
スウェーデン ルンド大学 大学院 

① 高校の成績証明書（英語）の取得: 

スウェーデンの大学は、交換留学生

以外、高校の成績証明書の提出が必

要。（何故か合否を決定する４大要

因の一つが高校の成績。後の 3つは

動機書、推薦書、各英語試験のスコ

ア。） 

② TOEFL IBT 試験&そのスコア提出: 

目安は 90点-95点。（テスト日にチ

ャンス性あり。受験勉強からスコア

提出まで、半年程度必要。） 

③ 推薦書(英語)を準備: ゼミの担当

教官と、高校の先生に書いて頂きま

した。 

④ 動機書 (英語): 執筆に 3 ヶ月程か

かった。一番大変だった。 

⑤ 大学で履修した授業の単位換算書

の作成: 北大の単位と、スウェーデ

ンの単位 (ヨーロッパで使用され

ている ECTS という単位)を照合す

る作業をしなければならなかった。

特にゼミの単位換算の考え方と単

位割り出しに手間がかかった。もと

もと文書が存在しなかったので、手

作りで、北大の職員の皆さんの協力

が得られなければ（公式な文書にす

るために自分では完結できない作

業だったので。）、留学が出来ない可

能性もあり、これに関してはヒヤヒ

ヤすることばかりだった。（必要な

方は書類送ります。） 

⑥ 現地で利用出来る銀行口座の開設: 

色々比較した結果、新生銀行にした

が、今現在どの銀行がいいのかは、

各自確認が必要。 

学

中 

今現在、スウェーデン／ルンド市在住。 

2011年 9月に大学院プログラムを修了し、

就職活動中。 

目標は、ここスウェーデンで、日本人が日

本で得られる仕事と同程度の仕事に就く

こと。 (給与が日本と同程度で、且つその

社会の人から信頼される仕事等)。そして、

ヨーロッパ就職も視野にいれている皆さ

んの良き参考例になること。 

但し、現時点の所感は、私のように労働・

居住 VISA がある者以外、残念ながら現地

採用は 90%出来ない。スウェーデンで就労

を目標にしている方は、理系修士か、強い

コネ／推薦、若しくは、バレエや絵画など

アーティストととしてのスキルを持って

渡端することが必要。またはスウェーデン

人のパートナーがいる事。 

スウェーデン ルンド大学 大学院 

 
 

 

          
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

≪一週間のスケジュール≫ 

※既に大学院プログアムを修了しているので、下記は大学生活に慣れた 2 学期目(200９年 11

月)の、とある週のスケジュール。 

 月 火 水 木 金 土 日 

AM 水泳 

買い物 

授業 

テーマ： Routines 

and Materialities 

of Everyday Life 

 授業 

テーマ: ゼミ形式で

ディスカッション 

水泳 

図書館 

水泳 

勉強 

 

PM 予習 

 

 

授業 

テーマ: 同上 

 授業 

テーマ: Swedish Film 

図書館 公園等  

 
≪留学前後のスケジュール≫ 
 留学前 留 留学後 

•費用 ≫ 約250万円 
•レート≫ 1SEK=約12円 (100円=約8.5SEK) <2011年10月現在> 

お
金 

留学先：ルンド大学大学院 

期間： 2009 年 8 月〜現在。 

 動機 

"We've all got massive egos, my dear"-Freddie Mercury。 

(選考に通るために色々他にも理由は考えた。) 

ルンド大学大学院修士号見込 

経済学部 2006年卒 渋田麻衣子 
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スウェーデン ルンド大学 大学院 

るように見えた。実は、私に規則正しい人という印象づけようと、わざとそんな生活をしてい

るんじゃと疑った期間があった。結局それは私のシニカルな妄想だったのだろう。 

 すごいのはここからで、彼みたいな一日 8時間労働制度生活をすると、１日 8時間の余剰時

間が出来ることになる。彼の場合、それが特技を磨く時間に還元されていたという事だ。彼は

その時間で、さっさとコンピューターサーバーを自作して、友人と思い出をシェアするホーム

ページを作成した。一日に 10個くらい新しい漢字も覚えていた。彼は日本語を 1年間だけ勉強

したそうだが、日常会話は日本語でも大体大丈夫で、スウェーデン語能力がなかなか上達しな

い私は腑に落ちなかった。３年前に独学で始めたピアノは、すごく上手い。それから、ジョギ

ングの成果を試すべく、この間などはフルマラソンに参加していた。何もかもが普通なのに、

出来ることがすごく多い、私はそれが羨ましくて、そして「普通で、すごい」といつも思って

いたのだった。 

 

