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［ 研究資料 ］

外国人労働者向け総合試験｢ロシア史｣モジュール

が求めるところ (1)

小林 潔

１．はじめに

本稿では，ロシア連邦で実施されている「労働許可･パテント取得希望の外国人のための

ロシア語･ロシア史･ロシア法基礎総合試験 Комплексный экзамен по русскому языку как

иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации. Для

иностранных граждан, оформляющих разрешение на работу или патент」について概略を紹介

し，日本の学生との距離をはかりつつ，日本のロシア語教育に関わる問題を指摘する．この

試験は 3 つのモジュール (модуль) すなわち「ロシア語」「ロシア史」「ロシア法基礎」からな

るが，本稿では特に「ロシア史」を取り上げる
(2)
．このような公的な試験での「ロシア史」

はロシア国家の史観の現れであり，ロシア語教育にも関わるからである．

外国籍の者はこの試験に合格しなければロシアで働くことができない．すなわち，高度熟

練専門家 (High Qualified Specialists: HQS) を除いて，「2015年1月1日より，外国人は，居住証

明，一時的居住許可，労働許可，労働パテント（CIS諸国からの労働者について適用される

労働許可の一種）の取得を申請する際に，ロシア語，ロシア歴史，ロシア法基礎の試験合格

証明書を提出する必要がある」[JETRO 2017]．ただし多くの日本の企業人（たとえば駐在員）

はHQSに該当する．日本人全員が受験を免除されるわけではない．試験内容は2013年教育科

学省で承認されたものである [Требования: 4]．現ロシア政権による，旧ソ連地域（近い外国）

出身の者も含めた労働力の流入規制強化の一つと言えよう［堀江 2015: 72］．日本でも2014

年からスガハラアソシエーツによって紹介され，同社によるセミナーなども日露で開催され

てきた．モスクワでの本試験実施は2014年12月22日とのことで，以来，菅原信夫代表による

試験内容の紹介，教材の手配や作成，対策セミナーや模擬試験が実施されている
(3)
．

検討に用いる資料は，試験そのものではなく，その試験内容を概説し例題なども示した『指

導書』[Требования: 19–24] およびネット上に公開されているモスクワ大試験センターの参考

資料 «Modul_testirovaniya_ISTORIJA-ROSSII» [Центр подготовки…] である．『指導書』はモス

(1) ロシアで働く外国籍（非ロシア国籍）の労働者をたとえば堀江 (2015) は「外国人労働者」

とも「労働移民」とも「移民労働者」とも呼んでいるが，本稿では「外国人労働者」とした．

(2) 紙幅の都合もあり詳述しないが，「ロシア語」モジュールのレベルは A1–A2 程度であり，「ロ

シア法基礎」は主に住民登録など諸手続に関するものである．少数とはいえ実際に本試験の

受験を求められている日本の企業人がいることも鑑みれば，これらの分野も検討に値する．

(3) http://jpmoscow.blog.fc2.com/blog-entry-20.html
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クワ大学および諸民族友好大学のグループにより2015年に刊行された．教授者や試験関係者

の為の便覧で，当該試験のレベルと範囲の解説がなされる．根拠となる法律，関係部署が関

係者名とともに言及されている．内容は，教育省令1156（2014年8月）に合致する [Требования:

