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定価（本体20,000円+税）ISBN978-4-621-30413-6
ロシア文化事典

ロシア文化事典
●日本国内外のロシア研究者の総力をあげて編集＆執筆した充実の内容。
●国内外で活躍する研究者や実務家205名による新鮮な書下ろし。
●「歴史」「大地と人」「信仰」「民衆文化」「生活」「食」「娯楽とスポーツ」「言葉」「文学」「舞踏・演劇」「映画」 
　「美術・建築」「音楽」「思想」「学術・技術」「ロシアと世界」「ロシアと日本」17章立てに362項目を凝縮。
●ワンテーマ1見開き（2頁）完結でどこから開いても興味深く読める。
●これまでの蓄積と最新の研究動向を反映し、ロシアの多彩な側面を広く深く解説。

スペイン文化事典
川成  洋・坂東省次 編　
セルバンテス文化センター東京 編集協力
A5判・922頁 定価（本体20,000円＋税）  
ISBN 978-4-621-08300-0

イタリア文化事典
日伊協会 監修  イタリア文化事典編集委員会 編
西本晃二 編集委員長   英 正道 編集幹事
A5判・934頁 定価（本体20,000円＋税）　　
ISBN 978-4-621-08429-8

フランス文化事典
田村  毅・塩川徹也・西本晃二・鈴木雅生 編
A5判・798頁 定価（本体20,000円＋税）　　
ISBN 978-4-621-08522-6

イギリス文化事典
イギリス文化事典編集委員会 編
川成  洋 編集委員長   
A5判・946頁 定価（本体20,000円＋税）　　
ISBN 978-4-621-08864-7

日本文化事典
神崎宣武・白幡洋三郎・井上章一 編
A5判・814頁 定価（本体20,000円＋税）　　
ISBN 978-4-621-08979-8

中国文化事典
中国文化事典編集委員会 編　
竹田  晃 編集委員長　 大木 康 編集幹事
A5判・808頁 定価（本体20,000円＋税）　　
ISBN 978-4-621-30117-3

北欧文化事典
北欧文化協会・バルト・スカンディナヴィア研究会・
北欧建築・デザイン協会 編
A5判・696頁 定価（本体20,000円＋税）　　
ISBN 978-4-621-30171-5

アメリカ文化事典
アメリカ学会 編　
松本悠子 編集委員長   
A5判・958頁 定価（本体20,000円＋税）　　
ISBN 978-4-621-30214-9

インド文化事典
インド文化事典編集委員会 編　
杉本良男 編集委員長　 
A5判・806頁 定価（本体20,000円＋税）　　
ISBN 978-4-621-30235-4

東南アジア文化事典
信田敏宏 編集委員長
綾部真雄・岩井美佐紀・加藤  剛・土佐桂子 編集委員
A5判・826頁 定価（本体20,000円+税）　　
ISBN978-4-621-30390-0

好評既刊 文化事典シリーズ

スペイン文化事典
川成  洋
セルバンテス文化センター東京 編集協力
A5判・

西本晃二 編集委員長   英 正道 編集幹事
A5判・

ISBN 978-4-621-08300-0

イタリア文化事典
日伊協会 監修  イタリア文化事典編集委員会 編

田村  毅
A5判・798頁 定価（本体20,000円＋税）　　
ISBN 978-4-621-08522-6

ISBN 978-4-621-08429-8

フランス文化事典
田村  毅

川成  洋 編集委員長   
A5判・

イギリス文化事典
イギリス文化事典編集委員会 編
川成  洋 編集委員長   
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A5判・
ISBN 978-4-621-08979-8

