2018年 8月

今年もやります！東京ロシア語学院の『ロシア語夏期集中講座』
！
8月4日
（土）〜 8月17日
（金）までの期間に実施いたします。今夏の講座の特徴は、8月4日
（土）
・5日
（日）、
11日
（土）
・12日
（日）の土日も開催することです！ 皆さまからのアンケート結果で、
「土日も開講して欲し
い」、
と多くのご要望をいただきました。講座ラインナップは、
これからロシア語を学び始める方々から、中
級レベルの方々を対象としております。
また、10月にロシア語能力検定試験を控えていることから、GW集
中講座に引続き、検定対策講座も充実させていただきました。各講座は、短いもので1日、長いものでも5
日間なので、期間中に複数の講座を受講いただくことも可能です。
皆様のご参加を心よりお待ちしております！
！

入門
発音とイントネーション
日 程

講師：佐川 紅実子

① 3日間 / 8月6日
（月）〜8日
（水）/ 9：30〜12：45（休憩15分）

② 3日間 / 8月11日
（土・祝）〜13日
（月）/ 9：30〜12：45（休憩15分）

受講料 16,800 円

教材費 『ロシア語発音教程』
（CD付）1,620 円

開講 4名以上
定員 各20名

３日間でロシア語のアルファベットの読みと発音を習得する講座です。これからロシア語を始
めようとしている方、ロシア語を始めてはみたもののアルファベットの読みに苦戦している方、
何となく読めるけど発音に自信がない方、一緒に練習しましょう。
※①、②の授業内容は同じものです。ご都合の良い日程をお選びの上、お申し込み下さい。

入門
速習ロシア語（入門）

講師：滝野 泰志

日 程 3日間 / 8月10日
（金）〜12日
（日）/ 10：00〜15：00（途中休憩15分+昼食休憩1時間） 開講 4名以上
受講料 21,600 円

教材費

※プリント教材費込み

定員 15名

アルファベットがわかり、単語の読み方の基本を理解している方を対象としたクラスです。ロシア語文
法の基礎に触れ、簡単な挨拶なども学んでいきます。
【学習内容】
名詞の性／人称代名詞／簡単な挨拶／数詞／場所の表現①／形容詞／所有代名詞／名詞の複数形
動詞の現在変化（Ⅰ式・Ⅱ式）、前置格（名詞）／場所の表現②／動詞の過去形・未来形／対格（名詞・人
称代名詞）

東京ロシア語学院

〒156-0052 東京都世田谷区経堂1-11-2
☎ 03-3425-4011 FAX 03-3425-4048

URL : www.tokyorus.ac.jp
E-mail : info@tokyorus.ac.jp

初級
速習

格の基礎

講師：滝野 泰志

日 程 3日間 / 8月15日
（水）〜17日
（金）/ 10：00〜15：00（途中休憩15分+昼食休憩1時間） 開講 4名以上
受講料 21,060 円 教材費 ※プリント教材費込み

定員 15名

ロシア語には６つの「格」があり、名詞や代名詞は語末を変化させることで、
日本語の「て、に、を、は」
のように、文中での役割を表します。本講座では３日間で、格の基本的な用法を学ぶとともに、名詞と人
称代名詞の格変化を覚えていきます。
この先本格的に格を勉強する前に、格の用法の全体像を知って
おきたい方、格の用法の復習をしたい方にお勧めです。
※名詞の性、主格の使い方、人称代名詞(я, ты, он, она, оно, мы, вы, они)、動詞の現在・過去が
分かっている方であれば受講できます。

会話

入門

文字が読めなくてもOK！ミニミニ会話

講師：山田 雪子

日 程

開講 4名以上

① 2日間 / 8月9日
（木）
・10日
（金）/ 10：00〜12：30（途中休憩15分）
② 2日間 / 8月15日
（水）
・16日
（木）/ 10：00〜12：30（途中休憩15分）

受講料 9,720 円

教材費 ※プリント教材費込み

定員 各10名

まずは正しい音・リズム・イントネーションを身につけます。分かりやすく簡単な言い方を、
どのような場面でどういうふうに使うのかを実際に練習して覚えます。それが会話への第一歩で
す。会話のための基本中の基本を身につけることがこの講座のねらいです。初めてロシア語を学
ぶ方も、文法は理解できているのに会話には自信がない方もお待ちしています。

