
イタリア語学学校

長期留学コース
3ヶ月、6ヶ月、1年コース
語学習得における理想的なコース期間は少なくとも12週間です。長期間イタリアでの生活及び文化に身を置く事は最適な語学習
得法で、より豊かな表現力や語彙力を養います。本コースにより、イタリアの大学入学や国際的に認定されたイタリア語検定試験

（CELI、CILS、PLIDAなど）に合格するために必要なレベルの語学力を習得する事が可能です。レッスンは3～8名の小グループで行われ
ます。（月曜日～金曜日　週20時間）

専門コース
イタリア料理コース
イタリア料理、特にジェノヴァの郷土料
理に興味のある方に最適なコースです。
レッスンは暖かい雰囲気の講師宅で開
催され、またレッスンの最後には調理
した料理を味わいます。プライベート
または小グループでのレッスンとな
り、希望のレシピを含む特別料理
コースの手配も可能です。

オペラコース
オペラ歌手を対象としたコース
です。オペラの台本を使用した発
音練習、また専門教師によるイントネ
ーションの矯正などを行います。冬期
コース受講者には Teatro dell’Opera 
Carlo Felice の特別割引価格が適用
されます。

ダイビングコース
イタリア語を学びつつ、リグーリア海で水中世界の感動も味わい
たいという方に最適なコースです。PADI オープンウォーターダイ
バーコース（初心者及び上級者向け）を受講することができます。
講習教材はダイビングスクールより提供され、コース費用に含ま
れています。

写真コース
“ジェノヴァからの絵はがき”
プロの写真家による実践的・理論的な写真コースです。最終レッス
ンでは各自が撮影した写真を受け取ります。レッスンは午後開催
され小グループで行われます。午前中のイタリア語コースとの組
み合わせです。

滞在形態について
A Door To Italy では様々なタイプの滞在形態を提供していま
す。イタリア人家庭でのホームステイ（要望により2食付）からホ

テル、他生徒とのアパートシェア（1人、2人、3人部屋）、プ
ライベートアパートなど、生徒の要望に合わせ手配をし
ます。全ての滞在施設は本校スタッフにより厳選されてお
り、学校から近い町の中心地にあります。

サービス
A Door to Italy はあらゆる角度から生徒のイタリア語学留   

  学を支援します。

ビザ及び滞在許可証：就学ビザ及び滞在許可証申請に必要な
書類を準備し、申請手続きに関するお手伝いをします。

送迎サービス：空港または駅から滞在先までの送迎サービスを
提供します。（要予約）

インターネット：校内に無料インターネットポイント（Wifi接続）
があります。

携帯電話レンタル：必要に応じ携帯電話のレンタルを行います。

学生証：コース開始日に学生証を発行します。A Door To Italy で
は展覧会、コンサート、文化イベントなどへの生徒の参加を呼
びかけています。また生徒は学生証の提示によりレストラン、美
術館、劇場、本屋などを特別価格で利用できます。（コース終了
後も本サービスは適用されます。）全ての学習教材は無償で提
供されます。

リクリエーション
A Door To Italy では生徒がクラスの外でもイタリア語を学べるよう様々なリクリエーションを企画・提供しています。

イタリアに住む、、、それはたとえ短期間であっても多くの可能性を秘めた唯一の経験です。文化的魅力のあふれる町ジェノ
ヴァでは、あらゆる年齢層の人が楽しめるよう様々なイベントが年間を通し開催されます。A Door To Italy では生徒がこの
ようなイベントを通しイタリア語を学習できるよう様々な文化プログラムを企画しています。

• ジェノヴァの紹介：講師によるガイド付き市内ツアー
• ウェルカムドリンク
• ジェノヴァの主要美術館のガイド付きツアー
• 水族館訪問：ヨーロッパ最大規模を誇り、過去10年間の生物学研究における中心的存在です。
• 歌いましょう：イタリア及びジェノヴァの曲を発音練習のために歌います。
• 劇場の一夜：オペラ、芝居、コメディ
• イタリア式夕食または「アペリティヴォ」
• 遠足（週末）

交通費、食事代、美術館・博物館入館料は生徒の負担となります。また学校スタッフによる個別の観光情報の提供も随時行
っています。

奨学金制度
本校のコースはドイツの Bildungsurlaub（社会人対象）及びスウェ
ーデンの CSN：スウェーデン政府高等教育庁（学生対象）により正式
に認定されています。
A Door To Italy では毎年、生徒の国籍に関係なく、奨学金制度を実
施しています。この奨学金制度はイタリア文化会館、大学または高等
学校を介して適用されます。詳細についてはイタリア文化会館また
はイタリア大使館までお問い合わせください。現在学生の方につい
ては、現在のイタリア語教師からの保証書を添えて本校へ直接申請
することができます。もしくは高等学校または大学のイタリア語学部
を通して本校へお問い合わせください。

A DOOR TO ITALY s.r.l. 
Via Caffaro 4/7 
16124 Genova, Italy
Tel. +39.010.2465870 
Fax +39.010.2542240
info@adoortoitaly.com 
www.adoortoitaly.com

イタリア文化コース
A Door To Italy では各種イタリア文化コースも提
供しています。本コースを午前中のイタリア語スタ
ンダードコースと組み合わる事も可能です。
・La Dolce Vita コース：ネオリアリズムの有名な映
画から Muccino、Ozpetek、Soldini などの若手映
画監督による作品を通しイタリア文化への理解を
深めます。

