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ロシア人形を現地の生徒と作った           日本文化体験

郷土博物館でサハリンの歴史を学んだ
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「GO サハリン」にて、取材中    「ヴェドモスチ社」取材＆見学中

現地新聞に掲載された

北海道銀行サハリン事務所に訪問

サハリン州

政府表敬訪問

チェーホフ

記念館見学中



【2017 年度 SGH サハリン研修日程表】

DA
YS DATE CITY LOCAL 

TIME REMARKS 

1 9/27 
水

千歳  発

ユジノ 着

ﾕｼﾞﾉｻﾊﾘﾝｽｸ

16：45 
20：05 

22:00 頃

オーロラ航空にてユジノへ、

着後専用車にてホテルヘ

ユジノ市内ホテル泊

2 9/28 
木

ﾕｼﾞﾉｻﾊﾘﾝｽｸ

09：00 

17：00 

朝食後、第 1 ギムナジア訪問（日本語授業・ロ語授業

見学。学生交流）

昼食：ギムナジア

午後 ツーリストインフォメーション訪問

観光施設視察「山の空気」

ユジノ市内ホテル泊

3 9/29 
金

ﾕｼﾞﾉｻﾊﾘﾝｽｸ

09:00 

17:00 

朝食後、午前 現地旅行会社訪問、報道機関訪問

（昼食任意）

午後 道事務所訪問

サハリン州政府表敬訪問

ユジノ市内ホテル泊

4 9/30 
土

ﾕｼﾞﾉｻﾊﾘﾝｽｸ

ユジノ 発

千歳  着

09:00 

18:00 
17:20 

朝食後チェックアウト、専用車にて市場視察等

その後空港へ（昼食任意）

オーロラ航空にて千歳へ

千歳着→解散

市場視察



1.はじめに
 私たちは観光開発講座の今年度テーマとして「インバウンド観光の推進」について考察し

てきた。外国人がもっと日本に来るようになるにはどうしたらよいか，そしてとりわけ，日

本から近い距離にあるロシアを対象として，日本に訪れるロシア人観光客がさらに増える

にはどうすればよいか，具体的なプランを提案すべく学習してきた。本稿で報告するサハリ

ン研修は，このような私たちの研究テーマについて，実際にロシアのサハリンに行き，実際

のロシアの文化や，ロシア人の生活について実地で調査するために実施されたものである。

 今年度のサハリン研修は，9月 27 日から 30 日の 4 日間にわたりユジノサハリンスク市
内各地で行われた。

 今回の研修では，現地の旅行代理店やサハリンの観光地として開発中である「山の空気」，

新聞社で取材し，観光についての情報を得た。さらに，第一ギムナジアやサハリン州政府な

どを訪問し，現地の方々と交流をはかった。以下の報告は，このような研修・調査の内容や

得られた結果についてまとめたものである。

2.研修内容
2-1.第一ギムナジア
昨年に引き続き，今回も 9月 28日午前にユジノサハリンスク市内の第一ギムナジア校を
訪問し学校交流を行った。この学校には，小学生から高校生ぐらいまでの様々な年齢の生徒

