
エンブレムについて
　２０１１年、ロシア極東連邦総合大学函館校への校名変更を
機に、函館校のエンブレムを制作しました。
　上部は開いたノートで教育をイメージしています。下部の
左側はRussia（ロシア）の頭文字である“Ｒ”を、右側はロシア
語の“я”（ヤー　私）を表現しています。Ｒと　を結ぶ半円の
ような曲線は「微笑み」を表しています。

学校法人　函館国際学園

ロシア極東連邦総合大学函館校
専修学校ロシア極東大函館校

〒040-0054 北海道函館市元町14-1
Tel. 0138-26-6523　Fax.0138-26-0342
Email. info@fesu.ac. jp
URL. https://www.fesu.ac.jp/

■オンライン個別相談会
　ネットで自宅から気軽に参加できます。Zoomを使って随時実施
　しています。お申込みは学校ホームページから。

■学校見学について
　入学希望者の施設見学・授業見学を随時受け付けています。
　お申込みは学校ホームページ、またはお電話でご連絡ください。

Филиал　
Дальневосточного　
федерального　
университета　
в　г.　Хакодатэ

２０22.4-2000

●東京～新函館北斗[北海道新幹線はやぶさ] 約４時間
●仙台～新函館北斗[北海道新幹線はやぶさ] 約２時間３０分
●札幌～函館[特急スーパー北斗]　　　　　 約３時間３０分

函館までの所要時間
JR利用

●札　幌（丘珠）から　　　約40分
●東　京（羽田）から約1時間20分
●名古屋（中部）から約1時間30分
●大　阪（伊丹）から約1時間40分

飛行機利用

交通
アクセス

●函館空港からバスでJR函館駅まで約35分
　［JR函館駅］から／
●函館バスに乗り換え元町下車（徒歩3分）
　または市電（函館どつく行）利用で
　末広町下車（徒歩5分）
●函館駅前からタクシー乗車（約15分）

← 新函館北斗駅へ

新函館北斗駅から函館駅までは約8キロメートルの距離で,
アクセス列車「はこだてライナー」を利用すると, 快速で約17
分, 各駅停車で約20分。車で30～40分で到着します。

■オープンキャンパス

Ｒ

第一回

第二回

第三回

6月11日（土）
9月25日（日）

1月21日（土）

14時から15時30分
9時30分から11時
10時から11時
（オンラインのみ実施）
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ウラジオストク
極東連邦総合大学年表 （東洋学院・函館校関係）
１８９９年  極東国立総合大学の前身である東洋学院創立

１９１８年  ウラジオストクに私立の歴史言語学研究所、総合技術研究所開設

１９１９年  東洋学院に法学部開設

１９２０年  歴史言語学研究所、総合技術研究所経済学部を併合し、
  東洋学部、歴史言語学部、総合科学部（法経）の3学部からなる極東国立総合大学に改組

１９３０年  一時閉鎖

１９３１年  東洋学部、物理学部、化学部の3学部で再開

１９３９年  再度一時閉鎖

１９５６年  外国語学部、生物学部、医学部、歴史言語学部、物理数学部の5学部で再開

１９６２年  歴史言語学部に東洋語学科開設

１９７０年  東洋語学科を母体に東洋学部開設（中国学科、日本学科）

１９８９年  外国人を対象とした極東大学付属ロシア語学校開設

１９９４年 ４月１１日 ロシア極東国立総合大学函館校開設
  ロシア言語文学部（4年制）、ロシア語専攻コース（2年制）開設

 ９月 １日 東洋学部と中国学科を母体に極東国立総合大学付属東洋大学開設
  中国学部、日本学部（日本学科、インド・ベトナム学科）、朝鮮学部

１９９６年 1月３１日 函館校を運営する学校法人函館国際学園設立認可

　　　　 ４月 １日 函館校が専修学校ファーイースタンステイトユニバーシティ函館校として発足
  ロシア言語文学科（4年制）、ロシア語科（2年制）開設

１９９６年 ４月 ９日 極東大学内に日本政府支援による日本センター開設

１９９８年 ３月１７日 函館校同窓会設立

１９９９年 ４月 １日 函館校ロシア言語文学科をロシア地域学科に変更

 ９月１７日 開学100周年・開校5周年記念「はこだて日ロ青年交流ロックフェスティバル」開催

 １０月２１日 開学100周年記念式典をウラジオストクで開催

 １１月１３・１４日 開学100周年・開校5周年記念「はこだて日ロ交流フェスティバル」開催

２００４年 ９月 ２日 函館校開校10周年記念式典開催

２００５年 １２月 ９日 函館校ロシア地域学科課程に高度専門士称号授与校の認定を受ける

２００６年 ６月２３日 日本文部科学省が函館校に「外国大学の日本校」の指定

 １２月 ４日 函館校が専修学校ロシア極東大函館校とする校名変更の認可を受ける

２００７年 ４月 １日 函館校が校名を専修学校ロシア極東大函館校とする

２００8年11月 ４日 函館校内に「ロシアの世界」基金の「函館ロシアセンター」がオープン

２００９年 １０月２１日 本学創立110周年記念式典開催　函館から参加

２０１０年 １０月 ５日 本学が「極東連邦総合大学」と名称変更

２０１１年 １月 １日 函館校が「ロシア極東連邦総合大学函館校」と名称変更

２０１4年 １2月２0日 函館校開校20周年記念式典開催

２０１9年 7月 4日 函館校開校25周年記念コンサート「『極東の窓』から」開催

函館校開校 25 周年記念コンサート「『極東の窓』から」開催
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東洋学院 本学創立110 周年記念式典
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　ウラジオストク市にある極東連邦総合大学の基礎となった極東国立総合大学は、１８９９
年、帝政ロシア時代に創建された由緒ある総合大学です。
　2010年１０月、極東国立総合大学を基盤として市内と近郊の大学を統合し、極東連邦総
合大学と名称を変更しました。これまでも特に東洋学の分野での実績は高く、モスクワ大学、
サンクトペテルブルグ大学と並び、ロシアにおける東洋学研究の三大拠点の一つに数えられ
ていましたが、ロシア国内で現在１０校ある連邦大学へと昇格しました。
　現在の学生数は約24,000人、9つの学部と５つの分校（函館校含む）などから構成され
ているロシア極東最大の大学です。留学生は、3,000人以上が学んでいます。

極東連邦総合大学（ウラジオストク本学）

極東連邦総合大学のエンブレム：
貝は海を、ラセンは発展を象徴しています。

　ウラジオストク沖に浮かぶ、美しい自然が残された
ルースキー島。そこで2012年9月に開催された
APEC（アジア太平洋経済協力）首脳会議の会場と
なった施設が極東連邦総合大学の新キャンパスとな
りました。ウラジオストク市街とは船のほか、連絡橋
で結ばれています。最新の施設と充実のシステムを
兼ね備えた、風光明媚なキャンパスです。

充実した施設 各国大学との協力関係

　環太平洋地域にある先進的研究大学で組織する環太平洋大学協会
（APRU）にロシアから唯一加盟し、教育・研究・事業の促進と同地域の経
済・科学・文化の振興を図っています。また、日本の大学では早稲田大学、
東海大学、北海道大学、東北大学などと連携協定を結び、また、日本以外
では、韓国、中国、台湾、ベトナム、タイ、マレーシア、シンガポール、イギ
リス、アメリカ、ノルウェイ、ポーランド、オーストラリア、オーストリアと
いった様々な国や地域との間で学術交流を行っています。

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ
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全ロシアに誇る東洋学研究
　本大学はモスクワ大学、サンクトペテルブルグ大学と並び、ロシアにおける東洋学研究の３拠点のひとつに数えら
れています。日本の外務省と国際交流基金がロシアの６か所に設置した日本センターの一つがあります。極東地方の
登用学者の９０％以上は極東大学の出身者です。

