2020年 8月

入学金不要

東京ロシア語学院の『夏期集中講座』
をご案内申し上げます。今年の夏は、8月1日
（土）〜 8月14日
（金）
までの2週間にわたって実施いたします。受講日数は、短いもので1日、長いもので5日間と、受講される方々
のご都合に合わせてお選びいただけます。
また、
『ZOOM』
というオンラインシステムを使用して、パソコンや
タブレット端末を通して行うクラスも立ち上げました。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①

講師：荒川 オクサナ

日 程 3日間 / 8月2日
（日）〜4日
（火）/ 9：30〜12：45（休憩15分）

開講 4名様以上

受講料 17,160 円

定員 15名様

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︕︕発音以外にも簡単な会話も学べます。

入門
1日で学ぶアルファベットの読み

講師：金田 育子

（金）/ 10：30〜16：00（休憩10分+昼食休憩40分+休憩10分） 開講 4名様以上
日 程 1日のみ / 8月7日
受講料

8,580 円

教材費 『ロシア語発音教程』
（CD付）1,650 円

定員 8名様

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
けれど、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）

文法

入門

速習ロシア語（入門）①

講師：滝野 泰志

日 程 3日間 / 8月1日
（土）〜3日
（月）/ 10：00〜15：00（休憩15分+昼食休憩1時間）
受講料 22,000 円

教材費

※プリント教材（CD付）費込み

開講 4名様以上
定員 10名様

文字の読み方の基本を理解していて、単語を正しく読める方を対象としたクラスです。名詞、形容詞の使い方、動詞
の現在形など、3日間で集中的に文法の基礎を学んでいきます。簡単な挨拶などもふれていきます。ロシア語の文法
を初めて学ぶ方、またあらためて文法の基礎を学び直したい方にもお勧めです。
【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

文法

初級

3日間で学ぶ格の基礎

講師：滝野泰志

（水）〜 7日
（金）/ 10：00〜15：00 （休憩15分+昼食休憩1時間）
日 程 3日間 / 8月5日
受講料 22,000 円

※プリント教材費込み

開講 4名以上
定員 10名

Мой брат — студент. Это книга. といった主格の使い方は知っているものの、その他の格（生格、与格、
対格、造格、前置格）の用法は難しいと思っている方は少なくないでしょう。また全ての格を学ぶのは時間がか
かり、それが理由で主格から先の勉強を諦めてはいませんか。本講座は３日間で、主格以外の全ての格の基本
的な用法を集中的に学んでいきます。また練習問題を通して名詞の格変化にも慣れていきます。本格的にロシ
ア語を学ぶ前に格についての全体像を知っておきたい方、また格の用法を一通り復習したい方にお勧めです。
【対象】 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
検定
っている方であれば受講できます。

検定
検定4級対策講座

講師：未定

（土）
・2日
（日）/ 11：15〜16：45 （昼食休憩45分+途中休憩15分）
日 程 2日間 / 8月1日
受講料 17,600 円 教材費 ※プリント教材費込み

開講 4名以上
定員 12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。
【対象】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）

講師：未定

（月）/ 13：30〜16：45（途中休憩15分）
日 程 1日のみ / 8月3日

開講 4名以上

受講料

定員 12名

6,600 円

教材費 ※プリント教材費込み

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。
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検定
検定3級対策講座

講師：山内 真

日 程 3日間 / 8月8日
（土）〜10日（月・祝）/ 10：00〜16：00（休憩15分+昼食休憩1時間+休憩15分） 開講 4名以上
受講料 29,700 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、そ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、聴取の練習も行います。
また本番と同じやり方で朗読の練習も行います。
この３日間で自分の弱点
を洗い出し、試験本番までにそれらを克服していきましょう。
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
（火）
・12日
（水）/ 10：00〜12：30（途中休憩15分）

開講 4名以上

受講料 9,900

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

日 程 3日間 / 8月4日
（火）〜6日
（木）/ 10：00〜16：00 （休憩15分+昼食休憩1時間+休憩15分）
受講料 29,700 円

教材費 ※プリント教材費込み

開講 4名以上
定員 12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
験したいけれど、
まだ自信のない方もどうぞ。

検定
検定2級対策講座（実践）

講師：今村 悦子

日 程 5日間 / 8月8日
（土）〜12日
（水）/ 10：00〜16：00 （休憩15分+昼食休憩1時間+休憩15分）
受講料 55,000 円 教材費 ※プリント教材費込み

開講 4名以上
定員 12名

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.
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会話

