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カウンターで旅行・留学のご相談もお受けしております
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■ 地下鉄丸ノ内線「四谷三丁目」
    3番出口を出て徒歩約3分
※営業時間／月～金9：30～18：00
※ご来店の際はご予約ください。 ※営業時間／月～金9：30～16：00

※ご来店の際はご予約ください。

四谷税務署

交番3番
出口

1番
出口
四谷警察署

スターバックススターバックス

国 道

YPCビル 7F
1FはSoftbank

JR・地下鉄（丸ノ内線）
四ツ谷駅

外
堀
通
り

外
堀
通
り

JIC大阪・ロシア留学デスク

■ 地下鉄谷町線「天満橋」4番出口を出て
　 徒歩約5分

E-mail：jictokyo@jic-web.co.jp

※ご来店の際はご予約ください
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どういう言葉をどういう状況でロシア人が使っているのか
ということに、たくさん触れるチャンスが留学です。
それは、どのレベルでも捉まえられるものはたくさんあるし、
そういったものを出来るだけ自分の身につけて、
拾い集めて帰ってきて欲しいし、
どの人も行って楽しい留学生活を送って欲しいと思います。

（JICインフォメーション127・128・129号掲載
  ロシア語同時通訳者柴田友子さんによるJIC 留学セミナーより）

日本の大学の授業に比べると何倍も中身の濃い授業
だった。宿題の多さにうんざりすることもあったが実
際に生きたロシア語を学ぶことができた。（2006年）

体験者の
声

ホームページ　https://www.jic-web.co.jp

4,000名以上の派遣実績

СТАЖИРОВКА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Давайте учить
русский

язык!!
http://www.jic-web.co.jp研修協力：JIC国際親善交流センター

いつでも行ける！

http://www.jic-web.co.jphttp://www.jic-web.co.jphttp://www.jic-web.co.jphttp://www.jic-web.co.jphttps://www.jic-web.co.jp

短期
ロシア語研修

1週間～
3ヶ月



なかなかお休みが取れなくても、１週
間ならなんとか時間を捻出可能。旅行
感覚で行けちゃうから、ほんとに気軽
にプチ留学を楽しめます。１週間ロシ
ア語だけの生活。わからなくても、ホ
ストファミリーはゆっくり話してくれ
るので大丈夫。

「留学はどの段階で行っても意味がある。い
ちばん初期の段階で行く、何も知らないで行
くというのも楽しくて良いことだと思います。
そしてその楽しかった思い出をベースにして
また勉強して欲しいと思います。留学という
のはいつ行っても良いと思うし、事情が許せ
ば、何回も短期で行けたら行ったほうが良い
と思います。そしてどの段階で行ってもメリッ
トはあるのです。（『JICインフォメーショ
ン』127･128・129号掲載ロシア語同時通訳
者柴田友子さんによるJIC留学セミナーより）

1週間からの
プチ留学
1週間からの
プチ留学

本場で
学習上達への近道！ 留学とは？留学とは？

プレゼント！プレゼント！

本場で
学習上達への近道！

この30年あまりで4,000人以上がJICからロシア語圏へ留学

お申込者には、
JICオリジナル

「ハンディガイド・ロシア」
をプレゼント！

お申込者には、
JICオリジナル

「ハンディガイド・ロシア」
をプレゼント！

少しでもロシア語を学習した人は
やっぱりロシアを訪れてみるべき。

生活習慣や文化を知って初めて言葉の意味を理解できる。
習ったフレーズをすぐに使うことができる。

毎日の買物もロシア語、
ホストファミリーとの会話もロシア語、

テレビもロシア語！
こういう環境に身をおくと

語学力も断然UPするでしょう！

イメージ

イメージ

イメージ

　JICロシア語留学研修は、JIC国際親善交流センターが日本で最初に旧ソ連・ロシアの
諸大学と直接契約により開始した私費留学システムです。それまで旧ソ連・ロシアへの留
学はごく限られたルートしかなく、希望すれば誰でもが普通に留学できるものではありま
せんでした。JICはロシア語留学のパイオニアとし
て、幾多の問題を解決し安全で快適な留学研修環
境の整備に努めてまいりました。この30年あまり
で4,000人以上の留学生をロシア語圏に送り出
したJICは、プログラム内容や学生寮の設備を
チェックし、改善を重ねています。
　国立大学での語学研修をはじめ、ロシア語を学
べる語学学校をここにご紹介します。基本的に、プ
ライベートレッスンもグループレッスンも、授業は
全てロシア語で行われます。１週間から気軽にロシ
アで語学研修をしていただくことが可能で、ますま
すロシア語留学研修が身近になってきました。イメージ

