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親愛なる友人へ、

この本は、日本の「桃太郎」にとても似ているウクライナのもっとも有名な童話の一つである
「エンドウ豆太郎」です。この童話の主人公が、豆の種子から生まれ、すごい力を持ち、その
力のおかげで自分の家族を敵から救って守ることができました。すべてのウクライナ人にと
って、コティホローシュコは悪に対する善の勝利及び家族と故郷への忠誠の象徴です。小さ
い男の子なのに、次の世代と若者を体現したものです。ウクライナと日本の昔話を比べ、少
年少女いずれに対しても面白く読んでいただき、強くなり、逆境に抵抗し、幸せな生活を育
むことを願っています。 

Шановні друзі!

Ви тримаєте в руках переклад однієї з найвідоміших українських казок – «Котигорошко», яка є 
дуже схожою на японську казку «Момотаро». Її герой  - хлопчик, який народився від горошини та 
мав надзвичайну силу, що дозволила йому врятувати та захистити свою родину від ворогів. Для всіх 
українців він є символом перемоги над лихом та вірності своїй сім’ї та рідному краю. Незважаючи 
на те, що він хлопчик, він уособлює у своєму образі всіх молодих людей та підростаюче покоління, 
тому я сподіваюся, що ця казка буде цікавою як для хлопчиків, так і дівчаток, які зможуть порівняти 
український та японський фольклор, а також навчитися бути сильними, протистояти негараздам та 
будувати щасливе життя.
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エンドウ豆太郎
（コティホローシュコ）

   昔々、ある男がいました。男には息子が６人と、オレンカという娘
が一人いました。男は、息子たちに、畑を耕すように言い、娘にはあ
とでお昼ごはんを持っていくように言いました。
 「どこにお兄さんたちがいるのか分からないわ」と妹は言いました。
お兄さんたちは「僕らは家から畑まで鋤(すき)を引いていくから、そ
の跡を辿っていくといいよ」と答えました。そして畑を耕しに行きま
した。
　そのうち、畑のむこうの林にいる竜がお兄さんたちが鋤を引いた
跡を消して、その代わりに自分の城まで、鋤の跡を引きました。妹は
お兄さんにお昼ごはんを持っていく時、新しい跡にそって、歩いて
竜のお城にたどり着きました。竜はオレンカを捕まえてしまいまし
た。
　夕方、息子たちは家へ帰って、お母さんに「一日中、耕していたけ
ど、誰もお昼ごはんを持ってきてくれないじゃないか！」と言いまし
た。

「持っていかせたわよ、オレンカが持っていったよ。オレンカはあん
たらと一緒に帰ってくると思ってたんだけど。道に迷ったのかしら」
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　お兄さんたちは「妹を探さなきゃ」と言って、竜が引いた鋤の
跡を辿って城に着きました。お兄さんたちを見て妹は「愛しいお
兄さん、竜が戻ってくれば、どこに隠れたらいいの？竜に食べら
れちゃう」と不安げに言いました。
　まもなく竜は飛んで戻ってきました。　

「うむ、人間のにおいがするな。何の用だ？」
「戦いにきたんだ」とお兄さんたちは言いました。
「では別の場所に行こう」
  お兄さんたちと竜は別の場所へ戦いに行きました。戦いはす
ぐに終わりました。竜はお兄さんたちを倒して、虫の息のかれら
を地下の牢屋に放り込んでしまいました。
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　お父さんとお母さんが息子たちを首を長くして待っていました
が、帰ってきませんでした。ある日、お母さんが川へ洗濯に行って
みると、エンドウ豆が地面に転がっていました。お母さんはエンド
ウ豆をひろって食べてしまいました。
　しばらくすると、息子が生まれました。その息子にエンドウ豆
太郎という名前をつけました。
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　エンドウ豆太郎は、どんどん成長して、どんどん大きくなりまし
た。ある時、お父さんとエンドウ豆太郎が井戸を掘っていると大
きな石が埋まっていました。お父さんが手伝いを求めに行きまし
たが、誰かが来る前に、エンドウ豆太郎はその石を引き抜いてし
まいました。手伝いに来た人たちはとても驚きました。その強さ
を恐れて、エンドウ豆太郎を殺すことにしました。でもエンドウ豆
太郎は、その大きな石を持ち上げたので人々は逃げてしまいま
した。
　お父さんとエンドウ豆太郎はさらに井戸を掘ると、鉄のかけら
が出てきました。エンドウ豆太郎は、そのかけらを引き上げるとど
こかに隠しました。
　ある日、エンドウ豆太郎はお父さんとお母さんに「僕には兄弟
はいるの？」と尋ねました。
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「うん、兄弟が６人、妹が一人いたんだけどひどい目にあったんだ
よ」とお父さんとお母さんは言いました。