たちが通っている。授業観察ということで，まず，小学生の授業を見学した。この学校は日

本と入学の時期が違うため，入学してからほとんど時間がたっていない時期にお邪魔した。

日本でもサハリンでも小学生は元気だなぁという印象受けた。

続いて，サハリンの伝統的な模様を用いて成果物を提出するという図画工作の授業を見

学した。そのあとにも，サハリンの伝統的な人形を学校の生徒と一緒に作るという機会があ

った。この学校に入った時も，ロシアの伝統的で歓迎セレモニーをしていただき，ロシアの

伝統や文化についてはこの学校で学ぶことがたくさんあった。

また，ロシア・サハリンの文化を教えていただくだけでなく，こちらから日本の文化を生

徒や教師に伝えるという機会もいただいた。折り紙や袴・浴衣の着付け，パワーポイントを

用いて日本の文化の紹介を行った。予想外だったことは，とても日本について詳しい生徒が

いたことだ。特に何もこちらから言わなくても浴衣を着られてしまう生徒や，折り紙を折る

のがうまい生徒などもいた。これらから，日本に対しての関心は薄くはないということが分

かった。

もう一つ授業見学の中に，日本語クラスを見学するというものがあった。今回見学をしに

行った時は，漢字の練習をしていた。このような授業がすでにあることからも，日本に対し

ての興味関心があるということが分かった。

最後にロシアの伝統料理を食べて学校を後にした。（個人的な感想を言うと，パイが一番

美味しかった）
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第一ギムナジア視察では，ロシア・サハリンの伝統や文化について知ることが出来た。ま

た，日本に対して興味関心があることも分かったため，これからの観光開発講座の授業で，

今回得た情報を有効に活用していきたい。

2-2.サハリン州郷土博物館
9月 28日午後に訪れたサハリン州郷土博物館は，サハリン州の最も古い科学研究・啓蒙
的な文化機関である。昔から現在に至るまで展示物を増やし続けている。このサハリン州郷

土博物館によって，サハリンの自然や原住民の生活の様子が明らかになっていったといっ

ても過言ではない。

印象に残っている展示品は主に二つあり，一つ目は，サハリンの原住民であるアイヌ，ウ

イルタ，ニブフの伝統的な文化を理解することのできる展示品だ。この展示品は珍しいとの

ことで，他の場所では見ることが出来ないため，大変貴重な時間であったと感じている。ア

イヌの文化については，事前にアイヌ文化について学ぶ機会がたくさんあったため，さらに

知識を深めることが出来た。

二つ目は，過去に戦争で日本が使用した戦車や，当時の様子がうかがえる展示品だ。サハ

リンの博物館で日本のモノを見るとは思っていなかったので大変衝撃を受けたと同時に，

サハリンと日本の昔から続く関係性についても知ることが出来た。

サハリン州郷土博物館には，毎年，サハリン州の住民やお客さんが約 7 万人来ているそ
うだ。今後も来客数が伸びることを期待し，また，もっとサハリンの自然や歴史についてた

くさんの人に知ってもらえたら嬉しいと感じた。

(伊藤和輝) 

2-3.山の空気
9 月 28 日午後に訪問した山の空気展望台(ゴールヌィ・ヴォーズドゥフ)はユジノサハリ
ンスク中心街東部の丘陵地に位置する展望台だ。ユジノサハリンスク市街を一望できる場

所として知られている。都市交通がよく中心部から車で 15分もかからず行ける。近年，ス
キーリゾートとしての開発が進んでおり，夏は展望台，冬はスキー場として営業している。

夏場の週末はゴンドラに乗って山頂からの風景を眺めたり，バギーやオフロード自転車で

のダウンヒルを体験することができる。冬場はスキーヤーでにぎわっている。我々が訪れた

ときは，中国や韓国からの旅行者団体数組が滞在していた。今年から北海道のルスツリゾー

トと提携をしているという。ルスツリゾートと提携することで北海道からサハリンへの旅

行者は増えるのではないだろうか。北海道にあるスキー場との連携を積極的に行っていけ

ば，スキーヤーによるサハリン・北海道間の行き来が盛んになるのではないか。この山の空

気の今後の発展は，来日ロシア人を増やすための要となるかもしれない。
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2-4.旅行代理店“ゴー・サハリン”事務所
「山の空気」訪問に続き，ユジノサハリンスク市内にある旅行代理店事務所を訪問した。

ここではサハリンの旅行関連のことについて少し話を聞けた。ここで私たちも GO 
Sakhalin というカードをもらった。このカードを持っていると，サハリンのニュースなど
の情報をインターネットで閲覧できたり，サハリンの特定の店で買い物をするときに見せ

ると割引になる。サハリンを訪問するツーリストにとって有益なカードである。

(西本憲司) 