世界中からの留学生を受け入れるロシア語学校
　極東大学は、海外の多くの大学と提携しており、国際部が留学生の交流プログラムを実施しています。１９８９年に
極東大学の国際部に付属して設立されたロシア語学校では、日本、アメリカ、ドイツ、韓国、中国、ベトナム、北朝鮮な
ど、世界の多くの国からの留学生のためにロシア語教育を行っています。
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　「ロシア極東連邦総合大学函館校」は函館市と市民団体の協力のもとにウラジオストク
の「極東連邦総合大学」の日本校として誘致され、すでに29年目を迎えています。ウラジ
オストクの本学と連携してロシアの大学教育の一端を函館校で実現することに取り組んで
おり、文部科学省指定「外国大学の日本校」としてロシア語実習を中心にロシアの経済、
歴史、文学、地理を学び、また英語、数学、法学、貿易、政治経済情勢や保健体育といった
一般教養を含む講座をあわせた教育で多くの卒業生を社会に送り出してきています。
　函館校は「学校法人函館国際学園」が運営し、理事長以下事務局員４名と教員１５名（ロ
シア人７名、日本人７名、アメリカ人１名）の体制で質の高い授業を少人数クラスで展開し
ています。その専門性から一般の大学に比べて履修単位数が多く、学生には暇の少ない勉
学の日々となっております。学内イベントや市内の他大学との連携および市民のみなさま
との交流イベントにも積極的にも取り組んでおり、広く一般を対象とする「ロシア語市民講
座」やカリキュラムを選択的に受講できる「科目等履修生」、「聴講生」のコースを用意し
て社会人の方々のロシア語学習や学び直しにも対応してきております。
　函館校卒業およびウラジオストク本学修了認定にはウラジオストク本学での留学実習
が必須な要件です。４年制のロシア地域学科を修了すると日本での４年制大学修了と同等
資格も認定されます。函館校は学生生活を順調に送るためのアドバイスや卒業後の進路に
ついてのガイダンスでも入学時より継続的に学生をサポートし、またロシアに進出している
日本企業の協力によるロシア現地でのインターンシップやロシアの大学主催の短期留学実
習への参加を毎年継続して行っています。
　日本からロシアを見る、ロシアから日本を見る、その過程で世界へのかかわり方を考え
ながら追及してゆくべきものを見つけてゆく。そのために函館校をステップにしていただき
たいと教職員一同で願っています。
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略　　歴 
極東国立総合大学東洋学部日本語学科卒業
モスクワ大学附属アジアアフリカ諸国大学大学院卒業
極東国立総合大学東洋学部長
極東国立総合大学附属東洋大学第一学長
国際交流基金日本語コース研究員
日本語国際センター講師
日本語通訳の資格を有する

ИЛЬИН СергейНиколаевич
 イリイン・セルゲイ・ニコラーエヴィチ

文学博士（言語学）

校　長

略　　歴 
大阪外国語大学ロシア語学科卒業
安宅産業株式会社
川崎重工業株式会社
カワサキプラントシステムス株式会社常務取締役
川重商事株式会社　代表取締役社長
ロシア極東連邦総合大学函館校　非常勤講師（貿易実務）

ВАТАНАБЭ　Ёсиюки
 渡辺　善行理事長

　ロシア語の日常会話を中心に、基本的文法・作文等をト
レーニングするほか、講読・演習を通じてロシア語力を高
めます。また、２年次にはウラジオストク本学で１カ月間
の留学実習を行います。
　卒業時、函館校から修了証書と専門士の称号が付与さ
れます。

●大学との接続
　日本の文部科学省より、
ロシア語科は「専門士」の
称号を、ロシア地域学科は
「高度専門士」の称号を付与
できる専門課程としてそれ
ぞれ認定されており、さら
に、函館校は「外国大学の
日本校」として指定されて
おります。
これにより、本校の学生は
日本の大学への編入学・転
学・単位互換が可能です。

●大学院との接続、及び
　就職
　ロシア地域学科の学生に
ついては、就職活動は4大
卒の区分で行われており、
採用後も同等の待遇を受け
ています。また卒業後、日
本の大学院への入学も可能
です。

函館校の概要

昼2年制

ロシア語科

　２年間のロシア語学習を基礎にして、さらに実用的な
ロシア語や、職業現場で使えるロシア語を学び、高度なロ
シア語力を身につけます。また、ロシアの歴史・文学・文化・
政治・経済などを習得し、３年次にウラジオストク本学で３
カ月間の留学実習を行います。
　卒業時、函館校から卒業証書と高度専門士の称号が付
与されます。

昼4年制

ロシア地域学科

留学実習 2年次に1ヶ月 留 学 実 習 3年次に1ヶ月

函館校から修了証書と
専門士の称号付与
【専門士】とは
　文部科学大臣が一定の要件を満
たしていると認めた2年制以上の専
門課程修了者には、「専門士」の称号
が付与されています。このことによ
り、学習した技能・教養が客観的に評
価され、証明することができます。

函館校から卒業証書と
高度専門士の称号付与
【高度専門士】とは
　専門学校の教育内容の高度化と
修業年限の長期化を踏まえ、その学
習成果を適切に評価するため、一定
の要件を満たしていると文部科学大
臣が認めた4年制専門課程の修了者
に対し、これまでの「専門士」よりも
上位にあたる「高度専門士」の称号
が付与されています。

函
館
校
の
概
要
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カリキュラム 主要科目

●外国語としてのロシア語　●日ロ貿易論
●貿易実務　●ビジネスロシア語　ほか

ゼミナール

●ロシア民族学
　民族学は、現在のロシア人の家族関係や社会関係を理解する
上で必要な科目です。ロシア人の衣食住、伝統的な労働や生活様
式、社会制度、誕生から死までの営みと儀式、家族制度、共同体の
制度について学びます。中でも「食」については、ロシア料理に使
われる食材とその調理法、宗教と料理の関係、１２－２０世紀まで
のロシア料理の変遷などを国内外の社会的・政治的背景を交えな
がら詳しく学びます。
 また授業の中では、関連する語彙やことわざをロシア語でも学
びます。

●実用ロシア語文法
　１年生の実用ロシア語文法は、本校ロシア人教師が作成したオリ
ジナル教科書を使用します。ロシア語は文法が非常に重要な言語で
す。そのため教科書は、日本人学生を相手に２０年以上教えてきた
経験を生かし、日本人がとかく陥り易い文法的間違いを踏まえ、初
心者に必要な文法を効率よく習得できるように作成されています。
またロシア文字もできるだけ早く（目標は３週間以内）覚えられるよ
うな工夫がされています。
　文法の学習では、何よりも書くこと（筆記）に集中しなければなり
ません。授業中だけでなく、予習・復習でもたくさん書いて勉強する
ことが大事です。１年生で文法の初歩を学び終えた後は、より高度
な文法力の習得をめざします。

●ロシア国家政治体制
　ロシアの政治制度や政治過程など、激動している近年のロシ
アの政治がどのように動いているかについて学びます。

●ロシア史
　ロシア国家の形成と現在までの歴史、特にロシア革命など時
代的背景を考察し、さらに、ロシアの政治、経済、文化などロシア
史に残る歴史上の人物について学習します。

●ロシア文学史
　ロシアの古代民話や叙事詩などから、ロシア文学の「黄金時
代」と言われる19世紀のプーシキン、ゴーゴリ、トルストイ、ドス
トエフスキー、チェーホフの作品まで触れます。現代ロシア文学
があまり読まれていないのはなぜか、といった疑問にも答えな
がら、楽しく学習します。原書で名作を味読し、ロシア語も習得し
ます。

●ロシア文化史
　ロシアを理解するためには、ロシア人の考え方や美の捉え方、
さらには世界観を理解することが必要です。そこで、授業の最初
に文化と人間、人間社会と文化など、文化を総合的に捉えます。
次に、ヨーロッパ文化の起源の中でロシア文化を位置づけます。
他民族や他の語族との結びつきや差異についても学びます。
　本校では、ロシア民族学やロシア文学史についても学ぶた
め、それらの科目と重ならないように、主に芸術と宗教に焦点を
当て、実際の芸術に触れながら、中世から２０世紀までのロシア
文化について学びます。

●ロシア語コンピュータ環境入門
　キリル文字での入力練習から始め、ロシア語での文書作成練
習まで行います。さらにロシアのインターネット事情やコン
ピュータ用語を学び、ロシア語で情報を収集する方法を学習し
ます。

