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Preface 

RJ3 Program is designed to develop experts that can play leading roles in contributing to the 
issues concerning sustainable development, environment and culture in the Far East and the 
Arctic Circle. To pursue that goal, since its launch of six years ago, this program has offered 
students specialized knowledge on major cross-cutting challenges in the following five fields: 
“Environmental Assessment”, “Cultural Diversity”, “Soil and Productivity”, “Regional 
Resource Development”, and “Disaster Prevention Management”, with an emphasis on field 
work activities taken place in those regions. 
 
The issues, such as changes in vegetation in permafrost and decrease of sea ice area are the 
major problems in the Far East and the Arctic Circle that we should conduct research intensively. 
This region is also known for its uniqueness that northern indigenous people have kept and 
developed its cultural diversity, and the long-term correlation between human and environment 
in this area has been the subject of study. 
 
For long, Hokkaido University has conducted field research in collaboration with local 
academic research institutes, and accumulated knowledge and skills and built strong research 
networks in this region. Based on these academic resources and networks gained, Hokkaido 
University and key universities in Russia, together with local municipalities and industries in 
Far East Russia and in Hokkaido, established “East Russia-Japan Expert Network Education 
Consortium” to effectively manage and implement RJE3 program.  
 
This brochure is a collection of reports written by students who participated in the 2019 RJE3 
Program. It provides firsthand insights, from fresh student perspectives, on the field work 
activities as well as interdisciplinary lectures offered jointly by Japanese and Russian faculty 
members covering wide-range of topics across the five key fields mentioned above. 
 
Lastly, I would like to express my sincere respect for the effort of the faculty and staff members 
in Russia and Japan who have been engaged in the RJ3 Program. The Eurasian continent stands 
as a gateway in terms of information, logistics, human resources and economic activities 
between Europe and East Asia, and it is therefore my sincere hope that students trained in this 
program will become experts and act as a bridge between two regions in the future. 
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序 ⽂ 

RJE3 プログラムは、極東・北極圏における持続的発展が脅かされている現場や課題解決の現
場でのフィールド実習を重視し、「環境評価」「⽂化的多様性」「⼟壌と⽣産」「地域資源開発」
「防災管理」の 5 領域を総合的に学ぶプログラムである。このプログラムは、当該地域における
持続可能な環境・⽂化・開発を牽引する専⾨家集団を育成することを⽬的として実施されており、
現在プログラム開始から 6 年⽬を終了しようとしている。 

 
 極東・北極圏には、永久凍⼟や植⽣の変化、海氷⾯積の減少など、重点的に研究すべき対象が
多くある。またこの地域は、北⽅先住⺠族が⽂化的多様性を維持してきており、⼈間集団と環境
の⻑期的な相関関係が研究可能なフィールドでもある。北海道⼤学は、従前から当該地域の⼤学
研究機関と連携してフィールド研究を⾏ってきた経緯があり、RJE3 プログラムは、そこで蓄積
された知識資源と研究ネットワークをベースとした、極東ロシア及び北海道の⾃治体・産業界な
どで構成される East Russia- Japan Expert Education Consortium が総⼒をあげて実施している。 
 

本冊⼦は 2019 年度 RJE3 プログラムに参加した学⽣の、プログラム参加後のレポートをまとめ
たものである。学⽣の新鮮な視⾓から、極東・北極圏の持続的発展の鍵となる環境、⾃然災害、
⺠族・⾔語・⽂化の５分野を横断する⽇露教員の共同講義や、現場での実際のフィールドワーク
の様⼦が伺えるものとなっている。 

 
最後に、RJE3 プログラムに携わって下さっている両国の教職員の⽅々のご尽⼒に敬意を表する
とともに、このプログラムを通じて輩出される専⾨家達には、当該地域が欧州と東アジアを結ぶ
ゲートウェイであることから、将来ユーラシア⼤陸を横断して流動する情報・物流・⼈材・経済
の架け橋となってくれることを⼤いに期待したい。 
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FY2019 Activity Report of RJE3 Program
＜Exchange Programs＞

17 students from 5 Russian partner universities and 36 Hokkaido University (HU) students joined the 
educational curriculums. 

■ Outbound - 30 HU students
■ Inbound  - 17 Russian students  （Including 12 long-term students who stayed 6 months. ）

Date Course Title
Number of 
Participant

Russian 
Univ. HU

Jul.1,2019
- Jul.8,2019 Practical Training for Siberian Studies - 12
Aug.6,2019

- Aug.13,2019 Yakutsk field short course 4 8
Aug.4,2019
- Aug.24,2019 Rebun International Anthropological Field School 3 -
Aug.19,2019 
- Aug.25,2019 Fieldwork on Development Technologies in Cold Region 7 6

Aug.26,2019 
- Aug.30,2019

Introduction to Far East and Arctic Studies RJE3 Program:
Environment, Culture and Sustainable Development 17 23

Sept.3,2019 
- Sept.6,2019 Past and present of Hokkaido: history of Ishikari and Sorachi 12 1
Feb.16,2020
- Feb.25,2020 Design School of Japan and Russia - 10

※1. External Evaluation Committee

External Evaluation Committee - Jun.24,2019

The 1st RJE3 Alumni Association - Aug.26,2019

The 7th International Steering Committee Meeting - Aug.27,2019

Roundtable session for Inter-University Exchange Projects- Dec.4,2019

※2. Consul-General,
FABRICHNIKOV Andrey

＜Forming the University Network with Quality Assurance＞
The following meetings were organized to continuously enhance the quality of 
education and contribute to the development of region exchange in this program. 

External committee members evaluated and advised on the activities of RJE3 
over the past 5 years.（※1）

With the cooperation of the Russian Consulate-General in Sapporo, 
The first Alumni Association was held with 63 RJE3 program Almuni and facultys 
members collaborated. （※2）

11 representatives from HU and 5 Russian partner universities gathered at HU 
and  discussed the issues concerning program management. The International 
Steering Committee for 2020 will be held in Vladivostok,Russia. （※3）

The Joint collaboration roundtable meeting among HU’s Inter-University Exchange Projects including RJE3 was 
held. A special keynote lecture has been delivered by Dr. Shinobu Yume Yamaguchi, Director of United Nations 
University Institute for the Advanced Studies of Sustainability. Implementation progress reports have been shared, 
and active discussion has been held by participants in promoting further collaborations among projects.（※4）
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2019年度 RJE3プログラム活動報告

＜交流プログラムの実施状況＞
ロシアとの共同教育交流プログラムにおいて、ロシア側5大学から17名、本学から36名が参加しました。

＜質の保証を伴った大学間交流の枠組形成に向けた取組＞
教育の質を継続的に高め、地域交流の発展に資するため以下の会議等を実施しました。

■日本人学生の派遣数 - 30名
■ロシア人学生の受入数 - 17名 （うち、6ヶ月間滞在した長期学生12名）

過去5年間の本事業の成果について、大学、自治体、産業界などから構成される6名の
外部評価委員より高い評価を得ることが出来、今後の取組・運営及び本事業に期待され
る人材育成のあり方などについても助言頂きました。（※1）

在札幌ロシア総領事館の協力を得て、記念すべき第1回RJE3同窓会が執り行われ、総勢
63名のRJE3プログラム修了生や教職員らが親睦を図りました。ファブリーチニコフ総領事
からは祝辞を賜り、盛況のうちに終えることが出来ました。（※2）

北海道大学・ロシア側5大学の代表11名を招集し、本学にてプログラム運営について話し
合われました。来年度の新たな取り組みについても協議され、2020年の国際運営委員会
はロシア・ウラジオストクでの開催が決定しました。（※3）

北海道大学において大学の世界展開力強化事業の合同連携会議が開催され、国連大学
サステナビリティ高等研究所所長・山口しのぶ先生に基調講演を行って頂きました。
会議では各事業（PARE,CVE,RJE3,STSI)の実施状況・成果・課題等が共有され、今後の
更なる連携について活発な意見交換が行われました。（※4）

日 程 科目名
参加者数

ロシア側 北大側

2019年7月1日
- 2019年7月8日 シベリア学実習 - 12
2019年8月6日
- 2019年8月13日 ヤクーツク実習 4 8
2019年8月4日
- 2019年8月24日 礼文島国際フィールドスクール 3 -
2019年8月19日
- 2019年8月25日 寒冷地建設技術フィールドスクール 7 6
2019年8月26日
- 2019年8月30日 RJE3概論：極東・北極圏の環境・文化・開発 17 23
2019年9月3日
- 2019年9月6日 北海道の過去と現在－石狩と空知－ 12 1
2020年2月16日
- 2020年2月25日 日露デザインスクール - 10

※3. 国際運営委員会
International Steering Committee Meeting 

外部評価委員会 - 2019年6月24日

第1回RJE3同窓会 - 2019年8月26日

第7回RJE3国際運営委員会 - 2019年8月27日

大学の世界展開力強化事業合同連携会議 - 2019年12月4日

※4. 世界展開力強化事業合同連携会議
Roundtable session 
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Basic subject
Practical Training for Siberian Studies  

History, Culture and Peoples 

Jul. 1, 2019 – Jul. 8, 2019 
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成田からおよそ５時間半。シベリア航空の独特な機内食とシュールな安全説明を十分に楽しんだ
ところで、ようやく極東の地イルクーツクに到着した。ここイルクーツクは、世界最深の湖・バイ
カル湖を抱える都市で、夏は 30℃、冬は－30℃になる色々極端な場所である。訪問した際は夏至に
近かったため日が長く、夜 11 時ごろアンゴラ川沿いを散歩していても西の空がわずかに白んで見え
るぐらいであった。 
街を歩いていると、彫刻の施された豪奢な建物のすぐ向かいに、コンクリート打ちっぱなしのよ

うな極めて質素な建物を見ることがままあった。左右で建築物が対極的になっているのでちぐはぐ
な印象を受けるが、これには歴史が関係しており、前者の方はスターリン様式などと呼ばれ、後者
の方はソビエト様式といったものらしい。スターリンのコストを無視した豪華絢爛な建築物に対し、
ソビエトでは合理的で低コストなものが広まった…街並み一つとっても知ると知らないとでは見方
が変わってくるのだから面白い。 
シベリア実習開始から 4 日目、先述のバイカル湖へと向かった。最大水深 1,642m で世界一という

事が有名なのだが、それよりもその透明度と固有種の関係について注目したい。バイカル湖見学前
の講義で聞いたところによると、このバイカル湖には固有の sponge（海綿のようなもの）が生息し
ており、正しくスポンジ状の多孔質構造の中に藻類を共生させることで水の浄化作用をもつのだと
か。環境工学、それも水に関することを学んでいる身としては興奮ものだ。講義の際に質問攻めに
してしまった学生には少し申し訳ないことをしたなと思っている。それはさておき、摩周湖を抜い
て世界一の透明度を誇るバイカル湖。その裏に特殊な生態系の働きがあるというのは非常に興味深
かった。 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Name OGASAWARA Sho   

Home University Hokkaido University 

Graduate school Engineering 

Course・Year Master 1 

Host University Irkutsk State University/Far Eastern Federal University 

アンゴラ川沿いの夜景。時刻は 23 時ごろであったと思う

が、端の方が白み、空がグラデーションになっているのがわ

かる。日中は暑いが朝と夜は涼しいので散歩するのが気持

ち良かった。 
バイカル湖の水。これだけでもとても澄んでいて綺麗であること

がわかる。昔は飲み水にも出来たのだとか。現在は製紙工場など

も近くにあるため、そのまま飲むことは勧められない。因みに、水

温が低いので泳ぐことも勧められない。 
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 ウラジオストクへ向かう飛行機の中、拍手喝采で目が覚めた。ロシアでは飛行機の着陸が上手く
いくと拍手が起こるらしい。実際、着陸の衝撃ではなくその後の拍手で目が覚めたのだから、綺麗
な着陸だったのだろう。シベリア学実習 5 日目、海沿いの都市・ウラジオストクへやって来た。海
が近いためか、朝方は濃い霧が出る。それもあって少々冷え込むが、霧に煙る街並みは不思議な雰
囲気があってワクワクする。 
 極東連邦大学内にあるホテルに泊まったのだが、そもそも大学内にホテルとはどういうことだ。
海沿いに人工の滝があるかと思えば、大学のメインビルはショッピングモールを思わせるようなガ
ラス張りの高層ビルだ。ルースキー島にあるこの大学が異様なまでに整備されているのは、2012
年に行われたロシア APEC が関係している。というのも、APEC の会場をそのまま大学施設として利
用しているのだ。それまで島と本土を移動する手段はフェリーしかなかったが、APEC に合わせて
橋も掛けられて交通の便も幾分良くなったようだ。良く見ると橋のワイヤーがロシアの国旗の色に
塗られているのも芸が細かい。 
 シベリア鉄道東の始まりであるウラジオストクは、その地理的要因もあって日本やアジアとの関
係が密のようである。街を歩いていても、イルクーツクの時より日本車を多く見かけた。加えて件
の橋の下には柔道伝承の地があった。ロシア人の男性が帯を受け渡されているところが銅像になっ
ており、これがゆくゆくは派生してロシア柔道・サンボ発祥の地ともなるわけだ。サンボは柔道に
動物の動きを混ぜることで生まれたという話を聞いたが、なるほど、中国の象形拳とも相通じるも
のを感じた。 
 最終日はグルジア（ジョージア）料理をいただいたが、どの料理も香草を使用したユニークな香
りがしてついつい食べ過ぎてしまった。中でも気に入ったのはチャチャと呼ばれるウォッカであ
る。グルジアは葡萄が有名で美味しいワインがあることでも知られているが、このチャチャという
ウォッカは葡萄を使用している。そのためか、ブランデーやラムを思わせる甘く果実感のある香り
が特徴で、しかし飲むとウォッカらしくスッと染み込んで来る感じがする。ウォッカ好きとしては
新しい出会いに感動した。最後はこの９日間で出会った人、文化、自然、歴史、全てに感謝を込め
て「スパシーバ」で乾杯をした。 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

極東連邦大学のメインビル。小さなカフェや銀行も

ある。前面がガラス張りになっており、景色も抜群。

この上階には図書館もあり、開放的な空間で作業を

行うことが出来る。財を感じた。 

博物館で見つけた昔のウラジオストク駅。良く見ると「浦汐駅」と書い

てある。ウラジオストクでは本当に日本を感じさせるものが多かった

が、これもそのうちの一つ。 
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私は 7 月 1 日から 7 月 9 日までの 9 日間、シベリア学実習に参加しイルクーツクとウラジオスト
クを訪問した。前半の 7 月 1 日～7月 4 日までイルクーツクへ滞在し、後半の 7 月 5 日～7 月 9 日ま
ではウラジオストクに滞在した。初日、新千歳空港から東京・羽田国際空港→成田国際空港を経由
し、イルクーツク国際空港へと移動した。ロシアへの渡航は初めてだったが、成田空港からイルク
ーツクへは 4～5 時間程度で到着し、飛行時間が短かったことに驚いた。 
イルクーツクの街並みは古くからのロシアの歴史・文化を感じさせるものだった。木造の伝統的

な建物を目にすることも多々あった。ホテルのすぐ横にはアンガラ川が流れており、ベンチやラン
ニングコースも併設されていたので、市民の憩いの場となっているようだった。イルクーツクの日
照時間は非常に長く、夜の 10 時近くまで日が沈まず、不思議な感覚だった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
イルクーツク伝統の木造建築                           バイカル湖 

  
 イルクーツク州立大学での講義は極東地域の民族構成やバイカル周辺の生態環境、それと関連し
た科学技術についてなど多岐にわたり、自分が今まで知らなかったことや新たな発見が多数あって
有意義なものだった。滞在 4 日目にはバイカル湖を訪問した。私の研究分野が水処理ということも
あり、実習参加以前より世界一の深さ、大きさを持つバイカル湖への訪問を心待ちにしていたので、
とても興味深い体験となった。バイカル湖のスケールは想像していた何倍も大きく、初めて目にし
た時には湖ではなく海のように感じられた。バイカルアザラシが有名だそうだが、湖岸近くにはそ
の存在を確認できなかった。湖岸で食べたブリヤート民族伝統料理ボーズが絶品だった 
 
 

 
 イルクーツクからウラジオストクへ移動し、後半の期間を過ごした。ウラジオストクはイルクー
ツクとは対照的に現代風の建物が立ち並び、デパートやブティックなども確認できた。APEC の開催
に合わせてルースキー島と本島の間を結ぶ巨大な橋が建設され、街の整備なども進められたようだ。
極東連邦大学は島一つが丸ごと大学になっており、ある意味北大よりもスケールの大きな大学だっ
た。 
 イルクーツクで受けた講義の中で最も印象に残ったのはウラジオストクにおけるアジア人のアイ
デンティティ形成に関する話だった。昔からヨーロッパ人とアジア人がうまく共存する地域である
という点でウラジオストクはとても面白い街だと感じた。 
 
 

 

Name  SAKAMOTO Hideki 

Home University Hokkaido University 

Graduate school Graduate School of Engineering 

Course・Year Master Course 1 

Host University Irkutsk State University/Far Eastern Federal University 



− 12 − − 13 −

  

 
 

 
ウラジオストクの巨大な橋                          極東連邦大学本部 

 
 今回の実習でロシアという国は多種多様な民族で構成されているということを知ることができ、
私たち日本（アジア人）とのつながりを知ることもできた。今回滞在しなかったモスクワやペテル
ブルグなどほかのロシアの都市も訪問し、さらにロシアという国についての理解を深めてみたいと
感じた。 
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Name  ASAOKA Natsuki 

Home University Hokkaido University 

Graduate school Graduate school of agriculture 

Course・Year Master Course 1 

Host University Irkutsk State University/ Far Eastern Federal University 

 

 
 

この RJE3 プログラムに参加して、私は初めてロシアを訪れました。ロシアという国に対して漠然と
「北国」「広大な土地」というイメージは持っていましたが、その文化や歴史などについてはあまり
詳しくはありませんでした。それでもこのプログラムに参加したいと思ったのは、アジアの国々と
密接に関わってきたロシアの極東地域に関心があったからです。 
 
最初に訪れたイルクーツクという都市ではアンガラ川のそばにあるホテルに滞在しました。川のそ
ばの遊歩道は市民の憩いの場所となっており、朝にはランニングする人や犬の散歩をする人などを
見かけました。 
イルクーツクで特に印象的だったのが、その日差しの強さと暑さです。ロシアの極東地域と聞くと
夏でも涼しいのかと思っていましたが、予想に反して昼間は気温が 30℃を越え、半そでで過ごして
も問題ありませんでした。ただ、日本の夏と違ってジメジメしておらずとてもカラっとしていたの
で、過ごしやすい気候でした。 
 

イルクーツクではバイカル湖も訪れました。初めて
見たバイカル湖は、その圧倒的な大きさにただただ
驚くばかりで、「これは海なのでは？」と思うほど
でした。 
バイカル湖周辺にはモンゴルの影響を受けたと思
われる木の彫刻や、ゲルのような建物もあり、一般
的な「ロシア」のイメージとは違う風景が広がって
いました。 

バイカル湖で食べた肉まんのような料理。 

肉汁がたっぷりでアツアツでした。 

バイカル湖にて。 

バイカル湖は夏でも水温が低く、引率をしてくれたアレキサンドリアさんは

「バイカル湖で泳いだことはない」と言っていました。ときどき水の中に入

っているひとも見かけましたが、とても寒そうでした。 

バカンスに来ているのか、家族連れの姿が多くみられました。 
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イルクーツクでは私たち日本人は少し珍しい存在だったのか、ホテルや町中で「ニーハオ」と声を
かけられることもありました。一方で、その次に訪れたウラジオストクでは街のいたるところにア
ジア人の姿が見られ、ハングル文字の看板も多くありました。イルクーツクと日本の間には時差が
ありますが、ウラジオストと日本の間には（実質）時差はありません。そういった地理的な環境も
あってか、ウラジオストクはアジア圏との関わりがかなり深いようです。特に韓国との繋がりが強
いようで、若い韓国人の女性が中心街にたくさんいました。 
 
RJE3 に参加して、実際にロシアに行ってみなければわからない、その土地の暮らしを知ることが
できました。また講義を通じて、そうした街の雰囲気は長い歴史の中で形成されるものだというこ
とを改めて学びました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ウラジオストクでの市場の様子。ロシアはコーヒーより紅茶派らしく、写真のように様々な茶葉が売られ

ていました。とても香りがよく、私もお土産に紅茶を買いました。 

イルクーツクで見かけた自動販売機。 

日本ほどではありませんが、街中に自動販売機を見かけることがありました。よくよく見てみると日本でも売られているジュー

スやコーヒーがあります。日本だと水やお茶、スポーツドリンクなどが多いイメージですが、この自動販売機は甘いジュースが多

いようです。こうしたところに味の嗜好性が表れるのかもしれません。 
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イルクーツク 
 
イルクーツク大学は市内に学部棟が点在する伝統的欧米スタイルのキャンパスであった。市内大通
り沿い(Karl Marx 通り!!) に学部が存在するなど、当時政府がイルクーツク方面に進出する際に大
学が重要視されていたことがうかがえる。 
 
ホテルは雄大なアンガラ川沿いに位置しており、対岸にはシベリア鉄道を望む贅沢な立地だった。
町全体が大学を中心としたコンパクトな設計で、毎日の講義への移動だけでなく自由時間にも町中
の散策を楽しんだ人が多かった。 
 
授業ではバイカル湖の生態系や、ロシア中央部の歴史・国際関係等を学び、普段とは異なる分野の
講義を大いに楽しめた。建物に注目するとイルクーツク大学は 100 年の歴史を感じさせる石造りの
外見、木を多用した屋内であり、どの建物においても天井や扉の高さが特徴的であった。教室内部
の豊かな標本や歴代教授陣の肖像画なども印象的だった。 
実際に訪れたバイカル湖では泳いだり（水が冷たかった）、朝晩は町中をジョギングしたり、とイル
クーツクを満喫できた。 
 
夜のジョギング中、22 時ごろ橋の上から眺めた夕日は忘れられないほど印象的だった。圧倒的スケ
ールのバイカル湖から流れ出すたった一つの川。流れを見ているだけで地球のダイナミックさに引
き込まれた。 
 
「夜中の夕焼け」を皆が愛しんでいた。 
川沿いを歩く家族や、釣りをする船、平日の午後を豊かに過ごすイルクーツクの人々を少し羨まし
く感じたりもした。そんな時間まで子供が外で遊んでおり、一体何時に寝るのかと不思議に思った。 
 
 

 
図 1 イルクーツクにて 

夜 10 時過ぎ、大きな橋から眺める「夕焼け」 

 

Name  YAMAGUCHI Takahiro  

Home University Hokkaido University 

Graduate school Faculty of Engineering 

Course・Year M1 

Host University Irkutsk University / FEFU 
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ウラジオストック 
 
ウラジオストックの FEFU は島を切り開き作られた、キャンパス集中型のリゾート施設みたいに美し
いキャンパスだった。湾を囲むように寮や学部棟、スポーツ施設等が配置されており、人工ビーチ
や貸し出し自転車、夜間のライトアップなど観光客への配慮も見られた。 
 
建物も鉄筋造り・中央吹き抜け・ガラス張りの A 棟に代表される現代的なデザインで、壁や床は白
色で統一されておりモダンであった。 
 

FEFU は島にあり市街地からは離れている。バスで 1 時間もかかる市街地までそう頻繁には行きたく
ないだろうし、FEFU 大学生は島内で生活を完結させているのだろう。（アルバイトは街中でするの
だろうか？） 
志木市内にある食堂では様々な料理を安価に食べられるので、毎日利用していた。ジムも完備され
ており、現地の学生と一緒にトレーニングした。ちなみにバスは混んでいるし、タクシーが安いた
め、友達との移動ならタクシーを選択肢に入れてよいだろう。 
 

授業ではウラジオストックにおける入植の歴史、また同時に移り住んできた中国・韓国・日本から
の人々の歴史を聞き、西欧とアジアの中間として独特の文化を育むウラジオストックのルーツを学
んだ。 
 

また、個人的に日曜日の休みを利用しサイクリングをしてきた。FEFU のあるルースキー島をマウン
テンバイクで一周し、山や海岸線沿いを楽しんだ。ロシア人が短い夏を全力で楽しんでいる様子を
体験でき貴重な経験となった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 2 ルースキー島でのサイクリング 

海岸線までのガタガタ道を車で無理やり走破する所にロシアを感じた 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 3 小腹が空けば大学内の食堂へ GO! 