イメージ
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LIDEN & DENZ ST.PETERSBURGLIDEN & DENZ ST.PETERSBURG リデン＆デンツ サンクトペテルブルグ校

大学表札大学表札

聖イサク寺院/イメージ聖イサク寺院/イメージ

イメージイメージ

エルミタージュ美術館/イメージエルミタージュ美術館/イメージ

大学外観大学外観

グループレッスン/イメージ

イメージイメージ

イメージイメージ

イメージイメージ

ST
.PE
TE
RS
BU
RG

モスクワモスクワ

ウラジオストクウラジオストク

学校紹介

条件

お申し込み

サンクトペテルブルグサンクトペテルブルグ

お申し込み
ご出発希望日の2.5ヶ月前まで
にお申し込みください。

学校紹介

ホームステイ

ホームステイ

ハバロフスクハバロフスク

条件

長期留学の下見に。
　抜群の環境！
長期留学の下見に。
　抜群の環境！
長期留学の下見に。
　抜群の環境！

個室。食事の回数は、なし、朝食付、２食付からお選
びいただけます。ロシア人家庭の中で生活しながら
学校へ通います。

はじめはどんなに厳しい授業が
されるのだろうととても不安で
したが、日本とは違って耳と口

を重視する授業なので、常に集中する必要があり、自然とロシア
語が身についていくように感じました。宿題は、ロシア語で日記を
書くこと、短い文章を読んでくること、というようなものが出まし
た。数字や曜日、日付の言い方は、日常生活の中で覚えられたよう
な気がします。　      （2006年 T.U）

個室、2食付または朝食付のホームステイをご用意。ロシア人家庭の中
で生活しながら、学校へ通います。共同アパート滞在も可能です。

グループレッスン、またはプライベートレッスン。４週間から受入可能。往
復空港送迎付き。ロシア語学習経験を１年程度以上お持ちの方。

SAINT-PETERSBURG STATE UNIVERSITYSAINT-PETERSBURG STATE UNIVERSITY サンクトペテルブルグ大学

サンクトペテルブルグ国立大学は1819年、帝政ロ
シア時代に創立されたロシアでもっとも古くて大き
い大学のひとつ。世界各国から留学生を受け入れて
おり、外国人向け語学研修の豊富な経験を持つ。受
入先は、サンクトペテルブルグ大学ロシア言語文化
インスティトゥート。大学はヴァシリエフスキー島に
あります。

1992年にスイス資本に
よってペテルブルグに設立
された民間ロシア語専門
学校で、国際語学センター
協会加盟校でもあります。
2003年秋にモスクワ校、
その後、リガ校、イルクーツ
ク校が開校しました。
各コース1週間から受講可
能です。初級クラスはコー
ス開始日が決められていま
す（別紙案内参照）。初級以
外のレベルのクラスは毎月
曜日にスタートします。個
人レッスンも豊富で、ビジ
ネス、旅行、テスト準備な
ど、興味のある分野にし
ぼって個人レッスンを受講
することも可能です。

　ピョートル大帝が、18
世紀にサンクトペテルブ
ルグを築き、ロシアの首都
としました。2003年に、
建都300年祭が華々しく
行われたところです。街は
フランスやドイツなどの文
化や技術を取り入れたバ
ロック様式やクラシック様
式の建物が建ち並んでい
ます。多くの川と運河、
34の島、365の橋によっ
て構成される石造りの都
であることから「北のベニ
ス」とも呼ばれ、歴史的な
街並みが世界遺産にも登
録されています。ロマノフ
王朝の時代の文化・芸術
の中心としてプーシキン
やドストエフスキーなどの
作家やチャイコフスキー
などの大作曲家を生んだ
街としても有名です。世界
的に有名なエルミター
ジュ美術館やマリインス
キー（旧キーロフ）劇場な
どがあり、芸術の好きな人
にはたまらない街です。　
緯度が高いために6月に
は白夜の季節を楽しむこ
とが出来ます。

日本からのアクセス：アエロフロート
ロシア航空、日本航空、全日空でモス
クワ乗継。
大韓航空でソウル乗継、フィンランド
航空でヘルシンキ乗継など。

コース開始日など、詳細は別紙案内をご覧下さい。

ご出発希望日の1ヶ月前（1ヶ月以上の研修の場合は2ヶ月前）までにお申
し込みください。

2週間から受付可能
インターナショナルな環境！
2週間から受付可能
インターナショナルな環境！
1週間から受付可能
インターナショナルな環境！

先輩からの一言！

リガ

イルクーツク
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DERZHAVIN INSTITUTEDERZHAVIN INSTITUTE デルジャーヴィン・インスティトゥート