会話

入門

やさしいロシア語会話（入門）
日 程

講師：マリヤ・マクシモヴァ

① 3日間 / 8月6日
（月）〜8日
（水）/ 13：30〜16：00（途中休憩15分）
② 3日間 / 8月11日
（土・祝）〜13日
（月）/ 13：30〜16：00（途中休憩15分）

受講料 14,580 円

教材費 ※プリント教材費込み

開講 4名以上
定員 各10名

挨拶や簡単な日常会話を身につけていきます。
ごく基本的な挨拶や日常よく使う表現から始めて、３日間で簡単な日常会話を身につけます。
アルファ
ベットがすでに読める方であれば、文法を知らなくても受講できます。
この機会にロシア語を口にする
楽しさに触れてみませんか。 ※ネイティヴ講師によるロシア語のみでの授業となります。

会話

初級

会話の苦手意識を克服しよう！

（土・祝）〜13日
（月）/ 10：00〜12：30（途中休憩15分）
日 程 3日間 / 8月11日
受講料 14,580 円 教材費 ※プリント教材費込み

講師：マリヤ・マクシモヴァ
開講 4名以上
定員 10名

初級文法を学習中の方、
また過去に学んだことのある方を対象としたクラスです。文法は少し分かっ
てきたけれど、ロシア語で話すことに抵抗を感じる方は少なくないでしょう。
授業では「初対面での挨拶」
「買い物」
「レストラン」
「道をたずねる」
といったシチュエーションでの会話
に触れていき、音読を重ね、場面別での会話練習をします。たくさんロシア語を口にして、ロシア語で話
すことへの恐怖心を取り除くことがこの講座の目的です。授業はロシア語のみで進められますので、ロ
シア語にたっぷり浸って学ぶことができます。

検定
検定4級対策講座

（水）〜10日
（金）/ 13：30〜16：45（途中休憩15分）
日 程 3日間 / 8月8日
受講料 16,800 円 教材費 ※プリント教材費込み

講師：未定
開講 4名以上
定員 15名

10月のロシア語能力検定試験に向けて、実際に過去に出題された問題を解きながら、学習のポイン
トを学んでいきます。文法だけでなく、普段自分ではなかなかできない朗読のチェックもします。受講対
象者は下記の通りです。
※アルファベットの読み、名詞の性の区別、動詞の現在変化（第1変化、第2変化）はできること。
※独習でも構わないので、格変化は一通り教科書に目を通していることが望ましい。

検定
検定4級対策講座（和文露訳対策）

（土）
・12日
（日）/ 13：30〜16：00（途中休憩15分）
日 程 2日間 / 8月11日
受講料 9,720 円

教材費 ※プリント教材費込み

講師：未定
開講 4名以上
定員 10名

受検者にとって最も難しく、
また対策も立てにくい科目と言われている和文露訳を10月のロシア語能
力検定試験に向けてポイントを絞って指導します。講座では受講者に実際の問題に近いものを初日に
解いていただき、添削して翌日に返却します。２日目は添削されたものを最初にご確認いただき、
ご自
身の弱点等を把握した上で講義を聞いていただきます。講座後の独習用の教材もお渡ししますので、
講座中に使用する教材とともに試験対策に活用してください。

検定
検定3級対策講座

講師：山内 真

日 程 4日間 / 8月14日
（火）〜17日
（金）/ 10：00〜15：00（途中休憩15分+昼食休憩1時間） 開講 4名以上
受講料 32,400 円 教材費 ※プリント教材費込み

定員 15名

10月のロシア語能力検定試験に向けて学習のポイントを学んでいきます。文法は模擬問題を通して
出題形式に慣れるとともに、文法の習得度合いをチェックします。3級合格に必須の「形容詞・名詞の格
変化」、
「移動の動詞の現在変化」、
「比較級」
も覚え込んでいきます。文法対策以外にも、露文和訳、和文
露訳、聴取の練習も行い、普段自分ではなかなかできない朗読のチェックもします。
受講対象者は以下の条件全てに当てはまる方です。
動詞の時制（現在・過去・未来）を理解していること。
格変化（名詞、形容詞、所有代名詞、人称代名詞の単数・複数の変化）を一通り学んだことのあること。
移動の動詞、関係代名詞которыйを学んだことがあること。

