イタリア語・文化学校一覧（提携校もございます）
Scuola Lingua Italiana

語学だけではなく、イタリアの文化、料理、芸術に触れたいという方に得にお勧めの学校です。
料理レッスンやワインレッスン、美術や音楽など、学校により様々な文化コースを設定しています。
1 週間未満の短期コースから、1 年以上の長期留学まで、留学スタイルは様々。ぜひご希望をご相談下さい。

Milano

～ミラノ（Lombardia ロンバルディア州 ）～

ロンバルディア州の州都であり、世界的にも有名な街。
得に、ミラノコレクションやミラノサローネなど、この街から発信される最先端のデザインは世界中から注目されています。
また美術館や、教会、オペラ座などの数多くの文化遺産があり、歴史と現代的な雰囲気が混在する魅力的な都会です。

・リングアドゥエ
・レオナルド ダ ヴィンチ

Torino

Linguadue
Leonardo da Vinci

www.linguaviva.it

www.scuolaleonardo.com

～トリノ（Piemonte ピエモンテ州）～

ミラノに次ぐイタリア第二の工業都市。フィアットなどの自動車産業の他、ワインやチョコレートでも大変有名な街です。
市街は 17 世紀後期の美しいバロック建築が多くみられ、碁盤の目のように道が整っているので散策しやすいのもポイント。
おしゃれなカフェやブティックなどでショッピングはもちろん、
街の東側に位置するヴァレンティーノ公園ではポー川の流れを眺めながら、ゆったりとした時間を過ごすこともできます。

・リタリア

ポルティカンド

Venezia

L’italiano Porticando

www.italianoporticando.com

～ヴェネツィア（Veneto ヴェネト州）～

言わずと知れた水の都。
約 170 の運河と 400 を超える橋があり、
美しい建物と水との調和はまるでファンタジーの世界のようです。
教会や美術館も多く、街そのものが世界遺産に登録されており、歴史や文化を常に感じることのできる街です。
2 月には世界的に有名なヴェネツィアのカーニバルが開かれ、大変なにぎわいを見せます。

・イスティトゥート

ヴェネツィア

Istituto Venezia

www.istitutovenezia.com

Verona

～ヴェローナ（Veneto ヴェネト州）～

イタリアの北部に位置する街。「ロミオとジュリエット」の舞台として有名です。
アディジ川が S 字型に流れ、その周りを教会や美しい広場が囲みます。
中でも、1 世紀にたてられた円形劇場は有名で、夏にはここで野外オペラが開かれます。
ゆったりと落ちついた雰囲気の溢れる街ですので、気持ちの良いリラックスした毎日を過ごすことができるでしょう。

・イデア ヴェローナ

Padova

Idea Verona

www.ideaverona.com

～パドヴァ（Veneto ヴェネト州）～

中世から続くポルティコ（柱廊）や、公園に囲まれる美しい街です。
街は静かな落ち着いた佇まいでもありますが、大学都市でもあり、若者が多く活気があります。
中でも、ジョットのフレスコ画が壁面を飾るスクロヴェーニ礼拝堂は世界的に有名であり、息をのむ美しさ。
ヴェネツィアやヴェローナ、ミラノへも移動しやすいロケーションですので、
北イタリアを楽しむ留学の拠点としてもオススメです。

・ベルトランド

Genova

ラッセル

Bertrand Russel

www.bertrard-russel.it

～ジェノヴァ（Liguria リグーリア州）～

ジェノヴァは温暖な気候で、リゾート地として有名なリグーリア湾のちょうど真ん中に位置する人口約 60 万人の湾岸都市です。
イタリア最大の貿易港であり、とても開けた印象を持ちます。
その立地から中世には海洋国家としてその名を地中海に轟かせました。
当時の貴族の館も多く残る、優雅な雰囲気の街です。フォカッチャやジェノヴェーゼペーストの街としても有名です。

・ア ドア トゥ イタリー

Chiavari

A Door To Italy

www.adoortoitaly.com

～キアヴァリ（Liguria リグーリア州）～

リグーリア州のジェノヴァ湾に面した小さな町です。
ビーチやヨットハーバーがあり、気候も落ち着いており、住みやすい街です。
休日は、ブティックや市場をゆっくり歩いて回るのも良いですが、
チンクエテッレなどイタリアンリビエラの小さな町を訪れ、世界中から一目みようと観光客が集まるような、
自然と建物が見事に調和する風景を楽しむこともできます。

・ネル ブルー

Nel Blu

www.nel-blu.it

Bologna

～ボローニャ（Emilia Romagna エミリア・ロマーニャ州）～

約 38 万人が住むボローニャは、ヨーロッパ最古の大学として知られるボローニャ大学の学生でいつも活気に溢れています。
赤いポルティコ（柱廊）が街中に並ぶ様はまるで中世に紛れ込んでしまった錯覚を覚えます。
徒歩圏内で生活できる住みよい街です。また美食の街としても知られ、
バルサミコ酢で有名なモデナや、パルミジャーノチーズと生ハムの街パルマも同じエミリアロマーナ州にあります。

