
2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けた 
インバウンド観光促進のためのオールジャパンの対外発信強化 

外務省 
平成３０年３月 
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「明日の日本を支える観光ビジョン」の目標，視点，改革 

●政府は，「観光は我が国の成長戦略の大きな柱の一つであり，地方創生への切り札，更には 
 ＧＤＰ６００兆円に向けた成長エンジンである」との認識の下，『明日の日本を支える観光ビジョ
ン』（2016年３月３０日，総理議長の会議にて決定）にて野心的な目標を設定 

目
標 

３
つ
の
視
点
と
１
０
の
改
革 

2016年実績 2017年実績 

2,404万人 2,869万人 

3.7兆円 4.4兆円 

2,753万人 3,188万人 

1,426万人 1,761万人 

21.0兆円 21.1兆円 

（注）2017年は速報値，推計値 



【在外公館の日常活動の一環】 

観光促進を文化，スポーツ交流と一体として在外公館のトップ・プライオリティに 
在外公館が実施する全てのレセプションで，ポスター掲示，資料配布，ビデオ放映する等情報提供を強化。  

【日本の多様な魅力を発信】 

現地行事への乗り込み 
在外公館主催のイベントのみならず，現地で開催される大規模イベントに参加し，集客力，効果を増幅。 
日本に行けば本物に「触れられる」「買える」「体験できる」ことを発信。 

【地方の魅力を発信】 

海外においてもオールジャパンで取り組み 
訪日に直結させるため，他省庁，国際交流基金，ＪＩＣＡのほか，ＪＮＴＯ，ＪＥＴＲＯ，ＣＬＡＩＲ等と連携強化，民間企業
の活動と積極的に協力し，情報発信を拡充。 

「明日の日本を支える観光ビジョン」外務省の役割 

●在外公館において，『準備段階から関係省庁や関係機関と連携しつつ，日本の魅力を広く世界に届
け，欧米豪及び大口新興国マーケット，若年層，富裕層を主なターゲットに親日層を開拓』 

●在外公館等のＳＮＳを活用し，海外メディアでの日本事情に関する報道や放映・配信を効果的に拡
散する。        （『明日の日本を支える観光ビジョン』より） 

●在外公館のコミットメント 

●外務省のコミットメント 

２０２０年の目標達成を念頭に置いて，文化，和食，スポーツ発信を強化 ２ 

現時点での重点的な取組 
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在外公館では合計1800件を上回る訪日観光促進に資する事業を実施（平成29年度） 

４８９ 

４６０ 

１３７ 

３２９ 

 １３３ 
１６０ 

９４ 

全世界で約１８００件 
（平成２９年度分（平成３０年２月集計）） 
     （平成２８年度：約１６９０件） 

 地域別観光関連事業実施数 

 ２０２０年に向けた日本の多様な魅力の対外発信 



４ 

 在外公館を活用した日本の多様な魅力の対外発信 

【地方の魅力の発信】 

２１６件 
【在外公館の日常の活動としての訪日観光促進】 

４３５件 

【伝統文化・ポップカルチャー・和食等の日本の多様な魅力の発信】 

９３０件 
【海外メディアも活用した 

訪日観光促進】 

２２１件 

 ジャンル別事業実績数  

在外公館ではあらゆる機会を活用し，工夫を凝らし，訪日観光に繋がる事業を実施 

「サギノー日本祭り」」在デトロイト総 

「ミスかわいいパラーコンテスト」在ベレン総 「よさこい日本祭り鹿踊り（岩手）」在ガーナ大 

（平成２９年４月～平成３０年３月） 

「カンボジア記者のゆりかもめ基地視察」 

「大使館前の掲示板の利用」在キルギス大 
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大型交流事業やジャパンハウスの活用により，日本の魅力を丸ごと発信し，訪日を促す。 

（注）スキーム使用の場合【スキーム名】 

平成29年4月に開館したジャパン・ハウス
サンパウロは，本年2月18日現在で64万人
が来場。 
開館最初の展示会として，ブラジル人に
とってもなじみ深く，日本文化にも様々な形
で織り込まれている「竹」をテーマに展示し，
日本文化を貫く精神と生活文化の中の竹
を紹介。4代目田辺竹雲斎によるインスタ
レーション（上記写真）に加え，竹工芸の中
心地・別府で学んだ川島茂雄の竹かご等
を展示し，そのストーリーを伝え，現地の
人々の心をつかんだ。 

