2021年 8月

35講座

入学金不要 全

東京ロシア語学院の『夏期集中講座』
（全35講座）
をご案内申し上げます。今年の夏期集中講座は、8月7日
（土）〜 8月20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10
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』
というアプリケーションを
使用して、パソコンやタブレット端末を通して授業を行う、
オンラインクラスのラインナップも充実させており
ます。
日本全国の皆様からのお申込みをお待ちしております！

3つの授業形態
対面授業

開講保証

通学して、教室で受ける授業です
ZOOM

ZOOM

オンライン授業

自宅などでパソコン等を使用し、
オンラインで受ける授業です

混在授業

オンライン授業でも対面授業でも受けられる授業です

当回から導入した『開講保証』
制度です。せっかくお申込みい
ただいても、人数が集まらず
開講に至らないケースがござい
ます。しかし、この『開講保証』
マークがある講座であれば、
1 名様でもお申込みがあれば
『開講』することを保証します！

オンライン講座のご案内（ZOOM使用）
ご自宅や職場などで、パソコンやタブレット端末等を利用して行う
『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）
授業では、
『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』の使用環境（動作に必要なパソコンやタブレット端末のスペック等）をご確認いただきます
ようお願い致します。※なお、画角が小さいスマホ等での受講は推奨しておりません。
ZOOMのURL： https://zoom.us/jp-jp/meetings.html
＜事前接続チェックサービス＞
お申込み前に接続確認を行うことも可能ですので、初めてZOOMを使用される方や操作に不慣れでご
不安な方は是非、お申し付けください。
（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、3〜5分程度で済みます）

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

入門

開講保証

ZOOM

※この講座は 1 名でもお申込みがあれば「開講」致します！

発音とイントネーション

講師：山内 真

日 程 3日間 / 8月14日
（土）〜16日
（月）/ 13：30〜16：45（休憩15分）

開講

1名以上

受講料 17,200 円

定員

10名

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。

入門

開講保証

【対面授業】

※この講座は 1 名でもお申込みがあれば「開講」致します！

きれいなロシア語の発音とキリル文字の世界へ飛び込もう

講師：荒川 オクサナ

日 程 3日間 / 8月8日
（日）〜10日
（火）/ 9：30〜12：45（休憩15分）

開講

1名以上

受講料 17,200 円

定員

10名

教材費 『ロシア語発音教程』
（CD付）1,650 円＋プリント教材

3日間でロシア語のアルファベットを勉強し、正しい発音とイントネーションのトレーニングをします。ロシア語を
初めて学ぶ方はもちろん、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。
ロシア語の読み方のルールを勉強しながら、筆記体のキリル文字を読む
練習と書く練習もしていきます。
自分の名前をロシア語の筆記体で書いてみませんか。

入門

ZOOM

文字の読み方をマスターしよう

講師：金田 育子

日 程 10日間 / 8月9日
（月）〜20日
（金）※土日はお休み / 20：00〜20：45

開講

4名以上

受講料 16,500 円

定員

10名

教材費 『ロシア語発音教程』
（CD付）1,650 円＋プリント教材

全く初めての方、
また文字をスムーズに読むことが出来るようになりたい方を対象に文字の読み方を毎日少し
ずつ学んでいこうという講座です。１日45分を毎日続けることで、少しずつロシア語が身近なものになっていくの
を感じられるようになるでしょう。

会話

入門

【対面授業】

初めてのロシア語会話（入門）

講師：オジェレーリエワ・ガリーナ

日 程 3日間 / 8月13日
（金）〜 15日
（日）/ 10：00〜12：30（休憩15分）
受講料

14,900 円

教材費 ※プリント教材費込み

開講

2名以上

定員

10名

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、
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。

特別

入門

ZOOM

開講保証

※この講座は 1 名でもお申込みがあれば「開講」致します！

ゼロからのロシア語プチ会話（入門）

講師：今村 悦子

日 程 1日のみ / 8月12日
（木）/ 10：00〜12：30（休憩15分）
受講料 5,000 円

教材費 ※プリント教材費込み

開講
定員

1名以上
10名

初めてロシア語を学ぶ方、文字の読み方は分かるけれど文法は勉強したことのない方、会話にまだ自信がない
方を対象にした会話クラスです。挨拶、エチケット、
日常よく使うやさしい表現を繰り返し声に出し、実際に会話の
やり取りをしながら身につけます。ロシア語のリズム、イントネーションを正しく身につけ、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。会話の一歩を踏み出しましょう。
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ZOOM

文法
入門
速習ロシア語（入門）

講師：滝野 泰志

日 程 3日間 / 8月18日
（水）〜20日（金）/ 10：00〜15：00（休憩15分＋昼食休憩1時間）

開講

2名以上

受講料 22,000 円

定員

10名

教材費

※プリント教材費込み

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。簡単な挨拶なども触れていきます。ロシア語の
文法を初めて学ぶ方、
また改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／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）