検定
検定3級対策講座（和文露訳対策）

講師：小林 淳子

日 程 2日間 / 8月11日
（土）
・12日
（日）/ 13：30〜16：00（途中休憩15分）

開講 4名以上

受講料 9,720

定員 10名

円 教材費 ※プリント教材費込み

ロシア語能力検定試験3級の「和文露訳」の練習をしていきます。検定3級の「文法」には自信があるも
のの「和文露訳」を苦手に感じている方は少なくないでしょう。授業では3級までに必要とされる文法知
識を活用しながら、実際にロシア語で文章を組み立てていきます。色々なパターンの露訳練習を集中的
に行うことで「和文露訳」に慣れ、苦手意識を克服していきましょう。

検定
検定2級対策講座（入門）

講師：山内 真

（月）〜8日
（水）/ 10：00〜16：00（途中休憩各15分+昼食休憩1時間） 開講 4名以上
日 程 3日間 / 8月6日
受講料 29,160 円 教材費 ※プリント教材費込み

定員 20名

検定３級に合格したものの、２級を目指して勉強するのに何から手をつければ良いか分からない人
は多いと思います。
この講座は検定３級レベルの方を対象とし、２級の問題を解く上で必要な文法事項
を一通り見ていき、３級から更に上のレベルへのステップアップを目指します。将来検定試験２級を受
検したいけれど、
まだ自信のない方もどうぞ。

検定
検定2級対策講座（実践）
日 程

① 5日間 / 8月4日
（土）
・5日
（日）
・10日
（金）
・11日
（土・祝）
・12日
（日）
10：00〜16：00（途中休憩各15分+昼食休憩1時間）

講師：今村 悦子
開講 4名以上

② 5日間 / 8月13日
（月）〜17日
（金）/ 10：00〜16：00（途中休憩各15分+昼食休憩1時間） 定員 各12名

受講料 54,000 円 教材費 ※プリント教材費込み

Цель этих курсов - помочь вам подготовиться к сдаче экзамена на
сертификат 2-го уровня владения русским языком. Что касается подготовки к
«устному сочинению», мы берем общие темы (семья, увлечение, русский язык
и т.д.) и упражняемся в правильном изложении мыслей на заданную тему.

※ ①は、前半2日間＋後半3日間の全5日間講座、②は5日間連続の講座となります。

検定
検定2級対策講座（聴取試験対策）

（土）〜13日
（月）/ 13：30〜16：00（途中休憩15分）
日 程 3日間 / 8月11日
受講料 14,580 円 教材費 ※プリント教材費込み

講師：佐川 紅実子
開講 4名以上
定員 10名

本講座では、ロシア語の音声をまずロシア語で書き取り
（ディクテーション）
、その後に書き取ったロシ
ア語をもとにテキストの内容をできるだけ詳しく日本語で書くという作業を行います。ロシア語のディク
テーションをやることで、子音の無声化・有声化、母音の変化、単語の連続による音の変化などが意識で
きるようになります。
また、各テキストについて聞き取りの後に音読（オーバーラッピング、
シャドーイン
グ）
を行います。ネイティブの発音・スピードをまねることで、聴取のレベルも向上します。
教材となるテキストは、最初は理解しやすい短めの会話文から始め、最終的には試験本番と同程度の長
さ
（200語前後）のテキストを使います。

特別

初級

格変化トレーニング

（土・祝）〜13日
（月）/ 9：30〜12：45（途中休憩15分）
日 程 3日間 / 8月11日
受講料 19,440 円

※教材なし

講師：山田 雪子
開講 4名以上
定員 8名

格変化を「知識」
として覚えている方は多いと思いますが、考えずとも出てくるほどしっかり
「身につけ
ている」方は案外と少ないのです。上のクラスを受講していても格変化が「身についていない」
ことでな
かなか学習が前に進まない、上達しないという方をよく目にします。
この講座では動詞と組み合わせな
がらカードなどを使い、格変化をスムーズに言える様になることを目標としてトレーニングをします。
（で
すからこの講座にはテキストはありません。
）
このトレーニングをすることにより格変化に対する抵抗感
がなくなり、次のステップに進む大きな助けを得ることでしょう。

