
　プーチンは最初にソビエト連邦の国家安全保障会議（KGB）に勤めました。ソビエト連邦の崩壊後、彼はロシア

　政府に入り、 1999年半ばに当時のロシア大統領エリツィンによって首相に任命されました。

　2000年のちょうど数時間前の1999年12月31日、エリツィンは突然大統領の辞任を発表し、当時の首相であった

　プーチンが大統領代行に任命された。

　その後、2000年と2004年の大統領選挙で連続優勝。プーチンは、憲法上再選に制限が課せられたため、2008

　年のロシア大統領選挙に異議を唱えることができなかった。

　その後、プーチン大統領に指名された候補者であるドミトリー・メドヴェージェフがロシア大統領に選出された。

　プーチン大統領が2008年5月7日に大統領を辞任した後、彼は2度目の首相としてドミトリーメドヴェージェフ大統

　領から指名され、国の真の力を保持し続けました。

　2012年、プーチンは3回目の大統領選挙に出馬し、統一ロシア党の議長を獲得して辞任しました。2020年3月14

　日、プーチンは自ら提案したロシア連邦憲法改正案に署名し、現在の憲法上の制限期間を破り、大統領としてさ

　らに2期の任期を務めることができました。

　改正案は当初4月22日に開催される予定でした。

　2020年。国民投票、しかしCOVID-19パンデミックのため延期。

　プーチン大統領時代の主な改革は、所得税を13％に変更し、利益税率を引き下げ、新しい土地と法の規定を

　策定することで、スパイの仕事に優れた彼の統治方法を使用して国の円滑な運営を確保した。

　特にプーチンが政権を握ったとき、石油価格は史上最高でした。ロシアは油田の輸出の恩恵を受けて大金を稼

　ぎ、ソビエト連邦崩壊後の軍事力と政治力を回復することができました。 

　そして安定した政治的および法的発展を達成した。

　プーチン大統領は、統治と経営の面で多くの論争を呼んでおり、「鉄拳の大統領」として評価されてきた。

　彼の管理下では、在職中に多くの外国為替会社がロシアに惹きつけられたが、国際原油価格が逆転して下落し

　た後、経済は低迷した。

　全体として、プーチン在任中、国内総生産は72％近く増加し、購買力平価も約6倍に増加し、ロシアの貧困層の

　数も半分に減少しました。

　平均月給は$ 80から$ 640に増加しました。

　一部のアナリストは、プーチンの経済改革を印象的なものとして説明しています。

　一方、彼が率いる政府は、野党、西側政府、欧米の人権団体、特に第二次チェチェン紛争、ドンバス戦争、クリ

　ミア戦争、南オセチアと第二次チェチェン戦争、ドンバス戦争、そして南から質問を受けた。

　在任中に率いたオセチア。戦時中、シリア内戦中は厳しい姿勢を示し、国内経済体制改革におけるオリガル化

　などの問題もあった。

　2009年12月、プーチン大統領は、ソビエト連邦共産党の元書記長であるスターリン氏について、ロシアの国営テ

　レビで次のようにコメントしています。

　ロシア連邦共産党、ソビエト連邦共産党、ロシア共産党、ロシア共産党、ボルシェビクス全連合共産党よりもスタ

　ーリン主義に近い、そして、第三者であるロシア国民ボルシェビク党は、基本的にプーチンにうんざりしており、う

　んざりしている[

　プーチンは1952年10月7日にレニングラード（現在のサンクトペテルブルク）で生まれました。

　彼の伝記「一人称」（ロシア語：ОтПервогоЛица、英語版「一人称から」 、プーチンのキャンペー

　ンの支援を受けて2000年に出版された）は、彼の謙虚な起源を説明しています。

　伝記によると、プーチンは彼の初期の頃を共同アパートに住み、ソビエト映画の役人と同じ知性を持つことを学

　びました。

　プーチンの母マリア・イワーノフナ・プーティナ（1911年10月4日-1998年7月6日）[26]は工場労働者であり、父ウ

　ラジミール・スピリド・ノヴィッチ・プーチン（ロシア語：ВладимирСпиридоновичПутин

　、1911年2月10日-1999年8月2日）[27 ]ソビエト海軍で奉仕しました。

　プーチンの父は1930年代に潜水艦部隊に所属し、後に第二次世界大戦でソビエト内務省の爆撃機を務めました。

　プーチンの兄のうち2人は、どちらも1930年代半ばに生まれ、若くして亡くなり、もう1人はレニングラードの戦いでジ

　フテリアで亡くなりました。

　彼の祖父であるスピリドン・プーチンは、レーニンとスターリンのパーソナルシェフとして働いていました。

　プーチンは子供の頃非常にいたずらで、小学校  6年生のヤングパイオニアチームのメンバーになりました。

　1975年、プーチンはレニングラード大学の国際法学部を卒業し、準博士号を取得する資格があった[4]が、それ以

　上の研究には応募しなかった。

　経済学を所有し、その後ソ連の国家安全保障会議に参加しました。

　КГБ "、KGB）、そしてレニングラード地区で働いていました。

　この間、彼はセルゲイ・イワノフと知り合いになりました。

　セルゲイ・イワノフは後にロシア国防大臣を務めました。
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　彼は大学でソビエト連邦の共産党に加わり、彼の辞任を公式に発表していません。

　1976年、プーチンはKGBの訓練を完了し、2年後、彼はレニングラード諜報機関の機密部門に入った。

　彼は1983年までこの部門で働き、その後モスクワのKGB学校のアンドロポフ研究所で1年間勉強しました。

　1985年から1990年にかけて、KGBはプーチンをドイツ民主共和国（東ドイツ）のドレスデンに派遣し、そこでプー

　チンは二次的な仕事に就きました。

　しかし、データは、いわゆる二次的作業が実際にはスパイ活動であることを示している。

　プーチンは当時、東ドイツで西ドイツで経済情報を収集した。

　さらに、2018年に機密解除された履歴ファイルによると、プーチンはKGBに勤務することに加えて、東ドイツにい

　る間、東ドイツの諜報機関であるシュタージでも働いていました。

　シュタージは当時非常に緊密に協力していました。

　2つのドイツが再統一された後、プーチンはレニングラードに呼び戻され、それ以来、プーチンはレニングラード

　大学の国際問題学部の地位を与えられました。

　1991年8月20日、彼はKGBで転覆を計画しました当時のCPSU中央委員会の書記長とソビエト大統領のミハイル

　・ゴルバチョフは諜報機関の彼のポストを解任した。

　解任後、プーチンはレニングラード州立大学の副学長の外交補佐を務めた。

　ソブチャクがレニングラードの市長に選出された後、プーチンはソブチャクによって市長の外交顧問に任命され

　た。

　1991年6月28日、彼はサンクトペテルブルク市長室の外交委員会の局長になり、外交問題を担当し、外国投資を

　呼び込み、商業企業を登録しました。

　在職中に同僚から高い評価を受けたにもかかわらず、プーチンは市議会の調査の結果、金属を過小評価して、

　到着しなかった外国の食糧援助と引き換えに9,300万ドル相当の金属を輸出できるようにした。

　したがって、調査官はプーチンの解任を推奨したが、プーチンは1996年まで外交委員会の委員長を務めた。

　