文法

初級

ZOOM

3日間で学ぶ格の基礎

講師：滝野 泰志

（土）〜9日
（月）/ 10：00〜15：00（休憩15分＋昼食休憩1時間）
日 程 3日間 / 8月7日
受講料 22,000 円

教材費 ※プリント教材費込み

開講
定員

2名以上
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。※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。

文法

初級

ZOOM

3日間で学ぶ格の基礎（続編）

講師：滝野 泰志

（金）〜15日
（日）/ 10：00〜15：00（休憩15分＋昼食休憩1時間）
日 程 3日間 / 8月13日
受講料 22,000 円

教材費 ※プリント教材費込み

開講
定員

2名以上
10名

名詞の格変化を一通り学び、格の基本的な用法が理解できたら、次に覚えなければならないのは、形
容詞、所有代名詞、指示代名詞といった修飾語の格変化です。本講座は、
『３日間で学ぶ格の基礎』の続
編として今回新たに開設するものです。豊富な練習問題を解くことで、短期間に形容詞等の格変化を学
んでいきます。なお，今回扱うのは単数形の変化のみとします。

【対面授業】
初級
格変化アクティブ・トレーニング

講師：小林 淳子

（土）
・15日
（日）/ 10：00〜12：30（休憩15分）
日 程 2日間 / 8月14日
受講料

9,900円

開講 2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
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ZOOM

検定

検定4級対策講座

講師：未定

日 程 2日間 / 8月14日
（土）
・15日
（日）/ 11：15〜16：45（昼食休憩45分+休憩15分）
受講料 17,200 円 教材費 ※プリント教材費込み

開講
定員

3名以上
12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

【対面授業】

検定4級

和文露訳対策講座

講師：未定

日 程 1日のみ / 8月16日
（月）/ 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

開講

3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。

検定

【対面授業】

開講保証

※この講座は 1 名でもお申込みがあれば「開講」致します！

検定3級対策講座

講師：山内 真

日 程 3日間 / 8月7日
（土）〜9日（月）/ 10：00〜16：00（休憩15分＋昼食休憩1時間＋休憩15分） 開 講

1名以上

受講料

10名

29,700 円

教材費 ※プリント教材費込み

定員

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

ZOOM

開講保証

※この講座は 1 名でもお申込みがあれば「開講」致します！

検定3級文法対策講座

講師：山内 真

日 程 2日間 / 8月19日
（木）
・20日（金）/ 13：30〜16：45（休憩15分）
受講料

13,200 円

教材費 ※プリント教材費込み

開講
定員

1名以上
10名

ロシア語能力検定試験３級の文法に特化した対策講座です。
３級で実際に出題される形式の問題演習を通して、文法のポイントを押さえていきます。出題形式に慣
れることで、効率よく対策をすることができ、本番でも問題に対応しやすくなるでしょう。
すでに３級の文法範囲を学ばれている方が対象です。過去に３級を合格したものの、
ブランクがあり初
級文法を復習したい方にもお勧めです。
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検定

【対面授業】

検定3級

和文露訳対策講座

講師：小林 淳子

日 程 2日間 / 8月14日
（土）
・15日
（日）/ 13：30〜16：00（休憩15分）
受講料 9,900 円

教材費 ※プリント教材費込み

開講
定員

2名以上
10名

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。

【対面授業】
検定
検定2級対策講座（入門）

開講保証

※この講座は 1 名でもお申込みがあれば「開講」致します！

講師：山内 真

（火）〜12日（木）/ 10：00〜16：00（休憩15分+昼食休憩1時間+休憩15分） 開 講
日 程 3日間 / 8月10日

1名以上

受講料

10名

29,700 円

教材費 ※プリント教材費込み

定員

ロシア語能力検定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。
夏期集中講座の「検定２級対策講座（実践）」に繋がる講座です。

【対面授業】
検定
検定2級対策講座（実践）

開講保証

※この講座は 1 名でもお申込みがあれば「開講」致します！

講師：今村 悦子

（土）〜18日（水）/ 10：00〜16：00 （休憩15分+昼食休憩1時間+休憩15分）開 講
日 程 5日間 / 8月14日

1名以上

受講料

10名

55,000 円

教材費 ※プリント教材費込み

定員

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.

【対面授業】
検定
ТРКИ-2 聴取対策

開講保証

※この講座は 1 名でもお申込みがあれば「開講」致します！

講師：佐川 紅実子

（木）
・20日（金）/ 10：00〜15：00（昼食休憩1時間+休憩15分）
日 程 2日間 / 8月19日
受講料

16,500 円

教材費 ※プリント教材費込み

開講
定員

1名以上
10名

実際の試験で出される５分野（「ダイアローグ」、
「アナウンス・広告」、
「映画のシーン」、
「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、実際の試験のように１問ずつ時
間制限を設けて解くのとは別に、部分的なディクテーションにも挑戦していただきます。
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特別

