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Bertrand Russell

パドヴァでイタリア語！
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Benvenuti a Padova alla Bertrand Russell!!

“パドヴァでのご滞在が充実したものとなるよう、スタッ

フ一同、心のこもったサービスでお手伝いいたします。

何でもお気軽にご相談ください。

皆様のご来校を心からお待ち申し上げております。”

ベルトランド・ラッセル語学学校　校長 

マリア・クリスティーナ・ガルディン



パドヴァの歴史は、今から約３１００年前、紀元前

１１世紀にさかのぼります。今でもパドヴァ近郊か

らは、当時の人々の生活をしのばせる農業や狩

猟のための道具、石器などが発掘されます。た

だし、これらの遺物は、考古学の分野の興味の

対象であるとして、パドヴァが有史に名を留める

のは、紀元前１世紀、ローマの支配下にはいって

からのことでした。当時のパドヴァは、この地で最

も栄えた貿易の中心都市として、北イタリアでの

勢力を誇っていたのです。

右：カフェペドロッキ
下：プラートデッラヴァレ、

聖ジュスティーナ教会

パドヴァってどんな街？    

その後、諸外国からの侵略の時代を経て、パド

ヴァが最も輝きを増すのは、中世末期からルネッ

サンスにかけての文芸復興の時代においてで

した。

１２２２年創立のパドヴァ大学は、最初はボロー

ニャ大学の分校としての性格からこじんまりした

規模の専門学校に近いものでしたが、１４世紀ま

でには総合大学としての制度を整えてゆきます。

そして、当時の研究者の羨望の的として、有識者の

集う学術を牽引するヨーロッパ有数の大学へと発

展をとげるのです。そこで教鞭をとった、あるいは、

学んだ歴史に名を留める著名人は、たとえば、詩

人ダンテ、文学の父ペトラルカ、地動説を唱えた

自然学者コペルニクス、ガリレオなど数えきれな

いくらいで、ここで紹介するには枚挙に遑があり

ません。

また、パドヴァは、マンテーニャなどの偉大な画

家や、ルネッサンス後期を支えた有名建築家、パ

ッラーディオを生み出したのみならず、多数の芸

術家の集う、イタリア有数の芸術都市でもあった

のです。
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現在見られるパドヴァの街並みは、まさに輝か

しいこの時代のものであり、街の中心部ラジョー

ネ宮殿を中心とした旧市街は、当時の歴史的建

造物でいっぱいです。そして、人々の生活には、

いまだ中世の伝統が、脈々と息づいています。朝

市のこぎみよい会話の中に、広場での賑わいに、

また、日暮れ時にざわめく雑踏に・・・

ここには、過去と現代が調和して息づいていま

す。古代ローマの息吹を伝える円形劇場、有名

なジョットのフレスコ画で埋め尽くされたスクロヴ

ェー二礼拝堂、エレミター二教会、聖アントニオ教

会、聖ジュスティーナ教会、カフェペドロッキなど

の歴史的な建造物の美しさに、訪れた人々は、

言葉に尽くせない感動を覚えるのです。特色ある

柱廊とアーチを持つ建築物、ラジョーネ宮殿、旧

市街にある数々の美しい広場は、中世の姿を今

も保ち続けています。また、ユネスコ世界遺産に

も指定されている植物園、オルトボターニコ。大

学付属の植物園としては、世界最古のものです。

そうそう、忘れてはいけません。パドヴァ大学に

は、ガリレオが授業で使った現存する最古の解

剖教室、テアトロ・アナトーミコがあります。

上：シニョーリ広場と時計塔

下：ラジョーネ宮殿

Com’è la città di Padova?