●日ロ関係史
　日ロ交流発祥の地、函館。函館とロシアの交流史から学習を
始め、次に、18世紀から現在までの日ロ（日ソ）間のトピックを
取り上げ、日ロ関係史全般に対する理解を深めます。

●ロシア語講読
　ロシア語の知識を基にして、ロシア語で書かれたテキストを読み
取る技術を習得します。学習者向けの読み物から始め、エッセイや
新聞・雑誌の記事、学術論文等を読み、さらには文学作品を鑑賞でき
る読解力を養うことを目標とします。

●通訳翻訳演習
　通訳・翻訳の基本的技術、通訳の基礎練習など通訳になるための
学習をします。さらにロシア語作文の基礎、文法書や辞書の使い方、
主要語句など通訳や翻訳に必要な専門的知識を学習するとともに
翻訳の実践的練習をし、同時通訳の理論と技術を習得します。

●ロシア地理
　ロシアの地形条件や、気象条件を関連づけながら、エネル
ギー資源・鉱物資源・森林資源等を学習し、さらに農業分野やロ
シア工業の指向性などとの関連について学習します。

●ロシア経済
　最近のロシアの経済状況を中心に、ロシアの経済改革、経済
発展、財政問題や金融・為替等の問題を学びます。

●英　語
　英文法の基礎知識に裏付けされた、話す、聞く、読む、書くことを
含むコミュニケーション重視の英語教育をめざし、外国語で表現す
る基礎的な能力を養います。

●実用ロシア語会話
　１年生の授業では、教科書付属の教材テープを毎回聞き、ロシア
人が話す生のロシア語を理解できるようにします。並行して使用す
る視聴覚教材では、「私の誕生日」、「スーパーマーケットで」など、日
常的なテーマを取り上げ、教科書で扱われていない語彙を補いま
す。かわいらしいアニメ教材ですので、楽しみながら日常生活に必要
な単語や文章を覚えることができます。繰り返し発音することで、初
めは単語を、そして徐々にまとまった文章を自然と身に付けていき
ます。2年次以降も話すことを重視した内容で、会話力を習得しま
す。

  第１学年   第２学年   第３学年   第４学年  ４年間
 前期 後期 計 前期 後期 計 前期 後期 計 前期 後期 計 合  計

  １. 実用ロシア語会話 128 80 208 64 80 144 64 28 92 64 120 184 628

  ２. 実用ロシア語文法 128 160 288 64 80 144 64 28 92 64 80 144 668

  ３. ロシア語会話   0   0  240 240   0 240

  ４. ロシア語演習 32 40 72 32 40 72 32 14 46 32 40 72 262

  ５. ロシア語講読  40 40 32 40 72 64 14 78 32 40 72 262

  ６. 通訳翻訳入門   0 96 80 176   0   0 176

  ７. 通訳翻訳演習     　　　　　　  96 28 124 64 80 144 268

  ８. 英　語 64 80 144 64 80 144 64 28 92 96 80 176 556

  ９. ロシア地理 32  32   0   0   0 32

１０. ロシア民族学 32 40 72   0   0   　　 0　　 72

１１. ロシア国家政治体制   0   0 32 14 46   0 46

１２. ロシア経済   0  40 40 32  32   0 72

１３. ロシア史   0 32 40 72 32 14 46   0 118

14. ロシア文学史   0 32 40 72 32 14 46 32  32 150

15. ロシア文化史 32 40 72 32  32   0   0 104

16. 哲　学   0   0   0 32  32 32

17. ロシア語コンピュータ環境入門 32  32   0   0   0 32

18. 数　学   0   0 32  32   0 32

19. 体　育 32 40 72 32 40 72 32 14 46 32 40 72 262

20. ゼミナール 32 40 72 32 40 72   0 32 40 72 216

21. 日ロ関係史 32 40 72   0   0   0 72

22. 法学入門 16  16 16  16   0   0 32

23. 論文作成  20 20  20 20 16 14 30 16 40 56 126

　　　　　　　計 592 620 1,212 528 620 1,148 592 450 1,042 496 560 1,056 4,458

  第１学年   第２学年  ２年間
 前期 後期 計 前期 後期 計 合  計

  １. 実用ロシア語会話 128 80 208 64 64 128 336

  ２. 実用ロシア語文法 128 160 288 64 64 128 416

  ３. ロシア語会話     80 80 80

  ４. ロシア語演習 32 40 72 32 32 64 136

  ５. ロシア語講読  40 40 32 32 64 104

  ６. 通訳翻訳入門    96 64 160 160

  ７. 英　語 64 80 144 64 64 128 272

  ８. ロシア地理 32  32   0 32

  ９. ロシア民族学 32 40 72   0 72

１０. ロシア経済     32 32 32

１１. ロシア史    32 32 64 64

１２. ロシア文学史    32 32 64 64

１3. ロシア文化史 32 40 72 32  32 104

１4. ロシア語コンピュータ環境入門 32  32   0 32

15. ゼミナール 32 40 72 32 32 64 136

16. 日ロ関係史 32 40 72    0 72

17. 論文作成  20 20  20 20 40

　　　　　　　計 544 580 1,124 480 548 1,028 2,152

時 間 数

科 目

ロシア地域学科

ロシア語科

※カリキュラムは予定です。時間数には留学実習時間を含みます。

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
主
要
科
目

УЧЕБНАЯ  ПРОГРАММА
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教 授 陣

ИЛЬИН СергейНиколаевич
イリイン・セルゲイ・ニコラーエヴィチ（校長）文学博士（言語学）

★略歴／極東国立総合大学東洋学部日本語学科卒業、モスクワ大学附属　
　アジアアフリカ諸国大学大学院卒業、極東国立総合大学東洋学部長、
　極東国立総合大学附属東洋大学第一学長、国際交流基金日本語コース
　研究員　日本語国際センター講師、日本語通訳の資格を有する
★担当科目／通訳翻訳演習、ゼミナール外国語としてのロシア語、
　ゼミナールビジネスロシア語

statement

ДЕРКАЧ Фёдор　Борисович
デルカーチ・フョードル・ボリーソヴィチ（副校長）

　難しいロシア語を覚えるより、
理解する方が早いのだ。何年もか
けて丸暗記で覚えるより、本校オ
リジナルの教科書を使って、最初
から基本をしっかりと身に付ける
と、自然に言語に乗り込むことが
できるし、勉強自体も楽しくなる。
これは極東大授業の目的です。

statement
　ロシア語は難しいけれど楽しい
言語です。ロシアで有名な作家ト
ルストイは、ロシア語について
「（語彙や文法が）豊富な言語」と
いう言葉を遺しています。一緒に
勉強して、この意味を考えましょ
う。そして皆さん自身が知識豊か
な人になりましょう。

statement
　ロシア語の授業では、簡単な挨拶
から始め、対話を進んで学びます。
私が考える授業の成果は、「ロシア語
の動詞を全部暗記した」という学生
からの言葉ではなくて、授業で学ん
だことを実際の場面で活用できたと
いう報告です。皆さんからの報告を
楽しみにしています。

statement
　古くから日ロ交流の舞台となっ
ていた函館には、今なおゆかりの
施設や史跡が残っています。ロシア
人教師に囲まれ、ロシアを身近に
感じる環境で、ロシア語はもとよ
りロシアの歴史・地理・政治・経
済・文化などを学び、ロシアのスペ
シャリストを目指しませんか。

statement
　ロシア語と英語を同時に学ぶこ
とは相対的な物の見方を養いま
す。多様でリアルなコンテクストの
中で言語を理解する能力を高めま
しょう。このことは世界のより良い
理解に必ず役立つことでしょう。

statement
　授業はロシア語で、最初は学生
が既に知っている単語を使って行
います。授業を欠席しなければ、
落ちこぼれることはありません。
学生生活では、ロシアまつりなど
楽しいことがたくさんあります。ぜ
ひ入学してください。

statement
　若さって無限の可能性を秘めて
います。失敗を恐れず何事にも
チャレンジしましょう。本校は建学
精神を生かして正しいロシアの姿
を学びながら、ライフワークを見
出す試行錯誤の場でもあります。
一生付き合える仲間をたくさん作
り、青春を謳歌して下さい。