初級

ZOOM

アクセント移動の整理

講師：宮内 拓也

日 程 1日のみ / 8月12日
（木）/ 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

開講

3名以上

定員

8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、карандашの単数生格はкарандашаで、複数
主格はкарандашиですが、同じようにсадを変化させると、сада, 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。一通りの名詞の格変
化を学習した方が対象となります(が、簡単に復習するので、意欲のある方は歓迎します)。

特別

中級

ZOOM

開講保証

※この講座は 1 名でもお申込みがあれば「開講」致します！

時限カード式文法復習トレーニング

講師：佐川 紅実子

（水）
・12日
（木）/ 09：30〜12：45（休憩15分）
日 程 2日間 / 8月11日
受講料 13,200 円 ※プリント教材費込み

開講 1名以上
定員 8名

本講座では各文法事項をスライド形式で出題し、制限時間内（20秒程度）に答えていただきます。知識と
して理解している内容でもパッと出てきた問題にすぐさま答えるのはなかなか難しいものです。もちろん、
一通り出題を終えた後には解説をいたします。取り上げる予定の文法事項は以下のものです：動詞の変化
形（副動詞・形動詞含む）、関係代名詞（который, чей）、時の表現、場所・空間の表現、数詞等

ZOOM

中級
特別
ロシア語を話しましょう！

講師：サルキンデル・マリア

日 程 1日のみ / 8月9日
（月）/ 10：00〜12：30（途中休憩15分）
受講料

5,000 円

教材費

※プリント教材費込み

開講

4名以上

定員

8名

中級レベルのロシア語を習得している方を対象にしたロシア語コミュニケーションクラスです。
「友達、知り合いとの会話」というシチュエーションで、相手の言うことを正しく理解し、会話を続け
る力を身につけることが講座のねらいです。授業では複数人での会話に触れ、会話を展開するために必
要な単語や表現を学び、指定されたシチュエーションでそれらを使う練習をしていきます。

特別

中級

ZOOM

動詞の体を復習しよう Part 1

講師：サルキンデル・マリア

日 程 1日のみ / 8月7日
（土）/ 10：00〜12：30（休憩15分）
受講料

5,000 円

教材費

※プリント教材費込み

開講

4名以上

定員

8名

本講座は中級レベルのロシア語の力を持っている方を対象にしたクラスです。講座の目的は、動詞の
体の使い方を正しく理解し、文中で間違えずに使えるようになることです。授業では、過去形での動詞
の体の使い分けを学び、適切な体を選択するための考え方が分かるようになります。また文脈や状況を
踏まえながら、動詞の意味や話者の発話意図を考慮し、正しい動詞の体を使う練習をします。
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特別

中級

ZOOM

動詞の体を復習しよう Part 2

講師：サルキンデル・マリア

日 程 1日のみ / 8月8日
（日）/ 10：00〜12：30（休憩15分）
受講料

5,000 円

教材費

※プリント教材費込み

開講

3名以上

定員

8名

「動詞の体を復習しよう Part 1」を受講された方、また中級以上の方を対象にしたクラスです。講
座の目的は、動詞の体の使い方を正しく理解し、文中で間違えずに使えるようになることです。
授業では、否定文（過去時制）において不完了体・完了体がどのように使われるかを学びます。また、
未来時制における正しい体の選択、そしてその選択が何に起因するかを学習します。さらに、文脈や状
況を踏まえながら、動詞の意味や話者の発話意図を考慮し、正しい動詞の体を使う練習をします。

特別

中級

ZOOM

間違えやすい動詞の整理

講師：サルキンデル・マリア

日 程 1日のみ / 8月14日
（土）/ 10：00〜12：30（休憩15分）
受講料

5,000 円

教材費

※プリント教材費込み

開講

4名以上

定員

8名

初中級レベルのロシア語を習得されている方を対象にしたクラスです。講座では、形態的・音声的に類似
した動詞 «вспоминать – вспомнить», «запоминать – запомнить», «напоминать – напомнить»,
«помнить» の使い方、意味の違いを学びます。練習問題を通して、これらの動詞を間違えずに使うトレーニ
ングをしていきます。

特別

初中級

ZOOM

数詞の整理

講師：宮内 拓也

日 程 2日間 / 8月10日
（火）
・11日
（水）/ 13：30〜16：45（休憩15分）
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

8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？また、数詞を含む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。さらに、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 (＝生格) мальчиков (＝複数生格) / три (＝主格)
журнала (＝単数生格)}だが、5だと Я видел {пять (＝主格) мальчиков (＝複数生格) / пять (＝主格)
журналов (＝複数生格)} 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一つ一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。名詞、形容詞の格変化が(だいた
い)一通りできる方を対象としています。

特別

初級

【対面授業】

開講保証

ロシアのポップミュージックで発音 ♬

講師：佐川 紅実子

（月）/ 13：30〜16：45（休憩15分）
日 程 1日のみ / 8月9日
受講料 6,600 円

※この講座は 1 名でもお申込みがあれば「開講」致します！

※プリント教材費込み

開講 1名以上
定員 6名

ソ連時代および現在のロシアのポップミュージックを歌いながら、
日本人が特に苦手なロシア語の子音の
発音を練習していこうというのが本講座の目的です。普段何気なく口ずさむ歌でも発音を意識すると途端に
難易度が上がってくるものです。取り上げる予定の歌は戦争時代のもの、Машина времени, Кино, ДДТ,
Сплин等を予定しています。※授業中はマスクの着用を必須とし、大声での歌唱は行いません。
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特別