芸術と文化の街パドヴァの中心、ガリバルディ

―広場にあるベルトランド・ラッセル語学学校。

授業の合間に、リラクゼーションに気軽に街を散

策できます。あなたも、ベルトランド・ラッセル語学

学校にいらしてください。そして、ぜひ、パドヴァ

の歴史を直接肌で感じてください。
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３月	４日、		 ７月	１日、		１０月	２８日、
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授 料

４週間（８０時間）　・・・　６００ユーロ

ただし、１６週間（３２０時間） を され

る場合、２２００ユーロに されます。

、各 の授 料 りです。

２４週間　（４８０時間）　・・・　２５００ユーロ

２８週間　（５６０時間）　・・・　２８００ユーロ

３２週間　（６４０時間）　・・・　３１００ユーロ

３６週間　（７２０時間）　・・・　３４００ユーロ

４０週間　（８００時間）　・・・　３７００ユーロ

・ の を される場合、授 料は

いたします。

・テキ 授 料に まれています。

・ 時のテストで十分な が られなかった

場合、３００ユーロ

することができます。

Corsi di Italiano

特別料 ：　１ 間
 （４８週間　９６０時間）４０００ユーロ

プライベートレッスン

プライベートレッスンは、授業内容を目的や

必要に応じて決めることができ、教師と一対

一で課題に取り組むことができるのが魅力。

重点的に学習したい文法や、苦手項目の復習、

好きな分野のテキストを用いてより深く学習

することもできます。また、イタリア語検定

試験（CELI,	CILS,	PLIDA）対策として、試験内

容に沿って集中して準備ができるので、特に

お勧めです。その他、経済・法律・医学・

観光など様々な専門分野に応じた語彙、文章

などの学習にも有効です。	

レッスン料(当校教室にて)	

１時間	(６０分)	・・・	３５ユーロ	

２５時間	・・・	 ８２５ユーロ	 (３３ユーロ/時間)

５０時間	・・・	１５００ユーロ	 (３０ユーロ/時間)

オンラインレッスン料(スカイプにて)	

１０時間	・・・	 ３５０ユーロ

２０時間	・・・	 ６８０ユーロ

３０時間	・・・	１０００ユーロ

４０時間	・・・	１２５０ユーロ

５０時間	・・・	１５００ユーロ



文法は、覚えることがたくさんあって
大変。でも、大丈夫！！あせらずマイ
ペースで勉強し、イタリア語をどんど
ん使ってみよう！イタリア人は必ず助
けてくれますよ。

授業カリキュラム　（グループレッスンのみ）

   

   

               

                       

                                                                   

                     

  

 

   

   

               

                       

                                                                   

                     

  

 

   

   

               

                       

                                                                   

                     

  

 

   

   

               

                       

                                                                   

                     

  

 

   

   

               

                       

                                                                   

                     

  

 

   

   

               

                       

                                                                   

                     

  

 

   

   

               

                       

                                                                   

                     

  

 

   

   

               

                       

                                                                   

                     

  

 

   

   

               

                       

                                                                   

                     

  

 

   

   

               

                       

                                                                   

                     

  

 

   

   

               

                       

                                                                   

                     

  

 

   

   

               

                       

                                                                   

                     

  

 

   

   

               

                       

                                                                   

                     

  

 

   

   

               

                       

                                                                   

                     

  

 

   

   

               

                       

                                                                   

                     

  

 

