
 

ビデオ通話レッスン開催中！ 

イタリア語アカデミー・アッシジでは、1 日

でも早く、様々な国籍の方々が集まるここ

アッシジの教室で皆様にお会いできること

を希望していますが、「イタリア語の勉強

を継続したい！」という多くの声を形にす

るべくオンラインでのレッスンを開始しま

した。 

 

イタリア語と文化コース - 2020夏 

開始日： ● 5月 4日 ● 5月 18日 ● 6月 8日 ● 6月 22日 ● 7月 6日 ● 7月 20日 ● 8月 3

日● 8月 24日●9月 7日●9月 21日●10月 5日●10月 19日 

 

4X4 

週 20 時間 (講師とのオンラインレッスン) 

+ 

週 10 時間（個別アドバイス付き自主学習） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 人以下のグループの場合、費用は 760 ユーロ/4 週間です。 



 

4x4&・・・語学に好きなコースをプラスワン! 

アート – 文学 – 映画 – 発音法 – イタリア語検定準備 

週 20 時間 (講師とのオンラインレッスン) 

+ 

週 10 時間（個別アドバイス付き自主学習） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レベル分けには、簡単なプレイスメントテストが行われます。 

 

  



4X4 

週2時間 

+ 

週 1 時間（個別アドバイス付き自主学習） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 人以下のグループの場合、費用は 380 ユーロです。 

 

1レッスン: 40.00ユーロ 

10レッスン: 370.00 ユーロ 

20 レッスン: 700.00 ユーロ 

1レッスン: 50.00ユーロ 

10レッスン: 450.00 ユーロ 

20 レッスン: 870.00 ユーロ 

何かご希望がございましたら、何なりとご相談ください。 

 



講師陣には、言語教育のスペシャリストが勢ぞろい！ 

イタリア語が母国語であることはもちろん、最も効率よく、楽しくイタリア語が上達する 

ノウハウを熟知しています！ 

ご希望に沿ったレッスンをアレンジします。お気軽にご相談ください（日本語可）！！！ 

また、日本語アシスタント、日本人用テキストブックもご用意しています。 

お問い合わせはこちらまで info@aliassisi.it 

skype: aliassisi ~ Facebook: Accademia Lingua Italiana Assisi ~ Instagram: accademialinguaitalianassisi 

 

入学フォーム 

 

 

 

 

当アカデミーのコースに参加をお考えの方へ： 
 
 

• プレイスメントテストは無料です！上級または中級レベル方は、前もってお知らせください。

レベルにあったプレイスメントテストをご準備いたします。 
 

• プレイスメントテスト後、60 分のビデオレッスンに無料で参加することができます。レッ

スンがどのように行われているかぜひご体験ください！ 

 

当アカデミーの全コースはこちらからご覧いただけます。 

http://aliassisi.it/tutti-nostri-corsi-on-line/ 

全コース： 
  

• 資格のある教師、一体感があり、常にインタラクティブなレッスン 
 

• 発音への焦点 

 

 

全コースに含まれるもの： 
 
 

• プレイスメントテストと面接 
 

• バーチャル教室でのレッスン 
 

https://www.facebook.com/aliassisi
https://www.instagram.com/accademialinguaitalianassisi/
http://aliassisi.it/en/courses/italian-language-courses/enrolment-form/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiNSjXO0loJomXpNvS0NfKESq3gJJQGdRFO6UaKdfrTuxaRQ/viewform?usp=sf_link
http://aliassisi.it/tutti-nostri-corsi-on-line/


• ミニグループ 
 

• 電子ブック（In italiano.Il corso, Hoepli) 
 

• アッシジやウンブリア州の町を旅するバーチャルツアー 
 

• ローマとフィレンツェを旅するバーチャルツアー 
 

• Moodle でのインタラクティブ自習活動 https://extra.aliassisi.it/ 
 

• 出席証明書 
 

• ヨーロッパ言語基準に基づく評価証明書 
 

• CILS、PLIDA、ROMA TRE 検定試験ガイダンス 

 