statement
　法はあなたを縛るものですが、
他の誰かを縛ることで誰かからあ
なたを守ってくれるものでもあり
ます。どんな法で社会が成り立っ
ているのか？そしてその法は正当
なものと思うか？あなたが考える
きっかけになればうれしく思う。

statement
　言語にはその民族の考え方が反
映されています。言語が異なれば
物事の発想法も異なります。ロシ
ア語を習得しなければ、完全にロ
シア風の在り方を身につけられな
いでしょう。初歩的ではなく、実践
的な会話と長文読解でロシア語を
マスターしましょう。

statement

statement

　皆さん、こんにちわ！文法や発
音だけではなく、包括的に英語を
捉えてみましょう。そうすることで
もっと楽しく、もっと多くを学ぶこ
とが出来るでしょう。大事なことは
コミュニケーションです。心配せず
に、遠慮せずに、「まず飛び込ん
で」みてください。

statement
　国は領土、人口、気候、天然資
源から成り立ち、過去と現在があ
り、独自の政治システムと政治的
伝統を持ちます。 これら全てを知
ることが皆さんのロシアとロシア
語の理解を助けるでしょう。

statement
　数学を活用して物事を論理的に
考え、本質や他との係わりを認識
し、統合的・発展的に考察するた
め、その手段としてコンピュータの
活用が大切です。本校ではその基
本となる考え方を重視した講義を
行います。

statement
　限られた教材の中で、社会性や
仲間意識を学ぶ教科です。「出来
ない」のではなく、「参加する」こ
の事を大切にしてほしいです。１週
間に一度の授業になりますが、楽
しく頑張りましょう。

　財とマネーの動きが国をまた
がってなされる「貿易」は長い時間
をかけて様々なルールを生み出
し、それは経済のみならず政治や
社会環境にも及ぶ変革の歴史でも
あります。私の講義では貿易を端
緒としてそれらを広範に語ってい
こうと思います。

statement
　本校のクラスは少人数です。その
利点を生かし、一人ひとりの学生が
分からないこと、知りたいことを
しっかりと捉え、学生の興味が湧
き、飽くことのないよう授業を進め
る努力をしています。学生の皆さん
は、将来の夢や希望を描き、学習の
目標をしっかりと立てましょう。

★略歴／極東国立総合大学東洋学部日本語学科卒業、鳥取県総務部
　国際課国際交流員、日本語通訳の資格を有する 
★担当科目／実用ロシア語文法、通訳翻訳入門、ロシア文化史

КУРАТА 　Юка
倉田　有佳（教授）歴史学博士・学術博士

★略歴／立教大学文学部史学科卒業、モスクワ大学大学院歴史学部修了、
　在ウラジオストク日本国総領事館専門調査員、北海道大学大学院文学　
　研究科博士後期課程修了
★担当科目／ロシア史、哲学、日ロ関係史、論文作成

★略歴／上智短期大学英語学科卒業、アリゾナ大学ロシア学部　　　　　
　ロシアスラブ言語学科卒業、アリゾナ大学大学院ロシア学部　　　　　
　ロシアスラブ言語学科卒業
★担当科目／ロシア語演習、ロシア語講読、英語

ИЛЬИНА ТатьянаВалентиновна
イリイナ・タチヤーナ・ワレンチーノヴナ（准教授）

★略歴／極東国立総合大学東洋学部日本語学科卒業、イギリスLIVING 　
　LANGUAGE　CENTRE卒業、日本語通訳の資格を有する、テルキ
　（ТРКИ）試験官の資格を有する
★担当科目／実用ロシア語会話、ロシア語演習、ゼミナール外国語として
　のロシア語

СУЛЕЙМЕНОВА Аида Мусульевна
スレイメノヴァ・アイーダ・ムスリエヴナ（教授）文学博士

★略歴／極東国立総合大学大学院卒業、極東連邦総合大学付属アジア言語
　学科准教授、ロシア科学アカデミー世界文学研究所（論文博士）、
　国際日本文化研究センター外国人研究員
★担当科目／実用ロシア語文法、ロシア語演習、ロシア民族学、
　ロシア文学史、ロシア語コンピュータ環境入門、ロシア地理

ТОРИКАИ　Яёи
鳥飼　やよい（准教授）文学修士

★略歴／東京外国語大学ロシア学科卒業、日本経団連日本ロシア経済委員
　会事務局長・参与、環日本海経済研究所副所長、ロシア・中央アジア投
　資環境調査研究会（石油天然ガス・金属資源機構）委員、欧亜総合研究所
　代表
★担当科目／ゼミナール日ロ貿易論

ИЛЬИН　Роман　Сергеевич
イリイン・ロマン・セルゲーヴィチ（准教授）

★略歴／大阪大学OUSSEPプログラム修了、極東国立総合大学附属東洋
　大学日本言語学部卒業、極東国立総合大学附属国際関係大学日本語講師
★担当科目／実用ロシア語会話、実用ロシア語文法、ロシア語講読、
　通訳翻訳演習、論文作成

СУГИМОТО　Тадаси
杉本　侃（客員教授）

ЛАДЧЕНКОВ       А   ндрей         Иванович
グラチェンコフ・アンドレイ・イワーノヴィチ（歴史学博士）（非常勤）

★略歴／極東国立総合大学東洋学部日本語学科卒業、モスクワ東洋学
　研究所大学院卒業
★担当科目／ロシア国家政治体制、　ロシア経済

АРАКИ　Чиэ
荒木　知恵（非常勤）

★略歴／東北大学法科大学院修了、新司法試験合格、函館弁護士会所属
★担当科目／法学入門

★略歴／東京女子大学体育学部体育学科卒業、明星大学人文学部心理教育
　学科卒業、函館市立神山小学校教育支援員
★担当科目／体育

ИЛЬИНА Софья   Константиновна
イリイナ・ソフィア・コンスタンチーノヴナ（非常勤）

小林　礼（非常勤）

★略歴／極東国立総合大学付属東洋大学韓国語学部卒業
★担当科目／実用ロシア語会話、ロシア語演習、ロシア語講読

ИНОУЭ　Сюнъити
井上　俊一（非常勤）

★略歴／静岡大学理学部卒業、元道立高等学校教諭
★担当科目／数学

КОБАЯСИ　Рэй

★大阪外国語大学ロシア語学科卒業、安宅産業株式会社、川崎重工業株式
　会社、カワサキプラントシステムス株式会社常務取締役、川重商事株式
　会社　代表取締役社長
★担当科目／ゼミナール貿易実務

ВИЛЬЯМС　Майкл
ウィリアムズ・マイケル（非常勤）

★略歴／ロサンゼルス・ライフ（L.I.F.E）大学異文化コミュニケーション
　学科卒業、北海道教育大学函館校非常勤講師
★担当科目／英語

ВАТАНАБЭ　Ёсиюки
 渡辺　善行（非常勤）

教
授
陣

極東連邦総合大学から
派遣された
ロシア人教授陣を中心に、
日本人のためのロシア語等の
教育を行います。
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ウラジオストク本学への留学

　ロシア地域学科（４年制）の学生は3年次に３カ月間、ロシア
語科（２年制）の学生は２年次に１カ月間、寮で生活しながらウ
ラジオストク本学の外国人のためのロシア語学校で語学実習
を行います。実習では単に語学の習得のみならず、実際にロシ
アで生活し、本学の学生やウラジオストク市民と交流すること
により、習慣・価値観・社会システムなど日本では学ぶことので
きない様々なことを、生活を通して直接肌で感じ取り、ロシア
に対する理解を深めることが大きな目的となっています。
　留学実習は、卒業に必須要件です。事前に時間を設け留学説
明会を行うほか、実習後は報告会を開き意見交換する場があ
ります。

　ロシア語の学習においては、日常での会話より授業で学ぶことの方が多かったです。
授業では、もちろん先生方も全てロシア語で話し、話の内容を説明する際にもロシア語
のみでしか伝える事が出来ないので、何とか伝えようと知っている言葉を探して伝えよ
うと努力しました。その際に、新しく知った言葉などを使うこともあったので、インプッ
トと同時にアウトプットの機会が多くなったことを感じました。
　日常生活では、日本とロシアの文化の違いを肌で感じる事が出来ました。店でも拙い
ロシア語で店員の方に話しかけると、愛想よく説明してくれ、おすすめの商品を教えて
くれたりもしました。また、タクシーが注文場所に来ず困っていた時、近くの学生さんに
助けを求めてタクシードライバーと直接電話で話をしてもらったのですが、その際も親
切に対応してくれました。現地の人とのコミュニケーションにおいては、会話がほぼ全

