2020年 5月

入学金なし

今年もやります！東京ロシア語学院の『ゴールデンウィーク集中講座』
！5月2日
（土）〜 5月5日
（火・祝）の期
間に実施いたします。講座ラインナップは、
これから初めてロシア語を学ぶ方々から、中・上級までの方々を対
象としております。受講日数は、短いもので1日、長いものでも4日間。
ご都合に合わせてお選びいただけます。
また、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

講師：荒川 オクサナ

日 程 3日間 / 5月3日
（日）〜5日
（火・祝）/ 9：30〜12：45（休憩15分）
受講料 17,160 円

開講 4名様以上

教材費 『ロシア語発音教程』
（CD付）1,650 円

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。発音以外に簡単な会話も学べ
ます。【定員15名】

入門
速習ロシア語（入門）

講師：滝野 泰志

日 程 3日間 / 5月3日
（日）〜5日
（火・祝）/ 10：00〜15：00（休憩15分+昼食休憩1時間） 開講 4名様以上
受講料 22,000 円

教材費

※プリント教材費込み

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、簡単な挨拶などを学んでいきます。
【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）

会話

入門

やさしいロシア語会話（入門）

講師：ガリーナ・オジェレーリエワ

日 程 2日間 / 5月4日
（月・祝）
・5日
（火・祝）/ 13：30〜16：45（休憩15分）
受講料

13,200 円

開講 4名様以上

教材費 ※プリント教材費込み

挨拶や一語で言える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、2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。

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

会話

初級

会話の苦手意識を克服しよう！

日 程 2日間 / 5月2日
（土）
・3日
（日）/ 13：30〜16：45（休憩15分）
受講料

13,200 円

講師：マリヤ・マクシモヴァ
開講 4名様以上

教材費 ※プリント教材費込み

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。
授業では日常の様々な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。

特別

中級

“Смешарики” で学ぶ実践ロシア語

日 程 2日間 / 5月2日
（土）
・3日
（日）/ 10：00〜12：30（休憩15分）
受講料

9,900 円

講師：マリヤ・マクシモヴァ
開講 4名様以上

教材費 ※プリント教材費込み

«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1話6分程度の短編アニメです。子供向けアニメですが、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。
授業では動画を見ながら、会話の内容理解、セリフの音読、語彙・文法に関する練習問題、
クイズ、ディス
カッション等を行います。
またアニメを通してロシアの文化、伝統にも触れていきます。
授業はロシア語のみで行います。
この2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。 検定2級程度 【定員8名】

検定
検定2級対策講座（実践）

講師：今村 悦子

（土）〜5日（火・祝）/ 10：00〜16：00（休憩15分/昼食休憩60分/休憩15分） 開講 4名様以上
日 程 4日間 / 5月2日
受講料

39,600 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. 【定員12名】

検定
検定3級対策講座

講師：山内 真

日 程 2日間 / 5月4日
（月・祝）
・5日（火・祝）/ 10：00〜16：45（休憩15分+昼食60分+休憩15分） 開講 4名様以上
受講料

23,100 円

教材費 ※プリント教材費込み

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。

検定
検定3級

和文露訳対策講座

日 程 1日のみ / 5月2日
（土）/ 13：30〜16：45（休憩15分）
受講料 6,600 円

教材費 ※プリント教材費込み

講師：小林 淳子
開講 4名様以上

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。 【定員10名】

検定
検定4級対策講座

日 程 2日間 / 5月2日
（土）
・3日
（日・祝）/ 11：15〜16：45（昼食休憩45分+休憩15分）
受講料 18,480 円 教材費 ※プリント教材費込み

講師：未定
開講 4名様以上

5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。
受講対象者は以下です。
• アルファベットの読み、名詞の性の区別、動詞の現在変化（е変化、и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

和文露訳対策講座

日 程 1日のみ / 5月4日
（月・祝）/ 13：30〜16：45（休憩15分）
受講料 6,160 円

教材費 ※プリント教材費込み

講師：未定
開講 4名様以上

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5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解いて
いただき、解答を確認後、
ご自身の弱点等を把握の上、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。
【定員10名】

特別

入門

ロシア語初めの一歩

（土）/ 9：30〜12：45（休憩15分）
日 程 1日のみ / 5月2日
受講料

5,720 円 教材費 プリント教材費込み

講師：山内 真
開講 4名様以上

ロシア語には興味があるけれど、本格的に学ぶには抵抗がある方に向けたクラスです。
授業では簡単なロシア語の挨拶、名前の言い方、エチケットの表現等を学び、
コミュニケーションの中
で実際に使ってみます。
またロシア文字で自分の名前を書いてみたり、ロシア語の文法的な特徴につい
ても簡単な解説をします。
初めてロシア語に触れる方大歓迎です。ぜひご参加下さい。