 ややありきたりなまとめをするが、私は、そう、それがすごいことだと思うのだ。彼のよう

な普通の生活の実践は、実は難しいことなのだ。ややありきたりというのは、 ヨーロッパ人は

ゆとりある生活を送っているはずだというステレオタイプに沿っているような意見を書くとい

う点だ。毎日寝る時間を削って頑張っている日本のサラリーマン／サラリーウーマンは、こん

なことを言うかもしれない。「そんなにのんびりした生活は、いつか立ち行かなくなるはずだ。

日本は世界第三位の経済大国で、けど、後ろには韓国や台湾なんかが迫ってきている。南米だ

ってすごい。だから後手になることなんかいとも簡単だ。日本人は日本の名誉と誇りをかけて、

そんな事は阻止しなければならない。そんな生活をして危機感を感じないスウェーデンは、寝

ぼけているとしか言えない」。もちろん、彼のような生活している人ばかりがいるわけではない。

そんな生活をしている人が、「他の国より多めのようだ」という事しか言えないし、私だってた

まにスウェーデンってこれで大丈夫なのかなと、ふっと思う事もある。ただ、私が言いたいの

は、彼のような普通の生活を実践するには、日々どうすればがんばりすぎない普通の生活がで

きるのかを、がんばって真剣に考えないと出来ないはずで、その点が、私がすごいと思わずに

はいられないことなのである。スウェーデン人は、家庭で、地域で、国で、がんばりすぎない

にはどうすれば良いのか、かなり頑張って考えている人たちなのだと思う。 

 
3. 普通な物 

 次は「物 (と、それを支える法律)」。 

例えばスーパーマーケットで。スウェーデンで物を売る人たちは「キログラム／リットルあた

り税込みでいくらか」を表記する義務が課せられている i。お肉も、お魚も、お米も、パンも、

更には、チョコレートや、アイスクリーム、缶詰、お酒にも、売値の下側に、その商品のキロ

グラム／リットルあたりの価格が書いてある。日々スーパーを利用している内に、頻繁に購入

する品の単位価格の高値安値が自然と身に付いてくる。そしてこの表記のおかげで「実は肉よ

りこの野菜の方が、これだけ高い／安い」とか、「このクッキーは、中身がエアリーで袋は大き

スウェーデン ルンド大学 大学院 

■何かと「普通」な国=スウェーデン 

1. イントロ 

 スウェーデン人やスウェーデン社会に固有の道徳観念や倫理観、スウェーデンでの日常生活

の端々で感じる感覚や見受ける光景、そして実際のスウェーデンの社会制度には、「普通」であ

ることが多い、と思う。 

 例えば、「人」。スウェーデン人は普通だという印象をいつも私に受けさせる。過去数年間ス

ウェーデン人と接してきて、「この人、すごい！」とか、「ストイックな人だ！」とか「こんな

に頑張っているなんて信じられない！」という印象を受けた事が少ない。その替わりに頻繁に

思うのは、「この人って、普通だな」ということ。 

 そして「物」。これも普通。スウェーデンには「なんて緻密な商品だ！」とか、「変っている

なあ」とか、「これは日本に絶対ない！」と思わせてくれる物が少ない。そしてその変わりに、

「確かに普通に考えるとこうなる。そう、この商品は普通だ」と思うのだ。これは何も、私が

人や物全般に対すて関心が薄いからそう感じるのでも、何かに気付く力が鈍感だと言うのでも

ないように思う。実際のところ、私は「この人／物は、普通で….それって、すごい！」と感じ

るのである。「普通」の表現の仕方は他にも色々あるだろう。平凡、大概、平均的、そしてノー

マルや、レギュラー。それにプラスして「すごい」がつくスウェーデン。その視点をいくつか

ご紹介したい。 

 もちろん、「普通」であるとの感じ方は人によって異なるので、あくまで私が「普通」と思う

事を、今後「普通」と述べることに、ご留意願いたい。私をご存知の方はそれを参考に、そう

でない方は… 例えば 20代後半、日本人、北海道人、両親は団塊世代、女性、大学時代の専攻

は経済学、院時代の専攻は、社会／都市人類学系、旅行好き ... そんな感じの人物が著者であ

ることを念頭において、これから先を読み進めて頂きたい。 

 

 では、普通ですごいって何だろう？ 

 

2. 普通の人 

 以前に、半年間ほど部屋を間借りさせてもらっていたスウェーデン人は、普通の人だった。

そして、すごかった。彼は毎朝 7：２０に家を出て、１７：００過ぎに帰って来た。彼は、中

小企業のソフトウエアエンジニアだ。月 3回程自宅勤務をして、週に２度か 3度、会社帰りに

ランニングをした。月に 3回程飲みに出かけて、土日は頻繁に、実家のあるベクショーに 2時

間かけて帰っていた。朝ご飯と昼ご飯は会社のカフェテリアで食べるらしく、帰宅後は、すぐ

に、おやつ替わりのバターとハムを一枚乗せた小さな食パン４枚と、牛乳を飲んでいた。夜ご

飯は、夜の 9時くらいにミートソーススパゲッティか、ミートボール&ご飯か、ゆでた芋とソー

セージと、オレンジジュースか牛乳を飲んでいた。(彼の身長は 2mくらいあったので、もりも

り食べる。ミートソースとミートボールは２ヶ月に一度くらいに、大量に作って冷凍していた。) 