てであることは分かっていたはずなのに、函館校の授業内でロシア人教員と会話する際もつい日本語を使ってしまってい
ました。私は会話の授業より、どちらかというと文法の授業の方が好きなので、身体でロシア語を覚えるというよりも、考
える作業の方が多くなってしまっていたことに気づきました。そのような意味で、留学は最高の実践の場でした。人それぞ
れ語学を学ぶ目的は違うと思いますが、私にとっては「学ぶ」だけでなく、実践で習得することも大事な目標であるのに、
そのための努力が自分には全く足りていなかった事に気付かされました。間違えても伝える事が大切で、必死に伝えよう
とする事で人の心は動くと思うのですが、私の場合、そもそも語彙数が足りず、他の言葉で言い換える事も出来ませんで
した。新しい語彙を学ぶ時には、それと同時に類義語や対義語を学ぶことの大切さを思い知りました。
　今回は、極東大学本校の日本語学科の学生さん達と交流する機会にも恵まれました。日本語の授業に参加させていた
だいたので、主には日本語での会話が中心でした。彼らの日本語の上手さに感激したと同時に、これからも交流を続けて
いくためにも、もっとロシア語が話せるようになろうと思いました。

ロシア地域学科4年

中島　香理

実際にロシアでの生活の中
　で様々なことを学びます。

A.
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A.スケジュールの一例ですQ&A
Q.

Q.現地でのスケジュールは

月～金曜日

土・日曜日

 7:00
9:00
10:00

起　床
登校
予習・復習
講義（休み時間10分）
各種活動参加

 

～

各種見学プログラム、自由行動

実習中は、大学付属の寮において基本２人部屋で生活します。
部屋には、勉強机・ベッド・冷蔵庫・ユニットバスなど生活に必要
な最低限のものは揃っています。各部屋に台所はありませんが
共用のものがあり、自炊も自由にできます。

留学実習にはどのくらい費用がかかりますか

現地で支払う寮費、見学費、交通費、食事代などの生活費として、
ロシア語科（2年制）の1カ月の研修で約7万円、ロシア地域学科
　（4年制）の３カ月の研修で約２0万円、その他渡航費が別途かか
かります。

・1日2コマ講義があるほかに、空き時間を利用して
　個人レッスンを受けることができます。（予約制）
・大学付属図書館のコンピューターが利用できます。
・大学校内の無料Wi-fiが使えます。

11:50
～15:00
15:00
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就職・進学支援 卒業生の主な進路

　学生の就職支援のため、キャリアサポートセンター
を開設しています。キャリア相談員による全学年を対
象とする就職セミナーのほか、エントリーシートの書
き方、面接の受け方などの個別指導や個別相談を定
期的に実施し、就職希望者の完全就職を目指しま
す。

給与面等の
待 遇

　国家公務員の初任給等を定める人事院規則にそれぞれ次のようになっており、これらは民間企業にも波
及しています。「専門士」、「高度専門士」は卒業時授与される称号授与書に記載されますので、就職等の
際、第三者に呈示することができます。

【 専門士 】
　短大卒と同等の扱いであり、公務員に限らず民間企業においても同様の傾向です。

【高度専門士】
　人事院規則の改定により、国家公務員として採用された場合は４年制大学卒の基準で初任給が支給される
など、４大卒と同等の扱いとなっています。本校のロシア地域学科修了者のほとんどは、就職活動は４大卒の
区分で行われており、採用後も同等の待遇を受けています。

◆本校の卒業者及び卒業見込者は、人事院が実施する国家公務員採用一般就職試験（大卒程度試験）の受験資
　格が認められています。

　今から２０数年前、函館市内の高校を卒業し、東京の大学に進学しました。大学卒業後は国際関係の仕
事につきたいと思い公務員試験を受けるなどしていましたが、なかなか結果が出ませんでした。そんなと
き、地元函館でロシア極東大が開校したことを知り入学を決めました。　
　２年間ロシア語やロシア文化を学び、函館校を卒業した後、サハリンでの石油天然ガス開発プロジェク
トの後方支援などを行う現在の会社に就職しました。主に貿易実務を担当し、他にも日本人がロシアビザ
を取得する際のサポートやロシア人の日本国内旅行のお手伝い、ときには医療通訳を行ったこともあり
ます。
　貿易の現場ではメールのやりとりなどは英語を使いますが、ロシア人と会って話をする時などは、函館
校で日頃からロシア人と接し、ネイティブの先生方から少人数クラスでロシア語の指導を受けたことが大
いに活かされています。年齢や地域を越え、ロシアを学ぼうと志す仲間が一人でも多く集まってくること
を同窓会長としても楽しみにしています。

　高校までろくに勉強をしなかった私は、卒業を前に進路でとても悩みました。そんなときに縁あってロ
シア極東大学函館校を知り、ロシア語なら高校まで学んでいる人は少ないだろうという考えと、雪国生活
への憧れという単純な理由で進学を決めました。
　大学では4年間ロシア漬けの毎日を過ごし、ウラジオストクで5カ月間の留学を経験しました。大学に入
るまで地元鹿児島を出たことがなかった私にとって、函館とウラジオストクで過ごした学生生活はとても
魅力溢れるものでした。
　卒業後、ロシア物流に強みを持つ(株)東洋トランスに就職し、モスクワ現地法人で輸送・通関・倉庫営業
及び業務を担当、お客様のロシア人職員と直接日本人がロシア語で対応できるという点で日系企業から
信頼と評価を頂きました。
　7年間の駐在を終え、現在は東京で勤務しています。これまでの経験を活かし、日本企業のロシア進出
を手助けしたいと考えています。
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■就職ガイダンス

　入門、基礎、１級から最高度のネイティブと同じレ
ベルの４級まであり、テストは、語彙・文法、読解、作
文、会話、リスニングのパートに分かれています。卒
業までにロシア語科の学生は１級の合格（ロシアの大
学入学許可レベル）を、またロシア地域学科の学生は
２級の合格を目指します。

■ロシア語能力検定試験「ТРКИ（テルキ）」講座

　ロシア以外の知識を広げ、世界情勢を読み解く
ために、貿易実務講師によるセミナーを全学年対
象に開催しています。国際政治と経済の関係、海
外プロジェクトの実例など、ビジネスの基本から
専門知識まで幅広く学びます。

■ビジネスセミナー

　TOEICは英語によるコミュニケーション能力を幅広く評価する世界共通のテストです。自
分の英語能力を把握できるとともに、企業でも採用・昇進の要件として利用されているもの
です。対策講座では、公開テストの受験を目指して模試を行い、各自が目標を立て問題点の
解決に取り組みます。

■ TOEIC対策特別講座

●ロシア関連企業 ●国内民間企業（金融・製造・サービス・マスコミなど）

㈱函館国際貿易センター  小柏 哲史 （2003年ロシア語科卒業）

豊留 大和 （2008年ロシア地域学科卒業）㈱東洋トランス

　高校卒業後の進路としてロシア語を学びたいと考えていた私は、インターネットでロシア極東大函館校
のことを知りました。充実した環境で学べることや留学実習があることに惹かれ進学するに至りました。
　在学中は少ない人数での人間関係や勉強が辛く辞めようと思ったことも多々ありましたが、４年間踏ん
張り、多少はロシア語を身に付けることができました。
　卒業後は港湾関係の会社に就職し数年が経ちました。現在船舶代理店課でロシア船を始めとする様々
な船の手続きや船員のアテンダンスなどを行なっています。中古車の輸出や木材の輸入でウラジオスト
クやナホトカから来る船が多く、ロシア語を使う機会が多々あります。船員さん達と雑談する機会もあり、
その際に４年間学んだ知識や三カ月の留学の経験が役立っています。学んだことを使えるというのはとて
も嬉しいことですし、やりがいを感じます。
　大学在学中は挫折しそうになることもあると思いますが、この大学でしか学べない経験は社会に出た際
に何かしら役立つと思います。語学を学ぶのは難しいですが、続けていればなんとかなりますし、集中して
やらなければならない時以外は自分のペースでゆっくりやっていけばいいと思います。応援しています。