全ロシアプーシキン博物館の協力により設立されたデルジャーヴィン・インスティ
トゥートはサンクトペテルブルグ旧市街に2ヶ所の校舎を所有しています。受け入れ
担当者はアレクサンドル・マホフ氏。グループレッスンとプライベートレッスンがあ
り、毎月曜にコースが始まり、1週間以上の受付となります。ロシア語初心者用の
コースもあります。放課後や週末には、文化プログラム（歌のレッスンや民芸品制作
レッスンなど）や郊外への遠足も企画されています。

エルミタージュ美術館/イメージエルミタージュ美術館/イメージ

モイカ川/イメージ

イメージイメージ

デルジャーヴィン・インスティトゥートデルジャーヴィン・インスティトゥート

表札表札

1週間のモデルスケジュール　　一般グループコース

09:30-11:00

11:20-12:50

月  火   水   木    金

会話

会話

文法

聴解

地域研究

語彙

文学

文学

文法

聴解

イメージイメージ

イメージイメージ

カフェカフェ

イメージイメージ

イメージイメージ

スクールスタッフスクールスタッフ

グループレッスン、またはプライベートレッスン。
コース開始日は月曜日です。初心者の方がグループ

コースに参加されるときは、特定日開始のグループコースにのみお
申込可能です。
詳細は別紙「デルジャーヴィン・インスティトゥート」の案内をご覧ください。

●ネフスキー大通り

●運河めぐり

●芸術都市

～サンクトペテルブルグ
　　　　　　 街歩き～
～サンクトペテルブルグ
　　　　　　 街歩き～

おすすめ！
アットホームな雰囲気
おすすめ！
アットホームな雰囲気
おすすめ！
アットホームな雰囲気

学校紹介

条件

ホームステイ
個室、2食付または朝食付のホームステイをご用意。ロシア人家庭の中で生活しながら、学校へ通います。他に共同アパートや全
ロシアプーシキン博物館併設ホテルも利用可能。

ご出発希望日の1ヶ月前（1ヶ月以上の研
修の場合は2ヶ月前）までにお申し込みく
ださい。

ロシア文学でもおなじみ、サンクトペテ
ルブルグの一番の目抜き通りといえば、
ネフスキー大通りだろう。約2キロに及
ぶ大通りには広い歩道があり、通りの左
右にはゴスチヌイ・ドゥヴォールやドーム・
クニーギ（「本の家」）を始めとする数々
のショップが並び、カフェやレストラン、ホ
テルも軒を連ねている。古い街並みの保
存が行き届いているため、どこかしら落
ち着いた雰囲気をかもし出している。文
学作品の登場人物になったつもりで歩い
てみたい。

夏のサンクトペテルブルグで一度は乗っ
てみたいのが、ペテルブルグの運河を巡
る遊覧船。「北のヴェニス」といわれるだ
けあって、ペテルブルグの中心部にはい
くつもの運河がある。その中でもフォン
タンカ運河を小船でめぐるエクスカーシ
ョンが人気だ。世界遺産の街並を船の上
から堪能できる。涼風を受けて運河を巡
ればかつてのロシア帝国の貴族になった
気分。

サンクトペテルブルグにはエルミタージ
ュを始めとするたくさんの美術館・博物
館がある。多くはかつての貴族の屋敷を
改造した建物を利用しており、建物自体
も面白い。文学好きの人には、ロシア文
学博物館やドストエフスキーの家などが
おすすめ。バレエやオペラで有名なマリ
インスキー劇場も訪れる価値あり。

授業はとても気に入りました。ノートやレジュメなど役に立つ資料がたくさん用意され、
復習するのに役立ちました。細かい文法や発音の間違いも分かりやすく正してくれて、よ
りネイティブに近いロシア語の特訓ができたと思います。ホストファミリーはとても優し

く、滞在を歓迎してくれました。コミュニケーションにつまずくことはよくありましたが、辛抱強く理解しようとしてくれま
した。食事もとてもおいしく、部屋も清潔で問題ありませんでした。ホストマザーに感謝の表現をもっとうまく伝えたかっ
た、というのが心残りです。（2017年 H.Y.）

先生たちはとても親切で、授業のレベルもちょうど合っていました。授業以外では毎日1、2時間ほど勉強しました。宿題
以外にも、街で見かけたり聞いたりした単語をメモしてあとから調べたり、スマートフォンでロシア語の発音を聞いたりし
て勉強しました。初めての海外とあって不安いっぱいで出発しましたが、行ってみると治安が気になることは全くなかっ
たです。（2017年 R.A.）

先輩からの一言！

お申し込み
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FAR EASTERN FEDERAL UNIVERSITYFAR EASTERN FEDERAL UNIVERSITY ウラジオストク極東連邦大学