・Sono Solo Canzonette コース：Eros 
Ramazzotti、Laura Pausini、Fabrizio De 
André、Roberto Vecchioni などの有名なイタリア
人歌手の歌を通してイタリア語の発音を学び、また
語彙力の強化を図ります。

・Genova per Noi コース：ジェノヴァ人が誇らしげ
に地中海を支配していた時代を紹介しながら、ジェ
ノヴァの昔から現在までを旅するコースです。音楽
や舞台、文学などを題材にした授業は興味深く、ジ
ェノヴァ精神への理解が深まります。

ジェノヴァへようこそ！

w
w

w
.a

do
or

to
ita

ly
.c

om

Genova

イタリア語・
イタリア文化

コース

イタリア語 
検定認定証

長期留学 
コース

専門コース



A Door To Italy は2002年に設立された、ジェノヴァで最も古い外国人のためのイタリア語学学校です。異なる言語、
文化の交じり合った国際色豊かな環境における、滞在型のイタリア語及びイタリア文化コースを各レベル（A1～C2）
にて提供しています。イタリア語を母国語とした熟練講師による
イタリア語学コースの他、ガイド付き市内ツアー、美術館
巡り、ジェノヴァの文化・料理を楽しむ会など様々なリクリ
エーションも提供しています。
授業は町の中心にある学校にて年間を通して開講されて
います。学校は19世紀に建てられたエレガントで美しい建
物内にあります。教室は広くて明るく、バルコニー、コーヒ
ー・スナックなどの販売のあるラウンジコーナー、新聞、無
料インターネットポイント（Wifi接続）、図書コーナーがあり
ます。受付では観光や文化イベントに関する情報提供も行
っています。
本校はASILS（第2外国語としてのイタリア語学校協会）の
加盟校で、また本校の語学コースはイタリア教育省による
正式認定を受けています。

学校の紹介

リグーリア州の州都であるジェノヴァは秘密に包まれた町
です。その歴史と伝統、そして未来に向け常に変化し続ける
現在は人々の興味を惹きつけてやみません。著名な建築家 Renzo Piano によってデザインされた“Porto Antico”はイ
タリアで最も有名な観光ポイントの一つであり、学校からもすぐ近くです。
ジェノヴァの歴史地区はヨーロッパの中でも中世の町並みが完全に保存されている例の一つで、その大部分はユネ
スコの世界遺産に認定されています。ジェノヴァ周辺には世界的に有名なポルトフィーノやチンクエテッレなどがあり
ます。
ジェノヴァという名前の由来には複数の説がありますが、最も興味深い説は「扉」を意味するラテン語の“Janua”から
生まれたという説です。ジェノヴァに辿り着く船にとって、この町は安心できる避難所であると同時に大陸へ商業網を
広げるための入り口でもありました。ジェノヴァは何世紀にも渡り文化を運ぶ「扉」として存在し、現在の町を築き上げ
てきました。
私たちは今も変わらずこの町が「扉」として存在していると信じています。そしてジェノヴァと A Door To Italy がイタリ
ア語とイタリア文化を学ぶ全ての人にとっての「扉」となる事を願っています。

ジェノヴァについて

実績
A Door To Italy はジェノヴァで最初の外国人のためのイタリア語学
学校として2002年に設立されました。毎年世界中の何百人もの生
徒が本校の語学コースを受講します。

信用
ASILS（第2外国語としてのイタリア語学校協会）加盟校
EDUITALIA 加盟校
イタリア教育省認定の第2外国語としてのイタリア語学学校
世界各国の IIC（イタリア文化会館）による認定校
スウェーデン CSN（政府高等教育庁）認定の奨学金制度（学生対象）
ドイツ Bildungurlaub 認定の奨学金制度（社会人対象）

学校設備
A Door To Italy は19世紀に建てられたエレガントで美しい建物内
にあり、ジェノヴァの主要観光ポイントからもすぐ近くです。教室は
明るく広 と々しており、ビデオ、テープレコーダー、ホワイトボード、
テレビがあります。また図書コーナー、無料インターネットポイント

（Wifi 接続）もあります。全ての設備はイタリアの法律に準拠してい
ます。

講師及びスタッフ
全ての講師は大学卒業者でイタリア語を母国語としています。多く
の経験を積み高度に熟練しており、第2外国語としてのイタリア語教
師の資格認証を受けています。また多くは海外でのイタリア語教師
の経験を経ています。常に高水準のレッスンを提供する事を目的と
し、講師は定期的に会議や勉強会を開催しています。スタッフは全
て常勤社員で生徒の滞在先選定やリクリエーションの企画などを
行います。

各種コース
イタリア語・イタリア文化コース、一般イタリア語コース、ビジネスイ
タリア語コース、プライベートレッスン、グループ及びプライベート
レッスンの組み合わせ、料理コース、ダイビングコース、セイリング
コース、写真コースなど

レベル
イタリア語コースは Common European Framework of 
Languages（ヨーロッパ言語共通参照枠）の基準に従い6つのレベル

（A1～C2）を設けています。コース開始日に筆記と口述の入学テス
トを行い、新入生のイタリア語のレベルを判定します。

少人数制
講師が生徒一人一人に目を行き届かせ、また全ての生徒がコミュニ
ケーションの機会を得ることができるよう、レッスンは通常5～6名
の小グループで行われます。

国際色豊かな環境
世界各国から生徒が集まり本校のコースを受講します。通常、クラス
内に同じ国籍の生徒が2人以上になることはありません。異なる言
語、文化の入り混じった環境の中で、生徒がお互いを尊重しつつイ
タリア語を通してコミュニケーションを図る授業は興味深く、また学
習速度の向上にもつながります。

