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ロシアでオンライン授業を受けて
−モスクワ市立教育大学の事例から−



基本情報

名前：米山 貴文

所属：筑波大学大学院人文社会科学研究科

研究対象：ソビエト映画

ロシア留学期間：2020年3月〜（6ヶ月目）

留学先大学：モスクワ市立教育大学（MOSCOW CITY UNIVERSITY）

使用ツール： Microsoft Teams

オンライン授業提供方法： ライブ型のみ

クラス

• 人数と国籍： 13人程度（中国-8、台湾-4、日本-1）

• レベル： 上級

• 方法： 直接教授法（ロシア語によるロシア語指導）



発表経緯

筑波大学のオンライン留学に関するラウンドテーブ
ル（全5回）における発表。

ロシア留学中にコロナパンデミックになり、現地でオ
ンライン授業を受ける。

3月下旬までは普通の授業、3月下旬以降はオンライ
ン授業を受講。

留学継続中、9月からロシアの大学で日本語講師と
して採用。授業形式はオンラインと対面式のミックス。
（例：水曜日：対面式、金曜日：オンライン）



コロナへのロシアの対応状況

教室・対面式

自主隔離要請

３月 ４月 ５月 ６月

初旬 下旬

授業

政治
非労働期間

外出制限

非労働期間延長

外出制限延長

非労働期間及び

外出制限

段階的に解除

オ ン ラ イ ン

非労働期間

外出制限



Mac book

Teams画面を表示する
メインモニター

I padとkeyboard Apple pencil

教材などを表示するサブモニター
pdf教材などに書き込むノートの役割

オンライン授業への対応



授業資料のデータ化＆ペーパーレス化

Ipad + apple pencilを使用することで、データ

で受け取る資料（PDF, Word, PPTX）に直接書

き込むことができたので紙をほとんど使わなく

なった。（唯一、聞き取り時のみ紙を使用）

→ データ化の結果、管理が楽になった。

オンライン授業による影響



授業資料のデータ化



授業項目

視聴覚講座 文法 文語 文学地域学

動画
音声教材

会話実習

文法 ビジネス

論文
フォーマル

文化
政治
歴史

ロシア文学

古典
会話

文法 文語 地域学 文学 会話視聴覚



視聴覚講座

視聴覚 文法 地域学 文学 会話文語

授業概要

ロシア語：Аудиовизуальный курс
ビデオ等のオーディオ教材を使用した聴解の授業

進め方

1.文書教材の読解（オーディオの内容）
2.オーディオ教材の聞き取り
3.文書教材をベースに質問（オーディオの内容）



視聴覚 文法 地域学 文学 会話文語



視聴覚講座

視聴覚 文法 地域学 文学 会話文語

オンライン授業の満足度

理由

映像資料にアクセスできる



視聴覚 文法 地域学 文学 会話文語

文法

授業概要

ロシア語：Грамматика
文法の授業（上級クラスでは文法問題を解き、都度
説明をする形式）

進め方

1.口頭による文法問題
2.宿題、教科書に基づいて進行



視聴覚 文法 地域学 文学 会話文語



視聴覚 文法 地域学 文学 会話文語

文法

オンライン授業の満足度

教員が回答時間を設定しづらい

データ資料のメリットがあまりない

理由



文法 地域学 文学 会話文語

文語

視聴覚

授業概要

ロシア語：Письменная речь
ビジネス、書類、論文などで使用されるフォーマル
なロシア語の授業

進め方

1.宿題の確認
2.教材に基づいて進行



文法 地域学 文学 会話文語視聴覚



文法 地域学 文学 会話文語

文語

視聴覚

オンライン授業の満足度

授業形式がオンラインに適応していた
プレゼンテーションを使用した授業
長文読解、文章作成問題など

理由



文法 地域学 文学 会話文語

地域学

視聴覚

授業概要

ロシア語：Страноведение
ロシアと中国の文化、政治、歴史などについての授
業（中国クラスに編入していたので受講）

進め方

1.宿題の確認
2.教科書に基づいて進行



文法 地域学 文学 会話文語視聴覚

教科書：ロシアと中国の交差点



文法 地域学 文学 会話文語

地域学

視聴覚

オンライン授業の満足度

文章のデータ資料を使用
マーカーを引ける、メモできる、保存できる

理由

授業形式がオンラインに適応していた



文法 地域学 文学 会話文語

文学

視聴覚

授業概要

ロシア語： Литература
ロシアの文学の授業

進め方

1.宿題の確認
2.教科書に基づいて進行
＊ある程度読了すると読んだ作品の映像化作品
を鑑賞。



文法 地域学 文学 会話文語視聴覚

175

Ô¨ÄÎ! ÌÈÕÀÉËÎÂÈ"
ÄÎÑÒÎÅÂÑÊÈÉ

(1821–1881)

Çàäàíèå 1. Ï!î÷èòàéòå, çàïèøèòå, âûó÷èòå 
íîâûå ñëîâà è ñëîâî ñî ÷åòàíèÿ. 

