間に応じて長期割引特典もございます。
レッスンは月曜日から金曜日まで、毎日4レッスンずつ、週20レッスンございます。通常は午前9時か
らスタートしますが、午後のコース設定がある場合もございます。1クラス最大14人までの少人数グループ。
（トリノ校は最大12名）

長期セメスターコース（24週間～ 長期割引特典）
約6カ月（24週間）以上の場合のインテンシブイタリア語コースです。長期間の特徴を活かし、例え
ば、フィレンツェ校で数カ月受講後、ローマ校へ転校することも可能です。フィレンツェ、ローマ、シ
エナ、ミラノと４つの都市にあるレオナルド・ダ・ヴィンチ校ならではの特典です。各校とも、コースカ
リキュラムは同じですので、転校後のレッスンも問題なく、続けられます。さらに長期セメスター用の
長期特別料金が設定されています。

イタリア語以外にもイタリア文化、社会などについても勉強してみたいとお考えの方。このコース は、32週間
で、イタリア語とイタリア文化、美術、歴史のレッスンを受講します。イタリアの社会や 文化について、より深い
知識を学習できます。コースは、語学プログラムとアカデミックプログラムに 分かれています。
語学プロブラムは、480レッスンのインテンシブイタリア語コースの他、2レベルを選択したイタリア 語検定ディ
プロマ«FIRENZE»AIL試験対策レッスンが80レッスン。
アカデミックプログラムは、80レッスン行なわれ、イタリアの文化と歴史、美術史、ビジネス用語、 デザインと
建築史を学習します。さらにコース最後には、興味のあることについて最終論文を作成する ための指導レッ
スンが10レッスンあります。

ディプロマ‹‹AIL››対策コース
AIL(Accademia Italiana di Lingua)主催のイタリア語検定試験«FIRENZE»の受験対策コースです。
初級から上級レベルまで、レベル別にコースを設定しています。コースは試験日の1ヶ月にスタートします。1日
4レッスンのインテンシブイタリア語コースに加えて、毎日2レッスンの試験対策 で構成されています。ご希望
の場合、当校のレベルチェックテストをお送りします。このチェック結果で、どの程度の試験準備期間が必要に
なるか目安にしていただけます。イタリア語検定試験«FIRENZE»のディプロマレベルについては、16ページ
«アカデミック»をご参照ください。また、試験対策準備コースを個人レッスン受講されたい方はお問い合わせく
ださい。

②コース開始日： 2月、5月、8月
受講期間：

18週間
初心者レベル～

レベル：

コース開始日： 試験の1か月前
受講期間：

4週間

レッスン数：

1日6レッスン、
週30レッスン

レベル：

全6レベル

スーパーインテンシブイタリア語コース

詳しくはホームページをご覧ください！⇒

夜間イタリア語コース
ミラノ校 ローマ校
仕事等の関係で昼間のコースに通学できない方に向けたコースです。

コース開始日： 4週間毎

・週5日コース（ミラノ校）月～金曜日の18:30より毎日2レッスンずつ。最短受講期間4週間～

レベル： 初級・中級・上級

フィレンツェ校、ミラノ校、ローマ校

・週2日コース（ミラノ校、ローマ校）火曜と木曜の18:30より2レッスンずつ。最短受講期間8週間～

このスーパーインテンシブイタリア語コースは、通常のインテンシブイタリア語コースに、毎日２レッ
スンのグループレッスンをさらに追加したコースです。追加分のグループレッスンでは、会話のスキル
をさらに伸ばしていくことができます。初級、中級、上級の３レベルに分けられます。
小グループで行うコースもございます。

初級・中級・上級の3レベルで開講しています。
最小催行人数は４人です。クラス開講状況は気軽にお問い合わせください。

スーパーインテンシブ«プラス»イタリア語コース
インテンシブプラスコースは、インテンシブイタリア語コースに個人レッスン（教師と1対1）が追加
されたコースです。個人レッスンでは、ご自身のペースに合わせて補修や会話の強化などにご利用いた
だけます。インテンシブプラスコースは、以下の2種類があります：

個人レッスンコース
専門分野に限定したイタリア語を学びたい方や受講できる時間が限られた方にお勧めのコースです。教 師と
一対一のレッスンは、集中度も高く、学んだ内容をすぐに活かすことの出来る最良の方法です。た くさんの練
習の繰り返しが、短期間で最高の成果を生み出します。
それぞれのご希望に添った受講日程、興味のある分野のイタリア語のレッスンを取り込みつつ、授業を 進め
ていきます。

コース開始日： 毎週

イタリア語とイタリア文化コース«ITALY TODAY»

受講期間：

イタリア語を学びながらイタリアの文化や歴史などについても学習したいという方にお勧めのコースで
す。毎日のインテンシブイタリア語コースに加えて文化関連のレッスンで、イタリア文化、歴史、経
済、政治など、幅広く見ていきます。文化関連のレッスンは、2週間で合計10レッスン行なわれます。

専門用語：
既に、ある程度のイタリア語知識をお持ちの方は、専門分野別の語彙習得などもアレンジいたします。 銀行
業、保険業、貿易業、旅行業、医学、法律など。

中級以上推奨

32週間

イタリア語の勉強がしたくてもイタリアへの留学が実現出来ない方に向けて、ZOOMまたはスカイプでレッスンを
行います。日本からご受講頂けます。
個人レッスンまたはグループレッスンがございます。

