
教育人間科学部人間文化課程／国際共生社会課

程のグローバル・スタディーズ・ツアーの一つである

ロ シアツ ア ー を2月11日 〜 18日 に 実 施し た。 中 心

となったのは、本学の提携校であるモスクワ大学アジ

ア・アフリカ言語校の学生と行った「日本におけるロ

シア／ロシアにおける日本」をテーマとする学生同士

の研究交流会である（2月16日、於モスクワ大学）。こ

こでは、それぞれの国への留学経験者の体験談のほ

か、相手国の政治や経済の状況の相互比較、さらに

は相手国の歴史、文化、宗教、食などがどのように受

容されているかを相互に報告するという試みを行っ

た。 本学学生はロシア語か英語、モスクワ大生は日

本 語 による報 告であった が、細 か いミスはあるもの

の、あえて相手方の言語を用いることで相互理解には 

“ 共感 ” も大事なファクターであることが実感された。加

えて、モスクワ、サンクト・ペテルブルクの歴史文化遺産

も見学することで、日本ではなかなか知られることの少

ない「生の」ロシアを体験し、相互の印象と声を伝え合う

ことができた有意義な旅となった。

ロシア SV
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「ロシア」と聞 いて何 が 思 い 浮 か ぶだろうか。

ウォッカやボルシチ、寒さ、コサックダンス、防寒用

の大きな帽子などをまず連想する人は多いかもしれ

ない。一方で、日本では未だ冷戦時期の暗いイメー

ジが強く残っており、メディアでは主に北方領土の領

有権主張、国際世界における日本側とは反対のスタ

ンス、国内のテロやデモなどの様子ばかりが取り上

げられるため、マイナスのイメージが強い。そして

ビザ取得の煩雑さや英語さえほとんど通じないなど

の問題でロシアに渡航する日本人は少なく、国の様

子を本当に知っている日本人はかなり限られてくる。

実際のところ日本にとってロシアは隣国でありながら

「謎の多い国」なのだ。

我がロシア社会論ゼミでは研究テーマこそ個人そ

れぞれで多岐にわたるが、ロシアについて興味を持

ち、研究を進めている学生が多い。しかし、ロシアが

実際にどういう国であるのかを知らない人がほとん

どである。そこで今回、ロシアに赴きモスクワ大学の

学生と合同で研究発表交流会を行うことになった。

私たちの発表の共通テーマは「日本から見たロシ

ア」。政治、経済、食、教育、宗教、ロシアの生活など

の様々な視点からロシアが日本でどう見られている

Report 1

ロシアに行った感想は、寒い、建築物がきれい、食べ物がおいしい（豊満な体型が多いのにも納得）、店員さんは

無愛想（だが慣れるとそれがまたいい）、など。癖になりそうな国だ。今度は涼しい夏に訪れてみたい。
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のかをロシアの学生に紹介することにした。一人 1