私の知る限りそれ以外の生活のバラエティは殆どないのだ。彼は、普通過ぎる生活を送ってい
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ーズアイテム／骨董品、そしてキャンプ場ビジネスがある。キャンプ場ビジネスが特にフィー

チャーされている理由はよく分からないが、グローサリーがここの大半を占めてくるという点

で、もっとも一般的なVATであると言える。VAT無しには、医療ケアや、社会福祉関係に掛かる

サービスの費用、歯の治療、大人のための学校の受講費等がある。これにVATが課せられない理

由は、想像しやすいだろう。25%は、基本的にはその他で、大丸や三越で買えそうな物は大体

25%だ。更にタバコとアルコールは例外が適用されて、VATに加え、タバコ税とアルコール税が

掛けられる ii。タバコなら銘柄次第、アルコールならアルコール度数によって課税率が異なる

が、例えばマルボロだと元値 14 krが 350%高い 50 krになり、デイリーワインだと、元値が 40 kr

が 70 krくらいになる。そんな感じだ。ワインは、元が安いのでそれほど高いようには見えな

いが、それでも税率 180％と言われると、買い渋りたくなるだろう。最近ではファーストフー

ドやポテトチップス等、「からだに悪そう」な食べ物にも特別な税を課せようという動きがある

らしい。いったいどうやって「からだに悪い」食べ物を定義するのかは謎だが、5 年後あたり

実現していそうな気がしてしまうのも、スウェーデンである。 

 
 さて、スウェーデンの「物」事情を要約しよう。スウェーデン社会では、プチ浪費生活や、

無駄な物を買う生活、不健康そうな物を買う生活を続けていくと、金銭的に割に合わない感覚

が増大していく制度に沿っていると言える。やや、過度に操作的なやり方をしているように感

じられるが、経済 ／家計 的な側面、心

と体の健康の側面、両方の安定した生活

や社会を維持しようと思うと、「普通」

に考えた結果の法律でやっているのか

な、と思えている。私も、少し前までスウ

ェーデンの財の配分 (allocation)に関す

る制度は、行き過ぎていると感じていた。

だが最近は、それも持続可能な社会作りに

貢献してるのかな、と思うようになった。

そして、Indication ActやVAT等、これら

「普通」の制度を寛容し、実現しているの

は、やっぱりすごいのではと思う iii。（こ

の一側面は、「ヨーロッパ人の生活は、意

外と質素」というステレオタイプの説明に

もなるかもしれない。） 

 

 

 

 

小休止:  

スウェーデンっぽいこと①森にキノコを採りに行く 

（写真 2） 

写真は杏茸。ヨーロッパ人が大好きなキノコです。 

林檎も採る。（だけど写真は貰い物…） 

スウェーデン ルンド大学 大学院 

いけど、kgあたりは実は高いよ？」等が分かって買い物上手な気分になる。実際、これはPrice 

Indication Act という法律で定められているのだが、消費者の知りたい普通の事を、実現して

くれていることはありがたいと考える（詳しくは、Price Indication Act Swedenで、検索）。 

 

レシートにも、kgあたりの価格が表示されています 

 

(写真 1)例えば「Färskpotatis 1.056 kg × 4.90 SEK/kg」という表示は、キログラムあたり

4.9kr (約 58円, 2011年 11月現在)の新じゃがを、1.56 キログラム買ったという事。 

 ちなみに、Mjölk(牛乳) 1.5Lが 12.2 kr （約 144円）と書いてある。私はいつも安いなあと

思って購入している。スコーネ県（スウェーデンの南部地方）の住民は、乳製品をスウェーデ

ン人の平均よりもだいぶ多く摂取しているとの事。安いからかな？ 

 

 ついでにもう一つ、普通な気配り税、VATについて。これは欧米諸国で導入されている付加価

値税の事だが、スウェーデンのこのVAT (正確なスウェーデン語は、MOMS)も気配りが普通です

ごい。最近は、日本の消費税の値上げ論議に関連して、この税についてご存知の方も多いかも

しれない。スウェーデンのVATをごく簡単に分類すると、6%, 12%, 25%、そしてVAT無しがある。

6%のVATが課せられる物には、新聞、経済雑誌、教育的にいい感じの本や、公共交通機関、美術

館／博物館、文化的なイベントのチケット等がある。つまり、教養が積めそうなものには 6%と

低いVATが課せられ、皆がアクセスし易いようになっている。12%は、グローサリーやコレクタ
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に広がる行動規範である。1933年に小説家 Aksel Sandemoseの小説で始めて明文化されたとの