・クルトゥーラ イタリアーナ

Ravenna

Cultura Italiana

www.culturaitaliana.it

～ラヴェンナ（Emilia Romagna エミリア・ロマーニャ州）～

ビザンツ芸術の最高峰とされるモザイクで有名なラヴェンナ。
人口約 15 万人のこの町は、西ローマ帝国、東ゴート王国では首都がおかれ、
東ローマ帝国時代にはラヴェンナ総督領の首府となり、世界史上でも重要な役割を担っていました。
現在は長い自転車道が整備され、落ち着いた佇まいを見せています。
海にも近く、また近辺の有名都市にもアクセスが良いので、小規模で生活しやすい街です。

・スクオーラ

Lucca

パラッツォ

マルヴィジ

Scuola Palazzo Malvisi

www.palazzomalvisi.com

～ルッカ（Toscana トスカーナ州）～

フィレンツェより電車で 1 時間ほどの街。広い城壁で街がぐるりと囲まれており、散歩やサイクリングを楽しむことが出来る。
プッチーニの生誕の地としても有名。
教会やカテドラル、広場などは中世の面影を残しており、歴史を感じながら、ゆったりとした留学生活をおくれるでしょう。

・コイネ センター

Siena

Koine’ Center

www.koinecenter.com

～シエナ（Toscana トスカーナ州）～

フィレンツェから直通バスで約１時間程で到着するこの街は、糸杉と葡萄畑に囲まれた古い佇まいを残します。
街の中心に位置する、カンポ広場は世界一美しいと言われる広場。
美しい傾斜によって作られるこの広場にいると、この街の歴史や、人々の活気を感じられます。
毎年夏に開かれる“パリオ”という騎馬装束によって行われる中世の競馬には、イタリア中から人が訪れ大変賑わいます。

・ダンテ アリギエーリ協会

Societa’ Dante Alighieri

www.dantealighieri.com

・レオナルド ダ ヴィンチ

Leonardo da Vinci

www.scuolaleonardo.com

Firenze

～フィレンツェ（Toscana トスカーナ州）～

人口 37 万人の「花の都」は、ルネサンス時代の宝石箱のように多くの歴史的建造物が残り、
世界でも有数の観光都市となっています。
アルノ川を中心に広がる中世の街並みはとても美しく、何世紀にも渡り人々を魅了してきました。
手工業が盛んなフィレンツェは革製品や靴などの工房や、アトリエが立ち並びます。
また、時おり青空市場が開かれたり、夜も活気があふれ、飽きることはないでしょう。

Accademia Europea

www.accademiaeuropeafirenze.it

Istituto Europeo

www.istitutoeuropeo.jp

・スクオーラ トスカーナ

Scuola Toscana

www.scuola-toscana-jp.com

・チェントロ フィオレンツァ

Centro Fiorenza

www.centrofiorenza.com

・マキャヴェッリ

Machiavelli

www.centromachiavelli.it

・レオナルド ダ ヴィンチ

Leonardo da Vinci

www.scuolaleonardo.com

・アカデミア

エウロペア

・イスティトゥート

Livorno

エウロペオ

～リヴォルノ（Toscana トスカーナ州）～

リグーリア海に面する美しい港町です。
16 世紀にメディチ家のコジモ 1 世によって、リヴォルノを地中海一の港町にするよう計画が作られ、
攻撃用の岸壁や船舶用運河が建設されました。
今でもヴェネツィアのように、街の中を運河が走る美しい風景を見ることができます。
フィレンツェから電車で 1 時間と交通の便もよく、自然と文化に満ちたトスカーナの風土を感じることができるでしょう。

・リングア ノーヴァ

Isola d’ Elba

LinguaNova

www.linguanova.com

～エルバ島（Toscana トスカーナ州）～

トスカーナ州最大の島で、イタリアでは 3 番目に大きな島です。シチリア島やサルデーニャ島に比べて、のんびりとした雰囲気な
ので、イタリア人も好んでこの場所にヴァカンスに訪れます。
海水浴はもちろんサイクリングやハイキングなど、自然の中で気持ち良くすごすことができます

・チェントロ フィオレンツァ

Centro Fiorenza

www.centrofiorenza.com

Viareggio

～ヴィアレッジョ（Toscana トスカーナ州）～

フィレンツェから電車で 2 時間程の海辺の街。イタリアでもっとも長い砂浜があり、夏は海水浴に賑わう人気リゾートです。
また冬はカーニバルの山車パレードが人気。テレビで見るような有名人をモチーフに、皮肉たっぷりに巨大な張り子山車が
街を練り歩く姿は圧巻。

