料金

当校に寄せられた声

期間

授業

ホームステイ

独立アパート

アパートシェア
(シングルルーム)

LLLV 1 週間

€260,00

€ 265,00

€ 245,00

€ 185,00

LLLV 2 週間

€420,00

€ 510,00

€ 435,00

€ 350,00

LLLV 3 週間

€580,00

€ 690,00

€ 600,00

€ 440,00

LLLV 4 週間

€720,00

€ 960,00

€ 780,00

€ 620,00

授業 月曜日〜金曜日
4名から8名のグループ:1日4時間、週20時間
2名から3名のグループ:1日3時間、週15時間
1名:1日2時間、週10時間
追加の個人レッスン:35ユーロ/60分
※国民の祝日は休校となります。
また、祝日分の授業の振り替えはありません。
料金には以下のものが含まれます：
授業料、
レベルチェックテスト、
フォルダ、教科書、
ウェルカムカード、
ウェルカムバック、
ホームステイ若しくはアパート滞在費、通学証明書
アパート滞在費には電気と水道代が含まれます。
独立アパートの暖房のガス代は利用分を計算して追加料金となります。
年間登録税 (60ユーロ）

多言語を話すものはその数だ
け多くの人生を生きる

Mathias, ベルン

Duncan, フィラデルフィ7

Yasuko 康寿子,(東京)

TLCでイタリア語を勉 強す
るためにトーディに 滞在し
た4週間は、忘れ がたい経
験でした。授業 中だけでな
くウンブリア 州の見学をし
ながらイタ リア語を教授し
てくれま す楽しく簡単にイ
タリア 語が上達します! い
',引//

トーディ のホストファミリ
ーはとても温かく歓迎し て
くれました。勉強をする の
に理想的な町です!学 校の
スタッフは親密で明 るく、
先生方は愉快なの で、
とて
も楽しく学習でき ます!

小規模な学校ならではの
生徒1人1人に対するきめ
細かい配慮がなされます
美しい町並み、穏やかに 流
れる時間と空気、伝統 的な
イタリアの生活、ホス ピタ
リティ溢れる地元の 人々、
トーディは私のイタ リアの
故郷であり、イタリ ア語を
学ぶ上での最高の 環境が
揃っています!

授業

センター

ラ リンガ ラ ヴィー
タは1988年に設立
されました。学校
では常に生徒中心
主義の指導方法を
基礎においてきま
した。私たちの推奨
する生徒さんへの教
育法方は質の高いも
ので、生徒中心で個々
の可能性を引き出す人間主
義的思考に基づくアプローチで
す。
また、町全体がそして私たちの
スタッフが皆様をもてなし歓迎します。

ラ・リングア ラ・ヴィータはイタリア語とイタリア文化の
コースを個人と小さなグループ(最大6名)で展開していま
す。全てのコースに置いて表現の幅を広げ、個々に理解を
深めながら個人のニーズに合わせていくことが出来ます
。
イタリアを旅行したい方や、芸術やイタリア音楽を愛する
人、オペラ歌手、
ワインと食に造詣の深い方、先生や医師
やマネージャーなどのプロフェッショナルな方たち、旅行
をしながらイタリア語を家族で学びたい方、イタリアを巡
りたい方様々なコースを用意しています。
生徒さんたちとフレンドリーでリラックスし家族的な環境
で競争的なストレスを感じることなく、
グループで学ぶこ
とを楽しみ効果的に学ぶことが出来るアプローチで進め
られます。

L2イタリア語講師トレーニング
コース

メソッド

先生

私たちの授業ではコミュニケーションに重点を置
き革新的なメソッドものと効果的に行われ、各生
徒の個性を重視し、要望を聞きながらコース内容
をアレンジしています。私たちの教授法の根底に
ある哲学は生徒主体のコンセプトで、
アメリカの
有名な心理学者カール・ロジャーズ(1902-1987)の
”クライアント中心療法”のアプローチを採用して
います。
これらのメソッドはあなただけの忘れが
たい唯一の授業の経験として生徒一人一人にフ
ォーカスしていきます！
全てのアクティビティはイタリア語での実地的な
経験を保証し、
イタリア語で楽しんでもらえるよう
に厳選された資格のあるイタリア語指導者が引
率します。

私たちのすべての講師はイタリア語を母国語とし
、外国人へのイタリア語講師の有資格者です。
講師は、最新のコミュニケーション法に関する専
門的なトレーニングを積み、優れた人間性を持っ
ていることに基づいて選択されます。
ラ リンガ ラ ヴィータの教師の役割は、
ファシリテ
ーターの役割です。
ファシリテーターは、教室での
学習に好ましい雰囲気を作り、毎日の生活や仕事
のあらゆる場面で、潜在能力を最大限に発揮し、
継続的に言語を使用する機会を各生徒に提供し
ます。

あなたはイタリア語L2の講師になりたいですか？ 今あ
なたが持っているメソッドを更新して脳がどのように学
習し忘れないように教えることができるか最新の情報を
知りたいですか？ラ リンガ ラ ヴィータでは30年間生徒さ
んたちや大学や国際的な協会の講師達、
また世界のイタ
リア語文化センターに使われてきた独自の教授方メソッ
ドをお教えします。
このメソッドは、語学講師トレーニング
のためのL2 Pathsプロジェクトの一環として、
ウンブリア協
会と欧州共同体（Erasmus +）の承認を受けています。
トレーニングコースでは、外国人にイタリア語を教える最
も成功した方法を紹介するとともに、次のような可能性を
提供します：