2-5.新聞社
9月 29日午前，サハリン州で新聞発行や，テレビ番組を放送している「グベレンスキー・
ヴェドモスチ社」を訪問し，取材を行った。私たちの取材に対し，ヴェトモスチ社からは社

長のヴラディミール・セメンチク氏が応じてくださった。ヴェドモスチ社は，メディアを扱

う企業であるため，ロシア人の意識や傾向を多く知ることができた。またこの日の私たちの

取材にあたっては，ヴェドモスチ紙のスヴェトラーナ記者が同席され，私たちも同時に逆取

材を受けることになった。

私たちの取材内容は主にロシア人の旅行事情やロシア人の旅行に関する意識についてだ。

私たちが事前学習で調べた「ロシアで人気の海外旅行先はエジプトやトルコ」という情報は

古いことがわかった。セメンチク氏によれば，現在のロシア人にとっては，旅行先としてベ

トナムや中国などが人気であるということであった。また，2016 年に海外に行った人は
1250 万人ほどで，ロシア全人口に対し 5％しかいないこともわかった。しかし，海外旅行
できる人は増えてきているという情報もあり，日本からみてロシア人を対象とするインバ

ウンドは増える可能性が十分にあると考える。

また，ロシアの人たちが海外旅行する目的として，外国の文化に触れること，美味しいも

のを食べること，などがあり，快適なサービスを求めているという話があった。これは，日

本人が海外旅行をする際でも変わらない条件であると思う。よって，インバウンドを増やす

ためには，サービスの質をあげることも重要になってくると考える。

スヴェトラーナ記者によれば，ロシアと日本の間のビザは旅行の際に大きな壁となって

おり，日本に来るロシア人はまだまだ少ないのが現状であるという。さらに，ビザが緩和さ

れた際にも，ニュースで報道をされたきり，その後の宣伝がなく，認知している人は少ない

らしい。そして，ロシア人が抱いている日本旅行のイメージは「行きにくい，物価が高い」

という。しかし，そんなロシア人にとっても特有の文化などに触れられる日本旅行は夢だと

いう。また，日本旅行をしたときには，英語看板が少ないことや，言語が通じないことが不

便らしい。しかし，ロシア人の日本に対するイメージはそこまで悪いものではなかった。ホ

ームページなどで日本の特集を組むと反響は良いそうだ。さらに，サハリンには多くの日本

製品が売ってあり，日本に親近感を持っているという話もあった。これらのことから，ロシ

アから日本への旅行はさらに発展すると考えた。
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私たちもヴェドモスチ社から取材をされ，後日地元のニュースや新聞に掲載された。記事

の主な内容は，私たちの研修・取材目的や，私たちが抱くロシアのイメージ，研修の感想な

どであった。取材を受けて，ロシア人が日本に興味を持ってくれていることがわかった。

2-6.チェーホフ記念館
29 日午後，ユジノサハリンスク市内にあるチェーホフ記念館を見学した。チェーホフは

19 世紀後半ロシアの文豪である。チェーホフが医師だった時代，当時，流刑地であったサ
ハリン島を訪れたときに書いた『サハリン島』という書物があり，チェーホフ記念館では当

時のサハリンの様子などがガイド付きで見ることができた。北海道の稚内にもチェーホフ

記念館がある。また偶然ながら私たちの研修と同時期に，札幌でも北海道立文学館で「《サ

ハリン島》2017－アントン・チェーホフの遺産」展が開催されていた。また，展示の中には
日本語の説明などもあったことから，北海道とのつながりも感じた。

2-7.サハリン州政府
29 日午後，ユジノサハリンスク市の中心部にあるサハリン州政府に表敬訪問し，サハリ
ン州教育長をはじめとする州政府の方々と対談をした。主な内容は，私たちの訪問理由と訪