「じゃあ、兄弟を探しに行こう」とエンドウ豆太郎はいいました。
「息子や、行かないでおくれ。６人の兄弟はもう行ったけど帰って
こないので死んでしまったのかも。どうしてお前を行かせようや」と
お父さんとお母さんはお願いしました。

「やっぱり行くよ。家族を助けずにいられないよ」
　エンドウ豆太郎は掘り出した鉄のかけらを取り出して、鍛冶屋の
ところへ持っていきました。

「出来るだけ大きなこん棒を作ってください」と言いました。
　鍛冶屋はなんとか鍛冶場から運び出せるぐらいの大きなこん棒
を作りました。エンドウ豆太郎はそのこん棒を手に取り、空へ投げ
飛ばして、お父さんに「僕は寝るけど、こん棒が１２日後に落っこち
たら起こしてください」と言いました。
　エンドウ豆太郎は眠りにつきました。１３日目にそのこん棒の唸
り声が聞こえてきました。お父さんに起こされたエンドウ豆太郎は
起き上がり、指を突き出しました。こん棒は指にぶつかって２つに
割れてしまいました。

「おや、こんなこん棒を持って、兄弟を探しにはいけない。別のも
のを作らなければ」とエンドウ豆太郎は言いました。エンドウ豆太
郎は、また鍛冶屋にこん棒を持っていきました。

「おい、このこん棒を僕に相応しいものに作り直してくれ」
　鍛冶屋はもっと大きなこん棒を作りました。エンドウ豆太郎は、
そのこん棒も空へ飛ばして、また１２日間眠りにつきました。１３日
目にこん棒は地面が震えるほど唸り声をあげて落ちてきました。お
父さんに起こされて起き上がり、指を突き出しました。こん棒は指
にぶつかっても少しも曲がりません。
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「さあ、このこん棒を持って兄弟を探しにいける。お母さん、パンを
作って。行ってくるから」
　エンドウ豆太郎は、こん棒と袋いっぱいのパンを詰めて、別れの
挨拶をして旅立ちました。 
   エンドウ豆太郎は、まだ残っている鋤の跡を辿っていき、森に入
りました。森の中を通って、大きい中庭に着きました。中庭からお城
に入るとオレンカだけを見つけました。

「こんにちは、お嬢さん」
「こんにちは、お兄さん、どうして来たの？竜に食べられちゃいます
よ」

「どうかな、あなたはだれ？」
「わたしは一人娘だったけど竜が私をさらってしまいました。６人
の兄弟がわたしを助けに来たけど死んでしまったかもしれません」

「彼らはどこ？」とエンドウ豆太郎は、尋ねました。
「竜はお兄さんらを牢屋に放り込みました。まだ生きているか分か
りません」

「あなたを助けます」とエンドウ豆太郎は言いました。
「助けられるものですか・・・６人の兄弟も助けられませんでした。
とてもあなた一人では・・・」とオレンカは言いました。

「僕を信じてくれ」とエンドウ豆太郎は言って、竜が帰ってくるのを
待ちました。
  竜が飛んで来て「うむ、人間くさいな」と言いました。

「もちろんだ、僕が来たんだから」とエンドウ豆太郎は答えました。
「何の用だ。戦うつもりなのか、仲良くするつもりなのか」
「仲良くするものか。戦いに来たんだ」
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「別の場所へ行こう」
「じゃあ、行こう」
　別の場所に来ると「かかってこい」と竜は言いました。

「いや、お前こそかかってこい」とエンドウ豆太郎は言いました。
　竜がエンドウ豆太郎を殴ると、足首まで土の中に埋まってしまい
ました。エンドウ豆太郎は足を引き抜いてこん棒を振り上げて竜を
ポカンと殴ると、ひざまで打ち込みました。エンドウ豆太郎はもう一
度、竜を殴って、腰まで土に打ち込んで、３回目には殺してしまいま
した。
　そこからエンドウ豆太郎は地下の牢屋にいって、今にも死にそう
な兄弟を助けて、竜の金銀財宝を持って、みんなで家に帰ることに
しました。エンドウ豆太郎は自分が弟だと打ち明けませんでした。
たくさん歩いたあと、木の下で休むことにしました。エンドウ豆太郎
は戦いのせいで疲れて眠りに落ちました。そのうち、６人の兄弟は