長瀬 光輝 （2018年ロシア地域学科卒業）飯野港運㈱

　入学前、私はロシアに三度の旅行経験がありました。旅先のモスクワで言葉の響きや料理、音楽、
壮麗な建物の魅力に圧倒され、ロシアに憧れました。そこでNHKロシア語講座を始め、テキストの
裏面で本校を知り、英語とは異なる外国語の学習への熱意と留学体験に惹かれ、即座に入学を決意
しました。
　在学中で最大の収穫は３か月間のウラジオストク留学実習です。不慣れな土地での生活、多量な
宿題、難解なテストに挫折しそうになったこともありましたが、日本帰国当日の朝になると、私は完
全に現地の生活に慣れ、支えて下さった全ての方々との別れは大変辛いものとなっていました。
　卒業後は函館市内のホテルに就職し、客室清掃等をしています。函館は観光客に人気の美しい街
で沢山の外国人も訪れます。ロシア語を使う機会は少なく、英語が中心ですが、４年間の経験は活か
されています。ロシア語は複雑で最初不安はあるかと思いますが、先生方の授業は非常に分かりや
すく、理解するのが楽しくなります。本校への入学を検討されてみてはいかがでしょうか。

齋藤　航 （２０１９年ロシア地域学科卒業）

ロシア極東連邦総合大学函館校
同窓会長

就
職
・
進
学
支
援

㈱東洋トランス　㈱小松製作所
横浜通商㈱　
オーアイ・イノベーション㈱
イースタン・カーライナー㈱
㈱函館国際貿易センター　
JIC旅行センター㈱　飯野港運㈱
（医）新都市病院　　
AUTO　SAKHALIN㈱　
㈱サントレーディング

極東連邦総合大学
アストラハン国立大学

川重商事㈱　三菱製紙販売㈱　㈱JALスカイ札幌　ハートランドフェリー　
森田会計事務所　太平電機㈱　湯の川プリンスホテル渚亭　
センチュリーマリーナ函館　トーホウリゾート㈱　㈱みはら　
ダンロップタイヤ東北㈱　㈱イノアックコーポレーション　伊勢山皇大社神宮
みちのくリース㈱　函東工業㈱　（一社）函館物産協会　
日本漁船保険組合道南支所　㈱マツイ　（一社）全日本検数協会　　　　　
サンコー・エア・セルテック　㈱釧路新聞　根室市観光協会　㈲みのり　
国際警備㈱　

●ロシア国内での日本語講師
●公務員
函館市　北海道警察　陸上自衛隊　海上自衛隊

●独立行政法人
国際交流基金　JICA（国際協力機構）

センチュリーマリーナ函館

就
職
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左から

オープンキャンパス　Q&A

新たに取組むロシア語授業。どんな授
業？ロシア文字や文法はすぐに習得で
きるの？などといった疑問や不安をお
持ちの方、ロシア人の先生による1年生
のロシア語の模擬授業を通して日々の
授業の様子や雰囲気を体験してはいか
がでしょうか。

当日は社会人として活躍している函館
校の卒業生も参加します。ロシア語を
生かして仕事をするとはどのようなも
のなのか、また卒業生のこれまでの就
職先や進路について紹介します。

事務局からの学校概要の説明のほか、
在校生（学生自治会役員）が、学校行事、
ウラジオストク本学への留学、サークル
活動などについて紹介します。

オ
ー
プ
ン
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ャ
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A
　
職
員
紹
介

ロシア語の模擬授業、学生自治会役員による学校行事やサークルの説明、教職員在校生とピロシキを食べながら
懇談をする時間など、本校を紹介するプログラムを設けています。

■模擬授業 ■卒業生による進路ガイダンス ■在校生による学校紹介

ロシア人の教員と勉強のこと、学校生活
のこと、なんでも気軽に日本語でお話し
しましょう。また在校生にもいろいろ質
問してみましょう。

■教職員在校生との歓談

オープンキャンパス終了後、学習全般の
内容、入試制度や、奨学金、住まいのこ
となど、個人に合わせたガイダンスを希
望者に行います。

■個別相談

Q&A
Q.住まいはどのようになりますか？

Q.奨学金を受けることはできますか？

職員紹介

ОВАТАРИ　Рёко
大渡　涼子（事務局長）

ТАКЭДЗАКИ　Сидзуэ
竹崎　静江（事務局職員）

ФУКУО　Хитоми
福尾　瞳（学務課長）

動画で知ろう！極東大学
学校紹介動画

こちらからアクセス

私たちが学生生活をサポートします。
学業や進路の問題、日常生活上の問題、
健康の問題など様々なことについて相談
に応じます。どのような小さな問題でも
対応しています。

A. 本校では「日本学生支援機構」奨学金支援制度を利用するこ
とができます。入学後、説明会を開き、校内選考を行います。また、
本校独自の奨学金制度として「石館とみ奨学金」と「ＪＴ奨学金」
があります。「石館とみ奨学金」は年度の学習成績上位者で、か
つ社会奉仕の精神が顕著に見られる学生に、年２名を上限として
1７.５万円～３５万円が給付されます。「ＪＴ奨学金」は本学への
留学実習および海外インターンシップの２種類に係る旅費等を給
付するもので、それぞれ年４名を上限としています。いずれも校内
選考を行い、奨学生を決定します。

A. 学生寮の施設はありません。本校の学生の多くは、学校から
徒歩20分以内、1カ月30,000～45,000円程度のアパート・
マンションを借りて暮らしています。

A.Ｚｏｏｍを使ったオンライン個別相談会を随時実施しています。
ネットで自宅から気軽に参加できます。お申込みは学校ホームペ
ージのお問合せからどうぞ。

Q.オープンキャンパスに参加できない場合はどうすればよいですか？

学生からのメッセージ

学
生
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

　2019年の冬にJTの奨学金で
ロシアにある会社へのインター
ンシップに参加させていただき、
サンクトペテルブルグとモスクワ
を訪れました。訪問企業はJT、双
日、東洋トランス、日本航空モス
クワ支店や日本センターです。
　私がこのインターンシップで

知りたかったのはロシアで日本企業がどのような仕事を
行っているのかということです。それぞれの企業で仕事
の話や、ロシアでの生活の話など様々な濃い話をたくさ
ん聞かせていただきました。その中でロシアと関わる仕
事をする上でも英語は当然必須であることや、自国のこ
とを相手の国のこと以上に知っておく方が良いというこ
と、そして自分をしっかりと理解しておくことが重要だと
学びました。
　2019年9月のプーシキン大学短期留学に次ぎ、二度目
のモスクワであったため、移動や自由時間での散策に前
回の経験を活かすことができました。また夏から秋のモ
スクワと、冬のモスクワの違いを知ることにもなりました。
　このインターンシップに参加させていただけたことは
私にとって大変貴重な経験になりました。ここで学んだこ
とを糧にして、この先の勉学や就活に向き合っていきた
いと思います。このような機会を与えてくださった方々に
感謝申し上げます。

ロシア語科２年 岡元　菜弥波（函館市出身）

　私は小学生の頃から国際関
係に興味関心があり、特にロシ
アを中心とする旧ソ連諸国に強
く惹かれていました。まずはロ
シア語を勉強したい、そう思っ
て極東連邦大学から派遣され
たネイティブの先生方が多くい
る函館校に入学を決めました。
日本語通訳の資格を有し、長く

日本人にロシア語を教えてきた実績のある先生方の授
業を受け、毎日新しいことを学べています。授業以外の
日常会話でも先生方は幅広く深い知識と教養を私に与
えてくれます。
　そのため、ウラジオストク本学での留学実習では、
全てロシア語による授業でも理解して付いていくこと
ができました。また実習期間中の日常生活でも現地の
人とロシア語を使って会話をすることができました。
先生方の質の高い日頃の授業のおかげであり、自分の
独学ではここまで成長することは出来なかったと思い
ます。実際にロシア語を使えるようになりたいと思って
いる方には是非本校に入学することをお勧めします。
　また、今回、学生最後の１年間を有意義にするために
「石舘とみ奨学金」の奨学生に応募し選出していただ
きました。頂いた奨学金は教科書代、学費の一部、卒
業論文の参考文献などの教材や書籍購入に使う予定
です。石舘とみ奨学金の理念に恥じないように気を引
き締めて勉学に励んで行きたいと思います。

