2022 年 1 月現在予定

2022 年度 JIC 前期ロシア語オンライン講座
<jic のロシア語講座の特徴>
先生はネイティブのロシア人、7 名までの少人数クラスでの開催となります。
初めて受講される方については、30 分のレベルチェックであなたに合ったクラスをご案内します！
募集クラス
クラス

曜日/時間

開始日

講師

授業概要

入門

水曜
19:00～20:30

4/20

ナターリア・
オセトロヴァ

アルファベットから始めて 1 年間かけてロシ
ア語入門文法を勉強します。4 月開講の 1 年
通年コースです。みなさん一緒に楽しくスタ
ートしましょう！

初級①

火曜
19:00～20:30

4/19

スヴェトラーナ・
バラフコヴァ

入門クラスを終えた方、1 年程度ロシア語を
学習した方向け。単語だけでなく文章での会
話にもチャレンジしましょう。

初級②

木曜
19:30～21:00

4/21

エレーナ・
ヴィソーチナ

文法を復習しながら簡単なロシア語会話に慣
れていくクラスです。基本文法を終えた方対
象。2 年以上の学習歴が目安です。

中級
（講読）

水曜
19:30～21:00

4/20

エレーナ・
ヴィソーチナ

ロシア語学習歴 3 年以上の方対象。文学作品の
講読と会話を交えた文法の練習問題をしてい
きます。作品を読んだ感想もロシア語で話し合
います。

木曜
中級
（文法・会話） 19:00～20:30

4/21

ナターリア・
オセトロヴァ

文法が身に付いたら会話のバリエーション
を増やしていきましょう。表現力も向上しま
す。

金曜
中上級
（時事会話） 19:30～21:00

4/22

ガリーナ・
オジェレーリエヴァ

新聞、ニュース、文学などを読みながら語彙力
を高めます。時事について話すことで、幅広い
ロシア語力を高めることが目標です。ロシア語
でコミュニケーションのとれる方対象。