◆サンパウロ（ブラジル） 
「竹－日本の歴史」展 
（平成29年5～7月）   

１ ２０２０年に向けて－日本文化を丸ごと発信 

◆ロシア 
「ロシアにおける日本年（2018）」 

（平成30年）  

◆フランス 
「ジャポニスム２０１８」 

（平成30年7月～31年2月）  

日仏両国が連携し，芸術の都フランス・
パリを中心に“世界にまだ知られていな
い日本文化の魅力”を紹介する大規模
な日本文化総合行事を開催。日本文化
の原点ともいうべき縄文から現代演劇や
初音ミクまで，日本文化の多様性に富ん
だ魅力を紹介。食や祭りなどの日本人の
日常生活に根ざした文化をテーマにした
企画も実施。また，東京２０２０オリンピッ
ク・パラリンピック競技大会を前に日本各
地の魅力をパリを通して世界に向けて発
信する。 

平成28年12月の日露首脳会談の際に，人
的交流の拡大策の一つとして，2018年に
「ロシアにおける日本年」及び「日本におけ
るロシア年」を開催することを発表。政治，
文化，経済，科学技術，教育，青年・ス
ポーツ交流，自治体間交流など様々な分
野での事業を実施中。歌舞伎，大型日本
絵画展，流鏑馬などの大型文化行事，武
道交流，地域間交流などを通じて日本の
魅力をロシア全土で発信（写真は，山形県
酒田市とサンクトペテルブルク市の文化交
流事業。）。 
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２（１）２０２０年に向けて－スポーツ交流を盛り上げる 

２０１９年にはラグビー・ワールド・カップも予定。スポーツを交流の契機とし，訪日を促す。 

（注）スキーム使用の場合【スキーム名】 

◆英国 
ラグビーＷ杯をテーマとした訪日観光促進 

（平成29年5月）  

2019年ラグビーＷ杯に際する訪日商品

造成に関心のある英国旅行会社と，我
が国のW杯開催自治体等及び旅行業界

関係者とのマッチングを行った。日本で
プレー経験のある元世界ラグビー最優
秀選手のシェーン・ウィリアムス氏及び
武井外務大臣政務官（当時）が，訪日観
光PR。加えて，2015年英国ラグビーW杯

開催時のノウハウを我が国自治体に共
有するワークショップを開催。在英国大
使館とJNTOが共催し，日系航空会社・ホ
テル業界，地方自治体等と連携。 

◆上海（中国） 
「日本のスキーリゾートの紹介」 

（平成29年12月）  

在上海総領事館多目的ホールにおいて，
上海のスキーファン等を対象に，北海道，
福島県，長野県，群馬県の上海事務所担
当者から各地のスキーレジャー情報やス
キーの歴史文化を紹介。各自治体の伝統
工芸品やグッズの当たる抽選会も実施し，
大盛況。 
 

【地域の魅力発信プロジェクト】 

群馬県・宝台樹スキー場 

◆ブルガリア 
「ホストタウン：山形県村山市－新体操」 

（平成29年6月）  

ブルガリアは日本の５市とホストタウン提
携。山形県村山市は，新体操ナショナル
チームの事前キャンプを受入れ。 
スタッフ・選手26名が最高の状態で東京

五輪に臨むため，今後毎年同市に滞在し，
気候・文化・食に慣れ親しむ予定。公開
演技会，地元中学校新体操部との合同ト
レーニング等も実施。練習の合間には，
文化体験や旬のさくらんぼ狩りなども。 
本年1月の総理のブルガリア訪問時には，

『２４チャーサ』紙に総理インタビューが大
きく掲載。ホストタウン交流の意義にも言
及。 
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２（２）２０２０年に向けて－スポーツ交流を盛り上げる 