• インテンシブ-プラス10コース：インテンシブイタリア語コースに週10レッスンの個人レッスン。

レベル：

受講期間：

オンラインコース

1対１レッスン / 2対１レッスン：
ご自身のペースで進められます。イタリア語レベルが同一であれば、同僚、ご友人、ご家族の方と一緒に受
講して頂け ます。ご希望がある場合、教師と共に昼食をするレッスンを含めることができます。昼食中も会話
を楽しみな がらレッスン致します。

2週間～

①コース開始日： 1月、5月、9月

サバティカルイヤーコース（48週間～ 長期割引特典）
48週間の受講期間のインテンシブイタリア語コースでゆっくり、イタリア語を基礎から学びたい方に
お勧めです。イタリア語の基礎から上級レベルまで習得できます。各都市のレオナルド・ダ・ヴィンチ
校において、同じカリキュラムで進むため、途中で別の都市へ移動して、受講を続けられます。それぞ
れの街並みや文化をみながら、より充実したイタリア留学が可能です。

• インテンシブ-プラス5コース：インテンシブイタリア語コースに週5レッスンの個人レッスン。
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アカデミックスクールイヤー - «GAP YEAR» «GAP SEMESTER»

個人学習によるイタリア語検定対策：
イタリア語検定試験«AIL»の試験対策を個人レッスンコースで準備をし、試験日以外の日程で受験をご 希望
の方は、学校までお問い合わせください。

コース開始日：
受講期間：

平日のいつからでも
可能
最低１週間

レッスン数：

1日3レッスンから
8レッスン

スケジュール：

月曜から金曜まで；
午前９時から午後６時
までの間；
週 末 、クリスマス、 年 末 年
始期間は、事前のお問い合
わせが必要で す。

クラス：
1対1
2対1
授業内容：

教師１人対生徒１人；
教師１人対生徒２人；
個別プログラム
専門別プログラム
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Giro d’Italia

イタリアツアー周遊語学コース

コース開始日：毎週 月曜日

２週間以上

レッスン数： 1日４レッスン、
週20レッスン
レベル：

全6レベル

各都市間の移動については各校舎でご
案内し、サポートさせて頂きます。
尚、移動のための費用はコース料金に
は含まれておりません。

週に20レッスンのイタリア語コース以外に、各都市の芸術や伝統料理、歴史や文化に触れられ、有意 義
な時間が過ごせます。
滞在先もご用意できますので1週間ごとに無理なく移動頂けます。
期間は1週間単位で決められますから、2週間、3週間と同じ街にいて、次の街では8週間滞在など自由 に
決められます。

フィレンツェ
古典とルネサンスが生まれた都市。トスカーナ、アルノ川に沿った歩いて周れる旧市街は歴史が今で
も息づいている。ミケランジェロ、レオナルドダヴィンチ、ダンテ、ボッカッチョといった偉大な芸
術家たちを生んだこの街でアートに触れてみませんか。

ミラノ
古いものと新しい技術が共存する街。最先端のファッション、お洒落なレストラン、イタリア経済の 中心を
担う大銀行、ゴシック建築ドゥオモ、ダヴィンチの最後の晩餐、ブレラ美術館など訪れる人を 飽きさせない
国際的都市。

大人の為の留学コース
～1週間／2週間プログラム～

フィレンツェ・ローマ・ミラノ・トリノの4つの都市から選んで、 1週間ごと
に旅しながらイタリア語コースを受講します。

初心者は２週間毎
受講期間：

DOLCE VITA

リラックスした雰囲気の中でイタリア語を学ぶと共に、イタリア文化を堪能して頂く課外学習で構成されて
いま
す。イタリアの美しい４都市フィレンツェ、ミラノ、ローマ、トリノの中から、ご希望の都市をお選び 下さい。 滞在先
もリクエストに応じて、プライベートアパートやホームステイなどご用意致します。

秋・春に数回設定

詳細は別冊紙を
ご覧ください。
【プログラム 例】
午前中：イタリア語コースにてご自身のレベルに合ったクラスで語学のスキルアップを図ります。

受講期間：

1/ 2週間

レッスン数：

1日4レッスンの
インテンシブと
午後の観光コー
スが含まれます。

レベル：

全レベル対象

<<フィレンツェ校 - 1週間>>
市内オリエンテーションツアー。 キャンティ地方へワイナリー訪問の半日遠足。 ワイナリーでは、 試飲やト
スカーナのMERENDA（おやつ）付き。 ガイド付き美術館や史料館訪問。 職人工房見学
（陶芸、エッチング（銅版画）、フィレンツェ伝統マーブル紙、靴）。 トスカーナ伝統的トラットリア ディナー。
<<フィレンツェ校 - 2週間 （1週間プログラムに加えて）>>
週末にトスカーナ観光（トリノまたはピサまたはルッカ）。フィエーゾレと古代ローマ劇場跡見学、
ルネッサンス時代の屋敷と庭園見学。 ファッション工房ツアー,アウトレットでのショッピング。
トスカーナ料理のレッスン。美術館訪問。アペリチェーナ（夕食も兼ねられるほど豊富なアペリティー ボ）

詳細はお問い合わせください。

ローマ
世界で最も美しく比類のない街。2600年以上西洋文化と歴史の中心として栄え、３００万の人口と、 古代遺
跡、噴水、ブランドショッピングなど、映画『ドルチェヴィータ』の舞台となった優雅なライ フスタイルが描か
れる都市。

開始日

<<ミラノ校 - 1週間>>
市内オリエンテーションツアー。 スカラ座美術館とブレラ地区ガイド付きツアー。イタリア人講師と伝 統的ディ
ナー。 クラシックコンサートまたはオペラ鑑賞。 ジュゼッペ・ヴェルディの音楽憩いの家訪問。

