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１ はじめに 

 このたび、北方四島交流教育関係者・青少年訪問事業の一員として、色丹島を訪問する

こととなった。これまで、北方領土青少年等現地視察事業には３回ほど参加したことがあ

り、北方領土を見ることができる土地で、生徒達とともに元島民の方々の講話を聞いたり 

歴史的な経緯や現状を学習することで見聞を深めてきた。しかし、羅臼町や根室の納沙布

岬からは北方四島をはっきり見ることができなかったし、実際に現地に住んでいるロシア

人と交流する経験がなかった。 

 今回、佐賀県民会議から今年の教育関係者交流事業で佐賀県に１名参加枠があると聞い

て、是非参加させて欲しいと希望し、今回の参加が実現した。しかも、私が校長職で年齢

的に選ばれたと思うが、後日、副団長をという依頼があり、今回の大役を引き受けるに至

った。 

 今回の訪問事業は８月 18 日（金）から 21 日（月）の３泊４日で実施されたが、天気に

恵まれ、えとぴりか号での航行や色丹島での視察・交流はとてもすばらしい条件で実施す

ることができた。また、色丹島の人達の歓迎を受け、青少年の交流もすばらしい内容であ

り、今回の訪問事業は大成功だったと思う。以下日程にしたがい、詳しく述べて行きたい。 

 

２ 結団式 

 17 日（木）、根室市にある北海道立北方四島交

流センター（通称ニ・ホ・ロ）で結団式が行われ

た。羽田からの中標津空港便利用の参加者を待っ

て、開始予定時刻を若干過ぎて式が始まった。結

団式では、(1)主催者のあいさつ、(2)来賓挨拶(根

室市長)、(3)団員紹介（紙上で）、(4)団長あいさ

つ という流れで進んだ。特に北野康宏団長から

は、この事業の目的やそれを踏まえた団員の言動

などの心得等の確認があり、改めて気を引き締め

られた感があった。                【 北野団長のあいさつ 】 

 終了後、副団長の司会の下で、交流 1 日目に行われる教育者との意見交流会の流れの確

認と「質問したい内容」について意見集約と質問者の選定を行った。この研修の報告書作

成担当者選出も含め、団員の皆さんの協力で比較的スムーズに決めることができた。 

 

３ 根室港から国後島古釜布へ 

8 月 18 日(金) 

北方四島交流船「えとぴりか」(1,124 トン)に乗船

した。この事業に参加したことがある同僚から話を

聞いたことがあったが、今回、船に 3 泊することが

でき、貴重な体験となった。琴平町岸壁からの出港



の際は、多くの方々に見送りをいただいた。 

9:20 に出港し、午前中に船内で安全説明や簡単なロシア語講座（通訳 宇宿千夏さん）

を受けた。船は所定の通過点を通り、12:00 頃

には国後島の島影が見えるようになり、団員

は甲板に出て、近づく北方領土を肌で感じよ

うとする人が多かったようであった。13:15～

14:30 に入域審査があったが、自分の部屋に待

機しておくとか写真を撮ってはだめだという

内容が船内放送で伝えられたり、団員番号順

に本人確認があったりし、緊張の中にロシア

が支配している北方領土に来たという実感が

わいてきた。入域審査終了後、船は色丹島目

指して航路をとった。                【 古釜布の港 】 

この日は、夕食後に元色丹島民であり、映画「ジョバンニの島」のモデルである得能 宏

さんに、ソ連軍が占領する前の島の様子や占領後にソ連人と約 2 年間一緒に住んだときの

話、樺太経由で日本に送還された頃の厳しい状況などを話して頂いた。講話終了後に一部

の団員だけであったが、映画｢ジョバンニの島｣を観ることができた。もちろん映画は脚色

されていて、実際の話とは違うストーリーの展開もあったが、得能さんの話の内容を映像

という形で事前に観ることができ、明日からの色丹島上陸・交流活動の事前研修としては

最高であったと思う。 

19:10 ごろ、色丹島穴澗（あなま）湾沖に到着し、船内泊をし、明日の上陸を待つ。なお、

現地との時差は 2 時間あり、日本時間で 19:10 というのは、現地時間では 21:10 というこ

とになる。以後、報告書に記述している時間は、すべて日本時間で表している。 

 

４ 色丹島訪問 1日目 

8 月 19 日(土) 