ソバの実、スープ、モルス、と手軽にロシア料理を堪能できた 
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これを読んでいる皆さんはロシアに対してどのようなイメージを持っていますか？ 
私のイメージは強靭な肉体を持った大男がウォッカをラッパ飲みしたり、火をつけたウォッカをこ
れまた一気飲みしたりというおおよそ穏やかではありませんでした。ほかに思いつくことは、高身
長でスタイルのいいロシア人美女、冬は寒く、夏も涼しいです。 
しかし私が今回の滞在で見たロシアでイメージ通りだったのは、ロシア人美女だけでした。もしも、
皆さんが私と同じステレオタイプなイメージをロシアに抱いているなら、ロシア渡航は自分の古い
知識、ロシアに抱いている間違ったイメージをアップデートするいい機会になるはずです。 
近年ロシアの若者たちはウォッカではなく、甘く飲みやすい果物のフレーバーが加わった sweet 
beer を飲むし、体に気を使ってジムに行き体を動かすのが流行っています。 
また町の中には沢山のごみ箱が設置されており、公園には飲みかけのウォッカ瓶ではなく地元の人
たちが手入れしている花壇にたくさんの花たちが太陽の光を受けて輝いていました。 
イルクーツクは内陸に位置し北海道よりも緯度が高いため、滞在していた期間中は 4 時前に太陽が
上がり 21 時過ぎに陽が沈み、合計日照時間が 17 時間を超えます。そのため気温は 30 度を超えカラ
ッと過ごしやすい毎日でした。 
 

  
     
  
   

Name  TERASHITA Yosuke  

Home University Hokkaido University 

Graduate school Graduate school of engineering 

Course・Year  Second year master course 

Host University Irkutsk University/Far Eastern Federal University 

花を手入れする人たち 

People cares flowers in the central park (Irkutsk) 
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ソビエト時代をモチーフにしたレストランで食べたビーフストロガノフ 

固い黒パンの器に入っている 

 
When you hear the word “Russia”, what kind of ideas do you come up with?  
You may come up with big Russian guys with empty bottles of vodka, a guy who drinks shot of 
vodka with flame or beautiful and cool Russian women. And this is what I did before visiting Irkutsk 
and Vladivostok. After spending several days in Russia, I noticed that “Beautiful and cool Russian 
women” is the only collect idea. I learned and explored real Russia and interacted with good people. 
I recommend you (Japanese students) to go Russia and it will change your wrong ideas. 
Streets of city are always kept clean and flowers in the park are very beautiful. I saw a lot of people 
care and give flowers all their love. Good people changed my ideas about Russia and I really love 
everything about Russia now. 
 
プログラムでは世界最大、世界最古のバイカル湖にほど近いイルクーツク市と日本に最も近いヨ

ーロッパで知られるウラジオストクに計 9 日間滞在し、現地大学の先生のもと町を探索する city 
tour と現地の文化と歴史を大学構内や博物館で勉強する座学の組み合わせでロシアを学びました。
座学や市内観光は international relationships 学部やアジア文化の研究者、シベリアの考古学を
勉強している先生、また先生が指導している現地の大学生案内してくれます。講義は「バイカル湖
を取り巻く環境変化」や「アメリカとロシアそして日本の関係」など工学系院生の私にとって領域
外でしたが、日本とは異なる文化について専門家から話を聞けるという非常に貴重で学びの深いも
のとなり、すべての講義に興味をもって参加することができました。 
市内観光時にも銅像や歴史的建造物を大学の講師の方に解説していただけるため、興味を持って取
り組む姿勢さえあればどんなことでも知ることができます。 
ロシアの食事、特に東側はかつてモンゴル帝国が広がっていたこともあり、アジアとヨーロッパ

の食文化が高いレベルで合わさっており、私たちアジア人にどこか親しみやすくも新たな体験を与
えてくれました。 
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Name  IWASAKI Chiaki  

Home University Hokkaido University 

Graduate school Graduate School of Engineering 

Course・Year Master Course 1 

Host University Irkutsk State University/Far Eastern Federal University 

 

 
 

私は、6 月 30 日から 7 月 9 日にかけての 10 日間でシベリア学実習に参加し、ロシアのイルクー
ツクとウラジオストクを訪れました。ロシアは寒いイメージでしたが、夏のロシアは札幌よりも日
差しが強く、とても暑かったです。また、日の入りは 22 時前という日照時間の長さにも驚きました。
市街には昔ながらの建造物が残っており、装飾が施された建物はとても美しかったです。 
 実習 2 日目には、イルクーツク大学の生物・土壌学部のキャンパスを案内していただき、バイカ
ル湖に関する授業を受けました。教室内には専門分野に関する植物や標本などが展示されており、
まるで博物館のようでした。バイカル湖に関する授業は、湖周辺の生態系やその地形などについて
でした。バイカル湖の水を綺麗にする生物のお話はとても興味深かったです。 

教室内の様子 

 
実習 4 日目には市街地からバスで 2 時間ほどかけ、実際にバイカル湖を訪れました。バイカル博

物館ではバイカル湖の歴史などについて説明して頂き、生息する生物を実際に見ることができまし
た。バイカル湖は淡水ですが、アザラシが生息しています。博物館のアザラシは実際よりもかなり
太っていて、いまにもはちきれそうでしたが、愛くるしい表情をしていました。 
実習 5 日目からは、ウラジオストクでの実習が始まりました。ウラジオストクはロシア国内で 2

番目に物価が高い街だそうです。イルクーツクよりもかなり栄えている印象を受けました。韓国や
中国と近いこともあり、アジア人観光客が多かったです。滞在した極東連邦大学はルースキー島と
いう島全体がキャンパスになっている大学でした。ルースキー島は高低差が激しく、キャンパス内
を移動する坂道は正直辛かったです。また、ルースキー島とロシア本土を結ぶルースキー島連絡橋
は世界最長の斜張橋でした。市街地近くの金角湾を結ぶ金角橋も斜張橋でしたが、この橋の主塔は
外側に反る構造をしており、とても魅力的でした。 

ルースキー島連絡橋 
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実習 7 日目は日曜日だったので、フリータイムで各自自由にウラジオストク市街地を回りました。

昼食にはペリメニという餃子のようなロシア伝統料理を食べました。10 日間食べたロシア料理の中
で 1 番美味しかったです。ロシアには、ロシア料理以外にもグルジア料理など民族料理店があり様々
な味を楽しむことができました。市内のアニメショップのようなところには、日本でも有名なアニ
メのグッズや本が売られていました。日本のアニメは世界で人気がある、ということを実感しまし
た。 
 

 

キャベツのペリメニ 

 
 
実習 8 日目には、ウラジオストクへの移民についての授業をしていただきました。日本・中国・

韓国の移民の特性とそれぞれの違いについてのお話は、各国の国の特徴を感じました。日本人の移
民がウラジオストクのウラジオを「浦潮」と字を当て、「浦潮本願寺」という寺を開いたお話は同じ
日本人としてとても嬉しかったです。 
10 日間の実習を通してロシアの文化や歴史を知ることができただけでなく、日本を客観視するこ

とができるようになったと思います。ロシアは英語が通じず、私たちはロシア語がわからないので
言葉の壁は大きかったです。それでも引率の先生や現地の先生、スタッフの方々に助けていただき、
日本では絶対にできない経験をすることができました。ロシアの別の都市にも行ってみたいです。 
先生をはじめお世話になったみなさん、10 日間ありがとうございました！ 
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シベリア学実習では、イルクーツクとウラジオストクの二つの都市を訪れました。イルクーツクで
は、イルクーツク国立大学での講義の受講、キャンパスツアー、シティーツアー、バイカル湖の訪
問を行いました。イルクーツクでは、主にイルクーツク国立大学の先生と生徒の方が一緒に行動し
て下さりました。イルクーツク国立大学で最も印象に残っていることは、講義室にたくさんの剥製
や絵が飾られていたことです。すべてパワーポイントのスライドで表示するのではなく、実物を講
義室で見ながら授業を受けることは、授業に対するモチベーションが向上するだろうなと感じまし
た。また、バイカル湖に関する講義やバイカル湖への訪問、博物館でのレクチャーも印象に残って
います。バイカル湖に関する講義を受けた後にバイカル湖を訪問することで、よりバイカル湖に対
する理解が深まりました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 イルクーツク訪問時には、中央市場や劇場など様々な場所に連れて行っていただきました。中央市
場では、売られている野菜やお肉、魚介類が日本では目にすることのない種類のものが多かったで
す。また、劇場では見学するだけでなく、実際に劇を鑑賞しました。ロシア語での劇でしたが、事
前に英語のスクリプトを用意していただいていたので内容を把握することができました。 
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ウラジオストクでは、極東連邦大学での講義の受講、現地学生とのお茶会、キャンパスツアー、
ウラジオストクのシティーツアーを行いました。現地の学生とのお茶会では、ロシア人の学生と英
語で会話することができ、英語でのコミュニケーション能力を向上させることができたと思いま
す。シティーツアーではシベリア鉄道の発着駅であるウラジオストク駅や連邦大学の博物館を訪れ
ました。ウラジオストク駅の天井には、モスクワとウラジオストクの絵が描かれていたのが印象に
残っています。また、博物館には、多くの動物の剥製が展示されていました。現在、動物愛護の観
点から剥製の取り扱いが少なくなっているため貴重な剥製を数多く見ることができ、とてもいい経
験になりました。 
 ウラジオストクでは、自由時間がイルクーツクに比べ多くあったため街を自由に散策することが
できました。ウラジオストクの街を散策していて感じたことは、多くのお店を若い人が経営してい
ることです。若い人が経営するおしゃれなカフェや雑貨屋が多いことで、それを求めて訪れる観光
客が増え、街が活性化しているという印象を受けました。若い人が、自分たちの街を新しい形に生
まれ変わらせている雰囲気があり、羨ましかったです。 
 今回のシベリア学実習に参加したことで、今まで漠然としたイメージしかなかったロシアに対し
て親しみを感じるようになりました。日本で生活しているとロシアに触れる機会が少ないためロシ
アに対してソ連時代の印象を抱く人が多いと感じます。しかし、実際にロシアに訪れることで新し
い、今のロシアを感じることができると思います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



− 24 −

  
 

 

 
 

 7 月 1 日から 7 月 9 日までの 9 日間、イルクーツクのイルクーツク国立大学とウラジオストクの
極東連邦大学を訪問した。初日は新千歳空港から羽田空港と成田空港を経由し、イルクーツク空港
からロシアへと入国した。イルクーツクは日本の街並みとは大きく異なり、西洋風の古い建物が多
く並んでいた。イルクーツク国立大学のキャンパスもその中に並んでおり、学部ごとに分かれたそ
れほど大きくない建物だった。大学のキャンパスも歴史のある建物で、100 年前から使用されてい
る教室や初代コンピューターが置かれていた部屋が残されていた。イルクーツクには 4 日間滞在し、
毎日異なる分野の講義を受けた。自分の専門が生物学系ということもあり、講義の中でも特にバイ
カル湖の生態系についての講義が印象的であった。バイカル湖は寒冷地に位置するため対流によっ
て深部まで酸素が循環するという特徴があり、バイカル湖に特異的な生物が 2600 種も存在するとい
う話は興味深かった。4 日目にはバイカル湖を訪問し、実際に湖のほとりを歩いた。講義で聞いた
とおり水は冷たく澄んでいた。湖の生物を見ることできなかったが、隣接する博物館でバイカル湖
に生息する魚やアザラシを見学することができた。 
イルクーツクは札幌よりも高緯度に位置しており、朝 4 時頃から夜 11 時頃まで日が昇っていた。

日差しも強く、日本では体験できない気候に驚いた。またロシアはとても寒いイメージがあり、特
にイルクーツクは冬の極寒が知られているが、夏はむしろ暑くて札幌よりも気温が高かったことも
意外だった。 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 日目の夜にイルクーツクからウラジオストクへと飛行機で移動した。イルクーツクとウラジオ
ストクは飛行機で 6 時間ほどかかり、ロシアの広さを実感した。ウラジオストクはイルクーツクよ
りも都会で、韓国や中国からの観光客や留学生が多く見られた。街並みもイルクーツクより新しい
建物が多く見られた。ウラジオストクは近年観光都市として発展してきていると加藤先生から話を
伺っていた通り、若者が好むお洒落な土産屋などが多く立ち並び、レストランでは英語のメニュー
も多く見られた。韓国からロシアへの入国はビザが不要らしく、韓国からの若い女性の旅行客が多
く見られたことも印象的だった。今後ウラジオストクが観光地としてさらに発展していったとき、
東京や札幌からの旅行客も増えていくだろうと思った。 
ウラジオストクでは極東連邦大学を訪問し、キャンパス内の寮に宿泊した。キャンパスはルース

キー島という町の中心部から少し離れた島に位置していた。そのためキャンパス内で生活ができる
よう設備が整えられており、病院や郵便局、運動施設も備わっていた。寮は G20 が開催された際に
建設されたもので、ホテルのように綺麗な建物だった。また、イルクーツク国立大学とは異なり、
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学部が統合した大きなキャンパスであり、メインビルは大きな近代的なビルであった。極東連邦大
学で受けた講義はロシアによるシベリア征服とウラジオストクに住むアジア人の歴史についてであ
った。普段の自分の研究では動物のとても専門的な部分しか見ていないため、全く違う分野の話を
聞いて自分の中に新しい引き出しができたようで新鮮だった。また、街の中心部には大学の付属博
物館があり、そちらも見学させていただいた。博物館には 8 つの分野の部屋があり、シベリアの民
族の歴史の部屋が興味深かった。その部屋には日本の歴史の授業の勉強で出てくるもの縄文土器や
弥生土器、和同開珎などとよく似た土器や通貨も展示されており、日本と似た文化が共有されてい
たことがわかった。 
10 日間の訪問を通して、ロシアの大学の先生方や学生に本当にお世話になった。講義だけではな

く街の案内や食事なども連れ添ってくれて、様々な会話をすることができ貴重な経験であった。丁
寧にもてなして頂いたのは、彼らの親切さと、これまで加藤先生を始めとした大学同士の長年の交
流のおかげであると思う。自分もこの繋がりに加えて頂けたので、今後さらに良い関係を気づいて
行けるよう 8 月にはロシアの学生が札幌で良い滞在を経験できるよう手助けしたい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ウラジオストク 



− 26 −

 

  

 

 
 

 本実習では,イルクーツク・ウラジオストックの 2 都市において,大学施設の見学,市内の観光に加
え,シベリア地域の歴史,民族,生態系についての講義への参加を行った. 
初めに訪問したイルクーツクはバイカル湖の近くに位置するシベリアの古い都市であり,美しい

街並みを見ることができた.日本の最北端よりも高緯度に位置することから訪問した 7 月は非常に
日が長く,その日のプログラムを終えた後もホテル近傍のアンガラ川沿いに散策することができた. 
川沿いは午後 8 時を超えてなおた
くさんの人が出歩いており時間感
覚に違和感を覚えることもあった.
実際ホテルに帰った後は疲れもあ
り,すぐに眠りにつくことができ
た. 
 

 イルクーツク国立大学では数
学・経済学の建物と生態学の建物の
見学を行った.どちらの建物も建造
から 100 年経過している歴史ある
建物でありながら,なおも現役で使
用されている.天井が高く自然光を
取り入れた教室や,標本に囲まれた
教室など,日本の大学ではあまり見
られない雰囲気の中を味わうこと
ができた. 
 
 市内の観光ではマーケット,劇場,植物園へ行った.この他に自分は夕食後から日没までの 2 時間
程度の時間を利用して市内を歩き回る機会があった. 
 

 自由時間後は劇場に向かい,コメ
ディの鑑賞を行った.ロシア語で公
演されていたため,事前に概要を伝
えられていたため,演者のやりとり
に注目することで状況を理解しよう
と努めていたものの,観ながら内容
を理解することは難しかった.歴史
ある劇場や公演の雰囲気は楽しむこ
とができたのが幸いである. 
 
 イルクーツク滞在最終日には市内
からバスで移動し,バイカル湖湖畔
の町,リストヴャンカへ向かった.バ
イカル湖は世界の淡水の 20%が集中
する巨大な湖であり,湖畔から望ん
だ景色は海と遜色ないものであっ
た.塩のない風は快適であり,外国人
観光客だけでなく,ロシア人と思わ

れる人々もバカンスを楽しんでいる姿を見ることができた.バイカル湖の博物館の見学では湖周辺
の環境や水棲生物に関する説明を受けた.博物館に展示されているバイカルアザラシは栄養状態が
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良いのか運動が十分でないのかは定かでないが,映像等でみるアザラシよりもより太っている印象
を受けた. 
 

 実習の後半に滞在したウラジオ
ストックへは深夜便を利用したた
め早朝に到着した.到着時は濃い霧
が立ち込めており,やや乾燥して気
温の高いイルクーツクとは対照的
な気候を肌で感じた.極東連邦大学
のあるルースキー島は巨大な橋 2
つを渡った先にあり,ウラジオスト
ック市街からバスで 40 分ほどを要
する.島の一部が丸ごとキャンパス
になっており,ホテル,運動場,スー
パーマーケットなど一通りの設備
が揃っている.到着日には極東連邦
大学の学生 3 人を交えて茶会を行
った. このときルースキー島の景
勝地を教えていただいたため自由
時間に自転車を借りて向かってみ

た.岬を一望できる高台であり, 残念ながら天候には恵まれなかったが,そこそこ重いカメラを持参
してきた苦労は報われたように感じた. 
  
ウラジオストック市内では博物館の見学のほかにいくつかの観光地を見て回る機会があった.シ

ベリア鉄道の東の終着であり始点のウラジオストック駅は中世ロシアの建築様式をとっており,市
内の他の建物とは異なった雰囲気を持っていた.また,ウラジオストック市内ではイルクーツクでは
ほとんど見かけなかった日本語の広告や案内があり,極東ロシアと日本の距離の近さを思い起こさ
せた.アジア系の観光客のほとんど
は中国人,韓国人であったが,日ロの
関係がより重視されるようになれば
日本人にとっても魅力的な観光地と
なると考えられる.ウラジオストッ
クは,中国,韓国,日本とのいった東
アジアの国との地理的な距離が近
く,閉鎖都市から解放された今は,観
光地としても環日本海の経済拠点の
1 つとしても将来に機体が持てる都
市であると考えている.実際,ルース
キー島はあちこちで開発が進んでお
り,数年後はまた違った姿をしてい
るかもしれない. 
 
 この実習を通して,今まであまり
なじみのなかったシベリア地域に関
する知見を深めることができたとともに,ロシアの人と交流する貴重な機会を得ることができた.10
日という短くも濃い時間の中で,シベリアだけでなく,ロシアの他の地域への関心も増し,とても良
い経験を得ることができた. 
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 私は 6/30～7/9 の 10 日間イルクーツク、ウラジオストックを訪問しました。私にとって初めての
海外経験でした。行きは新千歳空港から羽田空港へ向かい、そこから成田空港へ移動し成田空港か
ら 6 時間ほどでイルクーツク国際空港に着きました。イルクーツク国際空港は成田空港に比べると
規模が小さく町中にひっそりとたてられており、日本の駅に近いような外観でした。 
 
イルクーツクではアンガラ川を目の前に臨むホテルに宿泊しました。イルクーツクの街並みは総じ
て美しいものでした。古くからの建築物をそのまま残しておこうとする努力が感じられました。し
かしながらホテルの裏側に廃墟があったり、道路の舗装が行き届いていなかったりなど日本に比べ
るとインフラがまだ整っていない部分も多いのだなと実感しました。 
 
イルクーツクで驚かされたことの一つがその日長の長さです。朝は 4 時ごろから明るくなりはじめ、
22 時頃まで日が出続けていました。初めのころは活動時間が長く取れることに喜びを感じましたが
体の疲労と外の明るさが一致せずより余計に疲れを感じることもありました。 
 
イルクーツク滞在中何度か現地のレストランに行き食事に置きましたがどこのお店もランチはスー
プ＋サラダ＋主菜というセットが多かったです。米やパンなどの炭水化物などでおなかを満たす日
本のレストランとは違いスープや主菜でおなか一杯になるという食文化であるという印象を受けま
した。ロシアの方は肉はもちろん食べるのですがそれと同じくらい野菜もよく食べるようです。ス
ープには大量の野菜、香草そして多くのレストランでもピクルスを扱っているようです。 
 
イルクーツク最終日にはバイカル湖に行きました。その広大さと美しさに圧倒されました。どこか
らどう見ても海でした。イルクーツク国立大学の学生ともバイカル湖に関して話す機会があったの
ですが、彼らもあれは大きすぎて海だと話していました。バイカル湖近くの博物館に行き初めて知
ったことなのですが、付近はプレートの境界部分に位置しているため地震が多発する地域であるよ
うです。バイカル湖周辺にはちょっとした 
お店はあるのですが小樽の運河通りのような栄え方はしていなかったので、これはそのためなのだ
ろうなと感じました。美しい自然には危険が伴うものなのでしょうね。 
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 イルクーツクが温暖な気候だったのに対してウラジオストックは曇りがちで気温もそれほど高
くなく気候的には札幌に似ていました。ウラジオストックの学生に聞いてみたところ海の近くであ
るため雲ができやすく曇りがちでこの時期はあまり晴れることがないそうです。せっかくきれいな
街並みなのに気分的に落ち込みやすい天候はもったいないなと感じました。 
 
 ウラジオストックでは極東連邦大学のドミトリーに宿泊しました。大学のドミトリーとは思えな
いほど内装外装ともにきれいで、施設も充実していました。外に出ずともカフェテリアに行けるの
も大変魅力的でした。極東連邦大学は大変充実した施設で、ショッピングはもちろんのことその中
は多くの自然に富んでおりリフレッシュにもってこいの場所が多く存在しております。初めはこの
ような恵まれた環境であればさぞかし勉強がはかどるのであろうなとうらやましい思いでした。し
かしながら当大学の学生とお茶会で話す中で、学生たちはこの大学に対して少し不満があるという
ことが分かりました。大学はルースキー島に位置しており町中に行くにはバスに片道 40 分ほど乗
らなければいけません。もちろん大学内にはコンビニや化粧用品など最低限のものをそろえること
はできるのですが洋服を買ったり、CD を買ったりなど息抜きをするためのショッピングをするた
めにはバスに乗り街中に出るしかないようです。学生たちに聞いたところバスに乗って町に買い物
に行くとかなりの時間を取られてしまうため、忙しい彼らにとってはこれはなかなか難しくなかな
かリフレッシュができないような状況なようです。最初はこの大学に好印象を抱いていたのです
が、この時からまるで監獄のような学校であるという印象を持つようになりました。しかし、夜大
学構内を歩いてみるとサークル活動と思われる活動にいそしんでいる学生も多く、限られた時間、
場所の中でうまくリフレッシュできている学生も多いのだなとも感じました。ただやはり北大の環
境がいかに恵まれているのかを改めて実感した次第です。 
 