「みんな、おれたちを笑い者にするだろな。おれたちは6人で竜に
勝てなかったけど、こいつは一人で倒して、宝物を取ることもできた
んだから」と話し合いました。
     そして、よく話し合って、眠っているエンドウ豆太郎を、野獣が食
べてしまうように木に縛り付けることにしました。兄弟はエンドウ豆
太郎をあっという間に木に縛り付けて、去っていきました。
　眠っているエンドウ豆太郎は、何も気づいていません。一昼夜眠
っていましたが目覚めてみると木に縛り付けられていました。勢い
よく動き出すと木を引っこ抜いてしまいました。その木を背負って、
家に向かいました。
　家に近づくと、兄弟とお母さんの声が聞こえてきました。
兄弟は「お母さん、他に子供が生まれたの？」と尋ねていました。

「エンドウ豆太郎という息子が生まれて、お前たちを助けに行っ
たわ」
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「そんなら弟を木に縛り付けてしまった。急いでは縄を外しにいか
なくちゃ」と兄弟は言いました。
　エンドウ豆太郎は腹が立って、小屋にその木を投げつけ、もう少
しで家がつぶれるところでした。

「こんな兄弟と一緒にいるなんて！俺は世界に旅立つぜ」と言って
エンドウ豆太郎はこん棒を肩に乗せて旅立ちました。
　しばらく行ってみると、ある男が山と山の間に立って、足と手でそ
の山を押し分けていました。

「こんにちは」とエンドウ豆太郎は挨拶しました。
「こんにちは」
「何をしているのですか」
「道を作るために山を押し分けているんです」
「どこへ行きますか」
「幸せを探しにいきます」
「僕もそこへ行きます。君の名は？」
「山押し分けと言います。君は？」
「エンドウ豆太郎です。2人で行こう！」
「行こう！」
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 しばらく行ってみると、ある男が林の中で手を振り上げ、樫の木を
引き抜いていました。

「こんにちは」
「こんにちは」
「何をしているのですか」
「道を広げるために木を引き抜いているんです」
「どこへ行きますか」
「幸せを探しにいきます」
「僕たちもそこへ行きます。君の名は？」
「樫引き抜きです。君は？」
「エンドウ豆太郎と山押し分けです。３人で行こう！」
「行こう！」
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 ３人で先にしばらく行くと、長い口髭を生やした男が川岸に座っ
て、口髭をひねっていました。口髭をひねると、水は脇へよけて川
底が渡れるようになっていました。

「こんにちは」
「こんにちは」
「何をしているのですか」
「川を渡るために、水を脇へにがしているんです」
「どこへ行きますか」
「幸せを探しに行きます」
「僕たちもそこへ行きます。君の名は？」
「口髭ひねりです。君は？」
「エンドウ豆太郎と山押し分けと樫引き抜きです。４人で行こう！」
「行こう！」
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   そしてどんどん進んでいきました。山に出くわすと山押し分けは、
それを押し分けました。林に出くわすと、樫引き抜きは、それを引き
抜きました。川に出くわすと口髭ひねりが水を脇ににがしました。
　 彼らが森に入ってみると小屋がありました。中に入ってみると誰
もいません。

「ここに一晩泊まろう」とエンドウ豆太郎は言いました。
 一晩過ごしてから「山押し分け君、家に残ってごはんを作ってく
れ。僕らは３人で狩りに行くから」とエンドウ豆太郎は言い、狩りに
行きました。
 山押し分けは食事の支度をし終えて昼寝をしていました。突然、
誰かがドアを叩いて「開けてくれ」と言いました。

「お前は殿様じゃないぞ。自分で開けてくれ」と山押し分けは答え
ました。
　ドアが開くと、また声が聞こえて「敷居をまたぐのを手伝ってく
れ」と叫びました。

「お前は殿様じゃないぞ。一人でまたいでくれ」と言うと、地面の上
に引きずるほど長いあごひげを生やした小人の爺さんが入ってき
ました。中に入ると山押し分けの前髪をつかんで壁の釘に引っ掛
けました。それから小人の爺さんは出来上がった晩ごはんを平ら
げて姿を消しました。
  山押し分けが釘にぶらさがって、長くガタガタ動くととうとう滑り
落ちてしまいました。それからまたごはんを作り始めました。仲間た
ちが帰ってくるときには晩ごはんは出来上がりそうでした。

