
 

科目コード ナンバリング 単位数 学期 授業区分 科目区分 履修区分 学年 

320219 XZY2320219 

1 前期 

国際学部国際文化学科 専門 選択必修 ３年 

国際学部国際文化学科英語集中コース 専門 選択必修 ３年 

授業科目 担当教員 情報文化学部情報文化学科 × × × 

ロシア語４aＡ ライーサ プラーソル 

情報文化学部情報システム学科経営コース(26 年度以降) × × × 
情報文化学部情報システム学科情報コース(26 年度以降) × × × 

情報文化学部情報システム学科経営コース(25 年度) × × × 
情報文化学部情報システム学科情報コース(25 年度) × × × 

情報文化学部情報システム学科(24 年度以前) × × × 

授業目的 
ロシア語１・２・３・基礎文法の導入に引き続き、基本的な知識を整理し、発展させながらロシア語の運用能力を高めることを目的とする。文法
知識を体系的に整理することを目標とし、特に「話す」「聞き分ける」能力を身に付けるための訓練には十分な時間を割く。 

各回毎の授業内容 
第１回 第９回 
【授】テキストの第 32 課（１） Ему шестьдесят два года 本文の説明
と解読 
【前・後】宿題をする 

【授】ビデオ教材 
【前・後】宿題をする 

第２回 第１０回 
【授】テキストの第 32 課 （２）Ему шестьдесят два года 応用会話練
習 
【前・後】宿題をする 

【授】テキストの第 36 課（１） Один человек пришёл в рестора
н 本文の説明と解読 
【前・後】宿題をする 

第３回 第１１回 
【授】テキストの第 33 課（１） В булочную вошла маленькая дев
очка 本文の説明と解読 
【前・後】宿題をする 

【授】テキストの第 36 課  （２）Один человек пришёл в рестора
н 応用会話練習 
【前・後】宿題をする 

第４回 第１２回 
【授】テキストの第 33 課  （２）В булочную вошла маленькая де
вочка 応用会話練習 
【前・後】宿題をする 

【授】テキストの第 37 課 （１）Мальчик, который гулял по плат
форме 本文の説明と解読 
【前・後】宿題をする 

第５回 第１３回 
【授】テキストの第 34 課（１） Как дела у моего сына? 本文の説明と解
読 
【前・後】宿題をする 

【授】テキストの第 37 課 （２） Мальчик, который гулял по пла
тформе 応用会話練習 
【前・後】宿題をする 

第６回 第１４回 
【授】テキストの第 34 課  （２）Как дела у моего сына?  応用会話練習 
【前・後】宿題をする 

【授】テキストの第 38 課 （１）Станция, от которой мы только ч
то отъехали 本文の説明と解読 
【前・後】宿題をする 

第７回 第１５回 
【授】テキストの第 35 課 （１）Вы очень похожи на меня 本文の説明と
解読 
【前・後】宿題をする 

【授】テキストの第 38 課  （２）Станция, от которой мы только ч
то отъехали 応用会話練習 
【前・後】宿題をする。文法・語彙の復習、テストの準備 

第８回 第１６回 
【授】テキストの第 35 課  （２）Вы очень похожи на меня 応用会話練
習 
【前・後】宿題をする 

【授】期末試験 

成績評価方法 
 知識・理解 思考・判断 関心・意欲 強調・指導力 発表・表現 その他 評価割合(%) 

定期試験        

小テスト・授業内レポート        
宿題・授業外レポート        

授業態度・授業への参加        
成果発表（口頭・実技）        

演習        
その他        

期末試験の結果（７０％）と出席率（３０％）によって成績を評価する。 
教科書参考書 

①藤純一、新ロシア語入門 NHK 出版 １９９９  ②研究者露和辞典等  ③教員が用意した練習プリント 
受講に当たっての留意事項 

①毎回宿題あり  ②欠席が３分の１を超えた場合は期末試験の受験を認めない 
学習到達目標 

 教科書の基本例文を完全に習得すること。テキストに説明されている高度な文法を習得し、文章の読解能力を身に付けることを目標とする。学
習者が外国旅行等際に必要に応じて簡単な会話ができることも目標とする。 