 (1) 色丹島代表者面会（穴澗文化会館）8:00~8:50 

   上陸後、まず港のすぐ近くの穴澗文化会館に案内

され、色丹島代表者との面会が行われた。ロシア側

からは、ウーソフ斜古丹村長とスルコフサハリン州

発展省代表のあいさつの後、日本側からは北野団長

が歓迎に対するお礼のあいさつを行った。最後に、

代表者による記念品の贈呈があった。 

 (2) 教育関係者との意見交換（穴澗文化会館）9:00~9:40  【 記念品の贈呈 】 

      当初の予定では、10 分程度説明を受けたあとに質疑応答と考えていたが、時間が限

られているということで、まっすぐ質疑応答に入った。副団長が司会進行ということ

で、私の司会の下で、以下の質問およびその回答があった。 

 ①進学率が高いと聞いたが、島に残る人はどれくらいか？また、どんな職業に就くの

か？ （熊本県一の宮中学校 山部公彦先生） 

   回答：高等教育機関（大学等）に 100%進学、島には大学が無いのでサハリンや大陸

に行く。大学卒業後はそれを活かせる職業に就くことが多いので、島には帰



ってくる人は少ない。 

②島に帰ってくる人は少ないということであるが、教育職員は地元の方か？他の地区

出身者には待遇的に特典はあるのか？（岐阜県岐阜大学付属中学校 前田佳洋先生） 

回答：本日この 3 名は大陸から来た。全員自分の希望に基づいている。ロシアでは

休暇が 80 日、2 年に 1 回は大陸への交通費も支給。しかし、教員は 5 年に 1

回は試験があり、3 年に 1 回は研修がある。資格＝成績でそれに基づいて役職

や給料も反映される。通訳からの情報によると、いろいろ加算されると、同

じ職種で同じ仕事をしたとすると、給料は 2.8 倍になるとのことであった。 

③ＩＣＴ教育の現状は？情報モラル教育は？ 

（茨城県 つくば市立谷田部東中学校 清水研志先生） 

回答：明日、実際学校を見てもらうが、各教室には電子黒板が入っている。情報モ

ラルは当然行なうが、家庭でも行なわれている。 

④ロシアではグローバル化に対しどう対応しているか？ 

（神奈川県 県立岸根高校 石橋 功先生） 

⑤ロシアでは、母国語以外の外国語教育にどのように取り組んでいるか？ 

  （岩手県 県北教育事務所 柳原 政輝先生） 

   回答：英語に取り組んでいる。小２生から週 2 コマ、5 年から週 3 コマ、2020 年か

らは 9 年生で卒業試験に課す。 

   ※この時間帯、生徒達には別室で「リンゴ祭」など島の青少年と交流 

(3) 「クリリスキー保護区」職員のレクチャー（穴澗文化会館）9:45~10:05   

   クリリスキー保護区の範囲は、国後島と色丹島、歯舞群島で形成されており、そこ

に生息する動植物をはじめとする自然環境保護の様子について、カルペンコ主任監督

官から説明があった。   

(4) 青少年交流イベント （スポーツ施設「色丹アリーナ」）11:40~14:05 

  昼食後、斜古丹に車で移動し、地元青少年 15 名

とスポーツ・レクリエーション交流・意見交流活動

を行った。今回の訪問事業の成功の鍵は、日本とロ

シアの青少年が如何に交流することができるかに

かかっていたが、この「スポーツ交流」で言葉は通

じないが身振り手振りで交流し、垣根を取り払う事

ができたことが、この後の意見交換会やいろいろな

行事の活性化につながったと思う。そういう意味で、

スポーツ交流活動は有効であるので、来年以降も是

非取り入れてもらいたい。 

  ①スポーツ交流(90 分) 

   ○ドッヂビー   

     日本側の企画として、日本人とロシア人の混

合（日本人 4 人とロシア人）の４グループに分

かれ、グループ対抗でドッヂビーを行った。 

   ○ミニゲーム 

     ロシア側企画として、ドッヂボールとグループ対抗のリレーゲームを行った。 



  ②意見交流(30 分) 

