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氏名/性別/年齢/現住所 Ａｎａｔｏｌｙ Ｓｏｌｎｔｓｅｖ/男性/55歳/ヨーロッパ Russian
Federation Moscow Oblast

個人情報

Web面談ツール Skype ID:anatolysolntsev

E-mail umzarazuma@yandex.ru

住　所 １１５１１４ Moscow Oblast モスクワ・ダニロフスカヤ川岸通り２－２－２１

電話番号 ＋７９１６４３３３７５６

携　帯 ＋７４９６２４６１９１３６

国　籍 Russian Federation

母国語 ロシア語

自己PR

自己PR

歴代な日本とロシアの首脳関係の仕事。現在、自分なりの仮説（日本は文明の交差点である）

と言う学際研究を進めています。日本語、ロシア語、英語の３加国語の類義語、 同義語辞典準
備中、琉球アイヌの研究にも参加！ 
履歴 
1985-1988 　ソ連科学アカデミー言語学研究所言語比較研究質研究員 
1988-1996 　在日ソ連後ロシア総領事館副領事兼対分連大阪支局長　 
1996-1999 　TBWA/Partner広告代理店副社長、日本の博報堂との関係担当 
1999-2000 　私立モスクワ外大東洋学部長　 
2000-2005 モスクワ国立言語学総合大学通訳・翻訳学部教授、非営利団体『日本センター』所
長2003年から現在に至るまで独立日本センターの設立者・所長（唯一ロシア国内の組織） 
2006年から現在までモスクワ総合大学外国語地域交流学部教授代理 
2007年からモスクワ総合大学グロバル諸問題学部教授代理。 
2009年11月から２０１２年四月までロシア連邦参議院にあたる連邦会議アジア・太平洋担当議
員補佐。生憎、ロガチョウーフ元外務次官、連邦会議の代議士は2012年亡くなられました。 
論文とインタービュ　20以上科学論文、10ぐらいのテレビ番組作成・参加 
（2000年当時森総理の訪ロ直前一時間の生放送の日本紹介番組（1チャンネル） 
通訳の経験　同時通訳、ゴルバチョフ、プーティン、メドヴェデフ、クドリン、シェワルナゼ

、中曽根、竹下、鳩山首相と等の方々の通訳の豊富な経験、大分県元平松前知事にも何回か直

接会合別府市とソチ市の姉妹提携積み残し。一村一品運動の支持者 
専門的フォラム参加 
東北アジア・アカデミックーフォラム京都府主催、日本学者連盟幹部会員 
文献　ソ連東洋学者辞典（MilliBand）引用 
生甲斐　日露関係改善 
趣味　　作詞、チェス、登山、スキー、日本芸能、その料理、 
活動と実績 
日露関係フル・サイクル、言語療法、姉妹都市提携の仲人役（大阪府―沿海州、京都府―レニ
ングラード州等大分県とソ連の構成共和国連邦ロシアの間の橋渡し）、ゴルバチョフ来日記念

金メダル発想から立案までの担当、日本の発祥地と言われる淡路島五色町（日露友好の像）の

記念碑の立案から実現まで担当』、日本語でのロシア紹介雑誌の出版参加、両国総合商社同士

交流会(ルサル、セベルスターリ、丸紅、伊藤忠等)、弁理士、税理士、会計などの専門交流会
のオルガナイザー、通訳等。2006年から露大統領の支持での第一回投資フォラムを始め、様々
な方面の日露経済対話の促進に進微力ながら、精一杯頑張って、貢献』

希望条件

希望雇用形態 その他

希望職種

IT関連（オープン・WEB系） - プロジェクトマネージャー IT関連（汎用系） - プロジェクト
マネージャー IT関連（インフラ系） - プロジェクトマネージャー IT関連（組込み/制御系） - プ
ロジェクトマネージャー IT関連（その他） - プロジェクトマネージャー 電機（電気/電子/半
導体） - プロジェクト/プロダクトマネージャー 機械（自動車/プラント/精密機器） - プロジェ
クト/プロダクトマネージャー メディカル/医薬/バイオ/素材/食品 - 基礎研究/応用研究/分析 コ
ンサルティング - ビジネスコンサルティング コンサルティング - 人材紹介コンサルティング コ
ンサルティング - 人事コンサルティング コンサルティング - 経営・戦略コンサルティング コン
サルティング - マーケティング・PRコンサルティング コンサルティング - その他（専門コンサ
ルティング） 総務/人事/法務 - 人事(教育/トレーニング) 事務系 - 国際業務 事務系 - 貿易事務
営業 - 広告/メディア系営業 営業 - 海外担当営業 営業 - 渉外/代理店管理 営業 - 個人営業 マー