現地の関心に合わせて，日本の情報を提供。交流の契機とし，訪日を促す。 

（注）スキーム使用の場合【スキーム名】 

◆ネパール，ASEAN等 
「サッカーを通じた交流」 

（平成29年）  

外務省は，「スポーツ外交推進事業」を通じ，
これまで3年間に235名招聘，83名派遣。平
成29年は，日本サッカー協会と連携し，ネ
パールのサッカー指導者・選手の育成に協
力。ネパール人指導者5名が訪日し，Ｊリー
グクラブ練習視察，指導者養成講習会等に
参加した他，「震災復興交流ネパールサッ
カー代表チーム招へい」を通じ，Jリーグ
チーム等と交流。本年3月にはスポーツ交
流（サッカー）をテーマとしたプログラムの下，
ASEAN９か国及び東ティモールから青少年
等約240人が来日予定。 
 

◆カザフスタン 
「武田流流鏑馬デモンストレーション」  

（平成29年8月） 

日・カザフスタン外交関係樹立25周年記

念事業の一環として，武田流流鏑馬デ
モンストレーションを実施（日本古式弓
馬術協会共催）。大統領も臨席した第1

回国際弓馬大会「黄金の矢」に特別ゲス
トとして流鏑馬を披露，また，民族村に
おいて流鏑馬レクチャーや和弓教室を
実施。子供を含む多くのカザフスタン人
が実射体験をした。国営TVが流鏑馬特

集番組を制作し放映した他，様々なメ
ディアで広く報じられた。 

■日本古式弓馬術協会提供 

元プロ陸上選手の為末大さんが，アフリカ
諸国において，スポーツ競技における精
神面の重要性・日本的な取組姿勢等につ
いての講演とワークショップを実施。ス
ポーツ・青年大臣，スポーツ協会会長，オ
リンピック協会会長を表敬したほか，指導
者との意見交換やワークショップ，大学・
高校，孤児院での講演・ワークショップを
実施した。ガーナではTVのトークショーに
も出演する等，2020年に向けての日本の
躍動感も同時に伝えた。 
各国でTV報道や主要紙記事掲載。 

【日本ブランド発信事業】 

◆ガーナ，ケニア，ボツワナ 
「スポーツに見る日本文化」 

（平成29年7月）  



８ 

インバウンド観光客の伸びが見込める外国において，映像や音楽の力で惹きつける。 

（注）スキーム使用の場合【スキーム名】 

３ 伸び代の大きい国への発信   

◆インド 
「インド映画界との連携強化」 

（平成29年～）  

日印間の映画交流を推進中。昨年9月

の日印首脳会談にて総理が発言，大使
自ら映画関係者との連携し，映像の魅
力で親日層の強化に取り組み。昨年3月，

ムンバイとデリーで，ショートショートフィ
ルムフェスティバル＆アジア の東野正剛

ディレクターが上映及び講演会を実施，
現地映画祭関係者との関係を強化（日
本ブランド発信事業）。同9月のジャパン・

フェスティバルでは，黒澤作品から現代
ものまで上映，また，同11月にデリー，
本年1月にムンバイで，最新の日本映画
を上映する日本映画祭を実施した。 

◆ドイツ 
「ＤＡＩＫＵ2018」 
（平成30年）  

第一次大戦期に徳島県鳴門市にあった
板東俘虜収容所ではドイツ人捕虜に対し
人道的な処遇がなされ，文化・芸術・ス
ポーツを通じ地元住民との交流が生まれ
たと言われている。 
1918年6月1日，捕虜が結成した楽団が日

本で初めてベートーベンの交響曲第九番
を全曲演奏した。日本初演から100周年を
迎える本年を「DAIKU2018」と称し，日独

両国で「第九」にちなんだ事業を記念事業
として認定すること等を通じ，日独交流，
相互交流を促進。 

◆中国 
「日本映画上映会」 
（平成29年5月，12月）  

日中国交正常化45周年記念映画交流事

業として，日中両国でお互いの国の映画
上映会を実施。中国においては上海，広
州，深圳，昆明の4都市で，大規模な日本

映画上映会を開催。いずれも中国では劇
場初公開の日本映画の新作ばかりを計
17本上映。また，12月の上映会では，上

映作品の監督や出演俳優がゲストとして
来場し，トークやイベントを通じて交流し，
3日間で1万7千人以上の来場があった。 
 

【国際交流基金事業】 
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ポップカルチャーの力で若者に訴求。 