ISBN 978-4-621-08864-7

日本文化事典
神崎宣武

中国文化事典
中国文化事典編集委員会 編　
竹田  晃 編集委員長　 大木 康 編集幹事
A5判・

好評既刊 文化事典シリーズ

934頁 定価（本体20,000円＋税）　　
北欧建築
A5判・

日伊協会 監修  イタリア文化事典編集委員会 編

ISBN 978-4-621-30117-3

北欧文化事典
北欧文化協

鈴木雅生 編
798頁 定価（本体20,000円＋税）　　 松本悠子 編集委員長   

A5判・958頁 定価（本体20,000円＋税）　　

934頁 定価（本体20,000円＋税）　　

鈴木雅生 編

ISBN 978-4-621-30171-5

アメリカ文化事典
アメリカ学会 編　

946頁 定価（本体20,000円＋税）　　
杉本良男 編集委員長　 
A5判・806頁 定価（本体20,000円＋税）　　

判 958頁 定価（本体20,000円＋税）　　
ISBN 978-4-621-30214-9

インド文化事典
インド文化事典編集委員会 編　
杉本良男 編集委員長　 

814頁 定価（本体20,000円＋税）　　 綾部真雄
A5判・826頁 定価（本体20,000円+税）　　
ISBN978-4-621-30390-0

806頁 定価（本体20,000円＋税）　　
ISBN 978-4-621-30235-4

東南アジア文化事典
信田敏宏 編集委員長
綾部真雄

沼野充義・望月哲男・池田嘉郎 編集代表
A5判・890頁 定価（本体20,000円+税）　
ISBN978-4-621-30413-6

ロシア革命から100余年――362の中項目で、
いまだ謎に満ちた大国の深層に迫るいまだ謎に満ちた大国の深層に迫る

ロシア文化事典

　　
沼野 充義    東京大学
望月 哲男    中央学院大学
池田 嘉郎    東京大学

　　
井上 まどか  清泉女子大学
金山 浩司    九州大学
熊野谷 葉子 慶應義塾大学
鴻野 わか菜 早稲田大学
坂庭 淳史    早稲田大学
楯岡 求美    東京大学
乗松 亨平    東京大学

■編集委員会

＊五十音順　　

編集代表　

編集委員　

A5判・890頁 定価（本体20,000円+税）
ISBN978-4-621-30413-6
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A5判・890頁 定価（本体20,000円+税）

ISBN978-4-621-30413-6
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最新情報・詳細は
こちらから→

丸善出版ホームページへ

最新情報・詳細は
こちらから→

丸善出版ホームページへ

2019年10月刊行予定
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　ロシアはいまだに大いなる謎であり続けている．日本人にとって，ロシアは第一に，重要な隣人である．しかし隣人であるというのに，その素顔
はあまり知られていない．それゆえどうしても，実態に必ずしも即していないさまざまなイメージが一人歩きすることになる．しかもそのイメージは
しばしば互いに相容れないような，極端から極端へとわたる．ロシアは一方では，偉大な芸術の国である．文学，音楽，絵画，演劇，バレエ，映
画――どの分野を見ても，ロシア人は世界最高レベルの天才を気前よく人類に贈り続けてきた．他方，ロシアは革命や大粛清といった血なまぐ
さい事件に彩られた，厳しい歴史的宿命を背負った国でもある．甘く切ないロシア民謡の調べに日本人の心はとろけそうになるが，独裁的な
権力者や残忍な秘密警察の話を聞くと背筋が凍る．
　本事典はこのような対極的なイメージによって引き裂かれたロシアに文化の観点から迫ろうとするものだが，それは究極的には，「ロシアとは
いったい何か？」という問いに答えようとする試みである．これまで日本ではロシアについてもちろん多くのことが書かれてきたのだが，普通のロ
シア人がどのような暮らしをし，何を食べ，何を愛しているか――要するに，どのような文化の中で生きているか――については，驚くほど知ら
れていない．本事典はそういった知の空白を埋める，おそらく日本で初めてのロシア文化事典である．
　文化といっても，それが具体的に何を意味するかについては，さまざまな見方があり得る．人間の精神が生み出した文学，芸術，学問などの
高度な達成をまず思い描く向きも多いだろう．そういったいわゆるハイ・カルチャーがロシア文化の華であることは間違いないので，本事典で
も重点的に取り上げている．しかし，私たちは文化をもっと広い視野からとらえ，ロシアで人 に々よってつくり出され，共有され，受け継がれてき
た生活全般に関わるもの，として考えたい．それゆえ，風俗習慣も，言葉も，宗教も，食生活も，さらには政治も経済も，およそ人間の生活に関
わるものはすべて本事典の射程に入ってくる．
　とはいえ，相手は巨大である．そう簡単には把握しきれない．なにしろ地球の陸地全体の約8分の1（旧ソ連時代には6分の1）を占め
る，世界最大の国なのだ．日本人の目には，ロシアは国土も，そこに住む人の心も広すぎるように見える．しかもそこには，他者には理解し難
い異質な要素が詰まっている．だからこそ，19世紀ロシアの詩人フョードル・チュッチェフは，「ロシアは頭では理解できない」と言ったのだっ
た．しかし私たちは，この事典であえて「頭で理解する」ための土台を提供したいと思う．無謀な試みかもしれない．しかし頭から心へと道
が通じ，大いなる謎はやがて大いなる魅惑に変容するに違いない．周知のように日本とロシアの間には，隣人であるがゆえに生じた不幸な
歴史的経緯もあり，この序文を書いている時点では平和条約さえ結ばれていない．つまり，公式には戦争がまだ終結していないということ
だ．この異常な状況を打開するのは容易ではないが，ただ一つ確実に言えるのは，互いの文化をよく知ることこそが問題の根本的な解決へ
の一歩になるということである．
　第一線のロシア研究者たちが気持ちと力を合わせてつくったこの事典には，単に専門家として情報を正確に提供するという使命を超えて，
文化の役割についてのこのような思いも込められている。 編集代表 沼野 充義