Vladivostok State University of Economics and ServiceVladivostok State University of Economics and Service ウラジオストク経済サービス大学

モスクワモスクワ

ハバロフスクハバロフスク

ウラジオストクウラジオストク

サンクトペテルブルグ

フォーキナ提督通り/イメージ

イメージイメージ

金角湾/イメージ金角湾/イメージ

大学寮／イメージ

イメージ イメージ

イメージ

アムール湾/イメージアムール湾/イメージ

イメージイメージ

ウラジオストク駅/イメージウラジオストク駅/イメージ

イメージイメージ イメージイメージ
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　日本との関係も深く、91年には新
潟、翌92年には秋田・函館が、相次い
でウラジオストクと友好都市となり、
日本からの人と物の流れが急増して
います。モスクワのように大規模なシ
ョッピングセンターなどはありません
が、基本的なものはそろいます。また、
韓国などアジア諸国からの輸入品が
多くあります。日本から近いため、交
通費が安価ですみます。

　日本海への窓口である
ウラジオストクは、1860
年にロシアの領土となりま
した。帝政時代からの個性
的な美しい建物と坂の多
い町並みから、「東洋のサ
ンフランシスコ」と呼ばれ
ています。シベリア鉄道の
東の起点でもあります。ソ
連時代には、ソ連太平洋艦
隊の基地があったために、
外国人の立ち入りが制限
されていましたが、92年に
外国人の立ち入りも認めら
れ、現在は「いちばん身近
なヨーロッパ」を感じる観
光地となっています。
2012年のAPEC会場に
なった際に市街は大規模に
改造され見違えるように美
しくなりました。しかし、車
で1時間も走ると美しいタ
イガの森が広がり、冬には
人々は凍りついた海の上
で釣りを楽しんでいます。

日本からのアクセス：東京よりS7航空、
全日空、日本航空、オーロラ航空など。

学生寮

長期留学の下見に。長期留学の下見に。長期留学の下見に。

マンツーマンでしっかり学習できました。事前に「文法より会話」という希望を
伝えていた通りにレッスンを進めてくださいました。授業以外では1日1時間

ずつ、宿題と自主勉強をしていました。ホストファミリーや周りのロシア人と積極的に話すことも意識して過ごしました。ホスト
ファミリーはとても親切で毎日快適に過ごせました。ゆっくり話したりじっくり聞いたりしていただけたのでコミュニケーション
にも問題ありませんでした。（2016年 T.I.）

先輩からの一言！

ルースキー島に位置する大学付属の学生寮は、広大なキャンパスに複数の棟があり、居室は2人部屋で各部屋はバス・トイレが完
備されたホテルのツインルーム形式です。市内中心部の校舎へは公共交通機関（バス）を使って通学します。

　　　　　　　グループレッスンは、既存のグループ
への途中参加となるため、一定以上のロシア語能力の
ある方に限ります。期間は1ヶ月以上。プライベートレッ
スンの場合は学力は問いません。空港往復送迎付、食
事は自炊か外食となります。

条件

お申し込み

19世紀の終わりにこの地に設置された東洋研究所を基礎とし
て1913年に設置された極東で最も古い伝統を持つ大学が極
東連邦大学です。1989年秋より外国人向けのロシア語教育コ
ースが設置され、日本にいちばん近い極東の中心都市として注
目を集めています。受け入れ先は国立ウラジオストク極東連邦
大学国際部、ロシア語文化センター。2019年4月現在、校舎は
市内アレウツカヤ通り沿いに移転しました。

学校紹介

ご出発希望日の3ヶ月前までにお申し込みください。お
申し込み時に健康診断書（英文）が必要です。指定フォ
ームがありますので事前にお問い合わせください。

学校紹介

個室、１日２食付。ホームステイ先から大学へ通います。

ウラジオストク経済サービス大学は、ロシアと東洋の文化が融合するこの
地に、1967年に設立されました。市内中心部に位置しており、６つの研究
所、３つの学部と外国語センターから成ります。

ホームステイ

　　　　　　　プライベートレッスン。期間は１ヶ月まで。
現地旅行会社がウラジオストク経済サービス大学（ロシア語教育コース）
と提携してプログラムをアレンジ。ホームステイ、送迎（空港～ステイ先往
復）、授業初日の大学へのご案内は現地旅行会社が担当します。

条件

ご出発希望日の１ヶ月前までにお申し込みください。

お申し込み

先輩からの一言！ どの教師もロシア語が
明瞭で分かりやすかっ

た。文法の授業は単に説明してくれるだけでなく、ドリル練習を取り入
れたり、文法の構造を学生に説明させたりするので緊張感を持って受
講できた。先生にもよると思うが、会話の授業中に先生の説明が長く、
学生が実際に会話をする時間が少なかったのが少し残念だった。寮内
ではWi-Fiも使えるが、不安定な時もある。設備は新しくきれいで問題
なかった。（2016年 C.M.）