 イルクーツクでも街中で日本車を多く見かけたりと他国の文化が流入していることを実感でき
たのですがウラジオストックではさらにこれを感じました。Kseniya 先生の授業でも習いましたが
ウラジオストックをはじめ極東地域ではアジア諸国の人々が労働のためロシアにわたり生活を営
んでいた歴史があったそうです。ウラジオストックに町には韓国料理、中華、日本食(だいぶ日本
のものとは異なる寿司)、北朝鮮料理、グルジア料理等ロシア以外の国の料理を扱うレストランを
多数見かけることができました。仏教も浸透していたようで浦潮本願寺の石碑を町中に見ることが
できました。今回私がロシアを訪れて一番の驚きがこのアジア圏の文化の交じりあいでした。これ
を受けて私なりに考えたのはロシアの人々は非常に他国への理解がある国であり、日本のこともよ
く理解しているのではないかということです。日本にいるとロシアに関して入ってくる情報は北方
領土に関連する問題ばかりでロシアに対してあまりいいイメージを抱かない人が多くなってしま
っている状況なのではないかと思います。一方でロシアでは日ごろから他国の文化に触れるので、
もちろん北方領土の問題は知っているでしょうがこれだけでなく文化への理解が深いので日本に
対しても好印象を抱いている人の割合が 6 割と大変高い数値が出ているのではないかと思います。
今回の実習を通して私もロシア人のように他国の文化を理解することをが必要だと感じましたし、
日本にいるだけでは決してそれを実感できないということが分かりました。大変すばらしい経験を
させていただきました。 
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私は６月３０日から７月４日までイルクーツク、７月５日から７月９日までウラジオストクに滞
在した。海外に行くこと自体が初めてで、渡航一か月前から、北大内の英語コミュニケーション実
習に参加したり、ロシアに関する本を読んだりと緊張しつつも楽しみにしていた。 
イルクーツクは１７世紀にコサックが建設した冬営所を起源とする。以降、中国とモンゴルへの

交通と商業の要所として発展した。１８世紀にも通商上の要所として発展し続け、シベリアの政治、
経済、文化、教育の中心となる。１９世紀にはいると、ロシア近代革命の発端となったデカブリス
トの乱でシベリアに流刑された青年貴族たちが、教会や映画化館などを設立し、経済の発展と併せ
て教育、研究機関が誕生する。このときに建てられた、教会や修道所やシアター、１００年も前に
建てられたイルクーツク大学の建物群などの歴史的建造物が街の至る所に見られた。これらの施設
を訪れ、以上のような歴史的背景からこの地が培ってきた、ロシア正教会の精神性や、芸術や文化
によって育まれた感性を感じた。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ロシア正教会              博物館にもなっているイルクーツク大学教室内 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                     シアター 

 
現在イルクーツクは歴史的建造物やバイカル湖、大自然を利用した観光産業に取り組んでいる。

バイカル湖は世界でも有数の深さと冬はー３０度、夏３０度まで上がるという機構故に、特異な生
物が多く生息し、その生態系についてのレクチャーを受けた。ミネラル分が少ないこと、バイカル
湖特有のスポンジと呼ばれる植物と、エピクラという甲殻類が水をきれいにしているということな
ど、教室内の標本やバイカル湖の近くにある水族館の図解などを用いて詳しく知ることが出来た。 
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Home University Hokkaido University 

Graduate school Graduate School of Letters 

Course・Year Master Course 1 
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ウラジオストクは日本海に突出するルースキー半島に位置する沿岸都市である。1860 年に海軍基
地として建設され軍事上の太平洋への玄関口として機能し、現在でも街の至る所に砲台などの跡が
見られる。冷戦期に入ると閉鎖都市となるも 1992 年には外国人に開放されている。こうした軍事的
特色とともに、漁業、水産加工品を中心とする食品製造業、商業港、漁港、石油港など港湾として
の特色、加えてシベリア鉄道の起点ともなっており、交通の要所としての特色も併せ持つ。さらに
2012 年の APEC サミットの会場となった極東連邦大学がルースキー島に移転し、学業都市としての
側面もある。 
 
ウラジオストクは日本と歴史的なつながり多くあり、日本人の足跡が随所で見られる。ロシア人

初の柔道選手に柔道を教えた嘉納氏の像や、日本にロシア文学を伝えた人の石碑、島村抱月と松井
須磨子が共演したプーシキン劇場や、与謝野晶子が夫を訪ねてモスクワに行くためにシベリア鉄道
に乗り込んだ、ウラジオストク駅などがある。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

ウラジオストク駅                     柔道を伝えた像 

 
今回の留学で、街並みや食事などロシアの文化や歴史を学べたことはもちろん、ロシアの学生や

先生方と交流できたことがとてもいい経験になった。お互いに母語ではない言語のコミュニケーシ
ョンということもあり、不自由さを感じることもしばしばあったが、日本に対する興味や理解を持
ってくれていることがわかり、日本の作家や音楽、また日本人学生として自分の生活のことなどを
話した。逆に、ロシアの作家や生活についても教えてもらい、ますます興味をもってロシアのこと
を知りたいと思えるようになった。今後はより深く、学生同士がお互いの文化や専門についてプレ
ゼンテーションしたり議論したりできる場があればいいと考える。今回のプログラムの参加により、
興味関心がひろがり、研究へのモチベーションも高まったので、自分にとって非常に意義のある経
験になったと思う。 
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 海外に行った経験がほとんどない(小 3 の時に一度だけ)私にとって、今回の実習は自我が芽生え
て初めての海外渡航であった。そのため、語学力に不安を感じつつも、ほぼ人生初の海外渡航で旅
行などではなかなか向かう機会のないロシアに行けることが楽しみであった。 
 
私が今回の実習で初めて「シベリア」を感じたものはイルクーツクへ向かう飛行機での機内食で

ある。事前に引率の平澤先生から「機内食は…面白い味がするよ」と伺っていたためどんな食べ物
が 出 さ れ る の か 戦 々 恐 々 と し て い た 。“ Chicken or Vegetable? ”
“Chicken!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”という人としてあり得ないテンション
での返答後、渡されたのはおしゃれな見た目の弁当箱(？)だった。その中身はコールスローや果物、
米とチキンのメインディッシュなどバラエティーに富んでおり食欲をそそった。味は確かに不思議
に感じた部分もあったが自我が芽生えて初の異国の味を楽しんでいた。そんな中、私は気づいてし
まった。奴の存在に。そう、「パン」である。私は正解を探した。ボックスの中に入っていたのだか
らボックスの中に正解の食べ方があるはずである。胡椒か、砂糖か、塩、あるいはケチャップだろ
うか、答えが分からなかった私はあきらめてそのまま食べることにした。ぱっさぱさ。これでもか
と口内から水分を奪っていく。冬季に凍てつくシベリアでは水分は御法度なのだろうか。なんにせ
よ、シベリアからの洗礼であった。 
 
イルクーツクは内陸の土地なだけあって札幌よりも暑かった。日照時間が長いため 1 日がとても

長く感じられた。イルクーツクでの一番印象に残ったのは何といってもバイカル湖の見学だ。バイ
カル湖周辺はイルクーツクの市街地に比べて涼しく、バイカル湖が冷たいことを如実に表していた。
涼しいとは言え日は高く昇っており行きのバスの中は蒸していたため気分転換もかねて、どれだけ
バイカル湖が冷たいか確かめるべく中に入ってみた。寒かった。胴が入る前、足首が浸かった時点
で非常に冷たいことは分かっていたはずなのに肩までしっかり入ってしまった。正直自我がなかっ
た。その後向かったバイカル湖の博物館ではバイカル湖の成り立ちやそこに住まう生物たちについ
て知ることができた。中でも大学の講義で教えていただいたスポンジ(バイカル湖をきれいにするや
つ)という生物も展示されておりバイカル湖の多様な生命に感動した。ひときわ目を引いた展示はバ
イカルアザラシである。でっぷりと肥えたバイカルアザラシが水槽を行ったり来たりする姿に哀愁
を感じていた。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
機内食                    バイカルアザラシ 
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ウラジオストックには土地が近いだけあり中国、韓国系の観光客が多くいた。中華料理店もあり、

イルクーツクと比べるとアジアからの観光客向けに商業が発展しているように思えた。到着した当
初は極東連邦大学のキャンパスの大きさに度肝を抜かされた。一種のテーマパークのような外観に
あこがれを覚えざるを得なかった。ルースキー島に大きなキャンパスを持っているにもかかわらず
ウラジオストックの下町にも大学の施設があり驚いた。その一つである博物館を見学したが、生物
のブースの展示品の多さにこれまた度肝を抜かれた。これ以上は肝が無くなってしまうのではない
だろうかと肝を冷やした。小さい生き物から大きい生き物、海のものから陸のものまで幅広く展示
されており、引率してくださっていた職員の方の説明が止むことはなかった。 
自分の専攻と異なる分野の講義を受けことも手伝い 10 日間を通じて学ぶことの多い実習であっ

た。今回の実習で出会ったすべての人たちに感謝している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

ウラジオストックの夜景                    FEFU ミュージアム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



− 34 −

Practical Training for Siberian Studies:
 History, Culture and Peoples

Professor KATO Hirofumi
(Center for Ainu and Indigenous Studies)

【Course Objectives】
This course deals with the current issues on human history in Siberia. It also enhances the development of students’ 
skill of museum collections in Siberian cities. Through the practices at the museum, you can learn the collection 
management system in Museum in Siberia and how to access the materials.

1. What do you devise for making the class creative? (Or what is special about this class)
Practical course works of university in Russian are conducted in classroom with museum facilities such as research 
samples. We coordinate the course with Russian faculty staffs so that students will be able to experience a different 
style of lecture method that is quite different from Japan.

2. What do you expect students to learn through this course?
In Siberia, there is a vast land with diverse natural environments and landscapes.
As to see is to believe, I would like to give a chance for students to find out the significance and potential of Siberian 
Russia as a research field, through the experience of seeing their history and bio-environmental diversity.

【授業の目標】
本授業では、シベリアの博物館施設を利⽤して博物館コレクションの資料化の⽅法を学ぶ。
また遺跡や研究所の訪問を通じて⼀次資料収集の⽅法を習得することを⽬的としている。

１. 授業の特徴
ロシアの大学では、標本などを配置した教室で授業や実習を行う実践的な授業が行われている。本演習
を通じて日本での講義とは異なるスタイルの講義⽅法を体験してもらえるように現地の教員スタッフと
授業コーディネートを工夫している。

２. この授業を通して学んでほしいこと
シベリアは、多様な自然環境や景観をかかえた広大な大地である。百聞は⼀見にしかずの言葉どおり、
歴史や生物環境の多様性を通して、シベリアロシアの研究フィールドとしての魅力を感じてほしい。
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Basic subject
Yakutsk field short course 

 Permafrost ecosystem in the Arctic regions 

Aug. 6, 2019 – Aug. 13, 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



− 36 −

   

  
 

 

 
 

 私は 8 月 4 日～8 月 14 日まで，北極域永久凍土実習として，ヤクーツクの北東連邦大学で講義と
フィールドワークを行った。この実習の主な目的は，タイガでのカラマツやカンバの根のつけ方や
葉の量や面積を計測し，永久凍土の上にあるタイガの森林生態系を理解するというものであった。
自分の専門とする分野と異なり，少々戸惑ったが講義や先生方に質問を行うことで理解できた。 
 
 ウラジオストクを経由し，ヤクーツク空港に到着し，北東連邦大学の寮に 2 日滞在し，日中は講
義を受けた。ヤクーツクに初めて足を踏み入れた印象は，とても乾燥した気候で，コバエがたくさ
ん街中でも見られ，ウラジオストクと比べ，大陸の盆地ということを実感した。乾燥しているがゆ
えに，街中でも砂ぼこりがあり，夜に散水車で水をまき，砂ぼこりが立たないようにされていた。
また，永久凍土の上にある町であるため，水道管が地上にあったり，建物も高床式になっており，
興味深かった。日中と朝晩の気温差が激しく，昼は汗をかき，晩には肌寒い気候であった。中でも
興味深かったのは，ヤクーツクは日本人と同じくモンゴロイド系の人たちが多く占め，ロシア連邦
の中でもサハ共和国であり，文化もロシアとは大きく異なることが感じられた。 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
地上に出ている水道管 

 
                             スパスカヤパッドのタイガ 

 
滞在 3～7 日目までは，研究林であるスパスカヤパッドに滞在した。寝泊りを行う建物はバラガン

と呼ばれるサハ共和国の伝統的な住居であった。建物の中は，昼間は涼しく感じられ，晩には火を
焚き暖かく過ごすことができた。スパスカヤパッドには水道がなく，雨水をためたものや街で買っ
てきた水を用いて過ごした。日中はタイガに入り，永久凍土層まで穴を掘ったり，カラマツ・カン
バなどの葉の面積や幹の太さを測定した。 
フィールドではタイガと永久凍土を肌で感じることができた。そのため，以前と比べ，植物の大き
さや葉を見る目が大きく変わった。シャワーなどはなかったが，バーニャと呼ばれるロシア式のサ
ウナで汗を流し，体を温めることができた。日本からすると環境は厳しいものであったが，どれも
日本にいては経験することができないものであり，とても充実していた。また，ロシアの学生とも
衣食住を共にしたことでとても距離が近くなり，ロシア語と日本語を教えあったりし楽しかった。 
 
  

Name  ASANO Yusuke  
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Course・Year Master course 1 
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永久凍土層にある地下室                  マンモスミュージアム 

 
 スパスカヤパッドから大学に戻り，2 日間はデータの解析とプレゼン発表を行った。プレゼン発
表は短いものであったが，英語で的確に相手に伝えることがうまくできず，もどかしさを感じ，今
後の課題となった。座学以外にもサハ共和国・マンモス・永久凍土についての博物館を訪れ，ヤク
ーツクの歴史や文化などを体感することができた。最終日の晩御飯ではレストランでサハ料理を食
べた。魚を冷凍し，解凍したものを塩コショウやレモンをしぼる料理や，馬の胃のスープなど，日
本や欧米でもあまり見ない料理を食べることができた。食に関しても，自分にとってロシア料理は
おいしく感じられ，毎食お腹一杯食べることができた。 
今回の実習は自分の専攻とことなり，さらにロシアの学生たちとも交流ができたため，視野が大

きく広がり，充実した貴重な経験となった。 
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 私にとってはじめての海外滞在は、このプログラムのヤクーツク実習でした。ビザ取得、現地で

のコミュニケーション、現地での生活など、日本から出たことがない人間にとっては不安なことば

かりでした。しかし、丁寧なオリエンテーションと、引率の先生方、同じ実習を受ける頼れるメン

バーのみなさんの暖かいサポートのおかげで、無事に出国、帰国できました。 

 成田経由でウラジオストクに到着したとき、「ついに日本から出た！」と感動したのですが、その

感情より、歴史が得意でない私にとってはほとんど未知の世界で一体どのような体験ができるのだ

ろうかという高揚感の方が遥かに上回っていました。実際、翌日のウラジオストクツアーでは、潜

水艦博物館(潜水艦の内部が当時のように再現されている施設)に入ってみたり、ホテル周辺の広場

や、人々が生活している街並みを見学しましたが、目に入るもののすべてが新鮮で、ほんの少しだ

けですが、文化の違い、もしくは共通点が分かったような気になれました。ウラジオストクの街並

みは、路地裏を含めて本当に味があり美しいところで、特に印象に残っています(書いている現

在、すでにウラジオストクの空気が恋しく思えてきました)。 

 ウラジオストクでのツアー後、ついにヤクーツクへ飛びました。空港を出て大学まで向かうバス

の中では、率直にいうとかなり緊張していました。ウラジオストクや日本とは違い、自然のままの

風景が残された道が多く、光景としては非常に美しく思えたのですが、その見慣れない光景が、つ

いに実習がはじまったのだと実感を伴って訴えかけていたからです。 

 大学の寮はとても清潔で、日本での生活とほとんど変わりないように思えました。飲料水や食べ

物など、慣れない買い物や習慣もありましたが、すべて文化的な勉強になるものばかりで、普段の

生活ですら大変有意義でした。大学で行われた授業は全部で 9 講義あり、どの講義も大変興味深く

拝聴できました。特に、ヤクーツクの歴史、文化についての講義と、まったくの専門外ではあった

ものの、その後向かうスパスカヤパッドの植生、さらに植生の測定手法(LAI の計算法など)につい

ては、新たな知識を得られたことの嬉しさがひとしおでした。 

 講義が終わると、ついにスパスカヤパッドの森林に向かい、フィールドワークを行いました。道

中の山道は、普段ラボにこもってピペットで指の運動しかしていない私にとってはきついのではな

いかとかなり危惧していましたが、森林の美しさと、初体験のフィールドワークの高揚感で、実際

のところはほとんど疲れは覚えませんでした。日本ではまず見られない樹木、花、ロシアでポピュ

ラーな赤い果実(ジュースにもなっており、私はお土産にこの果実が含まれたクッキーを購入しま

した。日本では聞いたことのない果実でしたが、どれも非常に美味しかったです)、よく分からな

い真っ白なキノコなど、道中の思い出も語りきれません。 

 ついにステーションに到着し、ロシア人学生も含めて夕食を摂りました。スパスカヤパッド滞在

中の食事はすべて現地の方が作ってくださり、どれもとても美味しかったです。滞在中の心の癒し

でした(ただ、朝食のオートミールは人を選ぶとは思います)。夕食後は女子部屋でロシア人学生の

女の子も交えて楽しく過ごしました。みなさん優しく明るく、とてもいい人たちで、国境を越えて

人と交流することの素晴らしさを知りました。 

 一晩寝て、フィールドワーク本番がはじまりました。まずは森に入り、1本のカラマツを切り倒す

ところを間近で観察しました。私たちのチームはカラマツの LAI についてのテーマをいただいてい

たので、このカラマツの枝から、細い針葉樹の葉を取り除き、スキャナーにかけるという作業を主

にやっていました。しかし、もちろんフィールドワークは自分達のテーマに関連することしかやら

ないというわけではありません。切り倒したカラマツの重さを計ったり、落ち葉を針葉樹のものと



− 38 − − 39 −

  

 

そうでない幅の広いものに分けたり、ダイアメーターの測定をしたり、本当に様々な経験をさせて

いただきました。最も印象的で楽しく、心から興味深く参加させていただいた実験は、永久凍土の

地層まで土を掘り返す作業です。はじめの地点では 1.2 m 以上掘らなければ氷の層には当たりませ

んでしたが、ほんの少し森の北まで進むと、その層は 40 cm 付近で見つかります。はじめて永久凍

土に触れたときの感動は忘れられません。凍土なので当然ですが、本当に氷に触れているようでし

た。これまでは永久凍土と言われても、「なんだかロマンがあるなぁ。冷たくて寒いんだろうな

ぁ」というあまりにも漠然としたイメージしか持っていなかったため、気温約 25 度ほどで、作業

をしていると汗をかくほどの気温でも、土の中はここまで保護されているのかという驚きと感動が

ありました。同時に、これまではまったく心の底から気にしていなかった地球温暖化という問題に

ついて、ようやく実感を伴って考えられるようになりました。地球温暖化が進行して永久凍土の深

度がどんどん深くなってしまったら、もしくは永久凍土を保護している植生に影響を与えてしまっ

たら、そしてその植生に依存している虫などの動物の生態系はどうなってしまうのか、ようやく問

題の重要性に気付けました。触れたのは水ではなく凍った土でしたが、ヘレン・ケラー並みの衝撃

だったように思えます。 

 種々の作業やフィールドワークが終了する前日の夜のカルチャーイベントも心に残っています。

ロシア人学生はヤクーツクの伝統的なとても美しいドレスや、木のブロックや棒を使った伝統的な

遊び、日本とは少し違った鬼ごっこや腕相撲のような遊びを紹介してくれました。どれもとても楽

しく、本当に時間を忘れる一時でした(日本人学生はスイカ割りと手押し相撲を紹介しました。好

評で良かったです)。 

 スパスカヤパッドのステーションに別れがたい別れを告げたて大学に戻った後、チーム毎に得ら

れたデータをもとにしてプレゼンテーションを作成しました。チームにはロシア人学生も日本人学

生もいますが、このときはじめて自分の英語力の乏しさを思い知らされました。講義、フィールド

ワーク中やただのお喋りでは特に問題ないように思って驕っていたのですが、自分の専門外の分野

のプレゼンテーションを、母国語でない言語で、同じく英語が母国語でない人たちに伝わるように

作成するのはとても大変な作業でした。しかし、この「伝わらないことをどうにかして伝える」と

いう経験は、今後の母国語でない言語でのコミュニケーションにおける良い経験となりました。 

 ヤクーツクの街では、プレゼンテーション作成の他にもいくつかの博物館につれていってくださ

りました。マンモスミュージアムでは本物のマンモスの骨格を観察でき、永久凍土博物館(？)では

美しい氷の彫刻や氷の家具、同じく氷の滑り台などをアミューズメントのように楽しめ、民族博物

館のようなところでは、伝統的なヤクーツクの人々の暮らしや生物を時代別に知ることができ、ど

れも見識が途方もなく広がる体験でした。 

 ヤクーツクから日本へ戻る際、とても寂しかったことを今でも当時と変わらないくらい覚えてい

ます。 

 ヤクーツク実習は、人によってはもしかしたらとてもハードな実習になるかもしれません。しか

し、好奇心と積極性があれば(というか、無かったとしても、現地でのあらゆる体験で好奇心も積

極性も引きずり出されます)、日本での講義だけでは得られない知識と経験を得ることができま

す。講義で習ったことはすぐに忘れてしまいますが、この実習で得たそれらはきっと忘れられない

と思います。 

 薬学院というまったく関係のない所属であるにも関わらず、このプログラムに参加させていただ

いてことに心から感謝しております。どこの所属であろうと、参加者が貴重な経験を得られること

は間違いないということを証明できたらいいなと思っております。すべてが新鮮で興味深い環境の

中、見識と英語でのコミュニケーション能力を深めるためにはこの実習が一番だと思いました。 
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 私は、8 月４日から 8 月 14 日までの１１日間、ウラジオストクとヤクーツクを訪問した。 
初日、ウラジオストク空港からロシアに入国し、1 泊した。ロシアは寒いイメージだったので、時
期が夏だったこともあり、札幌の夏と変わらないくらいの暑さで驚いた。2 日目は 1 時間ほどウラ
ジオストク観光をした。シベリア鉄道の終着駅であるウラジオストク駅や実物の潜水艦の内部にあ
る C-56 潜水艦博物館を訪れた。ウラジオストクは、建物の外観が綺麗だったりマトリョシカやバレ
リーナの絵が描かれていたりして、とても綺麗な景観だった。ウラジオストク駅は綺麗な外観と歴
史を感じさせる線路が魅力的だったが、駅の中に入ることができず残念だった。C-56 潜水艦の中は
実際に使用していた機器や魚雷などを見ることができた。 
その後、ウラジオストク空港からヤクーツク空港へ移動し、北東連邦大学へ向かった。3 日目 4日

目は大学で講義を受けた。北東連邦大学の学食や周辺のカフェの食事は日本と比べてリーズナブル
なものが多かった。4 日目の午後、大学を出発し、スパスカヤパッドへ向かった。スパスカヤパッ
ドで 4 泊 5 日過ごした。フィールドワークは、蚊が大量にいる中で行われ、過酷だったが、日本人
学生やロシア人学生とコミュニケーションを取りながら楽しく取り組むことができた。土を掘り、
実際に永久凍土に触れたときは感動だった。 
 

  

C-56 潜水艦博物館 Digging soil 

  
スパスカヤパッドでは、水道がないため、シャワーは池の水でトイレは流せないという生活だっ

た。しかし、作っていただいた食事はとても美味しく、薪で火を起こして温めたサウナも気持ちの
いいもので、ロシアの良き文化に触れることができた。お互いの国の文化を紹介しあう Culture 
event も盛り上がり、良い経験となった。 
8 日目の午後、北東連邦大学へ戻り、その後は 10 日目の最終プレゼンテーションに向けて準備を

した。タイトなスケジュールでプレゼンテーションに向けて準備する時間が少なく、準備不足のま
まプレゼンテーションをすることになってしまい少し不本意であった。10 日目最終プレゼンテーシ
ョンが終わった後、観光スポットでもあるマンモスミュージアムや Kingdom Permafrost を訪れ、ヤ
クーツクの中心部を観光した。マンモスミュージアムでは実際に生きていたマンモスの骨や採掘の
際の写真を見ることができた。Kingdom Permafrost は山になっている地形をトンネルのように掘っ
ていって作られているため、実際の永久凍土層の温度を体感しながら氷像や氷で作られた迷路や滑
り台を楽しむことができた。マンモスミュージアムや Kingdom Permafrost はどちらも永久凍土地帯
ならではの観光スポットで興味深いものだった。ヤクーツクの中心部はヤクーツクに住む人たちが
よく買い物などに訪れる場所でとても賑わっていた。 
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スパスカヤパッドの食事 Kingdom Permafrost 

 
担当教授の研究テーマである永久凍土に直接触れたり、ピンゴを実際に見たりしたことで、研究

を身近に感じることができたことや、このプログラムに参加していなければ行く機会がなかった場
所をたくさん訪れることができたこと、ロシアの学生と仲良くなれたことは、私にとって 2 度と経
験することのできない貴重な体験であった。 
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Our first destination in Russia was Vladivostok in the evening because of a flight delay. The deep 
blue evening air was smoky and choking, taxi’s seats were old and smelled like tobacco, uneven 
bumpy road with distasteful dirties lurking inside cracks. Most citizens don’t speak English, 
therefore we can barely communicate with them, taxi driver looked like that he would throw 
everyone out of taxi whenever he was ready, and drove away with ashes flying behind, leaving a 
bunch of foreigners (us) standing helplessly in the middle of nowhere. 
 