A Door To Italy の特長

A Door To Italy では効率的な語学習得を目指し、会話を中心とし
たメソッドを採用していますが、授業では4つの基本技能である「
聞く・話す・読む・書く」全てのスキルを様々なアプローチで育成し
ます。ゲーム、聞き取り、会話、作文などを通して、国際的な環境か
ら日常生活、職場などにおけるコミュニケーション能力の向上を図
ります。

講師
本校の講師は全て大学卒業者でイタリア語を母国語としています。
また外国人のためのイタリア語教師として多くの経験を積み高度
に熟練しています。定期的にトレーニングや勉強会を開催し、授業
内容の充実及び質の向上を図ります。楽しく効率的にイタリア語を
習得できるよう、レッスンは和やかでリラックスした雰囲気の中進
められます。

教材
本校オリジナルのテキスト及び学習教材を使用します。教材の大
部分は本校の講師によりレベル毎に作成されます。また最新のイ
タリア事情を反映するよう常にアップデートされています。補助教
材として新聞、本、雑誌、マルチメディアからの引用も使用します。

入学テスト
コース開始日に筆記と口述の入学テストを行い、各生徒のレベル
に応じたクラス分けを行います（イタリア語の知識が全くない方を
除く）。生徒の語学習得度は常に講師によりチェックされており、上
達度の早い生徒に関しては、講師及び授業監督と相談の上、上級
レベルへクラスを変更する事も可能です。

証明書
80％以上の出席率の生徒には、コース終了時に修了証明書が授与
されます。

教育方針

コースについて
A Door To Italy は一般イタリア語から専門的なイタリア語まで、生徒の要望を満たす様々なコースを提供していま
す。授業はグループまたはプライベートレッスンとなり年間を通して開講しています。国際色豊かな環境で、生徒の国
籍、年齢、学習目的は様々です。冬期には全てのレベルの生徒を対象としたイブニングコースを開講します。イタリア
語と文学、歴史、料理、ダイビング、写真などの文化コースを組み合わせることも可能です。またビジネス、法律、医学、
観光、オペラなどの特定分野を対象とした専門イタリア語コースも提供しています。

スタンダードコース
初級から上級まで全てのレベルの生徒を対象としたコ
ースで、文法及び「聞く・話す・読む・書く」のスキルを身
につけていきます。クラスは様々な国籍の生徒で構成さ
れます。講師が生徒一人一人に目を行き届かせた細か
い指導をし、また各生徒がコミュニケーションの機会を
得ることができるよう、レッスンは3～8名の小グループ
で行われます。（月曜日～金曜日　週20時間）

インテンシヴコース
短期間でできる限り多くのことを習得したいと考えてい
る方に最適なコースです。午前中のグループレッスン（3
～8名）と午後のプライベートレッスン（週4、6、8、10時
間から選択）の組み合わせか
ら成ります。プライベートレ
ッスンは生徒の要望に応じ
たオーダーメイドの授業と
なり、講師は生徒のイタリア
語学習における苦手な部分
に焦点を当てた授業を展開
します。

プライベートまたはデュオ 
コース
本プログラムは生徒のイタリ
ア語の知識及び要望に基づ
き設定され、プライベートコ
ースまたは言語レベルが同
程度の2名の生徒で構成され
るデュオコースがあります。
多忙で通学と授業時間帯の
融通が制限されている方、ま
たイタリアでの滞在期間が短く、スタンダードコースを
受講しながらプライベートな時間もイタリア語学習に費
やしたいという方に適しています。プライベートコース
及びデュオコースは文化プログラム、ビジネスイタリア
語においても適用されます。

プログラム 50+
50歳以上の方を対象としたコースです。イタリア語を学
びつつジェノヴァについての理解も深めたいという方
に最適です。1週間または2週間の集中コースで、イタリ
ア語のレッスンの他、イタリア文化に親しむためのリク
リエーション（美術館・博物館巡り、レストランでの食事
会など）が含まれます。これらのリクリエーションは全て
イタリア語で行われ、また A Door To Italy のスタッフが
同行します。

イタリア語検定試験対策コース（CELI, CIC, CILS, 
PLIDA）
試験合格に主眼を置いたイタリア語検定試験対策コー
スで、過去の試験問題への取り組みを基本とした授業
を展開します。プライベートまたはグループでのレッス

ンがあります。プライベートレッスンは生徒の要望、計
画に応じ一年中いつでも対応可能です。グループレッ
スンは試験2週間前に開講され、模擬試験（2回）が含ま
れます。午前中のスタンダードコースと組み合わせる事
も可能です。

オンラインレッスン
A Door To Italy はイタリアを訪れる事ができない方の
ためにスカイプによるオンラインレッスンを提供してい
ます。都合の良い時間帯に自宅またはオフィスでイタリ
ア語のレッスンを受ける事ができます。会話、語彙、文
法、練習問題、宿題など授業内容は本校で実際に提供し
ているものと全く同じです。必要なものはコンピュータ
とウェブカメラのみです。あとはスカイプをダウンロード

（無償）すれば、自宅また
はオフィスの寛いだ雰囲
気の中でイタリア語のレ
ッスンを受講する事がで
きます。

ビジネスイタリア語 
コース
イタリア語に精通してい
るが、専門分野における
語学力に磨きをかけた
いという方を対象とした
コースです。法律、マーケ
ティング、医学、観光、建
築などの分野が対応可
能です。各生徒の要望に
応じたオーダーメイドの
レッスンとなります。