土曜
10:00～11:30

4/23

スヴェトラーナ・
バラフコヴァ

ロシア語の表現の幅を広げなが ら、肩の力
を抜いてロシア語での 会話を楽しみます。
作文の添削も行います。

中上級
（会話）

講師略歴
ガリーナ・オジェレーリエヴァ

国立ウラジオストク極東大学卒。ロシア科学アカデミー付属東洋学研究所大学院
卒、博士候補。東京ロシア語学院などロシア語講師歴 30 年。

エレーナ・ヴィソーチナ

国立ウラジオストク極東大学卒。
関東国際高校などロシア語講師歴 29 年。

ナターリア・オセトロヴァ

ロシア語講師歴１8 年。
丁寧で分かりやすい文法説明で理解が深まります。

スヴェトラーナ・バラフコヴァ

ロシア語講師歴２7 年。 豊富な文例を使っての会話、 作文添削で伝えたいこと
が伝わる文章に。

●全クラス共通条件
期間

2022 年 4 月～2023 年 3 月（または 2 月）の全 30 回 （前期 15 回/後期 15 回）

（各講座とも）

★スケジュールについては授業カレンダーにてお知らせいたします。

定員

4～7 名 （中上級は 3～7 名）
*定員に満たないクラスは開講されない場合があります。

●お申込み・お問い合わせ
申込方法

申し込みフォーマットより送信して下さい。

申込期日

4 月 11 日 （お早めにお申し込み下さい）
初回授業スタート後も途中申込（参加）も可能です。詳細はお問い合わせください。

お問い合わせ先

国際親善交流センター（JIC）／ 〈共催〉 大阪日ロ協会
TEL:03-3355-7287／06-6944-2341

E-mail: jictokyo@jic-web.co.jp

●全クラス共通条件
入会金

初めて受講される方、最後の受講から 2 年以上たっている方は入会金 5000 円が必要です。

受講費用

受講費用:
入門 初級①、初級② 中級（講読）
、中級（文法、会話）
：
前期￥39,000（15 回） 後期￥39,000（15 回）
中上級（時事会話）
、中上級（会話）
： 前期￥42,000（15 回） 後期 ￥42,000（15 回）
※受講費用に加え、各講座で利用する教科書費用を申し受けます。
複数講座同時受講の場合、2 講座目以降は 5000 円引き
前期後期２回に分けてご請求いたします。前期終了後、後期の授業料のご請求をいたします。
後期の継続を希望されない方はご連絡ください。
◆レッスンは Zoom を使用します。各自ソフトのインストールをお願いいたします。 インタ
ーネット関係、コンピューターに関する指導は行いません。通信環境はご自身にて整備、管理
して下さい。
◆テキストや宿題、Zoom 会議システムの入室のための URL の送付は、メールにて行います。
お申し込みの際には講座を受けるパソコンまたはタブレットで見ることのできるメールアド
レスをお知らせください。
◆必要に応じて市販教材を購入していただく場合があります。
◆祝祭日は原則として休講です。GW、夏休み、冬休みの日程については当講座カレンダーに
従うものとします。
◆やむを得ない事情がある場合、講座の日程が変更されることがあります。なお、講師または
主催者の都合により休講となった場合は補講を行います。
◆生徒様都合による欠席、インターネットトラブルにより受講ができない場合の返金はいたし
ません。
◆途中受講は可能です。料金はお問い合わせください 。
◆初めて JIC の講座を受講される方は 30 分程度のレベルチェックを行います。
◆欠席、遅刻の場合、弊社への連絡は不要です。必要な場合先生に直接ご連絡ください。
◆オンラインの受講が難しい判断された場合、受講されたレッスン開始時間から 24 時間以内
にメールにてキャンセルの申し出をされた場合はキャンセル料なしでお取消しいたします。

注意事項

《特定商取引法に基づく表示》
★契約解除（クーリングオフ）について：
・お申し込みいただいた日から 8 日を経過するまでの間は、書面によるお申し出により契約の解除ができるものとします。その際、JIC は
受講生に対して、契約解除に伴う損害賠償・違約金の請求をしません。すでに授業が開始している場合でもＪＩＣは契約解除に伴う損害賠
償・違約金の請求をしません。すでに授業料などの支払いが行われている場合には、ＪＩＣは速やかにその全額を返還するものとします。受
講生はテキスト、書籍、ＣＤ、テープ等の教材を返還することとします（返還にかかる費用は JIC の負担とします）。
★契約解除（中途解約）について：
・お申し込みいただいた日から 8 日を経過した後は、書面によるお申し出により契約の解除ができるものとします。その際、ＪＩＣは受講生に
対して、下記のように精算をし、速やかに返還するものとします。
受講開始前の場合、初期費用として 5,000 円を差し引いた額を返還します。
受講後の場合、(1) すでに終了した期間に対応する授業料；(2) 初期費用として 5,000 円；(3) 契約解除に伴う損害金・違約金として学期残り
の授業料の 20％（50,000 円を上限とします）を納付済み金額から差し引いた額を返還します。
★JIC では、入会金・授業料等の納入金の保全措置はとっていません。

ＪＩＣロシア語講座

受講お申込書
年

月

日

ふりがな
お名前：
ご住所：〒
お電話：
e-mail：
※オンライン講座の Zoom 会議室に入るための URL 送付やレッスンお休みされた際のプリント、宿
題等すべてメールにてお送りしますので、必ずご記入をお願いいたします。
勤務先・学校（学年）：
昼間に連絡を取れる電話番号（緊急連絡）：
◆参加希望クラス
・クラス名（

／曜日

）

2 講座以上を同時受講の場合は以下もご記入ください
・クラス名（

／曜日

）
（

／曜日

）

◆あなたのロシア語学習歴について該当するものを丸で囲んで下さい。
・専攻で

・第２外国語で

・JIC ロシア語講座で
・０‐３か月

・６か月

・ロシアで

・テレビ、ラジオで

・独学で

・その他（

）

・１年

２年

・２年以上（

年程度）

◆当ロシア語講座についての情報はどこから知りましたか？
・JIC のメルマガ

・JIC ホームページ

・NHK テキスト

・その他 （

・友人知人 ・大阪日ロ協会

）

◆ロシア語留学経験

・なし

／・あり

◆JIC ロシア語講座へのご希望がございましたらご記入ください。

お申込書提出先：

ＪＩＣ国際親善交流センター 東京:03-3355-7287/大阪 06-6944-2341
FAX でご送付の場合；03-3355-7290/06-6944-2318
メール添付にてご送付の場合；jictokyo@jic-web.co.jp