リガ

イルクーツク
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EDUCATIONAL CENTER GEOEDUCATIONAL CENTER GEO 外国語教育センター GEO

モスクワモスクワ

ウラジオストク

ハバロフスク

ウラジオストク

ハバロフスク

サンクトペテルブルグ

日本からのアクセス：成田より
S7航空（シベリア航空）など。 LIDEN&DENZ RIGALIDEN&DENZ RIGA リデン&デンツ リガ校

ホストファミリー/イメージホストファミリー/イメージ

イメージイメージ イメージイメージ

イメージイメージ

イメージイメージ

イメージイメージ

ホストファミリー/イメージホストファミリー/イメージ

個室、2食付（基本）。ホームステイ先
から学校へ通います。

プライベートレッスンが基本ですが、
グループ（１クラス6名まで）も可能で
す。日本で友人同士や、クラスの仲間
でグループを組んで行くことも可能
です。
往復空港送迎付（日本語を学習して
いる学生または日本語ガイドがお出
迎えします）。通常授業は午前（9～12
時）です。期間は1週間から1ヶ月まで。

個室、2食付または朝食付のホームステイをご用意。ロシ
ア人家庭の中で生活しながら、学校へ通います。共同ア
パートでの滞在も可能です。リガ市内のほか、保養地ユ
ールマラのホストファミリーも選択できるので、リゾート
気分も味わえちゃうかも？

コース開始日など、詳細条件は別紙案内をご覧下さい。

イメージイメージ

イメージイメージ

イメージイメージ

日本からのアクセス：フィンランド航空で
ヘルシンキ乗継、アエロフロートロシア
航空でモスクワ乗継など

ロシア人に日本語を教えるGEO外国語教育センターが
日本人用のロシア語コースを開設しました。GEO外国語
教育センターはハバロフスクの中心部にあります。教師
は日本語を話せるので、ロシア語初心者でも安心です。
基本的にはロシア語で授業を行いますが、必要な場合に
は日本語で説明することも可能。ただし、アルファベット
は最低覚えておいてください。

基本はホームステイ2食（朝・夕）付ですが、3食付に変更することも可
能（料金別途）です。また、日本語学習しているロシア人学生とのピク
ニックを追加することもオプショナル（料金別途）で可能です。

受入先紹介

ホームステイ

条件

ご出発希望日の1ヶ月前までにお申し
込み下さい。

お申し込み

日本語を学習している
ロシア人と友達になれる？！
日本語を学習している
ロシア人と友達になれる？！
日本語を学習している
ロシア人と友達になれる？！

バルト三国の真ん中の国、
ラトビア。公用語はラトビ
ア語ですが、実はロシア語
を母国語とする人もたくさ
ん生活している国なので
す。特に首都のリガはロシ
ア系住民が多く、その割合
は過半数を占めると言われ
ています。街の中心には美
しい旧市街が広がり、中世
ドイツの雰囲気を色濃く残
す歴史的価値の高さから
世界遺産にも登録されて
います。郊外には保養地と
して名高いユールマラ海
岸があり、鉄道で簡単に訪
れることができます。

KH
AB
AR
OV
SK

RI
GA

　アムール川とウスリー
川の合流点に位置するハ
バロフスクは、すぐ近く
に中国国境を控え、河
川、空、陸の交通の要所
になっています。また、極
東ロシアの政治、経済、
文化の拠点でもありま
す。整然とした街区には、
石材やレンガ造りの重厚
な建物に混ざって、小さ
な木造建築も建っていま
す。豊かな緑と適度な起
伏のある中心部は散歩に
ぴったり。南の郊外には
風光明媚な自然保護区
があり、熊やアムールト
ラなど希少動物も生息し
ています。

先輩からの一言！

リガ

ノヴォシビルスク

おなじみのリデン&デンツが、バルトの国にも開校しました！JICがリガでの語学研修をお勧めする理由は、何といってもロシアビザを取ら
ずにすぐ出発できること。もちろん、リデン&デンツの高品質なロシア語講座は、伝統あるサンクトペテルブルグ校やモスクワ校と比べて
全く遜色ありません。ホストファミリーは必ずロシア人家庭を用意してもらえるので、安心して語学に磨きをかけられます。学校の場所は
旧市街の中、中央駅から歩いてすぐ！

学校紹介

ホームステイ

条件

ご出発希望日の1ヵ月前までに。以降のお申し込みも
状況により可能ですので、ご相談ください。

お申し込み

マンツーマンでとてもいい授業をしてもらいまし
た。先生は日本語も上手だったので、逆に「今まで以
上にロシア語を勉強しないといけない」と思わされ
ました。ステイ先は日本の文化に興味のある方で、ご
夫婦とも明るく面白く、またお二人に会いにハバロ
フスクへ行きたいと思いました。（2017年 N.F.）

イルクーツク
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あなたもチャレンジしてみませんか！あなたもチャレンジしてみませんか！
Testing of Russian as a Foreign Language.