特別

中級

バイリンガル音読トレーニング 『小犬を連れた奥さま』

（月）〜10日
（金）/ 13：30〜16：45（途中休憩15分）
日 程 5日間 / 8月6日
受講料 32,400 円 教材費 ※プリント教材費込み

講師：清水 柳一
開講 4名以上
定員 12名

夏休みにふさわしい内容の集中講座を用意しました。
まず、チェーホフの珠玉の作品をロシア語で声
に出して読みます。次にその一部だけを翻訳して日本語で音読してみましょう。名作を原文と訳文で正
確にきれいに音読する方法を学ぶだけではありません。声に出して人に伝えるには、
どのような訳文に
すればいいのか、そのコツを学びます。翻訳や通訳にも必ず役立つトレーニングです。中級以上。

会話

中級

動詞の接頭辞を使いこなそう

（水）〜17日
（金）/ 13：30〜16：45（途中休憩15分）
日 程 3日間 / 8月15日
受講料 19,440 円 教材費 ※プリント教材費込み

講師：マリヤ・マクシモヴァ
開講 4名以上
定員 12名

動詞の接頭辞は最も難しい文法項目の１つです。その複雑さは接頭辞の多さ、意味の多様さ、動詞
の格支配に関係します。本講座の目的はこれらを克服し、接頭辞を整理し、
自ら使えるようになることで
す。授業では接頭辞のついた動詞について以下を学んでいきます。
１）基本的意味 ２）格支配 ３）転義 ４）反対語 ５）共通した意味のグループ
※ロシア語能力検定試験２級程度の力が必要です。 ※授業はロシア語のみで進められます。

特別

初級

歌で学ぶロシア語

〜歌で暑さを吹き飛バカンス〜

（土・祝）
・12日
（日）/ 13：30〜16：00（途中休憩15分）
日 程 2日間 / 8月11日
受講料 9,720 円

教材費 ※プリント教材費込み

講師：光井 明日香
開講 4名以上
定員 12名

ロシア語の学習において歌はとても有益な教材です。本講座では歌を教材にロシア語の魅力に触れ
ていきます。1日目はロシアの愛唱歌より
「カチューシャ」、
「カリンカ」を、2日目には日本でよく知られて
いるロシアの歌「百万本のバラ」
とロシアでよく知られている日本の歌「恋のバカンス」を扱います。
まずは発音練習をしてから文法解説を行い、最後はバラライカの伴奏に合わせて実際に歌ってみま
しょう。キリル文字が読めなくても、楽譜が読めなくても大丈夫です。読み方の練習、音取りと丁寧に進
んでいきます。ロシア語に興味のある方、歌を歌うことが好きな方、文法の知識を確認されたい方、大歓
迎です。
この夏、新たなロシア語の魅力に出会いませんか？

特別

初級

動いて覚える移動の動詞

（水）〜17日
（金）/ 10：00〜12：30（途中休憩15分）
日 程 3日間 / 8月15日
受講料 14,580 円

教材費 ※プリント教材費込み

講師：マリヤ・マクシモヴァ
開講 4名以上
定員 8名

『動いて覚える移動の動詞』は移動の動詞を苦手としている方、
自由に使えるようになりたい方を対象
としたクラスです。授業では、１）接頭辞のない移動の動詞（«идти–ходить», «ехать–ездить»,
«бежать–бегать», «плыть–плавать», «лететь–летать» 等）、２）
よく使う接頭辞の付いた移動の動
詞（«пойти», «прийти»–«уйти», «войти»–«выйти», «подойти»–«отойти», «дойти», «пройти»,
«перейти», «обойти»等）について、その意味と使い方を実際に教室内を動き回ったり、体を動かしな
がら身につけていきます。授業はロシア語だけで行います。ゲーム形式でたくさん練習しながらを移動
の動詞の正しい使い方を身につけていきます。※ロシア語能力検定試験３級程度の力が必要です。