「どうしてまだ出来ていないの？」
「ちょっと、うとうとしてたんだ」夕食を食べてからみんな眠りこん
でしまいました。
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 あくる日、朝早く起きて、エンドウ豆太郎は「さあ樫引き抜き君、家
に残ってごはんを作ってくれ。僕らは狩りに行くから」とエンドウ豆
太郎は言い、狩りに行きました。
    仲間たちが出かけた後、樫引き抜きは食事の支度をして横にな
って休んでいました。突然、誰かがドアを叩いて「開けてくれ」と言い
ました。

「お前は殿様じゃないぞ。自分で開けてくれ」と樫引き抜きは答えま
した。

「敷居をまたぐのを手伝ってくれ」と叫びました。
「お前は殿様じゃないぞ。一人でまたいでくれ」と言うと、地面の上
に引きずるほど長いあごひげを生やした小人の爺さんが入ってきま
した。中に入ると樫引き抜きの前髪をつかんで壁の釘に引っ掛けま
した。それから小人の爺さんは出来上がった晩ごはんを平らげて
姿を消しました。
    樫引き抜きは釘にぶらさがって、長くガタガタ動くと、とうとう滑り
落ちてしまいました。それからまたごはんを作り始めました。仲間た
ちが帰ってくるときには晩ごはんは出来上がりそうでした。

「どうしてまだ出来ていないの？」
「ちょっと、うとうとしてたんだ」
 山押し分けは、何が起こったのか分かっていたので黙っていまし
た。
   ３日目には口髭ひねりが家に残りました。今回も前と同じことが起
こりました。

「みんな、なまけもので料理が下手だなぁ。明日はみんなが狩りに
行ってくれ。僕は家に残るよ」とエンドウ豆太郎は言いました。
　あくる日、３人の仲間は狩りに行き、エンドウ豆太郎は留守番をし
ました。お昼ごはんの支度をしてから、横になって、休んでいました。
　突然、だれかがドアを叩いて、「開けてくれ」と言いました。

「待ってくれ、開けるよ」とエンドウ豆太郎は答えました。
ドアを開けると、地面の上に引きずっているほど長いあごひげを生
やした小人の爺さんがいました。
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「敷居をまたぐのを助けてくれ」
 エンドウ豆太郎は助けました。けれども小人の爺さんはずっと背
伸びをしていました。

「どうしてそうしてるの？」
「待ってて。いま見せるよ」と言って小人の爺さんは前髪をつかも
うとしましたが、エンドウ豆太郎は「生意気なヤツめ」と叫んで、爺
さんのあごひげをつかみ、それから森に爺さんを引きずっていき、
斧で樫の木を割って、裂け目にあごひげを挟んでしまいました。

「お前は前髪をつかもうとするほどすばしっこいヤツだ、だからこ
こにいろ、また来る」とエンドウ豆太郎は言いました。
　小屋に戻ると仲間たちはもう戻っていました。

「お昼ごはんはどう？」
「もう出来てるよ」 
 お昼ごはんを食べてから、エンドウ豆太郎は「さあ、不思議なもの
を見せるよ」と言いました。
　樫の木のところに近づいてみると、小人の爺さんも樫の木もなく
なっていました。小人の爺さんは樫の木を引き抜いて、引きずって
いました。
　それから、エンドウ豆太郎は、何が起こったのかを話しました。
それから、仲間たちは、小人の爺さんが前髪をつかんだことを正直
に言いました。

「さあ、そんなら、そいつを探しに行くぞ」とエンドウ豆太郎は言い
ました。
　みんなは小人の爺さんが樫の木を引きずった跡を辿って、底な
しの深い穴にたどり着きました。

「山押し分け君、入ってくれよ」とエンドウ豆太郎は言いました。
「いやだ」
「樫引き抜き君は？」
  樫引き抜きも口髭ひねりも断りました。
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「そんなら、僕が入るよ。綱を作ろう」とエンドウ豆太郎は言いまし
た。 綱で手首を巻いて、エンドウ豆太郎は「下してくれ」と言いまし
た。
　仲間たちはエンドウ豆太郎を下し始めました。長い間、下して、
とうとうエンドウ豆太郎はドン底、つまり地底の世界までたどり着
きました。歩き回っていると、大きな宮殿がありました。その宮殿に
入ると、中は黄金と宝石で輝いていました。宮殿を歩くと世界にま
たとない美しい王女が迎えに来ました。