  
First day in Russia, at Vladivostok Airport                    Lenin square in Yakutsk 

 
Yakutsk is like a combination of European and Asian style, so are the facial features of its citizens. 
Some of them have Caucasian faces, while others look like Asian such as Korean and Japanese. 
Western Europe buildings and ancient Asian style buildings coexist in the streets. a Russian girl from 
Sakhalin showed me photos of one museum in her hometown, which resembles Osaka Castle. There 
are certainly sculptures of heads of Soviet Union in the squares, where at dusk citizens wander 
around and do recreational activities. So diverse is the city culture that when standing in the roads, 
for an instant I had no idea where I am. Russian people are very frank and straightforward, they 
laugh when they feel happy, but would never force themselves to smile when not in good mood. This 
may just be a direct impression from my 10-day-stay, probably not correct. 

Name  YUAN Yiran  

Home University Hokkaido University 

Graduate school Graduate School of Agriculture 

Course・Year Master Course 1 

Host University North-Eastern Federal University 



− 42 − − 43 −

   

  
 

There were tiny flying insects everywhere in the street of Yakutsk, if you think it could not be worse, 
you are completely wrong. If we pass through Spasskaya pad scientific station, little bugs would fly 
from all directions, crawling on your cheeks and even creeping in nostrils as long as they could find 
the way.  
 

  
  Before departure, in Spasskaya pad Culture events 

 
I felt that Spasskaya pad was an amazing place, I do not mean that it was a comfortable place for 
people who are already accustomed to city life, on the contrary, life there was quite inconvenient. 
For instance, after field work, though drenched in sweat, there were no hot water for shower 
everyday. Though gaps on walls of wooden houses are filled with hay, a thin layer of quilt still not 
warm enough against a cold night, especially in those chilling rainy days, thus a sleeping bag 
seemed to be a necessity. The mystery of Spasskaya pad might lie in the 4-day group living, which 
was thankfully pleasant. We experienced same things: kept same schedules, had meal on the same 
table, did dull needle-separating works together and laughed every day. None of us was English 
native speaker, so we are considerably patient and amicable towards communication. Some of the 
Russian students favored Asian culture and was learning Korean or Japanese. I remembered one 
Russian student named Alex who was a senior at NEFU, he was good-mannered and always waited 
beside a door to keep it open until the last of us enters the room. He was always enjoyed at making 
up impromptu little stories which amused him so much that he could not stop giggling, even when 
no one else laughed with him. I could feel his love for the nature, and the nature surely likes him, 
with nearly 190 cm tall, he passed through Spasskaya pad forest as agile as a monkey.  
It was poignant to leave Yakutsk, as I felt we have built an intimate bond with each other. But 
luckily, we are able to reencounter again, while this time, in Sapporo. 



− 44 −

   

  
 

 

 
 

 今回のサマースクールでは、サハ共和国の自然や文化 
に関する様々な体験をすることできた。今回訪れた 
ヤクーツクはロシア連邦サハ共和国の首都で、北緯６０ 
度の永久凍土上に位置している。高い緯度に位置してい 
るため夏は明るい時間が非常に長く感じられた。また、 
この地域の自然と人々の生活は永久凍土による影響を強 
く感じさせた。非常に少ない降水量にも関わらず広がる 
タイガ林やサハ共和国の各地で見つかるマンモスや、地 
盤沈下を防ぐために高い基礎の上に建っている建物など、 
日本では見られない光景が広がっており興味深かった。 
 6 日はレクチャーを受けた後、永久凍土研究所を訪問 
した。ここでは地下の永久凍土まで掘り下げた地下室が   スパスカヤパッドで宿泊した「バラガン」 

あり、マンモスなどが保存されていた。地下室の壁には 
氷が張り付いており、土の温度が氷点下であるということが実感できた。 
 7 日から 11 日にはスパスカヤパッド演習林で実習を行った。ここでは、森林の植生の様子を調査
したり、凍土まで土を掘り下げて凍った土を見たり、土壌の様子を観測したりした。私のグループ
では、土の中でどのように根が分布しているかを調べることで、永久凍土上に生えるカラマツがど
のように水や栄養を得ているかを調べた。その後、植生の調査を行った班の手伝いをやることにな
った。これは大変だったが、参加メンバーと少し交流することができたと感じた。10 日の夜にはカ
ルチャーイベントがあり、我々は押し相撲大会とスイカ割りを企画した。当初の予定よりもだいぶ
長い時間盛り上がり、楽しい時間になった。スパスカヤパッドでは、「バラガン」と呼ばれる建物に
泊まった。これは、サハ共和国に昔から住む人々の伝統的な住居であり、なかには暖炉もあった。
暖炉を使う際に、神様への供物として食べものを燃やしていたのが印象に残っている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        カルチャーイベント                             マンモスの子供  

 
 12 日にはマンモスミュージアムと、ヤロスラフスキー北方民族歴史・文化博物館を訪問した。マ
ンモスミュージアムでは、マンモスなどの永久凍土から発掘された様々な動物が展示されていた。
マンモスを発掘しているビデオでは、発掘されたマンモスから体液が流れ出ていて驚いた。北方民
族歴史・文化博物館ではサハ共和国で採れる鉱物や生息していた動物と、人々の生活の様子がうか
がえる資料が展示されていた。ロシア革命や第二次世界大戦で国土のほとんどが戦場になったため
か、日本の博物館と比べてみると近代の戦争に関する展示が充実しているように感じた。また、こ
れまでの授業ではしることのできないような、ロシア帝国がこの地域に進出していく過程を知るこ
とができた。ソ連時代の展示ではレスリングで活躍したサハ共和国出身の選手や、第二次世界大戦
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で狙撃兵として活躍した人についての展示が印象に残っている。 
13 日に発表を終えた後、ヤクーツクの市街地をみてまわり、土産物などを買った。銀細工や宝石、

民芸品がとても個性的で印象に残っている。13 日の夜のレストランで伝統料理を食べることができ
た。インディギルガ川で採れた魚や、馬の胃のスープを食べることができた。ロシアでの生活は日
本での生活と異なる点も多かった。水道水は直接飲めないため、飲み水は別に調達する必要がある。
また、産油国であることもありガソリンが日本に比べかなり安かった。町を走る車は古い日本車が
非常に多かった。これは、ウラジオストクに持ち込まれた日本の中古車がヤクーツクまで来ている
からである。現地の学生とも交流でき、有意義な実習になったと感じた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ヤクーツク市内のロシア正教の教会                           魚のスープ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       

大きな穴を掘って土壌の断面や植物の根の様子を観測している。 

森の中では 1.2m ほど掘ったところで凍土に到達した。 

 
 
 
 
 
 
 
 

永久凍土を観測するために土を掘っている。 

木の枯れた窪地ではかなり浅いところまで土が凍っていた。 

 

 
 
 

永久凍土ミュージアム 
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 私は８月４日から１４日の間、ロシアのウラジオストックとヤクーツクの二都市で滞在した。今回
参加したプログラムは、東部シベリアの森林に５日間宿泊し、森林の調査を行うことを目的に行われ
た。以下にその日誌をまとめる。 
 
8/4 
 初日はロシアへの移動日だった。札幌から成田を経由して、夕方にウラジオストックに到着する予
定だった。しかし、シベリアで大規模な森林火災が発生した影響で、深夜０時まで到着が遅れた。目
的地から思わぬ洗礼を受け、早く現地を見たいという期待が高まるばかりだった。 
 
8/5 
 この日は午前中にウラジオストックの市内を観光し、午後にヤ
クーツクへ移動した。ウラジオストックには、ソ連時代の建築物
が多く残っていた。極東のヨーロッパと称されるに値する景観を
持つと同時に、戦勝記念館、日本の方角を向いた護国像など、過
去に日本と戦争状態にあった証拠が生々しく残っていた。人も物
も障壁無く移動できる時代に訪れることが出来たことに感謝し
つつ、市街観光を進めた。 
ヤクーツク空港には夜に到着した。森林火災の影響か、乾燥の

せいなのか、空港に降り立った瞬間から煙臭さともやを感じた。
また、大量のコバエのような虫に歓迎され、キリル文字にあふ
れる市街を歩き、夜の９時になっても沈まない太陽を眺めなが
ら、普段の生活とはかけ離れた場所に来たことを実感した。 
 
8/6 
 一日かけてヤクーツクの自然、歴史、文化についての講義を受け、それらの基礎的な知識を身に着
けた。講義の後に自己紹介と歓談の時間があり、現地の学生たちと打ち解けることが出来た。夕食は
近くのカフェで摂った。全体的に価格は安く、一食 300 円程度で食べることが出来る。当然英語は通
じないため、指差しとたどたどしいロシア語での注文となった。材料は不明だったが、おいしくいた
だくことが出来た。 
 
8/7 
 この日は午前中に講義、午後に Spasskaya Pad 試験林へ向
かった。試験林では 2007 年に起きた大雨の爪痕を確認する
ことが出来た。また、日本の森の植生と全く異なる景色を見
ることができた。ヤクーツクは降雨量がとても少ないため、
生育できる植物がとても限られている。そのため林床にはコ
ケモモやウラシマツツジ等、背丈の低い植物で覆われてお
り、とても開けていた。宿舎はヤクーツクの伝統的な山小屋
「バラガン」に毛布を敷いたもので、とても快適に寝ること
が出来た。 
                             草丈の低い、開けた林床が広がる森林 

8/8                                            
 午前中は森の中を歩き、樹木の伐倒の見学、午後には樹木の葉の採集を行った。樹高約 20m のカラ
マツを伐倒し、その重さの計測、枝葉の採集を行った。直径 30 ㎝程度しかない樹木だったが、樹齢
約 300 年の木だと教えられ、日本と異なる厳しい土地であることを改めて知った。 
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水を手に宿舎へ向かう。午後 9 時 
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森での作業を終えると宿舎に戻り、ひたすら木の枝から葉をむしり取り、集める作業を行った。作
業自体はとても退屈なものだったが、同じ作業をした日本人学生、留学生と存分にしゃべることがで
き、とても有意義な時間を過ごした。 
 

8/9 
 森林土壌の掘削を行った。掘削は永久凍土が露出するまで、深さ約 1.2m 掘り進めた。砂と泥が中
心のとても堀りやすい土壌だったが、永久凍土はとても固く、スコップで掘ることは全くできなかっ
た。そのため永久凍土に到達したときはその硬さをもって知ることとなった。実際に触るととても冷
たく、永久凍土を肌で感じたことにとても感動した。 
夜にはロシア式のサウナ「バーニャ」を体験した。ロシア学生達と叫び、カンバの枝葉で体を叩き、

小屋の隣にある池から汲んだ水をかけあって、存分に楽しんだ。試験林にきて３日目、初めて身を清
めることができ、とてもすっきりした。 
 
8/10 
 互いの国文化を紹介するカルチャーイベントを行った。ロシア
学生はヤクーツクの伝統的な礼装に着替え、木片を使った伝統芸
能を紹介してくれた。また、マス・レスリングと呼ばれる力比べ
競技を紹介し、日本学生とロシア学生で勝負した。「力は正義」と
いった風潮があるのか、後者の競技はロシア人が大いに盛り上が
っていた。日本学生は手押し相撲、中国学生は中国で流行してい
る知能ゲームをそれぞれ紹介し、とても楽しいひと時を過ごした。 
                                            

礼装を着た現地学生と撮影 

8/11                               

 過去に洪水があり、永久凍土が溶解した地点を見学した。湿地状になっており、多くの樹木が枯れ
ている様子を確認できた。午後は宿舎の片づけ、試験林の撤収を行った。水道がなくシャワー、トイ
レ、蛇口が存在しない、電波が無くインターネットが使えない、常に大量の蚊に襲われていた、そん
な過酷な場所であったが、いざ撤収するとなるととても名残惜しかった。５日間で仲良くなった宿舎
の犬たちに最後の挨拶をし、試験林を後にした。 
 
8/12 
 蛇口をひねるとお湯が出る。こんな当たり前のことを目前にし、思わず「お湯が！！」と叫んでし
まった。この日は日本とロシアの学生でチームを組み、試験林でとったデータをまとめ、スライドの
作成を行った。私の英語力もロシア学生の英語力もあまり高くなかったが、これまでの共同生活でコ
ミュニケーションをとっていたため、意思の疎通は上手く行った。過酷な環境での生活だったため、
コミュニケーションの取り方をより理解することが出来たのだろう。 
 
8/13 
 このプログラムの集大成であるプレゼンテーションの発表を行った。すべての班がうまく発表を行
うことができ、とても安心した。プレゼン発表の後はヤクーツクの歴史博物館に訪れ、歴史と文化に
ついて学んだ。特に近代のコーナーはソ連時代を象徴する赤で内装され、戦争の悲劇を詳細に伝えて
いた。夜にはヤクーツク料理のレストランでパーティーが行われた。どれもおいしかったが、「馬の
胃のスープ」はにおいがとてもきつく、食べづらかった。しかし、ロシア学生は「Вкусно（おいし
い）」と言って食べていたため、気合を入れて完食した。最後の方はおいしく感じることができたと
思う。 
 
8/14 
 日本へ帰るため、1:30AM 宿舎を出発した。ロシア学生と別れた実感がようやく感じ取れるように
なり、もっとしゃべっておくべきだったととても後悔した。一緒に講義を受けたうちの数人は日本に
来るとのことだったので、その時を楽しみにヤクーツクを離れた。 
 留学前、語学の向上を目的に本プログラムに応募した。この目標は、予想をはるかに上回る基準で
達成することが出来た。２週間に満たないとはいえ、ロシア学生と長時間共同生活を送り、会話する
機会が多くあったことがその要因だと考えている。また、実際に森の中を歩き、植物等の自然に触れ、
それらの経験をロシア学生と共有できたことは、私とロシア学生の心理的な距離をとても縮めてくれ
た。今後もメールや電話、現地への訪問を通して、交流を積極的に図っていきたいと考えている。 
最後になりますが、本プログラムを進行頂いた RJE３スタッフの方々、引率頂いた杉本敦子先生と

研究室スタッフの方々、同じプログラムを受けた学生方に御礼申し上げます。ありがとうございまし
た。 
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8/4 から 10 日間、主としてヤクーツクの北東連邦大学（NEFU）での永久凍土に関する講義と、スパ
スカヤパッド（研究林）でのフィールドワークを体験した。また、ヤクーツクに着く前に経由した
ウラジオストクでの市内観光や、ヤクーツク市内での各種博物館の見学などかなり盛りだくさんな
内容が凝縮された日程であったため、10 日間という短い期間にもかかわらずロシアという国の文化
をたっぷりと味わう事のできる実習でもあった。 
 
初日はシベリア地方での森林火災による影響で成田-ウラジオストク間の飛行機が 3 時間以上遅れ
るトラブルが発生したものの、22 時前にはなんとか無事にウラジオストクに到着した。翌日の午前
中には市内を散歩で観光することが出来、ヨーロッパ感漂う美しい街並みに心癒される穏やかな時
間を過ごした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
その日の午後には飛行機でヤクーツクに移動し、NEFU の寮に到着した。この寮を含め、ロシアでの
生活ではトイレットペーパーを流せない、水道水を飲めないなど不便な点が幾つかあったものの、
日本から持参した水に流せるタイプのティッシュや現地スーパーで購入した 6L 飲用水で対処する
うち、日に日に慣れていき結果的にはほぼ問題なく過ごすことが出来た。 
 
翌日（実習 3 日目）は午前中から NEFU で永久凍土生態系やヤクーツクの歴史に関する講義を受け、
その後バスで PI（永久凍土の研究所）に移動し、実際に凍土になっている地下空間でその寒さを肌
で感じるという体験をした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
翌日は午後よりバスで NEFU からスパスカヤパッドへ向かった。この地で 5 日間、各グループ 3,4 人
の 4 グループに分かれそれぞれ異なる実習テーマでフィールドワークを行い、NEFU に戻ってから最

Name  OKAMOTO Junnosuke 

Home University Hokkaido University 

Graduate school Graduate School of Engineering 

Course・Year Master Course 2 

Host University North East Federal University 

ウラジオストク市内の綺麗な街並み。日本車が非常に多く走る。 

PI の地下空間の凍土。－8℃と非常に寒い。 



− 48 − − 49 −

   

  
 

終の成果プレゼンを行った。 
私のグループのテーマは、この地方で主要な針葉樹であるカラマツの根の分布を調査するというも
のであった。降水量が少なく、樹木にとっては非常にシビアな環境下で、木がどう生きているのか
を考察することは非常に興味深い経験であった。専門外の分野であるため初めは用語や概念の理解
に戸惑ったものの、仲間や先生方の親切なアドバイスのおかげで順調に調査は進んだ。 
 
スパスカヤパッドではこのようなフィールドワーク以外にも、朝昼夕の食事や文化交流イベントを
通じてロシア側の学生とコミュニケーションをとる機会がかなり多く、ロシアで人気な日本のアニ
メの話題で盛り上がったり、お互いに日本語とロシア語を教え合ったりするなど、かなり絆が深ま
ったように感じた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 日間のスパスカヤパッド生活を経て NEFU に戻ってからは、最終プレゼンに向けた準備に加え、マ
ンモスミュージアムや永久凍土博物館にお邪魔し、ロシア人学生の通訳に助けられながら見学を楽
しんだ。 
最終日のプレゼン後にはヤクーツク中心街のツアー＆ショッピングに出かけ、晩には送別パーティ
でロシアのビールやサハ伝統料理であるトナカイ肉のステーキを堪能した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
～最後に～ 
私はこの実習で 1 つの大きな学びを得た。それは、知らない環境に自ら飛び込んでみることの大切
さである。 
私の研究分野は、本実習のテーマである生態系とはかけ離れているし、ヤクーツクの暮らしや文化
についても初めて知る事ばかりであった。しかし本実習で専門外のテーマにじっくり取り組んだこ
とやロシアでの生活は全てが新鮮な体験であり、今まで自分に見えていた世界はごくごく狭い世界
であることを思い知った。私は就職後には海外現場にも携わりたいという希望を持っているが，グ
ローバルに活躍するには高い英語力や専門性以外にも，今回の実習で経験したような知らない専門
分野や異文化を抵抗なく受け入れられるような，広い心を持った人間になることが大切であると感
じた。この点において自分はまだまだ経験不足で未熟だと思うので，今後の学生生活の課題にした
いと考えている。 
 
今回の実習参加にあたり、実習の準備段階から事務局や先生方をはじめ多くの方に手厚いサポート
を頂きました。このような貴重な機会を頂けたことに厚く感謝申し上げます。 

スパスカヤパッドでの夕食。ボルシチなどのロシア料理を堪能することが出来た。 

マンモスミュージアムでの 1 枚。大迫力のマンモスをバックに。 
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私は修士課程でシベリア域の森林火災が植生変化と森林炭素循環に与える影響のモデル化につい
て研究しており，モデルの対象地域であるヤクーツクでフィールド調査や，生の永久凍土に触れる
ことが出来ると伺い，8/4-8/14 の日程で北極域永久凍土生態系実習に参加した。出発早々，成田→
ウラジオストクの飛行機が森林火災の影響で 4 時間遅れ，ホテルには深夜 0 時の到着となった。研
究で森林火災を扱っており，本当に極東では山火事が多発しているのだなと思うと同時に，今回の
実習に縁を感じた。 

2 日目，ウラジオストクでは市内を散策す
ることが出来，ウラジオストク駅やニコライ
二世凱旋門，潜水艦 C-56 博物館，中央広場
などを見て回った。中央広場に建てられた革
命戦士の像は日本の方角を向いているらし
い。 

 
この日の夕方，ウラジオストクから 2 時間

半かけてヤクーツクに飛んだ。ヤクーツク市
内の気温は 20℃前後で快適だったが，年間
平均降水量が 240 ㎜と少なく乾燥している
為，砂埃がひどく何処も視界が霞んで見え
た。また，街では英語がほとんど通じない為，
レストランで注文する時など大変苦労した。 
滞在3日目と4日目は北東連邦大学（NEFU）

にて北大側，ロシア側の先生の講義を受け
た。講義はシベリアの永久凍土や炭素循環に
関するものからサハ共和国の歴史と文化に
ついてのお話もあり，ヤクーツクの生態系だ
けでなく歴史についても学ぶことが出来た。
4 日目の午後に NEFU を出発し，今回の実習の
調査地であるスパスカヤパッドステーショ

ンに向かった。山の麓までバスで行き，そこから
スパスカヤパッドまではハイキングをしながら
レクチャーを受けた。山中には森林火災や大雨に
よる洪水の後の地形が残っており，そのような攪
乱が森林生態系に与える影響の大きさを目の当
たりにした。                 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

