なぜ ALCE、なぜ BOLOGNA?
FAQ (よくある質問)
貴方がスクールとスタディ・プログラムを選択する時（それはとても大切な決断事項です）、色々な角度か
ら検討するべきです。その中でも、スクールが自分に適していて、ニーズが満たされるかどうかを知ること
が最も重要です。私共は貴方に役立つ当スクールの概要や提供する内容などの情報を伝えたいと思います。
以下は FAQ 形式となっていて貴方がスクールや生活に適した街を選択するガイドとなってくれるでしょう。

1

街には国際空港があります
か？

2

国内の他の街への公共の機関
での交通の便はどうですか？

3

スクールがある地域は治安が
いいですか？

4

一年中通えるクラスがありま
すか？
レッスンの長さは何分間です
か？
集中コースは一週間に何時間
授業がありますか？

5
6

7

クラスの最少人数は何人です
か？

8

生徒はどの国から来ますか？

グリエルモ・マルコーニ空港はイタリアで最も重要な空港の
一つでありスペイン、スイス、オーストリア、ドイツ、ギリ
シャ、ベルギー、オランダ、イギリス、アイルランド、デン
マーク、スウェーデン、ノルウェー、ポーランド、クロアチ
ア、ルーマニア。トルコ、モルドバ、ロシアなどの欧州の主
要都市にアクセスし、格安便も出ています。
ボローニャの中央駅はイタリアの交通網の中心となっていま
す。ボローニャ自体が芸術の街であり、更にフィレンツェ、
ヴェネチア、ミラノ、ヴェローナ、マントヴァ、パルマ、パ
ドヴァ、ラヴェンナ、フエラーラなどの主な芸術の街に容易
に辿り着くことができます。これらの街へは 50 分から 2 時
間半以内に着くことができます（新しい快速電車“Freccia
Rossa”“Freccia Argento”を利用した場合）。
ALCE は高級住宅街にある Santo Stefano 通りに面し(緑の多い
最も治安が良いエリアの一つです)、歴史的中心街に属し、
バスのメインルートが通っています。最も美しい市の公園、
マルゲリータ公園へはわずか数百メートルです。レクリエー
ションやリラックスには最適の場所で、快適なグリーンスペ
ースをエンジョイできます。
ALCE のコースは 49 週間開催されており、クリスマスとお正
月のホリディ期間を除いてスクールは一年中開いています。
ALCE の各レッスンの時間は実質 60 分です。
意欲的に語学を学ぼうとする大人の学生に、本格的でアカデ
ミックな環境を提供するために、当スクールでは短期コース
は設けていません（一週間に 23 時間の GI23 が、最短の集中
コースです）。更に当スクールでは大人数のグループや 17
歳未満のコースは設けておりません。
当スクールは各生徒に良く目が行き届くよう私共の優秀な教
師に対して最高でも 8 人まで、平均で 4～6 人の少人数制を
とっています。当スクールでは各レベルでの定員数に至らな
かった場合でも授業時間を減らすことはありません。
比較的小規模なスクールにも関わらず、開校以来色々な国か
らバランス良く生徒が訪れています。一つの国の生徒が
10/11%を超えることはありません。そして毎年約 25/30 ヶ国

9

何段階のレベルに分かれてい
ますか？そして各レベルの長
さはどれぐらいですか？

10

勉強を続けていく中で上達度
はチェックされますか？

11

どのようにして習得したスキ
ルは評価されますか？

12

スクールで認定試験を受ける
ことができますか。

13

アクレディテーションと有名
団体加入によって信頼と専門
的なサービスを確認できます
か？

の異なる国から生徒を迎えています。
ALCE には一年間を通じて平均して 4-6 段階のレベルが存在
します。当スクールのアカデミックシステムにより生徒の持
つウィークポイントを見つけ出し効果的な改善を保証する構
造となっています。各レベルの修了基準に達した後、次の段
階のレベルへと進んで行きます。各レベルの期間はレベルが
アップするごとに増えていきます。（A1: 4 週間 A2: 5 週間;
B1: 8 週間; B2: 9 週間: C1 e C2: 10/12+ 週間)このようにして
European Common Framework と CILS の要目を習得できま
す。
第一番目の朝に(月曜日）各生徒は適切なテストを受け、そ
れに応じたレベルのクラスに配置されます。クラス分けテス
トは European Common Framework をベースとした筆記と口
述試験です。テストはまた各生徒に必要なものが正確に判断
できるように製作されています。2 週間ごとに試験によって
上達度がチェックされます。これらの 2 週間に一回のテスト
によって読解、作文、口頭理解、文法、構文など幅広いチェ
ックが行われます。
2 週間ごとに当スクールの教師が個人用の詳細なレポートを
各生徒に製作します。コースの終了時に生徒には a) 「出席
とスキル習得証明書」、b) 弱点を克服するための適切な提
案と確認されたラーニング・ギャップを埋めるために、やる
気、参加行為、理解力、学習速度、難題克服度、適合性な
ど、生徒の上達度についての評価が詳細に至るまで記された
「評価表」が渡されます。
1997 年から ALCE は Unistrasi（シエナ外国人大学）から許可
を受け CILS の公式な試験場となっています。2012 年からは
また DITALS（外国人にイタリア語を教える教師の証明書）
受験準備のためのセンターに指名されました。
ALCE は CILS や ITALS の公認センターであるだけでなく、イ
タリア国内や国際的なレベルで信頼を高めて、質の高い一
流の私立の語学協会と認められ、IALC (International
Association of Language Centres)と、その会員には学校の質