通訳者・翻訳者コース
生徒の要望に基づいたオーダーメイドのコースです。プ
ロの通訳者、翻訳者、または通訳・翻訳者養成コースを
受講中の生徒を対象としています。本コースでは、一般
及び専門用語の拡充、文章読解力の向上（パズル、穴埋
めテスト）、文法の分析（接続詞、動詞、名詞）、口頭言語
の解釈、イタリアの社会、政治、歴史、文化全般について
の理解などに焦点を当てます。長年の実績と経験をもと
に、言語学及び神経言語学の最新理論を取り込んだ授
業を展開し、また講師は常に生徒の立場になって考え
ることにより生徒と共感し合える関係を築きます。採用
しているメソッドは規定化されたものではなく柔軟性
のあるもので、生徒の個人的要望、専門分野に応じたト
レーニングを提供します。学習教材には音声テキスト、
プリントを用います。聞き取り及び通訳（同時、逐次、ウィ
スパリング）は高度な技術が要求されるトレーニングで
す。記事、パズル、穴埋めテストなどを使用し、語彙力の
強化、文章読解力の向上を目指し、また原文との整合性
についての分析も行います。教材は全て生教材で常に
最新のものを使用します。

イタリア語コース

ジェノヴァを選ぶ理由
• 歴史の宝庫。何世紀にも渡る大学の町としての名声。
• 国際色豊か。外国人学生も疎外感を感じない。
• フィレンツェ、ミラノ、ローマ、ヴェネツィアなどの大都市と比べ経済

的。
• リグーリア州（チンクエテッレ、ポルトフィーノ、サンレモ）、トスカーナ

州、フランス（コートダジュール、モナコ）を訪ねるのに便利。
• ミラノからわずか１時間半。
• 飛行機、電車、車など交通の便が良い。
• 温暖で快適な地中海性気候。
• 町の中心地からすぐ近くのビーチで素敵なバカンスを過ごすことも

可能。
• 正真正銘、イタリアの町。



A Door To Italy は2002年に設立された、ジェノヴァで最も古い外国人のためのイタリア語学学校です。異なる言語、
文化の交じり合った国際色豊かな環境における、滞在型のイタリア語及びイタリア文化コースを各レベル（A1～C2）
にて提供しています。イタリア語を母国語とした熟練講師による
イタリア語学コースの他、ガイド付き市内ツアー、美術館
巡り、ジェノヴァの文化・料理を楽しむ会など様々なリクリ
エーションも提供しています。
授業は町の中心にある学校にて年間を通して開講されて
います。学校は19世紀に建てられたエレガントで美しい建
物内にあります。教室は広くて明るく、バルコニー、コーヒ
ー・スナックなどの販売のあるラウンジコーナー、新聞、無
料インターネットポイント（Wifi接続）、図書コーナーがあり
ます。受付では観光や文化イベントに関する情報提供も行
っています。
本校はASILS（第2外国語としてのイタリア語学校協会）の
加盟校で、また本校の語学コースはイタリア教育省による
正式認定を受けています。

学校の紹介

リグーリア州の州都であるジェノヴァは秘密に包まれた町
です。その歴史と伝統、そして未来に向け常に変化し続ける
現在は人々の興味を惹きつけてやみません。著名な建築家 Renzo Piano によってデザインされた“Porto Antico”はイ
タリアで最も有名な観光ポイントの一つであり、学校からもすぐ近くです。
ジェノヴァの歴史地区はヨーロッパの中でも中世の町並みが完全に保存されている例の一つで、その大部分はユネ
スコの世界遺産に認定されています。ジェノヴァ周辺には世界的に有名なポルトフィーノやチンクエテッレなどがあり
ます。
ジェノヴァという名前の由来には複数の説がありますが、最も興味深い説は「扉」を意味するラテン語の“Janua”から
生まれたという説です。ジェノヴァに辿り着く船にとって、この町は安心できる避難所であると同時に大陸へ商業網を
広げるための入り口でもありました。ジェノヴァは何世紀にも渡り文化を運ぶ「扉」として存在し、現在の町を築き上げ
てきました。
私たちは今も変わらずこの町が「扉」として存在していると信じています。そしてジェノヴァと A Door To Italy がイタリ
ア語とイタリア文化を学ぶ全ての人にとっての「扉」となる事を願っています。

ジェノヴァについて

実績
A Door To Italy はジェノヴァで最初の外国人のためのイタリア語学
学校として2002年に設立されました。毎年世界中の何百人もの生
徒が本校の語学コースを受講します。

信用
ASILS（第2外国語としてのイタリア語学校協会）加盟校
EDUITALIA 加盟校
イタリア教育省認定の第2外国語としてのイタリア語学学校
世界各国の IIC（イタリア文化会館）による認定校
スウェーデン CSN（政府高等教育庁）認定の奨学金制度（学生対象）
ドイツ Bildungurlaub 認定の奨学金制度（社会人対象）

学校設備
A Door To Italy は19世紀に建てられたエレガントで美しい建物内
にあり、ジェノヴァの主要観光ポイントからもすぐ近くです。教室は
明るく広 と々しており、ビデオ、テープレコーダー、ホワイトボード、
テレビがあります。また図書コーナー、無料インターネットポイント

（Wifi 接続）もあります。全ての設備はイタリアの法律に準拠してい
ます。

講師及びスタッフ
全ての講師は大学卒業者でイタリア語を母国語としています。多く
の経験を積み高度に熟練しており、第2外国語としてのイタリア語教
師の資格認証を受けています。また多くは海外でのイタリア語教師
の経験を経ています。常に高水準のレッスンを提供する事を目的と
し、講師は定期的に会議や勉強会を開催しています。スタッフは全
て常勤社員で生徒の滞在先選定やリクリエーションの企画などを
行います。