    スポーツ交流で同じグループになった青

少年同士で意見交換を行った。各グループの

進行役として、入井大介先生（富山県）、片

山真弓先生（岡山県）、秋澤夢子先生（高知

県）、杉田啓輔先生（北海道）に務めていた

だき、各グループに通訳が入った。意見交換

の内容は、自己紹介や趣味、特技、その他

17 日（木）の事前研修会の折に決めていた

ことを中心に行った。中には、トランプ手品

を日本とロシアで演じるグループもあった。 

 (5) ホームビッジト（斜古丹 4 家庭、穴澗 2 家庭）14:40~16:45 

      今回、ホームビジットを引き受けていただける家庭が６家庭と限られていたため、

青少年と引率の先生を中心に割り振りを行い、あぶれた方々24 名は昼食場所であった

穴澗のレストランでの交流となった。終了後、17:20 分にロシア検査官のチェックを受

け、乗船する。 

   受け入れをしていただいた家庭は、①ドルゴフ家：6 名、②ハルチェンコ家：8 名、

③ボヤロフ家：5 名、④クラフチェンコ家：6 名、⑤マルテミヤノフ家：4 名、 

⑥ミロシニチェンコ家：8 名であった。各家庭

では、家庭料理を用意していただき、大人には

ビールやシャンパン、ウオッカが、生徒達には

ジュースや手作りケーキなども用意され、最高

のおもてなしを受けた。私が訪れた家庭では、

用意していたお土産を手渡したところ、帰りに

は一人一人に絵皿や色丹島をかたどった石鹸

がプレゼントされた。また、20 日の夕食交流

会にも参加いただき、えとぴりか号出港の際に

は岸壁でお見送りまでしていただいた。      【 ドルゴフ家で記念撮影 】 

 

５ 色丹島訪問２日目 

8 月 20 日(日) 

 7:00 にロシア検査官のチェックを受け下船後、2 日目訪問が始まった。 

(1) 「クリリスキー・ルィバク」という水産加工場見学（穴澗港内）7:10~7:30 

   この日は日曜でもあり、魚が入っていな

かったので工場は稼働していなかった。 

マズール工場長は、工場の周囲を案内しな

がら、新設工事中の工場や冷凍工場につい

て説明された。完成すると魚の処理能力が

300ｔ /日→1000ｔ /日に、冷凍保管庫は

2000ｔ→3500ｔになるという説明があり、         【 建設中の工場 】 

桟橋の新設も含めて近代化が進んでいる様子が分かった。 



 (2) 穴澗図書館（穴澗港横）7:45～8:45 

      2 グループに分かれ、(2)と(3)の見学を行なう。穴澗図書館は 2 階建てのプレハブ風

の建物で、イスーポヴァ主任司書さんに説明していただいた。20 年前の地震に関する

書籍を置いたコーナーや日本に関する書籍を置いたコーナーもあった。2 階はイベント

ができるようになっており、スライド上映や各種教室も行なえるようになっていた。 

 

 

 

 

 

 