入門レベル ・・・　イタリア語初心者向け。

文法の基礎： 冠詞、名詞、形容詞、前置詞、所有代名詞、人称代名詞、

直説法（現在形・近過形・半過去形・単純未来形・先立未来形）、

条件法（現在形・過去形）、代名動詞 

発音、イントネーションの練習、文の構成 (口頭、筆記による練習)、 

生きた表現法 (簡単な読み物と会話)、聞き取り 

初級レベル ・・・　すでに文法の基礎知識があり、ある程度自己表現ができる人向け。

文法： 関係代名詞、直説法の全ての時制とその一致、条件法、接続法、命令法、

ジェルンディオ、不定詞、過去分詞の用法、受動態、間接話法 

文の構造と文体の練習、慣用句（口頭、筆記による練習）、

講読と時事テーマについての討論、作文、文の要約、聞き取り 

中級レベル ・・・　イタリア語の十分な知識を持つ人向け。

総合的な文法の復習と強化、特に前置詞、代名詞、動詞 (接続法、受動態、間接話法) に　重点を置く。口頭、

筆記による文法、文の構造と文体の練習、聞き取り、

慣用句（口頭、筆記による練習）、講読と時事テーマについての討論、作文と文の要約 

現代文学の講読とそれについての討論

上級レベル ・・・　イタリア語に関して、より豊富な知識を持つ人向け。

文法の、特に難しい点について、イタリアの高レベルな教育現場で取り扱われているテキストに触れること

によって深く掘り下げる授業。動詞の時制、文の構成、従属節の用法、補語と前置詞、文中における単語や前

置詞の配置、現代文学の分析、討論、作文、文の要約 

最終テスト：筆記、口頭試験に合格後、卒業証書 (ディプロマ) を授与いたします。



左上：ウェルカム・パーティー
上 ：料理教室
左 ：バッサーノ・デル・グラッパへの

遠足

課外プログラム

ベルトランド・ラッセル語学学校では、毎月、クリ

スティーナ校長宅でのウェルカム・パーティーに

始まる様々な課外プログラムを提供しており、た

くさんの学生の皆さんにご参加いただいており

ます。

・ウェルカム・パーティー

学生の皆さんはもちろん、教師やホームステイ

先の大家さんも招いて、クリスティーナ校長が

手料理でおもてなしをする、毎月恒例のパーテ

ィー。

・パドヴァ旧市街観光（ガイド付き）

ガリレオ・ガリレイが教鞭をとったパドヴァ大学と

その解剖教室、１４世紀の美しいフレスコ画で

飾られたドゥオーモの洗礼堂、コペルニクスにも

親しまれたカフェペドロッキなど。

・近郊小都市への観光（ガイド付き）

チッタデッラ、モンタニャーナなどの中世の城壁

に囲まれた街、アーゾロ、モンセーリチェ、マロ

スティカ、エステなど、小さな、魅力あふれる街

を訪れます。

・ブレンタ川沿いに並ぶ、１５世紀から１８世紀に

かけてのヴェネチア貴族の別荘見学

・ヴェネト州の郷土料理やお菓子の料理教室

・ヴェネチアのカーニバル※

・ヴェローナのアレーナでのオペラ鑑賞※

・ピオーヴェゴ運河遊覧船観光※

・その他

（※季節プログラムです。）



宿泊について

ベルトランド・ラッセル語学学校では、受講期間中、ご希望の方に、快適な滞在のできる宿泊先を提供いたして

おります。宿泊先の環境は、パドヴァにおける最高の滞在を楽しむための基本であると考えています。だからこ

そ当校では、一人ひとりのご要望に配慮しながら、より快適な宿泊先を提供できるように努めています。

なお、宿泊先から当校までは、徒歩、または公共交通機関を利用して、簡単にアクセスできます。

料金

１．シングルルーム・食事なし                                                    ・・・　  ４００ユーロ

アパートでのホームステイ、または他の学生とシェアー

２. シングルルーム・２食付き（朝食、夕食）　                              ・・・　１０００ユーロ

アパートでのホームステイ

３． ミニアパート　　　　　　　　　 　　　　　　　　                               ・・・　１２００ユーロ

・料金は４週間分の料金で、水道、電気、ガス料

金が含まれています。

・ご希望に応じホテルやB＆Bの手配もいたしま

す。（手数料無料）

・宿泊についてのお支払いは、お申し込みの際、

授業料と共にお支払いいただくか、パドヴァご到

着後、コース初日までに当校事務所にて、お支

払いいただいても結構です。（現金またはクレジ

ットカード払い）

・宿泊先に滞在可能な期間は、受講開始日の前

日から、終了日の翌日までです。ただし、ご到

着の日程が数日ずれるような場合については、

当校事務所までご相談ください。

・受講開始日の少なくとも２０日前までに、当校よ

り宿泊先の住所、電話番号をお知らせいたしま

すので、直接、家主と連絡を取り、ご到着の日時

をお伝えください。または、当校事務所にご連絡

いただいても結構です。

お部屋

・ シングルルームご利用の場合の洗面所、浴室、

トイレ、台所は、ホームステイ家族、または他

の学生との共同利用です。

・ 宿泊先は、シーツやタオル、調理器具などすべ

て完備しています。洗濯機は、原則として１週

間に１回の割合でご利用いただけます。

・ お部屋は各自で清掃し、共同で使用する部分

については、同居する人と分担で清掃しなけれ

ばなりません。

右：ダイニングキッチン（一例）
下：シングルルーム（一例）
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冬は凍り付くような寒さ。手袋や帽子
は必需品。夏は太陽の光がとても強く、
全ての色が鮮やかです。でもお肌には
ちょっとつらい！日焼けが気になる方
は、日本から強力日焼け止めを持参さ
れることをお勧めします。