トリノ
かつてイタリアの最初の首都であったトリノは、その歴史、美術、チョコレートやワインなどピエモンテの美
食、未来的な建築や、個性的な博物館（映画博物館やエジプト考古学博物官）、ウィンタースポーツなど、
様々なバリエーションの魅力がある街。尽きない魅力を堪能してください。

～イタリア周遊留学体験談～
滞在都市：フィレンツェ（2週間）,ローマ（2週間）
「イタリアの芸術や街並みが大好きで、一度生活してみたいと留学を決意しまし たが、
ローマか、フィレンツェか・・・どうしても決められず。
レオナルドダヴィンチはどちらの都市にもあると知り、2週間ずつ滞在すること にしまし
た。都市を変えても学校は同じなので、入学手続きも一度で済み、校舎 を移ったときも
授業にすんなり入りました。レベルも合っており気持ちも楽でし た。ローマとフィレンツェ
は全く異なる魅力があり、色々なイタリアの側面を体 験した1カ月でした。」（50代・女
性）

滞在都市：トリノ（3か月）,ミラノ（8か月）
「デザインを勉強したくミラノ校へ長期留学を考えていましたが、まだ僕はイタ リア語の
能力にまったく自信が無かったので、最初の3カ月は比較的規模の小さ い、トリノ校の
クラスに通いました。
初めての海外生活だったのですが、慣れるためにこのプランはとても良かったです。ト
リノはクラスの人数も日本人の数も、僕の時は少なかったのでイタリア語を集中して勉
強でき、その後ミラノに自信を持って移ることができました」
（20代・男性）
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<<ミラノ校 - 2週間 （1週間プログラムに加えて）>>
コモまたはヴェローナへ週末観光。レオナルド・ダ・ヴィンチの｢最後の晩餐」とサンタ・マリア・デッ レ・グラツィエ
教会またはレオナルド・ダ・ヴィンチ国立科学技術博物館見学。 ミラノの音楽学校でレク チャー。講師とミラノの
アペリティーボ。

<<ローマ校 - 1週間>>
ローマ旧市街ガイドツアー（コロッセオ、パラティーノの丘、フォロ・ロマーノなど）。ワイナリーへ小 旅行。
ワインテイスティングとディナー。 ガイド付きヴァチカン美術館訪問。ローマの市場（ポルタポルテー ゼ・カン
ポディフィオーリ）。ユダヤ人街から夕陽を望む。

<<ローマ校 - 2週間（1週間プログラムに加えて）>>
プロのソムリエによるワインテイスティング。 ガイド付きショッピング（コンドッティ通りからスペイン 広場まで）。 美
術館や修復工房訪問。スローフードと伝統料理オステリアでのディナー。

<<トリノ校 - 1週間>>
トリノ市街ガイド付きツアー。映画博物館訪問。ソムリエとワインテイスティング/チョコレートテイスティング/チョコ
レート工房見学。エジプト博物館訪問。
ピエモンテ伝統料理の夕食（バーニャ・カウダ）
<<トリノ校- 2週間（1週間プログラムに加えて）>>
ヴェナリア宮殿/アルバ（トリュフフェア）/アスティ（祭りやパリオ）。王宮やマダーマ宮、博物館を訪問しながら、リ
ソルジメント史についてレッスン。料理コース。トリノ魅惑ツアー。自動車博物館。歴史的カフェとアペリチェーナ
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II.ビジネスと大学準備のイタリア語コース

III. イタリア語＋アートスペシャルコース

当校では、ビジネス、大学準備、その他の専門分野のイタリア語習得コースを設定しています。

①イタリア料理コース

プロフェッショナルイタリア語コース
このコースは、午前中のイタリア語グループレッスン（4レッスン）と午後の個人レッスン（2レッスン）で構成されています。個人レッスンでは
ご希望される専門分野のイタリア語を、その分野の専門の講師を招いて教授して頂きます。例えば、イタリア建築、イタリア観光、イタリア映画な
ど、各分野で活躍される為に、またステップアップをお考えの方にお勧めです。
例として、下記のような専門分野から選択していただけます：
• イタリア商業用語

• ホテル業イタリア語

• 医療用語

• イタリア映画

• ビジネスイタリア語

• ワイン、食料品イタリア語

• ファッション用語

• オペラ用語

• 銀行業イタリア語

• 旅行業イタリア語

• 建築用語

• 舞台用語と歴史

• 法律関係イタリア語

• 客室乗務員イタリア語

• イタリア文学

イタリア大学入学準備コース
ミラノ校、ローマ校、フィレンツェ校
レオナルド･ダ・ヴィンチ校では、イタリアの大学へ入学を希望される方に向けた、入学準備コースをご用意しています。
毎年9～10月の入学試験が始まる時期に合わせて、4週間、イタリアの大学へ入学するための入試の過去問、専門用語の習得、専門知識の習得に
ついて重点的にレッスンが行われます。なお語学についてはイタリアの大学へ入学する為には、B2レベルのイタリア語が必要です。初心者の方
はまずは当校のイタリア語コースを受講いただくことをお勧めいたします。
対策ができる学部の一例 ︓
医学・歯科学部、建築、工学及びその他の理系学部、経済、商学、法学、心理学、生物学、数学・統計学、人文科学 (言語学, 文学, 歴史, 哲 学)、イ
タリア文学、歴史 (中世史, 近代史, 現代史)、美術史 (古代ギリシャ～20世紀)
当校からは40年の間、入学試験をパスした生徒を200人以上送り出しております。
イタリアの大学受験手続については、日本 国籍 の方は、指定機関（イタリア文化会館）を通して出願下さい。
入学試験の日程が文部教育省によって決定されるため、変更の可能性があります。
その変更に伴い、当校のコース日程も変更される事があります。