        【 図書館の外観 】   【 イスーポヴァさん説明 】  【 日本コーナー 】 

(3) 穴澗展望台（穴澗港に隣接する丘）7:45～8:45 

    ここからは穴澗港湾が一望できた。冒頭で紹介した

ように、訪問した両日は天候に恵まれ、丘の上からは

湾全体が見渡せた。元島民の得能さんからは、対岸に

見える拿捕した日本漁船員を収容する施設跡や昔の

日本人墓地跡の説明があった。 

 (4) 穴澗初等中等学校訪問 

（穴澗港に隣接する丘）9:10～10:10                【穴澗展望台から観た穴澗湾】 

      夏休み期間中で、9 月 1 日から新学年が始ま

る前ということで学校は閑散としてが、副校長

のジャビガリエワさん他 1 名の 2 人で 2 グル

ープに分かれて校舎案内やロシアの学校制度、

教科について説明していただいた。この学校で

は、6 歳から 17 歳までの 11 年間生徒が通い、

中等教育を修めるということであった。生徒は

授業毎にその教科の教室に行き学習をするよ

うであった。掃除は、子どもたちにとって健康

上良くないということで、させないとのことで

あったが、「勤労」を重んじるという態度を養

うという点では見直されているとのことでも

あった。この学校卒業後は、生徒は島を離れて

大学等の高等教育機関に進学するとのことで

あったが、進学率は 100%とのことであった。

技術室と家庭室があって、男子は技術科、女子

は家庭科を学習しているが、本人が希望すれば

逆でも可能とのことであり、あくまで本人希望

を大切にしているとのことであった。     【学校の外観と副校長による説明】 

   日本の学校には無いものとしては、部屋の一室に歯の治療台があったことである。

週に 1 回の割合で歯科医が来校し、生徒達の歯を治療するとのことであった。町の病



院には行かないのかという質問に対しては、歯の治療をするためには順番待ちで、非

常に待たされるとのことであった。通訳の話によると、一般の病院では急患は別であ

るが、早く診てもらうためには料金がアップするとのことであった。  

 (5) 斜古丹日本人墓地墓参（斜古丹）11:20~12:00 

      昼食後、斜古丹に車で移動し、日本人墓地で墓

参りを行なった。得能家のお墓もそこにあり、得

能さんはろうそくと線香をあげられた。事務局が

用意していた線香を団員も受け取り、十数基ある

お墓にそれぞれ線香をあげ、お参りをした。ここ

でも、得能さんは、お墓にまつわる話とそのお墓

の保存に島民の方々が協力してくれたエピソード

等も紹介された。                             

【 墓参の様子 】 

 (6) ロシア正教教会見学（斜古丹）12:10~12:30 

      斜古丹日本人墓地のすぐ近くにロシア正教の教会を見学した。日本人墓地のすぐ近

くにあるので歩いて移動した。そこは斜古丹の街を見下ろせる丘の上にあるので、軍

事施設がある斜古丹湾を写真撮影するとトラブルが発生する恐れがあり、写真撮影は

NG とのことであった。 

   教会の内部については、ゲオルギー神父が説明された。 

 (7) イネモシリ墓地墓参及びイネモシリ湾視察（イネモシリ 稲茂尻）13:10~13:50  

      イネモシリは斜古丹や穴澗の反対側

（太平洋側）にあるので、悪路を克服し

ながら島内を横断してイネモシリに向か

う。高低差があるものすごい轍があり、

普通車では底をこすって通行できないよ

うな悪路を約 30 分程度かけゆっくり進

んだ。 

   イネモシリ湾のすぐ手前に墓碑が 2 基

きれいな状態で残っていた。まわりに人

家もなかったことが壊されなかった要因

だと思う。しかし、墓の周りの茂みには

虫がたくさんいて、虫よけスプレーなし

では厳しい場所であり、天候に恵まれた

訪問だったために行けた場所だったと思

う。ここでもお墓に線香をあげ、得能さ

んからエピソード等を話してもらった。 

   その後、200 メートルほど歩いて海岸

まで行き、しばらく自由時間をとった。

そこには、昨日交流した青少年の一部も

来ており、景勝地をバックに一緒に記念

撮影をして貴重な時間を過ごした。 



 (8) 穴澗商店視察（穴澗港付近）14:30~15:20 

      参加者は事前研修会の折に 1000 ルーブル（2350 円）または 2000 ルーブル(4700 円)

分を換金していたので、そのお金を使って買い物をした。チョコレート 1 枚が 130 ル

ーブル（日本円で 305 円）したので、物価は高いのかなと思った。大人の団員はウオ

ッカやチョコレート、さんまの缶詰めを、中高学生はチョコレートやお菓子、アイス

クリームなどを買っていたようであった。 

（9）夕食交流会（穴澗港付近 穴澗レストラン「インペリアル」）15:30~16:50 

      村長さんやお世話役の人達、1 日目のホームビジット家庭と訪問団員によるお別れの

夕食会があった。穴澗村村長代理ヤルモリチさんのあいさつの後、訪問団を代表して

副団長の私が、歓迎していただいたお礼と訪問を終えての感想、再会できることを祈

念しての謝辞を申し上げた。要旨は以下の通りである。 

 