問した感想について，そして，サハリンの教育についてだ。一日目に第一ギムナジアを訪れ

たことは現地の生徒と私たちの両者にとってとてもいい経験になったと話した。これから

の日露関係がさらに良くなるためにも，このような文化交流はとても重要であると感じた。

(大矢はる香) 

2-8.北海道銀行ユジノサハリンスク駐在事務所訪問
州政府表敬を終えた私たちは，同日午後北海道銀行のユジノサハリンスク駐在事務所を

訪問した。同銀行は海外に 3カ所の駐在事務所があり，そのうち 2カ所はロシアにある。1
か所は今回訪れたユジノサハリンスクで，もう 1 カ所はウラジオストクにある。同事務所
は 2009年 3月に設立し，駐在所の主な業務はサハリンへ事業展開している企業に対する送
金や融資などである。事務所には 3名の職員が在駐している。
今回は同所長の達田暢氏が対応して下さった。達田氏御自身は 2016年にサハリンへ赴任
され，ビジネスセミナーの開催，現地法人との情報交換，マーケティング調査など様々な事

業を行っているとのことであった。達田氏からは，海外進出するときの話などを伺った。今

後の観光ビジネスに対する展望やヒントを得ることができた。

2-9.道サハリン事務所訪問
北海道銀行事務所に引き続き，北海道サハリン事務所へ訪問した。ここは北海道銀行駐在

事務所と同じビルにあり，所長の櫻井達美氏を始め職員の方々から話を伺った。急な仕事が

入ってしまったとのことで，残念ながら 15分程度しか取材時間を頂けなかったが，ニュー
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ス，現地事情の情報発信や北海道観光関係のパンフレットの配布などを行っているとのこ

とであった。北海道庁の方々と，私たちの見解としては，やはりロシアと日本の観光の活性

化を考える上で，ビザの問題と交通手段が限られているということが問題だと考えた。

2-10.市場調査
最終日 9 月 30 日の午前中は，ユジノサハリンスク市内にある「ウスペフ」「テフニク」
など様々な店舗を回り，自分自身の買い物もしつつ，市場に売られている物を視察した。市

場は雑多な感じがしたが，非常に人が多く，現地の方々の生活基盤であると思われた。しか

し，日本人の訪問は年に数人程度で，まだまだ日本人の誘致はなっていないようであった。

実際に私たちが訪問していた間，市場では日本人を見かけなかった。

食べ物に関してはサケ，カラフトマス，カニ，貝類などの海産物が非常に多く，種類も豊

富でお手ごろな価格で売っていた。肉類などは今回訪問した市場では見つけることができ

なかった。お菓子やカップラーメンなどの加工物，醤油やソースなどの調味料についてはロ

シア製だけではなく韓国や中国製のものもあったが，日本製も多く売ってあった。しかし，

日本円だと 600円程度で売っているドレッシングが，1,500円程度（750ルーブル）で売っ
ていた。

食べ物以外にもシャツや靴，靴下，コート，手袋，マフラー，タオルなどが屋外でも売ら

れており，非常にカラフルであった。売っている人は，アジア系の人が多い印象をうけた。

また，空港から 15分程度の位置に比較的大きなショッピングモールであるシティモール
に行った。日本のイオンモールのようなお店で，スーパー，電化製品，雑貨店，スポーツ用