各種コース
イタリア語・イタリア文化コース、一般イタリア語コース、ビジネスイ
タリア語コース、プライベートレッスン、グループ及びプライベート
レッスンの組み合わせ、料理コース、ダイビングコース、セイリング
コース、写真コースなど

レベル
イタリア語コースは Common European Framework of 
Languages（ヨーロッパ言語共通参照枠）の基準に従い6つのレベル

（A1～C2）を設けています。コース開始日に筆記と口述の入学テス
トを行い、新入生のイタリア語のレベルを判定します。

少人数制
講師が生徒一人一人に目を行き届かせ、また全ての生徒がコミュニ
ケーションの機会を得ることができるよう、レッスンは通常5～6名
の小グループで行われます。
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世界各国から生徒が集まり本校のコースを受講します。通常、クラス
内に同じ国籍の生徒が2人以上になることはありません。異なる言
語、文化の入り混じった環境の中で、生徒がお互いを尊重しつつイ
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内容の充実及び質の向上を図ります。楽しく効率的にイタリア語を
習得できるよう、レッスンは和やかでリラックスした雰囲気の中進
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達度の早い生徒に関しては、講師及び授業監督と相談の上、上級
レベルへクラスを変更する事も可能です。

証明書
80％以上の出席率の生徒には、コース終了時に修了証明書が授与
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教育方針
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す。授業はグループまたはプライベートレッスンとなり年間を通して開講しています。国際色豊かな環境で、生徒の国
籍、年齢、学習目的は様々です。冬期には全てのレベルの生徒を対象としたイブニングコースを開講します。イタリア
語と文学、歴史、料理、ダイビング、写真などの文化コースを組み合わせることも可能です。またビジネス、法律、医学、
観光、オペラなどの特定分野を対象とした専門イタリア語コースも提供しています。
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Languages（ヨーロッパ言語共通参照枠）の基準に従い6つのレベル

（A1～C2）を設けています。コース開始日に筆記と口述の入学テス
トを行い、新入生のイタリア語のレベルを判定します。

少人数制
講師が生徒一人一人に目を行き届かせ、また全ての生徒がコミュニ
ケーションの機会を得ることができるよう、レッスンは通常5～6名
の小グループで行われます。

国際色豊かな環境
世界各国から生徒が集まり本校のコースを受講します。通常、クラス
内に同じ国籍の生徒が2人以上になることはありません。異なる言
語、文化の入り混じった環境の中で、生徒がお互いを尊重しつつイ
タリア語を通してコミュニケーションを図る授業は興味深く、また学
習速度の向上にもつながります。

A Door To Italy の特長

A Door To Italy では効率的な語学習得を目指し、会話を中心とし
たメソッドを採用していますが、授業では4つの基本技能である「
聞く・話す・読む・書く」全てのスキルを様々なアプローチで育成し
ます。ゲーム、聞き取り、会話、作文などを通して、国際的な環境か
ら日常生活、職場などにおけるコミュニケーション能力の向上を図
ります。

講師
本校の講師は全て大学卒業者でイタリア語を母国語としています。
また外国人のためのイタリア語教師として多くの経験を積み高度
に熟練しています。定期的にトレーニングや勉強会を開催し、授業
内容の充実及び質の向上を図ります。楽しく効率的にイタリア語を
習得できるよう、レッスンは和やかでリラックスした雰囲気の中進
められます。

教材
本校オリジナルのテキスト及び学習教材を使用します。教材の大
部分は本校の講師によりレベル毎に作成されます。また最新のイ
タリア事情を反映するよう常にアップデートされています。補助教
材として新聞、本、雑誌、マルチメディアからの引用も使用します。

入学テスト
コース開始日に筆記と口述の入学テストを行い、各生徒のレベル
に応じたクラス分けを行います（イタリア語の知識が全くない方を
除く）。生徒の語学習得度は常に講師によりチェックされており、上
達度の早い生徒に関しては、講師及び授業監督と相談の上、上級
レベルへクラスを変更する事も可能です。

証明書
80％以上の出席率の生徒には、コース終了時に修了証明書が授与
されます。

教育方針

コースについて
A Door To Italy は一般イタリア語から専門的なイタリア語まで、生徒の要望を満たす様々なコースを提供していま
す。授業はグループまたはプライベートレッスンとなり年間を通して開講しています。国際色豊かな環境で、生徒の国
籍、年齢、学習目的は様々です。冬期には全てのレベルの生徒を対象としたイブニングコースを開講します。イタリア
語と文学、歴史、料理、ダイビング、写真などの文化コースを組み合わせることも可能です。またビジネス、法律、医学、
観光、オペラなどの特定分野を対象とした専門イタリア語コースも提供しています。

スタンダードコース
初級から上級まで全てのレベルの生徒を対象としたコ
ースで、文法及び「聞く・話す・読む・書く」のスキルを身
につけていきます。クラスは様々な国籍の生徒で構成さ
れます。講師が生徒一人一人に目を行き届かせた細か
い指導をし、また各生徒がコミュニケーションの機会を
得ることができるよう、レッスンは3～8名の小グループ
で行われます。（月曜日～金曜日　週20時間）

インテンシヴコース
短期間でできる限り多くのことを習得したいと考えてい
る方に最適なコースです。午前中のグループレッスン（3
～8名）と午後のプライベートレッスン（週4、6、8、10時
間から選択）の組み合わせか
ら成ります。プライベートレ
ッスンは生徒の要望に応じ
たオーダーメイドの授業と
なり、講師は生徒のイタリア
語学習における苦手な部分
に焦点を当てた授業を展開
します。