4]．

このような試験は，制度および内容が変わる可能性が常にあり，実際，『指導書』で述べ

られている法律や制度も既に現状とずれている（2016年のФМС廃止など）．本稿では，試験

の施行の実際･推移は論じない．あくまでもある時点での内容の検討に過ぎないが，そこには

日本のロシア語教育にとって留意すべきものが含まれている．試験の現状や今後がどうであ

れ，外国人労働者との関連でロシアという国が外国人にどのような知識を求めたかは論ずる

に値する．

２．「ロシア史」モジュールの内容

「ロシア史」モジュールの想定学習時間は36時間 [Требования: 5]．週1コマ半期分以上の

分量である．語彙は「ロシア語」モジュール 950–1000単位
(4)
に更に辞書使用可として500単

位 [Требования: 18]．

まず，学習目的として5点が挙げられている．すなわち，外国籍の者が，

・ 新しい境遇や状況に適応するため，

・ 文化（文学，芸術，音楽）や諸宗教の価値を知るため，

・ 相互作用，種々の歴史過程のうちに文化･文明の多様性を知るため，

・ 新しい社会的文化的環境での立ち位置を得て，社会的･宗教的施設（キリスト教会，

モスク，シナゴーグなど）にも出向くため，

・ ロシア社会で受け入れられている，過去現在の出来事の評価を理解し，寛容をもって

解釈するため，

である [Требования: 19]．

具体的にあげられている史実は 3 部10テーマ [Требования: 20–23]．その他，記憶すべき出

来事の年表，人名（社会，軍事，文化），祝祭日，視聴推薦映画［以上 Требования: 24–26］

が列挙されている．上述試験センターの資料の内容は「ロシア史人名解説」「年表」「ロシア

史問題リスト」「『ロシア史』例題」．人名解説は『指導書』に掲載されているものへの追加と

各人物の事跡が述べられている．年表は紙媒体のものを簡略化したもの．一方，「ロシア史問

題リスト」では『指導書』にあるものが詳述されている．「例題」は三択である． 
人名リストにソルジェニーツィンはあるがショーロホフはなく，軍事としてエゴロフとカ

ンタリヤ（ベルリン占領時の英雄）が，『資料』にだけだが，見られるのが興味深い． 
以下，詳細版といえる「問題リスト」を示す．全92問で，10の主テーマもその中で示され

(4) словоではなくединицаを使用．
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る
(5)
．【 】内は解答．解答は，『資料』にはないが，Единая Миграционная Служба (2015) に

ある（一部改変）． 

第1部 ルーシからロシアへ／ルーシの歴史（9–17世紀）

第1テーマ 中世ルーシ（9–13世紀）

1. 中世ルーシ国家の領域【東スラヴ（現在のウクライナ）】

2. 中世ルーシ国家の創設者【リューリック朝】

3. 中世ルーシの首都【キエフ】

4. ルーシのキリスト教受容【10世紀988年】

5. キリスト教洗礼時の公【ウラジーミル賢公】

6. キリスト教の宗教的シンボル【十字架】

7. 中世ルーシ期の高名な聖堂【キエフ･ソフィア聖堂他】

8. ルーシが13世紀に支配下に入った国【金帳汗国，モンゴル／タタール】

9. アレクサンドル･ネフスキー【スウェーデン･ドイツ騎士団に勝利】

第2テーマ モスクワ公国（14–17世紀）

1. クリコヴォの戦い【1380年】

2. クリコヴォの戦いの勝利者【ルーシ諸侯連合，ドミトリー･ドンスコイ】

3. ロシア諸地域統一の中心地【モスクワ】

4. モスクワを中心としたルーシの統一【15世紀】

5. 汗国の軛からの独立【1480年】

6. イワン4世の呼び名【雷帝】

7. イコン『三位一体』を描いた15世紀の画家【ルブリョフ】

8. モスクワ公国統一の象徴である要塞で，記念碑的建築物【クレムリン】

9. スムータ【17世紀 1604–13年】

10. ミーニン･ボジャルスキー義勇軍による，ポーランド軍からのモスクワ解放

【1612年】

11. 1613年からの王朝【ロマノフ朝】

第2部 ロシア帝国（18–20世紀初頭）

第3テーマ 18世紀ロシア

1. 18世紀初頭のロシアの改革の推進者【ピョートル1世】

2. ピョートル1世期にロシアの首都となった都市【ペテルブルク】

3. 18世紀ロシアで初めて大学が創設された都市【モスクワ】

4. ロシア初の大学設立の貢献者【ロモノーソフ】

(5) 原文は問い（疑問文）の形になっているが，筆者が適宜省略した．たとえば第4テーマ1は
「祖国戦争はいつだったか？」であるが，単に「祖国戦争」とした．
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5. クリミア半島がロシア領になった時と治世【1783年エカチェリーナ2世期】