•
•
•
•
•
•

イタリア語の教授方にPNLのテクニックを適用
します
効果的なコミュニケーションスキルを習得する
共感的な人間関係を確立するための知的発想
法
長期学習においては右脳左脳どちらも使用す
る
教授法に適用される言語神経学の基礎を知り
練習する
創造性と個人に合わせたトレーニング法を発
達させるガードナーの知恵

研修参加者の80％が私たちのセンターで働いているか、
他の研修機関との協力を開始しています。
また、各種の企
業研修や職場環境で便利な知識を獲得しています。

午後のアクティビティ

スカイプレッスン

ウンブリアをガイド付きで巡ります。芸術都市（ペルージャ
、オルヴィエート、
スポレート、
アッシジ、
スペッロ）や自然豊かな場所(マルモレの滝、
クリトゥンノ
の泉）等。
料理やお菓子作り、
ワインやオリーブオイルのテイスティ
ングコース、絵画や陶芸、馬で散策、
トーディのガイドツア
ー、イタリア文化のコース、映画で学ぶイタリア語、カクテ
ルパーティ、先生と一緒にショッピング、
アーチェリーのコ
ース、おしゃべりしましょう(アクティビティ)、一緒に読みま
しょう(アクティビティ)、木象嵌のコース等々沢山用意され
ています。

イタリア語を母国語とするラ リンガ ラ ヴィータの教師と
ご自宅でレッスンが出来ます！
レッスンは各生徒さんに合わせた内容を行い、最小で10
時間から始めることができます。価格は価値があり、快適
な状況は皆様に良い結果をもたらします。

私たちの学校には世界中から生
徒さんが集まってきます。そして、
なぜ皆さんトーディを選ぶかとい
うと...
-アットホームでリラックスムードで落ち着いた環境の中
で勉強ができる
-生徒さんの滞在を心から歓迎しているイタリアの良い家
庭や学校から近い快適なアパートでの滞在が可能
-コミュニケーションに重点をおいた、革新的で創造的な
メソッドを学べる
‐最大6名までの少人数のクラスで、常に発言する機会を
多く持てる
-ローマやフィレンツェなどの芸術都市までも足を延ばせ
る
-資格を持ったネイティブの先生からイタリア語を学べる
-アート、映画、文学、オペラ、舞台芸術、造形美術などの特
別講座に参加できる
-美しく芸術的な町並みを楽しみながら、治安が良く落ち
着いた場所で滞在できる

カントリーハウスで集中講義
授業はトーディ周辺の緑豊かな美しいレジデンスで集中
的に行われます。自然に癒される素晴らしい環境で、快適
な日常の中で学ぶことに必要性を感じることができます。
平日プログラムと週末、個人レッスン若しくは小さいグル
ープで、朝食から夕食まで先生と一緒に過ごします。
また、
イタリア語とベネッセというプログラムではスバでマッサ
ージを受けたり、植物療法や個人に合わせた食事制限を
取り入れたりという内容も可能です。

楽しみながら学ぶ
教室の中で勉強することは言語や文化を学ぶことの一過
程にすぎません。アペリティフや夕食会、国際的イベント
などの特別カリキュラムで幅広い選択肢があり、
プログラ
ムは豊かなものとなります。
これらのイベントに参加する
ことにより地元の人たちと交流を持て、様々な側面でのイ
タリア文化を吸収することができます。音楽、芸術、舞台、
ビデオ、対話ゲームなどは自己表現する生徒たちを励ます
ため有効で、
よくレッスンに取り入れられます。

ラ リンガ ラ ヴィータは生徒さん
たちからの要望に応える為に沢
山のイタリア語プログラムを用意
しました。
あなたに合ったイタリ
ア語を選んでください！
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

イタリア語と食
イタリア語と芸術
イタリア語を学びながらウンブリアを巡る
イタリア語と陶器で作るオブジェ
イタリア語とオペラ
家庭で学ぶイタリア料理
家族のためのイタリア語
60才からのイタリア語
ウンブリアの至宝:イタリア語でオリーブオイルの世界
を探訪
トーディのワインの道:イタリア語とワインの世界
ビジネスのイタリア語

あなたに合ったコースをお選び下さい、
また詳細について
はご連絡ください。

町

イタリアの緑のハート、
ウンブリア州にあるトーディはエトルリア時代
に創られ、ローマ時代に町は発展し、ルネサンス建築の建物が数多く
残る中世の美しい街です。ローマやフィレンツェ市内からは車で90分
です。
トーディはフレンドリーな地元民の住む心地よい雰囲気の小さ
な町です。
トーディを選ぶということは本来のイタリアを肌に感じなが
ら言葉を学べるということに他なりません。

滞在
アパートは中世の町並みの中心地または田園地帯に位置します。修復された部屋は
いずれもエレガントで、家具や生活必需品はすべて揃っています。ホームステイ先の
家族は親しみやすく親切で、モラルや文化レベルを基準に選出されており、生徒がイ
タリア社会生活に溶け込める環境を提供します。

