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シチリア島は、地中海の中でも大きく美しい島
のひとつです。その県庁所在地となるパレルモ
は芸術、美食、素晴らしい気候に恵まれ、心地
よく過ごすには、最適な海の街です。

アラブ、ノルマン、ビザンチン様式を色濃く残
した歴史ある貴族の館、さらには現代アートの
美術案や現代的な劇場にもその様式を見ること
ができます。その中でもテアトロマッシモは、
ヨーロッパの中でも貴重なもののひとつとされ
ています。芸術と文化、さらには料理の中心と
なる場所、それがパレルモです。

実際、パレルモは世界的なストリートフード
の‘都’として認められています。伝統的な郷土
料理は、過去の歴史を取り込みながら現在のパ
レルモの多彩な食文化へと変化しました。その
ため、歴史の流れを食を通じて、感じられると
いう側面においても、非常に重要です。
そして近郊には、観光客が数多く集まる場所、
モンデッロ、スフェッロカヴァッロ、チェファ
ルー、イゾラ・ディ・フェッミネ、ウスティカ、
スコペッロ、サンヴィート・ロ・カーポ、ラ・リッ
セルバ・ディ・ジンガロなどがあります。
他にも有名な場所、例えば、アグリジェント、
ノート、シラクーサ、シェジエスタ、ピアッザ
アルメリーナ、エオリア諸島、エガディ、エー
リチェ等々へのアクセスも至便です。

サマースクールには課外授業として、散策な
ど、郊外への小旅行も含まれています。

        パレルモでイタリア語を学ぼう



授業では専門かつ経験豊かな教師陣が指導にあたります。サマースクールでは、インターンシッ
プ中である、イタリア語を母国語とする若いパレルモ大学の学生達により、午後や夕方からのア

クティビティが随時、催されます。

特別集中コースは、2週間クールで行われます。多彩で刺激的なアクティビティと平行しながら、
イタリア語を高いレベルで集中して習得することが期待できます。

一方、教室の授業は、経験豊かな語学専門の講師陣によって行われます。
サマースクールでは、イタリア語を母国語とする若いパレルモ大学の研修生達が
そばにいて、サポートをしています。
このように、イタリア語を母国語とするチューターとの課外活動を通じて、文化や日常に慣れ親
しみ、語学を自然に学んでいくことができます。

Summer School 2013

        パレルモでイタリア語を学ぼう （イタストラ）で学ぼう



レベル

期間

料金

授業時間

概要

言語と文化の基本コース

全て

第1期 6/30〜7/11 第2期 7 
/14〜7/25 第3期 7 /28〜8/8   
第4期 8/18〜8/29 
第5期 9/15〜9/26

300ユーロ (登録料、教材費、課外活動
などを含む)

40時間 受講および受講終了試験時間を含む

授業は月曜にから金曜日(朝9:00
〜13:00)の2週間コースとなりま
す。それぞれのクラスは最大
15名迄。
2 人 の 講 師 が 毎 日 交 
代して 、会 話 と 筆 記、語 
彙 、文化 な どの 理解を通
じて能力を鍛えていきます。

授業の進め方そして使用する
教材は、正しいイタリア語で
のコミュニケーションを促す
ためののもです。

授業は午前中に行われます。

午前の授業 

        コース

特別集中コース
イタリア語と芸術

 
 

初級から上級まで

7 /28〜8/8、8月の2/3の週末と
8/9(土曜日)

350ユーロ (登録料、教材費、アクティ
ビティ、課外活動、ツアーを含む)

40時間 + 観光

講師は、歴史と芸術に精通し
た語学の講師であり、特に芸
術そしてイ タリア建築の文化
(20世紀〜)の世界に焦点を当て、
専門分野のコ ースを構成して
います。そしてその専門用語
を強化することが目的で す。

午前の授業教室での授業は、
多種多彩で豊かな生きたシチ
リア語に浸るために、課外授
業で訪れることになる、芸術
的に非常に興味深い場所につ
いて学びます。

※パレルモ市内は午後４時か
ら、他の地方や島は８月の 2/
３の週末と 8/９

(土曜日) に訪れる場所につい
ての授業です。

午前の授業



        コース

特別集中コース
文学と語学のコース

上級

7 /28〜8/8
8/18〜8/29
 

300ユーロ (登録料、教材費、
課外費、課外活動などを含む)

40時間

このコースは、言葉の構成,そ
の多様性を分析することに焦
点をおいたコースです。

このコースに参加する主人公
達(生徒)は、よりハイレベルな
語学力、一般社会で有益な活
用法、実践的な文法そして現
代的な構文を学びます。

使用する文学作品、そして扱
う現代作家、それらは学ぶ上
で、より有効であると判断
し、厳選されたものばかりで
す。

またこのコースは、目的が絞
られており、専門的な口承
性、文章成作成能力の向上に
努めています。

授業内容:上級者文法、現代イ
タリアの社会言語学、文学。

午前中の授業

特別短期コース
イタリア語と映画、シチリア映画

中級から上級まで

7/28〜8/8

200 ユーロ (登録料、教材費、課外 活
動などを含む)

20時間

「...そう、私はシチリアを舞 
台に映画を作った、そして作 
る、これからも作り続けるだ 
ろう。なぜならシチリアは映 
画そのものだから」、そして 
同時にこの地は、マフィアの 
との戦いの象徴であると、シ 
チリアの作家、レオナルド・ シ
ャシャは主張している。

