
※記事を読むより動画で見たほうがいいと思われる方は 

「国際交流塾やまぐち」Youtubeチャンネルをご覧ください！ 

チャンネル登録もお願いします！ 

 

 

 

 

ロシアの学校 

国際交流員  バレンティーナ・ボトホエバ 

明日からはもう 4 月で、新学期が始まる頃ですね。おめでとうございます！児童・

生徒の皆さんはあまり喜んでいないと思いますけど。ロシアの学校は春休みが 3 月 22

日から 28 日までの一週間でしたので、月曜日から 4 学期目が始まりました。つまり、

新学期ではなく、学年の終わりに近いです。4 月と 5 月頑張れば、5 月末から 8 月 31

までは 3 か月間の夏休みになります！ 

今年はどうですかね。コロナ禍でオンライン授業になっていた時期に、教育プログ

ラム通りに行かなかったことがあったようで、学校によって今年の夏休みは短くなる

可能性があるらしいです。 

学期は 4 学期制です。秋休みと春休みは 1 週間、冬休みはだいたい 2 週間です。夏

休みは 3 か月間で宿題はありませんが、読まなければいけない本のリストがありま

す。 

全体的に日本のシステムと異なるのは：小学校 1-4 年、中学校 5-9 年、高校 10-11 年

です。3 つとも同じ敷地の中にあって、基本的に 11 年間同じ学校に通うことになって

います。しかも、クラス替えもあまりなく、11 年間同じクラスメートと一緒にいるこ

とも珍しくないです。 

義務教育は 9 年間ですが、9 年で勉強をやめる人はあまりいません。9 年生を卒業し

て、専門学校等に進学する人がいますが、ほとんどの人は 11 年生を卒業して、大学に

進みます。 
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11 年生の卒業試験は大学に入るための国家試験でもあります。この卒業試験で取っ