ロシアでは、2002年からロシア教育省付属ロシア語検定組織委員会のもとで、外
国人のためのロシア語能力検定テストが制度化され、実施されるようになりました。
これは英語のTOEFLやTOEICと同様にロシア語を母語としない外国人のロシア語
能力を統一基準にもとづいて判断するもので、ロシアの大学の入学資格の判定など
にも利用されます。
試験は、ロシア語検定組織委員会が認定したロシアの教育期間で随時開催されます。
試験は6段階に分けて実施されます。①初級レベル、②基礎レベル、③第1レベル、
④第2レベル、⑤第3レベル、⑥第4レベルの6段階です。
第1レベルはロシアの大学に入学するために最低限必要なレベルです。

第2レベルは大学院（マギストラ）入学資格、第3レベルは大学院（ドクター）入学資
格、第4レベルが標準的ロシア人と同等レベルです。受験希望者は、希望レベルの
試験を受けることができます。
試験は主に、会話（Communication）、聞き取り（Hearing）、読解（Reading）、文
法（Grammar）、作文（Writing）の5分野に分かれて行われます。
多くの語学学校や大学にロシア語能力検定テストに向けた「準備コース」が設けら
れています。採点と評価、合格基準は必ずしも統一されておらず、また変更される
こともあるのでご注意ください。

外国人のためのロシア語検定制度（TORFL）

　ＪＩＣの仕事を始めて30年。私の人生の中でＪＩＣでの仕事が一番長い時間を占めるようになりました。最初の10年
は今やもう歴史の中の存在となってしまったソビエト連邦との交流でした。毎年夏に青年交流の船をソ連極東（ナホト
カ、ウラジオストク）に出し、ピオニールキャンプに子供たちを送り、ソ連船を日本各地で受け入れ、ペレストロイカにまつ
わるセミナーやシンポジウムを毎年のように開きました。
　ロシアとの交流に欠かせないロシア語教育に留学生派遣という形で取り組んだことは、ＪＩＣの大きな財産となりまし
た。ＪＩＣスタッフの大半が留学経験者で、（私以外の）ほとんどのスタッフがロシア語を話せるというのは、私の自慢のタ
ネの一つです。
　ロシアとの日常的な交流という第１の課題は、ロシア語留学生の派遣、ロシア語講座の開催、急増しつつある在日
ロシア人（旧ソ連諸国出身者）との交流とサポート、そしてＪＩＣインフォメーションによるロシア情報の提供といった形で
実現してきました。まだまだ足りないことばかりですが、日本とロシアが良き隣人として協力し合える関係を作っていくた
めに、これからもＪＩＣの活動を着実に拡大していきたいと思います。

JIC副会長　伏田昌義

（JIC友の会）（JIC友の会）

ＪＩＣについてＪＩＣについて

会員になると・・・
１、 ロシア情報満載の
     JICインフォメーションを
    年4回お届けします。
２、 JIC企画イベント・
     交流会などをご案内します。

～ロシア好きな方のための友の会～

LIDEN&DENZ IRKUTSKLIDEN&DENZ IRKUTSK リデン&デンツ イルクーツク校

個室、2食付または朝食付のホームステイをご用意。
ロシア人家庭の中で生活しながら、学校へ通います。
共同アパートでの滞在も可能です。

コース開始日はなど、詳細は別紙案内でご確認くださ
い。グループレッスンは季節開講（2020年は2、3月と
6、7、8、9月）、個人レッスンは通年受講可能です。

イメージイメージ

イメージイメージ

イメージイメージ

リデン&デンツで最も新しいイルクーツク校は、市内中心のカール・マルクス通り沿いの便利な場所に2017年に開設されました。
シベリアの美しい町でのロシア語研修は、あったらいいなと思っていた人も多いはず。ハイシーズン追加料金がないのもうれしい！