刊行にあたって

1章　歴　史
ロシアという国の成立／タタールのくびき／ロマノフ朝／蜂起／19世紀のロシア
帝国／農奴解放／ロシア革命／戦争／レーニン／スターリン／大テロル／冷戦／雪
どけ／停滞／ペレストロイカからソ連の解体へ／プーチン／官僚制／勲章とメダ
ル／指導者（皇帝）崇拝／農民／コサック／決闘と舞踏会／社会主義・共産主義／
流刑／収容所／軍隊・準軍隊・警察・保安機関／［コラム］ピョートル大帝／［コラ
ム］エカチェリーナ2世／［コラム］ニコライ2世

2章　大地と人
気候・気象／水域／森／植物／動物／農業／村落―農民文化の揺籠／牧畜・狩
猟・漁労／ロシア的狩猟の今昔／住民／地域・民族・文化①ヨーロッパ・ロシア中
部／地域・民族・文化②北ロシア／地域・民族・文化③シベリア・極東／地域・民
族・文化④沿ヴォルガ／地域・民族・文化⑤コーカサス・黒海沿岸／極地の探検と
開発／モスクワ／クレムリン・赤の広場・レーニン廟／サンクト・ペテルブルク／
道／シベリア鉄道／都市と交通の空間／公共交通／記念碑／祝典とパレード／
聖地・世界遺産／環境問題／チェルノブイリ／ロシアの空間イメージ／白樺と熊／
［コラム］サハリン島 
 
3章　信　仰
スラヴの神々／ロシア正教会／正教会とその習慣／ロシア正教会の聖歌／教会
建築／修道院／歴史的な教会／巡礼／聖人・聖愚者／聖遺物崇敬／ラスプーチ
ン／救世主キリスト大聖堂／現代のロシア正教会と信者／古儀式派とセクト／世
界主要宗教諸派／［コラム］イースターエッグ（パスハの卵）
 
4章　民衆文化
「民衆」とフォークロア／農村の暮らし／伝統的な遊びと踊り／マースレニツァと春
迎え／トロイカと馬／神 と々悪魔／呪術と占い／魔女／女性の装い／男性の装い／
木工芸の伝統／マトリョーシカとその他民芸品／ブィリーナと歌物語／昔話／こ
とわざ／アネクドート（小咄）／チャストゥーシカ（小唄）／［コラム］バラライカ
 