医学部受験対策コース（IMAT-International Medical Admission Test 国際医学部入試対策コース）
ミラノ校 ローマ校
バーリ大学、ミラノ大学、パヴィア大学、ローマ・サピエンツァ大学、ローマ・トル・ヴェルガータ大学、ナポリ第二大学では、英語による医
学と外科の課程を設置しています。これらの課程を履修するには、IMAT（International Medical Admissions Test）に合格しなくてはなりま
せん。レオナルド・ダ・ヴィンチ校では、このIMATテスト対策専用のコースを設けました。
このコースは3週間で、論理的思考とテキスト読解力、医学課程で必要な専門知識など、テストを構成する様々な対策をお手伝いします。

イタリア国立美術学院入学準備（アカデミア・ディ・ベッレ・アルティ入学準備）
Accademia di belle arti (イタリア国立美術学院)への入学を希望される方に向けたコースです。
高いレベルの教育を行う美術学院からは、世界的に活躍する芸術家も数多く輩出されています。
ご希望の専攻に合わせて教授を招き、専門用語や専門的な知識を身につけることができます。入試を構成する様々な対策をお手伝いします。
尚、イタリア 語学 力について大学 入学 に必要とする レベル はＢ1とされています 。初心者の方はまずはイタリア語コースの受講をお勧めいたし
ます。詳しくはお問い合わせください。

イタリアの家庭料理を学ぶ
イタリアの郷土料理をマンマに家庭で習ったり、アットホームな料理教室でのグループやプライベートレッスンなどお選び頂けます。
語学レベルは初級でも可能。

【 ミラノ 】
ミラノのご家庭キッチンでマンマが教えてくれるプライベートレッスン
またはイタリア料理雑誌で有名、かつイタリアのマダムにも人気の料理学校。パスタ、ドルチェなどのテーマ別コース満載です。

【 フィレンツェ 】
ヴェッキオ橋のそばにあり、当校からも歩いてすぐの教室です。手打ちパスタコース、市場で買い物をして、料理をする１日コース、
イタリアディナーコースなどございます。

【 ローマ

】

イタリア人講師がご自宅ほかでイタリア料理を教えてくれます。
語学の先生でもある為、初心者の方にも安心で分かりやすいマンツーマンレッスンです。

トリノのグルメコース ピエモンテ料理・ワイン＆イタリア語コース
トリノはピエモンテ州の州都であり、歴史だけでなく、伝統的なエノガストロノミアや、食材の豊かさにおいても重要な場所です。
このコースは3名以上の小グループで構成され、毎週月曜日スタート。
イタリア語４レッスンが午前中に開催され、午後にピエモンテ郷土料理を楽しんで頂けます。
もし参加者数が少ない場合は午後のアクティビティの数を減らして行います。
10月～3月まで 毎週開催可能。

バリスタコース （ミラノ校）
ミラノでも多くのバリスタを排出することで有名なFlair Academyにて、バリスタになる為のコースが受講できます。
将来的にカフェを経営されたい方やバリスタとしての技術を磨きたい方にお勧めです。
あらゆる種類のカフェメニューなど幅広く身に付けられます。まずバリスタコースを受講するために必要な語学力を付けて頂くため語学コースを受講
いただき、その後、カフェの世界における知識や技術を学んでいきます。
プロフェッショナルな設備の整った教室で、グループによる実践形式で行われます。
中級レベル以上のイタリア語推奨。事前の語学コースは語学レベルに合わせて、4〜24週間まで幅広く選んで頂けます。
・カフェテリアコース（40時間）： 基礎。
コーヒーやドリンクの知識や、バリスタの技術を基礎からしっかり学べます。コース終了後には、ロンバルディア州やSCAE（ヨー
ロッパスペシャルティコーヒー協会）から認定されたこの学校より修了証が発行されます。
・ラテアートコース（21時間） ： 応用。
カフェテリアコースの内容からさらにステップアップした知識や技術が学べます。
ラテアートなどアーティスティックな技術やクリエイティブなメニューの準備などを身に付ける事が出来ます。
原料の選び方から機械・設備との関連性などを深く学びます。
基礎から応用まで学びたい方は、カフェテリアコースとラテアートコースを組み合わせることをお勧めいたします。

イタリア国立音楽学院入学準備（コンセルヴァトーリオ入学準備）
イタリアには有名なConservatorio-コンセルヴァトーリオ-国立音楽院が各地に存在し、世界中から音楽家を目指す方が留学しています。ミラ
ノ・ヴェルディ音楽院、ローマ・サンタチェチーリア音楽院、ボローニャ・マルティーニ音楽院など非常に有名でレベルの高い教育を行ってい
る音楽院が多数あります。
ご希望に合わせて教授を招き、入学に向けて専門用語や専門知識、実技を準備することができます。入試を構成する様々な対策をお手伝いしま
す。なお イタリア 語学について 音楽学院 入学には、B1レベルのイタリア語が必要です。初心者の方はまずはイタリア語コースの受講をお勧めい たしま
す。詳しくはお問い合わせください。
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②イタリア音楽コース