特別

初級

格変化アクティブ・トレーニング

講師：小林 淳子

（土）
・3日
（日）/ 10：00〜12：30（休憩15分）
日 程 2日間 / 5月2日

開講 4名様以上

受講料 9,900 円

教材費

格変化のマスターは、
「話す」
「聞く」の大切な基盤になるのはもちろんですが、中級・上級レベルのこ
みいった文章を
「書く」
「読みとく」時にも大いに役立ちます。授業では、動詞と組み合わせながらカード
を使い、何度も口に出すことで格変化を身体に叩き込むトレーニングをします。名詞・形容詞・人称代名
詞などの格変化（単数・複数）を、
「自然と口から出てくる」
までしっかりと身につけていきます。
※すでに基本的な格の用法と、名詞・形容詞・人称代名詞の格変化を学んだことがある方が対象です。

特別

初級

活動体名詞の対格について

（土）/ 13：30〜16：45（休憩15分）
日 程 1日のみ / 5月2日
受講料 6,160 円

教材費 ※プリント教材費込み

講師：後藤 雄介
開講 4名様以上

ロシア語の名詞は、人や動物を表わす活動体とそれ以外の不活動体に分かれます。
この区別は、主
に、対格支配の動詞の目的語として使う場合にはっきりとします。例えば、教科書等には「活動体の男性
名詞は対格と生格が同じ形になり、不活動体の男性名詞は主格と対格が同じ形になる」
と述べられるこ
とがあります。
しかし、実は、
これだけでは上手くいかないパターンもあります。
この講座では、女性名詞
や中性名詞の場合のパターンも含め、活動体名詞の対格について、不活動体の場合と比較しながら、
ど
のような場合にどの格と同じ形になるのかを扱います。練習問題を交えつつ、簡単な例から始めて徐々
にステップアップしていきます。既に格を全て学んだ方だけではなく、
まだ途中という方も歓迎します。

特別

中級

ロシア語の絵本読み聞かせー D.ハルムスの世界

（火・祝）/ 10：00〜12：30（休憩15分）
日 程 1日のみ / 5月5日
受講料 4,950 円

教材費 ※プリント教材費込み

講師：小林 淳子
開講 4名様以上

絵本をとおしてロシア語の美しさ、豊かさにふれる講座です。
『イワン・イワ−ヌィチ・サモワール(Иван
Иваныч Самовар)』などの童話を原語で読んでみましょう。作者のD. ハルムスは20世紀不条理文学の
先がけとなった詩人ですが、多くの児童文学作品を残しています。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。
また、原語の朗読を聞いてロシア語の豊かな音の響きを楽しみましょう。
※検定3級以上

特別

入門

一日で学ぶアルファベットの読み

講師：金田 育子

（火・祝）/ 10：00〜16：00（休憩15分＋昼食60分＋休憩15分） 開講 4名様以上
日 程 1日のみ / 5月5日
受講料

8,800 円

教材費 『ロシア語発音教程』
（CD付）1,650 円

ロシア語のアルファベットを一日で読めるようになりましょう。時間がどうしても１日しか取れないが、
ロシア語を始めてみたいと思っている方、
とにかく文字が読めるようになりたいという方のための講座
です。ポイントを大まかに説明していきます。
また、通常の講座と違って一人ずつ当てることはしません
ので、人前で話すのが苦手な方も安心してご参加ください。
（細かく知りたいという方は「発音とイントネ
ーション」講座をお勧めします。）

特別

中上級

Это の世界

講師：村越 律子

（日）
・4日
（月・祝）/ 10：00〜12：30（休憩15分）
日 程 2日間 / 5月3日

開講 4名様以上

受講料 9,900 円 教材費 ※プリント教材費込み

文法と意味の中級、上級向け講座。этоは最も頻度の高いことばであるが、実は説明できない用法が
多い。例えば、Поезжай в Петербург. Это/*Он хороший город (*は不可) では、Петербургの代わり
にонを用いることができないし、*Это было большим домомとЭто было случайностьюの間に見ら
れる容認性の違いも明らかではない。本講座では、ニュースやブログ、文学作品など幅広い分野から通
常授業で取り上げられないэтоの事例を紹介する。すべての事例を明確に説明できるわけではないが、
普段見逃している用法を事実として客観的に知っておくことは、ロシア語を理解するうえで役に立つだ
ろう。
また、翻訳に関心がある人のために、
コ、
ソ、
アとの関係についても触れる。