プライベートまたはデュオ 
コース
本プログラムは生徒のイタリ
ア語の知識及び要望に基づ
き設定され、プライベートコ
ースまたは言語レベルが同
程度の2名の生徒で構成され
るデュオコースがあります。
多忙で通学と授業時間帯の
融通が制限されている方、ま
たイタリアでの滞在期間が短く、スタンダードコースを
受講しながらプライベートな時間もイタリア語学習に費
やしたいという方に適しています。プライベートコース
及びデュオコースは文化プログラム、ビジネスイタリア
語においても適用されます。

プログラム 50+
50歳以上の方を対象としたコースです。イタリア語を学
びつつジェノヴァについての理解も深めたいという方
に最適です。1週間または2週間の集中コースで、イタリ
ア語のレッスンの他、イタリア文化に親しむためのリク
リエーション（美術館・博物館巡り、レストランでの食事
会など）が含まれます。これらのリクリエーションは全て
イタリア語で行われ、また A Door To Italy のスタッフが
同行します。

イタリア語検定試験対策コース（CELI, CIC, CILS, 
PLIDA）
試験合格に主眼を置いたイタリア語検定試験対策コー
スで、過去の試験問題への取り組みを基本とした授業
を展開します。プライベートまたはグループでのレッス

ンがあります。プライベートレッスンは生徒の要望、計
画に応じ一年中いつでも対応可能です。グループレッ
スンは試験2週間前に開講され、模擬試験（2回）が含ま
れます。午前中のスタンダードコースと組み合わせる事
も可能です。

オンラインレッスン
A Door To Italy はイタリアを訪れる事ができない方の
ためにスカイプによるオンラインレッスンを提供してい
ます。都合の良い時間帯に自宅またはオフィスでイタリ
ア語のレッスンを受ける事ができます。会話、語彙、文
法、練習問題、宿題など授業内容は本校で実際に提供し
ているものと全く同じです。必要なものはコンピュータ
とウェブカメラのみです。あとはスカイプをダウンロード

（無償）すれば、自宅また
はオフィスの寛いだ雰囲
気の中でイタリア語のレ
ッスンを受講する事がで
きます。

ビジネスイタリア語 
コース
イタリア語に精通してい
るが、専門分野における
語学力に磨きをかけた
いという方を対象とした
コースです。法律、マーケ
ティング、医学、観光、建
築などの分野が対応可
能です。各生徒の要望に
応じたオーダーメイドの
レッスンとなります。

通訳者・翻訳者コース
生徒の要望に基づいたオーダーメイドのコースです。プ
ロの通訳者、翻訳者、または通訳・翻訳者養成コースを
受講中の生徒を対象としています。本コースでは、一般
及び専門用語の拡充、文章読解力の向上（パズル、穴埋
めテスト）、文法の分析（接続詞、動詞、名詞）、口頭言語
の解釈、イタリアの社会、政治、歴史、文化全般について
の理解などに焦点を当てます。長年の実績と経験をもと
に、言語学及び神経言語学の最新理論を取り込んだ授
業を展開し、また講師は常に生徒の立場になって考え
ることにより生徒と共感し合える関係を築きます。採用
しているメソッドは規定化されたものではなく柔軟性
のあるもので、生徒の個人的要望、専門分野に応じたト
レーニングを提供します。学習教材には音声テキスト、
プリントを用います。聞き取り及び通訳（同時、逐次、ウィ
スパリング）は高度な技術が要求されるトレーニングで
す。記事、パズル、穴埋めテストなどを使用し、語彙力の
強化、文章読解力の向上を目指し、また原文との整合性
についての分析も行います。教材は全て生教材で常に
最新のものを使用します。

イタリア語コース

ジェノヴァを選ぶ理由
• 歴史の宝庫。何世紀にも渡る大学の町としての名声。
• 国際色豊か。外国人学生も疎外感を感じない。
• フィレンツェ、ミラノ、ローマ、ヴェネツィアなどの大都市と比べ経済

的。
• リグーリア州（チンクエテッレ、ポルトフィーノ、サンレモ）、トスカーナ

州、フランス（コートダジュール、モナコ）を訪ねるのに便利。
• ミラノからわずか１時間半。
• 飛行機、電車、車など交通の便が良い。
• 温暖で快適な地中海性気候。
• 町の中心地からすぐ近くのビーチで素敵なバカンスを過ごすことも

可能。
• 正真正銘、イタリアの町。



イタリア語学学校

長期留学コース
3ヶ月、6ヶ月、1年コース
語学習得における理想的なコース期間は少なくとも12週間です。長期間イタリアでの生活及び文化に身を置く事は最適な語学習
得法で、より豊かな表現力や語彙力を養います。本コースにより、イタリアの大学入学や国際的に認定されたイタリア語検定試験

（CELI、CILS、PLIDAなど）に合格するために必要なレベルの語学力を習得する事が可能です。レッスンは3～8名の小グループで行われ
ます。（月曜日～金曜日　週20時間）

専門コース
イタリア料理コース
イタリア料理、特にジェノヴァの郷土料
理に興味のある方に最適なコースです。
レッスンは暖かい雰囲気の講師宅で開
催され、またレッスンの最後には調理
した料理を味わいます。プライベート
または小グループでのレッスンとな
り、希望のレシピを含む特別料理
コースの手配も可能です。

