
日間

申込前に確認を！

研修旅行代金

研修期間
2018年

30

都市

円

募集要項

コース No.19

●プログラム別の申込書類およびスケジュール詳細は留学センターウェブページに掲載しています。

★�少人数クラスで実践的なカリキュラムを通して語
学力の強化ができます

★�ロシアの政治・経済・文化の中心都市、モスクワ
での研修です

★�涼しい気候で過ごしやすい夏のモスクワは、おす
すめの渡航シーズンです

※国内及び現地空港諸税、燃油サーチャージ、旅客保安サービス料は含みません。
※最少催行人数に達しない場合も研修が実施できる場合がありますが、研修旅行代金が増額となります。
その場合、改めて代金を示し参加の意向を確認します。

●最少催行人数：6名　●最大募集人数：15名
●対象語学レベル：ロシア語力初級～上級
●宿泊先：�学生寮（原則、相部屋利用予定ですが、

個室利用の場合もあります）
●食　事：なし　●同行員：添乗員・教職員は同行しません
●利用予定航空会社：日本航空、アエロフロートロシア航空
●査　証：�必要（旅行代理店による代理申請にて手続きをいたします）� �

外国籍の方は、ビザ取得に時間がかかる場合があります。申込み
前に事前に留学センターへお問い合わせください。

368,000

伝統的建造物の残るモスクワで、ロシア語学習
を通して異文化体験をしてみませんか！ 8月3日（金）～8月26日（日）

24モスクワ大学 ロシア語研修
ロシア語を通してロシア文化・文学を満喫する夏！　

ロシア　モスクワ

※本プログラムは、他のプログラムより先行し申込書類をご提出いただく必要があります。詳細は、【申込みに必要な書類】欄をご確認ください

日程表　
日 都市 予定

1
羽田もしくは成田
モスクワ

10：00～ 11：00　羽田もしくは成田発、モスクワへ
15：00～ 16：00　モスクワ到着
到着後、送迎車にて宿泊先へ移動� 学生寮泊

2
▽
22

モスクワ プログラム参加
スケジュール
10：00～ 11：30 クラス
11：50～ 13：20 クラス
13：20～ 14：00 ランチタイム
14：00～ 15：30 クラス
※�スケジュールは一般的な例で日により異なります。過
去のスケジュールの場合もあります。
※2～ 22日目は研修旅行取扱会社「無手配日」です
� 学生寮泊

23
モスクワ 各自にて空港へ移動、各自にてチェックイン

17：00～ 18：00　モスクワ発、羽田もしくは成田へ
� 機中泊

24 羽田もしくは成田 08：00～ 09：00　羽田もしくは成田到着
到着後、解散

☆研修旅行代金に含まれるもの

☆研修旅行代金に含まれないもの

【申込みに必要な書類】　（MyWasedaでの申請後、指定期間に以下の書類を提出します）

・上記のフライトスケジュールは日本航空利用の例です。
・現地でのスケジュールは留学先機関、天候等の諸事情により一部変更となる場合があります。

上記の他は含まれません。その一部を例示します。
超過手荷物手数料／宿泊費／海外旅行保険／日本国内の交通費・食費・宿泊費／現地空港と研修先
または宿泊先間の往復送迎費／通学費／課外活動費／その他個人的生活諸費用／国内空港施設使
用料（2,610円）・外国諸税（2,800円）・燃油サーチャージ、旅客保安サービス料（21,600円）
※宿泊費、空港送迎費（往復）（約400米ドル相当）はロシアルーブルで現地払いとなります。
※国内空港施設使用料、外国諸税、燃油サーチャージは2018年2月1日現在のもので予告なく変更となる
場合があります。これらの費用は最終確定金額として研修旅行代金とあわせてお支払いただきます。

研修費用／日程表に記載したエコノミークラス利用海外往復航空券／ビザ申請料・代行手数料�／早大
プログラム開発運営費／企画料金（P.37記載の取消料規定はこの企画料金を基準とします。）
※企画料金は41,800円と定め、研修旅行代金に充当します。
※ビザ申請料・代行手数料は、外国籍の方は別途追加費用がかかる場合があります。