6. スヴォーロフ【ロシアの軍人 スイス戦役他】

7. ペテルブルクのシンボルである像【ピョートル1世･青銅の騎士像】

8. ロシア最大の美術館エルミタージュの所在地【ペテルブルク】

第4テーマ 19世紀ロシア

1. 祖国戦争【1812年】

2. 祖国戦争最大の戦い【ボロジノの戦い】

3. 祖国戦争の勝利者【ロシア】

4. 戦時のロシア軍総司令官【クトゥーゾフ】

5. デカブリスト【ロシアの改革を求めた貴族将校．1825年に蜂起】

6. 農奴制の廃止【1861年】

7. 農奴制の廃止の皇帝【アレクサンドル2世】

8. 中央アジアのロシアへの併合【19世紀後半（1880年）】

9. プーシキン【詩人】

10. 周期律を発見した19世紀後半の学者【メンヂェレーエフ】

11. トルストイ【作家】

12. チャイコフスキー【作曲家】

13. ドストエフスキー【作家】

第5テーマ 20世紀初頭のロシア帝国

1. 20世紀初頭のロシアでの主要諸宗教【キリスト教･イスラム教･仏教】

2. ロシア帝国の大半の住民の宗教【ロシア正教会】

3. 第1次ロシア革命【1905–07年】

4. 第1次ロシア革命の結果【国会の開設他】

5. ボリシェヴィキの領袖【レーニン】

6. 第1次世界大戦【1914–18年】

7. チェーホフ【戯曲家】

8. ラジオを発明したロシアの学者【ポポフ】

9. オペラ･バレエで世界的に有名なモスクワの劇場【ボリショイ劇場】

第3部 ソ連の歴史

第6テーマ 大祖国戦争までのソ連の歴史

1. 1917年にロシアで起きた革命【大ロシア革命（特に10月革命）】

2. 最後のロシア皇帝【ニコライ2世】

3. 1917年秋にロシアの政権を奪取した政党【ボリシェヴィキ】

4. 旧ロシア帝国領に1922年に成立した国家【ソ連（ロシア共和国）】

5. ロシアで，教会と国家，学校と教会との分離を実施した指導者【レーニン】
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6. ソ連の重工業化政策【第1次5ヶ年計画】

7. 農村での農業集団化政策【農業集団化，コルホーズ】

8. 20世紀前半のソ連の教育分野での成果

【出自･性による制限の撤廃，識字率の向上（文盲撲滅），無償化】

第7テーマ 大祖国戦争期のソ連（1941–1945年）

1. 大祖国戦争の時期【1941–1945年】

2. 対ヒトラー戦でのソ連の同盟諸国【連合国】

3. 大祖国戦争での最重要決戦【スターリングラード攻防戦】

4. ジューコフとロコソフスキー【軍司令官】

5. 大祖国戦争の勝利者【ソ連】

6. ソ連兵エゴロフとカンタリヤが1945年5月に戦勝旗をたてた都市【ベルリン】

7. 大祖国戦争でのソ連人民の死者数【諸説あるが3千万】

8. 5月9日ロシアで祝われる祝日【戦勝記念日】

第8テーマ 戦後のソ連（1945–1991年）

1. クリミアがロシア共和国からウクライナ共和国に移譲された年と指導者

【1954年フルシチョフ】

2. ソ連初の宇宙船設計者【コロリョフ】

3. 世界初の宇宙飛行士【ガガーリン】

4. ガガーリンによる世界初の宇宙飛行【1961年】

5. 世界初の女性宇宙飛行士【テレシコワ】

6. モスクワ1980年開催の国際スポーツ大会【第22回夏季オリンピック】

7. ゴルバチョフによる改革政策【ペレストロイカ】

8. ソ連大統領【ゴルバチョフ】

9. 1960–80年代のソ連加盟共和国数【15】

10. ソ連解体【1991年】

11. ソ連解体後，旧ソ連共和国の幾つかが形成した組織【独立国家共同体】

12. ソルジェニーツィン【作家】

第4部 現代のロシア

第9テーマ 1991–99年のロシア連邦での改革

1. ロシア主権国家宣言【1990年】

2. 初代ロシア大統領【エリツィン】

3. エリツィンによる諸改革【市場経済への移行のための経済改革他】

4. ロシア憲法採択【1993年】

5. 民族組成に関してロシア連邦の性格【多民族国家】

6. ロシアの国家語【ロシア語】
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9. オペラ･バレエで世界的に有名なモスクワの劇場【ボリショイ劇場】

第3部 ソ連の歴史

第6テーマ 大祖国戦争までのソ連の歴史

1. 1917年にロシアで起きた革命【大ロシア革命（特に10月革命）】

2. 最後のロシア皇帝【ニコライ2世】

3. 1917年秋にロシアの政権を奪取した政党【ボリシェヴィキ】

4. 旧ロシア帝国領に1922年に成立した国家【ソ連（ロシア共和国）】

5. ロシアで，教会と国家，学校と教会との分離を実施した指導者【レーニン】

外国人労働者向け総合試験「ロシア史」モジュールが求めるところ
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6. ソ連の重工業化政策【第1次5ヶ年計画】