学校紹介

ホームステイ

条件

ご出発希望日の1ヶ月前までに。以降のお申込みも状
況により可能ですので、ご相談ください。

お申し込み

モスクワモスクワ

ウラジオストク

ハバロフスク

ウラジオストク

ハバロフスク

サンクトペテルブルグ

日本からのアクセス：S7航空
でウラジオストク乗継など。
シベリア鉄道も利用可能。

IR
KU
TS
Kバイカル湖の近くにあるイ

ルクーツクは、観光客に人
気の都市。シベリア鉄道旅
行の途中下車地としても
便利な拠点になっていま
す。市内を貫くアンガラ川
は、上流へ向かえばバイカ
ル湖、下流は大河エニセイ
を経て、はるか北極海へつ
ながっています。市街中心
部は、帝政時代を思わせる
クラシカルな建築や木造
の民家が並ぶ美しい町並
みで、散策にぴったり。緑
さわやかな夏、張りつめた
空気が気持ちいい冬、どの
季節も魅力的です！

リガ

イルクーツク

イメージイメージ
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通　貨通　貨

気　候気　候 季　節季　節

食　事食　事

おみやげ・雑貨おみやげ・雑貨

ロシア料理を楽しむ

買　物買　物

ロシア 基本情報ロシア 基本情報

サンクト
ペテルブルグ

ウラジオストク

モスクワ

サンクト
ペテルブルグ

ウラジオストク

モスクワ

イルクーツク

ハバロフスク

同時期の日本より約10度気温
が低いと考えること。天候が変
わりやすく、日中と日没後の気
温の差が大きいので、調整の効
くような服装がベスト。
屋内の集中暖房がされているロシアでは、室内と
戸外の気温差が大きく、その差が30度～40度に
もなることがある。したがって下着はあまり着込
まず、上着で体温調節をするよう心がけること。積
雪があるので、水濡れに強いブーツは必需品。
気温は日本とほぼ同じだが、湿度が低く
日本のような蒸し暑さはない。夜になる
と肌寒くなる日もあるので、薄手のカー
ディガンなども用意すること。雨天の場
合は急に気温が下がることがある。

ロシアの通貨の単位はルーブル（ロシア語でP（＝рубль）。ルーブ
ルの下の補助通貨はコペイカ（＝копейка）といい、1ルーブル
は100コペイカである。現在流通しているルーブルは以下のとおり。
紙幣：5000p.　1000p.　500p.　100p.　50p.　10p.
硬貨：（ルーブル）10p.　5p.　2p.　1p.
　　 （コペイカ）50k.　10k.　5k.　1k
記号：

■面　積：1,700万平方キロメートル
■人　口：1億4,450万人（2017年）
■首　都：モスクワ
■時　差：ロシアには11の時間帯がある。
　　　　 主な時間帯は以下の通り。

どこで食べる？
●カフェ
喫茶店よりもむしろ食堂に近い。前菜から
デザートまであり、値段もリーズナブル。

●大衆食堂（スタローヴァヤ）
庶民的な食堂で、市民に混じって食事が
できる。セルフサービスやスタンド式の
立ち食いのところもある。

モスクワとその近郊
政治と経済の中心モス
クワは、ロシアを代表
する国際都市である。
〈世界遺産〉
●クレムリンと赤の広場
●コローメンスコエの
　主昇天教会
●セルギエフポサードの
　トロイツェセルギエフ　
大修道院の建造物群
●ウラジーミルとスズダ
　リの白壁の建造物群