た点数で大学に申し込みますので、みんな自分の選択科目の試験準備にとても力を入

れています。 

小学校 1 年生は午前中まで勉強して、12-13 時に授業が終わります。中学校と高校は

それより長く勉強しますが、日によってばらつきが出ます。授業は 45 分間以下という

決まりがありますが、土曜日に授業を入れるかどうかは各学校が決めますので、それ

も一日の学校にいる時間に影響します。 

日本に比べれば学校のスペースが限られていますので、二交代制の授業は普通で

す。小学校と高校は基本朝 8 時半からで、中学校は学年によって、授業が午後から始

まります。学校の掃除は、児童・生徒たちはしません。 

制服についても学校が勝手に決めますので、みんなバラバラです。制服のある学

校、私服だけどジーンズがダメな学校などいろいろありますが、一番多いのは完全に

私服か、白いシャツに黒いズボンやスカートです。雪が解けて道が泥だらけの時期に

靴の履き替えを求めているところもあります。そして、ロッカーはないですが、寒い

時期に全員大きな上着を着てきますので、必ず校舎の入り口あたりに上着を預けられ

る部屋があります。  

食堂は小学校であれば、基本的に無料です。メニューでよくあるのはスープ+マカロ

ニ／ポテト／ハンバーグ／ソーセージです。ホットドッグやピロシキを売っている校

内の売店や学校の近くにある売店、自動販売機のコーヒーも人気です。 

体育の授業も日本とちょっと違います。暖かい時期は外でジョギング、サッカー、

ラプターをします。ラプターは 14 世紀から存在しているゲームで、少し野球に似てい

ます。野球は全然しません。寒い時期は体育館でバスケットボールやバレーボールを

するだけではなく、外に出てスキー板をつけて走ることもあります。 

宿題はみんなバラバラです。多すぎず適切な量だという人もいて、宿題を全部終わ

らせてから、リラックスして、ゲームをする余裕もあります。しかし、学校以外では

家庭教師に勉強を教わったり、スポーツクラブ、アート学校、音楽学校に通ったりす

る生徒もいます。この子たちはいつも疲れているので、遊ぶ時間は全くありません。 

日本の児童・生徒と比べると、おとなしくないと思います。先生が教室にいるの

に、友達とおしゃべりしたり、騒いだりします。「生徒たちの態度は人それぞれだけ

ど、中学校 7 年ぐらいまで結構騒がしくて、よくわからないことやったりしますが、



まだ小さいからしょうがない」と現在学校で働いている若い先生が優しく言っていま

した。 

ロシアの学校では学園祭がありません。行われるイベントは例えば、新学期が始ま

る 9 月 1 日の学校集会やラストチャイム（授業が終わったけど、卒業試験はまだ）で

す。この 2 つのイベントに小学生・中学生・高校生がみんな一緒に参加しますが、小

学校 1 年生と高校卒業生にとって特に大きな行事となっています。ラストチャイムの

集会の時、生徒全員が並んでいる列の間を、卒業生の男性が肩に小学 1 年の女の子を

乗せて歩きます。小学 1 年の女の子が手に持ったベルで鳴らす音が卒業生にとっての

11 年間過ごした学校のラストチャイムとなります。 

イベントの司会をボランティアの高校生がすることはよくあります。例えば、「黄

金の秋」というイベントでは秋に収穫される色々な野菜のコスチュームを着て司会を

しているそうです。 

その他にもイベントがいっぱいあり、朗誦コンクール、New Year のイベントなどで

す。 

小学生から高校生までの児童・生徒たちだけではなく、先生たちも特に楽しみにし

ているイベントは高校生が先生になる一日です。このイベントは全国の学校で行われ

ますが、日にちはそれぞれ違います。この日、小学校と中学校のスケジュール通りの

授業を高校生が行い、宿題も高校生がチェックします。一日先生役をしたい人はいつ

もたくさんいます。 

 

 

  



Школа 

Система – не меняют школу, младшая 1-4, средняя 5-9, старшая 10-11 классы 

Обязательное образование до 9 класса, все идут в универ после 11 класса, иногда в 

колледж после 9. 

После 11 класса для поступления в университет сдают ЕГЭ. 

Младшая школа учится 5-6 часов, средняя и старшая дольше. Урок длится не более 45 

минут, 1 класс 1 полугодие - 35 минут, перемена 10 минут и 20-25 длинная. 

Учатся в две или три смены (когда не хватает места), уборку сами ученики не делают. 

Урок начинается у 1 смены чаще всего в 8:30, 2 и 3 смена по-разному. 

Школы сами решают насчет формы, она может как быть, так и нет. Бывает, что некоторые 

школы запрещают, например, джинсы. Сменку часто требуют, но не везде. Вместо 

формы часто белый верх, черный низ, но есть и такие школы, где форма одежды 

свободная. 

Питание у начальной школы в основном бесплатное (первое, второе). Бывают буфеты с 

сосисками в тесте, дети бегают в ларьки около школы, любят кофе из автоматов. 

На физкультуре стандартно бег, разминка, сдача нормативов ГТО, игры с мячом. 

В теплое время года играют в лапту, футбол, бегают. Зимой занимаются в зале, играют в 

баскетбол, волейбол, или ходят на лыжах. 

Учебный год делится на 4 четверти, между ними каникулы - 3 месяца летом, по неделе 

каникул осенью и весной, зимние из-за новогодних праздников длятся немного дольше.  

На лето дают список чтения. 

Домашнее задание у всех по-разному: есть те, кто все успевает сделать и еще поиграть.  

Есть те, у кого репетиторы, секции и весь вечер домашка – часто зависит от родителей 

Поведение по-разному, но до 7 класса орут, кричат, непонятно что творят. Издевательств 

меньше стало – в основном мемчики друг про друга делают. 

Игры тик-ток ютуб, мемы делают 12 летние видео монтируют 

Праздники и общественная жизнь 

Линейка, нарядные с цветами, бывает линейку и последний звонок ведут ученики 

Золотая осень выступают в костюмах огурцов и прочего урожая 

Новогодняя елка 

Конкурсы чтецов, поделок, рисунков 

День самоуправления старшие ведут уроки у средней и младшей школы. 