テーマを選び、自分の調べた内容についてまとめて

英語かロシア語かでプレゼンテーションを行った。

横浜国立大学の学生の行った発表は、「日本の教

科書で見るロシア」、「ロシア正教会の伝来と日露交

流」、「日本におけるロシア料理」、「日本でのゴーゴ

リの読まれ方」、「日露の政治経済の比較」、「北方

領土問題について」、「留学生の目から見たロシア」

である。モスクワ大学の学生からはそれぞれのテー

マに対応した「ロシアから見た日本」を紹介してもら

うことになった。彼らのほとんどが日本への留学経

験があり、彼らの発表は日本語で行われた。

日本でのロシアの印象を聞いて、彼らは何を感じ

るのか。日本でのロシアの印象に対し、ロシアでの

日本の印象とはどのようなものなのだろうか。そし

て、ロシアを訪れ現地のロシア人と実際に触れ合う

中で、私たちの持つロシアのイメージはどう変わるの

だろうか。ロシア訪問、学生同士の交流を通して実

感としてロシアを知り、思い浮かべる「ロシア」と実

際のロシアの差を埋めていきたい。さらには両国の

学生にとって今後の日ロ交流について考え、進めて

いく第一歩となることを目指す。

見学ツアーでは、大須賀史和准教授とモスクワ、サンクト・ペテルブルクの二都市を巡った。文献や写真でしか見

たことのなかったものに直接触れることができ、思わず感涙してしまったメンバーもいたほど。過去にロシアを訪

れたことのあるメンバーも、大須賀先生による宗教的歴史的背景の説明を聞いて、過去の訪問では得られなかっ

た二都市への理解、並びに文化財の見方をも学ぶことができた。

ロシアSV
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日本の教科書で見るロシア
佐野 湖香

私たちの他の国に対する印象を決定づけるもの

は、何なのだろう？

私は身近で、誰もが触れてきたものである教科書

という「メディア」に着目し、「日本の教科書から見

たロシア」というテーマで発表をした。日本の教科

書は、歴史の流れに沿って事実のみを淡々と記述し

ている。わずかに用いられたモノクロ写真と、なじみ

のないロシアらしい名称、社会主義国へと至るまで

の複雑な過程。しかし、どれほど正確であろうと、そ

れだけではロシア人の考えはわからないし、真実の

姿は見えて来ない。

だが実際にロシアに行くと、社会主義時代の名残

はあまり見られず、想像以上に発展していて、現代的

だったことに驚いた。同時に、もっとありのままのロ

シアを多くの日本人に知ってほしいと感じた。

ロシア正教会の伝来と日露交流
阪口 香苗

日本にも正教会が存在しているが、その規模は小

さい。日本国内で初めての日本正教会信徒が誕生し

たのは1869 年のことだった。ロシアからやってきた

聖ニコライは精力的な布教活動で、一代でその規模

を大きなものにした。彼は日本の文化を理解し布教

にもそれを生かそうとしていた。これが大きな発展

の理由の一つである。

当時正教会によってもたらされたものは神学校や

女学校、聖歌隊による西欧音楽基礎、イコン画家の

誕生など多岐に渡った。日本とロシアの文化交流の

架け橋になっていたのである。

日本正教会の発展はめざましかったが、日本とロ

シアの政治的関係からその立場は常に危うかった。

聖ニコライの死後は数々の苦難が襲い、現在は全盛

期より縮小してしまっている。しかし、いま日本とロ

シアの交流を盛んにするために、聖ニコライが努力

したような、相手の文化を理解することで二つの国

の文化交流がもっと盛んになっていけばと思う。

日本におけるロシア料理
高橋 美由紀

今回の研究交流会では日本におけるロシア料理に

ついて発表した。ボルシチやピロシキ、ビーフストロ

ガノフなど日本で浸透してはいるが、ロシアでのあり

方と異なっているものも多い。しかしそれぞれの土

地にある食材で代用しようとすることは、必ずしもマ

イナスの結果になるわけではなく、むしろ新たな食

Report 2
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の可能性が広がるという点でプラスに捉えて良いだ

ろう。経済成長が著しいロシアにますます注目が集

まる中でどのようにロシア料理が受容されていくの

か、これからも楽しみだ。

日本でのゴーゴリの読まれ方
繁元 健太

私は、作家ゴーゴリが日本でどのように受け入れ

られているかということについて、劇団の話や、日本

人評論家の話を例にして発表した。ロシアの学生た

ちの、発表を真剣に聞いている表情が印象に残って

いる。また、今回の発表の時に感じたことは向こうの

学生のレベルの高さだ。日本語の力はもちろん、リ

サーチやプレゼンテーションのレベルも随分高いも

のだった。

日露の政治経済の比較
小平 和正

日本人が抱いているロシアの政治経済、ロシア人

が抱いている（だろうと思われる）日本の政治経済

について相互を比較しながら検証した。

更に言えば、日本人はロシアの政治経済というと

「マイナスなイメージ」のみを持っているのではな

いか、ロシア人は日本の政治経済というと「プラスの

イメージ」のみを持っているのではないか、という推

測のもとプレゼンの中でそれに対して疑問を呈して

いった。

北方領土問題について
山口 真理絵

北海道からみたロシア、主に北方領土問題につい

てのプレゼンを行った。ただ単に「領土問題」として

の北方領土問題ではなく、第二次世界大戦前にそこ

に住んでいた人々に焦点を当て、私たちの世代がこ

れから先、旧島民の方々が自分たちの故郷に帰る手

段を創造していく必要があるという提起をした。

このツアーに参加した動機は、自分が習得してい

ない言語圏の国に行ってみたいというものだった。

思っていたとおり文字は読めず、すれ違う人たちの言

葉も聞き取れない環境で、言語というものはやはり大

事なものだと再確認することが出来た。このツアー

に参加して、以前より遙かにロシアという国への興味

が沸いた。また、言語が通じないという悔しさを晴ら

すために来年からはロシア語を履修しようと思う。

ロシアSV
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留学生の目から見たロシア
石黒まどか

私は2010年の秋から10か月間、ロシアに留学し

ていた。街の中や旅先、ロシア人との会話、実際に

現地で生活する中で、あらゆるところに予想外のこと

や驚くべき発見がたくさんあり、日本との違いや似て

いるところを見つけては興味深く感じた。そこで、日

本でイメージされている「ロシア人」はどういうもの

なのか。そして実際にロシアに赴きロシアの生活や

人々に触れて何を感じ、何を思ったのか、日本人留学

生の立場から見たロシアについて紹介することにし

た。ロシア人学生たちの発表では日本を考える際の

彼らの視点を知ることで、客観的に見た「日本」、どう

いう「日本らしさ」がどのように評価されているのかな

ど、日本という国を改めて考えるきっかけになった。

【ロシア語訳】

Я жила в России и знакомилась с русскими. Перед 

тем, как я приехала в Россию, у меня были только 

2 русские подруги, изучающие японский язык. 