　1994年から1996年まで、彼はサンクトペテルブルクで他の政府の役職も務めた。

　1994年3月、プーチンはサンクトペテルブルク政府の初代副市長兼外務委員会委員長に任命され、当時のソブ

　チャク市長の右腕となり、大いに活用された。

　1995年5月、彼はチェルノムイルディン首相によって設立された党「我が家ロシア」のサンクトペテルブルク支部を

　組織し、 1995年から1997年まで党の議会選挙を管理した。サンクトペテルブルク市支部。

　1996年、ソブチャクは市長選挙で敗北し、副市長のヤコブレフが市長に選出された。

　仕事のためにサンクトペテルブルクに滞在することを躊躇したプーチンは、当時エリツィン大統領の首席補佐官

　だった同胞のチュバイスを介してモスクワにやってきた。

　1996年6月から1997年3月まで、彼はパベル・ボロジンの下でロシア連邦大統領の行政局に勤めた。副長官を務

　めた。

　プーチンは在任中、国の外国資産を担当し、ソビエト政府の元の資産のロシア政府への譲渡を組織しました。

　1997年3月26日、プーチンはエリツィンによってロシア大統領の副首席補佐官（1998年5月まで）および資産管理

　局長（1998年6月まで）に任命された。

　1998年5月25日、プーチンは再びロシア大統領府の地方経済を担当する初代副局長に昇進した。

　1998年3月29日、エリツィンはロシア連邦安全保障理事会の書記であるニコライ・ボドネニーを解任し、プーチン

　に引き継ぐよう任命した（1999年まで）。1998年7月25日、プーチンはロシアの諜報活動を担当するロシア連邦保

　安局の長に昇進し、元のKGB(ロシｱ諜報機関)に再び戻った。

　1999年8月9日、プーチンはロシアの3人の最初の副首相の1人に任命されました。

　その後、前首相のセルゲイ・ステパーシン政権が崩壊し、ロシアのエリツィン大統領がプーチンを首相に任命した。

　エリツィンはまた、プーチンに彼の後継者を求めていると発表した。

　プーチンはまた、エリツィンの任命を受け入れたと発表した。

　 8月16日、下院はプーチンを233票（反対84票、棄権17票）で首相として承認した。

　エリツィンは1年で4人の首相を交代させたので、エリツィンが辞任する前の暫定首相であると考えて、当時は知

　られていなかったプーチンに国民は期待していなかった。

　プーチンの主な敵であるユーリ・ミハイロヴィッチ・ルシコフなどは、その時点ですでにキャンペーンを開始してお

　り、プーチンを取り締まり、エリツィンの後継者になることを阻止することを約束した。

　しかし、法と秩序を守るというプーチンの公的なイメージとチェチェンでの出来事への彼の堅実なアプローチは、

　最終的に彼を人気のある大統領候補にしました。

　プーチンは最初から最後までチェチェンの分離主義者の恐怖に苦しんできた。

　1999年の終わりに、チェチェンの分離主義者が隣接するダゲスタン共和国に侵入したとき、ウラジーミル・プーチ

　ン首相はすぐに報復を命じました。



　彼がダゲスタンを訪問したとき、彼は「トイレでテロリストを溺死させたい」と述べました。

　12月31日、当時のウラジーミルプチン大統領がチェチェンのロシアの将校と兵士を訪問し、彼の知名度を大幅に

　高めました。

　2003年、チェチェンの新憲法は、チェチェンはロシアの一部であると規定しており、問題は緩和されただけでした。

　その後、チェチェンは選挙制度と地方政府を樹立し、チェチェン事件は順調に解決した。

　プーチンは当時、どの政党とも公式な関係はありませんでしたが、1999年の州下院選挙では、彼の政党が投票の

　23.32％を獲得し、全政党の中で2番目に高かった。

　これまでのところ、プーチンは2000年のロシア大統領選挙で勝利する可能性が最も高い候補になっています。

　1999年8月、プーチンはエリツィン大統領からロシアの首相に任命された。

　同年12月31日、エリツィンは突然辞任を発表し、プーチンはロシア連邦憲法の規定に従って大統領代理に就任し

　た。

　もともと2000年6月に予定されていたロシアの大統領選挙は3月26日に繰り越された。

　総選挙が進むと野党は十分な準備ができなくなり、プーチンの実力も野党の勢力を弱めたため、次の選挙でプー

　チンが大統領に勝利した。

　しかし、その後のエリツィンの娘タチアナによれば、プーチンはすぐに大統領として成功することを望んでいなかっ

　たが、エリツィンが任期の終わりまで大統領であり続けることを望んでいた。

　2000年10月、プーチンはロシア国歌を改正する法案を可決しました。これにより、国歌の曲は1991年に旧ソビエト

　国歌の曲に変更されましたが、歌詞は異なります。

　2001年2月12日、プーチンは州に元大統領とその家族を保護することを要求する法案に署名した。

　これは主に、1999年にボリス・エリツィン前大統領とその家族がマネーロンダリングなどの汚職行為に関与した疑

　いがあるためです。

　2004年3月14日、プーチンは71％の絶対過半数で大統領に再選されました。

　彼の2期目の任期中、彼は報道の自由に対する取り締まりについて西側で広く批判された。

　エリツィン前ロシア大統領も、ロシア議会の構造を変更するための2004年のプーチンの憲法改正に反対した。

　一方、2005年の調査では、ロシア人の82％が報道による検閲に同意したことが示されました。

　この調査に応えて、社会学者は、ロシア人が同意したのは、政治的内容ではなく、倫理的に物議を醸す内容に対

　する制限であると結論付けました。

　2004年9月13日、ベスラン人質事件の後、プーチンは、地方選挙で最初に選出された知事を連邦大統領が指名

　することを提案し、地方議会が投票した。

　プーチンはまた、特にテロリストを収容したことに対する政府当局者への罰則を強化することにより、テロリズムを取

　り締まるための努力を強化した。プーチン大統領は、ロシアには「テロリストを彼らの隠れ家から、そして必要ならば

　海外から逮捕し、排除する」力があると述べた。

　主にプーチンに支持されている統一ロシア党も、プーチンの任期中に何度もプーチンと彼の考えとの同一性を表