オペラコース
オペラ歌手を対象としたコース
です。オペラの台本を使用した発
音練習、また専門教師によるイントネ
ーションの矯正などを行います。冬期
コース受講者には Teatro dell’Opera 
Carlo Felice の特別割引価格が適用
されます。

ダイビングコース
イタリア語を学びつつ、リグーリア海で水中世界の感動も味わい
たいという方に最適なコースです。PADI オープンウォーターダイ
バーコース（初心者及び上級者向け）を受講することができます。
講習教材はダイビングスクールより提供され、コース費用に含ま
れています。

写真コース
“ジェノヴァからの絵はがき”
プロの写真家による実践的・理論的な写真コースです。最終レッス
ンでは各自が撮影した写真を受け取ります。レッスンは午後開催
され小グループで行われます。午前中のイタリア語コースとの組
み合わせです。

滞在形態について
A Door To Italy では様々なタイプの滞在形態を提供していま
す。イタリア人家庭でのホームステイ（要望により2食付）からホ

テル、他生徒とのアパートシェア（1人、2人、3人部屋）、プ
ライベートアパートなど、生徒の要望に合わせ手配をし
ます。全ての滞在施設は本校スタッフにより厳選されてお
り、学校から近い町の中心地にあります。

サービス
A Door to Italy はあらゆる角度から生徒のイタリア語学留   

  学を支援します。

ビザ及び滞在許可証：就学ビザ及び滞在許可証申請に必要な
書類を準備し、申請手続きに関するお手伝いをします。

送迎サービス：空港または駅から滞在先までの送迎サービスを
提供します。（要予約）

インターネット：校内に無料インターネットポイント（Wifi接続）
があります。

携帯電話レンタル：必要に応じ携帯電話のレンタルを行います。

学生証：コース開始日に学生証を発行します。A Door To Italy で
は展覧会、コンサート、文化イベントなどへの生徒の参加を呼
びかけています。また生徒は学生証の提示によりレストラン、美
術館、劇場、本屋などを特別価格で利用できます。（コース終了
後も本サービスは適用されます。）全ての学習教材は無償で提
供されます。

リクリエーション
A Door To Italy では生徒がクラスの外でもイタリア語を学べるよう様々なリクリエーションを企画・提供しています。

イタリアに住む、、、それはたとえ短期間であっても多くの可能性を秘めた唯一の経験です。文化的魅力のあふれる町ジェノ
ヴァでは、あらゆる年齢層の人が楽しめるよう様々なイベントが年間を通し開催されます。A Door To Italy では生徒がこの
ようなイベントを通しイタリア語を学習できるよう様々な文化プログラムを企画しています。

• ジェノヴァの紹介：講師によるガイド付き市内ツアー
• ウェルカムドリンク
• ジェノヴァの主要美術館のガイド付きツアー
• 水族館訪問：ヨーロッパ最大規模を誇り、過去10年間の生物学研究における中心的存在です。
• 歌いましょう：イタリア及びジェノヴァの曲を発音練習のために歌います。
• 劇場の一夜：オペラ、芝居、コメディ
• イタリア式夕食または「アペリティヴォ」
• 遠足（週末）

交通費、食事代、美術館・博物館入館料は生徒の負担となります。また学校スタッフによる個別の観光情報の提供も随時行
っています。

奨学金制度
本校のコースはドイツの Bildungsurlaub（社会人対象）及びスウェ
ーデンの CSN：スウェーデン政府高等教育庁（学生対象）により正式
に認定されています。
A Door To Italy では毎年、生徒の国籍に関係なく、奨学金制度を実
施しています。この奨学金制度はイタリア文化会館、大学または高等
学校を介して適用されます。詳細についてはイタリア文化会館また
はイタリア大使館までお問い合わせください。現在学生の方につい
ては、現在のイタリア語教師からの保証書を添えて本校へ直接申請
することができます。もしくは高等学校または大学のイタリア語学部
を通して本校へお問い合わせください。

A DOOR TO ITALY s.r.l. 
Via Caffaro 4/7 
16124 Genova, Italy
Tel. +39.010.2465870 
Fax +39.010.2542240
info@adoortoitaly.com 
www.adoortoitaly.com

イタリア文化コース
A Door To Italy では各種イタリア文化コースも提
供しています。本コースを午前中のイタリア語スタ
ンダードコースと組み合わる事も可能です。
・La Dolce Vita コース：ネオリアリズムの有名な映
画から Muccino、Ozpetek、Soldini などの若手映
画監督による作品を通しイタリア文化への理解を
深めます。

・Sono Solo Canzonette コース：Eros 
Ramazzotti、Laura Pausini、Fabrizio De 
André、Roberto Vecchioni などの有名なイタリア
人歌手の歌を通してイタリア語の発音を学び、また
語彙力の強化を図ります。

・Genova per Noi コース：ジェノヴァ人が誇らしげ
に地中海を支配していた時代を紹介しながら、ジェ
ノヴァの昔から現在までを旅するコースです。音楽
や舞台、文学などを題材にした授業は興味深く、ジ
ェノヴァ精神への理解が深まります。

ジェノヴァへようこそ！
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イタリア語学学校

長期留学コース
3ヶ月、6ヶ月、1年コース
語学習得における理想的なコース期間は少なくとも12週間です。長期間イタリアでの生活及び文化に身を置く事は最適な語学習
得法で、より豊かな表現力や語彙力を養います。本コースにより、イタリアの大学入学や国際的に認定されたイタリア語検定試験

（CELI、CILS、PLIDAなど）に合格するために必要なレベルの語学力を習得する事が可能です。レッスンは3～8名の小グループで行われ
ます。（月曜日～金曜日　週20時間）

