
私のロシア・イメージは 180度変わった  

ハナミ・3年女子  

 

ロシアに対するイメージは、暗い＋寒い＋遠い＝恐怖でした。しかしロシア人学生との

交流やロシア文化に触れることで、そのイメージは 180度変わりました。また 10日間の滞

在を通して生活のし辛さは感じませんでした。これまで旅行でヨーロッパ 4 ヵ国に行きま

したが、ヨーロッパ諸国とほとんど変わらない印象でした。私は、聖ワシリイ大聖堂を本

で知り、それ以来、ロシアに関心を持つようになりました。ロシアの建築物はとてもカラ

フルで、特にロシアンブルーの修道院は美しかったです。料理も美味しく、充実した 10日

間を過ごすことが出来ました。 

ロシア人学生との交流はとても刺激的でした。学生は英語が上手で、堂々とプレゼンを

していた姿は、とても印象的でした。モスクワで最後に交流したロシア人学生は、日本語

を専攻していました。ワークショップ後、食事をしながら短い時間ではありましたが、た

くさんお話をしました。日本語を勉強し始めてまだ 4 年と言っていましたが、何の問題も

なく私たちと日本語で話していました。ロシア人学生は非常に真面目で、コツコツと勉強

しているのだと感じました。私自身も、彼らに負けないようにきちんと英語を勉強しよう

と決めました。そして、また海外の学生と交流する機会があれば、英語で自分の思いや考

えを伝えたいと思います。 

 フィールドスタディでの経験は、私自身にとって貴重なものとなりました。このチャン

スを逃さないで良かったと感じています。 

 

My vision of Russia has totally changed 

Hanami (3rd year, F) 

 

 My image of Russia was fearful, because I thought Russia was dark, cold and 

far from Japan. However, after communicating with students from Russia and coming 

in touch with Russian culture my vision has totally changed. I didn’t feel any 

difficulties during my 10 days stay in Russia. Until now I have been to 4 countries 

in Europe, and I got the impression that Russia is similar to European countries. 

Since the moment I read about Saint Basil’s Cathedral in a magazine, I have become 

very interested in Russia. Also, the buildings in Russia are extremely colorful; 

especially, the monasteries colored in ‘Russian blue’ are very beautiful. In 

addition, Russian food is delicious. I have fully enjoyed these 10 days in Russia. 

 The exchange with Russian students was exciting. The students were good at 

English and I had a good impression about their presentations. At last, we have met 

Russian students from Moscow majoring in Japanese language. After the workshop, even 



though we did not have much time we had dinner together and talked a lot. The students 

said that they have been studying Japanese for only 4 years, but they were good at 

Japanese.  I think that Russian students are serious-minded and study hard. I decided 

to study English as hard as I could like Russian students. And next time if I have 

a chance to meet students from foreign countries, I hope to express my feelings and 

ideas in English. 

 The experience I have gained through the field study is valuable for me. I 

am glad I did not miss this wonderful opportunity. 