7. 農村での農業集団化政策【農業集団化，コルホーズ】

8. 20世紀前半のソ連の教育分野での成果

【出自･性による制限の撤廃，識字率の向上（文盲撲滅），無償化】

第7テーマ 大祖国戦争期のソ連（1941–1945年）

1. 大祖国戦争の時期【1941–1945年】

2. 対ヒトラー戦でのソ連の同盟諸国【連合国】

3. 大祖国戦争での最重要決戦【スターリングラード攻防戦】

4. ジューコフとロコソフスキー【軍司令官】

5. 大祖国戦争の勝利者【ソ連】

6. ソ連兵エゴロフとカンタリヤが1945年5月に戦勝旗をたてた都市【ベルリン】

7. 大祖国戦争でのソ連人民の死者数【諸説あるが3千万】

8. 5月9日ロシアで祝われる祝日【戦勝記念日】

第8テーマ 戦後のソ連（1945–1991年）

1. クリミアがロシア共和国からウクライナ共和国に移譲された年と指導者

【1954年フルシチョフ】

2. ソ連初の宇宙船設計者【コロリョフ】

3. 世界初の宇宙飛行士【ガガーリン】

4. ガガーリンによる世界初の宇宙飛行【1961年】

5. 世界初の女性宇宙飛行士【テレシコワ】

6. モスクワ1980年開催の国際スポーツ大会【第22回夏季オリンピック】

7. ゴルバチョフによる改革政策【ペレストロイカ】

8. ソ連大統領【ゴルバチョフ】

9. 1960–80年代のソ連加盟共和国数【15】

10. ソ連解体【1991年】

11. ソ連解体後，旧ソ連共和国の幾つかが形成した組織【独立国家共同体】

12. ソルジェニーツィン【作家】

第4部 現代のロシア

第9テーマ 1991–99年のロシア連邦での改革

1. ロシア主権国家宣言【1990年】

2. 初代ロシア大統領【エリツィン】

3. エリツィンによる諸改革【市場経済への移行のための経済改革他】

4. ロシア憲法採択【1993年】

5. 民族組成に関してロシア連邦の性格【多民族国家】

6. ロシアの国家語【ロシア語】
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7. ロシアの首都【モスクワ】