　明した。

　2006年12月、第7回統一ロシア党大会は、プーチンの考えを党の指導的イデオロギーとして要約し宣言するプログ

　ラム「RussiaWeChose」を採択しました。

　この声明の主な戦略はすべてプーチンの方針と一致しており、プーチンの「一般教書演説」の内容の基本的な考

　え方は同じです。

　プーチンは、ロシア憲法によって課された大統領任期の制限のために、2008年の大統領選挙に異議を唱えるこ

　とができなかった。

　2007年のG8記者へのインタビューで、プーチン大統領は「5年から7年の大統領職は完全に容認できる」と信じて

　おり、憲法を改正することで大統領職を延長する可能性があることを示唆している。

　2007年に下院選挙で勝利した統一ロシア党の議長も、プーチンは憲法を改正しないとの意見を表明した。

　しかし、憲法は人が大統領に選出される回数を制限していないので、プーチンは2012年も大統領に立候補し続け

　る可能性があります。

　プーチンはまた、選挙前に辞任を発表し、選挙に立候補することもできます。一部のメディアはまた、プーチンが

　後継者を指名し、ロシアの政治情勢を離れて操作し続けることを選択するかもしれないと信じていた。

　しかし、2007年2月1日、プーチンはこの可能性を公に否定した。

　「私は後継者を任命しません。ロシア連邦大統領は選挙を通じて公平に選出されます。」

　2007年12月、統一ロシア党と他の党はメドベージェフを次期ロシア大統領に選出し、プーチンは同意した。

　2007年、プーチンはアメリカの「タイム」誌で今年の男に選ばれました。

　2007年12月、ディミトリ・メドヴェージェフは統一ロシア党およびその他の政党によってプーチンの後継者として選

　出され、プーチンは同意した。

　プーチンは、「私はこの指名を全面的に支持する」と述べた。



　その後、プーチンの支持者のほとんどは、プーチンの選択を受け入れると表明した。ガスプロムの株価は、プーチ

　ンが後継者として指名した翌日、2.7％上昇した。

　メドベージェフ大統領の指名を受けた後、メドベージェフはプーチンをロシアの首相に指名すると述べた。

　現大統領のチーム形成能力を維持することも同様に重要である。

　プーチンが与党の中で最も重要な首相の地位に留まることが我が国にとって非常に重要だと思う」とメドベージェフ

　は述べた。

　公正ロシア党幹事長のアレクサンダー・ババコフ氏は、 「もちろん、大統領がメドベージェフの提案に応じるのを最

　初に待つべきだ。

　しかし、プーチン首相は国にとって良いことだと思う」と述べた。

　首相になることについて述べた。

　政党が圧倒的な勝利を収めることができ、彼が立派な後継者を見つけた場合、彼は将来首相を務めることに同意

　するだろう。

　ロシアの政治家は、プーチンがメドベージェフと妥協して譲歩しようとしていると信じています。

　その後、彼は休むのに時間がかかる可能性があります。

　言うまでもなく、プーチンが次期大統領になることをいとわないのであれば、メドヴェージェフは一言も言わずに彼

　に機会を与えるでしょう。

　ロシア共産党の党首であるジュガノフ氏は、ロシアとベラルーシの関係がますます緊密になっていると信じており、

　両国がいつか合併すれば、プーチン大統領が引き続き大統領を務め、憲法を死刑にする可能性がある。

　ジュガノフは、「プーチン自身が選んだ後継者であるメドベージェフが大統領に就任してから1年後、ロシアはベラ

　ルーシと合併する可能性があり、プーチンは当時も大統領である可能性があり、これはロシアにとって大きな不幸

　になるだろう」と述べた。

　2011年9月24日、ロシアのメドヴェージェフ大統領は統一ロシア党大会で、現在のウラジーミルプチン首相が2012

　年3月に行われる大統領選挙に参加することを提案したと述べました。ロシアで。

　ロシア憲法は、各大統領が最大で一度に再選されることができると規定している。

　2008年11月、ロシア下院は、メドヴェージェフ大統領が提出した大統領と代理人の任期の延長、ロシア憲法の改

　正、大統領の任期の4年から6年への延長、および任期の延長に関する提案を可決した。

　下院議員の4年から5年に延長。アナリストは、メドベージェフの憲法改正は、プーチンが再び大統領になる道を開

　くと同時に、プーチンに代わって大統領任期を延長することであり、彼が将来再放送された場合、彼は権力を握る

　可能性があると信じています。

　プーチンは1999年に首相に就任し、2000年に初めて大統領に選出され、2004年に再選に成功しました。

　2008年に大統領を辞任した後、彼は米国ロシア党の議長および政府の首相になりました。

　大統領制を確立し、彼に代わって国の真の力を保持し続ける。

　プーチンは2012年に3回目の大統領に選出されました。

　つまり、彼は2024年まで政権を握る可能性があります。

　2011年12月、ロシアの左翼のネット市民は、ロシアのさまざまな左翼の政党や旧ソビエト連邦共産党の支持者など

　を反映して、「ソビエト連邦のない20年」というタイトルの短いビデオを制作しました。

　ロシア連邦の共産党とロシアの共産党がスターリン主義に近いので、ロシア共産党労働者党、全連合共産党ボル

　シェビキ、そして第3位の党であるロシア国民ボルシェビキ党はすべて基本的に憤慨しているプーチンを嫌い、プ

　ーチンを「イェルツィンの親西的で裏切り的で虐殺的な自国の政策の継続」と呼んでいる。

　プーチンは、2012年3月4日に行われたロシア大統領選挙で投票の63.6％を獲得しました。

　他の4人の大統領候補の中で、ロシア共産党の中央委員会の議長であるジュガノフが投票の17.18％を獲得し、独

　立候補のプロホロフが投票の7.98％を獲得し、自由民主党のジリノフスキーの議長が投票に勝った。

　 6.22パーセント、ちょうどロシアのリーダーミロノフは投票の3.85パーセントを得ました。

　中央選挙委員会の全会一致の決定により、大統領選挙が確立され有効であることが確認され、プーチンは2012年

　5月7日から2018年5月7日までの任期でロシアの第4代大統領に選出されました。