特別

初級

ロシア語筆記を学びましょう

講師：スヴェトラーナ・フョードロヴァ

（月・祝）
・5日
（火・祝）/ 11：15〜12：45
日 程 2日間 / 5月4日
受講料 6,160 円

開講 4名様以上

教材費 ※プリント教材費込み

ロシア語では筆記体を読んだりする機会が多くあります。
また自分でも筆記体をある程度書けるよう
にしておきたいものです。授業では、合理的に、早く書くための美しい筆記体の書き方、具体的な字のつ
なぎ方などを勉強します。芸術としてのロシア語のカリグラフィーの見本を読み研究し、字の美しさに触
れ、実際に各種のお祝いなどの短文を書いてもらいます。
レベル：初級文法を勉強されている方、それ以上の方。

Светлана Федорова

特別

初中級

春についての詩と散文を読む

講師：スヴェトラーナ・フョードロヴァ

（月・祝）
・5日
（火・祝）/ 13：30〜16：00（休憩15分）
日 程 2日間 / 5月4日
受講料 9,900 円 教材費 ※プリント教材費込み

開講 4名様以上

ロシア語は自然描写にすぐれた美しい言語だと言われています。カラムジンの『ロシア人旅行者の手紙』、
ツルゲーネフ、チュッチェフ、
プリーシュヴィンなどの春を題材にしたやさしい詩や散文を読み、ロシア語の
美しさやリズムを味わい、語彙を増やしましょう。授業では春をあつかったロシアの絵画も紹介します。参加
者には最後にできれば日本の春について一言語ってもらいます。
※検定3級以上

特別

中級

東京について話してください

（土）
・3日
（日）/ 13：30〜16：45（休憩15分）
日 程 2日間 / 5月2日
受講料 13,200 円

教材費 ※プリント教材費込み

講師：スヴェトラーナ・フョードロヴァ
開講 4名様以上

今年は東京オリンピック。ロシア人に東京などを案内したい人のための講座です。
観光名所の歴史、見所、食事、お土産などについて案内する会話を勉強し、模擬練習をします。実際にロ
シアで使用された東京スカイツリー、上野、渋谷などを案内する文などを使用し、案内のために必要な
語彙も増やします。ロシア人の友人を案内したい、将来ガイドとして働いてみたいという人に向いてい
ます。 ※検定2級以上

特別

初級

日記を書いてみよう
（入門編）① ②
日 程

① 1日のみ / 5月2日
（土）/ 9：30〜12：45（休憩15分）
② 1日のみ / 5月3日
（日）/ 9：30〜12：45（休憩15分）

受講料 各6,600 円

講師：佐川 紅実子
開講 4名様以上

教材費 ※プリント教材費込み

ロシア語の日記に挑戦してみませんか。すでにご存じの文法事項と単語を使って、実はたくさんのこ
とが表現できます。
日常の出来事を継続してロシア語で書くことで、語彙力と表現力がアップしていきま
す。
また、
自分の言いたいことを書いてみることで、会話のときにもよりスムーズに話すことができるよう
になります。本講座では日記をつけるのに役立つ表現（日付、時間、天気など）や文型を紹介し、実際に
受講者の皆さんに作文をしていただきます。
テーマ：①『私の一日』
②『私の家族、友人』
（①、②のどちらか一日のみでの受講可能）
【対象】
：検定４級程度（動詞の現在・過去・未来形の変化、名詞・形容詞等の格変化、数詞1〜30）
※露和・和露辞典をお持ちください（電子辞書可）

特別

初中級

日記を書いてみよう
（応用編）
日 程 1日のみ / 5月4日
（月・祝）/ 9：30〜12：45（休憩15分）
受講料

講師：佐川 紅実子
開講 4名様以上

6,600 円 教材費 ※プリント教材費込み

今回のテーマは、
「自分の考えや感じたことを書いてみる」
です。出来事に対する感想は日記につきも
のですが、
自分の思ったこと、感じたことを表せるようになると、作文での表現がさらに豊かになります。
上記テーマに関する表現・文型の紹介の後、受講生の皆さんには自由な対象（映画・演劇・文学、
スポー
ツ、旅行等）について、感想や考えたことなどを作文にしていただきます。
【対象】
：検定3級以上 ※露和・和露辞典をお持ちください（電子辞書可）