レベル 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• 入門：イタリア語でのコミュニケーションのベース作り 
 

• A1： 基本的なイタリア語、簡単なイタリア語で話すことができます。 
 

• A2： 自発的にイタリア語でコミュニケーションをとることができます。 
 

• B1： 自立ーイタリア語で様々なことができるようになります。 
 

• B2： 専門・学術的、また自己成長のため、イタリア語で新しい概念を学ぶことができます。 
 

• C1： イタリア語で深く詳細な内容理解が可能になります。 
 

• C2： ネイティブスピーカーとほぼ同様のイタリア語のレベルに到達しました！ 

 

発音法 

 

発音とリスニングの能力、さらには、表現する力と解釈する力を向上させます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

入学フォーム 

お申し込みは上記の「入学フォーム」をクリックしてください 

https://extra.aliassisi.it/
http://aliassisi.it/en/courses/italian-language-courses/enrolment-form/


イタリア語アカデミー・アッシジについての声 

 

ガイア、こんばんは！私が助けが必要な時に支えてくれたり、いつも親切にしてくれて、とても感謝していま

す。キウキウ先生、いつも私を励まし、助け、新しいことを教えてくれ、そして、コーヒーまでご馳走してくだっ

さり、いつもとても親切にしていただきました！ジュゼッペ先生、私の学習において、大きな影響を与えてく

れた素晴らしい先生です。スタッフの方々、皆さんととても素晴らしい時間を過ごしました。これ以上の満

足はありえないでしょう。またすぐにアカデミーに戻れることを願っています！ 

ラウラ 

 

 

 2011年の夏、アイルランド大統領の職を去る直前のことです。引退後すぐに私はローマで教会法につ

いて学び始めなければならなかったため、イタリア語コースについての情報を集めていました。当時の私の

語学力は、ピザとカプチーノが精一杯だったのです。アッシジのアカデミーの名を推薦する声が頻繁に耳に

入り、私は夫と一緒に 2週間のコースを予約しました。この 2週間が私たちの人生を変えるとも知らず

に。。。新しい言語と文化の心もとない旅だと思っていましたが、私たちは歓迎され、家族の一員として迎

えられたのです。私たちは、アッシジや土地に惹かれただけでなく、特に、そこに生きる人々、そして何よりも

キウキウご家族に魅了されたのです。現在、地球上で私たちが最も気に入っている場所です。私たちは、

自分たちの言語、遺産、歴史、文化を愛し、それを人々と共有することを心から喜んでいる方々から、最

高のイタリア語を学ぶことができました。 

メアリー・マッカリース 
 
 
 

 

アカデミーのカリキュラムは厳格ですが、教師は教授法を心得ているのみならず、常に生徒を励まし、肯

定的なフィードバックを与え、集中的な言語学習といった課題の重みを軽減しています。学生一人一人

が、多文化的な感性で言語を理解できる空間作りがあり、授業に積極的に参加することができます。

様々なメディアを活用した文法指導や口頭でのやり取りを通した文法練習は非常に役に立つ思います。

生徒は、新しい内容を急速に学んでいる過程において、自分自身のことをモニタリングすることができるか

らです。そしてこの理解の方法は、生徒のモチベーションと自信も高めてくれます。アカデミーの教師陣は、

私が今まで一緒に働いた中で、最も才能のある人々です。教師は学生と教育に心から興味を持ってい

ます。彼らが毎日の授業を楽しい学びの場にしてくれることは、とても大切なことだと思います。また学習シ

ステムにおいても、個々の学生に合わせたアプローチなど、入学日からコース終了日まで学生を支援する

高度なシステムが整えられています。さらにアカデミーには、非常に暖かくポジティブな雰囲気があり、レッス

ンの以外でも文化プログラムが充実しています（...）  
サンドラ・デ・アンジェリス・ピース、Ed. D. 