＜全プログラム共通＞
・短期留学プログラム申込書（写真添付）
・海外留学プログラム誓約書
・パスポートのコピー（カラーコピーのもの）
※�パスポートは、日本国籍の場合、有効
期限はロシア帰国日＋18 か月以上の
ものが必要です。ビザ申請を迅速に行う
必要があるため、必ず上記の有効期限
があるカラーコピーをご提出ください。

＜プログラム別＞
・モスクワ大学指定願書
※本プログラムは、他のプログラムより先行し
て手続き、および申込書類をご提出いただく
必要があります。結果通知後、5月17日（木）
までに申込金支払い手続きおよび上記【申
込みに必要な書類】をご準備の上、5月17
日（木）、18日（金）12:00〜17:00 に
提出先（早稲田キャンパス22 号館 1階
Waseda�Global�Gate）に必ずご提出ください。

プログラム

本プログラムはモスクワ大学附属のロシア語研修機関で行われ、現在では年間を通して
語学プログラムが開講されています。例年、日本や欧米各国からも参加しており、ロシア
語学習を通して様々な異文化交流を楽しむことができます。
クラスは、9人以下の少人数制で、実践的なロシア語習得を目的としたカリキュラムで構
成されています。初級レベルのクラスでは、一般的なロシア語学習をおこないますが、中
級レベル以上のクラスでは、ロシア文学や歴史・文化・経済などをテーマにした選択科
目を選ぶことができます。その他にもロシア語学習の強化をしたい方は、ロシア語の音韻
やイディオムなどの選択科目も準備されています。モスクワ郊外（別途実費）へのエクス
カーションも予定されています。

●�参加者の主な国籍：日本、韓国、中国、台湾、タイ、アメリカ、
イタリア、スイス、ポーランド、イギリス、メキシコ、トルコ

留学先
モスクワ大学は1755年に設立され約260年の歴史を持つ大学で
す。ロシアのトップレベルの大学として知られており、約4万人以上
の学生が在籍し、世界各国から約4,000人の留学生も学んでいま

す。物理学者などの数多くのノーベル賞受賞者も輩出し、中でもノーベル受賞者で旧ソ
ビエト連邦共産党のゴルバチョフ書記長は本大学の卒業生です。大学の本館はスター
リン様式の代表作として知られており、学生だけでなく多くの観光客が訪れるスポットで
す。早稲田大学とは長期留学プログラムも実施しています。

モスクワはロシア連邦の東部に位置するロシアの首都です。近年、
急速に発展し、ビジネスや観光でも多くの人が訪れます。また、モス

クワでは17世紀“美しい”という意味から名づけられた世界遺産と知られる“赤の広場”を
はじめ、クレムリン、セント・バジル大聖堂などは、数世紀にわたって造られた美しい歴史的
建造物も多く残る都市です。冬の季節が長いモスクワでは、夏の時期には多くの観光客
が訪問します。

●平均的な参加者数：300～ 350名　●1クラスあたりの人数：8-9名

※この費用に宿泊費・空港送迎費（往復）
　（約400米ドル相当）は含まれていません。



モスクワ大学ロシア語研修 

 

■サンプル日程表 

Monday 10:00-11:30 

11:50-13:20 

Russian Language/Selective Seminar 

Russian Language/Selective Seminar 

 

Tuesday 10:00-11:30 

11:50-13:20 

14:00-15:30 

Russian Language 

Russian Language, Grammar in use 

Russian Language, Reading and comprehension 

 

Wednesday 10:00-11:30 

11:50-13:20 

Russian Language/Selective Seminar 

Russian Language/Selective Seminar 

 

Thursday 10:00-11:30 

11:50-13:20 

14:00-15:30 

Russian Language 

Russian Language 

Russian Language 

 

Friday 10:00-11:30 

11:50-13:20 

14:00-15:30 

Russian Language 

Russian Language 

Russian Language 

 

※Russian Language: Grammar, Reading and Comprehension, Discussion and Communicative Skill, Listening and 

Comprehension 

※Selective Seminar: Russian Culture, History, Literature, Economy, Phonetics, Phraseology, Grammar etc. 