・チェントロ クルトゥーラ

ジャコモ

プッチーニ

Centro Culturale Giacomo Puccini
www.vellanguage.com

Montepulciano

～モンテプルチャーノ（Toscana トスカーナ州）～

フィレンツェからバスで 2 時間ほどの、城壁に囲まれたトスカーナの小さな丘上都市。
ワインの産地として名高く、丘の上から見渡せるブドウ畑が美しい。

・イル サッソ

Assisi

Il Sasso

www.ilsasso.com

～アッシジ（Umbria ウンブリア州）～

オリーブの丘の上に立つ、ウンブリアの都市。特に聖者フランチェスコの街として有名であり、
ジョットの壁画によって飾られるサン・フランチェスコ教会は世界遺産にも登録されている有名な巡礼の地です。
小さな街ではあるが、この聖地を求めて世界中から巡礼者や観光客が集まります。

・アカデミア リングア イタリアーナ

Orvieto

アッシジ Accademia Lingua Italiana Assisi

www.aliassisi.it

～オルヴィエート（Umbria ウンブリア州）～

フィレンツェとローマの間に位置する街。
駅からはケーブルカーにて市街地に入る、断崖絶壁の上の天空都市です。丘の上からの見晴らしには特に魅了されることでしょう。
町の中心のドゥオモは大変豪華で、イタリアの 3 代ゴシック建築に数えられます。

・リングア シィ Lingua Si

Todi

www.linguasi.it

～トーディ（Umbria ウンブリア州）～

小高い丘の上に作られた中世都市。丘にはテヴェレ川が流れ、また裾野には緑が広がり、大変美しい街です。
また、この豊かな自然によって育まれた美味しい料理やワインも楽しみの一つ。五感を沢山喜ばせてくれるこの街での留学生活で、
イタリアならではの豊かな生活を過ごすことができるでしょう。

・ラ

リングア ラ ヴィータ

La lingua la vita

http://www.lalingualavita.com

Roma

～ローマ（Lazio ラツィオ州）～

ローマには、永遠の都と言わしめるだけの魅力がつまっています。
人口 260 万の大都会は、歴史の宝庫であり、緑も多く、多種多様な人が全世界から集まってきます。
城壁に囲まれたこの街にはテベレ川が流れ、丘や市場、美術館、幾つもの広場が混在し、
かつ文化的イベントや映画館なども多数あり、現代の私たちにも飽きることはありません。
イタリアの首都にして唯一の魅力を持つローマは住んでこその味わいがあると言えるでしょう。

・ディリット インターナショナルハウス Dilit international house
www.dilit.it
・トッレ ディ バベレ
torre di babele
www.torredibabele.com
・プロリングア

Napoli

インターナショナル

Prolingua international

www.prolingua.it

～ナポリ（Campania カンパニア州）～

ナポリをナポリたらしめているのは、
2000 年にわたって統治者が変わった時代を生き抜いた人々の性格によるものなのかもしれません。
大学があるため活気にあふれ、ユネスコの世界遺産にも登録されている旧市街地区は
ヨーロッパで最大の大きさを誇る、さながら屋外美術館といったところ。
人口 300 万、ローマ、ミラノに次ぐイタリア第三の都市は歴史、美術、食文化、どれをとっても魅力に溢れています。

・チェントロ イタリアーノ

Salerno

Centro Italiano

www.centroitaliano.it

～サレルノ（Campania カンパニア州）～

ナポリと同じカンパニア州に位置するサレルノ県は、
有名なリゾートであるアマルフィやポジターノを含みます。
その県の中心であるサレルノ市は海岸沿いの風光明媚な中都市です。
ポンペイ遺跡にもアクセスが良く、南イタリア観光の拠点となる、のんびりした雰囲気の街です。
ユネスコの世界遺産に登録されている都市遺跡パエストゥムもあり、様々な楽しみ方を持ち合わせています。

・アカデミア

イタリアーナ

Sorrento

Accademia Italiana

www.accademia-italiana.it

～ソレント（カンパニア州）～

高級感漂う、南イタリアのリゾート。
夏は海水浴場として避寒地としてイタリア内外から人が集まります。
ブティックやカフェもかわいらしく、観光客がのんびりと過ごします。
美しいティレニア海とヴェスーヴィオ山を眺めながらの留学生活は、心を落ち着けてゆったりと過ごすことができるでしょう。
もちろん、美味しいシーフードも忘れてはいけません。ナポリやアマルフィへも通いやすく、南イタリアを満喫できます。

・ソレントリングエ

Taormina

SorrentoLingue

www.sorrentolingue.com

～タオルミーナ（Sicilia シチリア州）～

タオルミーナは避暑地としても有名な人口 1 万人の小都市です。
古代ギリシャの最初の植民地ジャルディーナ・ナクソスが滅ぼされた後に、
タウロ山の中腹に紀元前 4 世紀に作られた歴史のある都市で、古代劇場も残っています。
リゾート地だけあって、エトナ山を臨み、海に囲まれた景色は本当に美しく、また、本土とは異なるシチリア料理も堪能できます。
観光客が多いため、とてもよく整備され、花が咲き乱れるかわいらしい街です。

・バビロニア

Babilonia

www.babilonia.it