　2012年3月5日、ロシア中央選挙委員会の委員長であるウラジーミルチューロフは、統一ロシア党の指導者であり現

　在のウラジーミルプチン首相が第1回投票で63.75％の票を獲得し、直接選出されたと発表しました。

　これはプーチン大統領の3期目となる。

　2012年8月、少女パンクバンドのライオット子猫の3人のメンバーが、教会でプーチン反対運動を行ったとして2年の

　刑を宣告されました。

　この裁判は、ソビエトとして一部のロシア人から見なされていました。

　かなり前に、「私たちは独裁と総体主義に向かって動いています」。

　8月28日、ロシアの野党党首ボリスは32ページの報告書「囚人の生活」を発表し、プーチンが58機の飛行機とヘリ

　コプター、20軒の豪華な家を所有していることを明らかにしました。



　プーチンがイベントに参加したときに撮影された写真から収集された統計によると、プーチンは少なくとも11の高級

　時計を着用しており、総額は約70万米ドルです。報告書の中で、ボリスは次のように書いています。

　「プーチンが権力を握る最も重要な理由の1つは、権力が彼に慣れ親しんだ豊かで豪華な環境をもたらすことがで

　きるということです。

　大統領の贅沢な生活は、社会全体の露骨な挑発と嘲笑である。

　私たちはこの状況を容認してはならない。

　2016年のロシア下院選挙では、プーチンの統一ロシア党が大幅に成長し、議会の議席も105から343に急増しま

　した。

　別の連合政党であるロシア自由民主党も票を獲得しました。

　2つは絶対に圧倒的です。

　ロシア人はプーチンの政策に満足しており、特に外交と戦争の分野では、ウクライナの親欧州派閥を攻撃し、クリミ

　アの領土を取り戻し、中部の米国のほぼすべての計画を阻止した。

　ロシア人は、大国の輝きが何らかの効果をもたらすと感じている。

　2000年7月19日、プーチンは初めて北朝鮮を訪問し、北朝鮮の最高指導者である金正日と会談し、ソ連間の外交

　関係の確立によって中断されたロシアと北朝鮮の関係を回復した。

　2006年10月14日、北朝鮮が最初の核実験に成功したため、中国、米国、ロシアは国連安保理決議1718を全会一

　致で可決した。

　国連安保理決議に賛成票を投じました。

　 2009年、北朝鮮の2回目の核実験は成功した。

　中国、米国、ロシアは再び国連安保理決議に賛成し、北朝鮮を非難し制裁する国連安保理決議1874を可決した。

　2012年と2013年に、中国、米国、ロシアは国連安全保障理事会に賛成票を投じ、北朝鮮による衛星クァンミョンソ

　ン-3の打ち上げとその3回目の核実験を非難し制裁する決議を可決した。

　2010年11月23日、ロシアのセルゲイ・ラブロフ外相は記者会見で北朝鮮による韓国のヨンピョン島への爆撃を非難

　し、11月25日には米国の同盟国である韓国への北朝鮮の砲撃を非難した。

　韓国の発砲訓練は、民間人が居住する韓国領土の北朝鮮の砲撃と同等であるはずがない。

　重要なのは、ヨンピョン島の事件が犠牲者を出したことである。

　一部の西側の政治家は、プーチンの全体主義的傾向を長い間非難してきました。

　プーチンはブッシュ前大統領、元英国首相トニー・ブレア、元ドイツ首相ゲアハルト・シュレーダーと友好関係を維持

　したが、後継ドイツ首相アンゲラ・メルケルとプーチンの関係は理想的ではなかった。

　2005年、プーチンとドイツのゲアハルトシュレーダー首相は、ロシアとドイツの間のガスパイプラインの建設について

　交渉し、同じ年に、シュローダーはサンクトペテルブルクでのプーチンの53歳の誕生日の宴会に出席した。

　しかし、ロシアとイギリスの関係は楽観的ではありません。

　2006年の終わりに、イギリスに逃亡した元ロシアのエージェントであるリトビネンコの中毒により、ロシアとイギリスの関

　係は大幅に悪化しました。

　さらに、プーチンはCIS諸国との良好な外交関係の確立を繰り返し試みてきました。

　プーチンと欧州連合、NATOおよびその他の西側の組織は、中央および東ヨーロッパ諸国（特にバルト諸国）と積極

　的に緊密な関係を築いています。

　2004年のウクライナ大統領選挙の前に、プーチンはウクライナを2回訪問し、ウクライナのヴィクトル・ヤヌコビッチ首相

　への支持を示しました。

　選挙結果が発表される前に、プーチンはヤヌコビッチの「ほぼ確実な勝利」を祝う手紙も送った。

　親ロシアのヤヌコビッチに対するプーチンの支持は、ウクライナの内政に干渉しているとして広く批判されてきた。

　さらに、旧ソビエト共和国であるグルジアとモルドバも、ロシア政府が両国の分離主義者を支援していることを批判し

　た。

　ロシアのバルト諸国との外交関係も緊張状態にあり、エストニアのロシアに対する批判は、両国間の外交関係をさら

　に強化している。

　第二次世界大戦中の爆撃任務中にプーチンの父親がエストニアでほぼ殺害されたことは注目に値します。

　一部の学者は、これがプーチンのエストニアに対する冷淡な態度の理由の1つであると信じています。

　2001年、米国での9月11日の事件の後、プーチンは中央アジアに協力的な軍事基地を設立することに合意しまし

　た。

　この決定は、ロシアの民族主義者だけでなく、ロシア国防大臣も驚かせた。

　2003年、ロシアは、国連安全保障理事会の同意と承認なしに、米国のイラク侵攻に反対するために中国とフランス

　に加わった。



　戦後、ブッシュ米大統領はイラクに対する制裁解除を要求し、プーチンは制裁解除を支持し、国連はイラクの大量

　破壊兵器の調査を最初に完了するべきだと信じていた。

　ミュンヘンでの演説の後、プーチンについての議論が大西洋の両側で起こった。

　大祖国戦争での勝利62周年を記念して、プーチン大統領は次のように述べています。

　人間の生命、自発的、全体主義の独裁者を浪費する体制。

　一部の評論家は、これが米国とナチスドイツの比較であると信じている。

　第33回G8サミットの前夜、ポーランドの政治家の妻であるアメリカのジャーナリスト、アン・エプバウムは次のように書

　いています。