ジュジェッペ トルナトーレ
監督はシチリア人。
オスカー賞の受賞者追記:この
三角の形をした島(シチリア)ほ
ど、このように私の興味を引
き続け、映画監督達に興味を
もたらし続ける場所はひとつ
もない。
その島は映画のための真の場
所に違いないだろう。

このコースでは、文学、オ
ペラ、映画作品の分野を組
み合わせ、さらに深く映画
文化やその分野に観点をし
ぼった内容となります。

理解力と口述の両方を組み合
わせることによる能力アッ
プを狙い、さらに有名な映
画の名所も訪問します。

午後からの授業

特別短期コース
語学と料理のコース

全てのレベルに対応

6/30〜7/11 9/15〜9/26

200ユーロ (登録料、教材費、課外活
動、調理のための費用(1夕食分)を含む)

20時間

料理のコースでは、郷土料理
の実習があります。

参加者は典型的なシチリア料
理を実際に調理すること
ができます。

そして使う素材や試食など、
その理解を深めるための授業
も行います。

シチリア料理の文化と伝統を
知るための授業は6時間、14時
間は経験者の実習を見て、調
理して、味わいながら料理法
について学びます。

最小参加人数6名〜 

午後からの授業



       学生へのサービス

    特典

        文化的で楽しいアクティビティ

        Corsi

レベル

期間

料金

授業時間

概要

特別短期コース
イタリア語と舞台、テアトロ・ジョル

ナーレに言葉を解放しよう

初級から中級まで

7/14〜7/25

200ユーロ 登録料、教材費、課外活動な
どを含む

20時間

マスコミュニケーション(TV、
ラジオ、新 聞、広告)は、制
限された中で行われ、不 確か
なものでもあります。

それらはコミュ ニケーション
の道具であり、時には隠した 
り、あるいは説得したり、時
には人を欺い たりするために
用いられます。

テアトロ-デル−オッポレッソ
の創設者、ア ウグストボール
による、舞台広告の技術や 舞
台裏方の小道具や訓練を通じ
て、このコ ースではコミュニ
ケーション戦略を深く広 く、
考察することが可能となりま
す。

午後からの授業

 
スペシャル短期コース

 イタリア語と舞台。
即興芝居と物語の作成

初級から中級まで

8/18〜8/29

200 ユーロ(登録料、教材費、課外活動
などを含む)

20時間

このコースでは、役者の使う
簡単なものから複雑なもの
まで、台詞や芝居、寸劇を通
じて、ジェスチャーと口述
その両方の能力をあげること
を目的としています。

シンプルな場面からより複雑
で予測不能なものへー。

演劇に必要な「逆説」あるい
は「矛盾」など、日常的な要
素をそこに加えながら、変化
させていきます。

場面そして登場人物に生き生
きと表現力を与えるために、
講師が用意したテキストをも
とに、生徒達自身がストーリ
ーを辿っていきます。

著名な俳優達の作品に描かれ
ているスケッチやジョークを
見て、イタリア演劇の世界を
感じてください。

喜劇性、親密さ、身振りや言
葉での表現を学んで、特徴
的なイタリア文化をより深く
探求することを目的として
います。

午後からの授業



       学生へのサービス

    特典

        文化的で楽しいアクティビティ
パネッレやクロケット、アランチーノ、スフィンチョーネ ...、パレルモのいわば“ストリートフ
ード”。これらはアラブ、ヘブライ、スペイン、ノルマン、その他 の民族が入り交じり、何千年
と続く伝統的な郷土料理のひ とつです。ストリートフードの都‘パレルモ’を 味見しな がら散策
しましょう。

散策&小旅行:チューターそしてイタリア語を母国語とする研修生達 とのコラボレーションで、学
校として午後そして夜さらには週末と 様々なアクティビティを企画します。

ここでの散策や小旅行は、パレ ルモ市内外問わず行われ、アペリティーボや海でのクルージン
グ、大 型集合施設、スポーツなど多岐に渡ります。

場合によっては超過の交通費、飲食代、美術館や遺跡等の入場料など は、学生達でまかなっても
らうことになります。

 

学生の要望に応じて、学校は快適で手頃な住環境を案内す ることができます。(B&B、ホームス
ティ(食事無し)、下宿など)全て学校の近くで街の中心地に存在します。

学生会員の数に制限はありますが、パレルモ大学の食堂を利用することが可能です。

詳細はこちらまで、メールでの問い合わせを御願いします。
※日本語でも結構です。scuolaitalianostranieri@unipa.it

 

一コース以上をすでに経験した学生には、トータルの料金 から割引をします。さらに今回の入学
者全てが、2015 年からの冬期および夏期コースでのディスカウントの対象 となります。

おおむねの情報はこちらのホームページを参照ください。
www.itastra.unipa.it

私たちの学校をもっと知って頂くために、たくさんのアクティヴィテ ィをサマースクールの間に
企画しています。ホームページから、メー ニューの項目を探し、‘コース’を選び、その中から‘サ
マースクール’を お探しください。
写真や動画は Facebook や YouTube からもご覧頂けます。



お問い合わせ先
 

 Piazza Sant’Antonino,

n°1 - 90134 Palermo

 

Tel. +39091- 23869601

 

scuolaitalianostranieri@unipa.it