革命戦士の像 

1917 年～1922 年のロシア革命で活躍したウラジオストクの英雄戦

士を称えたもの。 

森林火災の跡 

下層植生が無くなり，焼け焦げた樹幹が倒れている。 
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滞在 5 日目～8 日目はスパスカヤパッドにて NEFU の学生と一緒にフィールドワークを中心とし

た実習を行った。実習では 4 つのグループに分かれ，カラマツやカンバ，ハンノキ，下層植生の
LAI（葉面積指数）を測るために，それぞれ木本は木を切り草本はある区画内の草を全て刈り取っ
た後，葉を枝から取り分け，スキャナーを用いて葉面積を測定した。他にも，永久凍土に達するま
で穴を掘りカラマツの根が活動層中でどのような役割を担っているのか調べたりした。 

 
 
スパスカヤパッドにはバーニャというサウナ

のような蒸し風呂があり，池の水を沸かしたお
湯とそのままの池の水を混ぜることにより微温
湯を作り，身体を洗う仕組みになっていた。そ
こではNEFU修士1年のアレクセイにヴェーニク
と呼ばれる白樺や楓から作られた葉っぱの束で
身体を叩くことで健康に良い効果があると教え
てもらい全身叩かれた。またアレクセイには，
モルスというコケモモの実から作るジュースを
日本人学生のために作ってくれるなど，ロシア
の文化を沢山教えてもらい大変お世話になっ
た。 
スパスカヤパッド最終日前日の夜には日本側

と中国（中国出身の留学生），ロシア側それぞれ

の文化紹介があり，日本からは手押し相撲とスイ
カ割り，中国人学生からは人狼ゲーム，ロシアか
らは伝統衣装のサラファンや木製の棒やサイコ
ロを使った遊びなどの紹介があった。どの遊びも
非常に盛り上がり夜中まで続いた文化紹介はク
ラシックギターが特技の日本人学生二人の演奏
で閉幕した。 

9 日目，最終日は NEFU に戻り，データ解析やスライド作りといった発表準備の後，スパスカヤ
パッドでの実習の調査報告をグループ毎に行った。私の班は中国とロシアの学生の 3 人だったので
英語でディスカッションする機会が多く，意見を上手く伝えられないこともあったが，色々な視点
から結果を考察することに繋がり，最終的には有意義な発表をすることが出来た。 
また NEFU に戻ってからは，マンモス博物館や氷の彫刻が数多く並んでいる永久凍土王国，サハ

共和国のソ連時代の物が展示されているヤ
クーツク歴史文化博物館を見学した。最終日
は夜のフェアウェルパーティーまで市内観
光の時間があり，NEFU の学生と共にヤクー
ツク市内を散策した。 
ヤクーツク実習を通して専門分野への理

解を深められたのと同時に，日本では味わう
ことのない貴重な体験を沢山することが出
来た。今度はロシアの学生が札幌に来て一緒
に講義を受けるが，自分と同じ様に日本の文
化を沢山経験してもらえるよう何か手助け
が出来ればと思う。 

 

深さ約 120 ㎝の穴を掘り永久凍土に触れた。 

この日は気温が低かったため，穴の中に入ってもあまり寒く感

じなかったが，土は粘土状になっており，ひんやりして冷たか

った。 

Peter Beketov の記念碑の前で撮影 

ヤクーツクのロシア国家への入国 375 周年を記念した記念碑 
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Yakutsk field short course: 
Permafrost ecosystem in the Arctic regions

Professor SUGIMOTO Atsuko
(Arctic Research Center・Division of Earth System Science)

【Course Objectives】
Better understanding on roles and processes in permafrost ecosystem which are characteristic for far east and sub-
arctic region in Russia, by participating lecture courses and field course held at forest station near Yakutsk, Russia. 
Students will conduct mini research project in the field course. Students will choose their own research topic in 
RJE3 program.

1. What is ingenious in this class? (Or what is special about this class)
Students participate from a variety of scientific fields, not only from the natural sciences, but also from the social 
sciences, and it is important to have discussions among the students in this course. The point of this course is letting 
students trying to think by themselves, such as how to acquire data in the field. In the short curse, each student 
group work on different theme. Because themes are related each other, the discussions among the groups are also 
necessary.

2. What do you expect students to learn through this class?
To experience the actual field observations by using their own hands with their own ideas. Even though observations 
in the field often does not proceed as expected, I would like the students to find out the best way to collect data in 
the field, and in the limited time.

【授業の目標】
日露教員によって提供される英語による講義を受講し、ヤクーツクとその近郊の森林ステーションに滞
在してミニ研究プロジェクトを実施することにより、ロシア極東・北極域の特徴である永久凍土上の生
態系について理解を深めることにある。本実習を履修することにより、教育プログラムであるRJE3での
具体的な研究テーマの設定を支援する。

１. 授業の特徴
学生は自然科学系からだけでなく、社会科学系の分野など、様々な分野から参加している。実習では、
学生間で議論することが重要である。観測時にどのようにデータを取得するかなど、現地で学生が自分
たちで考えるように工夫している。また、各グループごとに異なるテーマに取り組むが、それらのテー
マは関連しており、グループ間でも議論が必要である。

２. この授業を通して学んでほしいこと
実際に自分で手を動かし、自分で考えて実施する現場観測を体験してもらうことである。現場での観測
は、思うように進められないことが多いが、現場で最も良い⽅法を見つけ、時間内に必要なデータを取
得する経験を積んで欲しい。
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Design School of Japan and Russia 
Feb. 16, 2020 – Feb. 25, 2020  
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私はロシアのハバロフスクに 2020 年 2 月 16 日から 25 日まで滞在し、国際フォーラムへの参加やハ
バロフスクの街を案内してもらいました。 
初日は朝 7 時に新千歳空港に集合し、夜にハバロフスクの空港に到着しバスで太平洋国立大学(PNU)
の寮に移動しました。到着したときには日は沈んでいたので空港から寮への道中であまり景色は見
えませんでしたが、太い管がむき出しで道路に長く伸びていて日本のように地下などに埋めないの
か気になりました。寮に到着後、近くのカフェテリアやバーもあるスーパーマーケットへ行き、そ
このバーガーショップで夕飯を食べました。その店ではロシア語しか通じなかったので PNU の学生
が注文をお手伝いしてくれました。そこではセットメニューだと飲み物がペプシしか選択できなか
ったのですが、私はペプシが飲めないと伝えるとこの単品を組み合わせるとセットと同じくらいの
値段になるよと教えてくれました。その優しさに驚きましたし感謝しています。街並みや飲食店の
様子などの日本との違いに初日から戸惑いつつ、知らないことが多く新鮮でその後の 9 日間が楽し
みになりました。 
次の日は PNU の学生にアムール川やジョージア料理のお店などに連れて行ってもらいました。アム
ール川は凍っていて歩くことができました。氷の上を歩いているのもどこまでも川がつづいている
光景も初めての経験で不思議な感覚でした。アムール川には炭素の素材で作られたペガサスの像が
あったのですが、毎年何かしらの像が作られるそうです。その後、ジョージア料理のお店に連れて
行ってもらったのですが、そこはメニューが豊富で特に自家製の様々な種類のレモネードと肉を煮
込んだジョージア料理が美味しかったです。きっちりした所でしたが、意外と安くて驚きました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
アムール川にあるペガサスの像 

 
次の日の 18 日から 20 日までが国際フォーラムでした。このフォーラムでは主にロシア・韓国・日
本の大学・大学院の学生が論文の発表やワークショップに参加し、先生方からレクチャーを頂きま
した。スケジュールとしては 18・19 日に発表とレクチャー、20 日にワークショップがありました。 
私の発表は 18 日の午後にありました。当日日本人学生は英語で発表する内容を PNU の学生にロシア
語へ通訳してもらう予定でしたが、事前に担当者は分からず当日に教えてくれるわけでもなかった
ので自分から聞きに行く必要がありました。また、発表は大きなミスもなく話せたと思いますが、
質問に対しては英語でどう伝えたら良いのか分からなくなってしまい上手く答えられませんでし
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た。発表に限らずプログラム中すべての場面で言えることですが、英語の聞き取りはあまり困るこ
とはありませんでしたが、話すときにすぐ英語が出てこないことが多く、英語を話す練習が圧倒的
に不足していることを痛感しました。 
また、フォーラム中はコーヒーブレイクの時間が 1 日に数回ありました。上手くいかないことが何
度かありましたが、コーヒーブレイクで紅茶やお菓子等を食べてゆっくりすることができたので、
落ち込みすぎず楽しく過ごせました。日本でもそういう時間があれば良いのにと思いました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
発表の様子 

 
フォーラム最終日のワークショップの内容は PNU の学生とともに今年は雪の結晶から連想される建
築をデザインするというものでした。当日話し合いの途中で他のグループへ移動することになり、
移動先ではすでに案は決定し作業も進んでいていました。また、私は CAD 等のツールを使うことや
スケッチが得意ではなくあまり役に立たなかったので申し訳なかったです。今振り返ると、受け身
ではなくもっと積極的に話しかければ良かったと思いますし、現在設計以外の分野を学んでいると
はいえ 2，3 年生のうちに設計ツールの使い方をもっと日本で勉強しておくべきだったと反省してい
ます。 
21 日以降はハバロフスクにあるインテリア等のデザイン事務所や設計事務所へ訪問し、ロシアのデ
ザインに関して教えてもらいました。さらに PNU の学生に市街を案内してもらい、ハバロフスクの
建築や文化に実際に触れました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ハバロフスクのデザイン事務所 

 
このプログラムを通じて自分の英語力が不足しているか痛感し、もっと話す練習をしようと決意し
ました。また、他の学生や先生方のレクチャーはデザインや都市計画に関する発表が多く、デザイ
ンは面白いと再度感じましたし、自分が現在学んでいる分野とは異なるものに触れとても刺激にな
りました。この 10 日間はとても楽しく自分を見つけ直す機会になり参加して本当に良かったです。 
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 2020 年 2 月 16 日-25 日。ハバロフスク滞在記。 
 
アムール川 
スケート終わりに、アムール川に行った。一面氷で覆われた世界。 
この景色の虜になりこの後も川に行くたびにはしゃいでいた記憶がある。別の日にはチューブ（浮
き輪みたいなやつ）で上から川まですべる体験ができたのだが、あの感覚、高揚は忘れられない。 

 
国際フォーラム 
２日間のフォーラム 1 日目の終わりがパーティーだった。ロシアの学生はもちろん韓国の学生とも
話せてとても楽しかった。楽しすぎてもういっそのこと毎日パーティーでいいのではないだろうか。
そうはいかぬが 2 日目。発表の出番。緊張はあまりしなかったものの、トランスレーターの方がと
ても美人で、英語もできて、もうなんか申し訳なかった。本当にありがとうアリーナさん。発表終
わりに握手を求めてきてくれた女性の先生もありがとう。 

 
ボルシチ 
キリルとポリーナがボルシチとロシア流パンケーキを作ってくれた（日本人学生はカレーを作っ
た）。美味しかったのはもちろん、みんなで作っている時間がとても楽しかった。ありがとうキリル、
ポリーナ。 

Name TERAJIMA Keisuke 

Home University Hokkaido University 

Graduate school School of Engineering 

Course・Year Bachelor Course 4 

Host University Pacific National University 
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日常 
フォーラムが終わった後、午前中や、夜帰ってきた後の自由な時間では皆おもいおもいの時間を過
ごした。私は散歩が好きなため、男子学生と寮の周りを探索しまくった。教会のある広い公園、ス
ラム街かに見えた倉庫群、ホームレスの住処、吠えてくる犬、紫色の印象的な映画館、凍った肉や
魚がそのまま外で売っている市場。コンテナハウスのパン屋さん。一見何もない住宅街だが、色ん
な冒険ができた。気温は低かったが、ほとんど毎日晴れていて本当に良かった。寮から見る朝日は
本当に素晴らしく健康的な毎日だった。 

 
 
その他にも、建築見学や建築事務所の見学、ショッピングモール、お土産選びなどいろんな良い思
い出があるが、それも一緒についてくれていたロシア人学生のおかげである。本当にスパシーバ。
夏の RJE3 プログラムで来る学生たちにはそれ以上のお返しができるように企んでいきたいと思う。
英語も鍛錬しよう。ロシア語も少し覚えよう。クニーガ。 
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私は、2020 年 RJE3 プログラムに参加し、2 月 16 日から 10 日間ロシアのハバロフスクを訪問しまし
た。ちょうどコロナウイルスが日本で拡散し始めたタイミングだったので、皆細心の注意を払い無
事入国しました。 
 
まず、飛行機を出た瞬間、凍てつく寒さを肌で感じました。積雪もありましたが、亜寒帯湿潤気候
の札幌とは異なり量は少なく、もはや氷と呼ぶほうがふさわしいのではないかと感じている間に 10
日間お世話になる寮に到着しました。 
寮は比較的きれいで快適でした。初めてのメゾネット型でしたが居心地もよく、毎朝、朝日で紅に
染まった空が部屋に入り込み、寒冷地の特徴の 1 つである壁厚の大きな窓から見えるそれは、まる
で額縁に飾られた絵画を見ているようでした。 
プロフィール写真は、寮でお世話になったおばちゃんです。24 時間体制で寮を守ってくれていてと
ても心強かったです。 
 
 
 
到着後数日はフォーラムがなく、朝散歩に出
かけたり、市内観光およびウィンタースポー
ツ体験をしたりしました。ロシアならではの
水平線が強調された景色や、一面凍っている
アムール川を見て自然の壮大さを体感しまし
た。 
 
 
                         公園の散歩                アムール川 

 
そしてフォーラムが始まりました。様々な大
学から参加者が集い、とても興味深いプレゼ
ンテーションを聞くことができました。特に
海外の学生のプレゼン力には圧倒され、今後
の自分の課題が浮き彫りになりました。 
私は、コンパクトシティを進める北海道夕張
市を事例とし、公共施設再編の方法論につい
ての研究を発表しました。ロシアでは、まだ
急激な人口減少に直面している都市は少な
く、私の研究のリアリティがひょっとすると
彼らに伝わらなかったかもしれませんが、現
在日本が直面している課題と実際に進めて
いる解決手法を自分なりに説得力を持って
発表できたのではないかと思います。 
 
 
 
                               フォーラム後全体写真 

 

Name UEKI Shota  

Home University Hokkaido University 

Graduate school School of Engineering 

Course・Year Bachelor Course 4 

Host University Pacific National University 
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ワークショップでは、「雪の結晶」からインスピレーションを受け、建築を提案するというもので
した。コンセプトやアウトプットが決定しているチームが多い中、私たちのチームはまだ何も決ま
っておらず、はじめ焦りを感じました。しかし、積極的にデザインコンセプト案を出したことで私
の提案が採用され、メンバーも様々な表現方法を考えてくれたおかげで、グランプリを受賞するこ
とができました。案が採用されたことは嬉しく思いますが、それ以上にチームワークにおける役割
分担や自分の意見を正確に伝えるといったコミュニケーションの重要さを学びました。 
 
 
 
フォーラム終了後は、設計事務所やデザイン事務所に見学
に行き、実際に作られた建築やアート作品の説明を受けま
した。私はアートがとても好きなので、濃密な時間を過ご
せました。 
 
帰国前の 2 日間ほどは朝の散歩から始まり、お土産を買い
に行ったり、レストランで食事をしたり、ショッピングモ
ールに行ったりととにかく遊び尽くしました。 
 
 
 
 

設計事務所見学にて 
 

大学に入学してから、はじめての海外でしたので不安もありましたが、10 日間お世話していただ
いた現地の学生や先生、その他の関係者の皆さん、同行していただいた先生方のおかげでとても刺
激的な 10 日間を過ごすことができました。感謝申し上げます。 
ぜひ後輩にもこのプログラムを紹介したいと思っています！ 
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ハバロフスクは札幌より寒く、冬のためか学生寮付近は寂れたよ
うな風景だった。初日にコケモモジュースを初めて飲んだ。小岩
井ぶどう等のシリーズのジュースでありそうな味だった。コケモ
モジュースは他の飲み物とは違って、氷が入ってないことに驚い
た。建物の壁が札幌の２倍くらい厚みがあり、建物の中は非常に
暖かかった。PNU の大学寮の水回りは少し使いにくかった。日本
人の語学留学性も多く、会うことが度々あった。国際フォーラム
前日、アムール川のほとりでスケートを楽しんだ。小学生以来の
スケートはうまく滑ることが出来ず、学生のポーラに助けてもら
った。その後、凍ったアムール川を歩いた。日本ではなかなか川
を歩く経験ができないため、美しく、柔らかな光の夕陽を眺めながら歩いた。夕ご飯は、ジョージ
ア料理を堪能した。 
 
 
 
国際フォーラムは思っていたよりもかしこまっていなかったた
め、それほど緊張することなく発表することが出来た。ほとんど
の内容が難しく、睡魔にやられ続けた。私は初日発表のため、ロ
シアに到着してからも PPT づくりに追われて大変だった。発表は
なんとかできたが、質疑応答の際に、全然答えることができなか
ったことが悔やまれる。韓国の学生は英語が堪能な学生が多く、
英語ができないことを恥ずかしいと本気で思った。フォーラム初
日の夜は交流会があった。学生寮の近くのボロボロカフェの２階
にこんな空間があるのかという印象の会場でロシアや韓国の学
生と話をした。コロナウイルスのため、韓国でもマスクや消毒液
は売り切れだと聞いた。ダンスタイムのような時間では、ロシア
の学生は踊ることへは積極的だが、韓国の学生は恥ずかしがって嫌がっていたので、各国の特徴が
垣間見ることが出来た。国際交流ができてよい経験となった。 
 
 
国際フォーラムの最終日では、テーマに対してグ
ループごとに提案を出した。私は松田君と一緒の
グループだったので安心していた。チームの学生
は、私と松田君以外はロシア人学生のみで、英語
ができない学生がほとんどの中、リーダーの２人
とのみ会話した。今年のテーマは「雪の結晶から
インスピレーションを受けてなにかつくる」。ざっ
くり。チームのところへ行くと、すでにリーダー
の一人が案を持っており、説明してくれた。提案
内容はどこにでも拡張可能な都市モデルだった
が、規模もわからなければどこに都市計画を作る
予定かもわからない。ただひたすらテーマに沿っ
たものを考えていく。私たちは度肝を突かれた。
建築と都市を両方考えながら計画する北大に比べ
て、かっこいいものを作るという考えは合わなか
ったが、形に落とし込み、様々な発想が生まれる

Name KANO Wakana  

Home University Hokkaido University 

Graduate school School of Engineering 

Course・Year Bachelor Course 4 

Host University Pacific National University 
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ロシアの学生たちに驚いた。絵をかいてと言われ、私と松田くんはどうやってかいたらよいか訳が
分からなかったが、ロシアの学生たちは楽しそうに絵をかき進めていたことにも驚いた。彼らは圧
倒的にグラフィックに強かった。手も足もでないまま発表が終わった。 
 
国際フォーラムの閉会式では、発表した学生一人一人に賞が与えられる。しかし私の名前のみ最後
まで呼ばれなかったため、涙目になって渡部先生に報告すると、手違いだということで急遽会長の
方がわざわざ戻ってきて、名前を呼び、一緒に記念撮影をしてくれた。とても温かい対応に感動し
た。 
 
次の日からはハバロフスク観光をした。観光初日
はロシアの学生と韓国の学生と共にバスに乗り、
観光スポット巡りをした。メインの街並みがとて
も美しかった。ハバロフスクは起伏の大きな地形
となっており、ジブリに出てきそうな景色が印象
的だった。 
 
その後２日間はデザイン事務所や建築事務所を
訪問した。 
 
最終日の前日に、ロシアの学生がボルシチとホッ
トケーキを、日本人学生がカレーを作ってみんな
で食べた。私はロシア組に参戦した。ホットケー
キはクレープのような薄さで、ジャムや練乳をつ
けて食べた。ロシアでは小学生のころから家庭でホットケーキ作りを手伝うようなので、ロシアの
学生は焼き方が上手だった。ボルシチもホットケーキもどちらもとてもおいしく、忘れられない味
となった。カレーが大好物な学生は、日本での語学留学中に食べたカレーを思い出し、余韻に浸っ
ていた姿が印象的だった。カレーは最強だと思った。とてもよい思い出となった。 
 
 
 
10 日間と長い滞在ではあったが、毎日のんび
りとしていて、よい修学旅行になった。なか
なかロシアに行く機会は少ないため、よい経
験となった。観光地が多いわけではないハバ
ロフスクはのんびりしたよいまちという印象
だった。冬だったため、住宅地などはあまり
きれいな印象を受けなかったが、夏には緑が
生い茂るようなので、いつか夏にも行ってみ
たいと思った。 
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成田での長い乗り換え時間に暇疲れしながらも、長旅かと思われたハバロフスクへの空路は、意外

にもあっという間で、飛行機の上からの広大なロシアの風土にいきなり大きな感動を覚えました。 

 

PNU主催のフォーラムでは、初の英語でのプレゼンテーションを行いましたが、ロシア人学生のトラ

ンスレーターが自分よりも緊張しており、お互いに励ましあいながらの発表となりました。英語で

の質疑もなんとか答えることができ、一安心といったところでした。 

 
フォーラム3日目はロシア、韓国の学生と一緒にワークショップを行い、「Snow Flakes」をテーマ

に建築や都市に関して制作を行いました。言語の壁を感じながらも、コンセプトや形が採用され、

なんとかコミュニケーションをとって形を作り上げることができました。その結果、なんとグラン

プリを取ることができ、驚きながらも非常に嬉しい結果となりました。 

 
 

 

 

 

Name SATO Ryota  

Home University Hokkaido University 

Graduate school School of Engineering 

Course・Year Bachelor Couse 4 

Host University Pacific National University 
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PNUでのフォーラム以外でも、現地の学生のアテンドで建築学科の作品見学や市街地の建築見学、郊

外でのウィンタースポーツ体験プロダクトデザインとインテリアデザインを行っている事務所や建

築設計事務所DVPIの職場見学など、建築を考える上で新しい世界を見れたような気がします。 

 

留学終盤の夕食パーティーでは、ロシアの学生からボルシチやロシアの伝統的なパンケーキなどを

ふるまってもらい、日本人学生からはカレーライスを振舞いました。美味しいお酒と一緒に大満足

のディナーとなりました。 

 

留学中最大の感動は、なんと言っても美しく広大なロシアの風土です。広大なアムール川に沿って

作られた都市は日本のように川に背を向けて作られておらず、大地や川の持つ地形を活かして素晴

らしい風景を持っていました。ハバロフスクは、またぜひ再訪したい都市となりました。 

 

到着直後からフォーラム、フォーラム終了後の各地の見学まで、とても親切にアテンドしてくれた

ロシアの学生たちに多大な感謝をここに記します。 

 
СПАСИБО 
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conference 

 

 

 
初めてのロシア。日が変わり、出発当日の日付に変わってから準備を初め、寝不足のままこの研

修は始まった。もちろん、新千歳から成田までの飛行機は涎を垂らすほど寝てしまった。最後の日
本食を食べた後、飛行機はハバロフスクへ向かった。本を読んでいて、ふと目をあげると機内が赤
い。地平線に沈む夕日が、飛行機の中まで届いていた。シベリアの大地に沈む夕日はあまりにも美
しく、搭乗している人の中にも見入っている人が多かった。もちろん、僕の席は通路側で全く見え
なかったのだけれど。とても良い研修になる予感がした。 
 