 

■内容 

 

 Russian language programs are available for foreign students at all levels during the academic year (September to 

July) and during the summer courses (June to August). 

 

 Upon arriving at the Center al students are offered an assessment test on the basis of which the right level is 

recommended.  Groups are formed in accordance with the results of the test, duration and purpose of study.  Groups 

normally consist of 8-9 students. 

The main objective of the program is to build and develop practical Russian language skills such as speaking, 

listening, reading and writing.  Special attention is paid to the following aspects: 

 

●Fluency and accuracy in oral communication 

●Listening for comprehension and information 

●Writing skills 

●Vocabulary development 

●Russian grammar 

●Phonetics (as part of every lesson) 

 

 Teaching methods include simulated role-plays, reading and discussing texts, watching educational and feature films, 

special exercise o vocabulary and grammar and work in language laboratories and computers classes. 

 

■注意 

※上記の情報は過去の年度のプログラムの情報です。内容や日程はサンプルですので変更になる場合もあ

ることをご承知ください。 

※選択科目は、語学レベルによっても選択できるものが異なります。通常、初級レベルの場合は選択コー

スではなくロシア語クラスになります。 

 

※現地のスケジュール、内容は現地受入れ側または天候等の都合により一部変更となる場合があります。 

 

 

 



Lomonosov  Moscow  State  University 

INSTITUTE OF RUSSIAN LANGUAGE AND CULTURE  
24/35 Krzhizhanovskogo Street, Moscow 117218 Russia 

tel. (7-499) 124-8011    (7-499) 124-8488   

fax. (7-499) 125-4461 

e-mail ciemsu@yandex.ru    www.irlc.msu.ru 

      
 

APPLICATION   FORM 
 

Please complete this form as accurately as possible and attach a copy of first pages of your passport. 

It is necessary for visa support procedure. 

 

PERSONAL DETAILS 
 

 

Family name:_______________________________________________________________________ 
 

Given name(s): _____________________________________________________________________ 

Date of birth: _____/_______/_______        Sex:  Male   Female    
               day       month    year 

Country of birth:____________________________ Place of birth:___________________________ 

Country of citizenship:_______________________ Passport number:________________________  

Date of issue:_________________________ Passport valid till (date): ________________________ 

If student, School/College/University name: _____________________________________________  

If employee, name of Company and Position: ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Mailing address: 

Postal code:_______________________ Country:_________________________________________ 

City:______________________________ Street:___________________________________ 

Building/House:_________________________  Office / Apartment 

No.:______________________ 

Tel: (_______)____________________  E-mail    

__________________________________________ 

Russian Embassy/Consulate where you wish to obtain your visa:__________________________ 

Academic background:_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Knowledge of Russian: 

Advanced      Upper         Intermediate       Lower          Elementary        

Beginner   

mailto:ciemsu@yandex.ru


     Intermediate   Intermediate 

 

How did you learn about our Institute:____________________________________________ 



COURSE DETAILS 
 

1. Pre-University programmes  

(Russian Language for Academic Purposes + Foundation Courses) 
 

Preparation for Undergraduate Studies  Preparation for Postgraduate Studies   

 

in humanities   in economics   in science        in medicine     in engineering   

 

             Please specify your future field of 

studies:____________________________________________ 

 

 

2. Russian Language programmes  

 

During the academic year       Summer course     

 

Full-time tuition       Part-time tuition    

 

Course dates: from _____/_______/_______ to _____/_______/_______ 
        day         month    year  day         month          year 

 

 

 

HOSTEL ACCOMMODATION AND ARRIVAL DETAILS 

Hostel 

Required     Not 

      required   

Please specify room type required:___________________________________________________________ 

Do you require meeting/transfer service from airport/railway station?   YES       NO   

If you require this service, please inform us about arrival details at least one week before.  

Proposed date of arrival to Moscow: _____/_______/_______ 
              day         month        year 

Additional information: ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

I declare that the information I have given is correct. I know and accept the conditions of 

enrollment and payment. I understand that the contract between me and the Institute of Russian 

Language and Culture will be signed on my arrival to Moscow.  
 

Name:________________________________         Signature: _____________________________________ 

Date: ______/_______/_________         Reg.№________________ 
   day          month    year 
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