「あなたはどうしてここにいるのですか」と王女は尋ねました。
「地面に引きずるほど長いあごひげを生やした小人の爺さんを探
しています」

「その爺さんなら、樫の木の裂け目から、いま、あごひげを引き抜
いているところです。その人のところへ行かないでください。あなた
を殺しますから。この前も何人も殺したんです」

「殺せないよ。だって、僕がそのあごひげを裂け目に挟んだんです
から。あなたはどうしてここに住んでいるの？」

「わたしは王女ですが、小人の爺さんがわたしをさらって、ここに
引き留めています」

「さあ、あなたを自由にします。小人の爺さんのところへわたしを
連れて行ってください」
  王女はエンドウ豆太郎を連れていきました。見てみると、小人の
爺さんは裂け目からあごひげをもう引き抜いていました。
　エンドウ豆太郎を見つけると「何の用だ。戦うつもりなのか、仲
良くするつもりなのか」と尋ねました。
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「仲良くするものか。戦いに来たんだ」とエンドウ豆太郎は答えまし
た。
　そして戦いが始まりました。長い間、戦っていましたがとうとうエン
ドウ豆太郎は小人の爺さんをこん棒で倒しました。それから王女と
いっしょに二人で、3つの袋に黄金と宝石を入れて、前にエンドウ豆
太郎が降りてきた穴のところへ行きました。すると「おーい、君たち、
まだいるかー？」とエンドウ豆太郎は呼びかけました。

「いるよ」
　エンドウ豆太郎は袋に綱をくくり付けて、引き上げるようにグイと
引っ張ると「これは君たちのものだ」と大きな声で叫びました。
　仲間たちは袋を引き上げて、また綱を下ろしました。エンドウ豆太
郎は2番目の袋に綱をくくり付けました。

「これも君たちのものだ」と大きな声で叫びました。
　 3番目の袋も引き上げて、それから王女を綱にくくり付けました。

「これはわたしのものだ」
    3人の仲間は王女を引き上げました。エンドウ豆太郎を引き上げ
る順番が回ってきたとき、仲間たちは「何のためにエンドウ豆太郎
を引き上げないといけないのか、王女は俺たちの手に入ればいい。
エンドウ豆太郎を少し引き上がって落っことそう。落ちたら死ぬだろ
う」と思いつきました。
  エンドウ豆太郎は、実は仲間たちの悪だくみに気づいていて大き
な石を綱に縛り付け、「僕を引き上げてくれ」と叫びました。
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  3人の仲間は石を少し引き上げてドスンと落としました。
 エンドウ豆太郎は「それでも仲間なのか！」と言って地下の世界の
中をさまよい歩いていました。しばらくすると空はどんより曇って、あ
られ混じりの雨が降り出しました。エンドウ豆太郎は樫の木の下に
隠れていました。すると、いきなり樫の木の上の巣から、ハゲタカの
子供がピーピー鳴くのが聞こえてきました。エンドウ豆太郎は木を
よじ登って、薄っぺらな上着でハゲタカの子を覆ってやりました。雨
が上がったとき大きなお父さんハゲタカが戻ってくると、子供たち
は上着で覆われていました。 

「だれが覆ったの？」とハゲタカは子供たちに尋ねました。
「あの人を食べないのであれば言うよ」と子供たちは答えました。
「うん、食べないよ」
「あそこの木の下に座っている人が覆ってくれました」
  ハゲタカはエンドウ豆太郎のところへ飛んできて、「欲しいものが
あったら言ってください。すべてあげます。子供たちが生き残ってい
るのは初めてです。私の留守にあられ混じりの雨が降り出すと、子
供たちが雨水に浸かってしまっていたからです」と言いました。