次の日、近くの公園に散歩に出た後、ロシアの学生とみんな揃って街の方へバスで向かった。数

え切れないぐらい、スケートリンクの中で転んだ後、わがままを聞いてもらって、凍りついたアム
ール川の上を歩く。下を見ると、薄緑色の氷に入った亀裂が複雑な模様を見せていた。川から街に
上がると、煉瓦造りの建物と、街全体がこれまた赤く染まっていた。ロシアに来たことを、その街
並みと、寒さで自覚した。 
 
ついた当日にいきなり発表があるかもしれないと脅されていた研修だったが、平和に 3 日目から

発表が始まった。韓国とロシアと日本の教授、そして生徒が発表を重ねる。建築の中でも分野は多
岐に渡ったが、一つ一つ聞いているととても面白い。スライドのデザインも新鮮なものが多かった
が、結局かっこいいスライドでも、その内容が伝わらなければ、それはプレゼンではないのだと、
聞く側として学ぶことができた。僕にとって、英語でのプレゼン発表は、高３以来久しぶりのこと
だった。北大の卒論発表の時にはなかった、新鮮な指摘をいただき、さらにこの研究を進めたいと
俄然やる気が出た。初日から夜には自由時間があったが、発表の準備に追われていた。泊まってい
る部屋には日本男子たちの英語の発表練習の声がうるさく響いていた。僕もうるさかったと思いま
す。 
 
このフォーラムが始まった日にだけ、参加者と運営の全員が集まってのパーティーがあった。100

人ぐらいだろうか、大きな机が 3 つも埋まるほどの人数だった。北大の学生はあえてばらばらに座
り、他の学生と話そうという作戦に出たのだが、僕はコミュニケーションをうまく取ることができ
ず、悔しい思いをした。そんな中でも、何人かの生徒と話すことができ、ロシア語を教えてもらい
ながら、楽しい時間を過ごすことができた。韓国に教授から、’Your presentation was good!’ と
言っていただき、大きな励みになった。 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Name  MATSUDA Ryosuke  
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Graduate school School of Engineering 

Course・Year Undergraduate 4 
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全員の発表が終わった日から、夜の時間を発表練習に割くこともなく、自由に使えるようにな

った。昼間には、ロシアの学生と遊んだり、街や近くの住宅地を散歩したり、あるいはハバロフ
スクにある設計事務所にお邪魔したりと様々な体験があった。ハバロフスクにいた 10 日間の中
で、街のすぐそばを流れるアムール川へ行ったのは 5 回以上だと思う。行くたびに、そのカチカ
チに凍った大河に感動していたが、さすがに最後の方になると見慣れてしまった。そのアムール
川のほとり、街からバスで１時間ほど揺られたところにあるレクリエーション施設に行った時、
ロシアの人たちはみんなスケートを楽しんでいた。ロシアの人たちは、みんな子供の時からスケ
ートして遊ぶらしく、どの人もとても上手に滑っていた。その様子を見ながら、「郷に入れば郷
に従え」なんていう言葉を思い出しながらも、僕は散歩に出た。それはそれで、楽しい時間だっ
た。 

 
現地の設計事務所とインテリアデザインオフィスを訪れた。古い煉瓦造りの建物をリノベーシ

ョンしたオフィスは、とても居心地がよく、そしてその居心地が良い空間を作るための様々な工
夫の一部を垣間見た。どちらのオフィスでも、プロジェクトや、設計に対する考えなどを知るこ
とができた。ユジノサハリンスクが今、経済的にとても発展していることも、この時まで知るこ
とはなく、まだまだ僕には勉強が足りないと痛感した。そして、設計の楽しさ、建物を建てる楽
しさを、働いている人から直に感じた。設計職に就きたいと改めて思う。設計している人はみん
なかっこいい。 

 
一度、僕達北大の学生の面倒を見てくれていた Polina と Kirill とともに、ロシア料理と日本

料理のパーティーをした。2 人が作るボルシチとパンケーキは本当に美味しい。のんびりと過ぎ
てゆく、その日の夜は、とても楽しい時間だった。先生も交えてたくさん話をして、また新しい
刺激を受けて。ロシアの学生は本当に絵がうまい。日本の学生が頭の中で、あるいはパソコンを
使って考えている中で、彼らはたくさん手を動かす。すぐに表現する。それは、僕は持っていな
い能力だが、設計をするにはなくてはならない能力だろう。知識も、その能力も、まだまだ僕が
持っていないものは茫漠としているが、それに絶望することはなく、前向きに進もうという気持
ちになる。そんな体験をした、この研修は、本当に良かったと心から思った。 

 
帰る日、朝は早く、僕らは珍しく日の出前に起きた。泊まっていた寮の部屋は５階で、窓の外

を見ると平らな大地といくつかの建物、そして空が見えていた。その日の朝焼けは格別で、赤か
ら紺への色のうつりかわりが窓枠の中に映り込んでいる。出てきた太陽にさようならをして僕ら
は部屋を出る。 

 

Food party Good moment 
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写真 2 論文発表のようす 

 

 

私は 2020 年 2 月 16 日から 2 月 25 日までの 10 日間、ハバロフスクを訪問した。北海道よりも冬
季の気温が低い地域に行ったのは初めてだったので心配していたが、北海道よりやや寒いといった
感じで、想定していたほどではなかった。 
 
到着の翌日2月17日は健康診断を受けたのち、スケート場とアムール川へ連れて行ってもらった。

凍ったアムール川に下りることができたことは、貴重な体験だった。地元の人たちも散歩をしてい
る様子が伺えたので、観光地でもあり、地域住民の生活にも根付いた場所であると感じた。晩ごは
んには、伝統的なグルジア料理のお店に連れて行ってもらい、異国の文化に触れることができた。 

 

 
    

 
 

 
到着の翌々日からの 3 日間はフォーラムに参加し、論文発表とワークショップを行った。海外の

先生のレクチャーや学生の発表は、研究の内容も発表の仕方も新鮮で興味深かった。また、英語で
の発表は初めてだったので難しく感じたが、貴重な経験となった。海外の学生から日本の学生の発
表がどう見えているのかも気になった。ワークショップでは、「Snow Flake」をテーマとして都市空
間の中にパブリックスペースを提案した。海外の学生はスケッチや 3D モデリングなどの能力がとて
も高く、提案の組み立ても今まで自分が取り組んできたやり方と違っていたので驚いた。 
 

Name ISHIBASHI Kisara 

Home University Hokkaido University 

Graduate school Graduate School of Engineering 

Course・Year Master Course 1 

Host University Pacific National University 

写真 1 凍ったアムール川 
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2 月 21 日から 2 月 24 日では、大学の建築学科を見学させてもらったり、市内の駅や広場、慰霊
碑、教会などを案内してもらったり、アムール川に行ったり、デザイン事務所や設計事務所の訪問
をしたりした。大学の建築学科では、早くからスケッチや図面を描くトレーニングや、模型を細部
まで作りこむことで構造の理解を深めているように感じた。市内の見学ではハバロフスクの街や歴
史、建築を知ることができたので、勉強になった。デザイン事務所や設計事務所では、職場環境や
取り組んでいるプロジェクトに触れることができ、興味深い体験をすることができた。 

 
 
 
 また、ロシアの学生とお互いの国の料理を作ってご馳走しあったのはよい思い出になった。私た
ち日本の学生はカレーライスをつくり、ロシアの学生はボルシチをつくってくれた。ロシアでの食
事は、あまり口に合わないものも何度かあったが、つくってもらったボルシチは、今回の訪問で一
番おいしい料理だと感じた。 

 
 

 
今回の訪問では、様々なはじめての体験をし、新たな知識を得ることができたので、貴重な経験

となった。 

 

写真 3 市内散策 

写真 4 ボルシチ 
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１日目（２月１６日） 
朝７時に空港待ち合わせ。成田で乗り継ぎハバロフスクへ向かった。ちょうど新型コロナウィルス感

染が拡大している時期で、空港で歩く人々はみなマスクをしていた。担当の教員からも研修中は体調管
理に１番気を付け必ずマスク着用するように指示され、なんだか緊張ムードに包まれながら始まった１
日目。ハバロフスク空港に着くと、現地のロシア学生がお迎えをしてくださり寮までアテンドしてくれ
た。きれいな日本語でこれからの日程やロシアでの生活のことを丁寧に教えてくれた。 
 
２日目（２月１７日） 
この日はまず大学で朝食を食べ、新型コロナウィルスに感染していないかの健康診断の受診を受けた。

ひたすらずっと待合室で待ち、体温・心音・血圧・のどの状態のチェックを終え、無事、全員問題なく
健康診断を終えた。そのあとはロシア学生たちが市内へと案内してくれ、スケートをした。 
 
３日目（２月１８日） 
今日からフォーラムが始まり、各国（日露韓）の先生のセミナーに引き続き、学生の研究発表が行わ

れた。同じ建築の分野でも、それぞれの専門によるプロジェクト・研究を聞けて刺激になるものが多か
った。 
 

４日目（２月１９日） 
フォーラム 2 日目。今日は自分の発表がった。韓国からいただいた鋭い質問にもなんとか答えることが
でき、また、今後の研究に関するフィードバックもいただき学びのおおい人なった。 
 
５日目（２月２０日） 
今日はワークショップの日。日露韓の学生が混ざり６つのグループに分かれた。テーマは“雪の結晶”
を元に何かを建築もしくはデザインするものだった。私のグループは１０人のグループで、日本学生３
人、韓国学生１人、６人ロシア学生のグループだった。なかなか案が出ずに時間だけが過ぎって言った
が、最後にはなんとか形になり、最終的にはグランプリを獲ることができうれしかった。 
 
６日目（２月２１日） 
今日は学生全体でハバロフスク市内のツアーがあった。ロシア学生がアテンドしてくださり、街のこと・
建築物等を案内してくれた。 

Name NAKANO Yumi  

Home University Hokkaido University 

Graduate school Graduate School of Engineering  

Course・Year Master Course 1 

Host University Pacific National University 



− 68 − − 69 −

RJE3 Activity Report in Russia 

  
 
 

 
７日目（２月２２日） 

今日はハバロフスクのアーティスト”GORKO VENKO"のアトリエを訪問した。彼が手掛けた作品・デザ
インについて熱く紹介しくださり、非常に刺激を受けた日になった。彼の作品は大きくて色味も強く独
特な印象だが、その背景にはロシア伝統芸術からのインスピレーションもあり、筋のある強い作品に圧
倒された。 
 
８日目（２月２３日） 
今日はハバロフスクにある建築設計事務所を訪問した。日曜なのにも関わらず、スタッフの方が事務

所内を案内・設計事例を紹介してくださった。海外からのインターシップも受け入れしているというこ
と。夜は現地で仲良くなったロシアの学生とペットのワンちゃんと散歩をした。しばれる空気が気持ち
いい夜だった。 
 
９日目（２月２４日） 
今日は最後のハバロフスク滞在の日。午後から、先日訪問した事務所 RIM が手掛けたショッピングモ

ールを見学し、お土産等を購入した。最後の夜ご飯はロシア料理を食べた。 
 
１０日目（２月２５日） 
今日は日本に帰国する日。朝９時に寮を出発し、空港まで向かった。バスから見える空港までの景色

は、１０日前とは違った風に見えなんだか離れるのがさみしくなった。最後の最後までロシア学生が空
港までお見送りをしてくれた。この１０日間付きっ切りで現地の案内・通訳をしていただき感謝の気持
ちでいっぱいになった。Спасибо！！ 
 
最後に 

このプログラムを通して関わった日露韓の教員・学生の皆様に感謝申し上げます。そして RJE３担当ス
タッフの村上さん・加藤さん、渡航前からビザの申請・渡航準備等に丁寧で手厚いサポートをいただき
ました。 
みなさま、本当にありがとうございました。 
 
今後「日露デザインスクール」に参加する予定の学生へ 
このプログラムでは海外の場で自分の研究を発表でき、ほかの専門分野からの先生、そして学生から

貴重な意見、フィードバックをもらえる機会になると思います。またワークショップでは自分と異なる
教育・文化をもつ学生たちとの交流を通じて、一つの物事に対してのお互いの考え方のギャップを感じ
ることができ、その中でチームとしてどう意思疎通をとるか、課題を進めていく困難さ・大切さを学べ
るかと思います。またプログラムが行われている間は、現地のロシア学生達が付きっきりでフォーラム
の運営・街の案内・通訳などしてくさるなど大変お世話になる場面が多いです。ぜひ現地に行く際はお
礼のお土産等を持っていくのをおススメします。（ロシア語もあいさつ程度でも覚えていくのも、強くお
勧めします！） 
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Name MINAKAWA Haruna  

Home University Hokkaido University 

Graduate school Graduate School of Engineering 

Course・Year Master Course 1 

Host University Pacific National University 

 

 

 
私は 2 月 16 日から 2 月 25 日までの 10 日間、ハバロフスクを訪問した。 
1 日目、成田空港を経由にハバロフスク空港からロシアに入国した。私はロシアへの渡航は初めて
で、新型肺炎の流行の影響も不安だったが、特に問題なく入国することができた。初日は 18 時過ぎ
に現地に到着した。PNU の学生がバスを手配してくれていて、寮までバスで向かった。カフェテリア
はすでに閉まっていたので近くのハンバーガーショップで夕飯をとった。ロシアでは全てロシア語
表記しかないので注文するのも一苦労だったが、現地の人が助けてくれた。物価が安いのが想定外
だった。 
 
2 日目は周辺観光をした。ハバロフスク市街を見て回ったり、アムール川を見たりして過ごした。 
分厚い氷が張っていて、赤い夕日と相まって壮大な景色だった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 日目から 4 日目は New Ideas of New Century というフォーラムに参加した。 
建築系がメインのフォーラムで、自分の専攻とは違った研究が知れて新しい経験だった。学生同士
の交流では分野は違うからこその発見や楽しさがあった。 
 
私は将来、建設業に携わりたいと考えているので、建築は近い存在であるはずなのだが、建築系に
ついて、どのような学問なのか知識がなかった。しかし、今回フォーラムに参加することで、設計、
意匠、構造のそれぞれの分野の研究について知ることができた。また、建築の中でも、まちづくり・
アーバンデザインは、土木の計画系と似ている部分や、異なる部分を比較することができ、自分の
分野に関しても理解が深まった。 

アムール川 
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フォーラム終了後は現地の学生にアテンドしてもらいながらハバロフスクを回った。 
建築事務所でお話を伺ったり、アムール川を望みながらスキーをするなど、旅行では味わえない
経験をした。ロシアの学生と私たちでホームパーティーをしたのはとてもいい思い出だ。ボルシ
チとロシアのパンケーキを作ってもらい、日本人チームはカレーを振る舞った。 
10 日間で、学業としても国際交流としても貴重な経験ができたと思う。 

 

クロージングセレモニー 
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Name  LI Tianqi 

Home University Hokkaido University 

Graduate school Graduate School of Engineering 

Course・Year Master Course 2 

Host University Pacific National University 

 

 

 2 月 16 日から 2 月 25 日までの 10 日間、私はプログラムの学生と一緒にハバロフスクの太平洋国
立大学の学術フォーラムに参加して、観光地を順に訪問した。16 日の朝、皆で東京を経由して成田
空港からハバロフスクに到着した。最初に、中国の学生として新型コロナウイルス影響に対してロ
シアに入国できるのかを心配してしましたが、空港の検査担当の尋問をいっぱい受けて、やっと入
国ができその時は嬉しかった！ 
 その後に、太平洋国立大学の学生が私たちを温かく迎えてくれて、ハバロフスク都市の風景を見
に行った。 
 冬のロシアのハバロフスクは、世界の童話のように、どこでもロマンチックなロシア風情があふ
れている。林の中をゆっくりと通る線路電車、教会の入り口で写真を撮った新婚夫婦、栄光の広場
でハトを追う子供たち、壁に落書きをする芸術家、ムラヴィヨフアムールスキー公園の川沿いに日
没を待つカップルなど。私は 2 月 17 日のこの日初めてロシアと親密に交流を持ち、海外生活を楽し
んだ。 

                スパソ・プレオブラジェンスキー大聖堂          ウスペンスキー教会           大聖堂での写真 

 

 そして、太平洋国立大学のフォーラムを開催し、当大学の教授とロシア、韓国からの教授の講義
を聞いた後、私と学生のみんなも各自分の研究内容について説明発表をした。ハバロフスクエリア
の都市デザイン研究戦略研究や、韓国の伝統的な住宅の特徴、北海道の建築の風雪災害シミュレー
ション研究など、専攻における内容に対して教授と学生が各自の意見を交換し、各研究の具体的な
問題点を把握できるようになった。また、それと同時に、ロシア学生のデザイン作品も見れて、設
計方法やスタイルが勉強になった。 
 

 
フォーラムの開催              ロシア学生が作った教会の模型           作品の見学 
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 それから、みんなが各自のグループに入り、ワークショップ作業をやっていた。私のグループで
は自分以外の学生は全員ロシアの学生であり、最初は言語が通じないため緊張していたが、ロシア
学生と英語で詳しく交流していた上で、みんなと一緒に都市デザイン作業をスムーズに完成できた。
その時、ロシアの友達をいっぱいつくって、仲良くするのは一番楽しかった。 

 
ロシアの学生とワークショップする写真 

 

 フォーラムが閉会したの後、ロシアの学生が地元で有名な設計事務所を案内してくれました。
GORKO VENKO 設計事務所の社長が設計した面白な芸術品を私たちに展示した。みんなは社長がこの
ような豊かな創造的インスピレーションを持っていることに驚いた。また、都市デザイン設計事務
所を訪問した時、ロシアの社員の設計も勉強し、みんなにチャンスがあれば是非事務所で実習して
みたいと感じた。 
 

設計事務所に訪問する 

 
 プログラムは 10 日間ではあったが、建築デザイン、都市デザインなどが主だっており、自身の
専攻と異なる学者や学生たちと交流できた経験は貴重なものとなった。これからは専攻の研究につ
いてもっと自信がつき、研究に役立つだろうと考える。 
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【Course Objectives】
In this Design School of Japan and Russia, students will acquire the knowledge on the Urban Architectural Design 
and the Overview perspective of the technologies in Cold region of Hokkaido and Far-East Russia

1. What are the characteristics of this course?
The theme of this course is construction design in cold regions.
The students will participate “New Ideas of New Century”, an International academic forum in which several 
universities from Japan, Russia and Korea joins every year at the Pacific National University (Khabarovsk).  
Students are required to present their researches, such as graduation thesis and diploma project, along with to 
participate workshops in groups.  While participating in this forum and exchanging with other countries’ students, 
they will develop international communication skills in addition to learning about urban and architectural design and 
construction technology in cold areas.

2. What do you expect from students who participated in the RJE3 Program in the future?
Through the participation in this program, I hope that the students will gain specialized knowledge on construction 
design and construction technology in cold regions which are commonly beneficial for Hokkaido and far east Russia 
and will be active as an international expert by using their experiences of collaborating with overseas students.

【授業の目標】
北海道とロシア極東の寒冷地域の都市建築デザインおよび寒冷地域技術の概要を修得することを⽬的と
する。

１. 授業の特徴
本講義のテーマは寒冷地域の建設デザインです。ロシア太平洋国立大学（ハバロフスク）で毎年行われ
る、日本・ロシア・韓国の複数の大学が集う国際学術フォーラムNew Ideas of New Century に参加しま
す。
履修学生は、フォーラムにおいて卒業論文や卒業設計などの自身の研究を発表し、学生グループワーク
ショップに参加することが求められます。本フォーラムへの参加と滞在中の学生同士の交流を通して、
寒冷地域の都市建築デザイン・寒冷地域技術について学びながら国際的なコミュニケーション能力を育
みます。

２. RJE３プログラムの参加学生に今後期待すること
本プログラムへの参加を通して、北海道・ロシア極東に共通する寒冷地域の建設デザインと建設技術の
専門的な知識を習得とともに、海外学生との協働経験を活かして、国際的な専門家として活躍すること
を期待します。

Professor SETOGUCHI Tsuyoshi
(Graduate School of Engineering)

Assistant Professor WATANABE Norihiro
(Graduate School of Engineering)
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Content of the report 
This year I took part in Course “Anthropological field school” on the Rebun Island and the “East 
Russia-Japan expert education” program. The aim of the first course was to get knowledges about 
field work, indegious archaeology, laboratory functions and aspects of the total station operations. 
During the second part of the course we had a lot of lectures about sustainable development, 
environment, ecology of the Far East and the Arctic Zone. We had professors both from Arctic 
research project and NASA project (these people helped to understand the way how Japanese people 
care about their nature and how important and close are international relationships). 
 

Anthropological Field School on the 
Rebun Island 
Anthropological Field School on the 
Rebun Island was held from the August 
4th, 2019 till August the 24th, 
2019.During this project everybody 
could explore the ancient site 
“Hamanaka 2”, it’s different cultural 
layers, such as: historical Ainu layer, 
Satsumon layer, Okhotsk layers, Zoku - 
Jomon Layer, Jomon Layer.  
Students were divided into two groups 
(A and B) to have more space on the 
excavation site and in the laboratory 
both, and day after day groups were 
changed between each other.  
I had the honor to excavate on the Zoku 
- Jomon Layer, the most “fruitful” layer 
on the site, I guess, as it was a workshop 
of the ancient people.  
Everyday I had about 70-80 finds of 
different kinds: little stone flakes, stone 
tools, bone tools (made from the bone 
of the marine animal- the arrow head, 
the harpoon head and something looks 
like a little spoon) and a fragments of 
the cord-ornamented ceramics.  
As for me it is an amazing opportunity 
for students of every country, because 
you can closer know the culture of the 
Japanese people through the cultures of 
the ancient people. 
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East Russia-Japan expert education program. 
East Russian-Japan expert education program was 
held in Hokkaido University in Sapporo-city from 
the August 26th, 2019 till the August 30th, 2019. 
Students were divided into 7 groups, each group 
had representatives from different countries to 
have international exchanges between the 
participants during the time of the discussion. 
Everyday we had about 3-4 lectures and than 
made a group presentation with our opinions on 
the problems that were lightened. On my way of 
thinking the most interesting lecture for Russian 
participation part was “Waste Management”. In 
fact, unfortunately there is no recycling landfills in 
Russia, I guess all the participants should use 
every opportunity to improve the situation in our 
hometowns. We can win ecology grants, talk to 
our mayors and show them experience of the 
Japan. Japanese scientists are interested in 
sustainable environment of Far East, so our 
countries can collaborate on this issues to make 
our planet beautiful and clean together. 
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Content of courses 
 
This year I took part in International 
Archaeological Field School in Rebun Island. 
The aim of the field school was to acquaint us 
with the archaeology of Japan and with the 
archaeology of Rebun island. Taking part in the 
excavations at the Hamanaka-2 site, we learned 
the Japanese method of excavation, processing 
and fixation of artifacts, taken the experience of 
Japanese colleagues. We also participated in the 
Introduction of Far East and Arctic studies RJE3 
program. This course introduced us to various 
environmental problems in Japan, problems of 
Arctic exploration, problems of interaction 
between different countries and cultures. In this 
course, we have collaborated to offer some of 
our ways to solve these problems.                  Hamanaka Elementary school with Japanese kids 
 
Experiences 
 
During the field school we studied the archaeological cultures of Rebun island and Northern Japan. 
We got acquainted with the Ainu archaeology and Ainu customs and rituals. At this school, we 
attended lectures of foreign experts on various topics related to archaeology and the problems of 
preserving the cultural heritage of the world's indigenous peoples. We also had the opportunity to 
participate in the ethnographic study of the population of Rebun island and historical studies of 

Shinto shrines. During the program on Rebun 
island and in Sapporo, I acquired important 
skills in the processing of archaeological 
collections, in the methodology of 
excavations. I had the chance to visit the 
Museum in Kafuka - I learned how the 
Museum processes, preserves and exhibits its 
collection. I also made a lot of new and 
interesting acquaintances with people from 
different countries, improved my English 
language skills. This practice will help me in 
my future work in the field of archaeology 
both in Russia and in Japan. 
 