③ファッション、デザインコース

音楽専門コース
フィレンツェ校、ミラノ校、ローマ校

ミラノファッションウィークプログラム

レオナルド・ダ・ヴィンチでは、イタリア語コースと共に声楽や楽器のレッスンを音楽専門学校にて受講できます。 音楽家の方、または趣味の楽
器を上達されたい方に向けたコースです。
【フィレンツエ、ローマ】 フィレンツェは『イル・トリッロ音楽学校』、ローマは『Cantare l'Opera』と提携し、
経験豊富な講師との個人レッスン（夏季休暇あり）。
《楽器コース》
ピアノ、ヴァイオリン、ヴィオラ、チエ口、コントラバス、フルート、ピッコ口、オーボエ、トランペット、
ト口ンボーン、サックス、ホルン、ギター、ドラム、ベース。
ピアノとドラム以外の楽器は、各自で持参。
・５回のプライベートレッスン
・伴奏付きの楽器のコースは５回のプライベートレッスンと２回のピアノ伴奏付きのレッスン
・楽器演奏レベルは下記の通り
初級レベル:
2年未満の学習経験がある方;
中級レベル:
2年から5年の学習経験がある方;
上級レベル:
5年以上の学習経験がある方
《声楽と発声コース》
声楽を専門にされる方向け。イタリア語発声法も重視。
・５回の声楽プライベートレッスン
・伴奏付き 声楽と発声法コースは５回の声楽プライベートレッスンとピアノの伴奏付き２レッスン
・両コースはイタリア語の発声法を改善する目的においてもプログラム構成されています。
・声楽レベルは下記の通り
初級レベル = 2年未満の学習経験がある方;
中級レベル = 2年から5年の学習経験がある方;
上級レベル = 5年以上の学習経験がある方
《オペラリブレット用語コース》
・2週間に60レッスン（1レッスン45分）。インテンシブイタリア語学コースが４レッスンとオペラリブレット
専門用語のレッスンが毎日２レッスンで構成されています。
・オペラリブレット用語コースは、イタリア語のレベルが中級３以上であることが必要です。
・2週間～延長可能

ミラノ校

“Made in Italy”が好きな方へ、イタリアファッションの世界を知っていただく絶好の機会を作りました。
このコースは、ファッションにおいて初級者の方から経験者、プロの方まで楽しんでいただけます。
コースは、ミラノコレクションを始め、さまざまなイベントが行われるファッションウィークに合わせて年３回開催されます。
プログラムにはファッション、デザインの専門家や大学講師と一緒にショールーム、ファッションショー、展覧会など、期間中に催
される様々なイベントを見学する校外学習が多く組み込まれています。
英語での受講をリクエストすることが可能です。

プロフェッショナルファッションコース

ローマ校

Accademia di Moda e Costume は、国際的にも有名な、舞台衣装やメイクアップ、
さらにバッグ、シューズ、衣服のデザインを専門とするファッションアカデミーです。
こちらの提携コースでは、２つのレベルのコースをご用意しております。
・インテンシブファッションコース ２週間
イタリアでファッションについて専門的に学んでみたい方にお勧めのコースです。
午前中はイタリア語レッスン、午後はファッションアカデミーの優秀な講師のもとでファッションについての知識を深めることができます。
お選びいただける専攻分野例 ︓ファッションデザイン入門－ ファッションポートフォリオ－ ファッションデッサン
バッグのデザイン－ 靴のデザイン－ 舞台衣装製作－ ファッションマーケティングなど
・専門ファッションコース １０週間
ファッションについて、更に専門的に学びたい経験者の方の為のコースです。
毎週10時間(金曜4時間、土曜6時間、合計90時間)ファッションアカデミーで授業を受けます。講義形式もありますが多くは実技の授業です。
平日はイタリア語レッスンを並行して受講します。
お選びいただける専攻分野例 ︓バッグ、靴のデザイン、ファッションスタイリング、マーケティング、企画・販売・メイクなど

ファッション＆デザイン学校準備コース
フィレンツェ校、ミラノ校

【ミラノ】 ミラノの有名音楽専門学校の講師との個人レッスン （夏季休暇あり）。
《楽器コース》
ピアノ、ヴァイオリン、ヴィオラ、チエ口、コントラバス、フルート、ピッコ口、オーボエ、トランペット、
ト口ンボーン、サックス、ホルン、ギター、ドラム、ベース、オルガン、ハープ、クラリネット、エレキギター、エレキベース。
・５回以上のプライベートレッスン
・1レッスン60分
《声楽、指揮、作曲コース》
・５回以上のプライベートレッスン
・1レッスン60分
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NABA, Domus Academy, Istituto Marangoni, Polimoda,
Scuola Politecnico di Design, Fashion School CarloSecoli,
UptoDa-te Fashion Academy, Istituto Europeo di Design,等
ファッション、デザインの専門学校へ進学予定の方に向けたコースです。
イタリア語初心者の方から上級者まで、レベルに見合ったコースを選択できます。
レッスン期間中、質の高い、経験のある講師からレッスンが受けられます。
このコースの目的は、通学される専門学校をスムーズに開始できるよう準備することや、入学試験の準備を目的としています。
コース期間中、イタリア語の知識を増やすほか、ファッション、デザイン分野の専門用語を学びます。
プログラムには、アート、デザイン、ファッションの歴史の紹介も含まれています。
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④イタリア美術コース

ジュエリーコース

フィレンツェ校

イタリア語コースと組合わせてできるジュエリー、石留め、浮き彫り、宝石学コース。
レオナルド・ダ・ヴィンチ校では、イタリア語コースに加え、イタリア文化についても、楽しく他の受講生と
一緒に学んで頂けるカルチャーコースを設定しています。

イタリア美術史
イタリア美術に圧倒されることはありませんか。このコースは、イタリア美術の歴史とその社会背景という点から、イタリア美術史を見ていきま
す。授業では、スライドや美術館の見学を通して、イタリア美術の発展、ヨーロッパ他国との関係、最も重要な美術スタイル（ロマネスク、ゴシッ
ク、ルネッサンス、バロック）を見ていきます。ボッティチェリ、レオナルド、ラファエッロ、ミケランジェロ等の作品についての知識を深められ
ることでしょう。