!àñòíûé ïàíñèîí ⾕ҎⱘᆘᆓЁᄺ
âîåííî-èíæåíå"íûé (-àÿ; -îå; 
-ûå) ݯџᎹ ⱘ
ó÷èëèùå ᄺ᷵
ñëóæáà ݉ᕍˈݯᕍ
èíæåíå"íûé êî"ïóñ Ꮉಶԧ
îòñòàâêà 䗔ӡ
ïå"åäîâîé (-àÿ; -îå; -ûå) ܜ䖯ⱘ
ñóòü äåëà џᚙⱘᴀ䋼
ñîá"àíèå ê"óæêà ᇣ㒘䲚Ӯ
à"åñòîâàí (-à; -î; -û) 㹿ᤩ
ñìå"òíàÿ êàçíü ⅏ߥ
çàìåí¸í (-à; -î; -û) ҷ᳓
êàòî"ãà 㢺ᕍ
òÿæ¸ëûé îòïå÷àòîê ≝䞡ⱘ⮩䗍
êàòî"æàíèí˄ᬓ⊏ॳ˅᳡㢺
ᕍⱘ⢃Ҏ
çà÷èñëåí ñîëäàòîì খݯ
áàòàëüîí 㧹
"àç"åøåíèå ܕ䆌/㾷އ
ñ"îê íàêàçàíèÿ ໘㔮ⱘᳳ䰤
îñêî"áë¸ííûé (-àÿ; -îå; -ûå) 㹿
ւ䖅ⱘ
ï"åñòóïëåíèå 㔾㸠

êëåâåòà 䇀㫥/䇑䇸
ïîêîëåíèå ҷ/䕜
âîñòî"ã ݈催䞛⚜
ñò"àäà#ùèé (-àÿ; -åå;  -èå) ফ㢺ⱘ
"åâîë#öèîííûé (-àÿ; -îå; -ûå) 䴽
ੑⱘ
íàñèëèå ᲈ
ìåòîä áî"üáû ᭫ѝⱘᮍ⊩
í"àâñòâåííîå óëó÷øåíèå ㊒⼲Ϟ
ⱘད䕀
äóõ õ"èñòèàíñòâà ⴷᬭⱘ㊒⼲Ϫ
⬠
ñâîáîäà 㞾⬅
íåîáõîäèìîñòü ᖙ✊ᗻ
áóíò ᲈх
ñìè"åíèå 䇺㰮/⏽乎
öà"ñòâî çëà ܙ⒵ϥᙊ⦄䈵ⱘϪ⬠
ïîëîæèòåëüíûé (-àÿ; -îå; -ûå) ℷ
䴶ⱘ
èòîã ᘏ㒧
â"àæäà қᘼ/қ㾚
ñîïå"íè÷åñòâî ゲѝ/↨䌯
ïîèñêè èñòèíû ⳳ⧚ⱘ㋶
âå"øèíà ñëàâû 㤷䁝ⱘ乊ዄ

Çàäàíèå 2. Ï!î÷èòàéòå òåêñò. Ïîñòà!àéòåñü ïîíÿòü åãî ñîäå!-
æàíèå.

Ô¸äî" Ìèõàéëîâè÷ Äîñòîåâñêèé "îäèëñÿ â 1821 ãîäó â Ìîñêâå. 
Åãî îòåö áûë ëåêà"åì. Â äåòñòâå Ôåäî" "àíî íà÷àë ÷èòàòü, çíàë 
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íàèçóñòü À.Ñ. Ïóøêèíà. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ÷àñòíîãî ïàíñèîíà 
âìåñòå ñî ñòà!øèì á!àòîì ó÷èëñÿ â âîåííî-èíæåíå!íîì ó÷èëèùå. 
Â 1843 ãîäó, îêîí÷èâ ó÷èëèùå, ïîñòóïèë íà ñëóæáó â èíæåíå!íûé 
êî!ïóñ. "å!åç ãîä âûøåë â îòñòàâêó è çàíÿëñÿ ëèòå!àòó!íûì ò!óäîì. 
Â 1845 ãîäó îí íàïèñàë ïîâåñòü «Áåäíûå ë#äè» è ñ!àçó âîø¸ë â 
ê!óã ñàìûõ ïå!åäîâûõ ïèñàòåëåé. Â.Ã. Áåëèíñêèé ïîñëå ï!î÷òåíèÿ 
åãî ïîâåñòè ãîâî!èë: «Âû äî ñàìîé ñóòè äåëà äîò!îíóëèñü, ñàìîå 
ãëàâíîå óêàçàëè».

Ñ âåñíû 1847 ãîäà Ô.Ì. Äîñòîåâñêèé ñòàë õîäèòü íà ñîá!àíèÿ 
ê!óæêà Ì.Â. Ïåò!àøåâñêîãî è ÷å!åç äâà ãîäà âìåñòå ñ ä!óãèìè 
ïåò!àøåâöàìè áûë à!åñòîâàí. Åìó ã!îçèëà ñìå!òíàÿ êàçíü. Íî â 
ñàìó# ïîñëåäí## ìèíóòó å¸ çàìåíèëè êàòî!ãîé. Îíà íàëîæèëà 
òÿæ¸ëûé îòïå÷àòîê íà äóõîâíó# æèçíü ïèñàòåëÿ. Ïîçäíåå â «Çà ïè-
ñêàõ èç Ì¸!òâîãî äîìà» Ô.Ì. Äîñòîåâñêèé ïîêàçàë æèçíü êàòî!æàí. 
Íàïèñàë î òîì, î ÷¸ì â ëèòå!àòó!å äî íåãî íå ïèñàëè. 