特別

初級

日記を書いてみよう

（月）
・7日
（火）/ 13：30〜16：45（途中休憩15分）
日 程 2日間 / 8月6日
受講料 12,960円

教材費 ※プリント教材費込み

講師：佐川 紅実子
開講 4名以上
定員 10名

語学の力を上げるには、基礎と実践が欠かせません。書く力をつけるには定期的に日記をつけること
が役立ちます。毎日ではなくとも、週に何回か書くことで語彙力・表現力が上がります。
今回の講座では１日目に『出来事について書いてみる』
（いつ・どこで・誰が・何をという表現や移動の動
詞、
日付や時刻、天気、など事実をどう表すか）、２日目に『感想を書いてみる』
（映画や旅行について感じ
たこと、思ったことなどの表現の仕方）
というテーマを設定しました。各日、前半はそれぞれのテーマに関
する表現の紹介と簡単な練習問題を、後半は実際に作文（テーマに沿った課題の和文露訳と自由作文）
を書いてもらいます。
対象レベルはロシア語検定３級程度ですが、基礎文法（動詞の体と移動の動詞含む）を修了された方な
らどなたでも受講していただけます。 露和・和露辞典をご持参ください。

特別

初級

ロシア語の絵本を読む

（水）〜17日
（金）/ 10：00〜12：30（途中休憩15分）
日 程 3日間 / 8月15日
受講料 14,580 円

教材費 ※プリント教材費込み

講師：小林 淳子
開講 4名以上
定員 15名

『大きなかぶ』
『てぶくろ』
『三びきのくま』など、
日本でも有名な絵本をロシア語で読んでみましょう。
ま
た、ロシア語の朗読を聞くことで豊かな音の響きを楽しみます。授業では単語のみ訳がついているテキ
ストを使用します。
まだ初級文法を終えていない受講希望者は、
日本語訳の絵本（市販の・あるいは図
書館などで）を事前に読んでおくことをすすめます。
ロシア語能力検定試験４級以上。

特別

中級

アニメ “Смешарики”を観て、話そう

（月）〜8日
（水）/ 10：00〜12：30（途中休憩15分）
日 程 3日間 / 8月6日
受講料 14,580 円

教材費 ※プリント教材費込み

講師：マリヤ・マクシモヴァ
開講 4名以上
定員 8名

«Смешарики» はсмешные とшарикиを合わせた造語です。丸々した可愛らしいキャラクターたち
が登場するアニメですが、時に哲学的なテーマも含むため、大人の間でも人気があります。
この講座で
はロシアアニメ«Смешарики»を使って、
ロシア文化や伝統を知るとともに、言語運用能力を伸ばすトレ
ーニングをしていきます。
また語彙を増やし、動詞の変化や、格の使い方、数詞の用法など日本人がよく
ぶつかる問題にも焦点を当て見ていきます。具体的な進め方は、
テクストを読んでアニメの内容を把握
してから、動画の視聴、語彙と文法に関する口頭及び筆記問題、聴取、セリフの音読、ディスカッション、
クイズ等を行います。授業はロシア語のみで行います。
この３日間ロシア語環境に身を置いて、ロシア
語で思考する脳を鍛えましょう。
ロシア語能力検定試験２級以上

特別

入門

辞書の使い方（入門）

（土・祝）/ 13：00〜14：30
日 程 1日のみ / 8月11日
受講料 1,620 円

※教材なし

講師：金田 育子
開講 8名以上
定員 15名

アルファベットも読めるようになり、格変化など文法の学習を始めたが、
この単語はどう変化するのか
をどうやって調べたらいいのかが実はわからないということはありませんか？ ロシア語は単語が変化
するので、引くときにコツがあります。そんなコツを実際に辞書を引きながら説明していきます。辞書を
上手に使うことは、ロシア語学習の大きな支えとなります。
ご自分の辞書を持っている方はご持参ください。持っていない方は貸し出しをします。
また、
どんな辞書
を選んだらよいのかも説明します。

特別

初級

辞書の使い方（初級）

（土・祝）
・12日
（日）/ 10：00〜12：30（途中休憩15分）
日 程 2日間 / 8月11日
受講料 9,720 円

教材費 ※プリント教材費込み

講師：金田 育子
開講 4名以上
定員 15名

初級文法（格変化）の学習を一通り終え
（検定４級合格程度）、
これから中級の文法を学び始める方、
または学んでいる方を対象に文章を読むときにどのように辞書を活用していけばいいのかを実際にテ
キストを読みながら説明します。
また、辞書の使い方だけでなく、文をどのようにとらえるかの説明もし
ます。一日目と二日目では読むテキストを変えますので、二日連続での受講でも、一日のみの受講でも
可能です。普段ご自分が使っている辞書を必ずご持参ください。
この講座が自分でテキストを読んでい
くことの楽しさを知るきっかけとなればと思います。