４ 現代文化のインパクト 

市内で最も人が集まるショッピングモール
内の舞台で，文化庁文化交流特使で，原
宿KAWAII文化創始者の増田セバスチャン
氏が，レディ・ガガ等世界的有名人に影響
を与えた「原宿ＫＡＷＡＩＩ文化」に関して講
演。また，20年後の自分への手紙を書き，
飾り付けをし，2020年東京オリンピックにて
展示されるタイムカプセルに入れるワーク
ショップを開催。コスプレ団体によるファッ
ションショーと並行して開催。 

 
【文化庁文化交流使事業】 

◆ケープタウン（南アフリカ） 
「原宿ＫＡＷＡＩＩ文化紹介」 

（平成29年11月）  

（注）スキーム使用の場合【スキーム名】 

◆バルセロナ（スペイン） 
「第23回バルセロナ・マンガサロン」 

（平成29年11月）  

世界３大マンガイベント。来場者14万8千
人。 

総領事館共催事業には，のべ１万人が参
加。阿波踊りに３千名が参加。「マンガ・ア
ニメにおけるロボット」講演会等を実施。
訪日観光・留学案内ブースには６千名が
来場。JNTOマドリッド・オフィスによる訪日

観光に関する講演会も立ち見がでるほど
盛況。 

【在外公館文化事業】 

◆東京 
「第11回日本国際漫画賞」 

（平成30年2月）  

日本から世界に広がるマンガ文化を通じ
て国際交流と相互理解の和を広げること
を目的に平成１９年に創設された国際漫
画賞。 

本年の第１１回では，日本を旅行したこと
をきっかけに漫画を描いている受賞者も
おり，その作品は，現地で出版され，好評
を博し，日本でも出版されるに至っており，
賞に応募する人，その作品を読む人の双
方にとって，大きな日本の魅力となってい
る。本年は60の国と地域から326作品，累
計では103の国と地域から2850作品の応
募があった。 
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地方公共団体や関係省庁等との連携により，上質な，そして楽しい地方の魅力を発信。 

 ５ 地方の魅力を発信   

（注）スキーム使用の場合【スキーム名】 

◆ベルギー 
天皇誕生日祝賀レセプション－金沢金箔貼り

体験 
（平成29年12月）  

天皇誕生日祝賀レセプションに際し，ベル
ギー・ゲント市と姉妹都市関係にある金沢
市の協力を得て，金箔デモンストレーショ
ン，レクチャーを実施。同市の工芸品，和
菓子，日本酒も紹介。同時にＪＮＴＯの観
光動画，2025年国際博覧会の大阪誘致
広報動画（経済産業省制作）を最新大型
液晶テレビ３台（SONY協賛）において放映。 
なお，天皇誕生日祝賀レセプションを実施
したほぼ全ての公館で，日本産新米（農
林水産省提供により日本から送付）の魅
力をPR。 

 
 

◆東京 
「外務大臣及び高知県知事 

共催レセプション」 
（平成30年2月）   

2月19日，飯倉公館にて開催され，駐日外

交団，駐日外国商工会議所，企業関係者
他約270名が参加。高知が誇る食を含む特

産品や観光，防災技術等を紹介するととも
に，ステージではよさこい鳴子踊りのパ
フォーマンスも行われ，高知の多様な魅力
をアピール。 

外務大臣と自治体首長の共催により，飯倉
公館を活用し，地方創生及び地域経済の
振興を支援する事業で，今回で13回目。 

【地方創生支援 飯倉公館活用対外発信事
業】 

◆トロント（カナダ） 
「モンキーマジック（東北親善大使）によるコ

ンサートと東北観光紹介」 
（平成29年5月）  

「ジャパン・フェスティバル・カナダ2017」

で，東北親善大使であり仙台ベースの日
加バンド「モンキー・マジック」のカナダ人
メンバーが，ポップ音楽のライブ公演を
開催。加えて，東北観光及びJETプログラ

ム紹介を兼ねたトークショーを実施し，
2000人が参加。震災被害を受けた九州
地方を中心とした観光情報ブースも出展。 
フェスティバル全体をJNTO，地元日本食

レストランや日本酒協会を含むオール
ジャパンで開催。 

【在外公館文化事業】 
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６ 現地発の「日本祭り」及びフェスティバルに参加 