8. ロシアの首都の主要広場【赤の広場】

第10テーマ 21世紀のロシア

1. プーチン大統領とメドヴェージェフ大統領の在任期間

【プーチン 2000–2008年，2012年〜現在，メドヴェージェフ 2008–2012年】

2. 現在のロシア大統領【プーチン】

3. 2014年にロシアに加わった共和国【クリミア】

4. ロシア正教会の長【モスクワおよび全ロシアの総主教キリル1世】

5. ロシア･イスラム教の主要組織の一つ【中央ムスリム宗務局ЦДУМ】

6. 2014年第22回冬季オリンピックの開催地【ソチ】

３．ロシア語学習者との距離 

この問題リスト全92問に対し，2016年度秋期に筆者出講先ロシア語専攻課程3, 4年生17名

（登録20名中3名不受験）に取り組んでもらった．学生の関心の所在，熱意や学力はさまざま

で，課程にはロシア史やロシア文化の講座も開講されているが，全ての者が課程内容を習得

しているわけではない．

問題はロシア語原文，解答は記述式で日本語可．正解3，不正確2（成績評価の都合で加点），

誤答 1，無回答 0点とし，100点満点に換算した．平均点 93.2，最高点 99.6，最低点 89.1であ

った．

全員が正答したのは 43% の40題で，1-4 ルーシのキリスト教受容（988年），2-1 クリコヴ

ォの戦い（1380年），2-6 イワン4世，2-7 ルブリョフ，2-9 スムータ，2-11 ロマノフ朝，3-1

ピョートル1世，3-2 首都ペテルブルク，3-5 クリミア併合，3-8 エルミタージュ，4-1 祖国

戦争（1812年），4-3 祖国戦争の勝利者（ロシア），4-4 クトゥーゾフ，4-7 農奴制の廃止とア

レクサンドル 2 世，4-10 メンヂェレーエフ，4-12 チャイコフスキー，4-13 ドストエフスキ

ー，5-3 第 1次ロシア革命，5-6 第 1次世界大戦（1914–18年），5-7 チェーホフ，5-9 ボリシ

ョイ劇場，6-2 ニコライ2世，6-3 ボリシェヴィキ，7-1 大祖国戦争（1941–45年），7-5 大祖

国戦争の勝利，7-8 戦勝記念日，8-3 ガガーリン，8-5 テレシコワ，8-6 モスクワ五輪，8-8 ゴ

ルバチョフ大統領，8-10 ソ連解体（1991年），8-12 ソルジェニーツィン，9-2 エリツィン，

9-4 憲法採択（1993年），9-6 国家語たるロシア語，9-7 首都モスクワ，9-8 赤の広場，10-2 プ

ーチン，10-3 クリミア併合（2014年），10-6 ソチ五輪，である．

正答率として受験生全体に対する正答者の割合を出し，80%未満だった設問を以下に示す

（〈 〉は正答率）．

1-6 キリスト教の宗教的シンボル【十字架】〈64.7〉

2-2 クリコヴォの戦いの勝利者【ルーシ諸侯連合，ドミトリー･ドンスコイ】〈35.3〉

2-4 モスクワを中心としたルーシの統一【15世紀】〈70.6〉
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3-7 ペテルブルクのシンボルである像【ピョートル1世･青銅の騎士像】〈58.8〉

4-2 祖国戦争最大の戦い【ボロジノの戦い】〈64.7〉

4-5 デカブリスト【ロシアの改革を求めた貴族将校】〈70.6〉

5-1 20世紀初頭のロシアでの主要諸宗教【キリスト教･イスラム教･仏教】〈41.2〉

5-2 ロシア帝国の大半の住民の宗教【ロシア正教会】〈64.7〉

5-4 第1次ロシア革命の結果【国会の開設他】〈76.5〉

6-5 ロシアで，教会と国家，学校と教会との分離を実施した指導者【レーニン】〈52.9〉

6-6 ソ連の重工業化政策【第1次5ヶ年計画】〈17.6〉

6-7 農村での農業集団化政策【農業集団化】〈76.5〉

6-8 20世紀前半のソ連の教育分野での成果【識字率の向上，無償化他】〈47.1〉

7-2 対ヒトラー戦でのソ連の同盟諸国【連合国】〈58.8〉

8-1 クリミアがウクライナに移譲された年と指導者【1954年フルシチョフ】〈64.7〉

8-9 1960–80年代のソ連加盟共和国数【15】〈64.7〉

9-5 民族組成に関してロシア連邦の性格【多民族国家】〈47.1〉

10-5 ロシア･イスラム教の主要組織の一つ【中央ムスリム宗務局】〈52.9〉

以上のように特に第 2 次大戦前のソ連について弱いことが見て取れる．歴史的所産として

の現代ロシアの多民族性についても関心が薄い．これはもちろん17名だけのデータにすぎな

いが，総じて低い得点であることは否めない．少なくとも一部の学生はこれまでロシア史･

特にソ連に関心を寄せてこなかったと言わざるを得ない．このことが直ちに教育の失敗であ

るとか，件の学生が劣等生であるという結論にはならないが，特にソ連に関する低得点をみ

ると，あたかもそうした学生にとっては20世紀初頭までのロシアと現代ロシアだけがあるか

のようである．ソ連におのずと関心を持たざるを得なかった時代のロシア語学習者と，ロシ

ア語専攻でもソ連を知らずに済ませられる現代の学生との世代による常識の違いであろう．

４．試験内容と日本での教育

当試験には，ロシアが自国の歴史をどのようなものと設定し，何を非ロシア人に求めてい

るか，が示されている．試験内容は，ロシアに関わる非ロシア人にとってロシア理解の一助

となるものである．つまり，当試験の受験が必要かどうかとは別に，示されていることは日

本のロシア語学習者および教授者の参考になる．

まず，本試験をプーチン政権の民族問題観の表れと見なすことが可能である．堀江 (2015)