品店からフードコートまで入っていた。しかし，日本人好みのマトリョーシカなどが売って

いるお土産店はなく，観光客が求めるような商品が置いてあるお店は少ないように思えた。

(川本京佳) 
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3.感想
＜伊藤和輝＞

 今回サハリン研修に参加したことによって，新たに知識を得ることができた。また，貴重

な体験もすることができた。

 北海道で友人とディスカッションをするだけでは，決して出てくることのないであろう

発想であったり，実際に現地に行ってインタビューを行うことによりはじめて得ることの

できた情報がある。私たちは研修前に自分たちで情報を調べていったが，現地でのインタビ

ューにより，自分たちが調べた情報ではすでに古いものもあるということも知ることがで

きた。インタビューを通じて世界の最新の情報を得ることができた。このインタビューはと

ても貴重な時間であったので，今後の観光開発講座の授業ならびに，今後の日本の観光業の

役に立てていきたいと思う。

 研修中にサハリン・ロシアの文化に触れる機会がたくさんあった。ロシアの伝統料理を食

べるのは初めてであったので，それを現地で食べることができたというのは本当に貴重な

体験をできたと感じている。第一ギムナジアでロシア文化の歓迎の仕方で歌とダンスでも

てなしをしていただいたが，ロシアの文化では歌とダンスを用いて何かをすることが多い

ということが帰ってきてから調べることによって分かった。ロシアと日本の文化はまった

く違うもので，マナーに関しても日本ではないようなマナーがあったため事前に調べてか

ら行ったといっても，実行するのはなかなか難しかった。しかし，異文化を理解しようとす

ることは面白いということが分かったので，結果的にはよい体験だったと感じている。また，

ギムナジアの生徒と異文化交流をした時に，日本に対しての興味・関心が高いということが

分かったので，今後も日本とサハリンの交流が活発になっていくことに期待したい。

 研修の目的である日本の観光についてとサハリンの観光についての情報をお互いに共有

するということ，ロシア人を日本に呼び込むために知りたかった情報を聞くということは，

無事に達成することができた。

 よって，サハリン研修は充実したものにできた。また，今後もこの研修が続いていく

ことで日本とサハリンの友好関係を深めるとともに，両国で情報を共有し今後の観光業

が発展していくことを期待する。

＜西本憲司＞

今回の研修を通して，サハリンを含めロシアの人々は日本に関心があることが分かった。

研修に行く前までは，どこか遠い存在だったロシアがこの研修で身近に感じることができ

た。ロシア人は，日本の文化に興味があるという。温泉やアイヌなどの古くからの伝統的な

文化ももちろんだが，アニメ，漫画，コスプレなどといった現代文化にも興味を示していた。

サハリンの人が初音ミクを知っていたのは驚いた。このような些細なきっかけから日本に

深く興味を持ち，日本について学び始める若者も少なくないという。このように，段々と日

ロ間の距離が狭くなっていっているのは事実である。身をもって実感することができた。し
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かし，来日ロシア人を増やすという目標を達成させるためには，さらに関係を深めなければ