デッサンと絵画コース
デッサンクラスでは、チャコール、ペンシルといった色々な素材を使って行われます。絵画クラスでは、テンペラ画、水彩画、油絵の使用も含まれ
ています。この様な様々な素材を使い、静物画や人体デッサンを学習します。また、エッグテンペラ、金箔貼り、油絵といった古典技法や
新しい
素材スポンジ、へら、ローラーといったテクニックを取入れた現代の絵画テクニックなどを学べるコースです。

＜フィレンツェ校＞では、更に下記の芸術コースを取り揃えております。イタリア語学コースと合わせて受講することで、イタリア芸術の世界をよ
り一層を満喫できることでしょう。

彫刻
このコースでは、受講生は、粘土造形、大理石彫刻、木彫りを含む様々な技術、材料から選ぶことが出来ます。受講生のレベルと選択したコース内容
を考慮した上で、さらに、学習する技術や材料を選んでいきます。コース始めに、幅広いテクニックに関連した彫刻のためのデッサンについての説明
があります。

フレスコ画

有名ジュエリー学校 PERSEO（ぺルセオ）のハイクオリティーなコースを受講出来ます。
金細工の手法も学べます。まず始めに、工具や宝石、金属などの素材の知識を学習していただき、次に、金版やワイヤーの扱い方を習い、
柔らかい素材とエンボス技術を使用して作ったパーツを用いながら、現代風のジュエリーを作成します。 第３
段階として、透かし彫りやフィレンツェスタイルの伝統的な洋彫りの技術を学びます。
デザインやワックスのレッスンも含まれています。
受講期間は３か月以上ですが、１週間～の短期で受講されたい方はお問い合わせ下さい。尚、夏季休暇がございます。

レザー皮革コース フィレンツェ校
①フィレンツェのサンタクローチェ教会の中に工房を持つ歴史的にも有名な皮革学校
『SCUOLA DEL CUOIO』で学ぶ。
革職人のマエストロ指導の下で、機械縫いの革製品作りを学びます。
フィレンツェの職人の技術を体験し、オリジナルの小物やバッグを作ってみたい方から、
プロフェッショナルを目指される方まで、目的に応じて、短期～長期までコースがございます。
短期の場合、レッスンの日程は、受講者のご都合に合わせて自由に組んで頂けます。
《半日コース ︓3時間》革素材の扱い方についてのレッスン、更にブックカバー等を製作します。
《 1日コース ︓ 6時間》 革素材の扱い方についてのレッスン、更にショルダーバック等を製作します。
《 5日間コース》 革素材の扱い方についてのレッスンに加え、金装飾のアシスト他。断技術や制作技術を革職人マエストロより学
びながら、メガネケース、書類ケース、ショルダーバックなどの革製品を製作します。
長期コースは開始日程が決まっておりますので、お問い合わせください。
《3ヶ月コース》 ︓レザークラフトの基礎を全て学ぶことができます。複数の作品を造り上げます。
《6ヶ月コース》 ︓プロフェショナルを目指す方向け。コース終了時に試験（コンテスト）がございます。

②フィレンツェ市内の職人工房で学ぶ。（手縫い）
機械を使用せず、伝統的な手縫い技術をフィレンツェの職人から伝授します。個性溢れる自分だけの鞄を作ります。
生徒は1回にひとりしか取らない為、1対1で納得がいくまで、学ぶ事ができます。
基本1か月間～ご参加可能です。

このコースは、中世、ルネッサンス時代の巨匠達が用いてた壁画、フレスコ画の技術について勉強します。また、新しいテクニックを使いながら、それぞれ
のアイディアをスケッチに表現していき、習得した知識を使い、実際に描いていきます。

モザイク画

靴職人コース フィレンツェ校

このコースでは、さまざまな材料を用いてモザイク造りの基本的なテクニックを学びます。 初心者の方には、セラミックタイルを使って、お好きな
モデルを模作して頂きます。一方、中級者の方は大理石の顔料を使用してご自身のオリジナル作品を作ります。 このコースを通して伝統的モザイク
の基本的テクニックが身につき、ご自身で古典的なモザイク作品を作ることが出来るようになります。

イタリアを代表する最高級紳士靴の工房

写真
このコースの目的は、カメラの機能と撮影法を理解し、「フォトグラフィー」の世界に入り込むことです。経験豊富な講師が、写真術の理論の説明
とともに、実践的でかつ技術的な指導をします。また、写真文化の歴史の学習や様々な写真の分析を通して、多様な価値観を理解し、我々の目に見
えるものには無限の想像が働いていることを学びます。
インテリアデコレーション、ペイントエフェクトなど詳細はお問い合わせください。

建築
ミラノ校、フィレンツェ校、ローマ校にて開催。

『Stefano Bemer-ステファノベーメル』の職人養成学校で学ぶ
伝説的職人Stefano Bemerの工房でオーダーメイドの靴制作技術を学ぶコース。 事
前にイタリア語コースをレベルや希望に応じて２か月～6か月間受講し、
その後、靴制作コースへ通います。
靴制作コースの期間は約６ヶ月で、道具や素材の扱い方などの基礎から、
ご自身でオーダーメイドの靴を制作できるようになります。
コースはおおきく初級レベル・職人レベルと３カ月ずつに内容が分かれており、 合計
６ヶ月のコースを修了され最終試験に受けると、さらに高度な技術を学ぶ、 マエスト
ロレベルのコースに進むこともでき、その後優秀な生徒には将来的に ステファノベ
メールの靴職人チームに入るチャンスがあります。
コースは開始日程が決まっており、少人数制を徹底し、定員がありますので ま
ずはお早めにお問い合わせ下さい 。