事。外国人は、「スウェーデン人は謙虚である」とか、「スウェーデン人は、コンセンサスを重

視するのが良い」とか「聞き上手だ」、「チームプレイヤーだ」と言ったりする。反対に、「議論

の際に、おとなしすぎて何を考えているのか分からず、イライラする」、「デートなんかで、男

のくせに先導してくれなくて困る」、更には「偽善者だ」と言う人もいる。私はこれらの事象が、

ヤンテの法則に乗っ取っている故では思っている。 (例えば、ある議論が、あるスウェーデン

人にとって同意できない状況である場合、その人はおとなしくなる傾向がある。ヤンテの法則

に乗っ取ると、強い自己主張をすることはあまり歓迎されないのだ。だから私は、経験上、ス

ウェーデン人がおとなしくなったら、答えはノーか、と推測する。そして別のアプローチをす

る。但し、その議論が、そのスウェーデン人も同意出来ることである場合、その人は、とても

積極的に、意見をいかにも客観的に述べて（なるべく一人称は排除したがる）、その主張をサポ

ートしてくれる気がする。) 

 

 このヤンテの法則の良し悪しは分からない。ただ私はこの法則の存在を日々ひしひしと感じ

て生活しているとだけ述べておこう。さっそく、以下ヤンテラーゲン 10箇条をご覧下さい。(こ

この出典も Wikipediaで検索！) 

 

1. Don't think you're anything special. 

2. Don't think you're as good as us. 

3. Don't think you're smarter 

than us. 

4. Don't convince yourself 

that you're better than us. 

5. Don't think you know more than 

us. 

6. Don't think you are more 

important than us. 

7. Don't think you are good at 

anything. 

8. Don't laugh at us. 

9. Don't think anyone cares about 

you. 

10. Don't think you can teach us 

anything. 

 

 うーん…..効果絶大！ 

小休止: 

スウェーデンっぽいこと② 

流木で城を建てようとする。 

(写真 3) 城の名前は、Nimis (http://www.vilks.net/) 

作者は、Lars Vilks 氏（アーティスト） 

スウェーデン ルンド大学 大学院 

4. スウェーデン人の「普通さ」を反映する価値観： 

 最後に、スウェーデン人とスウェーデン社会を理解するのに、キーワードになりそうな事柄

を少し紹介したい。ここにも「普通」感が溢れている。 

 

① Lagom (ラーゴム)というスタンス： 

 スウェーデン人は、「ラーゴムでね」と良く言う。彼らはラーゴムであることを守るため、多

大な思考労働をする。「ラーゴム」とは何か： 

 

“The Lexin Swedish-English dictionary defines lagom as 
"enough, sufficient, adequate, just right." 

 
Lagom is also widely translated as 

"in moderation”, "in balance", "optimal" and "suitable" (in matter of amounts). 
 

Whereas words like "sufficient" and "average" suggest 
some degree of abstinence, scarcity, or failure, 

lagom carries the connotation of appropriateness, although not necessarily perfection. 
 

The archetypical Swedish proverb "Lagom är bäst" literally "The right amount is best", 
is translated as "Enough is as good as a feast" in the Lexin dictionary. That same proverb is 
translated as "There is virtue in moderation" in Prismas Stora Engelska Ordbok (1995)”. 

(参照: Lagom をWikipedia で検索！) 

 (ちなみに、こちら大学の先生達は、Wikipedia を多様します。賛成しがたいと言いつつ。…

今回は、まあ、いいか…。多分害は無いと思います。)  

 

 つまりラーゴムとは「ほどほどな事」を指し、スウェーデン人にとって、私たち日本人が思

う以上に重要なことらしい。日本で、「ほどほどにやろう！」を合い言葉にしたら、誰かにビン

タさせられそうだ。そんな甘ったれた事言ってないで、もっとやれー！と思う事も多々ある。

けど、私は、このような価値観を共有しているスウェーデン社会が、羨ましいと思っている。

様々なチームワークを進めて行く上で、このラーゴムは素晴らしい威力を発揮するのも事実だ

からだ。自分の主張と相手の主張の違いに上手く折り合いをつけて、場の空気を読み、皆が納

得する妥協案を提出することの上手さには、私はいつも感心させられている。決してクオリテ

ィーが落ちる訳ではない（多分）。妥協をこれほど良しとする国は他にあるだろうかと思う。 

 

② Jantelagen (ヤンテヤーゲン/ヤンテの法則): 

 これは、スウェーデン人／北欧人の言動の端々でちょくちょく存在感を発揮する、北欧社会
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毎月の支出のグラフ／大人二人 (SEK版) 

 

(グラフ 1) スウェーデン生活の家計簿 (SEKバージョン)。「支出合計」の以下 4項目は、その

内訳です。 

 

毎月の支出のグラフ／大人二人 (日本円 版) 