入門

やさしいロシア語会話①（入門会話）

講師：荒川オクサナ

（土）〜10日
（月・祝）/ 10：00〜12：30（途中休憩15分）
日 程 3日間 / 8月8日
受講料 14,850 円

教材費 ※プリント教材
（CD付）費込み

開講 4名以上
定員 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、ロシア語の基礎を身につけます。
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。今までロシア人と話したことがない方もこの機会に会話の練習をして
みませんか。３日間たくさんロシア語を口にして、一緒にロシア語を楽しみましょう。

会話

初級

会話の苦手意識を克服しよう！①

講師：マリヤ・マクシモヴァ

（土）〜10日
（月・祝）/ 13：30〜16：00（途中休憩15分）
日 程 3日間 / 8月8日
（CD付）費込み
受講料 14,850 円 教材費 ※プリント教材

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。

会話

初級

身近な話題をロシア語で話そう！

講師：ガリーナ・オジェレーリエワ

（火）〜6日
（木）/ 10：00〜12：30（途中休憩15分）
日 程 3日間 / 8月4日
（CD付）費込み
受講料 14,850 円 教材費 ※プリント教材

開講 4名以上
定員 10名

初級文法を勉強した方を対象にした会話クラスです。
「自分の事」
「家族」
「住居」など身近なテーマにつ
いて話せるよう学んでいきます。質問されたことに対して正しく答えられるよう、会話練習をしていきまし
ょう。普段は文法の勉強が中心で、ロシア人と話す機会のない方や、独学で文法を修了した方もこの機会
にぜひどうぞ。

会話
中級
会話中級 Что вы знаете о Путине?

講師：スヴェトラーナ・フョードロヴァ

（水）〜14日
（金）/ 13：30〜16：00（途中休憩15分）
日 程 3日間 / 8月12日
受講料 14,850 円 教材費 ※プリント教材費込み

開講 4名以上
定員 10名

政治、経済、文化からスポーツまでロシア語で現代ロシアの生活をプーチンを通して覗いてみましょう。
プ
ーチンはどこから来たのか、何をしているのか、
どこへ向かい、
どこに去るのか。授業では新聞や雑誌そのほ
かの教材を使って、
プーチンとロシアについて意見を交換します。主な文法を終えた方で、政治、経済、文化
などの語彙を増やして、自分のロシア語力を鍛えたい方に向いています。
【対象】検定３級以上
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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

日 程 2日間 / 8月13日
（木）
・14日
（金）/ 11：15〜12：45
受講料 5,720 円

開講 4名以上

教材費 ※プリント教材費込み

定員 10名

ロシア語では筆記体を読む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。
【対象】初級文法を勉強されている方、それ以上の方

特別

初級

格変化アクティブ・トレーニング

講師：小林 淳子

（木）
・14日
（金）/ 13：30〜16：00（途中休憩15分）
日 程 2日間 / 8月13日
受講料

9,900円

開講 4名以上
定員 10名

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。
【対象】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

文法

初級

アクセント移動の整理

講師：宮内 拓也

（金）/ 13：30〜16：45（途中休憩15分）
日 程 1日のみ / 8月14日
受講料 6,600円

教材費 ※プリント教材費込み

開講 4名以上
定員 10名

ロシア語はアクセントがとても大切だと聞いている人も多いかと思います。
しかし、単語によってはアクセ
ントが移動してしまい困っている人もいるのではないでしょうか？例えば、каранда�шの単数生格は
карандашаで
� 、複数主格はкарандашиで
� す。садを同じように変化させると、са�да, садыと
� なりま
す。では，окно�, волна� はどうなるでしょうか？アクセントの移動は単語によって異なっていて複雑なよう
に見えますが、実はいくつかのパターンにまとめることができます。
この講座では、意外とまとめられること
が多くない、名詞のアクセントの移動パターンを解説していきます。一度きちんと整理しておけば、その後
の学習効率がかなり良くなるはずです。※一通りの格変化を学習した人が対象となりますが、格変化も簡
単に復習するので、意欲のある方は歓迎します。【対象】検定４級以上、
または同等の方

特別

初級

スピーチ完コピチャレンジ

講師：佐川 紅実子

（金）/ 9：30〜12：45（途中休憩15分）
日 程 1日のみ / 8月7日
受講料 6,600 円

※プリント教材費込み

開講 4名以上
定員 10名

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 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。
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特別

