2017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5日
（土）〜 8月18日
（金）までの期間に実施いたします。今夏の講座の最大の特徴は、8月5日
（土）
・6日
（日）、12日
（土）
・13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、短いもので全2日間、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：①佐川 紅実子 ②山内 真

① 3日間 / 8月11日
（金・祝）〜13日
（日）/ 9：30〜12：45（休憩15分）
② 3日間 / 8月16日
（水）〜18日
（金）/ 9：30〜12：45（休憩15分）

受講料 16,800 円

開講 4名様以上

教材費 『ロシア語発音教程』
（CD付）1,620 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。
※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

講師：滝野 泰志

日 程 3日間 / 8月16日
（水）〜18日
（金）/ 10：00〜15：00（途中休憩15分+昼食休憩1時間） 開講 4名様以上
受講料 21,600 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）

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
4級を目指すための格の基礎

日 程 5日間 / 8月7日
（月）〜11日
（金）/ 10：00〜12：30（途中休憩15分）
受講料 21,060 円 教材費 ※プリント教材費込み

講師：滝野 泰志
開講 4名様以上

ロシア語の名詞には6つの「格」があり、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
における役割を表します。本講座では5日間で前置格、対格、生格、与格、造格の基本的な用法を学んで
いきます。
これから本格的に格を勉強する方、
また格の用法を復習したい方にお勧めです。
【学習内容】1日目：前置格、2日目：対格、3日目：生格、4日目：与格、5日目：造格
※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。

中級
3日で学ぶ関係代名詞、形動詞、副動詞

講師：佐川 紅実子

（月）〜16日
（水）/ 10：00〜15：00（途中休憩15分+昼食休憩1時間） 開講 4名様以上
日 程 3日間 / 8月14日
受講料 21,600 円 教材費 ※プリント教材費込み

まず、
この講座では関係代名詞которыйの使い方を扱います。
また、形動詞・副動詞に関しては初め
て触れるという方にもわかるように説明をしていきますが、内容を理解するためには格変化（単数・複
数）、基本的な動詞の体の用法や基本的な動詞は理解していることが必要です。
（範囲は「ロシア語教程
Ⅱ」
で触れられている内容です。）

会話

入門

文字が読めなくてもOK！ミニミニ会話

日 程 2日間 / 8月14日
（月）〜15日
（火）/ 10：00〜12：30（途中休憩15分）
受講料 8,400 円

講師：山田 雪子
開講 4名様以上

教材費 ※プリント教材費込み

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。【定員 10名】

会話

入門

やさしいロシア語会話（入門）

日 程 3日間 / 8月14日
（月）〜16日
（水）/ 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

講師：マリヤ・マクシモヴァ
開講 4名様以上

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。
※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。
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会話

初級

身近な話題をロシア語で話そう！
（初級）

（金・祝）〜13日
（日）/ 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：マリヤ・マクシモヴァ
開講 4名様以上

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。
※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。

検定
検定4級対策講座

（金・祝）〜13日
（日）/ 13：30〜16：45（途中休憩15分）
日 程 3日間 / 8月11日
受講料 16,200 円 教材費 ※プリント教材費込み

講師：未定
開講 4名様以上

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。受講対象者は以下の条件全てにあてはまる方です。
※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級対策講座（和文露訳対策）

（月）〜15日
（火）/ 13：30〜16：00（途中休憩15分）
日 程 2日間 / 8月14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名様以上

和文露訳は、検定試験を受験する多くの方々が最も難しいと感じている問題でしょう。おそらくそれ
は、普段和文露訳をする機会が他の勉強に比べて少ないのが原因だと思います。
この講座ではまず、ロ
シア語で文を書くことに慣れ、更に検定試験で頻出する表現等を正しいスペルで書けるよう訓練しまし
ょう。通常の検定4級対策講座では文法問題対策にどうしても多くの時間がかかってしまい、和文露訳対
策に十分な時間を充てることはできませんので、和文露訳に自信のない方には当講座の受講も併せて
お薦めします。
もちろん、当講座単独の受講も大歓迎です。

検定
検定3級対策講座

日 程 5日間 / 8月14日
（月）〜18日
（金）/ 13：30〜16：45（途中休憩15分）
受講料 32,400 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

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。受講対象者は以下の条件全てにあてはまる方です。
※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。
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検定
検定3級対策講座（和文露訳対策）

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

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。検定試験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。集中的に露訳練習をして
「和文露訳」
への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）〜9日
（水）/ 10：00〜16：00（途中休憩各15分+昼食休憩1時間） 開講 4名様以上
日 程 3日間 / 8月7日
受講料 29,160 円 教材費 ※プリント教材費込み

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。

検定
検定2級対策講座（実践）
日 程

① 5日間 / 8月5日
（土）
・6日
（日）
・11日
（金・祝）
・12日
（土）
・13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名様以上

② 5日間 / 8月14日
（月）〜18日
（金）/ 10：00〜16：00（途中休憩各15分+昼食休憩1時間）

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。 【定員 各10名】

検定
検定2級対策講座（聴取試験対策）

（月）〜9日
（水）/ 13：30〜16：00（途中休憩15分）
日 程 3日間 / 8月7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名様以上

検定2級の聴取試験では、録音されている露文テクストの内容をできるだけ詳細に日本語で書くこと
が求められます。そのためには聴きながらメモを取ることにも慣れなければいけません。
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特別