教育学部退任准教授 

ノースカロライナ州立大学、ノースカロライナ中央大学  
 
 
 



 

アカデミーでの 6週間の熱心な取り組みにより、私の学生は、大学の語学コースであれば 2学期分に相

当するすべてのテストと試験に合格することができました。難しい挑戦でしたが、才能に溢れ、経験豊富、

しかもとてもフレンドリーな教師陣によって、その難しさも軽減されました。プログラムは厳格でしたが非常に

よく組立てられていて、プログラムの編成もスムーズに行われました。文化プログラムは、すべての学生、ま

た私にとっても魅力的な内容でした。イタリア語での中世時代の料理教室が 1回、音楽レッスンが 1

回、芸術レッスンが 3回行われました。アッシジには非常に深い歴史があり、とても興味深いです（...） 

エレナ・サヴェーリエヴァ=トンプソン 

地域研究専任講師 

現代言語と文学科 

パシフィック大学、ストックトン、カリフォルニア、米国 
 
 

 

Accademia Lingua Italiana Assisi 

イタリア語アカデミー・アッシジ 

 

Angelo Chiuchiù（アンジェロ・キウキウ）によって 1993 年に設立されました。設立以前は、ペ

ルージャ外国人大学にて第二言語としてのイタリア語教師、外務省（MAE）にて教師を務め、

1980 年代に、第二言語としてのイタリア語を学習する学生に最も広く使用されている教科書の 1

つ『in italiano』を出版。このプロジェクトは閣僚評議会議 (Presidenza del Consiglio dei 

Ministri) によって推進され、RAI 国営テレビ放送にて、ビデオが製作され、国際的に放送され

ました。 
 

当アカデミーは、文部科学省（MIUR）によって承認されており、音楽大学や美術学校と協力し

ています。 
 

また、世界各国の大学から学生を受け入れています。Neumann University ノイマン大学（ペン

シルベニア州アストン）、University of the Pacific パシフィック大学（カリフォルニア州ストッ

クトン）、Elon University エロン大学（ノースカロライナ州エロン）、Pontifical North 

American College ポンティフィシャル・ノース・アメリカン・カレッジ（イタリア、ローマ）、

Pontifical Irish College ポンティフィシャル・アイリッシュ・カレッジ（イタリア、ローマ） 

私たちのコースは、音楽家、イタリアを訪れる前準備をする専門家、イタリアでの研究を深める

ために言語を学ぶ学者、イタリア語とイタリア文化に情熱を持つ人々、第二言語としてのイタリ

ア語教師になるためのトレーニングをしているレベルC1の学生など高校生や大学生を含む多種多

様なニーズを持った方々を魅了しています。毎日午後には、多くの生徒さんが無料で音楽室や図

書室を利用したり、教師やコースディレクターのアドバイスを受けたりしています。 

 



アットホームで柔軟な学校 
 

当アカデミーでは、個々のニーズに応じたコース作りを行っています。ミニグループ、オーダー

メイドのコースなど、柔軟性が当アカデミーの強みです。学生、またパートナーの方々からは、

アッシジというイタリアで最も美しいロケーションにあること、そして人としての価値を大切に

する当アカデミーの受け入れ姿勢、プロ意識が高く評価されています。 

 

教科書と電子書籍、最新の出版物 
 

Il corso, vol 1, 2, 3, Hoepli, Milano 2015-2017 
 

Guida per l’insegnante（教師ガイド） 1, 2, 3, Hoepli, Milano 2015-2017 

Registro online, Hoepli, Milano 2015-2017 
 

Coursebooks ポルトガル語、アラブ語、ドイツ語、ベトナム語訳 

 

Comunicare in italiano, Hoepli, Milano 2015 

In italiano. Il corso, vol 1, 2, FLTRP, 北京 2018 
 

Guida per l’insegnante（教師用ガイド） 1, 2, FLTRP, 北京 2020 

 