 

(グラフ 2) スウェーデン生活の家計簿 (日本円換算バージョン) ※為替は月平均を当ててい

ます。この一年で為替が激動していたので、グラフの動きをみるには、SEK 版が良いですが、

スウェデッシュ・クローナと言われても、ピンとこないかもしれないので、念のため掲載しま

す。 

 

ここ 10年間の日本経済・社会の論点には、「持続可能な成長」であるとか、「自然環境の保護」、

スウェーデン ルンド大学 大学院 

（だいぶ意地悪！？） 

 

 スウェーデン人は日本人と同様に「和を尊ぶ」ことをすることを感じ取って頂けただろうか。

そういうことで、結構日本人とは気が合うように思っている。以前、天皇陛下がスウェーデン

にお越しになった際には、スウェーデン人はヨーロッパの日本人とお話をされたそうな (噂デ

ス)。南欧やアメリカが「粒違い」揃いの個性なら、スウェーデンは「粒揃い」な個性が揃って

いる感じ。ところで、このヤンテの法則、日本の「出る杭は打たれる」というコンセプトにも

似ているかもしれない。ただ、日本の儒教的な教えから来る、年齢重要視の性質はなく、若い

者は、出る杭にならない方がいいということでは、あまりない。重要なのは、思い上がった態

度を取らない事であり、もし何かを主張して、他から同意が得られるのであれば、良いのであ

る。残念ながら自分の主張が、あまり受け入れられない感じであれば、主張し続けるのではな

く、口をつぐむのがベストというのが、スウェーデン流のような気がする。 

③ 郷に従った生活をした結果 (渋田編)。 

 さて、日本には「郷に入っては郷に従え」という素晴らしい教えがある。その教えに従い、

私はこの 2年間そこらのスウェーデン人達以上に、スウェーデンらしい生活様式を実践してき

た。理由もなく、長時間、森を散歩したし、日焼けを気にせず何時間も日光浴もした（来年か

ら控えようとはおもっている）。まだ家に帰れそうもないのに、無理に 17時に上がったりもし

たし、基本的には家に仕事（勉強）は持ち帰らないようにした。芋の皮を 30個剥いたり、米を

おかずにパンを食べたりもした。 

 その結果、棚ぼたがあったのだ。お金を使わなくなったのでアール。以下は、私と相棒の去

年の 10月からこれまでの、毎月の支出のグラフである。自尊もかねて惜しげなく公開。大人二

人が毎月平均 1万クローナ弱 (約 13万円)で暮らしているのは、日本ではありえないのではな

かろうか 。しかも度重なる引っ越しに伴って最新のテレビも買ったし、ベッドもソファも本棚

も買った。夏、寒いスウェーデンの夏から 2週間くらい海外逃亡もした。毎週 1回は、腹ぺこ

な相棒の友人を集めて、ご飯だって食べさせてやっている。私は、日々美味しいお酒を飲むの

も大好きだ。それらの費用も全て含まれている。それにも関わらず、この低出費具合。ラーゴ

ム、そしてヤンテの法則、恐るべし iv。 
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これまで一体何をしてきたのかとどなりたくなる。どなたかに早急な対処をお願いしたい。 

3) スウェーデン人は宣伝上手。スウェーデンは人口 900万人の小国であり、自分達からメディ

アに情報を発信していかないと、世界の色々な方面から注目されない国だ。逆にいえば、社

会問題もあまり取り沙汰されないので、自分たちから都合のいい事だけを発信していけば、

それがそのままスウェーデンのイメージとして世界の人々に定着する。毎日、移民問題や、

スウェーデン企業が海外の企業にぞくぞく買収される報道はされているが、海外の人の耳に

はあまり届かないでいる。スウェーデンの巨大企業、ソニーエリクソンが、超巨大企業ソニ

ーに完全子会社化されたところで、どれだけの人が注目するだろう。それを逆手に、彼らは

どんどん自分たちを過大評価しているように思う。まあ、おめでたいといえばおめでたい話

なのだが、腹立たしいことも多々ある。例えば、こういうプレゼンをすれば(Look up the 

link)→

<http://www.sweden.se/eng/Home/Work/Labor-market/Reading/3-good-reasons-to-work-i

n-Sweden/>、実際にはこういう問題もある(Look up the link) → 

<http://www.thelocal.se/37202/20111107＞。けど後者の問題は、海外メディアはあまり興

味を持たないだろうと思う。こういうプレゼンもある。Invest Sweden(スウェーデン大使館

投資部)のウェブサイトから抜粋する。皆さんはどう感じられるだろうか。“スウェーデン国

際競争力ランキングで３位に” 

<http://www.investsweden.se/Japan/News--Services/1/25/>“スウェーデンの評判、国家

ブランド調査で１位に” <http://www.investsweden.se/Japan/News--Services/1/131/> )。 
 

  