5章　生　活
憲法とロシア人の法意識／世論調査にみるロシア人の価値観／新聞・雑誌とテレ
ビ／年金制度／エチケット／友達付き合い／住居／蒸風呂（バーニャ）と暖炉

（ペーチ）／別荘（ダーチャ）と菜園の恵み／医療制度／民間療法／ジェンダーと
セクシャリティ／恋愛・結婚・離婚／結婚儀礼／家庭生活・子育て／葬儀と墓地／
度量衡と世界観／カレンダー／切手と貨幣／冬の暮らし／毛皮／現代ファッショ
ン／［コラム］行列と日用品の欠乏／［コラム］読書と「書き取り検定」／［コラム］ニ
ヒリストとスチリャーギ―ロシアのカウンターカルチャー 
 
6章　食
食文化ー飽食と粗食の大きな振れ幅／家庭料理と外食／伝統的食材／パンと
カーシャ（粥）／ボルシチとピロシキ／肉と魚の料理あれこれ／スメタナとクリー
ム／キノコとベリー／ウォトカとビール／お茶とクワスとジュース／サモワール／
キャビアと前菜（ザクースカ）／スイーツいろいろ／斎戒期の食事／［コラム］ロシ
アの寿司ブームと村上春樹の人気 
 
7章　娯楽とスポーツ 
笑いと芸能／テレビドラマと人気番組／サーカス／観光・保養／博覧会／オリン
ピックとパラリンピック／伝統的な遊戯と運動／チェス／シンクロナイズドスイ
ミング（アーティスティックスイミング）／新体操とフィギュアスケート／サッカー
とアイスホッケー／サンボ／［コラム］遊園地・子供の遊び場
 
8章　言　葉
ロシア語の歴史／古教会スラヴ語／スラヴ語としてのロシア語／ロシア語の特
徴／ロシア語の文字／ロシア人の名前／ロシアの地名／挨拶／マート―卑猥な言
葉・表現／方言／ロシア連邦内のさまざまな民族語／世界の中のロシア語／日本
語に入ったロシア語／［コラム］ロシア人と外国語／［コラム］世相や国際情勢を反
映した現代語／［コラム］「翼の生えた言葉」―日常的に使われる名句 
 
9章　文　学
読書文化・出版文化／詩の伝統／中世文学／イーゴリ軍記／ 18世紀文学／文学と
国民性・国民文学／自伝文学／ロマン主義／リアリズム文学／象徴主義／未来派／
ユーモア・風刺文学／大衆文学／ソ連文学／亡命文学／多民族的なロシア文学／詩
の20世紀／歴史・ノンフィクション文学／ SF・幻想文学／現代文学／児童文学／
言葉の力と文字の権威／余計者／検閲・イソップの言葉／戦争と文学／女性と文
学／都市と文学／農村と文学／文学と教育／吟遊詩人ー詩と音楽の出会い／プー

シキン／ゴーゴリ／ドストエフスキー／トルストイ／ナボコフ／ソルジェニーツィ
ン／文学賞／旅行記／［コラム］ロシア文学とエロス／［コラム］ブルガーコフ／［コ
ラム］プラトーノフ／［コラム］パステルナーク／［コラム］ロシアにおける外国文学
の翻訳 
 
10章　舞踏・演劇
近代ロシアバレエの展開／チャイコフスキーの三大バレエ／バレエ・リュス／ロ
シア革命後のソ連・現代ロシアバレエ／モイセーエフ・バレエ団／名バレリーナ・バ
レエダンサー／バレエ教育と劇場システム／オペラ・バレエ劇場／パフォーマン
ス・アート／民衆演劇／近代演劇の勃興／ドラマ劇場／近代戯曲の名作①古典主
義からリアリズムへ／近代戯曲の名作②チェーホフと20世紀初頭の演劇／劇作
家オストロフスキー／スタニスラフスキー／モスクワ芸術座とその系譜／メイエ
ルホリド／実験劇場の系譜／タガンカ劇場とリュビーモフ／ソ連時代の劇作家た
ち／児童演劇／俳優列伝／現代ロシア演劇のさまざな様相／［コラム］クシェシ
ンスカヤとニコライ皇太子の恋／［コラム］ペレストロイカと文化／［コラム］キャ
バレー 
 