オールジャパンで現地大型行事の充実を支援。日本文化・日本事情を発信して，訪日を
促す。 

（注）スキーム使用の場合【スキーム名】 

◆サンパウロ（ブラジル） 
「第20回サンパウロ日本祭り」 

（平成29年７月）  

サンパウロ日本祭りを官邸「中南米経
済・文化・交流促進会議」の提案により
オールジャパンで実施。日本政府エリア
は合計422㎡に及び，総領事館が，農水
省，観光庁（JNTO），文科省，環境省，
JICA，国際交流基金，JETROとともに参加。

日本食・食文化魅力発信事業，訪日観
光促進事業，書道ワークショップ，大阪
万博紹介，国立公園紹介事業等を実施。
祭りの来場者は前年より1.5万人増の約
18.2万人に及んだ。 
【在外公館文化事業/観光展出展等】 

◆デトロイト（米国） 

「デトロイト美術館で日本食紹介」 

（平成29年11月） 

デトロイト美術館の日本ギャラリー開設に
合わせ，伝統工芸職人等による「匠の技」
を披露する「Japan Cultural Days」を開催。
文化・メディア関係者等を招いたレセプショ
ンでは，ミシガン州と姉妹都市関係にある
滋賀県の近江茶（抹茶・焙じ茶）を使用した
デザート等を提供すると同時に，和菓子
ワークショップを実施。日本食紹介を含め，
Japan Cultural Daysに関し全米で多数報
道。    

 【在外公館文化事業】 

◆スペイン 
「マンガ博で公邸料理人が日本食紹介」 

（平成29年4月）  

2万人を集客するマドリード・マンガ博「ヒー
ローズ・マンガ」では，近年，日本以外の
ポップカルチャーの存在感が上昇。日本の
存在感を全体として上げるため，平成29年
度は，日本の伝統家屋に見立てた大使館
ブースを出展し，SNSに多数掲載される等
大きな話題に。また，公邸料理人が日本食
レクチャー・デモを実施。マンガ博で，「まる
で日本を旅行しているような体験ができる」
と大好評。報道件数32件。    

 【在外公館文化事業】 
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７ 地元の方々とともに，観光促進 

 
地元イベントをオールジャパンで活用。また，青少年の関心を引き寄せる種を蒔く。 
 

（注）スキーム使用の場合【スキーム名】 

◆米国 
「パスポートDC」 
（平成29年5月）  

各国大使館を開放し，広報・文化・教育
等を一般市民に総合的に紹介するイベ
ントに参加。航空会社等日系企業や
JNTO等団体と協力。６千人が参加し，日

本大使館前には行列が出来た。会場内
で日本文化関連物品（鯉のぼり，五月人
形，打ち掛けなど）の展示を行ったほか，
松本城のプリントを背景に配したフォト
ブースを設置し，写真撮影の機会を提供。 

 
【在外公館文化事業】 

◆メルボルン（豪州） 

「ミスビジット・ジャパンの活用」 

（平成29年） 

観光庁によりミスビジット・ジャパン観光
大使に任命された，ミス・インターナショ
ナル世界大会豪州代表が，在メルボル
ン総領事館の天皇誕生日祝賀レセプ
ションにおいて，和装して招待客を出迎
え，スパークリング日本酒で乾杯した。 

また，会場では，日系航空会社協力によ
るＶＲフライトシミュレーターが設置され
たブースで観光パンフレットの配布等も
行った。 
 

◆ハンガリー，スペイン，アルゼンチン， 
チェコ，チリ 

「ワーキング・ホリデー制度新規導入」 
（平成29年）  

二国間・地域間の取決め等に基づき，
各々が，原則18歳以上30歳以下の相手

国・地域の青少年に対し，休暇目的の入
国及び滞在期間中における旅行・滞在
資金を補うための付随的な就労を認め
る制度。 
平成29年は，ハンガリー，スペイン，アル