スウェーデン ルンド大学 大学院 

「経済格差の是正」とかが、含まれていたと思う。社会には、世界には、もっともっと緊迫し

た論点が沢山あり、スウェーデンでは他の事柄にどう対処しているのかというのは、また大切

な別話である。ひとまずこの３点だけを見た場合、スウェーデンは、タイトル通りの結果に必

然的に近づく、という社会体制をうまく敷いていると言えるのではないかと思う v。(完) 

 

5. いいことばかりじゃないよ、スウェーデン 

 さて、私が思う「スウェーデン人 ／物事」 のダメな所」も書いておかなければならないだ

ろう。スウェーデンに好意的な事ばかり書いたが、どれもこれもスウェーデンが良いなんて事

があるはずない。日本人なのに、スウェーデンの事ばかりイイこと言うのはおかしいと言われ

ても悲しい。私は日本の文化が好きで、そしてスウェーデンに住む日本人として、どう良きア

イデンティティを確立していけば良いか一日の時間を少なからず割いてだっている。スウェー

デンも、日本から日本人から学べる物が沢山あるはずだ。 以下、私が思うそれを紹介したい。

日本再発見をかねて、ご覧下さい。 

 

1)スウェーデン人は〆切感覚があいまい。大学の課題の〆切も、あいまいだった。「〆切は、

○月×日だよ。」と言われて、その日にメールを送ると、「休暇につき、(○＋１)月×日まで、

メール見れません。」と自動返信が来たりする。それも一度や二度じゃない。アパートの管

理会社に、「水道直して」と連絡すると、「来ます」と言った日の２日後くらいに来たりする。

忘れた頃に、部屋の合鍵で工事の人が家に入ってきて、驚いた事がある。実際、そのせいで

大変な問題が起こるわけではないし、皆が皆〆切を守る感覚が低いので、誰かが時間通りに

来なかったりしても、「まあ、そんな事もあるよね」という雰囲気になって事は終了するの

だが。これは… 直さなければダメな気がする。例えば大きなプロジェクトで、大きな組織

で、一人一人が時間をちょっとずつ遅らせると、どうなるだろう。プロジェクトは破綻する

かもしれないし、組織は大きな損害を出すかもしれない。だけど、皆失敗の理由がまさか、

皆の遅刻が原因だなんて思わないのではないだろうか。こんなアホらしい自体になりかねな

い。 

2)スウェーデンの食事は、美味しくない。北欧諸国ならびに、北側に位置するヨーロッパ諸国

に共通して言えることだと思う。「なんでこうなるの？」と思うくらい、食文化が貧しい。

これも主観的な話だろうと思われるかもしれないし、ホントに彼らが日々食べている物に接

したことが無いんじゃない？とも問われそうだ。米不足の時に、タイ米を輸入した日本人が、

その食べ方も知らずに、美味しくないと一括したのと同じではと思う人もいるかもしれない。

けど、そんな事ではない！スウェーデン人は毎日、朝ご飯には、パンとハムとチーズ、昼ご

飯には、パンとハムとチーズと葉っぱ、おやつには、林檎かたいして美味しくもないダニッ

シュ系ペーストリーを食べる。夜ご飯は、パンと焼いたハムと葉っぱと芋、みたいな生活を

している。盛り付けもなんだか雑。どうして、こんなに「美味しい食」を追求することをし

ないのか。それが、私には理解できない。スカンジナビア半島に文明が栄えてからうん千年、

336



スウェーデン ルンド大学 大学院 

これまで一体何をしてきたのかとどなりたくなる。どなたかに早急な対処をお願いしたい。 

3) スウェーデン人は宣伝上手。スウェーデンは人口 900万人の小国であり、自分達からメディ

アに情報を発信していかないと、世界の色々な方面から注目されない国だ。逆にいえば、社

会問題もあまり取り沙汰されないので、自分たちから都合のいい事だけを発信していけば、

それがそのままスウェーデンのイメージとして世界の人々に定着する。毎日、移民問題や、

スウェーデン企業が海外の企業にぞくぞく買収される報道はされているが、海外の人の耳に

はあまり届かないでいる。スウェーデンの巨大企業、ソニーエリクソンが、超巨大企業ソニ

ーに完全子会社化されたところで、どれだけの人が注目するだろう。それを逆手に、彼らは

どんどん自分たちを過大評価しているように思う。まあ、おめでたいといえばおめでたい話

なのだが、腹立たしいことも多々ある。例えば、こういうプレゼンをすれば(Look up the 

link)→

<http://www.sweden.se/eng/Home/Work/Labor-market/Reading/3-good-reasons-to-work-i

n-Sweden/>、実際にはこういう問題もある(Look up the link) → 

<http://www.thelocal.se/37202/20111107＞。けど後者の問題は、海外メディアはあまり興

味を持たないだろうと思う。こういうプレゼンもある。Invest Sweden(スウェーデン大使館

投資部)のウェブサイトから抜粋する。皆さんはどう感じられるだろうか。“スウェーデン国

際競争力ランキングで３位に” 