ロシア地域学科4年 佐竹　朔湧（富山県出身）

　多数のネイティブの先生達に
加えて、独自の教育メソッドで
ロシア語を学ぶ事が出来ます。
ロシア語の授業は文法、会話、
講読、演習に分けられているた
め、違った観点から生きたロシ
ア語をたくさん学ぶ事ができま
す。さらにロシア語だけではな
く、ロシアの文化や歴史等ロシ
アについて色々なことを学べる

のもこの大学の強みです。
　そもそも私は高校時代からロシア語を学んでいて、
ロシアの文化、言語などをより深く勉強したいと考え
たのがきっかけでしたが、他校にはなかなかない独自
の授業内容、メソッドが組まれていてとても魅力的だ
と感じ、入学を決めました。
　水曜日以外は夕方5時まで「ロシアセンター」が開い
ているため、自習する環境もあります。極東大のサーク
ル、「コール八幡坂」と「ピロシキ八幡坂」では函館の
各イベント、そして「HAKODATEアカデミックリンク」
といった学校全体で参加するイベントがあります。学
内だけではなく、学外でも色々な活動をすることで多方
面からたくさんの経験を得ることができます。
　また近くには、旧ロシア領事館やハリストス正教会
があるなど、日常的に日ロ関係の歴史やロシアに触れ
ることができると思います。

ロシア地域学科4年 中澤　純（東京都出身）

2022年ロシア地域学科卒業 関口　颯（東京都出身）

　私は入学以前、参加したオー
プンキャンパスを機に本校への
入学を決めました。オープンキ
ャンパスで体験した模擬授業で
は、一年生の先輩方がロシア語
で書かれた長文を抵抗なく、読
解、翻訳していたことに驚きを
覚えました。

　本校は、道外出身者が多く、様々な趣味趣向から入学
してきた学生が多いので、私は地元でありながらむしろ
新鮮な形で学業に挑むこととなりました。
　ほとんどの授業は、ロシアに関連した内容なのでロシ
ア語以外にも多様な知識を蓄えることができます。主な
ロシア語の会話・文法の授業は週に４回ほどあります。
90分授業でも、進む内容は早いので授業中にできるだ
けロシア語を理解し、吸収しておくのが良いです。そうす
ると宿題も難しくはありません。もし、分からないことが
あっても、それを先生に伝えれば、丁寧に教えてくれるの
ですぐに解決します。
　大変な部分も多いのですが、個人的には、数多くの分
野に触れるよりも、一つの分野に集中的に打ち込めるこ
の環境が私には向いていると思いました。
　昨今、世界的に大変な状況下に置かれながら、何不自
由なく、勉学に取り組めることに感謝しています。私は２
年制ということもあり、残りわずかの学生生活を悔いの
ないよう過ごしたいと思います。
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入試情報 出願方法

函館市内の高等学校に在籍
本校を第一志望としており、

２年制もしくは４年制への進学を希望する方

①指定校以外の高等学校に在籍
②国際理解教育指定校に在籍するが、本校2年制への進学を希望する
③指定校に在籍するが、指定校推薦入試終了後に本校への受験を希望する 

入学定員

入試日程

授業料など

ロシア地域学科 （昼・４年制） 　　40名

ロ シ ア 語 科 （昼・２年制） 　　40名
 授 　 業 　 料

 前期 ３５万円  
年間 ７０万円

  後期 ３５万円

   １５万円 （初年度のみ納付）
 入 　 学 　 金

 教 育 充 実 費  １年分として ２万円 （前期授業料納入時に納付）

 設 　 備 　 費  １年分として ２万円 （後期授業料納入時に納付）

 留学実習費用  別途徴収いたします

 ■函館市内指定校推薦枠および、国際理解教育指定校推薦枠
　での入学者については免除の特典があります。

入
試
情
報

現役
高校生

現役
高校生
以外

【入試までの流れ】

●在籍する高等学校の
　学校長の推薦が必要です。
　※１校当たりの人数制限無

A
函館市内
指定校
推薦入試

●在籍高等学校の校長からの推薦が必要です。
●各校１名が出願可

【特典】入学金（15万円）の免除
※退学した場合は、入学金を納めていただきます。

本校が指定する国際理解教育指定校に在籍
本校を第一志望としており、
4年制への進学を希望する方

ロシア語やロシアに興味関心があるが、
他校の受験も考えている方

A
国際理解教育
指定校
推薦入試

C
一般入試
書類選考と面接
※出願書類に
課題作文を含む。

●在籍高等学校の校長からの推薦が必要です。
●各校１名が出願可

【特典】入学金（15万円）の免除
※2年制へ転科や退学した場合は、入学金を納めていただきます。

①～③のいずれかに
当てはまる方

前期 後期

本校を第一志望とする方で、国際経験がある
本校が指定する分野での実績をもつ方

B
推薦入試
書類選考と面接
※出願書類に推薦書
（本校所定）を含む。

学校
推薦

●本校の定めた特定の分野で実績を
　持つ、あるいは国際経験を持つ方

自己
推薦

（※1）在籍高校が本校の国際理解教育指定校であるかどうか不明な場合は、
　　　本校事務局までお問合せください。

（※1）

A 
指定校推薦入試

B 
推薦入試

C 
一般入試

函館市内指定校

国際理解教育指定校

学校推薦

自己推薦

前　期

後　期

10月　3日（月）～10月21日（金） 10月29日（土）

10月31日（月）～11月18日（金）

12月　1日（木）～　1月20日（金）

2月　1日（水）～　３月24日（金）

2月　4日（土）
2月　5日（日）
予備日

3月28日（火）

11月26日（土）

試験期日

11月　1日（火）

2月　7日（火）

3月29日（水）

11月29日（火）

合格発表

11月18日（金）

2月24日（金）

4月　3日（月）

12月16日（金）

入学手続締切日出願期間入試区分

■2023年度 入学試験日程等（ロシア地域学科、ロシア語科共通）

※試験期日に実施するのは面接（オンライン）のみです。

＼インターネット出願の３つのポイント／

【受験までの流れ】

２４時間
いつでも出願可能

出願受理から
合否発表まで確認可能

全国どこからでも
お支払い可能

本校のホームページにアクセスする
インターネットに接続されたパソコン・スマートフォン・タブレットをご用意ください。

❶

受験料２０，０００円を支払う
いずれかの方法で支払い手続きを行ってください。支払い方法の詳細は、インターネット出願のページ上でご確認ください。

　・クレジットカード　・ネットバンキング　・コンビニエンスストア　・ペイジー対応銀行ＡＴＭ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※別途手数料が必要です

❸

受験番号通知
出願書類が受理されると、マイページ内にある登録済み試験日程一覧に受験番号が通知されます。

オンライン面接時に使用するＵＲＬは、マイページ内のメッセージで確認できます。

❺

データ（入学願書の内容）を登録する（願書受付期間のみ出願が可能です）
ログイン後、「新規出願はこちらから」をクリックし、学科や入試種別を選択してださい。

その後、個人情報詳細や作文などの課題の入力をしてください。

❷

受　験
指定された日時に、インターネットに接続されたパソコン・スマートフォン・タブレットで面接試験を受験します。

出願書類を郵送する
郵送で提出が必要な書類を出願期間内（必着）に簡易書留で郵送してください。

❻

合否の確認
合格発表日の午前１０時に、マイページ内にある登録済み試験日程一覧に合否の結果が通知されます。

❼

2023年度入学試験から出願方法が変わりました！ ・インターネット出願

❹

不明な点は、お電話でお問い合わせください。TEL 0138-26-6523
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キャンパスカレンダー

キ
ャ
ン
パ
ス
カ
レ
ン
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①入学式
●学生オリエンテーション
●開校記念日
●論文作成ガイダンス
●就職ガイダンス開始