銅版画(Acquaforte)コース フィレンツェ校
このコースでは工房にて、マエストロ指導の下で、銅版画技法について学びます。 銅版画とは金属板を硝酸などで腐食させ、凹 版印刷す
る技術です。銅板または亜鉛版に、ロウなどの防蝕剤を塗ります。その上から先端の尖ったもので線を描いていき
ます。こうすることにより、防蝕剤が削られたところだけ、金属板の表面が露出します。
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アカデミック
教授方法

ディプロマ、イタリア語検定試験

当校では”Foreign Language Concept of the Council of Europe” および“Accademia Italiana di Lingua (AIL)ガイドライン”に沿った最新の教
授方法にてカリキュラムを作成しています。それは『ダイレクトメソッド』、つまりレッスンの初日から最終日まで、全レベルで、イタリア語の
みを使用するという方法です。レッスンでは、生きた言葉、現代イタリア語の話し言葉を徹底的に学んでいただきます。常に、イタリア語を話す
ことに努めることで、自然なイタリア語を学べるだけでなく、理論と実践がうまく組み合わさり、イタリア語の習得も早くなり、自信に繋がるこ
とでしょう。上級クラスでは、書き言葉も同様に重視したカリキュラムとなっています。当校の講師陣は、大学を卒業し、外国人のためのイタリ
ア語教育の為に特別なトレーニングを受けた、経験と熱意にあふれる人材ばかりです。

教師は、常に生徒一人一人の学習の進み具合をチェックし、問題や疑問があれば、いつでもご相談に応じております。コース終了日または各レ
ベル終了日に、筆記テストが行われ、進級の判定をします。

使用する教材は、当校で独自に作成したもので、イタリア語を学ぶために最も重要な要素が全て含まれています。当校では、教材作成の専門グル
ープが、常に教材の改訂、最適化に努めており、いつも最新の教材を提供出来るよう心掛けています。レオナルド・ダ・ヴィンチ校では、文法と
語彙だけを覚えるのがイタリア語習得ではないと考えています。生徒各自が、イタリア文化やイタリア社会についても発見していくことを期待し
ています。その手助けをすべく、当校では、語学コースに加え、様々な課外活動を企画しています。

レベル
レッスン初日は、筆記と口頭のイタリア語レベルチェックテストがあります。イタリア語を初めて習われる方は、そのまま初心者クラスに入って
いただきます。テキストは学校から支給されますが、辞書はご持参ください。

レオナルド・ダ・ヴィンチ校では、以下のディプロマ取得、およびイタリア語検定試験を受けて、語学コース受講を終了することができます。
«レオナルド・ダ・ヴィンチ校»各証明書
当校のこれまでの功績により、レオナルド・ダ・ヴィンチ校の発行する証明書とディプロマが、世界のたくさんの教育機関や企業で公的に認定さ
れています。
• Certificato di Frequenza （出席証明書）：コース終了時に発行いたします。
• Certificato di Conoscenza: レベル3を終了された方に発行いたします。
• Diploma di Lingua Italiana: レベル5を終了された方に発行いたします。

Accademia Italiana di Lingua (AIL)主催イタリア語検定試験«Firenze»
Accademia Italiana di Lingua (AIL)は、外国語としてのイタリア語教育に携わる教育機関、学校、専門家の協会です。 AILメンバーの学校は、 高レベルの
イタリア語教育を行うことを保証されています。 AILは、現代イタリア語の能力を試す初のディプロマを作成しました。レオナルド・
ダ・ヴィンチ校は、この検定試験の試験会場にもなっています。

AILは、以下の«Firenze»ディプロマ検定試験を行っています：

イタリア語を習得するまでの時間は、個人によって差があります。従って、各レベル終了時にテストを行い、各生徒のイタリア語の習得度をチェ
ックしていきます。

• DELI-A2

- イタリア語検定試験«Firenze»AIL初級ディプロマ
(A2 • N3)*；当校レベル１終了からレベル２程度（年４回）

当校では、ヨーロッパ言語ポートフォリオ (ELP/CEF: Common European Framework of Reference for Languages) に基づいて、レベルを6レ
ベル設定しています。

• DILI-B1

- イタリア語検定試験«Firenze»AIL中級（B1）ディプロマ (B1 •
N6)*；当校レベル３終了程度（年４回）

• DILC-B1

- イタリア語検定試験«Firenze»AIL中級ビジネスディプロマ
(B1 • N6)*；当校レベル３終了程度（年４回）

• DILI-B2

- イタリア語検定試験«Firenze»AIL中級(B2)ディプロマ
(B2 • N8)*；当校レベル4終了程度（年４回）

• DALI-C1

- イタリア語検定試験«Firenze»AIL上級ディプロマ
(C1 • N9)*；当校レベル5終了からレベル６程度（年４回）

• DALC-C1

- イタリア語検定試験«Firenze»AIL上級ビジネスディプロマ (C1 •
N9)*；当校レベル5終了からレベル６程度（年４回）

• DALI-C2

- イタリア語検定試験«Firenze»AIL上級ディプロマ
(C2 • N10)*；当校レベル６終了程度（年４回）

*) レベルは、ヨーロッパ言語ポートフォリオ(ELP/CEF: Common European Framework of Reference for Languages) および Sheneider/ Northに基づきま
す。（レベル表をご参照ください。）