.IT （iPad＆co 対応イタリア語セルフスタディコース）、goWare 

Firenze 2015-2020 （英語、アラブ語、ドイツ語、中国語、ベトナム語、

ロシア語、韓国語、日本語） 

 

講師陣 
 

当アカデミーの教師は大学卒業後、当学院にて特別教育を受けています。新しい電子書籍、オン

ライン活動、自己学習活動にも参加しています。教師は、生徒が最も頻繁にイタリア語を使用す

るシチュエーションでイタリア語スキルをすぐに発揮できるよう、効果的な教室活動を行ってい

ます。 
 

また、PLIDA、Roma Tre、CILS の試験官の資格を持っています。当アカデミーでは、スタッフ

を正社員として採用しています。 

 

アッシジ 
 

アッシジは、心と体でイタリアを体験したい方に最適な街です。イタリアの緑の中心として知ら

れるウンブリア州に位置していて、歴史的、芸術的に非常に重要な町です。ユネスコの世界遺産

にも登録されています。また、アッシジは、優れた建築物と芸術で知られていることに加えて、



聖フランチェスコの街としても有名です。ウンブリア州には、スペッロ、グッビオ、スポレート、

ペルージャ、モンテファルコ、トレビ、ベヴァーニャ、カスティリオーネデルラーゴ、トーディ

など有名な中世都市が数多くあります。 
 

アッシジは、ウンブリア州さらにはイタリアの中心に位置し、アクセスに便利な場所です。ロー

マやフィレンツェなどの都市にも簡単に行くことができます。 

 

コースディレクター 

 

Gaia Chiuchiù（ガイア・キウキウ） 
 

当アカデミーの研究活動・実習・コース作りの責任者兼、イタリア語・文化および英語・イギリ

ス文化コースのコーディネーター。PLIDA 検定の審査官および面接官、Roma Tre cert.it および

CILS 検定の面接官。 

ペルージャ大学、言語学部、教育言語科卒業。卒業論文は、ヨーロッパ言語ポートフォリオにお

けるイタリア初の研究中に執筆した研究論文を発表。 

2000 年～2005 年、翻訳業に専念。 

2004 年、サンタクララ大学（カリフォルニア）、イタリア語と文化コースにて教鞭を執る。 

2005 年～現在、マルタ、ハンガリー、ポーランド、ギリシャ、スウェーデン、アルゼンチン、

ウルグアイ、クロアチア、スロベニア、中国、ドイツ、ベルギー、エジプト、ノルウェー、ロシ

ア、ブルガリアにて応用言語学セミナーを開催。 

2017年～、ポーツマス大学（英国）博士課程にて、「イタリア語認知習得における第二言語習得

での structured input および input enhancement の効果」の研究に取り組む。 

 

イタリア語と英語教授マニュアルの共著書： 

『Grammatica e Comunicazione（文法とコミュニケーション）』 

『Prove graduate di Profitto（上達への段階的試み）』  

『Avviamento alla lettura e alla composizione（読み書き入門）』 

『Italiano（イタリア語）1-2-3』 

『Linee guida per l’insegnante（教師のためのガイドライン）1-2-3』 

『Comunicare in italiano（イタリア語でコミュニケーションをとる）』 

『In italiano. Il corso（イタリア語で、コース）1,2,3, Building Blocks』 

著書： デジタル形式の教材『Yidali』; .it ebook 1-7』(日本語版あり) 
 

翻訳書：アメリカの詩人マリー・ボードーの未発表作品『Icarus in Assisi（アッシジのイカル

ス） 』（Minerva Edizioni） 



アルベール・カミュの未発表作品 『L'artiste en prison（刑務所のアーティスト』 (Davar, 

I/2003) 

『René Char（ルネ・シャール）』 (Davar, II/2005) 

『Metafisica Cristiana e Neoplatonismo（キリスト教形而上学とネオプラトニズム (Diabasis, 

2004) 