は試験の背景にあるロシアの政策を以下のように纏めている．

1. 欧米流の多文化主義を批判し，

2. ロシア語とロシア文化である「共通の文化コード」をアイデンティティとして

多民族融和を図るものであり，



39

小林潔

38

7. ロシアの首都【モスクワ】

8. ロシアの首都の主要広場【赤の広場】

第10テーマ 21世紀のロシア

1. プーチン大統領とメドヴェージェフ大統領の在任期間

【プーチン 2000–2008年，2012年〜現在，メドヴェージェフ 2008–2012年】

2. 現在のロシア大統領【プーチン】

3. 2014年にロシアに加わった共和国【クリミア】

4. ロシア正教会の長【モスクワおよび全ロシアの総主教キリル1世】

5. ロシア･イスラム教の主要組織の一つ【中央ムスリム宗務局ЦДУМ】

6. 2014年第22回冬季オリンピックの開催地【ソチ】

３．ロシア語学習者との距離 

この問題リスト全92問に対し，2016年度秋期に筆者出講先ロシア語専攻課程3, 4年生17名

（登録20名中3名不受験）に取り組んでもらった．学生の関心の所在，熱意や学力はさまざま

で，課程にはロシア史やロシア文化の講座も開講されているが，全ての者が課程内容を習得

しているわけではない．

問題はロシア語原文，解答は記述式で日本語可．正解3，不正確2（成績評価の都合で加点），

誤答 1，無回答 0点とし，100点満点に換算した．平均点 93.2，最高点 99.6，最低点 89.1であ

った．

全員が正答したのは 43% の40題で，1-4 ルーシのキリスト教受容（988年），2-1 クリコヴ

ォの戦い（1380年），2-6 イワン4世，2-7 ルブリョフ，2-9 スムータ，2-11 ロマノフ朝，3-1

ピョートル1世，3-2 首都ペテルブルク，3-5 クリミア併合，3-8 エルミタージュ，4-1 祖国

戦争（1812年），4-3 祖国戦争の勝利者（ロシア），4-4 クトゥーゾフ，4-7 農奴制の廃止とア

レクサンドル 2 世，4-10 メンヂェレーエフ，4-12 チャイコフスキー，4-13 ドストエフスキ

ー，5-3 第 1次ロシア革命，5-6 第 1次世界大戦（1914–18年），5-7 チェーホフ，5-9 ボリシ

ョイ劇場，6-2 ニコライ2世，6-3 ボリシェヴィキ，7-1 大祖国戦争（1941–45年），7-5 大祖

国戦争の勝利，7-8 戦勝記念日，8-3 ガガーリン，8-5 テレシコワ，8-6 モスクワ五輪，8-8 ゴ

ルバチョフ大統領，8-10 ソ連解体（1991年），8-12 ソルジェニーツィン，9-2 エリツィン，

9-4 憲法採択（1993年），9-6 国家語たるロシア語，9-7 首都モスクワ，9-8 赤の広場，10-2 プ

ーチン，10-3 クリミア併合（2014年），10-6 ソチ五輪，である．

正答率として受験生全体に対する正答者の割合を出し，80%未満だった設問を以下に示す

（〈 〉は正答率）．

1-6 キリスト教の宗教的シンボル【十字架】〈64.7〉

2-2 クリコヴォの戦いの勝利者【ルーシ諸侯連合，ドミトリー･ドンスコイ】〈35.3〉

2-4 モスクワを中心としたルーシの統一【15世紀】〈70.6〉
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3-7 ペテルブルクのシンボルである像【ピョートル1世･青銅の騎士像】〈58.8〉