専門コース
イタリア料理コース
イタリア料理、特にジェノヴァの郷土料
理に興味のある方に最適なコースです。
レッスンは暖かい雰囲気の講師宅で開
催され、またレッスンの最後には調理
した料理を味わいます。プライベート
または小グループでのレッスンとな
り、希望のレシピを含む特別料理
コースの手配も可能です。

オペラコース
オペラ歌手を対象としたコース
です。オペラの台本を使用した発
音練習、また専門教師によるイントネ
ーションの矯正などを行います。冬期
コース受講者には Teatro dell’Opera 
Carlo Felice の特別割引価格が適用
されます。

ダイビングコース
イタリア語を学びつつ、リグーリア海で水中世界の感動も味わい
たいという方に最適なコースです。PADI オープンウォーターダイ
バーコース（初心者及び上級者向け）を受講することができます。
講習教材はダイビングスクールより提供され、コース費用に含ま
れています。

写真コース
“ジェノヴァからの絵はがき”
プロの写真家による実践的・理論的な写真コースです。最終レッス
ンでは各自が撮影した写真を受け取ります。レッスンは午後開催
され小グループで行われます。午前中のイタリア語コースとの組
み合わせです。

滞在形態について
A Door To Italy では様々なタイプの滞在形態を提供していま
す。イタリア人家庭でのホームステイ（要望により2食付）からホ

テル、他生徒とのアパートシェア（1人、2人、3人部屋）、プ
ライベートアパートなど、生徒の要望に合わせ手配をし
ます。全ての滞在施設は本校スタッフにより厳選されてお
り、学校から近い町の中心地にあります。

サービス
A Door to Italy はあらゆる角度から生徒のイタリア語学留   

  学を支援します。

ビザ及び滞在許可証：就学ビザ及び滞在許可証申請に必要な
書類を準備し、申請手続きに関するお手伝いをします。

送迎サービス：空港または駅から滞在先までの送迎サービスを
提供します。（要予約）

インターネット：校内に無料インターネットポイント（Wifi接続）
があります。

携帯電話レンタル：必要に応じ携帯電話のレンタルを行います。

学生証：コース開始日に学生証を発行します。A Door To Italy で
は展覧会、コンサート、文化イベントなどへの生徒の参加を呼
びかけています。また生徒は学生証の提示によりレストラン、美
術館、劇場、本屋などを特別価格で利用できます。（コース終了
後も本サービスは適用されます。）全ての学習教材は無償で提
供されます。

リクリエーション
A Door To Italy では生徒がクラスの外でもイタリア語を学べるよう様々なリクリエーションを企画・提供しています。

イタリアに住む、、、それはたとえ短期間であっても多くの可能性を秘めた唯一の経験です。文化的魅力のあふれる町ジェノ
ヴァでは、あらゆる年齢層の人が楽しめるよう様々なイベントが年間を通し開催されます。A Door To Italy では生徒がこの
ようなイベントを通しイタリア語を学習できるよう様々な文化プログラムを企画しています。

• ジェノヴァの紹介：講師によるガイド付き市内ツアー
• ウェルカムドリンク
• ジェノヴァの主要美術館のガイド付きツアー
• 水族館訪問：ヨーロッパ最大規模を誇り、過去10年間の生物学研究における中心的存在です。
• 歌いましょう：イタリア及びジェノヴァの曲を発音練習のために歌います。
• 劇場の一夜：オペラ、芝居、コメディ
• イタリア式夕食または「アペリティヴォ」
• 遠足（週末）

交通費、食事代、美術館・博物館入館料は生徒の負担となります。また学校スタッフによる個別の観光情報の提供も随時行
っています。

奨学金制度
本校のコースはドイツの Bildungsurlaub（社会人対象）及びスウェ
ーデンの CSN：スウェーデン政府高等教育庁（学生対象）により正式
に認定されています。
A Door To Italy では毎年、生徒の国籍に関係なく、奨学金制度を実
施しています。この奨学金制度はイタリア文化会館、大学または高等
学校を介して適用されます。詳細についてはイタリア文化会館また
はイタリア大使館までお問い合わせください。現在学生の方につい
ては、現在のイタリア語教師からの保証書を添えて本校へ直接申請
することができます。もしくは高等学校または大学のイタリア語学部
を通して本校へお問い合わせください。

A DOOR TO ITALY s.r.l. 
Via Caffaro 4/7 
16124 Genova, Italy
Tel. +39.010.2465870 
Fax +39.010.2542240
info@adoortoitaly.com 
www.adoortoitaly.com

イタリア文化コース
A Door To Italy では各種イタリア文化コースも提
供しています。本コースを午前中のイタリア語スタ
ンダードコースと組み合わる事も可能です。
・La Dolce Vita コース：ネオリアリズムの有名な映
画から Muccino、Ozpetek、Soldini などの若手映
画監督による作品を通しイタリア文化への理解を
深めます。

・Sono Solo Canzonette コース：Eros 
Ramazzotti、Laura Pausini、Fabrizio De 
André、Roberto Vecchioni などの有名なイタリア
人歌手の歌を通してイタリア語の発音を学び、また
語彙力の強化を図ります。

・Genova per Noi コース：ジェノヴァ人が誇らしげ
に地中海を支配していた時代を紹介しながら、ジェ
ノヴァの昔から現在までを旅するコースです。音楽
や舞台、文学などを題材にした授業は興味深く、ジ
ェノヴァ精神への理解が深まります。

ジェノヴァへようこそ！
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