『La devozione alla croce（十字架への献身） (Diabasis, 2005) 
 
 

Lorenzo Chiuchiù ロレンツォ・キウキウ 
 

フィレンツェ大学美学科卒業。シエナ大学哲学部、文芸学科の博士号取得。 

編集書籍： アルベール・カミュ『Metafisica cristiana e neoplatonismo（キリスト教形而上学

とネオプラトニズム）』 、『La devozione alla croce（十字架への献身）』 (Diabasis, 2004 e 

2005) 

編集・翻訳書籍：ジャン=ポール・シャルル・エマール・サルトル 『Mallarmé, La lucidité et sa 

face d'ombre（ステファヌ・マラルメ論）』 (Diabasis, 2010) 

著書：『Atleti del fuoco』 (Mimesis, 2018) 『Così parlò Zarathustra の前書き』 (Giunti, 

2017) 詩集 『Iride incendio』（Niebo、La Vita Felice, 2005) 『Sorteggio』(Marietti, 2012)、

『Le parti del grido』(Effigie, 2018) 

 

Angelo Chiuchiù アンジェロ・キウキウ 
 

1975 年～1994 年、ペルージャ外国人大学にてイタリア語教師を務める。外務省/教育省主催、ペ

ルージャでの「海外におけるイタリア語教師養成・スキルアップコース」にて講義およびセミナ

ーを受け持つ。また、世界各国で外国語としてのイタリア語教授法についての講習会やセミナー

を行う-アメリカ、カナダ、ブラジル、オーストラリア、ペルー、メキシコ、アルゼンチン、ウル

グアイ、ベネズエラ、香港、シンガポール、ドイツ、オーストリア、エジプト、ギリシャ、ハン

ガリー、ロシア、マルタ、チュニジア、アルバニア、クロアチア、スペイン、ポルトガル、フラ

ンス、フィンランド、イギリス、キューバ、韓国、レバノン、スロベニア。RAI イタリア語ビデ

オコースのコンサルタント。また 『Viva l’italiano』が閣僚評議会の依頼のもと、RAI によって製

作される。また、方法論と教育に関する多数の本を出版。 

著書： 

『corso multimediale per adulti（大人のためのマルチメディアコース）』 

『In Italiano（イタリア語で）』 （翻訳別冊、  英語、ドイツ語、スペイン語、ポルトガル語、

ギリシャ語、ロシア語、ルーマニア語、ハンガリー語、ポーランド語、韓国語、中国語） 

http://aliassisi.it/publications/


『corso multimediale per bambini（子供向けマルチメディアコース）』 

『Viva l’italiano（ヴィヴァ、イタリア語）』（テキスト、  ビデオおよびオーディオ）

『Manuale di tecnica e corrispondenza commerciale（ビジネス技術と文書マニュアル）』 

『Le preposizioni（前置詞）』 

『I verbi italiani（イタリア語の動詞）』 

『L’italiano al laboratorio linguistico（LL 教室でのイタリア語）』 

『Et cetera（エトセトラ）』 

『Quaderni d’italiano（イタリア語ノート）』 

『Ritratti（肖像画）』 

『percorsi letterari dell’800 italiano（イタリア語 1800 年代の文学の旅）』 

『Prove graduate di Profitto』 

『Grammatica e comunicazione』 

『Ambienti（環境）』 

『percorsi letterari dell’800 italiano（イタリア語 1900 年代の文学の旅）』 

共著書： 

『Arte e metodo』 di 『Comunicare in italiano』 (Hoepli) 

『Il corso1, 2, 3 』(Hoepli) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accademia Lingua Italiana Assisi 
Via Tiberio d'Assisi, 10 06081 Assisi (PG)  

www.aliassisi.it 〜 +39075 815281  
skype: aliassisi ~ Facebook: Accademia Lingua Italiana Assisi ~ Instagram: accademialinguaitalianassisi 

http://aliassisi.it/publications/
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