日本の冬に近い準備をする必
要がある。天候により急に冷え
ることもあるので注意が必要。
革のコートが1つあると風の冷
たい時期に重宝する。

●主な都市の最高／最低気温

●ロシア連邦

ロシアは20を超える共和国と
50以上の州、地方などから構成される多民族国家。
ロシアは20を超える共和国と
50以上の州、地方などから構成される多民族国家。

●各季節の特徴
都　市　名 ヨーロッパ・ロシア

●3月末～5月末
●8月下旬～
　10月上旬

春・秋

●10月中旬～
　3月上旬

冬

●6月上旬～
　8月中旬

夏

シベリア・極東ロシア

モスクワ
最低気温 -２２.０

-３.０

-１９.０

０

-２７.０

-１７.０

-２２.０

-７.０

-２０.０

-１.０

-２０.０

０

-２４.０

-１２.０

-１５.０

-６.０

-１０.０

１.０

-１２.０

２.０

-１１.０

１.０

-７.０

１.０

-６.０

１４.５

２.０

１１.０

１.０

８.５

１.０

１０.０

６.０

２３.０

５.０

１７.０

９.０

１５.５

７.０

１６.０

１２.０

２４.５

１０.５

２１.５

１１.０

２３.５

１１.０

１９.０

１５.０

２６.５

１４.０

２４.５

１８.３

２４.５

１５.０

２４.５

１２.０

２５.５

１３.０

２３.０

１５.０

２３.０

１８.０

２６.０

７.０

１６.５

７.０

１６.５

１２.０

１７.０

１４.０

２０.０

-１.０

１２.５

-１.０

９.０

３.０

８.０

４.０

１３.０

-６.５

４.０

-６.０

４.５

-１４.０

-５.０

-７.０

５.０

-１５.０

０

-１６.０

２.０

-２３.０

-１４.０

-１８.０

３.０

最高気温

最低気温

最高気温

最低気温

最高気温

最低気温

最高気温

サンクト
ペテルブルク

ハバロフスク

ウラジオストク

気　温 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

●レストラン
本格的なロシア
料理が楽しめる。
レストランによっては予約が必要なこと
も。支払いの際に通常食事代金の5～
10％程度をチップとして渡すこと。

飲料水について ロシアの多くの水
道水は飲用に適さないため現地でミネラ
ルウオーターを購入すること。

●モスクワ　　　GMT+  3　（－6時間）
都　市　名 時間帯 日本との時差

●サンクトペテルブルク　GMT+  3　（－6時間）
●イルクーツク　GMT+  8　（－1時間）
●ウラジオストク　GMT+１0 （+1時間）
●ハバロフスク　GMT+１0  （+1時間）
●日本（参考）  　GMT+  ９

◆言　語：ロシア語
◆通　貨：ルーブル
◆宗　教：ロシア正教
◆国番号：7

サンクトペテルブルグとその近郊
〈世界遺産〉
●サンクト・ペテルブルグ歴史地区　
と関連建造物群
●ノブゴロドの歴史的建造物群とそ
　の周辺
●キジー島の木造聖堂

サンクトペテルブルグとその近郊
〈世界遺産〉
●サンクト・ペテルブルグ歴史地区　
と関連建造物群
●ノブゴロドの歴史的建造物群とそ
　の周辺
●キジー島の木造聖堂

日本から約2時間で到着できるウラジ
オストクは、日本から一番近いロシアへの入り
口としてロシアとの経済交流・文化的交流の
中心的役割を果たすことが期待されている。

ウラジオストク

●ボルシチ
赤かぶ、肉、トマト、千切りキャベツ、
じゃがいも、にんじん入りのスープ。
通常サワークリームが添えてある。 ●ブリヌィ

ロシア風パンケーキでイクラ、カッテ
ージチーズ、ジャム、蜂蜜などと一緒に
食べる。朝食のメニューによくある。

●カーシャ
おかゆ。そばやお米のものが有名。
独特の風味がある。朝食によくでる。

●ピローグ（ピロシキ）
肉入り、キャベツ入り、じゃがいも入りなどが
ある。

祝日が土・日曜日と重なる場合は、原則として、次の平日
が振替休日になります。政令によって、振り替え先が別の
平日に指定される場合があります。

●サリャンカ
じゃがいも、玉ねぎ、細かく切った肉やソー
セージ、オリーブ、レモン入りの濃いスープ。

★1月1日～5日
★1月7日

★2月23日
★3月8日

★5月1日
★5月9日
★6月12日
★11月4日

新年
キリスト降誕祭

祖国防衛の日
国際婦人デー

春と労働の日
戦勝記念日
独立記念日
国民団結の日

（ロシア正教のクリスマス）

ウォッカ
3大銘柄は「モ
スコーフスカ
ヤ」「スタリ－チ
ナヤ」「スタローヴァヤ」である。

琥珀（コハク）
バルト海沿岸で採れる琥珀のネックレス
やペンダントトップなどが、手頃な値段
から手に入る。中に虫が入っているもの
は希少で高価。

マトリョーシカ
ロシアの最もポピュラーなお土産といえ
ばこれ。マトリョーナという女の子をかた
どった、こけしのような木製の入れ子人
形。胴を外
すと同じ形
の人形が
次々と出て
くる。

買い物の仕方
基本的に全てルーブル払い。お土産専門店などで
は、日本円や米ドルで支払いできる場合もある。都
市部では、クレジットカードの使える店も随分増え、
便利になってきている。露店で買い物をするときは、
言い値ですぐ買わずに交渉すると、大抵はかなり安くし
てくれるので、粘ってみよう。骨董品や美術的価値のある品物は、特別に
持ち出し手続きが必要。購入した場合は、必ずロシア文化省の許可証を
もらい、税金を支払った上での持ち出しとなるので注意。また、出国時税
関で領収書を要求される場合があるので、高価な買い物をした場合は、
必ず領収書をとっておくこと。

赤の広場/イメージ赤の広場/イメージ エルミタージュ美術館/イメージエルミタージュ美術館/イメージ

ウラジオストク駅/イメージウラジオストク駅/イメージ

ボルシチボルシチピローグピローグ

知っておきたいロシアの祝祭日知っておきたいロシアの祝祭日
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