上級

【対面授業】

ロシアのオペラを聞いてみよう ♠

講師：荒川 オクサナ

（日）/ 13：30〜15：00
日 程 1日間 / 8月8日

開講

受講料 3,300 円 教材費 ※プリント教材費込み

定員

2名以上
10名

ロシアのオペラ
『スペードの女王』の一部を聞き、言い回しを詳しく学びます。授業では初めに歌詞の一節
を読み、語彙・表現を学びます。そして、実際にオペラを聞きます。ロシアのロマンチックなクラシックの傑作
を楽しみましょう。
また授業ではロシアの歴史にも少し触れます。バレエと並びロシア芸術を代表するオペラ
の世界を覗いてみませんか。

特別

中級

【対面授業】

ロシアの童話…『金の鍵 ブラチーノの冒険』、
『ワニのゲーナとお友だち』

（木）
・13日
（金）/ 10：00〜12：30（休憩15分）
日 程 2日間 / 8月12日
受講料 9,900 円 教材費 ※プリント教材費込み

講師：小林 淳子
開講
定員

2名以上
10名

ロシアの子供たちに長く愛されてきた童話を読んでみましょう。今回取り上げるのは中編以上の長さ
の作品なので、授業ではハイライト部分のみを抜粋して読解します。
ロシアの童話は、指小語や幼児向
けの言い回しが使われる事が多く、外国人学習者が読むにはかえって難しいことがあります。今回取り
上げる作品はどちらも7歳〜10歳のネイティブの子供に向けて書かれた、外国人にも比較的読みやす
いものです。授業ではテキスト
（事前配布）を和訳していただきます。音声教材によるロシア語の豊かな
音の響きも楽しみましょう。
また、講師が物語全体のあらすじ、作者のプロフィールや時代背景などにつ
いてご説明します。一歩ふみこんだロシア童話の世界を楽しみましょう。

特別

初中級

ZOOM

【混在授業】

ロシア語音読トレーニング

講師：オジェレーリエワ・ガリーナ

日 程 2日間 / 8月7日
（土）
・8日
（日）/ 13：30〜16：00（休憩15分）
受講料

9,900 円

教材費 ※プリント教材費込み

開講

2名以上

定員

10名

初中級レベルの方を対象にした音読クラスです。Чуковскийの童話 «Краденое солнце» を題材
に、単語の発音、
アクセント、イントネーションを確認しながら、音読の練習をしていきます。詩の形式で
書かれた作品なので、詩のリズムを感じながら読む練習をしていきましょう。

特別

初中級

ZOOM

【混在授業】

児童文学『ファンタジョールイ』
（空想家たち）
を読もう

日 程 2日間 / 8月16日
（月）
・17日
（火）/ 10：00〜11：30
受講料

6,600 円

教材費 ※プリント教材費込み

講師：オジェレーリエワ・ガリーナ
開講

2名以上

定員

10名

初中級レベルの講読クラスです。児童文学作家Николай Носовの Фантазёрыを読んでいきます。
「ねぇ、君は何歳だい？」―「95歳さ！君は？」―「140歳だよ！」
「僕、以前は空を飛べたんだよ！」―「嘘つけ！じゃあ、飛んでみてよ！」―「今は飛び方を忘れちゃったんだ」
２人の男の子が空想を膨らませ、
どちらがより愉快でありえないことを言うことができるかの対決をし
ます。少年たちの無邪気な会話を読み進めながら、二人が荒唐無稽なことを言う際のロシア語にも注目
してみましょう。
ソ連時代から現在まで、ロシア語圏の子供たちに愛されてやまないノーソフの代表作の
ひとつです。彼の他の作品も読んでみたくなること請け合いで、ロシア語で読書にチャレンジする方のフ
ァーストブックとしてもお勧めです！
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特別

ZOOM

中級

食文化を通して学ぶロシア語

講師：フョードロヴァ・スベトラーナ

（土）
・15日
（日）/ 13：30〜16：00（休憩15分）
日 程 2日間 / 8月14日
受講料 9,900 円

教材費 ※プリント教材費込み

開講
定員

2名以上
10名

食文化を通して学ぶロシア語とロシア文化。
「ビーフストロガノフ」や「グーリエフのお粥」、
「毛皮を着
たニシン」、
「ブリヌィ」など伝説的な有名ロシア料理に関するエピソードのテキストや料理に関するお
とぎ話（「どうやって兵士が粥を作ったか」）を題材に、完了体と不完了体動詞の使い方を具体的な会話
で練習し、食事にまつわる語彙、慣用表現を学びましょう。