　これらはすべて、近年、彼（プーチン）がロシアの影響力を旧ソビエト共和国に拡大する準備ができていることの強力

　な証拠です。

　彼ら自身の感情を完全に無視しています。

　同時に、事実はますます明確になっているではなく西側諸国を貿易と政治のパートナーと見なし、彼はそれらを古い

　冷戦の精神で、肉体のとげとして見ることを好む。

　プーチン大統領は、ヨーロッパでミサイル防衛システムを構築するという米国の計画に一貫して反対してきた。

　米国大統領ジョージW.ブッシュに警告するために、プーチンは2007年6月7日にチェコ共和国と協定に署名し、チェ

　コ共和国が追加の修理費用なしでアゼルバイジャンの旧ソビエトレーダーを使用することを許可しました。

　プーチンはまた、1985年のソビエトミサイル警報システムを再構築する準備ができていると主張した。各国はロシアが

　ポーランドに迎撃システムを確立することを期待しているが、プーチンは必要に応じて、友好的なNATO加盟国であ

　るトルコに援助を求めるだろうと指摘した。

　さらに、プーチンはまた、ロシアが他のヨーロッパ諸国からの参加要請を受け入れると主張した。

　核研究問題でイランと協力したことのある唯一の国として、ロシアはイラン問題の鍵であると考えられており、「全身に

　影響を受ける」という決定的な立場にあります。

　ロシアはイランと緊密な関係を持っており、米国や他の西側諸国を封じ込めるためにイランを利用しようとしたが、プ　　ーチンは

イランの核開発計画を支持しなかった。

　ロシアはイランがブーシェフル原子力発電所を建設するのを支援したが、イランは主にパキスタンに原子力研究を依

　存している。

　プーチン大統領は、核拡散を支持しなかったと繰り返し述べただけでなく、G8会議で反対した。

　北朝鮮に関しては、ロシアは国の創設以来それに無関心であり、韓国を支持するようになりました。

　プーチン大統領が就任して以来、彼は何度も北朝鮮を訪問しただけでなく、北朝鮮と韓国の間の潜在的な戦争危機

　を解決した。

　さらに、プーチン大統領は北朝鮮に、北朝鮮の経済問題を緩和するのを喜んで支援すると述べた。

　2002年に北朝鮮の核問題が再発して以来、ロシアは何度も会談に参加しようと努め、ついにその願いを叶えた。

　2006年、北朝鮮は核実験爆発を実施しました。

　プーチン大統領は、北朝鮮の核実験について知った後、すぐに非難し、6カ国会議のうち5回を招集して北朝鮮の核

　問題について話し合った。

　一般的に、プーチンは核拡散の問題に固く反対していると言えます。

　2000年5月7日、プーチン大統領が正式にロシア大統領に就任し、友好関係にある森喜朗首相に電話をかけ、双方

　が会談することを期待した。

　就任直後に政治危機に巻き込まれた森喜朗氏は、両国間の領土問題を解決し、政治的資本を獲得するために交

　渉に頼ることを望んで、その場で合意した。

　しかし、プーチン大統領は、同年9月に来日した際、森氏のカワナ提案の実施要請を断固として拒否した。

　プーチンは最初に中間条約を締結することを提案したが、森喜朗もこれを拒否した。

　交渉後、双方は、2001年3月に1956年の日ソ共同声明の採択を共同で発表した。

　しかし、当時、森氏の内閣の支持率は９％に低下しており、すでに辞任を求められていた。

　同年4月、ロシアの反撃への期待が払拭されたため、森喜朗氏が就任後わずか1年で辞任を余儀なくされ、小泉純

　一郎首相が首相に就任した。

　2003年、小泉純一郎が「内閣首相」という正式な称号で靖国神社を何度も訪れ、日中の外交的停滞を招いたため

　、小泉純一郎は支援を求めるためにロシアを訪問することを決定した。

　今回の訪問中、プーチン大統領は日本が国連安保理常任理事国になることを支持したが、領土問題については、

　両国はまだ合意に達していない。

　2004年、日本の自民党が参議院選挙で敗北したため、小泉首相は領土問題を主要な論点として取り上げることにし

　た。

　同年9月2日、小泉首相は、ロシアと両国の外交停滞に強く抗議した南千島列島を訪問した。



　11月、ロシアのセルゲイ・ラブロフ外相は、外交の行き詰まりを打開するために、日ソ共同宣言を遵守し、歯舞群島と

　四島の4つの島のうち小さい方を返還すると述べた。

　プーチン大統領は彼の承認を表明し、彼の日本への訪問は勢いを生み出すだろうと考えた。

　しかし、ロシアの右翼反対派のメンバーは強い反対を表明した。

　サハリンの人々は、日本が4つの島を手に入れるのを防ぐために民兵さえ組織しました。

　過激派はまた、ロシアが領土を返還したい場合、プーチンに辞任するよう求めるだろうと主張した。

　日本はまた、プーチンの言葉がすべて「ソビエト時代の決まり文句」であると主張して、ロシアが2つの島だけを返還す

　ることに非常に不満を持っています。

　プーチン大統領は、日ソ共同声明の唯一の条項は両島の返還であり、ロシアと日本の間の領土問題はこれまで解決

　されていないと答えた。

　2007年7月20日、英国のゴードンブラウン首相は、ロシアが別の元スパイ、アレクサンドルバルジェロビッチリトビネン

　コの殺害を引き渡すことを拒否したことを理由に、4人のロシア外交官の追放を発表しました。

　ロシア憲法はロシア市民のその他の国への強制送還を禁止しているが、英国外務大臣のデビッド・ミュレバンは、「欧

　州全体の指名手配のために憲法を改正することは前例のないことではなく、一部の国はすでにそれを行っている」と

　述べた。

　この発言は、後にロシアのメディアによって「英国はロシアに憲法の改正を求めようとしている」と言及された。

　世論調査によると、ロシア人の62％が憲法改正に反対している。

　それに応えて、ロシア駐在の英国大使トニー・ブランドンは、英国はロシアに憲法の改正を強制せず、ラグボイを国

　外追放する可能性を説明するだけであると答えた。

　その後、プーチンはイギリスの役人に「彼らの頭脳を直す」ように頼み、イギリスの要求は「古い植民地思想の遺産」で

　あると付け加えた。

　リトビネンコの友人はかつて、彼の死の前に、リトビネンコはプーチンが殺人を仕掛けたと非難したと言った。