Апрель4
●ロシア語市民講座開講
●はこだてベリョースカ
　クラブ開講
②アグリ八幡坂植え付け
●特別授業開講
●避難訓練　●健康診断

Май5
●ロシア人墓地清掃
●第１回オープン
　キャンパス

Июнь6
●ザチョット週間
③北方四島ビザなし交流
　派遣事業
④АБВГ-Dау
⑤アグリ八幡坂収穫

Июль7
●前期試験週間
⑥アグリ八幡坂ボルシチ
　試食会
●夏休みマトリョーシカ
　絵つけ体験教室
●夏季休業

Август8
⑦留学実習出発
●後期授業開始
●第2回オープンキャンパス
●カルチャーナイト

Сентябрь9
⑬ロシアまつり準備

Январь1
⑭ロシアまつり
　（マースレニッツァ）
●ザチョット週間

Февраль2 Март3
⑧本学からの留学生来函
⑨貿易実務見学
⑩体育授業風景

Октябрь10
⑪アカデミックリンク
●本学からの留学生離函
●全道ロシア語弁論大会

Ноябрь11
⑫JT奨学金
　海外インターンシップ
●冬季休業

Декабрь12

①入学式

●後期試験週間
●卒業試験週間
⑮卒業論文審査会
⑯卒業証書授与式
⑰石館とみ奨学金授与式
●自治会主催卒業パーティー
●同窓会パーティー
●学年末休業

⑯卒業証書授与式

⑮卒業論文審査会

⑭ロシアまつり（マースレニッツァ） ⑭ロシアまつり（マースレニッツァ）

⑰石館とみ奨学金授与式

⑩体育授業風景（近くの緑の島にて）

②アグリ 八幡坂植え付け

⑤アグリ 八幡坂収穫

⑥アグリ 八幡坂ボルシチ試食会

④АБВГ-Ｄａｙ

⑧本学からの留学生来函

⑨貿易実務見学

⑪アカデミックリンク

⑦ウラジオストク本学での留学実習（出発）

⑫JT奨学金海外インターンシップ

⑫JT奨学金海外インターンシップ

⑬ロシアまつり準備 ⑬ロシアまつり準備

③北方四島ビザなし交流派遣事業（ホームビジット）

19 20
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幅広い活動

　入門・初級・中級・上級コースに分かれ、週1回夜間に開講。1994年の
開講以来、多数の方が受講しています。

■ロシア語市民講座

　１９９９年より社会人を対象に、本校教授陣が交替で毎回違った角度
からロシアについての話題を提供し、ロシアについての理解を深めてい
ただくために年８回開催しています。日本語の堪能な教員が、それぞれ
の専門分野などからテーマを選び、お話をするものです。

■はこだてベリョースカクラブ

■出前講座（CCHとの連携）

　キャンパス・コンソーシアム函館」（CCH）主催の合同公開講座「函館
学」で、「ロシアにおける外国語教育」、「ロシア人から見た函館と石川啄
木、与謝野晶子の短歌」「ロシアの大動脈シベリア鉄道」などをテーマに
講演し、ロシアの文化の教育・普及に広く携わっています。

　函館市内の８高等教育機関（大学・短大・高専）から成る「キャンパス・
コンソーシアム函館」（CCH）の加盟校として、CCH主催の市内高等学
校での「出前講座」に講師を派遣し、ロシア語、ロシアの歴史・地理・文
化・文学などをテーマに９０分間の授業を行っています。

■市民向け講演会「函館学」（CCHとの連携）

　市内外の小中高校生が、子どものころからロシア語に親しみ、ロシア
の文化・芸術・歴史地理・社会全般について理解を広げるためのプログラ
ムをご用意します。民族衣装試着体験やマトリョーシカなどの民芸品に
直接触れることもできます。

■修学旅行・総合学習向けプログラム

　ロシア語を学習している高校生や大学生に向けて、オンライン研修プ
ログラムを実施します。ロシア人教員が多数在籍する本校ならではの、
ネイティブスピーカーによる会話や文法の授業のほか、日本人教員が日
本語でわかりやすく説明する文法や、歴史・文化を学ぶ授業も可能です。
複数の学生を対象としますので学校またはチーム単位でお申し込みく
ださい。

■高校生・大学生向けロシア語オンライン研修プログラム

　小学生の夏休みの自由研究に役立ててもらおうという考えから開催
し、昨年で6回目を迎えました。本校ロシア人教師がマトリョーシカの由
来、ロシアの民族衣装についての説明から始め、絵筆や色の使い方を指
導し、3時間ほどで色塗りを終え完成させます。昨年からは大人向け絵
付け教室も開講し、好評でした。

■税関職員ロシア語研修

幅
広
い
活
動

　１９９８年から北海道の税関職員を対象としてロシア語研修を実施し、
２００３年からは全国すべての税関研修所から職員を受入れています。
これまでに215名が、通関の現場を想定した税関会話を中心にロシア
語研修を実施しました。

■マトリョーシカ絵付け体験教室

●高龍寺 ●
中華会館

函館山

谷地頭電停

十字街電停

●明治館

函館駅●

末広町電停

函
館
ど
つ
く
前
電
停

大町電停

旧函館区●
　公会堂　

赤レンガ倉庫群●

　函館山
●ロープウェイ

❻
❺

❹

❸
❶
❷

❻

宝来町電停

　　イギリス●旧イギリス
　領事館

ロシアゆかりの街・函館

❻ロシア人墓地
1859年に死亡した軍艦「アスコリド号」
の航海士の墓が最古のもので、軍艦の乗
員、領事館付き医師や初代領事ゴシケー
ヴィチ夫人のエリザヴェータ（1864年死
亡）などの領事館関係者、1917年のロシ
ア革命後に亡命してきたロシア人などが
埋葬されています。現在残っている墓石は
４３基。周辺にはハリストス正教会墓地、
カトリック墓地、プロテスタント墓地、中華
山荘（中国人墓地）があります。

❺旧ロシア領事館
20世紀初頭、露領漁業の基地
となった函館。現存する領事館
の建物が完成したのは1908年
12月のこと。領事館では、ニコ
ラエフスク、ウラジオストク、
カムチャツカ方面に出漁する
日本人漁業者のための査証
（ビザ）や出漁関係の各種
証明書が発給されました。　
1944年10月1日閉鎖。

❹日露友好の碑
1811年、国後沖を測量中のディアナ号艦長
ゴロヴニンが日本側に捕えられるという「ゴロ
ヴニン事件」が発生。この事件の解決に尽力
した副官のリコルドと豪商高田屋嘉兵衛、そ
してゴロヴニンの子孫が邂逅したことを記念
し、2000年に宝来町グリーンベルトに建てら
れました。

❶ロシア極東連邦総合大学函館校
函館港を一望できる絶景地、八幡坂に面して建って
います。同じ建物内には、在札幌ロシア連邦総領
事館函館事務所、一般財団法人北海道国際交流
センターがあります。周辺にはハリストス正教会、
旧ロシア領事館、ロシア人墓地など、函館とロシア
の交流の深さを今に伝える施設や史跡があります。

❷函館ハリストス正教会（函館復活聖堂）
ロシア領事館附属聖堂として建立されたの
が始まり。現在の教会は1916年に完成
（1983年国の文化財指定）

函館とロシアの交流は、1793
年、ロシアの最初の遣日使節
アダム・ラクスマンの来航に始
まりました。1858年には初代
ロシア領事館が函館に開設さ
れました。函館は、日本ハリス
トス正教会発祥の地でもあり
ます。戦前には、数百名ものロ
シア人が暮らしていたこともあ
りました。市内でロシア語教師
として活躍したロシア人も少な
くありませんでした。こうした
歴史や経験は現在にまで引き
継がれており、現在も姉妹都市
（ウラジオストク市・ユジノサハ
リンスク市）との交流、市民団
体による親善・研究交流が活
発に行われています。

写真：
本学の留学生との合同授業

写真：ロシア正教会キリル総主教とともに

写真：初代駐日ロシア領事ゴシケーヴィチの生誕
　　　200年記念事業で、ゴシケーヴィチの故郷
　　　ベラルーシから来函した大学生とともに 

❸在札幌ロシア連邦総領事館函館事務所
2003年9月開設。

ロ
シ
ア
ゆ
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