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代表挨拶  
 

 

  

  

日本・ポーランド国交樹立 100 周年記念エッセイコンテスト開催にあたって  
 

2019 年、日本とポーランドは国交樹立 100 周年という記念すべき 1 年を迎えました。  

一般社団法人 日本ポーランド青少年協会として、後世に残る企画をより多くの日本人、ポー 

ランド人を巻き込んだ形で開催したい、との想いから本コンテストの開催をいたしました。 

子ども向けには絵画コンテスト、その他の皆様に向けてはエッセイコンテストを開催し、非常 

に多くの方々にご応募頂きましたことを嬉しく存じます。  

  
また、開催に先立ち、本当に多くの皆様にご支援をいただきました。  

特に協賛を頂きました株式会社富士通九州システムズ様、Folkstar様、KIRIN様、Honbon様、ヤギ 
ェウォ大学出版様、協力を頂きましたTorii様、Japonia-Online様、表彰式及び広報でお世話になり
ましたポーランド広報文化センターの皆様、審査員を務めて頂きました岡﨑 拓 助教 (常磐大学)、
エヴァ・カミンスカ 教授 (ヤギェウォ大学国際文化学研究所)、藤井 和夫 名誉教授（関西学院大
学）、松富 重夫様（前駐ポーランド日本大使）、マリア・ジュラフスカ 所⾧（ポーランド広
報文化センター）に深謝申し上げます。  

  
また、ご応募いただきました皆様にも重ねてお礼申し上げます。全作品を拝読させていただ 

きましたが、どれをとっても皆様の日本・ポーランドへの想いが強く伝わってくる作品でした。  

  
新たな日本とポーランドの国交の歩みの幕開けの年に、電子出版という形で入賞作品を発表で

きますことを非常に光栄に存じます。是非 1 人でも多くの方に手に取っていただき、日本とポ
ーランドについてより深く知っていただけるきっかけとなることを願っています。  

  
  
  

  

一般社団法人   日本ポーランド青少年協会  

代表理事  

吉田祐美  
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コンクール概要 
⽇本・ポーランド国交樹⽴ 100 周年記念エッセイコンテスト 

 
 
事業実施期間： 2019年 4⽉ 1 ⽇〜1⽉ 31 ⽇ 
 
事業⽬的：   ⽇本とポーランドの国交樹⽴ 100 周年を記念し、両国間の相互理解と 

友好関係を促進すること。 
 

主催：   ⼀般社団法⼈ ⽇本ポーランド⻘少年協会 
 
審査員：  岡﨑 拓 助教 (常磐⼤学) 

エヴァ・カミンスカ 教授 (ヤギェウォ⼤学国際⽂化学研究所) 
藤井 和夫 名誉教授（関⻄学院⼤学） 
松富 重夫様（前駐ポーランド⽇本⼤使） 
マリア・ジュラフスカ 所⻑（ポーランド広報⽂化センター） 

（順不同） 
 
スポンサー： 

 
 
 
 
 
 
メディア協⼒： 
 
 
 
後援：    
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受賞作品⼀覧 
 
ポーランド⼈受賞者 
 
最優秀賞: アンナ・グライネ『友情の味』 
第 2位: イロナ・マチェイェフスカ 『私の京都のおじいちゃんたち』 
第 3位: ナタリア・ブレリック 『ポーランドの⼭の中にある⽇本』 
第 3位(同率):アレクサンドラ・キナミ 『仕⽅ない』 
第 5位: マリア・ロチュニエフスカ 『⽇本は私の⼈⽣にどんな影響を与えたのかー私の魂を 

⽇本に置いてきましたー』 
第 6位: ガブリエラ・ヴィレフスカ 『⽂学ー⽇本⽂化の重要な要素としての』 
第 7位: キラ・リーケマン 『伝統：⽇本とポーランドの永遠性を繋ぐ橋』 
第 7位(同率): レミギウシュ・オゴノフスキ 『素晴らしい⽇本』 
第 9位: ミハウ・ラドゥケ 『アニメにハマったとき』 
第 10位: マルタ ・ズドラダ 『桜と夢に囲まれた⽇本』 
⽇本ポーランド⻘少年協会特別賞: ロマン・アントラック 『私の⼈⽣のうちの⼀⽇』 
佳作:ナタリア・クルスト 『⽇本への興味が、私の⼈⽣にどのように影響を与えたか？』 
佳作:ヴィクトリア・コノプカ 『デザートのような朝⾷のような ポーランドと⽇本のパン 
佳作:に関する⾔葉』 
 