JABEE 
 

【授】：授業内容【前・後】：事前・事後学習
 



 

科目コード ナンバリング 単位数 学期 授業区分 科目区分 履修区分 学年 

320219 XZY2320219 

1 前期 

国際学部国際文化学科 専門 選択必修 ３年 

国際学部国際文化学科英語集中コース 専門 選択必修 ３年 

授業科目 担当教員 情報文化学部情報文化学科 × × × 

ロシア語４aB ライーサ プラーソル 

情報文化学部情報システム学科経営コース(26 年度以降) × × × 
情報文化学部情報システム学科情報コース(26 年度以降) × × × 

情報文化学部情報システム学科経営コース(25 年度) × × × 
情報文化学部情報システム学科情報コース(25 年度) × × × 

情報文化学部情報システム学科(24 年度以前) × × × 

授業目的 
ロシア語１・２・３・基礎文法の導入に引き続き、基本的な知識を整理し、発展させながらロシア語の運用能力を高めることを目的とする。文法
知識を体系的に整理することを目標とし、特に「話す」「聞き分ける」能力を身に付けるための訓練には十分な時間を割く。 

各回毎の授業内容 
第１回 第９回 
【授】テキストの第 32 課（１） Ему шестьдесят два года 本文の説明
と解読 
【前・後】宿題をする 

【授】ビデオ教材 
【前・後】レポート作成 

第２回 第１０回 
【授】テキストの第 32 課（２） Ему шестьдесят два года 応用会話練
習 
【前・後】宿題をする 

【授】テキストの第 36 課 （１）Один человек пришёл в рестора
н 本文の説明と解読 
【前・後】宿題をする 

第３回 第１１回 
【授】テキストの第 33 課 （１）В булочную вошла маленькая дев
очка 本文の説明と解読 
【前・後】宿題をする 

【授】テキストの第 36 課（２） Один человек пришёл в рестора
н 応用会話練習 
【前・後】宿題をする 

第４回 第１２回 
【授】テキストの第 33 課（２） В булочную вошла маленькая дев
очка 応用会話練習 
【前・後】宿題をする 

【授】テキストの第 37 課（１） Мальчик, который гулял по плат
форме 本文の説明と解読 
【前・後】宿題をする 

第５回 第１３回 
【授】テキストの第 34 課（１） Как дела у моего сына? 本文の説明と解
読 
【前・後】宿題をする 

【授】テキストの第 37 課 （２）Мальчик, который гулял по плат
форме 応用会話練習 
【前・後】宿題をする 

第６回 第１４回 
【授】テキストの第 34 課（２） Как дела у моего сына?  応用会話練習 
【前・後】宿題をする 

【授】テキストの第 38 課（１） Станция, от которой мы только ч
то отъехали 本文の説明と解読 
【前・後】宿題をする 

第７回 第１５回 
【授】テキストの第 35 課（１） Вы очень похожи на меня 本文の説明と
解読 

【授】テキストの第 38 課（２） Станция, от которой мы только ч
то отъехали 応用会話練習 
【前・後】文法・語彙の復習、テストの準備 

第８回 第１６回 
【授】テキストの第 35 課 （２）Вы очень похожи на меня 応用会話練習 
【前・後】宿題をする 

【授】期末試験 

成績評価方法 
 知識・理解 思考・判断 関心・意欲 強調・指導力 発表・表現 その他 評価割合(%) 

定期試験        
小テスト・授業内レポート        

宿題・授業外レポート        
授業態度・授業への参加        

成果発表（口頭・実技）        
演習        

その他        

期末試験の結果（７０％）と出席率（３０％）によって成績を評価する。 
教科書参考書 

①藤純一、新ロシア語入門 NHK 出版 １９９９  ②研究者露和辞典等  ③教員が用意した練習プリント 
受講に当たっての留意事項 

①毎回宿題あり  ②欠席が３分の１を超えた場合は期末試験の受験を認めない 
学習到達目標 

教科書の基本例文を完全に習得すること。テキストに説明されている高度な文法を習得し、文章の読解能力を身に付けることを目標とする。学習
者が外国旅行等際に必要に応じて簡単な会話ができることも目標とする。 

JABEE 
 

【授】：授業内容【前・後】：事前・事後学習
 