その他のイタリア語学検定試験
レオナルド・ダ・ヴィンチ校では、個別的なご要望に応じて、以下のイタリア語検定試験のための準備コースも設定しています；
•
•
•
•

CELI - ペルージャ
CILS - シエナ
→ 料金表をご覧下さい。
Certificato in Italiano come L2 - ローマ
PLIDA

詳細は、お問い合わせください。
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課外活動

滞在方法
滞在先の手配が必要な方には、手数料無料にて滞在先をご紹介しております。
滞在先は、当校スタッフが定期的にチェックし、快適に過ごして頂けるよう、配慮しております。下のリストの中からご希望の滞在形式
をお選び頂けます：

ご留学中でも、スポーツやレジャーを楽しみたい方には、フィットネス、ヨガ、水泳、テニス、スカッシュ、ゴルフ、乗馬など、気
軽にできる施設をご案内いたします。フリータイムを有効にお過ごしできるよう、お手伝いいたします。イタリアの各市町村でも、
様々な催し物が開催されるので、それらに行かれるのも、楽しいでしょう。

•
•
•
•
•

また、当校は生徒の皆様が参加できる放課後のアクティビティーが充実しており、
各都市ならではの活動を毎週企画しております ︓

ホームステイ：朝食付き、1人部屋または2人部屋；
ホームステイ：朝食と夕食の2食付き、1人部屋または2人部屋；
シェアアパート：キッチンとバスルームは、他の学生またはオーナーと共同で使用、1人部屋または2人部屋；
プライベートアパート：全て独立した個人専用のアパート。お二人以上で滞在の場合はリーズナブル。
ホテル：学校に近い場所でご案内します。料金はご希望に応じてさまざまでございます。

ホームステイ
多くのホストファミリーは、当校の生徒を長年にわたって受け入れており、ホストファミリーとしての 経験は豊
富です。イタリアの家族と生活を共にすることで、イタリア文化を身近に感じられます。ホス トファミリーといっ
ても、お一人暮らしの家庭やご夫婦だけの家庭もあります。ただし、これらの家庭が「 ホスピタリティー」に欠
けていることは決してありません。ホームステイ中の食事は、朝食のみ、または朝食と夕食の２食付きから選
んで頂けます。家庭ごとに多少のルールはありますが、基本的には、ご自分の家の様に自由に過ごして頂け
ます。

•
•
•
•
•
•

教師や学校の生徒と交流を図る夕食会
ガイド付き美術見学
学校で映画鑑賞
半日または1日遠足
アペリティーボ
ワインセラー見学

1日遠足は、通常、土曜日に企画されます。最少参加人数に達しない場合は中止になります。
無料でご参加いただけるものもございますが、見学先によっては、参加お申込みの際に、参加費用をお支払いいただきます。
当校では、毎月、独自のイベント企画カレンダーを掲示します。コンサートや展示会、映画情報などが掲載されています。課外活動
を通して、イタリア語受講だけでなく、イタリア滞在がより思い出深くなることでしょう。

シェアアパート
ほかの留学生やイタリア人学生、もしくはアパートのオーナーとアパートをシェアして生活します。
各部屋には、基本的な家具が備えられています（ベッド、タンス、机、椅子）。キッチンとバスルーム もアパー
トの同居人と共同で使用します。キッチンは、調理器具、食器類も備えられており、いつでも 自由に使用でき
ます。清掃は各自で行います。

プライベートアパート
プライベートアパートは、シェアアパートより快適に生活していただけますが料金は割高になります。プライ
ベートアパートでは、お一人から数人での滞在が可能です。ご希望の方は、お早めにご予約希望とご予算を
お知らせください。滞在される都市や季節により料金が異なります。

送迎サービス
レオナルド・ダ・ヴィンチ校では、フィレンツェ、ローマ、ピサ、ミラノ、トリノの各主要空港からと、
フィレンツェ、ローマ、ミラノ、トリノの各鉄道駅から滞在先までお送りする送迎サービスを提供しております。

★★★イタリア人との交流会【タンデム プログラム】★★★
ローマ・ミラノ・フィレンツェ校では、現地で日本語を学ぶイタリアの大学生や現地に住むイタリア人たちとの交流会を開催してお
ります。 イタリアに住むお友達を作るチャンスです。学校で学んだイタリア語を試してみましょう。

★★★ YouTube チャンネル ★★★
各校舎の紹介、オンライン授業風景、在校生インタビュー、ミニイタリア語レッスンなど色々な動画を更新中！

YouTubeで「 italianinitaly 」または「Scuola Leonardo da Vinci 」で検索！

～入学初日の流れについて～
午前8時30分から9時の間に受付までお越しください。
少しでもイタリア語の学習経験がある方には、筆記と口頭のレベルチェックテストを受けて頂きます。
各自のレベルに合ったクラスに入って頂きます。クラスのレベルが合わない場合は、受付スタッフにすぐに相談してください。 尚、初心
者はテストなしで、すぐにレッスンをスタートして頂きます。
レッスンは全てイタリア語でございます。ご自身の辞書をお持ち下さい。教材は当校独自のものを差し上げます。（費用に含まれてお りま
す。）当校の学生証をお渡しします。この学生証を提示すると、レストラン、書店、バール、美術館、公共機関などの一部で割引を受けるこ と
ができます。

スクオーラ レオナルド ダヴィンチ 東京窓口
Email: infojp@scuolaleonardo.com
Tel: 050-5849-3976
☆☆☆留学相談会・説明会
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随時開催中！ 詳細はホームページをご覧ください。

ホームページ

http://www.scuolaleonardo.com/jp/

Facebook

https://www.facebook.com/ryugakuitalia
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