会社名： ロシア・日本交流センター（有限） Russian Federation

在籍期間： 2000年04月-2013年08月

ポジション/職位： 社長

職　種： エグゼクティブ/経営 - CEO/COO/CFO/CIO/CTO/経営幹部

業　種： その他コンサルティング

ケティング/PR - ビジネス開発/経営企画 マーケティング/PR - 企画/マーケティング マーケティ
ング/PR - 広告・宣伝/コミュニケーション/PR マーケティング/PR - イベント企画/運営 教育/
トレーニング/語学系 - 教師/講師/インストラクター 教育/トレーニング/語学系 - 学校/スクール
運営スタッフ 教育/トレーニング/語学系 - 通訳 教育/トレーニング/語学系 - 翻訳 教育/トレーニ
ング/語学系 - ローカリゼーション 教育/トレーニング/語学系 - その他 医療/福祉/介護 - 福祉/医
療事務 官公庁/団体 - 団体 その他の職種 - その他の職種

希望キャリアレベル エグゼクティブレベル マネージャーレベル

希望業種

通信・情報サービス関連

インターネット・プロバイダー関連

ビジネスコンサルティング

マーケットリサーチ・シンクタンク

その他金融

運輸・倉庫・物流

マスコミ・広告・出版・印刷・放送

教育・学校

人材紹介会社

希望勤務地 アジア・日本

希望年収 600万円 日本・円

勤務開始希望時期 2014-04

現在/最終の年収

現在/最終の年収 500万円日本・円

職務経歴

最終勤務先

職務経歴詳細：

2000年から2005年までモスクワ言語学大学（外大）教授　　現在、自分なりの仮説（日本は文
明の交差点である）と言う学際研究を進めています。日本語、ロシア語、英語の３加国語の類

義語、 同義語辞典準備中、琉球アイヌの研究にも参加！ 
履歴 
1985-1988 　ソ連科学アカデミー言語学研究所言語比較研究質研究員 
1988-1996 　在日ソ連後ロシア総領事館副領事兼対分連大阪支局長　 
1996-1999 　TBWA/Partner広告代理店副社長、日本の博報堂との関係担当 
1999-2000 　私立モスクワ外大東洋学部長　 
2000-2005 モスクワ国立言語学総合大学通訳・翻訳学部教授、非営利団体『日本センター』所
長2003年から現在に至るまで独立日本センターの設立者・所長（唯一ロシア国内の組織） 
2006年から現在までモスクワ総合大学外国語地域交流学部教授代理 
2007年からモスクワ総合大学グロバル諸問題学部教授代理。 
2009年11月から２０１２年四月までロシア連邦参議院にあたる連邦会議アジア・太平洋担当議
員補佐。生憎、ロガチョウーフ元外務次官、連邦会議の代議士は2012年亡くなられました。 

現在、ロシアの政治・汚職に不満あり、長女は既に米国の永住権を狙っている、長男はオスト

ラリアに移住前

学歴・語学力

最終学歴 大学院（博士）

学校名/学部名 モスクワ総合大学教授資格

卒業年月

学歴関連その他 東海大学にて一年近く研修

最高学歴

学校名/学部名



卒業年月

学歴関連その他

英語力 ネイティヴレベル

日本語力 流暢（日本語能力試験1級又はN1)

中国語力 なし

その他外国語 ロシア語 ネイティヴ

職務経験年数/管理経験

資　格

資　格

スキル

スキル WindowsXP 10年以上,Microsoft Word 10年以上,TCP/IP 10年以上
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