特別

ZOOM

中級

推理小説で学ぶロシア語表現

講師：フョードロヴァ・スベトラーナ

（木）
・20日
（金）/ 10：00〜12：30（休憩15分）
日 程 2日間 / 8月19日
受講料 9,900 円

教材費 ※プリント教材費込み

開講
定員

2名以上
10名

ロシアの推理小説を題材にロシア語のさまざまな表現を学び、現代のロシアの世情に触れましょう。
推理小説には、人物や心理を描写する便利で良い表現がたくさん含まれ、
よそ行きでないロシアの姿
を知る格好の材料です。ロシア語で人の外見や性格を描写するためにどんな言葉を使うか、会話で使う
と便利な典型的な表現、そして現代のロシア人と交流するうえで知っておいた方がいいが、
ちょっとよく
ない表現などを学びます。

特別

初中級

ZOOM

ロシアの旅を題材に磨くロシア語会話

講師：フョードロヴァ・スベトラーナ

（火）
・18日
（水）/ 10：00〜12：30（休憩15分）
日 程 2日間 / 8月17日
受講料 9,900 円

教材費 ※プリント教材費込み

開講
定員

2名以上
10名

カリーニングラードからウラジオストク、
ソチからアルハンゲリスクまでロシアの町々について互いに
話しながら、運動の動詞、名詞と形容詞の格変化を復習し、会話の能力を磨きましょう。
これからロシア
に行きたい人、行ったところについて話したい人大歓迎。ロシアの有名な見どころや最新の注目スポッ
トに触れて、会話を学びながら頭の中でロシアを旅しましょう。

特別

初級

ZOOM

開講保証

【混在授業】

日記で始めるロシア語作文（入門）

講師：佐川 紅実子

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

※1 名でもお申込みがあれば「開講」致します！

教材費 ※プリント教材費込み

開講
定員

1名以上
10名

ロシア語の知識を身についたものにするには、実際に使ってみるのが一番です。基礎的な文法事項
だけでも、たくさんのことが表現できます。間違いがあっても気にせず、
まずは自分の書きたいことで一
つ文を書いてみましょう。本講座では基礎となる文型、時間や天気の表現を学び、
『わたしの一日』
という
テーマで作文を書きます。露和・和露辞典（電子、
アプリ等でも可）をご持参ください。
対象レベル：ロシア語検定４級以上（動詞の現在・過去・未来形；идти / ходить, ехать / ездить；
格変化；数詞1〜30）
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特別

ZOOM

中級

開講保証

【混在授業】

日記で始めるロシア語作文（応用）

講師：佐川 紅実子

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

※1 名でもお申込みがあれば「開講」致します！

開講

教材費 ※プリント教材費込み

定員

1名以上
10名

これまで皆さんが学んできた文法事項を武器に日記形式で作文を書いてみよう、
というのが本講座
です。実際に自分で書いてみることで、体の用法や移動の動詞の使い方を実感することができます（同
時に疑問が噴出する可能性もありますが）。授業では、
日記を書く際に便利な表現（時や天気、感情の表
現、テーマ別語彙集等）のほかに動詞の体、移動の動詞の用法で注意すべき点についても触れる予定
です。今回の作文テーマは『わたしが感じたこと、思ったこと』
（芸術、
スポーツ、旅行など語彙集は用意し
ます）
です。露和・和露辞典（電子、
アプリ等でも可）をご持参ください。作文、文法事項に関する質問も歓
迎します。
【対象レベル】ロシア語検定３級以上（動詞の体、移動の動詞、関係代名詞）

特別

開講保証

ZOOM

中上級

※この講座は 1 名でもお申込みがあれば「開講」致します！

プロ翻訳入門講座

講師：今村 悦子

日 程 2日間 / 8月8日
（日）
・9日
（月）/ 13：30〜16：45（休憩15分）
受講料

13,200 円

教材費

※プリント教材費込み

開講

1名以上

定員

10名

ある程度ロシア語をマスターすると、そのスキルを活かして仕事をしてみたいと願う人は少なくないと思いま
す。翻訳はそのチャンスのひとつといえるでしょう。
しかし、実務翻訳で扱う文書は通常きわめて難度が高く、その
分野も実に多岐にわたります。そのため、高いロシア語の読解力を備えていることは必要最低条件にすぎず、さ
らに洞察力や背景知識、
また学習力が要求されます。
また、いかに原意が正しく解釈されていても、適切な用語
が用いられていなかったり、理路整然とした適切な文体がとられていなければ｢製品｣としては認められないこと
も、難しさのひとつでしょう。
しかし、それと同時に、常に新しいことを知る楽しさがこの作業の中にはあるので
す。
このクラスでは、語学学習の場で扱われることが少ないものの、実務翻訳の世界では主流ともいえる理科系
分野のテクストを正しく読解し、適切で、かつ読み 手にわかりやすい翻訳をめざしてゆきます。

ロシア語能力検定試験
公開試験

2021年度 第78回ロシア語能力検定

試験日程
4級 10月30日（土）14：00~
3級 10月31日（日）14：00~
2級 10月30日（土）10：00~
1級 10月31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