<http://www.investsweden.se/Japan/News--Services/1/25/>“スウェーデンの評判、国家

ブランド調査で１位に” <http://www.investsweden.se/Japan/News--Services/1/131/> )。 
 

  

スウェーデン ルンド大学 大学院 

「経済格差の是正」とかが、含まれていたと思う。社会には、世界には、もっともっと緊迫し

た論点が沢山あり、スウェーデンでは他の事柄にどう対処しているのかというのは、また大切

な別話である。ひとまずこの３点だけを見た場合、スウェーデンは、タイトル通りの結果に必

然的に近づく、という社会体制をうまく敷いていると言えるのではないかと思う v。(完) 

 

5. いいことばかりじゃないよ、スウェーデン 

 さて、私が思う「スウェーデン人 ／物事」 のダメな所」も書いておかなければならないだ

ろう。スウェーデンに好意的な事ばかり書いたが、どれもこれもスウェーデンが良いなんて事

があるはずない。日本人なのに、スウェーデンの事ばかりイイこと言うのはおかしいと言われ

ても悲しい。私は日本の文化が好きで、そしてスウェーデンに住む日本人として、どう良きア

イデンティティを確立していけば良いか一日の時間を少なからず割いてだっている。スウェー

デンも、日本から日本人から学べる物が沢山あるはずだ。 以下、私が思うそれを紹介したい。

日本再発見をかねて、ご覧下さい。 

 

1)スウェーデン人は〆切感覚があいまい。大学の課題の〆切も、あいまいだった。「〆切は、

○月×日だよ。」と言われて、その日にメールを送ると、「休暇につき、(○＋１)月×日まで、

メール見れません。」と自動返信が来たりする。それも一度や二度じゃない。アパートの管

理会社に、「水道直して」と連絡すると、「来ます」と言った日の２日後くらいに来たりする。

忘れた頃に、部屋の合鍵で工事の人が家に入ってきて、驚いた事がある。実際、そのせいで

大変な問題が起こるわけではないし、皆が皆〆切を守る感覚が低いので、誰かが時間通りに

来なかったりしても、「まあ、そんな事もあるよね」という雰囲気になって事は終了するの

だが。これは… 直さなければダメな気がする。例えば大きなプロジェクトで、大きな組織

で、一人一人が時間をちょっとずつ遅らせると、どうなるだろう。プロジェクトは破綻する

かもしれないし、組織は大きな損害を出すかもしれない。だけど、皆失敗の理由がまさか、

皆の遅刻が原因だなんて思わないのではないだろうか。こんなアホらしい自体になりかねな

い。 

2)スウェーデンの食事は、美味しくない。北欧諸国ならびに、北側に位置するヨーロッパ諸国

に共通して言えることだと思う。「なんでこうなるの？」と思うくらい、食文化が貧しい。

これも主観的な話だろうと思われるかもしれないし、ホントに彼らが日々食べている物に接

したことが無いんじゃない？とも問われそうだ。米不足の時に、タイ米を輸入した日本人が、

その食べ方も知らずに、美味しくないと一括したのと同じではと思う人もいるかもしれない。

けど、そんな事ではない！スウェーデン人は毎日、朝ご飯には、パンとハムとチーズ、昼ご

飯には、パンとハムとチーズと葉っぱ、おやつには、林檎かたいして美味しくもないダニッ

シュ系ペーストリーを食べる。夜ご飯は、パンと焼いたハムと葉っぱと芋、みたいな生活を

している。盛り付けもなんだか雑。どうして、こんなに「美味しい食」を追求することをし

ないのか。それが、私には理解できない。スカンジナビア半島に文明が栄えてからうん千年、

337

欧
州



スウェーデン ルンド大学 大学院 

 

よく見るサイトは、The Local.se <http://www.thelocal.se/>で、英語で書かれてあるスウ

ェーデンのオンライン新聞です。(The localには、フランス、ドイツ、スイス、ノルウェー

版もあり。) 掲示板も、良く利用していますが、スウェーデン講座の履修の仕方や、観光に

関する Tips、移民ならではの問題も、現地在住外国人同士で情報交換できるので、重宝して

います。(英語) 

 

経済学部は必見、そうで無い方もスウェーデンを良く知れる一つの視点になると思います。

JETRO ウェブサイトのスウェーデンのページ http://www.jetro.go.jp/world/europe/se/ 

(日本語) 

 

こ れ も 経 済 学部 生 は必 見 。 ス ウ ェ ー デ ン 大 使 館 投 資 部 の ウ ェ ブ サ イ ト

http://www.investsweden.se/Japan/ (日本語) 

 

