
ロシアは本当に寒いけれど、人々はフレンドリーで暖かい 

ミユ（3年女子） 

ロシアに行く前、私は、ロシアは暗くて寒くて、人々も冷たく厳しい態度をとると思っていた。そ

れはプーチン大統領のイメージの影響であると思う。また、社会主義国であった歴史があったため、

サービス業での店員の態度も日本のようなホスピタリティーがないと思っていた。 

実際にロシアに行ってみると、確かに気温は想像よりもはるかに寒かった。ロシアの人々が毛皮の

コートを愛用している理由がよくわかった。耳や鼻、手先などは凍りそうなくらいの寒さであった。

雪も毎日のように降り、雪がたくさん積もっていた。また、日照時間も短いため、午後三時くらいに

なると暗くなり始めていた。しかし、ロシアの人々は私の予想と反してとても親切であった。街の

人々に道を聞くと、丁寧に教えてくれて、近くまで一緒に行ってくれた。つたない英語でもわかろう

と一生懸命に聞いてくれた。あるレストランでは、サービスでウォッカを出してくれて、ロシアの

人々の温かなおもてなしと文化を知ることができた。店員は英語がわからない人が多くいたが、笑顔

で対応してくれた。日本と違って、ロシアの店員はとてもフレンドリーで気さくに話しかけてくれ、

とても楽しい買い物をすることができた。 

ロシアでの大学訪問、また、現地の学生との交流は私の人生にとってかけがえのないものになっ

た。海外で外国の人々と交流したり、プレゼンテーションをし合ったり、ディスカッションをしたこ

とがなかった私にとって、とても良い経験になった。現地の学生とは、ロシアでの生活や文化、トレ

ンドなどの日常会話だけでなく、経営や経営戦略についても意見交換をすることができ、とてもいい

勉強になった。 

これからもっと英語を勉強して、たくさんの外国の人々と意見交換をして自分の知識を増やしたい

と思った。そして、新たな物事の側面を発見できるといいと思った。 

 

Though the weather is really cold, people are friendly and warm 

Miyu (3rd year, F) 

     Before I go to Russia, I thought that it was dark and so cold in Russia, and Russian 

people might be unfriendly and cold like the weather. I was probably influenced by 

President Putin’s image.  Therefore I also supposed that staffs’ attitude to customers 

in service industry might be cold and there could not be hospitality like in Japan. 

     When I visited Russia, the weather was much colder than I had imagined.  It was really 

cold!  I understood very well the reason why Russian people love animal fur coats.  It was 

so cold that I was afraid that my hands, nose and ears could be frozen.  It was snowing 

almost every day, and lots of snow were on the ground.  It got dark as soon as three 

o’clock because sunlight time is short in winter.  Russian people were so kind to me than 

I expected.  When I asked them how to go to a place, they taught me so politely, and they 

sometimes went to the place together with me.  My English is not so good, but they listened 

to me carefully.  In a restaurant, Russian staff served vodka for free with his welcome 



words, and I got to know Russian culture and felt their warm-heart.  Thought in most of 

Russian shops staff didn’t understand English, but they were so friendly and kind, I 

enjoyed shopping and eating very much. 

     The experience of visiting universities and communicating with students in Russia will 

be precious in my whole life.  It is really good experience for me, because I had never 

made a presentation, discussion, and communication with foreign students in any foreign 

countries.  We discussed with Russian students not only about our everyday life, but also 

about academic topics related to business management and business strategy.  It was really 

good study for me. 

     I want to study English more and more in order to communicate with foreign people and 

get new ideas or new wisdom.  I could see the world from different aspects. 