11章　映　画
ロシア映画の黎明―サイレント映画／エイゼンシュテインとヴェルトフ／スターリ
ン時代の映画／文芸映画／雪解け期の映画―ソ連のニューウェーヴ／ミハルコ
フとタルコフスキー／パラジャーノフとレンフィルムの鬼才たち／多民族的ソ連・ロ
シアの映画の世界／娯楽映画／アニメ／ノルシュテインとチェブラーシカ／映画
の名台詞
 
12章　美術・建築
イコン、宗教美術／美術アカデミーと近代絵画／移動派とリアリズム絵画／モデ
ルンとヴルーベリ／森と海／越境する美術―カンディンスキーとシャガール／エル
ミタージュ美術館／トレチヤコフ美術館／芸術家たちの同盟組織／ロシア・ア
ヴァンギャルド芸術／アヴァンギャルドと建築／ポスター／社会主義リアリズム
芸術／スターリン時代の建築と都市計画／ソ連期のアンダーグラウンド芸術／
現代美術／モスクワの地下鉄／現代建築の諸相／現代美術のシステム／絵本／
アーティスト・ブック／写真／彫刻／ウサージバ，庭園／［コラム］女性芸術家たち 

13章　音　楽
民族音楽・民謡／近代音楽の勃興とグリンカ／ロシア五人組／チャイコフス
キー／スクリャービンとラフマニノフ／ストラヴィンスキーとプロコフィエフ／ショ
スタコーヴィチ／音楽教育／ソ連・ロシアの大衆歌謡／名指揮者・名演奏家たち／
ロシア・ピアニズム／ロシア・オペラの世界／ジャズとロック／テルミン／ロシア周

辺出身の多民族的な現代作曲家たち／［コラム］国歌 
 
14章　思　想
母なるロシア，母なる大地／終末論／ナショナリズム，ショーヴィニズム／フリー
メイソン／デカブリストと自由思想／西欧派／スラヴ派／ナロードニキ／アナー
キズム／ソボールノスチ（霊的共同性）／コスミズム／神智学・神秘思想／女性
解放思想／ユダヤ人問題／建神主義／名の哲学・賛名派／フォルマリズム・記号
論／亡命ロシア哲学／ユーラシア主義／異論派（ディシデント）／現代思想／ソロ
ヴィヨフ／ベルジャエフ／バフチン／マルクス＝レーニン主義／［コラム］モスクワ
第三ローマ説／［コラム］インテリゲンツィア／［コラム］弁証法的唯物論
 
15章　学術・技術
物理学／生物学／数学／ロケット工学・宇宙開発／核開発／科学アカデミー／科
学都市／ソ連崩壊以降（90年代）の科学技術体制／理数系教育／インターネッ
ト文化／権力と科学者たち／科学主義・科学技術信奉／心理学／歴史学／民族
学／言語学／教育・学校制度／博物館／図書館／メイドインUSSR ／武器・兵
器／［コラム］メンデレーエフ／［コラム］コワレフスカヤ／［コラム］パブロフ／［コ
ラム］ガガーリンとテレシコワ／［コラム］テトリス／［コラム］コンピュータ・サイ
エンス 

16章　ロシアと世界
ロシアの謎と魅力／ロシアとヨーロッパ／ロシアと東洋（学）／ロシアとユダヤ／ロ
シアと旧帝国周辺民族①中央アジア／ロシアと旧帝国周辺民族②コーカサス／
ルーシの歴史とウクライナ／ロシアとスラヴ諸国／亡命／ロシア人と時間／［コ
ラム］世界で活躍するロシア人

17章　ロシアと日本
ロシアの日本学／日露交流史／漂流民／ニコライと日本における正教会／大津事
件／日露戦争／シベリア出兵／白系ロシア人／シベリア抑留／日露領土の境界／
ロシアの日本趣味（ジャポニズム）／日本におけるロシア文学の受容／現代日本
文化のロシアにおける受容／演劇における日露交流／［コラム］日本におけるロ
シア民謡

〔付録〕
①国旗・国章／②社会・政治・文化年表

〔後付〕
文献一覧／索引
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