初級

格変化トレーニング

（金・祝）〜13日
（日）/ 9：30〜12：45（途中休憩15分）
日 程 3日間 / 8月11日
受講料 16,800 円

講師：山田 雪子
開講 4名様以上

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

初級

講読の初歩

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

講師：金田 育子
開講 4名様以上

ロシア語の文章を読んでいくための基礎を学ぶ講座です。文をどのようにとらえるのか、辞書はどう
使うのかを説明していきます。最終的にロシア文学や新聞記事を自力で読めるようになりたいと思って
いるが、
どこから始めたらいいのかわからない方もいらっしゃると思います。
この講座でそのとっかかり
をつかめるでしょう。
レベルとしては、初級文法を修了した方を対象とします。ロシア語能力検定3級露
文和訳の対策としても有効です。
※受講される方は、研究社露和辞典または岩波ロシア語辞典をご持参ください。

特別

中級

”アンナ・カレーニナ”を手で書き写し、声に出して読む

（水）〜13日
（日）/ 13：30〜16：45（途中休憩15分）
日 程 5日間 / 8月9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名様以上

レフ・トルストイの名作 " Анна Каренина " から5つの名場面を手で書き写し、それぞれ声に出して
繰り返し読んでいきます。ロシア語の手書きに慣れるとともに、音読の繰り返しによって文豪の世界に浸
ります。
トルストイの文章がひとりでに身についていきます。
ぬくもりのある手書きを声に出して読む楽しみを充分味わってください。
「読み書き話す」ロシア語の
上達に必ず役立ちます。
とくに日頃のロシア語のコミュニケーションがパソコンやスマホ・IPad でしか
ない人には、
またとないトレーニングの機会です。中級以上。
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ロシア語能力検定試験
公開試験

2017年度 第70回ロシア語能力検定

試験日程
4級 10月7日（土）14：00~
3級 10月8日（日）13：30~
2級 10月7日（土）10：00~
1級 10月8日（日）10：00~

※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。

【主催】ロシア語能力検定委員会

申込受付期間
8月1日〜9月3日

全国15都市にて開催予定

函館 岩手

稚内 釧路

金沢

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

2017年 8月19日（土）

参加無料

本科説明会

13:00～15:00

【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）
（講演）
・
「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）
・ロシア料理試食（ブリヌイ・ペリメニ等を予定）
・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
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E-mail: info@tokyorus.ac.jp
URL: www.tokyorus.ac.jp

レベル

入門

初級

8月5日（土）～ 8月13日（日）
『発音とイントネーション』①
3日間 11〜13日
（金〜日）
9：30〜12：45

『4級を目指すための格の基礎』
5日間 7〜11日
（月〜金）
10：00〜12：30
『3日で学ぶ関係代名詞他』
3日間 14〜16日
（月〜水）
10：00〜15：00
『身近な話題をロシア語で話そう！』
3日間 11〜13日
（金〜日）
13：30〜16：00

『検定2級対策講座』
（入門）
3日間 7〜9日
（月〜水）
10：00〜16：00
『検定2級対策講座』
（聴取対策）
3日間 7〜9日
（月〜水）
13：30〜16：00
『検定3級対策講座』
（和文露訳）
2日間 12〜13日
（土・日）
13：30〜16：00
『アンナ・カレーニナ』
5日間 9〜13日
（水〜日）
13：30〜16：45

特別

『ミニミニ会話』
2日間 14〜15日
（月・火）
10：00〜12：30
『やさしいロシア語会話』
3日間 14〜16日
（月〜水）
13：30〜16：00

『検定2級対策講座①』
（実践）
5日間 5・6日・11〜13日
10：00〜16：00

検定

『発音とイントネーション』②
3日間 16〜18日
（水〜金）
9：30〜12：45
『速習ロシア語』
3日間 16〜18日
（水〜金）
10：00〜15：00

中級
会話

8月14日（月）～ 8月18日（金）

『講読の初歩』
3日間 8〜10日
（火〜木）
10：00〜12：30
『格変化トレーニング』
3日間 11〜13日
（金〜日）
9：30〜12：45

『検定3級対策講座』
5日間 14〜18日
（月〜金）
13：30〜16：45
『検定2級対策講座②』
（実践）
5日間 14〜18日
（月〜金）
10：00〜16：00
『検定4級対策講座』
3日間 11〜13日
（金〜日）
13：30〜16：45
『検定4級対策講座』
（和文露訳）
2日間 14〜15日
（月・火）
13：30〜16：00

□検定2級対策（入門）

□検定2級対策（聴取）

□検定2級対策（実践）①

□検定2級対策（実践）②

□アンナ・カレーニナ

□講読の初歩

□速習ロシア語（入門）

□検定4級 のための『格の基礎』

□3日で学ぶ関係代名詞他

□ミニミニ会話

□やさしいロシア語会話

□身近な話題を話そう

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（和文露訳）

□検定4級対策

□検定3級対策（和文露訳）

□発音のイントネーション ②

名

所

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

費

料

計

← 小田原方面

アクセス

￥

￥

￥

￥

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
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

教材発送

開講連絡

合

会員割引他

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！

申込日：

（

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

※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）

2017年ロシア語夏期集中講座申込書

【集中講座のお得な割引】

□格変化トレーニング

□検定3級対策

講 座 名

□発音とイントネーション ①

第225期

農大通