4-2 祖国戦争最大の戦い【ボロジノの戦い】〈64.7〉

4-5 デカブリスト【ロシアの改革を求めた貴族将校】〈70.6〉

5-1 20世紀初頭のロシアでの主要諸宗教【キリスト教･イスラム教･仏教】〈41.2〉

5-2 ロシア帝国の大半の住民の宗教【ロシア正教会】〈64.7〉

5-4 第1次ロシア革命の結果【国会の開設他】〈76.5〉

6-5 ロシアで，教会と国家，学校と教会との分離を実施した指導者【レーニン】〈52.9〉

6-6 ソ連の重工業化政策【第1次5ヶ年計画】〈17.6〉

6-7 農村での農業集団化政策【農業集団化】〈76.5〉

6-8 20世紀前半のソ連の教育分野での成果【識字率の向上，無償化他】〈47.1〉

7-2 対ヒトラー戦でのソ連の同盟諸国【連合国】〈58.8〉

8-1 クリミアがウクライナに移譲された年と指導者【1954年フルシチョフ】〈64.7〉

8-9 1960–80年代のソ連加盟共和国数【15】〈64.7〉

9-5 民族組成に関してロシア連邦の性格【多民族国家】〈47.1〉

10-5 ロシア･イスラム教の主要組織の一つ【中央ムスリム宗務局】〈52.9〉

以上のように特に第 2 次大戦前のソ連について弱いことが見て取れる．歴史的所産として

の現代ロシアの多民族性についても関心が薄い．これはもちろん17名だけのデータにすぎな

いが，総じて低い得点であることは否めない．少なくとも一部の学生はこれまでロシア史･

特にソ連に関心を寄せてこなかったと言わざるを得ない．このことが直ちに教育の失敗であ

るとか，件の学生が劣等生であるという結論にはならないが，特にソ連に関する低得点をみ

ると，あたかもそうした学生にとっては20世紀初頭までのロシアと現代ロシアだけがあるか

のようである．ソ連におのずと関心を持たざるを得なかった時代のロシア語学習者と，ロシ

ア語専攻でもソ連を知らずに済ませられる現代の学生との世代による常識の違いであろう．

４．試験内容と日本での教育

当試験には，ロシアが自国の歴史をどのようなものと設定し，何を非ロシア人に求めてい

るか，が示されている．試験内容は，ロシアに関わる非ロシア人にとってロシア理解の一助

となるものである．つまり，当試験の受験が必要かどうかとは別に，示されていることは日

本のロシア語学習者および教授者の参考になる．

まず，本試験をプーチン政権の民族問題観の表れと見なすことが可能である．堀江 (2015)

は試験の背景にあるロシアの政策を以下のように纏めている．

1. 欧米流の多文化主義を批判し，

2. ロシア語とロシア文化である「共通の文化コード」をアイデンティティとして

多民族融和を図るものであり，
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3. 外国人労働者に統合や適応を支援するのではない［堀江 2015: 72］(6)
．

片桐 (2014) が指摘するように，プーチン政権はソ連からの国是を引き継いで，「ロシアは

最初から多民族国家であった」し，「全ての少数民族はロシアの枠組みに自発的に加わった」

としている．そして，こうした多民族国家を纏めているのはロシア民族，ロシア語，ロシア

文化，歴史的なロシア国家（中世ロシア〔ママ〕，ロシア帝国，ソ連，ロシア連邦）とするの

である［片桐 2014: 23, 34］．現代についてだけでなく歴史の知識を外国人労働者に求めてい

るのは，そうした政策の反映とみなしうる．そして，「ロシア史」モジュールでは，あえて，

中央アジアのロシア帝国への併合が取り上げられ，クリミアのエカチェリーナによる編入，

ソ連期のウクライナ移譲と2014年のロシア連邦編入もトピックとして挙げられるのである．

こうしたロシア本国の政策は直接間接に，学習者が自覚していなくても，ロシア語教育･学習

に関わってくるであろう．

その中での語学教育であるが，本試験で与えられているようなロシアの歴史や社会の知識

は既にстрановедение／レアリアとして取り上げられてきた．こうしたレアリアは，独立した

便覧も用意され，また，教育機関によっては（必ずしもロシア語履修者を対象にしたもので

はないが）「ロシア事情」などといった科目名で講じられてきたし，講じられている．教科書

でもコラムなどで対応している［例：古賀･鴻野 (2016)］．あるいは，冨田･山田 (2011) のよう

に会話教材のテーマとして一課をロシア史にあて，年表を付したものもある．下斗米 (2016)

のようなロシア史概説書もある（だが，本試験には足りない）．

本試験が示していることは，いわばロシア人（ロシア語･文化を自身のものと見なしてい

る者）にとっての常識ということであろう．あくまでもロシアに暮らそうとする労働者のた

めの試験ではあるが，日本人学習者としては本試験が示していることを知っておくのは重要
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(6) 堀江は，「複文化」と「多文化」との違いは深く考えていないようである．
(7) この点，「21世紀のロシアの現実を反映」させた露和辞典［中澤 (2015)］に試験にも登場す

る«крепостное право»「農奴制」が登録されていないのは，編纂方針は理解できるものの残
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複言語･複文化主義などの理念を消化し，それを日本の文脈に適用（文脈化）して言語教育を

進めようという方向である．CEFRは言語テスト（ロシア語ではТРКИ）に反映しているので，

実際面でも対応せざるを得ない
(8)
．一方で，ロシアの言語教育政策が CEFR の複文化主義と

は異なる態度を示しているのは確かと言える．ロシア本国の留学生向けロシア語教育もこう

した政策の影響を何らかの形で受けているであろう．もとより本国との協働なしに異言語の

効果的な教育･学習は望めない．その中で，ロシアの圏外にいる日本の教授者は西欧諸語の教

師とは違ったセンスが求められる．教授者としては，学習者と自身の常識との差の認識，ロ

シア本国の自己認識や多民族性への目配り，実際の教材の偏向（ロシア中心主義）や辞書の

不備（必要語彙の欠如）の把握が必要である．

他言語の教授者と協働すべきであり，ロシアの言語教育政策にも目配りをしなければなら

ない．受講生とも常識が違う．日本のロシア語教師が抱える困難がこの外国人労働者総合試

験で見えてくる．

（こばやし きよし）

(8) こうした動きと無縁のままの教育も依然としてあるし，理念抜きの到達度基準だけのCEFR
応用もある．
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Резюме

Требования модуля «История России» в 
«Комплексном экзамене для иностранных граждан» и 
обучение русскому языку в Японии.