「上の世界に運んでください」とエンドウ豆太郎は言いました。
「おや、難しい課題ですね。でも約束を守るため飛ばなければなり
ません。樽いっぱいの肉を6本、樽いっぱいの水を6本用意してくだ
さい。わたしが飛んでいる間に、右のほうに頭を向けたら、わたしの
口に肉を投げて入れてください。左のほうに向けたら水をください。
そうしないとたどり着かず落っこちてしまうでしょう」とハゲタカは言
いました。
　樽いっぱいの肉を6本、樽いっぱいの水を6本用意して、エンドウ
豆太郎は、ハゲタカの背中に乗り、飛び立ちました。飛んでいる間、
エンドウ豆太郎は、ハゲタカが右の方へ頭を向けると肉を、左に向
けると水をあげました。長く飛んでいたので、上の世界に近づいた
時、ハゲタカが右へ頭を向けるともう樽には肉がありませんでした。
エンドウ豆太郎は、自分のすねの肉を切り取って、ハゲタカの口に
投げ入れました。
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　ハゲタカは、上の世界まで飛んでくると「どうして最後の肉は味が
ちがったのですか？」と聞きました。
　エンドウ豆太郎は自分の足を見せながら「これだからです」と言い
ました。
  ハゲタカはすねの肉を吐き出して、なんでも復活する水を持ってき
ました。すねの傷にこの水をかけると、すねの肉は元通りになりまし
た。
　それからハゲタカは家に帰りましたが、エンドウ豆太郎は、昔の仲
間を探しに行きました。
　その3人は、王女の父親のところに行って、誰が王女を妻にするか
言い争っていました。
　突然、エンドウ豆太郎が来ると、昔の仲間たちはびっくりしました。

「わたしを裏切ったから、君たちを罰しないといけないぞ」と言って
懲らしめました。
　そして、その王女を妻に迎えて、今では仲良く暮らしています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おしまい
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あとがき
ヴィオレッタ・ウドヴィク在日ウクライナ大使館の二等書記官(文化・人道協力）

編集者・プロジェクトコーディネーター

Заключне слово від другого секретаря Посольства України в Японії,  
координатора проєкту та укладача Віолетти Удовік

読者の皆様、

「エンドウ豆太郎」というウクライナの童話を楽しんでもらえたでしょうか。コティホロ
ーシュコの武勇は桃太郎の冒険と似ていませんか？ウクライナの昔話は子供はもちろ
ん、大人にも興味深いと言えるでしょう。他の日本語でも読めるウクライナの説話、「て
ぶくろ」、「わらの牛」、「麦の種」などを読んでいただき、その民話の主人公から学べる
ことについて考えていただければと思います。それを通じてウクライナ人の考え方を学
び、親日国であるウクライナに近づいていただけると信じています。

Шановні читачі!

Ми дуже сподіваємося, що вам сподобалася українська народна казка «Котигорошко». На 
вашу думку, геройський вчинок Коригорошка схожий на пригоди Момотаро? Світ українського 
фольклору є захоплюючим як для дітей, так і для дорослих. Тому ми би вам порекомендували 
також прочитати такі українські казки, як «Рукавичка», «Солом’яний бичок», «Колосок» та інші, 
що вже перекладені японською мовою, та поміркувати, чому нас хочуть навчити їх герої. Ми 
віримо, що через казки ви зможете відчути український менталітет та стати ближче до нашої 
країни, яка є вірним другом японського народу. 
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Dziub Ivan （ジューブ・イワン）は、1934年3月16日にリヴィウ地方で生まれた。リヴィウ大学を
卒業した（1956年）。物理および数学の博士（1962年）。1960-92年、ウクライナ国立科学アカ
デミーの物理学研究所で研究者として勤めた。2000-03年に在日ウクライナ大使館で科学と
教育のカウンセラーとして働いた。大学学生のころ、英語から始めてさまざまな言語を学ぶこと
に興味を持って、1967年に日本語を独学した。その時、大江健三郎の「飼育」という短編小説
の翻訳を出版した。その後、芥川龍之介の短編集を出版した（1971年）。それからウクライナ語
で多くの日本作家の作品が翻訳された、すなわち安部公房の｢燃えつきた地図｣（1969年）、夏
目漱石の｢我輩は猫である｣（1973年）、川端康成の短編集「雪の国」（1976年）、日本の民話集

（1986年）、紫式部の｢源氏物語｣（第1-2巻、2018-21年）。2005年、マキシム・リルスキー詩
人にちなんで名付けられた賞の受賞者になった。2006年、旭日小綬賞を授与された。

