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講座名・レベル
ポーランド語中上級

1,700円Kiedys wrocisz tu… I Gdzie nadwislanski brzeg

ISBN テキスト手配

講義日程
及び時間
（全14回）

土　曜

使用テキスト名
著者名・出版社名

ISBN番号

51

ポーランド語の基礎をしっかりと勉強した方。旅行、留学、友達との会話がより深く楽しめるよ
う望んでいる方。

　現代ポーランド社会の様々な生活の中で起こる出来事を教科書のテーマに沿って会話形式で学
習します。 
主題ごとに必要となる、ボキャブラリーと表現方法を学び、教科書の練習問題を通して理解を深
めます。 
時には関連した話題や一週間に起きたホットなニュースを取り上げ、軽いディスカッションを行
います。受講者にも積極的な授業参加を望み、活気のある楽しい授業を目指します。
　 
尚、使用する教科書は、カラフルで豊富な写真、イラストが内容の理解を深め、付属のCDを繰り
返し聞くことにより、自然な発音に慣れることが出来ます。 

256

この授業で学習する
内容を紹介してくだ
さい。ホームページ
に掲載します。250文
字前後でお願いしま
す。

166

ご自身の経歴を100字前後でお
願いします。
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Anna Yamaguchi

著者名 出版社名

テキスト名

ヤマグチ　アンナ

9/24, 10/1, 10/8, 10/15, 10/22, 11/5, 11/12, 11/19, 11/26, 
12/3, 12/10, 12/17, 12/24, 1/21

以下の□をクリックしてください

講義日程 時間

 97883-242-
1748-9
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入 門
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9月24日

10月1日

Przedstawianie sie, powod nauki jezyka polskiego. Poznawanie sie. 
　　　　　　　　　　挨拶、授業中に使用する最も基本的な言葉。
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10月8日

10月15日

12月3日

12月10日

10月22日

11月5日

11月12日

11月19日

1月21日

12月17日

12月24日

11月26日 lekcja 5

lekcja 8

lekcja 7 (2)

lekcja 6 (1)

lekcja 7 (1)

lekcja 6 (2)

Argumentacja. Prastary Krakow. Idiomy: historia, mur. 

Strach, niepokoj, obojetnosc, fascynacja. Zdrowie i ekologia. Zniewoleni 
przez nalogi.

lekcja 1 (1)

lekcja 1 (2)

lekcja 2 (1)

lekcja 2 (2)

lekcja 3 (1)

Wyrazanie wlasnych opinii - zwroty i wyrazenia. Metody nauki jez. 
polskiego. 

Wyrazenia idiomatyczne ze slowami: kat, dom, powietrze.  Trzeba, mozna, 
warto. Zaimek "swoj".

Oburzenie i protest. Wysuwanie zadan. Wyrazenia idiomatyczne ze slowami: 
bajka, kot, nuda. 

lekcja 3 (2)

Legenda o Panu Twardowskim. Stosunek wspolczesnych ludzi do czarow, 
zabobonow i duchow.

Porownywanie. Idiomy ze slowem jezyk. Korespondencja SMSowa, a emailowa.

lekcja 4

Wyrazanie wlasnych opinii lub argumentacja. Jacy jestescie: rozmowa o 
pieniadzach i oszczedzaniu. Idiomy ze slowem gora.

Zdrobnienia w jez. polskim. Powinien. Tryb rozkazujacy niektorych 
czasownikow.

Trudna sztuka komplementowania. W co sie ubieracie?

Plany na wakacje. Europejska mlodziez, a wakacje. Liczebniki zbiorowe. 

Wyrazenia idiomatyczne ze slowami: ulica, moda, but, pantofel. 
Czasowniki dokonane i niedokonane. 

Prosba o rade. Wyrazenia idiomatyczne: jesc, dieta. Jaka kuchnie Panstwo 
lubia najbardziej. Dlaczego?