お申し込み

受講の期間が決まりましたら、当校規約をよくお読みのうえ、以下の手続きに沿ってお申し込みください。

お申し込みの時期は、受講開始日の約３か月前までが目安です。

お手続きの流れ

１．お支払い

・授業料のお支払い

     受講のお申し込みは、当校が申込書を受領し、授業料の全額または一部を領収した時点で有効となり 

ます。ただし、ビザを申請される場合は、申請手続きの際に、授業料の領収書が必要となりますので、

全額一括でお支払いいただきます。

・お支払方法

次のいずれかの方法でお支払いください。

①国際郵便為替による送金

宛先： SCUOLA DI ITALIANO BERTRAND RUSSELL

VIA E. FILIBERTO, ６

３５１２２ PADOVA ITALY

② クレジットカード　

カード会社名、番号、有効期限を当校までメール、またはファックスでご連絡ください。

③ 銀行口座振り込み

下記の銀行口座あてにお振り込みください。

                 銀行名：      DEUTSCHE BANK

                 銀行住所：   CORSO MATTEOTTI, ２１ –　３５１２２　PADOVA ITALY

                 口座名義：   ISTITUTO LINGUISTICO BERTRAND RUSSELL

                 口座番号：   IBAN :  IT20F0310412100000000822006

                                   BIC o SWIFT :  DEUTITMMPAD

※送金、お振り込みの手数料は各自でご負担いただきますようお願いいたします。

・宿泊料のお支払い

当校に宿泊先をお申し込みの方の宿泊についてのお支払いは、授業料と共にお支払いいただくか、

パドヴァご到着後、コース開始初日までに当校事務所でお支払いいただいても結構です。

（現金またはクレジットカードによるお支払い）

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 



 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

Iscrizione

ご質問等がございましたら、当校ホー
ムページからのお問い合わせメール、
電話、またはファックスで、お気軽に
お問い合わせください。

２．申込書の送付

最終ページの申込書の必要項目をアルファベット、算用数字ですべてご記入のうえ、パスポートサイズ

の写真３枚と、国際郵便為替で授業料をお支払いの場合は、その送金控えのコピーも同封してご送付

ください。

宛先：   SCUOLA DI ITALIANO BERTRAND RUSSELL

           VIA E. FILIBERTO, ６

           ３５１２２ PADOVA ITALY

※当校ホームページからでもお申し込みいただけます。

www.bertrand-russell.it

オンラインでお申し込みいただいた場合、パスポートサイズの写真３枚をメールに添付のうえ、

お送りください。または、パドヴァご到着後、当校事務所にお持ちいただいても結構です。

３．当校より書類を送付

当校で入金が確認でき次第、入学許可書等の書類をお送りいたします。書類は、お支払いいただいてから、

約３週間でお手元に届きます。

４．ビザの申請

当校からお送りいたしました書類と共に、在日イタリア大使館（または領事館）にて、就学ビザの申請を

してください。ビザ申請についての詳細は、大使館（または領事館）に直接お問い合わせください。

５．宿泊先のお知らせ

・当校に受講期間中の宿泊先をお申し込みの方には、受講開始日の少なくとも２０日前までに、当校よ

り宿泊先の住所、電話番号をお知らせいたしますので、直接、家主と連絡を取り、ご到着の日時をお伝