 
Hamanaka fishing pier.  

Ethnografical survey witｈ Assistant professor Shiaki Kondo 

 
 

Name  DIUKOV Evgenii 

Graduate school School of Humanities 

Course・Year Master Course 1 

Period of time 4 August, 2019 ～ 30 August, 2019 

Host University Hokkaido University 



− 78 − − 79 −

  
Impressions 
 
This program allowed me to get acquainted with Japan and Japanese culture. I learned a lot of new 
things. I realized that people in Japan and in Russia are similar in some ways, and in some very 
different. Even the nature of Hokkaido and 
Rebun island is strikingly similar to the nature 
of Primorsky Krai with rare exceptions. It was 
very nice to see the names of streets on the 
road signs not only in Japanese but also in 
Russian. It was also nice to know that many 
Japanese people know Russian. It all means to 
me that we're very close. The field school 
showed that when we, people from different 
countries, work together, we succeed. This 
allows to make a qualitative step forward. I 
plan to continue working with my Japanese 
colleagues and strengthen this cooperation. 
                                                

Making presentation in Far East and Arctic studies  
in Hokkaido University       

 
Gratitude 
 
I want to express my gratitude for the opportunity to participate in this program. Japan is a 
wonderful country. Sapporo is a very beautiful city, and the most beautiful place in the city is the 
campus of Hokkaido University. I want to thank Hokkaido University, Professor Hirofumi Kato, Ms. 
Sachiko Kato and all the people who made this program and helped me. 
 

View from the hill on the Funadomari bay 
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Content of the report 
 
This year I took part in two courses – 
Introduction to Far East and Arctic Studies 
RJE3 Program: Environment, Culture and 
Sustainable Development and RJE Special 
Seminar I: Past and present of Hokkaido: 
history of Ishikari and Sorachi. The 
purpose of the first course was to show the 
general picture of socio-economic 
development and culture of the Far East 
and the Arctic region. And also to form 
groups to discuss the problems covered in 
the lectures and thereby form professional 
groups for the sustainable development of 
the Far East. The aim of the second course 
was to show the history of indigenous 
peoples, as well as the development of 
Hokkaido, and as a result, the current 
socio-economic situation of Hokkaido. During this course, we visited a large number of museums, 
such as Historical Village of Hokkaido, Hokkaido Museum, Hokkaido Museum of Modern Art and 
etc. A visit to these places was important for a complete understanding of the history, culture, and 
economic development of Hokkaido. 
 
Learning outcomes 
 
During the training I received a lot of useful 
information both for my professional 
development and for broadening my 
horizons as a whole. I learned a lot about 
the economic development of Hokkaido, 
about Japan’s experience in combating 
pollution and garbage, and generally about 
environmental problems and how to solve 
them in the Far East. I learned about the 
economic potentials of the Northern Sea 
Route. In the first year at the end of each 
day, we made a presentation on the topics 
covered by lecturers. And at the end of the 
course we made a group presentation, 
where we showed their achievements of the 
course. Separately, I was interested in 
studying the problems associated with forest fires, because my father works in this area and I think 
this knowledge will also be useful to him.  

Historical Village of Hokkaido 

Otaru Museum 
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Akabira Coal Mining Heritage Guidance Centre 

 
Experiences in Japan 
 
I liked many of the museums I visited. I 
can especially highlight Historical 
Village of Hokkaido. This is a very 
atmospheric place where you immerse 
yourself in being the past of Hokkaido. 
Visiting of museum Akabira Coal mining 
Heritage Guidance Center was close to 
my, because similar events told by the 
lecturer here took place in my native 
mining village. This shows that different 
countries have similar problems in many 
respects and transnational 
communication will be useful for solving 
them. 
 
 
  

Influence on future career goals and choices 
   
The program RJE3 expanded my 
knowledge of Japan and mainly 
provided an understanding of the 
differences between our countries. The 
cultural characteristics and life of Japan 
and Russia are quite different, which 
prevents them from establishing 
full-fledged relations. But thanks to 
programs like this, we can calmly 
establish contacts and share cultural 
experiences with each other. I sincerely 
hope that we will continue to continue 
communicating with my new Japanese 
friends outside the framework of the 
program, and I also hope that I will 
communicate with colleagues in my 
scientific research.  
 
Comments 
 
I want to say thanks for the opportunity to attend courses RJE3. I also want to note the high level of 
organization of the program. Clear and short explanations were given to all organizational issues, 
which cannot but rejoice. I believe that in the future for my life this learning experience with RJE3 
program will have positive consequences. 
 

 

 

Hoshinofurusato Centennial Museum 
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Past and Present of Hokkaido:
History of Ishikari and Sorachi

Professor SHIRAKIZAWA Asahiko
(Graduate School of Humanities and Human Sciences)

【Course Objectives】
Sapporo city and the suburban area hold a lot of traces of indigenous people‘s life and several museums which 
exhibit and preserve historic remains and historical sources. You can learn the history of indigenous people and 
emigration, settlement, and reclamation of Japanese people (Wajin), and also traces of the achievement of economic 
development in the prewar and post war time in the central area of Hokkaido through to observe historical resources 
including remains and documents. You can learn through above mentioned activity by explanation and guidance 
in English under the cooperation of visiting museums. You can understand the outline of the history of Hokkaido 
through learning the history of Sapporo and central area of Hokkaido.

1. How was the course this year?
As for this class, it is the second time to conduct on this course. Because of the earthquake last time, we could make 
the visit only for two days among 4 planned days.
The participated students of this year are the first time that they experienced all the plans of 4 days. There seems to 
have been much visits and the long walk distance, that made some of them tired.

2. Were there any impressive actions or words of students?
We walked around the Otaru city on foot, but some said that a lot of tourist attractions, so they wanted to turn around 
more slowly. The explanation of the curator of each museum had many talks in “As for Hokkaido”. There was the 
opinion that “we hope to know more about Japan as we came to Japan”. Even though they came to Hokkaido, we 
need to recognize that they wish to know the Japanese history, culture, and society through the history of Hokkaido.

【授業の目標】
札幌市および近郊地域は、先住民の生活の痕跡を多く残すとともに、博物館、資料館が随所に設置さ
れ、歴史的な遺物、史料の保存も行われている。札幌を中心とする道央地域における先住民の歴史、和
人の移民・入植・開拓、戦前戦後の経済発展の足跡を歴史的な資料（モノと文書）を直接見ることを通
して学ぶこととする。北海道大学が位置する札幌および道央圏の歴史を深く知ることにより、北海道史
の概要を理解することができる。

１. 今年度の参加学生の特徴
今年が2回⽬となるが、昨年は、地震のために、見学は2日間のみだった。4日間の予定をすべて経験した
のは初めてである。見学先が多く、歩く距離もあったので、疲れた学生もいたようである。

２. 印象に残った学生の行動や言葉
小樽市内を徒歩でまわったが、観光スポットが多く、もっとゆっくり回りたい、という声があった。ま
た、各博物館の説明は「北海道では」という話が多かったので、「せっかく日本に来たので、もっと日
本のことが知りたい」という意見も出た。見学先は北海道であるとしても、日本の歴史・文化・社会を
もっと知ってもらえるような工夫が必要だろう。
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Introduction  
In this report, I am writing about my participation at the RJE3 Basic Subjects “Introduction to Far 

East and Arctic Studies RJE3”. The aim of the course was to acquaint Russian, Japanese, and 
Chinese students with sustainable development of the Far East and the Arctic. We had some lectures 
and seminars in Hokkaido University and made presentations on the topics covered by lecturers. 
During this program we listened to a presentations made by Russian and Japanese experts. The main 
topics of this course are culture, environment, infrastructure development, and politics. During this 
week, I have learned a lot about the sustainable development of the Far East and the Arctic. 

 
Learning outcomes 
My major is Area Studies, and I think that better understanding of environmental, economic and 

social processes will be helpful in my future work. Previously I was very briefly introduced to 
Japanese experts’ point of view on the global challenges, and it was very interesting to attend these 
classes. 

Japan has been participating in the Arctic discussions for a long time, its activities in the Arctic 
started many years before international disputes on the possible revenues from the Arctic 
transportation routes and resource utilization and environmental risks. According to the lectures 
provided by Hokkaido University’s researchers, Japan’s representatives signed the Svalbard Treaty 
in 1920, and the origins of Japan’s Arctic research efforts date back to the late 1950s. In this time the 
Arctic was not a “hot spot”, it was interesting mostly for polar researchers. Then, in the 1990s, after 
the Murmansk speech, interest in international cooperation in the Arctic increased, and from 2007 
until today, the Arctic issues and challenges are is getting more and more attention from Japan.   

I am interested in international relations, so the information that Japan has extensive international 
contacts and encourages researchers work together on global issues is inspiring and promising in my 
opinion. Japan’s research organizations work in very different areas, and have many options to 
develop joint programs with my home republic. For example, Yakutia is known for its extreme 
weather conditions, and therefore research organizations could test equipment for the Japan's Arctic 
stations and base the joint research programs with Russian experts. It was nice to hear that Japan’s 
experts hope that during its future Arctic Council Chairmanship the Russian Federation will concern 
on the joint scientific researches with other Arctic and non-Arctic countries.  

I am sincerely impressed by all innovations Hokkaido researches and officials have created to 
make people's life comfortable and convenient. It was very interesting to know about the urban 
integration and revitalization program on population reducing city, and about the waste management 
and energy recovery programs.  

 
About Hokkaido 
During our stay we also participated in a course about the “Past and Present of Hokkaido. History 

of Ishikari and Sorachi”. I highly recommend this lectures to everyone interested in history of 
Hokkaido. To study more about Hokkaido, we have visited the Hokkaido Museum and Historical 
Village of Hokkaido. The Historical Village of Hokkaido is an outdoor museum that is located in the 
Nopporo forest park in the suburb of Sapporo. It covers an area of about 34 hectares. This open-air 
museum began its work on April 16, 1983, to preserve the ancient buildings and familiarize people 
with the life of those who lived in Hokkaido. We also visited the Sapporo City archives, Hokkaido 
Museum of Modern Art, and Sapporo Beer Museum. As we were informed at the City archives, 
there are various theories on the origin of the word "Sapporo." The leading theory is that it comes 
from the Ainu language “Sap (Dry) - Poro (Wide)”. Until the end of the Edo period (1603–1868), 
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Sapporo was a trading post with Ainu. Sapporo became famous for its functional grid of streets and 
avenues. The second city we visited is Otaru. Otaru is a small harbor city that nowadays is famous 
for its port and canal. The history of Otaru is a history of rising and fall. Otaru port was designated 
as an international port in 1899 and used to serve as a major trade and fishing port. As the Otaru port 
developed in late 1800s, Otaru thrived as an international financial and commercial center. Banks 
and large corporations opened their head offices and branches at the local Ironai Street, which later 
came to be known as the Wall Street of Northern Japan. After World War II, the economy of Otaru 
declined due to coal mining decrease and development of ports elsewhere in Hokkaido. Nowadays, 
Otaru is well-known as a tourist town. 

Comments 
I would like to express my sincere gratitude for an invitation to join the RJE3 program. I think that 

the idea to create RJE3 Alumni organization is brilliant, and it will be a great pleasure to me to 
participate in its activities.   

 

     In Hokkaido Museum 

 

City walk with new friends 

 
 
 
 
 
 
 
      In Hokkaido Museum2 

        
     
 
 

     In Hokkaido Museum 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otaru canal                                Otaru Railway Museum       
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Content of the report 
 
This year I took part in RJE3 Basic Subjects 2019 under the East Russia-Japan Expert Education 

Program. 
This program includes 3 courses: Introduction to Far East and Arctic Studies RJE3 Program: 

Environment, Culture and Sustainable Development, RJE3 Special Seminar 1: Past and present of 
Hokkaido: history of Ishikari and Sorachi, Yakutsk field short course: Permafrost ecosystem in the 
Arctic regions. 

In the first year there were seminars in the city of Sapporo. The seminars were attended by 
students from different countries, as well as lecturers from various universities presented their topics. 
During discussions in group work, an exchange of experience, knowledge and culture took place in 
various fields of life and science. 

RJE3 special Seminar showed us the history of Hokkaido, its development and prospects. Many 
museums, exhibitions and attractions were visited in different cities of Hokkaido. The history of the 
Ainu people was also widely covered. We learned the history of many cities, their features and 
uniqueness. 

In the Yakutsk field short course there was a joint work with the University of Hokkaido. The 
work proceeded in groups among students, where at the end of the course, presentations on the work 
done were shown. Сourse included lectures, sample collection, analysis and conclusions. 

 
Learning outcomes 
 
During the program I learned a lot of new things not only from my specialty in natural sciences, 

but also about Japanese culture, history and Japanese experience. During training, presentations and 
group work, many ideas and motivations came to me that will undoubtedly be useful to me in the 
future. Also courses brought a great contribution to my thesis. 

 
Experiences in japan 
 
I was very pleasantly surprised at how carefully 

they treat Nature in Japan. There are many forests 
and mountains, as well as reserves. I was also 
impressed with other cities in Hokkaido, such as 
Otaru and Ashibetsu. Akabira City Coal Mine 
Heritage Guidance was also very interesting. Much 
has been studied about the life and life of the Ainu 
people. 
 

Influence on future career goals and choice 
 
This program is a big bridge between the 

cultures of the two countries. It is an invaluable 
exchange of experience, culture, opinions and 
knowledge. I learned a lot from Japanese students 
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and teachers in my field of science. It helped me to look at the natural sciences on the other hand. It 
has changed my worldview and broadened my horizons of knowledge. I would really like to apply in 
the future my knowledge gained during the program. 
 

Comments 
 
It was a great experience in my life. 

I made many new friends with whom I 
had fun. I have a lot of good memories. 

I would like to express my deep 
gratitude to the organizers of the 
program, Hokkaido University, all the 
staff that has been involved all this 
time, teachers and lecturers, students. 

I hope that the RJE3 program will 
only grow and develop in the future. 

Thank you all for the opportunity! 
I wish you all further successes, 

impressions and new discoveries! 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historical village tour 

NEFU students at Hokkaido Museum 
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Content of the report  

   This year I took part in RJE3 Basic Subjects 2019 under the East Russia-Japan Expert Education 
Program. 
  This program consists of 3 courses: Introduction to Far East and Arctic Studies RJE3 Program: 
Environment, Culture and Sustainable Development, RJE3 Special Seminar 1: Past and present of 
Hokkaido: history of Ishikari and Sorachi, Yakutsk field short course: Permafrost ecosystem in the 
Arctic regions. 
  The aim of the course was the exchange of knowledge and experience for the development of Far 
Eastern and Arctic studies. The RJE3 courses, which were held at the University of Hokkaido, were 
attended by students and teachers from various universities. At Hokkaido University, we attended 
lectures and seminars where teachers and students from different universities took part. For a deeper 
introduction into the history of Hokkaido, we were shown many museums, thanks to which I learned 
a lot about the history of Hokkaido and Japan. All these places show how much the Japanese value 
their history and nature. 

 
Learning outcomes 

   
   From this program, I received a lot of useful information about the sustainable development, 
culture and environment of the Far East and the Arctic, which will be useful for my research work. 
The experience gained throughout the entire RJE3 course will be useful in the future for 
participating and speaking at various events. 
   
   Experiences in japan 
    
  Thanks to RJE3 courses, I learned a lot about Japan. Here people are very kind and hospitable. 
And I see as Japanese peoples love and value their nature and animals. For example, in order to 
reduce an influence people on environmental pollution, here people sort waste on burnable, 
non-burnable and etc. What help can reduce emission various aerosol in atmosphere. During the 
tour, we visited different cities and museums. We learned a lot about people living on this island, 
about their histories, culture and traditions. 
  
   Influence on future career goals and choice  
   
  Participation in the RJE3 program gave me a lot of new and useful information about the 
differences between Japan and Russia in different aspects. For example, during the discussion after 
the lecture in our group, we touched on various problems from our countries. In addition, together 
exchanging knowledge and experience we helped each other to solve these problems. Thanks to 
what I have expanded my knowledge in the field of different sciences and different ways of solving 
problems. What in the future I hope will come in handy in my career. 
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Historical village tour Discussion 

    Comments 
It was an unforgettable experience for me. I met different people and made many new friends. I 
would like to thank the organizers of this program for such an interesting program. Also I want 
to thank the my university and the University of Hokkaido for the opportunity. I wish the 
further development of this program! 

Group No.3 
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Content of the report 
 
This year I took part in RJE3 program. The program is aimed at developing human resources, 

which will take responsibility for ensuring a sustainable future in the regions of the Far East, the 
Arctic and Hokkaido, in the following 5 main areas: ① environmental assessment; ② cultural 
diversity; ③ soil and production; ④ development of regional resources; ⑤ disaster protection 
management. 

 
Learning outcomes 
 
On this program, we attended many lectures over the week. Every day included a separate sector of 

subjects. For example, on the first day, we studied the history and culture of Hokkaido, the second 
day was about Living Environment and Regional development in Hokkaido and etc. Therefore, it 
seems to me that every student will find an interesting topic for himself, since we were from 
different faculties. And also learns something interesting from another direction because this 
program is designed for development the Far East, the Arctic and Hokkaido in general. Every day 
after the lectures we had time for discussions between team members. We shared the knowledge 
gained during the day and at the end we made the final presentation. Of course, the knowledge 
gained from the lectures helped us a lot during the presentation. I know that the information received 
during visits to these lectures will help me in the future in my field of ecology and give me 

opportunity to save and improve international 
relations between Japan and Russia. 

 
Experiences in Japan 
 
For long-term students we took lectures 

about the Past and Present of Hokkaido 
"History of Ishikari and Sorachi". I was glad to 
visit the Hokkaido Museum. The Hokkaido 
Museum is a prefectural general museum 
showcasing the nature, history and culture of 
Hokkaido. In this museum has 5 themes of 
exhibits. For example, we can see in 1 Theme 
highlight the history of Hokkaido and its 
people from approximately 1.2 million years 
ago until the late 19th century. It was very 
interesting for me. I saw an exhibit in which 

there was an old train with people of that time and all this was accompanied by sound. Then it 
seemed to me that I was part of that time and it is really very interesting. I also listened to national 
instruments on headphones. In my understanding, museums should be exactly where you can not 
just see but also touch and feel it. 

 
Influence on future career goals and choices 
 
Participation in this program gave me the opportunity to really compare Japan and Russia. And 
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also gave a way of solution for further cooperation and development of the two countries. The 
program gave us a look at real problems and ways to solve them. For example, during a discussion, 
our team developed tactics for solving problems as citizens. We don’t have much money and big 
opportunities, but we can solve the problem, because first of all it is our desire. 

 
Comments 
 
Being part of this program has become an unforgettable moment for me. The most interesting is 

teamwork and cultural exchange. I want to say thank you my home university and for sure Hokkaido 
university for this experience and wish further development! 
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Content of the report  
 
The aim of the RJE3 programme was to develop professional groups that play a leading role in the 
areas of sustainable environment, sustainable culture and sustainable development in the Far East 
and beyond the Arctic Circle. We had several 
lectures, discussions and final presentations.  
The results of this program 
 I learned a lot about the environmental 
environment in Japan, about culture and religion, 
features of the northern peoples, differences and 
similarities of the Ainu and other northern peoples in 
Russia. After the course, we made a presentation to 
the group using the knowledge gained during the 
program. I am confident that the information I have 
learned will help me in the future to do my best in my 
scientific work, and gives me a good opportunity to 
preserve and improve international relations between 
Japan and Russia. 
 
Experience in Japan. 
 The most beautiful and interesting place for me was the 
Museum of Contemporary Art of Hokkaido and of 
course nature. There are many forests, mountains and 
reserves. I am also impressed by the other cities in which 
we have been, it is Otaru, Ashibetsu and Mikasa, where 
we were told about the formation of cities and coal 
mining. 
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Influence on future career goals and choices  
Participation in the RJE3 program has given me a lot of information about the similarities and 
differences between Russia and Japan in different aspects. For example, architecture, culture, 
ecology, economic and political development. Now I understand that while living in Russia, we do 
not know important things about Japan. The same situation in Japan - people do not know anything 
about Russia. Just about some ordinary things such as, there's cold, lots of bears and itc.  I hope that 
in the future we will work with our Japanese counterparts and share information and experiences. 
Comments.  
 I would like to express my gratitude for the opportunity to participate in the RJE3 program. For me 
it was a wonderful experience, learning and traveling. I have a lot of friends, many memories. I wish 
everyone further success, impressions and new discoveries! 
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Content of the report 
 
This year, for the first time I participated in the RJE3 
program. I got this opportunity because of the 
collaboration between my home university and Hokkaido 
University. For 5 days, we had several lectures related to 
environment, culture, and sustainable development 
especially in the Far East and Arctic regions. Not only 
lectures, almost every day after lecture, we also 
participated in tours organized by the organizers, such as 
university tour, laboratory tour, and city tour. Getting to 
know about Japanese culture, especially the city of 
Sapporo was an amazing experience. 
 
Learning outcomes 
 
During the program, I learned many things about the 
Arctic. Natural conditions, culture inherent in indigenous 
people, plans for developing the economic value of the 
arctic region, and also issues related to environmental 
problems. Many participants who came from various 
backgrounds and various countries, made the discussion to 
discuss each problem more interesting because there were 
more opinions and ideas to help solve the existing 
problems. Every opinion and idea that we discuss every day, 
must be presented in front of everyone so as to improve our public speaking skills. 
 

 
The beauty of Sapporo 
 
During my stay in Sapporo, I got a lot of new things, one of 
which was to sort out the garbage we have before throwing it 
into the trash. In my opinion, this is a small thing that has a big 
impact on environmental sustainability. Surprised when I 
realized that almost all corners of the city of Sapporo were not 
found trash and also trash, it seems that Japanese people are very 
accustomed to protecting the environment. That makes me want 
to implement it in Indonesia. The beauty of Sapporo is also so 
captivating. The neat layout of the city, the well-preserved 
museum building, and the hospitality of Sapporo citizens to 
foreigners, really helped us for doing somethings.  

Name  FADHLILLAH Luthfi 

Graduate school Graduate School of Natural Science 

Course・Year Master. Course 2 

Period of time 26 August, 2019 ～ 21 February, 2020 

Host University Hokkaido University 

Lecture by Prof. Sugimoto 

Sapporo City 
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Influence on future career goals and choices 
 
After participating in this program, the 
most important thing is increasing our 
relations with many people who are 
spread in various countries. Ofcourse 
this is very useful for careers in the 
future, because that way we can still 
share information and ideas with each 
other even though different locations and 
types of jobs. The knowledge gained 
from students from Russia, Japan, 
Finland, Hungary, China also enriched 
insights on culture, economics, and 
handling environmental problems in 
each country. Henceforth, as an ecology 
and environmental management faculty 
student, I want to continue learning from 
anyone so that once I return to Indonesia, 
I can contribute to the country. 
 