初級

日記を書いてみよう
（入門）
日 程

講師：佐川 紅実子

①1日のみ / 8月8日
（土）/ 13：30〜16：45（途中休憩15分）
②1日のみ / 8月9日
（日）/ 13：30〜16：45（途中休憩15分）

受講料 各6,600 円 ※プリント教材費込み

開講 4名以上
定員 10名

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：
『入門①』
「私の一日」、
『入門②』
「私の家族、友人」
（どちらか一方のみでの受講可能）
【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）

講師：佐川 紅実子

（月・祝）/ 13：30〜16：45（途中休憩15分）
日 程 1日のみ / 8月10日
受講料 6,600 円

※プリント教材費込み

開講 4名以上
定員 10名

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）

文法

初中級

数詞の整理

講師：宮内 拓也

（水）
・13日
（木）/ 13：30〜16：45（途中休憩15分）
日 程 2日間 / 8月12日
受講料 13,200 円 教材費 ※プリント教材費込み

開講 4名以上
定員 10名

ロシア語の難所の一つである数詞について整理します。одинは単数主格の名詞と、два, три, четыреは単
数生格の名詞と、пять〜は複数生格の名詞と結びつくと記憶している人も多いと思いますが、形容詞を入れる
とどうなるでしょうか？さらに、そのフレーズ全体を格変化させるとどうなるでしょうか？この講座では、初級で
はあまり扱われない、数詞(+形容詞+名詞)の格変化を扱います。加えて、整理をしないとわかりづらい重要な
ポイントをいくつか解説していきます(例えば，数詞3だと Я видел {трёх мальчиков / три журнала}だが、5
だと Я видел {пять мальчиков / пять журналов} となるなど)。ロシア語の数詞はいろいろな面で複雑です
が1つ1つ丁寧に解説していきますので、
ここできちんと整理をしておけばかなり見通しが良くなるはずです。
【対象】検定３級以上、または同等の方
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特別

初中級

活動体名詞の対格について

講師：後藤 雄介
開講 4名以上

（金）/ 13：30〜16：45（途中休憩15分）
日 程 1日のみ / 8月7日
受講料 6,600 円

※プリント教材費込み

定員 10名

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。
【対象】検定３級程度

特別

初中級

動いて覚える移動の動詞

講師：マリヤ・マクシモヴァ

（水）〜14日
（金）/ 10：00〜12：30（途中休憩15分）
日 程 3日間 / 8月12日
受講料 14,850 円

開講 4名以上
定員 8名

本講座は移動の動詞を学んだことがあり、頭では使い方が分かっているものの、実際の場面ですぐに
使えない、
もっと自由に使えるようになりたい方向けのクラスです。
（«идти–ходить», «ехать–ездить», «бежать–бегать»,
１）接頭辞のない移動の動詞
«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）を扱います。
動詞の意味を体感するため、実際に教室内を歩いたり、体を動かしながらその意味と使い方を身につ
けていきます。授業はロシア語で行います。ゲーム形式でたくさん練習しながら移動の動詞の正しい使
い方を身につけていきます。
【対象】検定３級程度

会話
初中級
オフィスでのロシア語

講師：スヴェトラーナ・フョードロヴァ

日 程 3日間 / 8月1日
（土）〜3日
（月）/ 13：30〜16：00（途中休憩15分）
受講料 14,850 円 教材費 ※プリント教材費込み

開講 4名以上
定員 10名

ビデオと文学で学ぶオフィスでのロシア語とロシア人。基本文法を知っていて、オフィスでロシア人と
ロシア語で話さなくてはならない人、ロシア人の日常に関心がある人のための講座です。電話のやり取
り、
アポイントをとる、
メールを書く、会社を紹介する等の実践場面を学び、現代のロシアのオフィス文化
に触れたビデオや小説の断片なども使用します。主な文法を終えた方が対象。
【対象】検定3級程度
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オ ン ラ イン 講 座
ご自宅や職場などで、パソコンやタブレット端末、
スマホ等を利用して行う
『オンライン講座』
です。
（通学しての対面式授業ではありませんので、
ご注意ください）
当校の講座では、
『ZOOM』
というアプリケーションを使用して、
レッスンを行います。オンライン講座をお
申込みの場合には、
『ZOOM』が利用できる環境にあることが必須となりますので、お申込みの前にご自
身で『ZOOM』の使用条件をご確認いただきますようお願い致します。
ZOOMのURL： https://zoom.us/jp-jp/meetings.html
なお、WEBカメラをお持ちでない場合でも、マイク機能とスピーカー機能があればご受講は可能ですの
で、
ご相談ください。
また、
レッスン開始日以前に接続確認を行いますので、
ご協力をお願い致します。
（音声チェック、画像チ
ェックだけですので、特に問題がない場合には、3分ほどで済みます）