えください。または、当校事務所にご連絡いただいても結構です。

・宿泊先は、受講開始日の前日からご利用いただけます。ただし、ご到着の日程が数日ずれるような場

合は、当校事務所までご相談ください。

６．残金のお支払い

パドヴァご到着後、受講開始初日までに、残金（宿泊料）を当校事務所にてお支払いください。



スプリッツ：
パドヴァ発祥のリキュール「アペロー
ル」などに、白ワインまたは発泡性の
ワインを加えてソーダで割った、オレ
ンジ色のカクテル。食事前に軽く一杯！
学生、社会人、年配の方・・・スプリ
ッツはみんなに大人気なのです。

当校規約

１. 申し込みは、当校がコースの代金を領収した

時点で有効となります。

     もし何らかの理由で、申し込み内容を変更さ

れる場合は、少なくともコースの始まる１週

間前までに、当校事務所までご連絡ください。

     それ以降、申し込み内容の変更をされた場

合、コースの受講開始日に限り変更可能で

すが、下宿先等の予約については変更いた

しかねますので、予約された１ヶ月分の宿泊

料金を頂戴いたします。

２. 受講終了日以前の受講中止、または受講期

間中の遅刻・欠席などに対する授業料、宿

泊料の払い戻しは一切ございません。

  ３. 受講資格を他の人に譲渡することはできま

せん。

     

  ４. 奨学金を受けて当校のコースを受講される

方で、宿泊先を当校にお申し込みになる場

合は、受講お申し込み時に、宿泊料金もあ

わせてお支払いください。

  ５. 当校がご用意する宿泊先は、基本的にシン

グルルームです。宿泊先の家主の承諾がな

い限り、家族や友人等との共有は一切でき

ません。

  ６. 当校の学生につきましては、校内における

事故やケガに対しては、当校の保険によっ

てその医療費が保証されますが、学外にお

いては、当校の保険の適用外となりますの

で、各自で保険をご準備ください。



SCUOLA DI ITALIANO BERTRAND RUSSELL 
VIA E. FILIBERTO, 6 - 35122 - PADOVA ITALY 

TEL +39 049 654051 FAX +39 049 8754133 
www.bertrand-russell.it  e-mail: school@bertrand-russell.it 

 

２０１８年	 １月	８日、	 ２月	５日、	 ３月	５日、	 ４月	 ３日、	 ５月	 7日、	 ６月	 ４日	、

	 ７月	２日、	 ８月	１日、	 ９月	３日、	 １０月	 １日、	 １０月	２９日、	 １１月	２６日

２０１９年	 １月	７日、	 ２月	４日、	 ３月	４日、	 ４月	 １日、	 ５月	 ２日、	 ６月	 ３日	、

	 ７月	１日、	 ８月	１日、	 ９月	２日、	 ９月	３０日、	 １０月	２８日、	 １１月	２５日



SCUOLA DI ITALIANO 
BERTRAND RUSSELL

VIA E. FILIBERTO, 6 - 35122 PADOVA ITALY
TEL +39 049 654051 FAX +39 049 8754133

www.bertrand-russell.it      e-mail: school@bertrand-russell.it

事業内容： イタリア語コース、大学受験準備コース、企業向け語学コース、各国語翻訳、外国語コース（英語、フランス語、ドイツ語、
スペイン語、ポルトガル語、アラビア語、ロシア語、日本語）

姉妹校： ベルトランド・ラッセル語学学校ミュンヘン校

facebook.com/bertrandrussellpadova

事務所受付時間 月曜日～木曜日 ９：００～１３：００　１５：００～２０：００
金曜日 ９：００～１３：００　１５：００～１８：００

※土、日、祝日、クリスマス休暇（１２月２４日～１月６日）はお休みです。