※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 岩手
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/
10

レベル

入門
初級

8月7日（土）～ 8月13日（金）

8月14日（土）～ 8月20日（金）

『3日間で学ぶ格の基礎』
（ZOOM）
3日間 7〜9日
（土〜月）／10：00〜15：00

『発音とイントネーション』
（ZOOM）
3日間 14〜16日
（土〜月）／13：30〜16：45

『きれいなロシア語の発音とキリル文字』
（対面）
3日間 8〜10日
（日〜火）／09：30〜12：45

『速習ロシア語（入門）』
（ZOOM）
3日間 18〜20日
（水〜金）／10：00〜15：00

『文字の読み方をマスターしよう』
（ZOOM）
10日間 9〜20日
（月〜金）／20：00〜20：45

『格変化アクティブトレーニング』
（対面）
2日間 14・15日
（土・日）／10：00〜12：30

『3日間で学ぶ格の基礎（続編）』
（ZOOM）
3日間 13〜15日
（金〜日）／10：00〜15：00

会話

『ロシア語を話しましょう！』
（ZOOM）
1日のみ 9日
（月）／10：00〜12：30

『ロシアの旅を題材に磨くロシア語会話』
（ZOOM）
2日間 17・18（火・水）／10：00〜12：30

『ゼロからのロシア語プチ会話』
（ZOOM）
1日のみ 12日
（木）／10：00〜12：30
『初めてのロシア語会話（入門）』
（対面）
3日間 13〜15日
（金〜日）／10：00〜12：30

検定

『検定3級対策講座』
（対面）
3日間 7〜9日
（土〜月）／10：00〜16：00

『検定4級対策講座』
（ZOOM）
2日間 14・15日
（土・日）／11：15〜16：45

『検定2級対策講座』
（入門）
（対面）
3日間 10〜12日
（火〜木）／10：00〜16：00

『検定3級対策講座』
（和文露訳）
（対面）
2日間 14・15日
（土・日）／13：30〜16：00
『検定2級対策講座』
（実践）
（対面）
5日間 14〜18日
（土〜水）／10：00〜16：00
『検定4級対策講座』
（和文露訳）
（対面）
1日のみ 16日
（月）／13：30〜16：45
『検定3級文法対策講座』
（ZOOM）
2日間 19・20日
（木・金）／13：30〜16：45
『間違えやすい動詞の整理』
（ZOOM）
1日のみ 14（土）／10：00〜12：30

『動詞の体を復習しよう 1』
（ZOOM）
1日のみ 7日
（土）／10：00〜12：30
『日記で始めるロシア語作文』
（応用）
（混在）
1日のみ 7日
（土）／13：30〜16：45

特別

『食文化を通して学ぶロシア語』
（ZOOM）
2日間 14・15（土・日）／13：30〜16：00

『ロシア語音読トレーニング』
（混在）
2日間 7・8日
（土・日）／13：30〜16：00

『ТРКИ-2 聴取対策』
（対面）
2日間 19・20日
（木・金）／10：00〜15：00

『動詞の体を復習しよう 2』
（ZOOM）
1日のみ 8日
（日）／10：00〜12：30

『児童文学を読もう』
（混在）
2日間 16・17（月・火）／10：00〜11：30

『ロシアのオペラを聴いてみよう』
（対面）
1日のみ 8日
（日）／13：30〜15：00

『ロシアのポップミュージックで発音』
（対面）
1日のみ 9日
（月）／13：30〜16：45
『推理小説で学ぶロシア語』
（ZOOM）
2日間 19・20（木・金）／10：00〜12：30

『日記で始めるロシア語作文』
（入門）
（混在）
1日のみ 8日
（日）／13：30〜16：45
『プロ翻訳入門』
（ZOOM）
2日間 8・9（日・月）／13：30〜16：45
『数詞の整理』
（ZOOM）
2日間 10・11日
（火・水）／13：30〜16：45
『時限カード式文法復習』
（ZOOM）
2日間 11・12日
（水・木）／09：30〜12：45
『アクセント移動の整理』
（ZOOM）
1日のみ 12日
（木）／13：30〜16：45
『ロシアの童話』
（対面）
2日間 12・13日
（木・金）／10：00〜12：30
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お申込みから受講まで
募集

・ お申込みをいただいてから、一定数（2〜4名様以上）に達した講
座から、順次『開講決定』致します。
『開講保証』のマークがついている講座に関しては、1名様より開
講させていただきます。
※開講決定は、遅くとも初回受講日の1週間前までにお知らせ致します。
・ 講座は定員となり次第、募集を締切らせていただきます。
・ 受講希望者が一定数に満たない場合、開講を中止または延期さ
せていただくことがあります。
※講座中止の通知は、遅くとも初回受講日の1週間前までにお知
らせ致します。
・ 上記の理由から、お申込みいただきましても、残念ながら開講に至ら
ない場合もございますので、あらかじめご了承の程お願い申し上げます。