 
Comments 
 
Thank you to all parties involved in this RJE3 program. I am very grateful to be able to participate. 
Hopefully I can participate in other RJE3 programs in the future. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Our group from Japan, Russia, Indonesia, Finland 

Certificate of completion 
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Introduction to Far East and Arctic Studies RJE3 Program: 
Environment, Culture and Sustainable Development

Professor TABATA Shinichiro
(Slavic-Eurasian Research center)

【Course Objectives】
Students aspiring to become researchers or regional technical experts engaged in the sustainable use of 
environmental resources, and resultant environmental/social problems. This is also expected to encourage students 
to develop a vision for the future.

1. Please tell us about your relationship with Russia.
I was interested in the socialist economy, which lead me keep studying on the economy of Soviet Union and 
proceeding Russia. I am interested in the economic development of a whole Russia the most, although recently I 
have been focusing on researches on economies in the Far East Russia and the Arctic circle area. I visit Moscow 
every year to exchange opinions with economists and others, besides, recently there are more opportunities to visit 
northern regions such as Arkhangelsk and Yakutsk to attend international conferences on Arctic research.

2. What do you expect from students who participated in the RJE3 program in the future?
It is ideal for them to get works relevant with exchanges with Russia (in the field of business, administration, 
research, education, etc.), making use of their knowledge of the Far east Russia, acquired through this RJE3 
program.  Even if not so, I expect that the students will be active internationally as a specialist who can understand 
well the different cultures and diverse values learning through the exchanges with Russian students in this program.

【授業の目標】
本コースでは、資源の持続的活⽤や環境的、社会的課題を解決できる地域専門家や研究者の育成を⽬指
している。
また受講生が将来のビジョンを開く機会を提供する。

１. ロシアとの関わりについて
私は、社会主義経済への関心からソ連・ロシアの経済を研究してきました。最も関心を持っているのは
ロシア全体としての経済発展ですが、近年は、ロシアの極東地域や北極域の研究に力を注いでいます。
モスクワには毎年行って経済学者などと意見交換をしていますが、このところ北極域研究の国際会議出
席などのために、アルハンゲリスクやヤクーツクなど北⽅の地域を訪問する機会が増えています。

２. RJE3プログラムの参加学生に今後期待すること
本プログラムで取得したロシア極東に関する知識を活かして、ロシアとの交流（ビジネス、行政、研
究、教育など）に関わる仕事に就いてもらうことが⼀番ですが、そうでなくても、本プログラムによる
ロシア人学生との交流は，異文化や多様な価値観に触れる機会を提供しているので、そういったものを
十分に理解できる専門家として国際的に活躍することを期待します。
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Excursion on Sapporo Station 

Trip to Otaru Visiting of museum Hokkaido University 

 

 
 

 
From August 19 to August 31, 2019 I participated in the program of the Hokkaido University 
Summer School as part of the Russian-Japanese educational project RJE3 - I attended two courses - 
a special seminar “Field School for the Development of Technologies in Cold Regions” and the 
course “Introduction to the Far East and Arctic: environment, culture and sustainable development" 

 
This internship provided me with tremendous 
opportunities both linguistically and professionally. In 
addition to obtaining useful knowledge about the history 
and ethnography of vast regions of the Far East and the 
Arctic as part of the courses, I managed to visit the 
libraries of Hokkaido University, rich in collections 
including English-language scientific literature. It is 
great that even students coming for a short time had 
access there. In addition to lectures and seminars, 
Hokkaido University organized numerous excursions 
around the city and the campus.  

 
 
In our free time, we also managed to visit the port city of Otaru, which is famous for its Ainu origin 
and the Museum of Hokkaido, rich in interesting interactive exhibits. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Name  ABRASHINA Mariia 

Graduate school History faculty 

Course・Year Master Course 2 

Period of time 19 August, 2019 ～ 30 August, 2019 

Host University Hokkaido University 
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lecture in the richest architectural company 

NIKKEN (the director of this company gave us a 

lecture!!!) 

Final group presentation of first course 

 
For two weeks, university professors participating in the program delivered lectures on regional 
development, architecture, ethnography, history and international relations in the Far East, Eastern 
Siberia and the Arctic. Professor Sergey Kuznetsov and associate professor Elizaveta Matveeva took 
part in the program from the ISU Faculty of History as lecturers. 
 
The program of the seminar included master 
classes, excursions and lectures by professors 
from Hokkaido University regarding the 
development of architecture, economics and the 
social environment of Fr. Hokkaido Much 
attention was paid to the history and climatic and 
geographical features of the region, as well as the 
introduction to the main problems of the region, 
the peculiarities of Japanese technology in 
architecture and urban planning. The most 
impressive were excursions conducted in 
government buildings, various research institutes 
and in private engineering and architectural 
companies. 
 
 

 
In the process of passing the Field School, the 
participants got acquainted with the main cases and 
technologies in the field of architecture and design of 
the social environment of the northern regions. 
The second course was thematically heterogeneous, as 
new subjects were identified for each day, on topics 
such as history and culture, politics and economics, 
the environment, and regional development features 
of the Far East and the Arctic. As part of the lectures, 
group discussions were held every day. Also, at the 
end of both programs, school participants presented a 
group final presentation on the application of the 

acquired skills in their professional field. This part was 
most useful in regards to acquiring new acquaintances and building teamwork skills, since short 
deadlines and rather global themes for reflection were given for discussion and preparation of the 
presentation. 
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Name  KUZNETSOVA Mariia 

Graduate school Historical Faculty 

Course・Year Master Course 1 

Period of time 4 August, 2019 ～ 4 February, 2020 

Host University Hokkaido University 

Working in Hamanaka-2 site on Rebun 

 

 
 
 
Content of the report 
 
This year I took part in three courses organized by Hokkaido University as part of a joint 
Russian-Japanese educational program RJE3: “Rebun International Anthropological Field School”, 
“Introduction to Far East and Arctic Studies RJE3 Program: Environment, Culture and Sustainable 
Development” and “Past and present of Hokkaido: history of Ishikari and Sorachi”. The first course 
– “Rebun International Anthropological Field School”- was held from August 4 to 25 in the north of 
Japan on the island of Rebun. The aims of the course were to discover the previously unknown 
history of the island of Rebun, to study Ainu people development and find out how people survived 
on such a small island. We worked at archaeological site named Hamanaka-2, processed material in 
the laboratory, conducted ethnographic studies and listened to lectures by scientists from around the 
world. The second course  - “Introduction to Far East and Arctic Studies RJE3 Program: 
Environment, Culture and Sustainable Development”- was held in Sapporo from August 26 to 30. 
We listened to 3-4 lectures a day on the issues of sustainable development of the Arctic and Far 
Eastern regions, and then held group discussions. As a result of the course, we had to understand 
how we can play a leading role in the development of our regions. And the last course, “Past and 
present of Hokkaido: history of Ishikari and Sorachi”was held from September 3 to 6. We visited a 
huge number of museums and historical places where researchers gave us lectures on the history of 

Hokkaido. We visited not only the significant places of 
Sapporo, but also Otaru, as well as cities that previously 
specialized in the coal industry – Ashibetsu, Akabira and 
Mikasa. All courses contributed to the formation of an 
understanding of the history of Hokkaido, its development 
and development prospects. 
 
Learning outcomes 
 
As a result of our studying, I have formed a steady look at the 
history of Japan and the Hokkaido Islands in particular. 
Participation in archaeological excavations allowed 
deepening my knowledge in the field of the prehistoric period 
of Japanese history. I learned to determine the archaeological 
culture by ornament on ceramics, to find traces of human 
influence on bones and stones. The second course expanded 
my ideas about the ecological state of the region, made me 
think in which directions we should develop our regions 
culturally, politically and economically to ensure sustainable 
development and improve human life. The last course left a 
deep impression on the history of Hokkaido. As a result, we 
received unique knowledge about the development of cities 
specializing in various industries and commerce. I also got 

good language practice in English and Japanese. 
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Experiences in Japan 
 
The methodology of archaeological 
excavations in Japan seemed very 
interesting to me. It was very unusual to sift 
through every bucket of excavated land in 
search of undetected finds. In addition, I 
was genuinely struck by the desire to work 
even as a typhoon. It really deserves 
respect. It was nice to see how locals come 
to see the excavations and are interested in 
the history of their native land. During the 
second course, I, of course, was amazed at 
how in Japan everything is done in 
harmony with the environment. It was 
unusual to see architectural and design 
decisions aimed not at profit, but at 
improving the quality of life of the 
population and taking care of nature. The garbage recycling system did not leave me indifferent. 
Working with Japanese students allowed me to better understand the Japanese mentality and way of 
thinking. When studying the history of Hokkaido during the third year, it was great to visit coal m 
ines and learn about the features of this industry from the inside. There are no museums on the site 
of the former coal mines in Russia, and we cannot have such experience at home. Russians in Japan 

are struck by the cleanliness, mutual politeness and very 
good quality of roads.  
 
Influence on future career goals and choices 
 
Participation in these courses had a serious impact on my 
future plans - both scientific and professional. I have long 
been taking care of the state of the environment in my region, 
but now I have many new ideas on how to attract more 
people to the environment. In addition, many issues of the 
cultural and historical development of the regions under 
consideration can be the subject of a study of my scientific 
works, including the mutual perception of the inhabitants of 
Russia and Japan and its history. The plans after returning to 
Russia are to draw public attention to environmental 
problems and preserve the cultural image and diversity of my 
region by publishing articles and organizing conferences. 
Since I plan to engage in teaching in the future, I will be able 
to transfer the knowledge gained here to students in Russia 
and, thus, contribute to the dissemination of these ideas 
among Russian youth. 

 
Comments 
 
 I am sincerely grateful for the opportunity to participate in RJE3 program, because I not only 
gained invaluable experience and knowledge, but also made new friends around the world. 
I would like to express special gratitude to Professor Kato Hirofumi for the excellent organization of 
archaeological excavations and the second course too, as well as to Professor Shirakizawa Asahi for 
an interesting program on the study of the history of Hokkaido. Of course, I really hope that in the 
future I will still have the opportunity to participate in such joint educational programs. I also expect 
further cooperation with colleagues from Japan and other countries of the world whom we met 
during this program. In addition, I, of course, will advise all friends who are interested in these areas 
of science and knowledge, apply and feel this incredible experience! 

 

Group discussion on sustainable development 

After the RJE3 certificate ceremony 
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Name  REZNIKOVA Anna 

Graduate school Graduate School of Engineering 

Course・Year Master Course 1 

Period of time 19 August, 2019 ～ 30 August, 2019 

Host University Hokkaido University 

Presentation «Sustainable Development» 

Kogane Community Center in 

 

 
 

 
Content of the report  

 
This year I took part in Course – Fieldwork on Development 
Technologies in Cold Region. The purpose of the course was 
to show us the features of construction in cold regions, to give 
us information about new technologies in the design of 
buildings and energy conservation. In the first week, we got 
to know the city, then we had several lectures in Sapporo, and 
we also visited the Hokkaido Government Housing Division, 
Kogane Community Center in Eniwa city, Hokkaido research 
Organization, Building Research Department, Hokkaido 
Nikken Sekkei Ltd. All these places are very important for 
understanding how the Japanese develop construction 
technologies and how close international relations are 
 In the second week, we had lectures on different topics  
every day: «History and Culture», «Living Enviroment and Regional Development», «Natural 
Environmental and Resource», «Politics and Economy». 
At the end of each day, group discussion was held. On the last day, each group defended their 
presentations on the topic: «Sustainable Development». 
  
Learning outcomes 
 
During this program, I learned a lot about architectural design and urban planning, about 
construction technologies in cold regions, about the environmental ecology in Japan, and also a 
little about the country's culture. 
After each course, I made a presentation using the knowledge gained during the program. 
I am sure that the information I learned will help me in the future to do my best in architectural 
design and gives me a good opportunity to maintain and improve international relations between 
Japan and Russia. 
 
Experience in Japan 
 
I really liked the Kogane Community Center in 
Eniwa city. In my country, I have not seen such 
centers. It is a very good idea to unite several 
generations so that they can communicate and 
spend time together. I especially liked the design 
of this center and the features of its construction. 
Also a big discovery for me was the air cooling 
system in the Building Research Department. 
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Influence on future career goals and choices 
 
Participation in the RJE3 program gave me a lot of information about the similarities and 
differences between Russia and Japan in different aspects. For example, architecture, culture, 
conservation ecology, economic and political development. I saw that construction in Japan is at a 
very high level. In Japan, work is being carried out very qualitatively to improve the quality of life 
of people. I made a lot of discoveries for my profession thanks to this course. I hope that in my 
future career we will cooperate with Japanese colleagues and exchange information and 
experience. 
 
Comments  
  
I want to say thank you for opportunity to participate in RJE3 program. For me it was wonderful 
experience of education and travelling. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kogane Community Center in 
Building Research 
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 Content of the report 
 This year I was approved for the RJE3 program. During 2 weeks on weekdays I took courses:  
1) “RJE3 Special Seminar I: Fieldwork on Development Technologies in Cold Region” on first 
week;  
2) “Introduction to Far East and Arctic Studies RJE3 Program: Environment, Culture and 
Sustainable Development on second week”. During first week I listened to many interesting lectures 
about Hokkaido island it’s features, problems which people in northern part of Japan have to face 
(e.g. population decrease, cold weather, earthquakes, snow and so on). There were a lot of design, 
architecture, engineering solutions to counter problems (e.g. community centers, energy saving). I’ve 
been to different architecture companies and it was a great chance to see how people creating, 
studding, working on the problems mentioned above. 
 During second week I took lectures about cold regions in Russia and Japan, their relationships from 
environmental, political, economic, architectural, historical scientific point of view. There were 
seven groups which need to do workshop in the end of each day. It was one hour brainstorm every 
day and a lot of communication. 
 
 Learning outcomes 

 

 Experiences in Japan 

                           
Otaru                        Buddha Hill 

Graduate school Engineering 

Course・Year Postgraduate Course 3 

Name  POPOV Aleksandr 

Period of time 19 August, 2019 ～ 5 February, 2020 

Host University  Hokkaido University 

Students were advised to 
visit Otaru and Buddha 
Hill on holidays. So 
which we did. 

Now I know a lot more about Hokkaido, in particular, it’s history 
(Ainu), main problems (mentioned above), and research solutions for 
cold regions. Also, I’ve known some more information about cold 
regions in Russia (melting of arctic ice/ permafrost). Visiting museums 
showed me the culture and history of Hokkaido. Different excursions 
showed me life of Japanese people on Hokkaido. 



− 106 − − 107 −

   

  
 

 
Otaru is really interesting coastal city with fishermen and great views from hills. And Buddha Hill 
was a great architecture designed project, beautiful and monumental. 
 
 
Influence on future career goals and choices 

 
  
Comments 
 First of all I need to say thanks a lot to people: who were working with international students 
(organizing committee), helping and leading the way, answering all the questions; to lecturers, who 
were working on their presentations and reports for us, and other people (in design companies, bus 
drivers etc.). With your help and SMILES (also the Sapporo development concept) it was 
unforgettable experience, first two weeks in Japan.  

 

On this program as structural engineer (civil 
engineer) I understand that wider view on the 
problem can help to do your work better. Now I 
now that even buildings can be useful in different 
kinds, also it is important to consider not only the 
main problem on strength of the stricter for the 
safety, but also ergonomics, convenience, energy 
losses etc. 
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Report content 
I took part in the program. The goal is to explore eastern and international relations: ecology, 
architecture, international relations and archeology. We have also been to various places where you 
can see Sapporo. We answered the question. Using knowledge, research results. It is also very 
important for the exchange of experiences between Russia and Japan. 

 

Learning outcomes. 
During this program, I learned a lot about energy conservation in Japan. And also about modern 
building structures. I gained new experience and knowledge in architecture, which I can apply in my 
research. It is especially worth noting Japan's skills in secondary production and energy 
conservation. These are very relevant topics today. 

Experience in Japan. 
Actual topics in modern architecture. Therefore, the research center aroused my delight. By simple 
means, architects created a unique building. Use of ice as a room cooling system in summer. It is 
simple and ingenious. It is also worth noting the atrium through which light enters the room. It has a 
triangular shape, which allows you to create a balance between structure and lighting. In 
construction, modern technologies were applied. 

Name  SHCHEPKIN Kirill 

Graduate school Graduate School of Engineering  

Course・Year Master Course 1 

Period of time 19 August, 2019 ～ 5 February, 2020 

Host University Hokkaido University 
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Influence on future career goals and choices 
Participating in RJE3 program gave me a lot of information about similarities and differences of 
Russia and Japan in different aspects. For example, architecture, culture, conservation ecology, 
economic and political development. Now I understand that living in Russia we don’t really know 
important things about Japan. The same situation is in Japan – people doesn’t know real thing about 
Russia. Just some common, as it is cold there, there are a lot of bears and so on. RJE3 program 
helped me, my Russian and Japanese colleagues to understand each other. I hope that in my future 
career we will have collaboration with Japanese colleagues and exchange information and 
experience. 

 

Comments 
I want to say thank you very much for participating in this program. I got a lot of experience and 
knowledge. Special thanks to Professor Sitaguchi for his report. 
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 Content of the report 
 
This year I took part in Courses  Introduction to Far East and Arctic Studies RJE3 Program: 
Environment, Culture and Sustainable Development. RJE3 Special Seminar I: Past and present of 
Hokkaido: history of Ishikari and Sorachi. The purpose of these courses is to show the development 
of international relations between Russia and Japan. Show and summarize experience in the field of 
ecology, culture, history and economics. During the week we had various lectures at which we were 
told interesting facts, introduced us to history, taught to analyze.  
We were given excursions. We visited the Consulate-General of the Russian Federation in Sapporo, 
Hokkaido Museum, Historical Village of Hokkaido, Sapporo – city Archives, Museum of  Modern 
Art, Otaru Museum, memorial museum in the village falling of the star (Ashibetsu - city), coal mine 
history museum (Akabira - city), Mikasa city museum.  We had tours in campus, laboratory of 
Hokkaido University, Sapporo city tour. All these places carry the value of the history, culture, 
economy of Hokkaido. They show how the Japanese honor their culture, history, and how they care 
about the environment. 
 
Learning outcomes 
 
During the program, I learned a lot of new and interesting things, for example: the environmental 
protection system of Japan, the history of the coal industry, the history of Hokkaido, the formation of 
the city of Sapporo, the history of the city of Otaru, the peculiarities of the northern peoples, the 
differences and similarities of the Ainu and other northern peoples 
in Russia. Religion, economy, politics of Hokkaido. 
After the end of the program, I provided a report and presentation on the course taken. 
I am sure that the knowledge gained will help me to better understand the history, culture, religion, 
economy and politics of Hokkaido. This knowledge will be useful to me when writing my thesis. 
And besides this, the knowledge gained gives me the opportunity to maintain, develop and improve 
international relations between Japan and Russia. 
 
Experiences in Japan 
 
Thanks to the guided tours, I saw and got acquainted 
with many amazing places of Hokkaido. 
The most interesting was the Hokkaido Museum and 
the historical village of Hokkaido. Here we learned 
how the city of Sapporo was built and developed. We 
learned how the vegetation and fauna appeared on 
the island. saw the various inhabitants of the forests 
of Hokkaido. We saw how the Japanese care about 
the environment. How they appreciate and keep 
cultural monuments. After all, thanks to the 
preservation of historical objects, a complete 
influence of people in history takes place. Every year, thousands of tourists come to Hokkaido and 
visit famous places, one of which is the Hokkaido Museum and the historical village in Hokkaido. 

Name  KOROTAEVA Yana 

Graduate school Graduate School of Letters 

Course・Year Postgraduate  education  2 

Period of time 26 August, 2019 ～ 4 February, 2020 

Host University Hokkaido University 
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 Influence on future career goals and choices 
 
Participating in RJE3 program gave me a lot of information about similarities and differences of 
Russia and Japan in different aspects. 
For example: I found out how the Japanese take care of the environment, how they sort and recycle 
garbage. How to preserve cultural monuments. I learned how the formation of international relations 
between Russia and Japan took place. I live on the island of Sakhalin, it is next to the island of 
Hokkaido, and I understand that many people living on Sakhalin do not know the culture, history of 
the neighboring state of Japan, and Japanese people do not all know about Russia. I hope that the 
acquired knowledge and experience with this program will help me better understand Japanese
culture and history. And also I hope that in my future career wewill cooperate with Japanese 
colleagues, exchange information and experience and develop our friendships. 

Comments 
 
I want to express my gratitude to the founder of this 
program. Thanks to this program, I and many other 
students have the opportunity to gain new 
knowledge, experience, plunge into the history and 
culture of such a wonderful country of Japan. I thank 
all the teachers who shared their knowledge with us, 
who gave us various excursions. I wish this program 
further development and prosperity. 
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Report content 
This year I took part in three courses – Fieldwork on Development Technologies in Cold Region, 
Introduction to Far East and Arctic Studies RJE3 Program: Environment, Culture and Sustainable 
Development, Past and present of Hokkaido: history of Ishikari and Sorachi. The aim of the courses 
was to show us the importance of preserving the ecology, knowledge of historical aspects, to give 
us urban planning information in cold regions. We had many lectures and seminars in Sapporo, 
Eniva, Asahikawa, Otaru, we also visited several companies involved in the construction and design 
of cities, Sapporo Archive, various museums related to the history of Hokkaido. All these places are 
very important for understanding both environmental and historical aspects. 

Learning outcomes 
During these programs, I learned a lot about the construction of buildings and structures taking into 
account seismic stability and weather conditions, the construction of cities in Japan, the history of 
the settlement and development of Hokkaido, important environmental problems and possible 
solutions were raised, the economic relations of Russia and Japan, as well as their joint history. After 
each course, a presentation was made using the knowledge gained during the program. 
I am sure that the information that I learned will help me in the future to do everything possible in 
the development of construction and the preservation of the environment in my country. 

Experience in Japan 
The most remarkable thing I saw in three courses was Northern Regional Building Research 
Institute. I was delighted with this place, especially with experimental labarotorium. This institute 
conducts tests for the strength of building materials and structures. For example: fire test, noise test, 
seismic test, various weather conditions. Together, according to these tests, you can build a building 
or structure that will not be afraid of any natural phenomena, and this can reduce the number of 
victims during severe earthquakes, typhoons, or even floods, and can also reduce environmental 
damage. I was also struck by the fact that in Japan they separate garbage and recycle it into 
secondary production (energy, building materials, etc.), that there is a ban on tree felling, and it is 

Name  KIRICHENKO Alina 

Graduate school Technical Oil and Gas Institute 

Course・Year Master Course 2 

Period of time 19 August, 2019 ～ 7 February, 2020 

Host University Hokkaido University 
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important to have green areas (parks, gardens, etc.). I think my country needs to take an example 
from Japan, and Japan is proud that they live in harmony with nature. 

Influence on future career goals and choices 
Participation in the RJE3 program gave me a lot of information about the similarities and differences 
between Russia and Japan in different aspects. For example, architecture, culture, environmental 
conservation, economic and political development. Before arriving in Japan, I knew only some 
aspects about the country, but it turned out to be much better to learn only from the inside, to see 
everything with my own eyes and to understand that really, if you want, by joint efforts you can 
make the world a better and cleaner. I hope that in the future we will cooperate with Japanese 
colleagues and exchange information and experience. 

Comments 
I want to say thanks for the opportunity to participate in the RJE3 program. I also want to thank the 
professors for the lectures, seminars and excursions. 
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