オンライン講座

入門

発音とイントネーション②

講師：今村 悦子

日 程 3日間 / 8月4日
（火）〜6日
（木）/ 9：30〜12：45（休憩15分）

開講 4名様以上

受講料 17,160 円

定員 15名様

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︕︕

文法

オンライン講座

入門

速習ロシア語（入門）②

講師：山内 真

日 程 3日間 / 8月12日
（水）〜14日
（金）/ 13：30〜16：00（休憩15分）
受講料 12,870 円

教材費

※プリント教材（CD付）費込み

開講 4名様以上
定員 10名様

文字の読み方の基本を理解していて、単語を正しく読める方を対象としたクラスです。名詞、形容詞の
使い方、動詞の現在形など、3日間で集中的に文法の基礎を学んでいきます。簡単な挨拶などもふれてい
きます。ロシア語の文法を初めて学ぶ方、
またあらためて文法の基礎を学び直したい方にもお勧めです。
【学習内容】
『これは何（誰）
ですか？』、名詞の性／人称代名詞／簡単な挨拶／数詞／場所の表現／形容詞
所有代名詞／名詞の複数形／動詞の現在変化／格について
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会話

入門

オンライン講座

やさしいロシア語会話②（入門会話）

講師：スベトラーナ・フョードロヴァ

（土）〜11日
（火）/ 13：30〜15：00
日 程 4日間 / 8月8日
受講料 13,200円

教材費 ※プリント教材
（CD付）費込み

開講 4名以上
定員 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、4日
間で簡単な日常会話、
ロシア語の基礎を身につけます。
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。今までロシア人と話したことがない方もこの機会に会話の練習をして
みませんか。4日間たくさんロシア語を口にして、一緒にロシア語を楽しみましょう。

会話

初級

オンライン講座

会話の苦手意識を克服しよう！②

講師：マリヤ・マクシモヴァ

（土）〜3日
（月）/ 10：00〜12：30（途中休憩15分）
日 程 3日間 / 8月1日
（CD付）費込み
受講料 14,850 円 教材費 ※プリント教材

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。

特別

中上級

オンライン講座

ТРКИ-2 Аудирование（聴解）対策

講師：佐川 紅実子

（水）〜14日
（金）/ 9：30〜12：45（休憩各15分）
日 程 3日間 / 8月12日
受講料 19,800 円

※プリント教材費込み

開講 4名以上
定員 10名

各レベル、実際の試験で出される分野（「ダイアローグ」、
「ポリローグ」、
「アナウンス・広告」、
「映画」、
「ニュース」、
「インタビュー」）の音声・映像を視聴し、問題を解きます。本講座では、各問題についてなぜ
その解答になるのかの分析を行います。
また、最終日には「聴解」の模擬試験を行う予定です。
【対象】検定3級以上

特別

中上級

オンライン講座

ТРКИ-3 Аудирование（聴解）対策

講師：佐川 紅実子

（土）〜3日
（月）/ 9：30〜12：45（休憩各15分）
日 程 3日間 / 8月1
受講料 19,800 円

※プリント教材費込み

開講 4名以上
定員 10名

各レベル、実際の試験で出される分野（「ダイアローグ」、
「ポリローグ」、
「アナウンス・広告」、
「映画」、
「ニュース」、
「インタビュー」）の音声・映像を視聴し、問題を解きます。本講座では、各問題についてなぜ
その解答になるのかの分析を行います。
また、最終日には「聴解」の模擬試験を行う予定です。
【対象】検定2級以上
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ロシア語能力検定試験
公開試験

2020年度 第76回ロシア語能力検定

試験日程
4級 10月31日（土）14：00~
3級 11月01日（日）14：00~
2級 10月31日（土）10：00~
1級 11月01日（日）10：00~

申込受付期間

8月15日〜9月15日

全国13都市にて開催予定

函館 岩手

※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。

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18日（土）14:00～
第2回 8月15日（土）14:00～
第3回11月14日（土）14:00～
【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）
・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
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レベル