                                                
i 物にもよりますが。もちろんルイヴィトンのバッグに、Kg あたりいくらという表記はありません。詳しくは、

Price Indication Act で検索。 
ii タバコ税とアルコール税: 詳細は、Swedish Tax Agency の Taxes in Sweden 2010. A summary of the Tax 
Statistical Yearbook of Sweden の pp.19-20 をご参照下さい。

<http://www.skatteverket.se/privat/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/104.4.39f16f103821c58f68000719
3.html> 
iii スウェーデンに興味のある方は、税制度や税金の使われ方の論文や書籍を、出来るだけ沢山調べて欲しいと

思います。スウェーデンの税制は、所得から 6 割以上のお金が何らかの税金で取られる仕組みになっています

が、その分、医療費が安く、教育費もかからない、そして何か生活に困った時には各種Compensation が豊富

な社会体制を敷いています。ただ、富の配分が巧みと思う反面、日本よりも急勾配な累進課税制度になってい

て、当然お金持ちからの不満が出がちです。お金持ちは、海外に逃亡したりします。スウェーデンの税制研究

面白いと思います。 
iv スウェーデンのもっと全体的なお財布事情を知るには、スウェーデン統計局のウェブサイトで勉強して下さ

い。「salary」や「saving」、「living cost」等でデータベースや、資料を検索すると何か出てきます。たまにス

ウェーデン語の資料になりますが、書いてある内容は察する事ができるでしょう。 <http://www.scb.se> 
v もっとちゃんとした理由を色々書きたいのですが、スペースが無いので、割愛します…。 

スウェーデン ルンド大学 大学院 

《留学アンケート》 

① おすすめ（ガイドブックにないスポット、観光地、店、お気に入りの場所、食事 etc） 

1. ルイジアナ美術館 <http://www.louisiana.dk/dk>: ルンドから、フェリーと電車を乗り

継ぎ訳 1 時間半。デンマークの Humlebæk という街にある美術館。大げさでなく、人生で訪

れた全ての美術館の中で、素晴らしさナンバー1！大好きな場所です。 

2. Skanör と Falsterboのビーチ: ルンドから電車とバスを乗り継ぎ1時間程の街にあるビ

ーチです (Coordinates: 55°24′N 12°51′E)。透き通った淡いブルーと真っ白な砂のビ

ーチ。（たまに砂の中から琥珀も出るそうです）。周囲に川がいくつかあるようで、海水は淡

水と混ざって塩分濃度が低く、泳いだ後もべたつかない水質の良いビーチ。一部がヌーディ

ストビーチになっているので、ヌーディスト鑑賞も面白いです (但し、ご年配多し！) 

3. スウェーデンに美味しいレストランはありません。 

4. しかし、スウェーデンには美味しいお酒やビールが沢山ある。国営の酒屋である

Systembolaget は、こんなにも良いお酒のセレクションをもつとは！と印象付けさせる、世

界にも類を見ないお店だ。そこでしかお酒が替えないという点でスウェーデン人的には賛否

両論の様だが、私は好き。 

② マナーやタブー 

スウェーデン人の間での、意外なタブーとしては、”太りネタ“がある。陰ではこそっと言

いつつも、太っている人や太った人に対して、「ちょっと太ったんじゃない？」とか「太り

過ぎです」というのは、絶対にタブー。もしかすると、泣いたり、憤る人（言われた本人や、

周囲で聞いている人含む）がいるかも。(と、思う程センシティブなトピックということ。) 

これはマナーか、タブーか分かりませんが、歩く姿勢が悪いと不評を買う。 

日本ではタブーでも、スウェーデンではタブーじゃない事だってある。携帯電話の電車内／

バス内での使用の許容範囲は広い。バスの中で長々と携帯で放している人を良く見かける。 

③ 持っていってよかったもの（重宝したモノ、喜ばれた日本のモノ、ウケた特技 etc.） 

味噌と味醂: 醤油はキッコーマンが普通のスーパーで買える。料理酒でなくとも、日本酒は

安いものから良いものまで、意外と買える。しかし味噌は高価だし、味醂はアルコール飲料

のためスーパーで購入出来ない。 

日本料理は何を作っても絶賛される: 料理の上手い下手では無く、カレー、親子丼、カツ定

食、水炊き、オムライス、焼き餃子。ついでに頑張って手巻き寿司。手軽な料理でも日本の

食べ物は大絶賛されます！ 

最後に：最初は言葉でストレスを感じる方が大勢いると思いますが、話さなくても、ただ輪の

中にいるだけで、その行為自体が好感を持たれるような気がしている。 

④ 留学前の必見本 or ウェブサイト 

スウェーデンであれば、STUDERA.NU <http://www.studera.nu>さえ知っていれば、ここから

スウェーデンにある全ての国公立大学／大学院に一括で願書申請ができます。(スウェーデ

ン語／英語) 
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