と専門的なレベルのサービスを生徒に与えることを保
証するために厳格な教育を実行しプロフェッショナル
な資格を要求する ASILS (Associazione delle scuole di italiano

14

全ての教師は専門的資格と経
験を積んでいますか？

come lingua seconda)の一員に選ばれたボローニャとエミリ
ア・ロマーニャ州で唯一のスクールです。ALCE のコースは
CSN によってスウェーデンで認められ認定されています。ま
たドイツの多くの州で Bildungsurlaub（外国語研修休暇制
度）に選ばれています。
当スクールの全教師は、熟練したスタディ・ディレクターに
よって指示、監視されています。文科系の学部で学位を得て
いるだけでなく、教育用のマスターは DITALS 2 を習得し、
教師としての経験も豊かです(最低でも 5 年、平均で 8.7

15

スクールでは定期的に課外の
社会的、文化的な活動を提供
していますか？

16

スクールには宿泊設備検査と
選択専用のスタッフがいます
か？
スクールが所有し、管理して
いる宿泊設備もありますか？

17

18

ホストファミリーやその他の
宿泊設備とスクールの距離は
どのぐらいですか？

19

スクールは生徒のケアを行い
日常で必要なことをアシスト
してくれますか？

20

学生の満足感は、定期的に
チェックされますか？

年)。
当スクールは言語習得速度を増し、文化的理解を高めるため
にクラスルーム教育において社会的、文化的プログラムを加
えることは必要かつ不可欠なものとみなしています。それら
は、バリエーション豊かで生徒に好奇心を与える教育ツール
となるので、スクールは定期的に異なる予定を組み盛んな活
動を行っています（イタリア映画鑑賞、クラスルームクッキ
ング、ワイン味見会、地域の歴史的に興味深い場所の見学、
芸術的な街のガイド付き小旅行、博物館見学、アペリティフ
などを予定しています）。
当スクールのディレクターは提供している全施設をチェッ
ク、管理し、そして絶えず直接監視しています。また選ばれ
たホストファミリーと個人的に面接し調査しています。
ALCE はボローニャで唯一(またイタリア各地のスクールと比
べても数少ない)スクールが所有する独立した質の高いレジ
デンスを提供しています（そこでは１２人の生徒の宿泊が可
能で、スクールから徒歩で５分の場所にあります）。
当スクールの全てのホストファミリーとアパートは（シェア
もしくは独立したフラット式のアパート）スクールの近くに
位置して、徒歩で約 5/6 分から 15/20 分ほどか、バスで 5 分
から遅くとも 15 分で到着できる距離です（2.4 km を超える
ことはなく、全ての宿泊設備は交通の便の良い場所に位置し
ています）。

小～中規模で、独立していて、家族経営のスクール、
真剣に語学を習得しようとしている生徒達に 5 つ星の
サービスを提供している当スクールはユニークな存在
となっています。スクールは 1999 年に開校されてから
高い評価を受けて来ました。 ALCE の持つ雰囲気はプロ
フェッショナルでありながら家族的ということです。全員が
家族のように親しみやすく生徒はすぐにスタッフや他の仲間
達と打ち解けることができるでしょう。これは特別なことで
はなく生徒が帰国する時に(当スクールはリピーターとして
次の年に多くの生徒が戻って来ます)、質の高いレッスンと
単なるクライアントとしてではなく温かい家庭の一員として
扱われたことに喜びの気持ちを表してくれます。
ALCE の全ての生徒の持つ問題や疑問に真剣に答えようとす
る「オープンドア・ポリシー」は有名です。毎日スクールで
生徒は、全てのスタッフと行う単純で気軽な会話を通して
（教師からディレクターに至るまで全員が常に生徒のニーズ
を満たせるようスタンバイしています）、コースや宿泊施設
はもちろん、社会的活動に至るまでの満足度を伝えることの
できる環境にいます。更にニーズを理解するために生徒の到
着時に質問事項やアンケート用紙に記入してもらいます。