入門
初級

8月1日（土）～ 8月7日（金）

8月8日（土）～ 8月14日（金）

『発音とイントネーション』①
3日間 2〜4日
（日〜火）／9：30〜12：45

『アクセント移動の整理』
1日のみ 14日
（金）／13：30〜16：45

『1日で学ぶアルファベットの読み』
1日のみ 7日
（金）／10：30〜16：00

『数詞の整理』
2日間 12・13日
（水・木）／13：30〜16：45

『速習ロシア語（入門）』①
3日間 1〜3日
（土〜月）／10：00〜15：00

『格変化アクティブトレーニング』
2日間 13・14日
（木・金）／13：30〜16：00

『格の基礎』
3日間 5〜7日
（水〜金）／10：00〜15：00

会話

『身近な話題をロシア語話そう！』
3日間 4〜6日
（火〜木）／10：00〜12：30

『やさしいロシア語会話』①
3日間 8〜10日
（土〜月・祝）／10：00〜12：30
『会話の苦手意識を克服しよう！』①
3日間 8〜10日
（土〜月・祝）／13：30〜16：00
『会話中級』
3日間 12〜14日
（水〜金）／13：30〜16：00

検定

『検定4級対策講座』
2日間 1・2日
（土・日）／11：15〜16：45

『検定3級対策講座』
3日間 8〜10日
（土〜月・祝）／10：00〜16：00

『検定4級対策講座』
（和文露訳）
1日のみ 3日
（月）／13：30〜16：45

『検定3級対策講座』
（和文露訳）
2日間 11・12日
（火・水）／10：00〜12：30

『検定2級対策講座』
（入門）
3日間 4〜6日
（火〜木）／10：00〜16：00

『検定2級対策講座』
（実践）
5日間 8〜12日
（土〜水）／10：00〜16：00

『オフィスでのロシア語』
3日間 1〜3日
（土〜月）／13：30〜16：00
『スピーチ完コピチャレンジ』
1日のみ 7日
（金）／9：30〜12：45

特別

『日記を書いてみよう
（入門）
』①
1日のみ 8日
（土）／13：30〜16：45
『日記を書いてみよう
（入門）
』②
1日のみ 9日
（日）／13：30〜16：45

『活動体名詞の対格』
1日のみ 7日
（金）／13：30〜16：45

『日記を書いてみよう
（応用編）
』
1日のみ 10日
（月・祝）／13：30〜16：45
『動いて覚える移動の動詞』
3日間 12〜14日
（水〜金）／10：00〜12：30
『ロシア語筆記を学びましょう』
2日間 13・14日
（木・金）／11：15〜12：45

オンライン講座

入門

『発音とイントネーション』②
3日間 4〜6日
（火〜木）／9：30〜12：45

『速習ロシア語（入門）』②
3日間 12〜14日
（水〜金）／13：30〜16：00

会話

『会話の苦手意識を克服しよう！』②
3日間 1〜3日
（土〜月）／10：00〜12：30

『やさしいロシア語会話（入門）
』②
4日間 8〜11日
（土〜火）／13：30〜15：00

特別

『ТРКИ-3 Аудирование（聴解）対策』
3日間 1〜3日
（土〜月）／9：30〜12：45

『ТРКИ-2 Аудирование（聴解）対策』
3日間 12〜14日
（水〜金）／9：30〜12：45
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□検定3級対策講座（和文露訳）

□検定2級対策講座（入門）

□検定2級対策講座（実践）

□TRKI-2聴解ZOOM

□TRKI-3聴解ZOOM

□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）

□スピーチ完コピ

□ロシア語筆記

□動いて覚える移動の動詞

□オフィスでのロシア語

□速習ロシア語（入門）①

□速習ロシア語（入門）②ZOOM

□格の基礎

□活動体名詞の対格について

□アクセント移動の整理

□数詞の整理

□格変化アクティブトレーニング

□やさしいロシア語会話①

□やさしいロシア語会話②ZOOM

□会話の苦手意識を克服①

□会話の苦手意識を克服②ZOOM

□身近な会話

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】

□会話中級―プーチン大統領

住

□検定3級対策講座

□1日で学ぶアルファベットの読み

男・女

月

日

）
で（
）

）年学んだ

※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。

1000円割引！

材

教

等

割

考

￥

￥

￥

￥

￥

三井住友銀行●

新宿方面 →

東京ロシア語学院

● 大丸ピーコック

小田急線経堂駅南口より徒歩約5分

薬局『ケンポドー』●

●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

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】

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

郵便番号

□検定4級対策講座（和文露訳）

□発音とイントネーション② ZOOM

名

氏

（ふりがな）

□検定4級対策講座

講 座 名

2020年夏期集中講座申込書

□発音とイントネーション①

第231期

農大通

