
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

春期講座 

2023 

Tokyo 
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月曜 ■15:00-16:30 

木曜 ■11:40-13:10 

 
月曜 ■19:40-21:10 

火曜 ■15:00-16:30 

 
 
土曜 ■12:15-13:45 

水曜 ■19:40-21:10 

日曜 ■12:10-13:40 

 

        

 

月曜 ■15:00-16:30 

火曜 ■11:30-13:00 

■19:40-21:10 

木曜 ■15:00-16:30 

 

 

 

入門・初級 VENEZIA コース 

 
全 6 レベル、90 分×11 回 

受講料：38,500 円 

教材費：レベルにより ～2,000 円 

中級プラス SIENA コース 

 
全 8 レベル、90 分×11 回 

受講料：38,500 円 

教材費：1,500 円 
 

 
 
上級 PISA コース 

 
1 レベル、90 分×11 回 

受講料：38,500 円 

教材費：1,500 円 

 

全 3 レベル、90 分×11 回 

受講料：38,500 円 

教材費：1,500 円 

 

最上級 AGRIGENTO コース 

 

中級 MILANO コース 

 
全 8 レベル、90 分×11 回 

受講料：38,500 円 

教材費：レベルにより ～2,000 円 

 

全 2 レベル、90 分×11 回 

受講料：38,500 円 

教材費：1,500 円  

 

皆様、 

お元気ですか？ 

再生の季節でもある春が訪れました。今年も新しく興味深いトピック満載のイタリア語コースを 

ご用意いたしました。 

当校のサービスを益々向上させるために新しいプロジェクトもご用意しております。 

多くの皆様のご受講をお待ちしております。 

Un caro saluto a tutti! 

ファブリツィオ・グラッセッリ 

 

木曜 ■10:00-11:30 

     ■15:00-16:30 

■18:00-19:30 

■19:40-21:10 

土曜 ■10:30-12:00 

日曜 ■12:10-13:40 

 

0 

月曜 ■10:00-11:30 

     ■17:00-18:30 

■19:40-21:10 

水曜 ■14:00-15:30 

■18:30-20:00 

 

0 

上級プラス ROMA コース 

 

※オンラインレッスンをご希望の方は、事務局までお問い合わせください。 



  

 

  

ファウンデーションイヤー 

 

 

イタリアやヨーロッパ各国にて 
大学進学をお考えの方、日本に 
居ながらにして、イルチェントにて 
初年度を開始できます。 
詳細はお気軽にお問い合わせくださ

い。 
パルマ大学 ダンテアリギエーリ協会ローマ パルマ音楽院 

イタリア政府公認 PLIDA イタリア語資格試験。 

ご自身のレベルやステップアップ、留学や移住に！ 

開催予定日 

5 月 28 日(日)A2 レベル 

6 月 25 日(日)B1/B2/C1 レベル 

11 月 19 日(日)A2/B1/B2/C1/C2 レベル 

 
Quaderni del PLIDA, 

NUOVO CORSO PER L’ESAME  

イタリア語資格試験 PLIDA 専用教科書 
当校にて販売中！ 

イタリア語総合プライベート ・個人のペースで、お好きな日時にご受講できます。 

    プライベート          6,200 円（60 分×1 回）/ 57,000 円（60 分×10 回）＋ 教材費 

    セミプライベート     28,000 円(90 分×6 回、2～3 名) + 教材費 
 

PLIDA 試験対策講座 ・イタリア政府公認 PLIDA イタリア語資格試験の対策講座。 

    プライベート          39,600 円(60 分×10 回) + 専用教材費（4,000 円） 

    セミプライベート      36,300 円(90 分×10 回、2 名様～) +専用教材費（4,000 円） 
 

フリートーク Free Talk ・テキストを使わない、会話に特化したレッスンです。 
    プライベート 3,500 円（30 分×1 回）   
                          12,500 円(30 分×4 回) ／21,000 円(30 分×8 回) 
 

イタリアオペラ発声 Bel Canto ・音程や発音を学びたい方、試験やコンサート前に。 

    プライベート/グループ   8,500 円（60 分×1 回） 
 

ラテン語 "Latinum Facile" ・イタリア語の学習経験が 2 年程度ある方が対象です。 

     プライベート/グループ   38,500 円(90 分 X１１回） ※教材費込み 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

l イタリア語コース（年齢別、レベル別） 
l イタリア語合唱団 
l サッカーレッスン 
l 料理レッスン 
l コンサート等の各種イベント 

2023 春講座スケジュール

 

春期講座：4/1（土）～ 6/22（木） 

夏期講座：7/2（日）～ 9/30（土）※予定 

ご一読ください 
 

■ 振替 〈総合コース〉 
ご欠席されたレッスンと同等レベルの総合コースク

ラスがある場合のみ、無料でお振替いただけます。 
 

■ 補講 〈総合コース VENEZIA のみ〉 
欠席の振替ができない場合、60 分の補講を学期内

６回までご受講いただけます。 
 

■ パッケージ有効期限 〈プライベート〉 
・プライベートレッスン 10 回：14 週間 
・セミプライベートレッスン 6 回：10 週間 
・フリートーク 4 回：6 週間 
・フリートーク 8 回：10 週間 
※長期休校中はカウントされません。 
 

■ キャンセル・変更 〈プライベート〉 
・火、水、木、日レッスン；レッスン 24 時間前まで 
・月、土レッスン：レッスン 2 日前 15 時まで 
※上記以降のキャンセル・変更は、レッスン消化扱

いとなります。 

■ ご返金 
一旦お支払いいただいた受講料等のご返金は応じ

かねます。 
  

■ 受講料振込先 
カ）イルチェントロ 
三井住友銀行 渋谷駅前支店 
（普）5203876 

開校日：土曜日 
詳細：www.il-centro.net/wpggda/ 
場所：NEW INTERNATIONAL SCHOOL（池袋） 
お問い合わせ：info@il-centro.net 
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Aprile 

Maggio  

Giugno 