КОБАЯСИ Киёси

Статья посвящена анализу содержания модуля «История России» в «Комплексном 

экзамене по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства 

Российской Федерации» для иностранных граждан, оформляющих разрешение на работу или

патент. В модуле содержатся исторические и современные события, знание которых 

необходимо иностранным гражданам при сдаче экзамена.

В статье также рассмотрен уровень знаний японских студентов. На основе результатов 

работ, написанных студентами-русистами, можно сказать, что некоторые молодые японцы не 

интересуются историей Советского Союза или просто не знают ее. Это указывает на 

значительный разрыв между преподавателями старого поколения и молодыми учащимися, не 

знающими эпоху СССР.

В модуле отражается взгляд России на свою историю, т.е. ее самосознание и  

просматривается влияние языковой политики проводимой в РФ, в том числе ее президентом 

В.В. Путиным («Россия: национальный вопрос», «единый культурный код» и т.п.).

Можно и нужно брать материалы из данного модуля для лекций по страноведению.

Преподавателям всегда нужно обращать внимание на идею, лежащую в основе данного 

экзамена.
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［ 研究資料 ］

どこへ向かうロシア語教育？ 

―国際語としてのロシア語教育の提案― 

林田 理惠 

 

０．はじめに

英語以外のいわゆる「第 2 外国語」教育が岐路に立っているといわれてすでに久しい．そ

の中でもロシア語教育は近年，課程数，受講者数等も減少の一途をたどっている．本稿では，

こうした現状をもたらした原因がどこにあるのかを探り，そこから見えてくる諸要因に対す

る 1 つの打開策として，「国際語としてのロシア語教育」という考え方を提案しようと思う．

１，２では専門語学教育としてのロシア語教育における ТРКИ実施をめぐる問題を，３以降

では第 2 外国語としてのロシア語教育の現状と課題を検討し，そこから共通して展望される

「国際語としてのロシア語教育」という方向性について提案を行う．

 

１．ТРКИ実施をめぐる問題

専門語学教育では効果的カリキュラムを作成するために，学習者の到達度を不断に判定し，

それに基づいて指導法やテキストの見直し，シラバスの改善を行っていくことが求められる．

そして今日，正確な学習者の到達度判定にとって，CEFR等の国際的･客観的基準による評価

制度の導入が重要な柱となっている．

筆者が所属する大阪大学外国語学部ロシア語専攻（専攻学生数約120名〈各学年30名〉）で

は，前身である大阪外国語大学時代の2000年度より2011年度まで，ТРКИ (= Типовые тесты по

русскому языку как иностранному) に準拠
(1)
した形で 1, 2 年次で 3 レベル (ТЭУ/A1, ТБУ/A2,

ТРКИ-1/B1) のロシア語総合試験を実施してきた．2010年には教員3名がセミナー（ロシア教

育科学省ロシア語検定試験センター主催セミナー，2010.6.14–25 於サンクトペテルブルク大

学）への参加によりテスター資格を取得，2012年以降，協定書に基づき上記 3 レベルの正規

試験を導入，ТБУ合格を2年次への，ТРКИ-1合格を3年次への進級要件として実施している．

CEFRとТРКИの持つ知識･技能領域ごとに設定された詳しい熟達度レベルに準拠した総合

試験の実施は，学習者の領域ごとの到達度を明らかにしてくれるだけではなく，試験結果分

析によって，現行のカリキュラム･シラバス上の問題点を浮き彫りにすることができ，そのこ

とで専攻全体のコースデザイン改良がもたらされる．

また，学習者自身も自らの客観的な能力レベルを知ることで，次のステップへの具体的な

学習目標･計画を自律的に立てることが可能になり，学習動機の維持･向上に役立ち，さらに

(1) 2012年の正規試験導入までは過去に出版されたオープンテストに準拠して大阪大学として

の独自試験を作成，実施している．