受講料のお支払い方法

・ 講座の開講が決定した段階で、当学院より開講決定通知とと
もにご請求金額をご案内させていただきますので、期日まで
にお支払下さい。
・ お支払いは、下記2つの方法があります。
1. 現金払い（学院受付にて）
2. 銀行振り込み
※振込口座はお申込時にお知らせ致します。

キャンセルとご返金

・ お申込み後に、受講をキャンセルする場合には、受講開始日
前に必ず学院事務局までご連絡ください。原則として、
ご入
金後のキャンセル・ご返金には対応しておりませんが、緊急
入院などの場合には考慮いたしますので、
ご相談下さい。

・ 事前に連絡なくキャンセルされた場合には、全額・一部返金

お申込み方法

※当学院ホームページで募集要項を公示後、原則として、先着順に
お申込みを受付けます。
※お申込みは、開講前日まで随時受付けております。
受講希望講座名、氏名、住所、電話番号（自宅及び携帯）、
メール
アドレス、職業又は在学校名をお書き添えの上、
下記いずれかの
方法でお申込み下さい。
1.お電話（03-3425-4011）
・FAX（03-3425-4048）
で
2.学院ホームページから
URL：https://www.tokyorus.ac.jp
3.E-Mailで → メールアドレス：info@tokyorus.ac.jp
4.おハガキ・お手紙で
宛先：〒156-0052 東京都世田谷区経堂1-11-2
5.事務室窓口にて
東京ロシア語学院2階受付にて、平日09:00〜20:00
土曜日10:00〜17:00 （日曜・祝日除く）

ともできませんので、あらかじめご了承ください。

受講上のお願いとご注意

・ 本学院内は、全館禁煙です。

・ 本学院のある経堂は、全面的に路上喫煙が条例により禁止
されていますので、学院敷地内外ともに喫煙はご遠慮いた
だきますようお願い致します。
・ 所持品は、必ずお手元に置き、各自の責任において管理をお
願いします。本学院は、盗難や破損等についての損害賠償の
責を負いかねます。
・ 講座の録音、録画、写真撮影は、原則としてお断りしております。
・ 本学で使用するテキストのコピー、第三者への再配布、WEB
上へのアップロードはご遠慮ください。
・ 空き教室の無断使用は、
ご遠慮ください。
・ 空き教室があれば、休憩、予習・復習等のためにご利用いた
だくことは可能ですが、必ず事務局に事前にお声掛け下さい。
・ LL教室（視聴覚室）内での飲食は、
ご遠慮下さい。
・ 担当講師や他の受講生の迷惑となるような行為、講義の進

入学金・受講料・割引等
◇集中講座のご参加に入学金は不要です。
◇受講クラスによっては、テキスト代が受講料に含まれています。
・ 受講料、テキスト代は、税込料金です。
・ 原則として、納入後の受講料、テキスト代の払い戻しは致しません。
・ 2クラス以上お申込みの場合、割引制度がありますので、窓
口にてお申し出ください。 （2クラス目以降、￥1,000割引）
・ 日本ユーラシア協会会員及びユーラシア研究所会員の皆様

行を妨げる行為等、本学が運営上不適切と判断する行為が
あった場合には、それ以降の受講をお断りする場合がありま
すので、
あらかじめご承知おき下さい。
・ 個人情報保護の観点から、講師や受講生等の住所や電話番
号等の連絡先を公表することはできません。
・ 皆様からお預かりした個人情報を次の目的のため必要な範
囲で利用させていただきます。
・ 受講生として登録するため（講座の休講や再開などのご連
絡。宿題や進捗状況のご案内。その他、授業にご参加いただ
く上での必要な情報を提供）

には、割引制度がありますので、お申込み時に会員証をご提

・ 次期講座、セミナー等イベントのご案内のため。

示下さい。
（￥1,000割引）

・ 本学には、短期講座受講生の皆様の他に、本科生、個人授業

※なお、他の割引との併用はできませんので、
あらかじめご了
承ください。

受講生等が同時に通っておられますので、公共スペースは、
譲り合ってご利用いただくようご協力下さい。

受講に関しまして
・ 講座初日の受付窓口は、混雑が予想されますので、当日、受講料
を現金でお支払になる場合には、お早目にお越しください。
・ 事前に銀行振込でお支払いただいた方も受講初日には、受付に
お立寄りください。受講証等をお渡しいたします。
・ 受講クラスにより、事前にテキスト等を発送させていただきます
ので、予習にご活用ください。なお、担当講師、使用テキストは、都
合により変更する場合があります。
・ 学校行事、施設工事、講師の急病・出張等の都合により休講、延
期、時間短縮、別の講師による代講となる場合がありますので、
あ
らかじめご了承ください。
・ 講座をご欠席または遅刻される場合には、事務局までご連絡くだ
さい。
クラスによっては、授業の進捗状況のお知らせ、配布資料等
のお取り置きをさせていただきます。
・ 講師の都合、悪天候、火災、地震等不測の事由により休講する場
合があります。
この場合は原則として補講を行います。補講日時
は、受講生の皆様と相談の上、都合の良い日を設定するよう努め
ます。