8月4日（土）～ 8月12日（日）
レベル

入門
初級

午

前

午

『発音とイントネーション』①
3日間 6〜8日
（月〜水）
9：30〜12：45

後

『辞書の使い方（入門編）
』
1日のみ 11日
（土）
13：00〜14：30

『発音とイントネーション』②
3日間 11〜13日
（土〜月）
9：30〜12：45
『格変化トレーニング』
3日間 11〜13日
（土〜月）
9：30〜12：45
『速習ロシア語』
3日間 10〜12日
（金〜日）
10：00〜15：00
『辞書の使い方（初級編）
』
2日間 11・12日
（土・日）
10：00〜12：30

会話

『ミニミニ会話』①
2日間 9〜10日
（木・金）
10：00〜12：30

『やさしいロシア語会話』①
3日間 6〜8日
（月〜水）
13：30〜16：00

『会話の苦手意識を克服しよう！』
3日間 11〜13日
（土〜月）
10：00〜12：30

『やさしいロシア語会話』②
3日間 11〜13日
（土〜月）
13：30〜16：00

『検定2級対策講座①』
（実践）
5日間 4・5日・10〜12日
10：00〜16：00
『検定2級対策講座』
（入門）
3日間 6〜8日
（月〜水）
10：00〜16：00
『検定3級対策講座』
（和文露訳）
2日間 11・12日
（土・日）
13：30〜16：00

検定

『検定2級対策講座』
（聴取対策）
3日間 11〜13日
（土〜月）
13：30〜16：00
『検定4級対策講座』
3日間 8〜10日
（水〜金）
13：30〜16：45
『検定4級対策講座』
（和文露訳）
2日間 11・12日
（土・日）
13：30〜16：00

特別

『アニメ Смешарики』
3日間 6〜8日
（月〜水）
10：00〜12：30

『日記を書いてみよう』
2日間 6・7日
（月・火）
13：30〜16：45
『音読トレーニング』
5日間 6〜10日
（月〜金）
13：30〜16：45
『歌で学ぶロシア語』
2日間 11・12日
（土・日）
13：30〜16：00

8月13日（月）～ 8月17日（金）
レベル

初級
会話
検定

特別

午

前

午

後

『速習 格の基礎』
3日間 15〜17日
（水〜金）
10：00〜15：00
『ミニミニ会話』②
2日間 15〜16日
（水・木）
10：00〜12：30
『検定3級対策講座』
4日間 14〜17日
（火〜金）
10：00〜15：00
『検定2級対策講座②』
（実践）
5日間 13〜17日
（月〜金）
10：00〜16：00
『ロシア語の絵本を読む』
3日間 15〜17日
（水〜金）
10：00〜12：30

『動詞の接頭辞を使いこなそう』
3日間 15〜17日
（水〜金）
13：30〜16：45

『動いて覚える移動の動詞』
3日間 15〜17日
（水〜金）
10：00〜12：30

夏期集中講座期間中は、消費税サービス。
【東京ロシア語学院おすすめの辞書のご案内】
【内容紹介】
総収録語数26万語。基本語には豊富な用例を挙げ、
〔類義語〕欄を設け、
同意語・反意語を充実。新語・俗語・略語のほか各分野の専門語を
多数収録しています。
■基本語（約7500語）
には豊富な用例を挙げて徹底した記述。
■用例は全て信頼のおけるロシア人の綿密な校閲を得ており、
どの用例も安心して会話・作文に活用できます。
■「露和辞典」
としては本邦初めて
〔類義語欄〕
を設け、
ロシア語の言葉の
使い分けの微妙な差異を説明しています。
■文法的な説明を適宜、随所に収録。
■人名・地名・専門語を多数収録。

単行本: 2763ページ
出版社: 研究社 (1988/9/1)
言語: ロシア語
発売日：1988/9/1
【定価】7,800円＋消費税

ロシア語能力検定試験
公開試験

2018年度 第72回ロシア語能力検定

試験日程
4級 10月6日（土）14：00~
3級 10月7日（日）13：30~
2級 10月6日（土）10：00~
1級 10月7日（日）10：00~

申込受付期間

8月1日〜8月31日

全国14都市にて開催予定

※検定試験詳細は、7月頃ホームページまたは
下記まで実施要項をご請求ください。

函館

稚内 釧路

金沢

【主催】ロシア語能力検定委員会
東京ロシア語学院内

〒156-0052 東京都世田谷区経堂1-11-2
☎ 03-3425-4011 / FAX 03-3425-4048

E-mail: kentei@tokyorus.ac.jp
URL: www.tokyorus.ac.jp/kentei/

オープンキャンパス

第1回 7月28日（土）13：00～
第2回 8月18日（土）14：00～
第3回11月17日（土）13：00～
【対象】・当校の本科に入学を考えている方
・ロシア語の学習を始めようとする方（どなたでも歓迎です！）