　ロシアのメディアは後に、その発言が真実ではないと非難したが、プーチンは「死者が言ったことはコメントに値しな

　い」と述べた 。

　この事件は、1996年のスパイ事件以来、ロシアと英国の関係における最大の紛争と見なされています。

　プーチン大統領は後に、「この小さな危機を乗り越えるだろう。ロシアと英国の関係は引き続き順調に進むだろう。

　ロシアと英国の両方が、両国の関係ができるだけ早く正常化することを望んでいる」と述べた。

　ブランドンはまだロシアによって検討されています。

　外務省は応答するための10日間の期限があり、ロシア政府も英国当局へのビザの発行を停止しました。

　ロシアはまた、テロ対策に関して英国との協力をやめた。ロシアの労働組合長であるアレクサンダー・ソーキン氏はま

　た、ロシアに投資する英国のビジネスマンは「税金と規制の制限に直面し、政府調達の機会も失う」と述べた。

　殺人の根本的な原因は2003年であると考える人もいる。

　プーチンを倒そうとしたロシアの大物、リトビネンコのスポンサーであるボリス・ベレゾフスキーに政治亡命を発表し

　た。

　2014年3月1日、ロシア議会はウラジーミルプチン大統領のウクライナでの武力行使を承認し、ロシア連邦の軍隊がウ

　クライナに派遣されます。

　3月31日、プーチンはクリミア問題省を設立する命令に署名し、オレグ・サヴェリエフを大臣に任命しました。　

　2018年3月11日、ドキュメンタリーの撮影中に、記者はクリミアがどのような状況で放棄されるのかを尋ねました。

　プーチンはすぐに答えた、何ですか？あなたは狂っていますか？このオプション（クリミアを放棄する）は存在したこと

　がなく、将来は現れません。

　2018年5月15日、クリミア橋が完成し、開会式がプーチンが主宰し、泥車を運転する資格のあるプーチンが橋を渡っ

　て泥車を運転した。

　そしてシートベルトを着用していません。

　シリア内戦は、アラブの春の活動とイラク戦争のフォローアップ効果に端を発し、シリアの大統領は親ロシア派であり、

　中東にはロシアで唯一の軍事基地もあり、プーチンは彼の力を巧みに利用してきました。

　 2011年から現在までの状況を導き、イランとシリアを統合した。

　大統領の自然なシイテ同盟は、シリア政府を強制的に転覆させるというオバマ米大統領の当初の計画を崩壊させ

　た。

　その後、事件は国際合同ストライキに向かった。

　 ISにロシアは、すべての地元の反米国民の諜報支援のおかげで、比較的小さかった。

　米国の空軍がはるかに少なく、ISに重大な損害を与え、中東での影響力を大幅に拡大した。混合軍、すなわち、シイ

　テ民兵とシリア政府軍が主体であり、イラン軍は少数のエリートを派遣して志願兵の名の下に忍び込みました。

　バックボーンである混合軍は、地上推進戦闘任務として機能しました。



　 2017年の終わりには、領土の92％が回復しました。

　ISと米国が支援する反政府勢力の残党が、トルコ近郊の北の国境に押し込まれました。

　2つの重要な出来事は、トルコでのクーデター未遂とクルド人の独立問題です。

　これらは、プーチンによって逆に使用された米国の戦略的過ちです。

　1983年7月28日、プーチンはリュドミラプーティナと結婚しました。

　プティナは1958年1月6日にカリーニングラードで生まれました。

　彼女は客室乗務員として働き、レニングラード大学の言語学部のスペイン語グループの大学生でした。

　プーチン夫婦の長女マリア・プーチナは1985年に生まれ、末娘のエカテリーナ・プーチナは1986年に生まれました。

　2013年6月6日、夫婦はクレムリンでのバレエのパフォーマンスを見た後、離婚するという決定を発表しました。

　2008年4月、ロシアの新聞「モスクワレポーター」はそのウェブサイトでロシアの新体操選手アリーナカバエワがプーチ

　ンと関係があり結婚を計画していると報じが、プーチンはその報告を否定した。

　もう一人の愛人スヴェトラーナ・クリヴォノギク（スヴェトラーナ・クリヴォノギク）は、プーチンがサンクトペテルブルクの市

　長だったときに出会い、2003年に娘エリザベタを出産した。

　国際調査ジャーナリスト連合によって発掘されたパンドラの文書によると、スヴェトラーナはエリザベタが生まれてから

　半年後にモナコのモンテカルロオフショア会社は、カジノの近くにある4階建ての邸宅を地元で310万ドルで購入しま

　した。

　彼女のオフショア会社ムーアズ・ローランドの設立を担当しているのは、プーチンの友人であり、ロシアのオリガルヒで

　あるゲンナジー・ティムチェンコと英国のイーモン・マクレガー（イーモン・マクレガー）であり、ティムチェンコは、 2014

　年にリメア危機によってロシアに課された制裁を標的にするために米国に反対した。

　スイスに本拠を置く貿易会社グンバーを使用してロシアに石油を輸出し、オバマ政権によって認可されました。

　プーチンの助けを借りて、スヴェトラーナは故郷のサンクトペテルブルクとモスクワの不動産、ヨット、その他の資産を

　連続して購入し、推定純資産は1億ドルを超えました。

　プーチンの父は「共産主義を信じ、それを日常生活に応用しようとしたモデル共産主義者」だった。

　彼の貢献のおかげで、彼はコア党員の秘書となり、共産主義コースを受講した後、工場に加わった。

　プーチンの父は無神論者でしたが、プーチンの母はロシア正教会（当時ソビエト政府によって抑圧されていた）を固

　く信じていました。

　プーチンの母親は家で宗教を実践していませんが、彼女はしばしば教会の活動に携わっています。

　彼女は子供の頃にプーチンにキリスト教について教えました、そしてプーチンの父は彼がそれについて知っていたけ

　れども、干渉しませんでした。

　1993年、プーチンの妻は自動車事故に巻き込まれ、火事で家が破壊された。

　この出来事により、プーチンは正教会のキリスト教徒になりました。

　イスラエルへの彼の訪問の前に、彼の母親は彼に十字架を与え、それを着るように彼に指示した。プーチンは後に、

　「彼女が言ったように、十字架を首にかけた。それ以来、二度とそれを外すことはなかった」と回想した。

　