その他

・ 緊急のご連絡の際は、携帯メールアドレス等にメールをお送
りさせていただきますので、当校のドメインtokyorus.ac.jpを
受け取れるようにご設定ください。

オンライン講座に関しまして

・『オンライン講座』
とは、
ご自宅や職場等からPCやタブレット端末
等を使用して、インターネット回線を通じてご受講いただくもので
すので、
日本全国からご受講いただくことが可能です。
※通学して、実際の教室で授業を行うものではありません。
・ 当学院では、ビデオ会議ツール『ZOOM』
というアプリケーション
を使用します。
ご受講にあたり、
システム環境が必要とされますの
で、各自にて環境（インターネット契約やパソコン等の購入）の準
備をお願い致します。
・ お申込みいただいた講座が開講決定された後、ZOOMで受講い
ただくためのIDとパスコードをご案内します。
・ オンライン授業に関する機器や技術的なサポートは行っており
ませんが、ZOOMへの事前接続テストや簡単な使い方のご説明
には応じておりますので、お気軽に事務局までお問合せ下さい。
・ 講座によっては、
ご欠席された場合、本学で記録した動画や音声
録音をお送りさせていただく場合がございますので、
あらかじめ
ご承知おき下さいますようお願い申し上げます。
・ 原則的に、受講生の皆様で授業の録画や録音を行うことはお断
りしておりますので、録画や録音、画像等をSNS等にアップロード
し公開する行為は禁止しております。
また、授業に参加登録してい
ない方と共有することもおやめください。
・ 受講される際には、各自にてセキュリティ対策を講じた上で、
ご
参加ください。
（ウイルス対策ソフトのインストール等）
・ 基本的に、授業に入りましたら、ビデオはON、マイクはミュートに
してください。その後、授業の進行に応じて、発話する際にはミュ

新型コロナウイルス等感染症対策として

【本学の感染症予防対策】

・アルコール消毒液の複数個所設置。
（建物に出入りする際、教室
に出入りする際の手指消毒にご協力ください。）
・消毒液による清掃を毎日行っています。
・校内、教室内の換気に努めます。
・講師、職員のマスクの着用。
・机上飛散防止パネルの設置。
【ご協力のお願い】
・校内ではマスクの着用をお願いします。
（お忘れの場合は、事務
局でお譲りします）
・手洗い・うがいの励行をお願いします。
・咳エチケットの励行をお願いします。
・風邪の症状や発熱、倦怠感、息苦しさなどが続き感染症の不安
がある場合には。医療機関にご相談の上、外出の許可を得てご来
校下さい。

ートを解除し、講師や他の受講生が発話している場合にはご自身
のマイクはミュートにして下さい。
（音声のハウリング防止のため
です。）
・ 授業では、出欠をとるため、ユーザー名はご本名でお入りくださ
い。
（ローマ字でもOKです）

2021年夏期集中講座

□ ロシア語を話しましょう
（Z）

□ 動詞の体を復習しよう①（Z）

□ きれいなロシア語の発音（対）

□ 文字の読み方をマスター（Z）

□ ロシアのオペラを聴く
（対）

□ ロシアの童話『金の鍵』他（対）

□ ロシア語音読トレーニング（混）

□ 児童文学 ノーソフ
（混）

□ 食文化を通して学ぶ（Z）

□ 推理小説でロシア語（Z）

□ ロシアの旅を題材に（Z）

□ 日記で始める
（入門）
（混）

□ 日記で始める
（応用）
（混）

□ プロ翻訳講座（Z）

□ 3日間で学ぶ格の基礎（続）
（Z）

□ 格変化アクティブ（対）

□ 検定4級対策講座（Z）

□ 検定4級和文露訳講座（対）

□ 検定3級文法対策講座（Z）

□ 検定3級和文露訳講座（対）

□ 検定3級対策講座（対）

□ 検定2級対策講座（入門）
（対）

□ 検定2級対策講座（実践）
（対）

□ TRKI-2 聴取対策（対）

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講座毎に設定された最少開講人数に
達し次第、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】

所

申込日：

（
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！

等

計

費

料

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

割

引

材

教
合

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

月

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

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

①夏期集中講座は、入学金不要！

□ ロシアのポップミュージック
（対）

□ 3日間で学ぶ格の基礎（Z）

名

郵便番号

氏

（ふりがな）

2021年夏期集中講座申込書

【集中講座のお得な割引】

□ 数詞の整理（Z）

□ 速習ロシア語入門（Z）

□ アクセント移動の整理（Z）

□ 間違えやすい動詞の整理（Z）

□ ゼロからのロシア語プチ会（Z）

□ 初めてのロシア語会話入門（対） □ 動詞の体を復習しよう②（Z）

□ 時限カード式文法復習（Z）

講 座 名

□ 発音とイントネーション（Z）

第233期

農大通