ゼンチン，チェコ，チリとの間で，ワーキ
ングホリデー制度を導入する文書を締結。
現在までに計20か国との間で実施し，年
間1万人以上にワーキング・ホリデービ
ザを発給。 
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現地事情に合わせて和食及び日本産酒類の魅力を紹介，味覚を通じて親日層を醸成。 

８ 和食を紹介 

（注）スキーム使用の場合【スキーム名】 

◆オマーン 
「神戸牛の紹介イベント」 

（平成29年11月）  

オマーンのホテルの総支配人，料理長，
マスコミを大使公邸に招き，神戸牛を使っ
た様々な料理にそれぞれ味の異なる日本
酒をマリアージュさせて紹介した。また商
社による物流や価格の紹介等も実施。 
イベント終了後，現地英字紙に大きく報じ
られた。 
また，複数のホテルから個別商談の依頼
があるなど，神戸牛ビジネスの拡大にも
貢献。 

【在外公館日本産酒類推進経費】 

日本食がようやく広がりつつあるアルゼンチ
ンで，現地在住の料理人・小宮山巌氏が日
本食普及親善大使（農林水産省）に任命さ
れた。22万人が視聴するＴＶの人気料理番
組で，小宮山氏による日本料理紹介や実演
の後，福嶌大使から任命状を授与。 
子どもの頃に魚食をからかわれた小宮山氏
が，そのような環境を変えたいと和食の料
理人になったことを披露。大使も日本酒や
ウィスキーを紹介。大使館のFacebookの投
稿には「いいね」数が2,400件。記事も多数。 
 

◆インド 
「日本酒・和食紹介」 
（平成29年11月）  

◆アルゼンチン 

「料理番組で日本食普及親善大使を紹介」 

（平成30年１月） 

日印友好交流年の一環。宗教や関税等
により進出のハードルが高いと思われ
ていたインド市場に，日本酒蔵元の協
力を得て，様々なタイプの日本酒を有力
者やバイヤー等に紹介。「関心・理解が
深まった」，「記憶に残る事業」とのコメ
ント多数。サンプル輸出が決まった蔵元
もあり，現地５紙・誌が報じる等（上記は
一例），予想を上回る好反響。 

 
【在外公館文化事業】 
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９ 最適のメディアで発信 

雑誌・テレビ・ラジオやユーチューブ等のメディアを活用し，訪日を促す。 

（注）スキーム使用の場合【スキーム名】 

◆メキシコ 
大使と大使館員のラジオ番組連続出演 

（平成29年8月ほか）  

メキシコ市の日本文化紹介ラジオ番組に
おいて，大使が日本の観光を扱うスペイ
ン語Webサイトを紹介。複数の館員が他
の回にも出演し，懐石料理や地方の祭り
等について詳しく解説。 
 
（同番組は，10年前にメキシコ人による企画が
ラジオ局に採用されたもの。なお，山田・前駐メ
キシコ大使は，在勤中に，計約130回メディアに
露出（ＴＶ・ラジオ番組出演，新聞・雑誌インタ
ビューなど）。） 

◆リオデジャネイロ（ブラジル） 
「リオ中央駅における日本文化紹介」 

（平成29年12月）   

1日15万人以上に上るリオ中央駅の利用
客に対して，和太鼓演奏，折り紙とマンガ
のワークショップ，顔出しパネルの設置等
から成る日本文化紹介イベントを実施。日
本紹介チャンネルを運営する日本在住の
日系ブラジル人ユーチューバー（190万人
がフォロー）に，イベントの告知と当日の日
本の鉄道を中心とした日本紹介を依頼。 
現地主要TV局2局がニュース番組で取り
上げたほか，主要紙が上記ユーチューバ
－に対する当日のインタビューも掲載。 

【在外公館文化事業】 
 

◆ロシア 
広報誌「ヤポーニヤ」発行 

（平成29年10月）  

日露の著名人（フィギュアスケーターや宇
宙飛行士等）が，自身が関わる日露間交
流等について語る巻頭インタビューを始め，
地方の観光スポット，食，現代における伝
統，最先端技術，芸術，ファッション，アニ
メ・マンガ等のテーマに関する記事を掲載。 
モスクワを含むロシア国内24都市にて配
布し，好評を得ている。 
       

【在外公館広報事業】 
  