　プーチンの好きなスポーツは柔道です。

　彼は14歳で武道を習得しました。

　当時、彼は伝統的なロシアのサンボの護身術を実践し、その後、ロシアのサンボに似た日本の柔道に切り替え、これ

　まで実践してきました

　プーチンはレニングラードの柔道大会のチャンピオンだった。

　プーチンは「ウラジーミル・プーチンと柔道を実践する」という本を共著し、英語訳は「柔道：歴史、理論、実践」（柔道

　：歴史、理論、実践）と呼ばれています。

　プーチンは柔道を実践した最初の全国的指導者ではないが、柔道における彼の業績は他の指導者に比類のないも

　のである。

　彼は現在6段の黒帯で、腰をスイープするのがとても上手です。

　プーチンは、柔道とサンボの「スポーツの達人」（ソビエトのスポーツタイトルの1つ）でもあります。

　さらに、プーチンはスキー、アイスホッケー、レースも好きで、1日約1,000メートル泳いでいます。

　歩くときの右腕の振りは左腕よりもかなり小さかったので、彼はかつてパーキンソン病の疑いがあったが、イギリスの科

　学者たちはそれが銃撃者の歩き方だと思った。

　プーチンは、タフな政治家として常に世界中の人々に人気があります。

　中国中央電視台の記者であるシュイ・ジュンイは、ソチ冬季オリンピックでのインタビューで、プーチンに引退後に映

　画を作るかどうか尋ねたが、プーチンは引退後にアイスホッケーをしたいと言って記者の質問を否定した。

　プーチンの回想

　プーチンは、父親の第二次世界大戦の妨害活動、レニングラード包囲戦、そして戦後の共同アパートでの生活に触れな



　がら、両親について話します。

　それは簡単なことではありません。お湯もバスルームも、臭いトイレも、絶え間ない喧噪もありません。

　プーチンは、階段の吹き抜けでネズミを棒で追いかけることに多くの時間を費やしています。

　私は母よりも父の家族のことをよく知っています。

　私の父の父はサンクトペテルブルクで生まれ、料理人として働いていました。

　彼らはごく普通の家族でした。

　結局のところ、料理人は料理人です。

　しかし、どうやら私の祖父は、第一次世界大戦後、レーニンとウリヤノフ一家全員が住んでいたモスクワ郊外のヒルズ

　地区で仕事を提供されたので、かなり料理が上手だったようです。

　レーニンが亡くなったとき、私の祖父はスターリンのダーチャの1つに移されました。

　彼はそこで長い間働いた。

　彼は粛清の犠牲者ではなかったのですか？

  いいえ、何らかの理由で彼らは彼をそうさせました。

　スターリンの周りで多くの時間を過ごした人はほとんど無傷でやって来ましたが、私の祖父はその一人でした。

　ちなみに、彼はスターリンより長生きし、その後の引退後、彼はイリンスコエのモスクワ市党委員会の療養所で料理人

　をしていました。

　あなたの両親はあなたの祖父について多くのことを話しましたか？

  昔は訪ねてきたので、イリンスコエ自身をはっきりと覚えています。

　私の祖父は彼の過去の人生についてかなり静かにしていました。

　私の両親も過去についてあまり話しませんでした。

　当時、人々は一般的にそうしませんでした。

　しかし、親戚が訪ねてくると、テーブルの周りで長いおしゃべりがあり、私はいくつかのひったくり、会話の断片を捕

　まえました。

　しかし、私の両親は私に自分自身について何も言わなかった。特に私の父。彼は沈黙の男だった。

  私の父は1911年にサンクトペテルブルクで生まれたことを知っています。第一次世界大戦が勃発した後、街での生活は

　大変でした。

　人々は飢えていました。

　家族全員が、トヴェリ州のポミノボ村にある祖母の家に引っ越しました。

　ちなみに、彼女の家は今日も立っています。家族のメンバーはまだそこで休暇を過ごしています。

　父が母に会ったのはポミノボでした。彼らが結婚したとき、彼らは両方とも17歳でした。

　なんで？彼らには理由がありましたか？

  いいえ、明らかにそうではありません。

　結婚する理由が必要ですか？主な理由は愛でした。

　そして、私の父はすぐに軍隊に向かった。

　たぶん彼らはそれぞれ何らかの保証を望んでいたのだろう……私にはわからない。

　Vera Dmitrievna Gurevich（ウラジーミルプチンの第193校の4年生から8年生までの学校教師）：

   Volodyaの両親は非常に困難な生活を送っていました。

　彼の母親が41歳で出産するのにどれほど勇気があったに違いないか想像できますか？ヴォロディアの父はかつて私に

　「私たちの息子の一人はあなたの年齢だっただろう」と言ったことがあります。

　戦争中にもう一人の子供を亡くしたに違いないと思いましたが、それについて尋ねるのは気が進まなかったのです。

  1932年、プーチンの両親はピーターに来ました。

　ピーターズバーグ]。彼らはペテルゴフの郊外に住んでいました。

　彼の母親は工場で働きに行き、彼の父親はほとんどすぐに軍隊に徴兵され、そこで潜水艦艦隊に仕えました。

　彼が戻ってから1年以内に、彼らには2人の息子がいました。1人は生後数ヶ月で亡くなりました。

　どうやら、戦争が勃発したとき、あなたのお父さんはすぐに前に出ました。

　彼は任期を終えたばかりの潜水艦でした。



  はい、彼はボランティアとして前に出ました。

　そして、あなたのママ？

  ママは断固としてどこにも行くことを拒否しました。

　彼女はペテルゴフに家にいた。

　そこに行くのが非常に困難になったとき、ピーターの彼女の兄弟は彼女を連れて行きました。

　彼はスモリヌイの艦隊の本部で仕える海軍士官でした。

　彼は彼女と赤ちゃんのために来て、銃撃と爆弾の下で彼らを連れ出しました。

　そして、あなたの祖父、料理人はどうですか？彼は彼らを助けるために何もしませんでしたか？

  いいえ。当時、人々は一般的に恩恵を求めていませんでした。

　とにかく、そのような状況では不可能だったと思います。

　私の祖父にはたくさんの子供がいて、彼の息子は全員前にいました。

　それで、あなたのお母さんとお兄さんは封鎖されていたペテルゴフから、同じく封鎖されていたレニングラードに連れ

　て行かれましたか？

  彼らは他にどこに行くことができますか？ママは、子供たちの命を救うために、レニングラードにある種の避難所が設

　置されていると言いました。

　私の次男がジフテリアで倒れて亡くなったのは、それらの子供たちの家の1つでした。

　彼女はどうやって生き残ったのですか？

  私の叔父は彼女を助けた。

　彼は自分の食料から彼女を養うでしょう。

　彼がしばらくどこかに転勤した時があり、彼女は飢餓の危機に瀕していた。

　これは誇張ではありません。

　母が空腹で気を失ったことがあります。

　人々は彼女が死んだと思って、彼らは彼女を死体と一緒に配置しました。

　幸いなことに、ママは時間内に目を覚まし、うめき声  を上げ始めました。

　奇跡によって、彼女は生きました。

　彼女はレニングラードの封鎖全体を通り抜けました。

　彼らは危険が去るまで彼女を連れ出しませんでした。

　そして、あなたのお父さんはどこにいましたか？

  私の父はずっと戦場にいました。

　彼はNKVDの解体大隊に配属されていた。

　これらの大隊は、ドイツ軍の背後で妨害活動に従事していました。

　私の父はそのような手術の1つに参加しました。

　彼のグループには28人がいました。

　彼らはキンギセップに落とされました。

　彼らはよく見て回り、森の中に位置を設定し、そして彼らが食糧を使い果たす前に何とか軍需品貯蔵所を爆破するこ

　とさえできました。

　彼らは何人かの地元住民、エストニア人に出くわしました。

　彼らは彼らに食べ物を持ってきましたが、後に彼らをドイツ人に譲りました。

  彼らは生き残るチャンスがほとんどありませんでした。

　ドイツ人は彼らを四方八方に囲みました、そして私の父を含むほんの数人がなんとか脱出することができました。

　その後、追跡が始まりました。

　部隊の残党は最前線に向かった。

　彼らは道に沿ってさらに数人を失い、別れることにしました。

　父は頭の上の沼に飛び込み、犬が通り過ぎるまで中空の葦を呼吸しました。

　それが彼が生き残った方法です。彼の部隊の28人の男性のうち4人だけが家に帰った。

　それから彼はあなたのお母さんを見つけましたか？彼らは再会しましたか？



　あの小さな土地に高すぎる値段を払ったと思いませんか？

  戦争ではいつも間違いが多いと思います。

　それは避けられないことです。