特別

初中級

スピーチ完コピチャレンジ
日 程 1日のみ / 5月5日
（火・祝）/ 13：30〜16：45（休憩15分）
受講料

講師：佐川 紅実子
開講 4名様以上

6,600 円 教材費 ※プリント教材費込み

外国語の上達のために有効な手段の一つが、
「まねをすること」
です。特に、
よりネイティブに近く話す
ためにはネイティブの話し方をまねることが役に立ちます。今回本講座で取り上げるのは、
スピーチの
名人との評価も高いプーチン大統領の新年に向けての挨拶です。発音はもちろん、
イントネーション、ポ
ーズの取り方、
スピードの緩急……すべてコピーしてしまいましょう！ また、本講座ではロシア語のイ
ントネーションの基礎やモノローグ・テキストの読み方（話し方）についても触れる予定です。
【対象】
：検定4級以上ですが、文法等の知識は不要ですので、関心がある方はどなたでも受講可能です。

レベル

午前

午後

『ロシア語初めの一歩』
1日のみ 2日
（土）
9:30〜12：45（山内）

入門

『発音とイントネーション』
3日間3〜5日
（日〜火）
9:30〜12：45（オクサナ）
『速習ロシア語』
（入門）
3日間 3〜5日
（日〜火）
10：00〜15：00（滝野）
『一日で学ぶアルファベットの読み』 1日のみ 5日
（火）
10：00〜16：00（金田）

初級

『格変化アクティブトレーニング』
2日間 2・3日
（土・日）
10：00〜12：30（小林）
『会話の苦手意識を克服しよう！』
2日間 2・3日
（土・日）
13：30〜16：45（マリヤ）
『東京について話してください』
2日間 2・3日
（土・日）
13：30〜16：45（スベトラーナ）

会話

『やさしいロシア語会話』
2日間 4・5日
（月・火）
13：30〜16：45（ガリーナ）
『検定3級対策講座』 2日間 4・5日
（月・火）
10：00〜16：45（山内）
『検定4級対策講座』 2日間 2・3日
（土・日）
11：15〜16：45（講師未定）

検定

『検定2級対策講座』
（実践） 4日間 2〜5日
（土〜火）
10：00〜16：00（今村）
『検定3級 和文露訳対策』
1日のみ 2日
（土）
13：30〜16：45（小林）
『検定4級 和文露訳対策』
1日のみ 4日
（月）
13：30〜16：45（講師未定）

特別

『Этоの世界』
2日間 3・4日
（日・月）
10：00〜12：30（村越）

『活動体名詞の対格について』
1日のみ 2日
（土）
13：30〜16：45（後藤）

『絵本読み聞かせ』
1日のみ 5日
（火）
10：00〜12：30（小林）

『スピーチ完コピチャレンジ』
1日のみ 5日
（火）
13：30〜16：45（佐川）

『日記を書いてみよう
（入門）
』① ②
① 2日
（土） ② 3日
（日）
9：30〜12：45（佐川）
『日記を書いてみよう
（応用）
』
1日のみ 4日
（月）
9：30〜12：45（佐川）
『Смешарикиで学ぶ実践ロシア語』
2日間 2・3日
（土・日）
10：00〜12：30（マリヤ）
『ロシア語筆記を学びましょう』
2日間 4・5日
（月・火）
11：15〜12：45（スベトラーナ）

『春についての詩と散文を読む』
2日間 4・5日
（月・火）
13：30〜16：00（スベトラーナ）

GW2020

2020 年 GW 集中講座スケジュール

□日記を書いてみよう
（入門）①

□日記を書いてみよう
（入門）②

□日記を書いてみよう
（応用編）

□Смешарикиで学ぶ実践ロシア語

□ロシア語筆記を学びましょう

□活動体名詞の対格について

□スピーチ完コピチャレンジ

□春についての詩と散文を読む

□1日で学ぶアルファベットの読み

□格変化アクティブトレーニング

□やさしいロシア語会話

□会話の苦手意識を克服しよう！

□検定2級対策講座（実践）

□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

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4級対策講座（和文露訳）

□絵本読み聞かせ

男・女

月

日

）
で（

割引！

※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。

材

教

等

割

考

￥

￥

￥

￥

￥

三井住友銀行●

東京ロシア語学院

● 大丸ピーコック

新宿方面 →

小田急線経堂駅南口より徒歩約5分

●ローソン

● 化粧品

経堂駅
マクドナルド●

【南口】

小田急線

薬局ココカラファイン●
カラオケ●

← 小田原方面

アクセス

教材送付

開講連絡

備

差引合計額

計

費

料

合
引

講

受

受講番号

【事務局記入欄】

り

1000円割引！

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！

）

）年学んだ

②GW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

①GW集中講座は、入学金不要！

【集中講座のお得な割引】

申込日：

（

②この講座の開講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

※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）

所

□速習ロシア語（入門）

住

郵便番号

□Этоの世界

□ロシア語初めの一歩

名

氏

（ふりがな）

□東京について話してください

講 座 名

2020年GW集中講座申込書

□発音とイントネーション

第231期

農大通