По-этому в России в первый раз я познакомилась 

с настоящими русскими. Я все время училась 

со стажерами на фил-факе и казалось, что нет 

возможности познакомиться и поговорить с русскими. 

Но потом я узнала, что всегда есть возможность, 

потому что русские очень дружелюбные. Когда я 

тащила тяжелый багаж, незнакомые русские часто 

помогали мне. Когда я гуляла по городу, часто они 

спрашивали меня: «Сколько времени», и «как ехать 

куда-то, где что-то». И когда я одна путешествовала, 

русские заговаривали со мной. Например, когда я 

смотрела карту на Воробьевых горах, чтобы узнать, 

как дойти до Москва-реки, пожилая женщина показала 

мне дорогу, и шла со мной до распутья. Когда я 

была в Хабаровске, мужчина посоветовал мне, где 

интересно и сказал, какой номер автобуса куда идет. 

Еще там на реке Амур мужчины предложили мне 

сфотографироваться вместе на память. А по дороге 

из Хабаровска в Иркутск пожилая женщина научила 

меня нескольким русским словам и кормила меня. В 

Сергиеве Посаде вдруг мальчик спросил меня, откуда 

я, и придложил мне вместе гулять. Он показал Посад и 

купил мне красивую матрешку. Они все незнакомые, 

и я ничего не спрашивала, а разговор начали они. Я 

думала, что русские добрые и щедрые. Наоборот, в 

городе, нарпимер в магазине, в ресторане, в кассе, 

русские рабочие не в духе и не улыбаются, у них такое 

лицо, как будто они сердятся. Поэтому если знаешь 

только русских рабочих, боишься русских, но если 

познакомился с русским, находящимся не на службе, 

то тебе нравятся русские.
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ロシアから見た日本

ロシア人の日本に対するイメージ
アンナ・シャーロヴァ

私は「ロシア人が日本についてどういうイメージ

をもっているか」をアンケートで調べました。最も多

かった回答はやはり「富士山」でした。こういう昔な

がらのイメージが根強いのは、インターネットのせい

もあります。二位は桜です。ロシア人も桜で「もの

のあわれ」を実感するのです。本当ですよ！　三位

に、侍と芸者という回答が続きます。そのあと多かっ

た答えは“ 地震 ”です。去年の大震災を忘れることは

できないでしょう。しかし、ロシア人はフジヤマ、芸

者といったステレオタイプをまもなく忘れていくこと

でしょう。毎年モスクワでは9月から12月 まで“日

本の秋 ”という行事が行われていて、日本美術の展

覧会やコンサートが行われ、映画館では日本の映画

が上映されます。ロシア人は、日本の伝統文化だけ

ではなく、現代文化にも深い興味をもち始めており、

多くの人が日本へ旅行します。そうしてだんだんス

テレオタイプがくずれ、ロシア人の日本観を変えてい

くに違いないと私は確信しています。

学生の目から見た日本政治
ヴィクトル・スコヴィツン

私はロシアの学生たちがどのように日本政治を見

ているか、FACEBOOKを使ってアンケート調査しま

した。回答したのは17 人の学生で、6 人が「北

方領土」、4 人が「社会的安定」、3 人が「進んだ

技術による経済発展」、3 人が「漫画やアニメ」、

１人が「親米政策」と答えました。4つの島を

巡る政治的、経済的な対立があることは否定で

きない事実です。一方、漫画やアニメは世界中

で愛されています。近年では世界で日本のイメー

ジが急速に変わってきていますが、こうした若者文

化はいい影響を与えたと私は思います。「日露関係

の改善は可能か」という質問には14 人が「はい」と

答えました。若者世代は日本を仮想敵ではなく、む

しろパートナーとして見ています。彼らは第二次世

界大戦はもちろん、冷戦時代を知らないからこそ、共

通の価値として評価されるものを基にして、日露関係

に新しい基礎を築くことができます。それこそ何にも

まして今大事なことです。

Report 3 — Moscow Voice
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ロシアにおける日本料理
オクサーナ・ナリヴァイコ

近年のロシアでは日本文化（アニメ、マンガ、柔

道、生け花など）がブームです。長い歴史と珍しい

伝統を持つ日本への憧れと敬意、地理的・精神的に

遠い国というエキゾチックな感情に加え、外国旅行

の普及で日本を訪れるロシア人が増えたことが一因

です。日本食文化もロシア社会に広く受け入れら

れ、たくさんの日本食レストランがあります。しかし、

ほとんどの店がロシア資本であるため、“ロシア化さ

れた日本食 ”となっています。よく注文されている

まき寿司はカリフォルニアロール、あるいはクリーム

チーズが中に入ったフィラデルフィアロールなどで

す。とはいえ、ロシア人は西欧人よりも味覚が日本

人に近いと言われることもあり、ロシアにおける日本

食レストランはまだ発展の余地が多いにあります。
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