   ○ドォーブ ルイ ヴェーチェル（こんばんは） 

   ○今回の北方四島訪問団の副団長の石橋です。訪問団を代表しまして感想を申し上

げよとのことでしたので、一言 お礼と訪問の感想を申し上げます。 

   ○まずは、お礼から申し上げます。この訪問事業の受け入れに際しまして、事前の

準備、また、昨日と本日の心のこもった最高のおもてなし、本当にありがとうご

ざいました。 

   ○今回の訪問で特に印象に残ったのが、青少年のスポーツ交流や意見交換とホーム

ビジットでした。この訪問事業の目的が、「交流を通して四島住民との相互理解の

増進を図る」ことでしたが、そういう意味において今回の訪問事業は大成功だっ

たと思います。スポーツ・レクリエーションでは、最初ぎこちなかった雰囲気が、

ドッヂビーやドッヂボール、グループ対抗レクリエーションを重ねる中で、日本

とロシアの青少年が言葉は通じなくても、お互いハイタッチをする間柄となるな

ど、打ち解けた様子を見ることができました。そのあとの意見交流会でも自己紹

介や趣味・特技の紹介、中にはトランプ手品をお互い披露し合うグループもあり、

子どもたちの順応性のすばらしさに改めて感心したところです。 

     また、ホームビジットでは、各家庭で家庭料理を用意していただき最高のおも

てなしをしていただきました。手作りのお料理大変おいしかったです。また、家

族の紹介等、貴重な時間を過ごす事ができました。 

   ○私自身、この四島訪問は初めての経験でしたが、聞くところ今年で 26 年目を迎え

るとのことでした。こういう民間レベルの交流の積み重ねが本当の意味で大事な

ことだと改めて実感したところです。 

   ○今回の訪問団は、全国各地からこれからの時代を担う中学生や高校生と彼らを教

育する教員が中心です。色丹島で経験した交流の素晴らしい体験を地元に帰って

から周りの人達に伝えることで、日本とロシアの友好の和を広げていきたいと思

います。 

   ○終わりになりますが、島の皆さんとまたお会いできる機会がありましたら、今度

は私たちが大いに歓迎したいと思います。またの再会を祈念してお礼のことばと

いたします。たいへんお世話になりました。ありがとうございました。 

    スパシーバ ザ フショー  



   その後、夕食をしながらテーブ

ルごとで歓談したあと、歌と踊り、

青少年のレクリエーションがロ

シア人司会の下で進められた。最

後に斜古丹村長ウーソフさんの

話で閉会した。           【 リンゴのゲーム 】     【 村長挨拶 】  

(10) 乗船・お見送り（穴澗港桟橋）17:00~17:30 

      17:00 にロシア検査官のチェックを受け乗船、全員が 

デッキでお見送りの人達と別れを惜しんだ。生徒の中に 

は涙ぐむ生徒もいたり、声を合わせてロシア語でスパ 

シーバ（ありがとう）やダスヴイダーニャ（さようなら） 

を叫んだりする人たちもいた。 

 

６ 解団式 （船内食堂）8:45～              【 去りゆく色丹島 】 

 21 日(月)朝食(5:00)、出域手続き（7:00~8:30）が終わったあと、食堂に集まって解団式 

を行なった。内容は、事務局司会の下、副団長。国会議員 3 名の先生方が感想を述べた後 

団長の総括があり締めくくられた。 

 

７ 終わりに 

 解団式で私が述べた感想でもって、この報告書を締めくくりたい。 

今回の四島交流訪問事業は、天候に恵まれ、団員の協力、また島民の方々のおもてなし 

のすばらしさなどを感じることができ、すばらしい訪問事業だったと思う。 

 特に、スポーツ交流や意見交換、ホームビジット、イネモシリ湾視察、夕食交流会など 

子どもたちが交流できる場面が効果的に設定されていたと感じた。これからの日本やロシ 

アを創っていく青少年が、隣国の人達と仲良くでき、その経験がこれからに行かされるで 

あろうことが、最大の成果だと思う。 

 この成功に貢献したのが、元島民の得能さんと大島さんをはじめとする通訳のみなさん 

たちの存在だと思う。私たち団員は、特に得能さんの事前の講話や映画で島の情報を知っ 

た上で上陸し、また現地でのいろいろなエピソード話などでより具体的に理解することが 

できた。また、得能さんとロシア島民との交流の様子を見て、ロシアと日本という垣根を 

低く感じ、子どもたちの密接な交流につながったのではないかと思う。私自身にとっても、 

これまでもっていた「何がなんでも返してもらうぞ」という返還要求運動と違ったイメー

ジをもつことができ、大きな収穫であった。また、6 名の通訳の方々と島民が会話する様子

（フレンドリーな対応）をみることができたこともすばらしいことだと思った。 

子どもたちの中で、将来何らかのかたちでロシアと関係する職業に就いたり、国際社会 

で活躍したりできる人材に育ってくれることを期待したい。 

  最後になりましたが、北対協、内閣府、外務省、文科省をはじめ 3 名の国会議員の先生

方、その他色々な場面でお世話になった皆様に感謝いたします。改めてお礼を申し上げま

す。私自身も機会あるごとにいろいろな場面で啓発活動に努力していきたいと思います。

大変お世話になりました。ありがとうございました。（スパシーバ ザ フショー） 

 