Дзюб Іван нар. 16.03.1934 р. у Львівській області. Закінчив Львівський університет (1956 р.). 
Доктор фізико-математичних наук (1962 р.). У 1960-92 рр. працював науковим дослідником   в  
Академії  наук України. У 2000-03 рр. був радником з науки та освіти в Посольстві України в 
Японії. Зі студентських років, починаючи з англійської, зацікавився іноземними мовами і в 1967 р. 
самостійно вивчав японську. В той час переклав оповідання «Звір» К.Ое. Після того опублікував 
збірку оповідань Р.Акутагави (1971 р.). Відтоді переклав твори багатьох японських письменників, а 
саме: «Спалена карта» К.Абе (1969 р.), «Ваш покірний слуга кіт» Нацуме Сосекі (1973 р.), «Країна 
снігу» Я.Кавабата, «Японські народні казки» (1986 р.), «Повість про Гендзі» Мурасакі Сікібу (1 і 2 
томи, 2018-21 рр.). 2005 р. відзначений  премією ім.Максима Рильського. 2006 року нагороджений 
орденом Вранішнього сонця.
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ミー名誉章（2017年）、名誉博士（ウクライナ国立農業科学アカデミー・アグロエコロジー環
境マネジメント研究所第68号、2013年）。主要著書・論文・翻訳書：『マイダン革命はなぜ起
こったか―ロシアとEUのはざまで』（ドニエプル出版、2016年）、「ウクライナ政治エリートの
実像―ヤヌコーヴィチ、マイダン、ポロシェンコ政権―」（『ロシア・ユーラシアの経済と社会』
、2016年）、｢満洲における〈ウクライナ運動〉―忘却された日本―ウクライナ関係史―」（『ア
リーナ』、2017年）、『ウクライナを知るための65章』（共著、明石書店、2018年）、ヴァシリ・ク
イビダ『詩集 彩られた沈黙』（監訳者、ドニエプル出版、2019年）、『日本・ウクライナ交流史
1915–1937年』（神戸学院大学出版会、2021年)。
E-mail: okabe@eb.kobegakuin.ac.jp

Народився 1973 р. у префектурі Хьоґо в Японії. Професор економічного факультету університету 
Кобе Ґакуін, доктор економічних наук. Заслужений професор Національної академії державного 
управління при Президентові України; іноземний член Національної академії аграрних наук 
України. Президент Асоціації україністів Японії. Нагороди: Почесна грамота Кабінету Міністрів 
України (2021 р.), Грамота Верховної Ради України (2019 р.), почесна відзнака Української 
національної академії аграрних наук (2017 р.), почесний доктор Інституту агроекології та 
природокористування НААН України (2013 р.). Основні праці: «Революція-Майдан. Чому відбувся 
Євромайдан між Росією та Європою», (в-во: «Дніпро»), 2016 р.; «Портрет української політичної 
еліти: Янукович, Майдан, адміністрація Порошенка» // «Економіка та суспільство Росії та Євразії», 
2016 р.; «Українські рухи» в Маньчжурії: призабута історія японсько-українських відносин» // 
«Арена», 2017 р.; «Знайомство з Україною (65 розділів)», (в-во: «Акашішьотен»), 2018 р.; Василь 
Куйбіда «Розфарбована тиша (зібрання поезій)»; перекл. Окабе Йошіхіко, (в-во:«Дніпро»), 2019 
р.; “Історія японсько-українських відносин 1915-1937 рр.”, 2021 р.
Контактна інформація: okabe@eb.kobegakuin.ac.jp.
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1978年、ウクライナのクリヴィー・リフ生まれ、現在はモナコを拠点に活動。代表作に
TORSOシリーズがある。本シリーズは、ストラスブールの欧州評議会、東京の国際展及びロ
ンドン証券取引所にて展示された。また、「Intellectual Landscapes」シリーズは印象派に
根ざしており、世界を認識するための彼女独自のミニマリズム的視点を提示する。2015年以
降、チェルノブイリ・福島をテーマとした展示会を開催し、福島県の相馬市に「希望」という彫
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КОТИГОРОШКО 

Українська народна казка 
Японською мовою

Котигорошко - українська народна казка, що сягає корінням у давні вірування та світогляд 
українців. Кожна казка - це модель світу, у яку вкладаються тогочасні відносини між людьми. 
Котигорошко уособлює потяг до свободи, через його дії бачимо прагнення українського народу. 
Варіанти цієї казки знаходимо у багатьох народах та релігіях світу.
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