ならないとも感じた。実際に問題点が数多くある。言語問題はそのうちの一つである。稚内

市にはロシア語表記があるが，それ以外の日本の中にはロシア語表記などない。ロシアにも

日本語表記がない。ロシアは英語も通じない場合もある。言語問題は，その国を訪れるとき

にかなり大きな障害になるだろうと感じた。また，ロシア人が日本に興味があるのは良いが，

日本人のロシアに対する興味関心というのが少ないのではとも感じた。日本国民の関心が

少しでもロシアという国に向けば，来日ロシア人を増やすという目標も達成できるのでは

ないかと思った。この研修はとても有意義なものになった。

＜大矢はる香＞

今回のサハリン研修では，自分の将来にプラスになる経験をたくさん得ることができた

と思う。

研修中の取材や視察では，事前学習で得た情報は間違っていたことや，古くなっていたこ

とがわかった。また市場などで，本やインターネットではみない光景をみることができた。

個人的に驚いたのは，スーパーや市場に多くの日本製品が置いてあったことだ。日本に売っ

ている日本語パッケージのまま，売っていた。サハリンと日本の近さを実感した。

また，サハリンで訪れた場所のほとんどで，ロシア人は日本に興味を示してくれたのがう

れしかった。そして，様々な人と交流できた。

一日目に訪れた第一ギムナジアでは，ロシア人の友達ができた。連絡先を交換し，現在で

も連絡をとりあっている。国籍や言語，育ちも違う友達と話すことで文化の違いなどを感じ，

刺激を受けている。

また，ショッピングモールでは，知らないロシア人のおじさんと会話をした。最初は英語

でコミュニケーションをとろうとしたが，おじさんが英語を話せないと言ってきたため，私

は日本語，おじさんはロシア語をつかって会話をした。言葉の意味はまったく分からなかっ

たが，お互いの表情やボディーランゲージで意思疎通ができていたと思う。言葉が通じなく

てもコミュニケーションをとれるということを実感することができた瞬間だった。大事な

のは表情だと学んだ。今後は，言語に自信がなくても，積極的にいろんな人と関わり，いろ

んな発見をしたいと思った。

そして，ヴェドモスチ社に取材しに行った時には，逆に私たちも取材をされた。お互いの

国のイメージ，お互いの国について知っていることなどにギャップを感じた。インバウンド

を考えるうえでは，もっと日本が推したいもの宣伝しないといけないと思った。

今回の研修を終えて，ロシアに対するイメージががらりと変わった。距離は近いが，なん

となく遠くに感じたロシアだったが，現地に売っていた日本商品や，現地の人のあたたかさ

を感じ，ロシアに対して親近感をもつことができた。また，フィールドワークの大切さを実

感できた。自分の国とは違う文化に触れ合うことで自分の視野をさらに広げることができ

たと思う。
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＜川本京佳＞

私はSGHプログラムの一環として 9月 27日から 30日までのサハリン研修に参加した。
新千歳空港から約 1 時間半で，ユジノサハリンスク空港に到着したときは，新千歳空港か
ら東京と同じ時間で他国につくことに驚いた。ホテルは，部屋は綺麗で安心したが，戦前か

らの水道管であるため，思っていたより水が濁っていたことから水には困り，問題であると

感じた。夕食はパスタや魚料理が多かった。メニューはロシア語と英語のみだったが，店員

の方は英語があまり上手ではなかったため，通訳の方に聞いた。

サハリン 2日目からは，いろいろなところを訪問したが，私が印象に残っているのは，第
一ギムナジアでの交流や，サハリン州立郷土博物館，旅行代理店や新聞社でのインタビュー

である。「第一ギムナジア」では，日本語授業の見学をした。漢字の音読み訓読みを学習し

ていた。日本に興味を持ってもらいたいと思った。次に，ロシアの学生に日本文化を体験し

てもらうため，浴衣・袴の着付けや，折り紙をした。私は，浴衣の着付けを担当したが，浴

衣を着た学生はとても喜んでいた。また，札幌に来たことがあり，浴衣の着付けが出来る女

子学生がおり，一緒に手伝ってもらった。アニメが好きであったりして，日本文化にとても

興味を持ってくれていてうれしかった。

次に，「サハリン州立郷土博物館」に行った。そこには，日本の戦争で実際に使われた大

砲や，アイヌ時代の石器，船など多くのものが展示しており，昔の日本とサハリンの繋がり

を深く感じられた。

また，旅行代理店である「サンライズ」社，新聞社である「グベレンスキー・ヴェドモス

チ」社を訪問した。そこでは，サハリンの人の旅行形態や，日本に興味があるのかなどをイ

ンタビューすることが出来た。夏に休暇を取る人が多いことや，北海道の特集を組んだ際，

人気はあったが，金銭面やビザの問題で来ていないということを聞いた。他のところでのイ

ンタビューの際も，ビザと金銭面の問題が多く出てきたので，これらのことを踏まえて，さ

らに学校の授業に生かしていこうと思う。

サハリンに行くまでは，隣国というイメージは少なかったが，日本の文化に興味を持って

いることや，日本の展示物があることを知り，もっと盛んな交流が出来るようにするべきだ

という気持ちが強まった。

4.おわりに
 このように，本研修は参加生徒にとって様々な認識の拡大，現地取材によって初めて

得られる多くの知見の獲得に大いに寄与するものであった。残る課題は多いが，以上を

もって，簡略ではあるが 2017年度 SGHサハリン研修報告を結ぶとしたい。