【内容】
・本科の授業や特徴、入試、編入学などについて

・
「ようこそロシア語の世界へ」
（仮題）
・
「簡単なロシア語を覚えよう」
（ミニ授業体験）
・
「ロシア語を学習して、将来どのように活かすのか」
（ミニセミナー）
・茶話会（ロシアのお菓子とともに）
・全体説明会終了後、個別相談会（希望者のみ）

東京ロシア語学院

お申込み・お問い合わせは、下記までお電話またはメールで

〒156-0052 東京都世田谷区経堂1-11-2
☎ 03-3425-4011 / FAX 03-3425-4048

E-mail: info@tokyorus.ac.jp
URL: www.tokyorus.ac.jp

□

申込日：

□検定2級対策講座（聴取）

□検定3級対策講座

□検定3級対策講座（和文露訳）

□検定4級対策講座

□検定4級対策講座（和文露訳）

□音読トレーニング

□ロシア語の絵本を読む

□歌で学ぶロシア語

□動いて覚える移動の動詞

□アニメ Смешарики

□動詞の接頭辞を使いこなそう

□速習 格の基礎

□格変化トレーニング

□辞書の使い方（入門）

□辞書の使い方（初級）

□ミニミニ会話①

□ミニミニ会話②

□やさしいロシア語会話①

□やさしいロシア語会話②

□会話の苦手意識を克服しよう

□日記を書いてみよう

①お電話、FAX、郵便、
メール、当校ホーム
ページより、
ご希望の講座をお申し込み
ください。
②最少開講人員の4名様（一部8名）が集ま
り次第、開講連絡を致します。
③残念ながら、最少開講人員に満たない
場合、開講中止となります。
この場合、
開講日の1週間前までにお知らせします。
④受講料のお支払方法をご選択。
A：受講日初日に窓口で現金払い
B：事前に銀行振り込み
※納入後のキャンセルの場合は、
ご返金
は致しかねますので、
ご了承ください。
⑤受講開始！

【お申込み方法】

（

□検定2級対策講座（入門）

□速習ロシア語（入門）

名

所

日

）
で（

）

）年学んだ

1000円割引！

※辞書の使い方（入門）は、割引対象外。

※割引の併用はできませんので、あらかじめご了承ください。

← 小田原方面

アクセス

￥
￥

等
差引合計額

引

新宿方面 →

● 大丸ピーコック

小田急線経堂駅南口より徒歩約5分

●ローソン
薬局●
カラオケ● ●フレッシュネス
バーガー

ソフトバンク●

三井住友銀行●

● 化粧品

経堂駅
マクドナルド●

【南口】

小田急線

教材送付

開講連絡

備

割

東京ロシア語学院

￥
計

合

考

￥

材

費

教

￥

講

料

受

受講番号

【事務局記入欄】

り

⑤日本ユーラシア協会会員及びユーラシア研究所会員の方々は、各講座

せください。

④東京ロシア語学院本科生には、特別割引制度がありますので、お問い合わ

③短期講座、通信講座を現在受講中の方は、各講座1000円割引！

割引！

②夏期集中講座を複数クラス受講される場合は、2クラス目より各講座1000円

①夏期集中講座は、入学金不要！

【集中講座のお得な割引】

月

②この講座を何で知りましたか？

1．今回が初めて 2．
（

①ロシア語を習うのは

男・女

※東京ロシア語学院の利用が初めての方のみご記入ください。

職業又は在学校名

E-mail

電話（携帯）

電話（自宅）

住

郵便番号

氏

（ふりがな）

□検定2級対策講座（実践）②

□発音とイントネーション ②

2018年ロシア語夏期集中講座申込書

□検定2級対策講座（実践）①

講 座 名

□発音とイントネーション ①

第227期

農大通