　しかし、あなたが戦っているとき、あなたの周りの誰もが常に間違いを犯していると考え続けるなら、あなたは決して

　勝つことはありません。

　あなたは実際的な態度をとらなければなりません。

　そして、あなたは勝利について考え続ける必要があります。

　そして彼らはその時勝利を考えていました。

  私の父は「ニッケル」で重傷を負いました。

　かつて彼と別の兵士は尋問中に話すかもしれない囚人を捕まえるように命じられました。

　彼らは狐穴まで這い上がり、突然ドイツ人が出てきたとき、ただ待っていた。

　ドイツ人は驚いた、そして彼らも驚いた。

　ドイツ人は最初に回復し、手榴弾をポケットから取り出し、父と他の兵士に投げつけ、静かに彼の道を進んだ。

　人生は本当にとても単純なことです。

　どうやってこれをすべて知っていますか？あなたはあなたの両親が彼ら自身について話すのが好きではなかったと言

　いました。

   これは私の父が私に言った話です。

　ドイツ人はおそらく彼がロシア人を殺したと確信していた。

　しかし、私の父は、彼の足が榴散弾で撃ち抜かれましたが、生き残りました。私たちの兵士は数時間後に彼をそこか

　ら引きずり出しました。

　最前線を越えて？

  ご想像の通り。最寄りの病院は市内にあり、そこにたどり着くために、彼らは彼をネバ全体に引きずり込まなければ

　なりませんでした。

  その領土のすべてのセンチメートルが撃たれていたので、誰もがこれが自殺になることを知っていました。

　もちろん、そのような命令を出した司令官はいなかったでしょう。

　そして、誰も志願していませんでした。

　私の父はすでに多くの血を失っていたので、彼らが彼をそこに残した場合、彼はすぐに死ぬことは明らかでした。

  偶然にも、故郷の古い隣人だった兵士が彼に出くわしました。

　何も言わずに、彼は状況を把握し、父を仰向けに持ち上げ、凍ったネヴァを越えて反対側に運びました。

　彼らは理想的な標的を作りましたが、それでも彼らは生き残りました。

　この隣人は私の父を病院に引きずり込み、さようならを言って、最前線に戻った。

　仲間は私の父に二度と会うことはないと言った。

　どうやら彼は「ニッケル」で生き残るとは信じていなかったし、私の父にもチャンスがあまりないと思っていた。

　彼は間違っていましたか？

  神に感謝します、彼はそうでした。

　私の父はなんとか生き残った。

　彼は病院で数ヶ月過ごした。

　母はそこで彼を見つけました。彼女は毎日彼に会いに来た。

  ママ自身は半分死んでいた。

　私の父は彼女の姿を見て、看護師からそれを隠して、彼女に彼自身の食べ物を与え始めました。

　確かに、彼らはすぐに追いつき、それを止めました。

　医者は彼が空腹で失神していることに気づきました。

　彼らがその理由を理解したとき、彼らは彼に厳しい講義をし、しばらくの間ママに彼に会わせませんでした。

　結果は、彼らが両方とも生き残ったということでした。

　私の父の怪我だけが彼に生涯の足を引きずりました。



　そして隣人？

   隣人も生き残った！封鎖後、彼は別の都市に引っ越した。

　彼と私の父は、20年後にレニングラードで偶然会ったことがあります。想像できますか？

　Vera Dmitrievna Gurevich：

  ヴォロディアの母親はとてもいい人でした。

　親切で、無私無欲で、善の魂でした。

　彼女はあまり教育を受けていない女性でした。

　彼女が5年生でも学校を卒業したかどうかはわかりません。

　彼女は一生懸命働いた。

　彼女は用務員であり、夜にパン屋で配達を受け、実験室で試験管を洗った。彼女はかつて店で警備員として働いていた

　と思います。

  Volodyaのパパは工場で工具製作者として働いていました。

　彼は準備ができて意欲的な労働者として非常に好かれ、高く評価されました。

　ちなみに、彼の片方の足は本当に不自由でしたが、長い間、彼は障害を収集しませんでした。

　彼は通常家で料理をする人でした。

　彼はかつて素晴らしいアスピックを作っていました。

　私たちは、プーチンが今日までアスピックであることを覚えています。

　彼のように誰もアスピックを作ることができなかった。

  戦後、父は復員し、イェゴロフ鉄道車両工場で熟練労働者として働きました。

　各地下鉄車両には、「これは、イェゴロフ鉄道車両工場で製造された車番号です」と書かれた小さなプラークがあり

　ます。

   工場は、町の中心部にあるバスコフレーンにある典型的なサンクトペテルブルクの建物にある共同アパートの部屋を

　 パパに与えました。

　中庭用のエアシャフトがあり、両親は5階に住んでいました。

　

　エレベーターはありませんでした。

  戦前、私の両親はペテルゴフに家の半分を持っていました。

　彼らは当時の生活水準を非常に誇りに思っていました。

　そこで、その階段の踊り場で、私は追い詰められ    たという言葉の意味での迅速で長続きするレッスンを受けました。

　正面玄関にはネズミの群れがいた。

　友達と私は棒で彼らを追いかけていました。

　巨大なネズミを見つけて、それを隅に追いやるまで廊下を追いかけました。走る場所がありませんでした。突然、それ

　はぶつかり、私に身を投げました。

　びっくりしておびえました。

　今、ネズミは私を追いかけていました。それは踊り場を横切って階段を降りた。幸いなことに、私は少し速く、ドアを

　閉めてドアを閉めることができました。

　Vera Dmitrievna Gurevich：

  実質的にキッチンはありませんでした。

　それは窓のない正方形の暗い廊下でした。

　ガスバーナーが片側に、シンクが反対側に立っていました。

　動き回る余地はありませんでした。

  このいわゆるキッチンの後ろには、3人家族の隣人が住んでいました。

　そして、中年夫婦である他の隣人が隣にいました。

　アパートは共同でした。

　そして、プーチンは1つの部屋に押し込まれました。

　当時の基準では、それは約20平方メートルの大きさだったので、まともでした。

  ユダヤ人の家族、つまり老夫婦とその娘のハバは、私たちの共同アパートに住んでいました。

　ハバは成長した女性でしたが、大人が言っていたように、彼女の人生はうまくいきませんでした。



　彼女は結婚したことがなく、両親と一緒に暮らしていました。

  彼女の父親は仕立て屋で、かなり年をとっているように見えましたが、ミシンで一日中縫い合わせていました。

　彼らは宗教的なユダヤ人でした。

　彼らは安息日に働きませんでした、そして、老人はタルムードを暗唱し、離れて溺れていました。

　かつて、私はもう我慢できず、彼が何を唱えているのか尋ねました。

　彼はタルムードについて説明しました、そして私はすぐに興味を失いました。

  共同アパートでよくあることですが、人々は時々衝突しました。

　私はいつも両親を守り、両親に代わって発言したいと思っていました。

　私は老夫婦ととても仲良くして、アパートの彼らの側でよく遊んだことをここで説明する必要があります。

　さて、ある日、両親と言葉を交わしていると、私は飛び込んできました。

　両親は激怒しました。

　彼らの反応は私にとって完全なショックでした。

　それは理解できませんでした。

　私は彼らのために固執していました、そして彼らは「あなた自身のビジネスを気に留めてください！」と反撃しま

　した。

　なんで？理解できませんでした。

　後で、両親が老夫婦との良好な関係、そして夫婦の私への愛情を、それらのささいな台所のスパッツよりもはるか

　に重要であると考えていることに気づきました。

　その事件の後、二度と台所の喧嘩に巻き込まれたことはありません。

　彼らが戦い始めるとすぐに、私は単に私たちの部屋に戻るか、古い人々の部屋に行きました。

　どちらでも構いませんでした。

   私たちのアパートには他にも年金受給者が住んでいましたが、彼らは長くはありませんでした。

　彼らは私のバプテスマにおいて役割を果たしました。

　ババ・アーニャは宗教家で、かつては教会に通っていました。

　私が生まれたとき、彼女と母は私にバプテスマを授けました。

　彼らはそれを彼の工場の店で党員であり党組織の秘書であった私の父から秘密にしておいた。

  何年も後の1993年、私がレニングラード市議会で働いていたとき、私は公式の代表団の一部としてイスラエルに行き

　ました。

　ママは私にバプテスマの十字架を与えて、それを主の墓で祝福してもらいました。

　彼女が言ったように私はそれから私の首の周りに十字架を付けました。

　それ以来、私はそれを外したことはありません。