Â 1854 ãîäó îí áûë çà÷èñëåí ñîëäàòîì â Ñèáè!ñêèé ñåäüìîé 
áàòàëüîí. Ïîëó÷èë !àç!åøåíèå ÷èòàòü è ïèñàòü. Â 1859 ãîäó 
êîí    ÷èëñÿ ñ!îê íàêàçàíèÿ. Íî â Ïåòå!áó!ã Ô.Ì. Äîñòîåâñêîìó 
!àç!åøèëè âå!íóòüñÿ ÷å!åç ãîä. Íà÷àëñÿ íîâûé ïå!èîä â åãî 
òâî!÷åñòâå. Âìåñ òå ñ á!àòîì îí èçäà¸ò æó!íàëû, ïèøåò !îìàíû 
«Óíèæåííûå è îñêî!áë¸ííûå», «Ï!åñòóïëåíèå è íàêàçàíèå», «Áåñû» 
è ä!óãèå. Ïîñëå âûõîäà !îìàíîâ îäíè îáâèíÿëè àâòî!à â êëåâåòå 
íà ìîëîäîå ïîêîëåíèå, ó ä!óãèõ îíè âûçûâàëè âîñòî!ã. Íî â ë#áîì 
ñëó÷àå !îìàíû èìåëè óñïåõ.

Ô.Ì. Äîñòîåâñêèé ãî!ÿ÷î ñî÷óâñòâóåò âñåì ñò!àäà#ùèì, 
âñåì óíèæåííûì è îñêî!áë¸ííûì, íî íå âå!èò â !åâîë#öèîííîå 
èçìåíåíèå îáùåñòâà, îò!èöàåò íàñèëèå êàê ìåòîä áî!üáû. Àâòî! 
íàäååòñÿ íà í!àâñòâåííîå óëó÷øåíèå ë#äåé â äóõå õ!èñòèàíñòâà. Îí 
ïèøåò î äîá!å è çëå, ñâîáîäå è íåîáõîäèìîñòè, áóíòå è ñìè!åíèè. 
Ô.Ì. Äîñòîåâñêèé ñòàíîâèòñÿ ê!óïíåéøèì ïèñàòåëåì íå òîëüêî 
$îññèè, íî è Åâ!îïû.

Ïèñàòåëü èùåò âûõîäà èç öà!ñòâà çëà â ñâåòëûé ìè! äîá!à è 
ï!àâäû. Èùåò ïîëîæèòåëüíîãî ãå!îÿ. Òàêèì ïîëîæèòåëüíûì ãå!îåì 
ñòàíîâèòñÿ êíÿçü Ìûøêèí (!îìàí «Èäèîò»), êîòî!ûé ãèáíåò â 
ìè!å çëà è ï!åñòóïëåíèÿ. Ïîñëåäíèì áîëüøèì ï!îèçâåäåíèåì 
Ô.Ì. Äîñòîåâñêîãî áûëè «Á!àòüÿ Êà!àìàçîâû» — äóõîâíûé èòîã 
åãî òâî!÷åñòâà. %òî èñòî!èÿ â!àæäû ìåæäó ñûíîâüÿìè è îòöîì, 

内容：ドストエフスキーについて

中国語辞書付きの教科書



文法 地域学 文学 会話文語

文学

視聴覚

オンライン授業の満足度

教員による学生の読み終わりの確認が難しい

理由

教員が目の前にいないので気を抜いてしまう

講義形式の授業が聞き取りの練習にもなり良かった。



文法 地域学 文学 会話文語視聴覚

会話実習

授業概要

ロシア語：Практика речи
会話の練習の授業

進め方

1.宿題のテーマについて議論
2.教材に基づいて進行



文法 地域学 文学 会話文語視聴覚



文法 地域学 文学 会話文語

会話実習

視聴覚

オンライン授業の満足度

理由

議論に参加しないと聞いてるだけの時間が長い



授業別オンライン満足度

視聴覚

文法

文語

地域学

文学

会話

文法 文語 地域学 文学 会話視聴覚



まとめ

文法 文語 地域学 文学 会話視聴覚

ビデオやプレゼンテーションを使った形式のオンライン
授業は満足度が高かった。
→ オンライン形式に適応した教材を用意する。

待ち時間、何もしない時間が多いと満足度が低かった。
→空白の時間が生まれないように時間管理に特に気を付ける。
課題や読書の時間などは時間を切るようにする。

今回の経験を今後にどう活かすか



THANK YOU FOR LISTENING

文法 文語 地域学 文学 会話視聴覚