⽇本⼈受賞者 
 
最優秀賞: 折笠 芽⾐『私とポーランド 』 
最優秀賞(同率):三村 ⼀貴 『Matsushima』 
第 3位: 南雲 まき『表現の国ポーランド 』 
第 4位: 名⽅ 千恵『ポーランドで出会った⼤切な⼈』 
第 5位: ⼤和 奈央『ポーランドから学んだ STEM分野の⼥性が歩む道』 
第 5位(同率):坂本 純⼀郎 『「天の涯まで」、ＮＥＸＴ１００年の⽇ポ相互理解を築く』 
第 7位: 出⽯ 佑樹『まだ⾒ぬ友に会うために』 
第 8位: ⿃⼭ 直也 『⼀体何なのか？〜ポーランドの魅⼒〜』 
第 9位: 栗⼭ 陽輔 『 ポーランドを知ったきっかけ』 
第 10位: 服部 充良『 ポーランドに咲き続ける友好のサクラ』 
第 11位: ⼩池 敏⼤『演劇「祖霊祭(Dziady)」に学ぶ、⽇本とポーランドの過去との向き合い⽅』 
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⼊賞作品集 
『仕⽅ない』  アレクサンドラ・キナミ 

 
 
「仕⽅ない」は、⽇本⼈が最も頻繁に使う表現の⼀つと⾔えるでしょう。「仕⽅ない」―ど

うすることもできない。⽇本⽂化と関わり始めたとき、私はこの⾔葉にとても苛⽴ちました。
私には、ネガティブな事が起こったときに、何も良くなっていないにも関わらずそれを単に受
け⼊れているように感じられたのです。何も良くなっていないのに。 

私はポーランド⼈で、⾃由のために蜂起したり戦ったりした数えきれない⼈々の⾎が流れた
国に⽣まれました。彼らの勇気と犠牲がなければ、100 周年を迎えたポーランドと⽇本の国交
関係を今年祝う事はできなかったでしょう。正義に反する事に対して異議を唱える事は、私の
遺伝⼦的が持ち合わせている性質なのです。 
    ただその⼀⽅、ポーランドの犠牲と戦いの神格化は⾏き過ぎているのでしょうか？ 

私は⾼校でのポーランド語の授業が⼤好きでしたが、授業に関わる記憶はアダム・ミツケヴ
ィッチの『Dziady』、ユリウシュ・スウォヴァツキの『Kordian』、ジグムント・クラシンス
キの『Nie-Boska komedia』といった⽂学作品によって、濃い影に包まれています。そして、
今⽇までポーランドのロマン派作品への後悔のようなものが、私にはあります。なぜなら、ブ
ロンテ姉妹、エドガー・アラン・ポーやヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテに代表され
る 19世紀の外国作品の中において、当時のポーランド作品は、受難(殉教)と救世主信仰のパチ
パチと燃える炎によってぐつぐつ煮⽴つポーランド⺠族の⾎を想起させるからです。 

ポーランドロマン主義のこの毅然たる精神は、今⽇でもポーランド⽂化に残っています。彼
らの理想に基づく戦いは―正当さは別として―主に(⼀番割合が多いのは）彼ら⾃⾝や彼らに
近しい⼈々の多くの命の犠牲のもとに成り⽴っているということを忘れ、私たちは戦いの記憶
を祀っています。議論の余地のあるテーマではありますが、ワルシャワ蜂起を例にとり、勇気
を持ってここで私の考えを表明します。ワルシャワ蜂起は、それ⾃体はポーランド解放という
理想の勝利ではありましたが、多くの⼈々の運命を焼き尽くしました。ある特定のタイミング
や場所以外で⾒つかり、冷酷で巨⼤な政治⼒の仕組みによって押しつぶされた⼈々は、歴史の
⽡礫の中に眠っています。メダルや勲章も持たずして。 
時が経つにつれて、私の「仕⽅ない」という⾔葉の解釈への意⾒は変化しました。学校に通

っていたころに、受難や⼈⽣について決めることができないということを学び、結局のところ、
時としてどうにもならないこともある、という結論にたどり着きました。特に⽇本のような国
では、毎年台⾵がやってきて、ほぼ毎⽇地震の揺れを感じ、冷酷で制御不能な⾃然が⼀瞬で
⼈々から⽂字通り全てを奪い去る可能性があります。「仕⽅ない」という⾔葉は、不可避で制
御不能なものを受け⼊れることにほかないということ、そして、卑怯さも意味しないというこ
とも理解してきました。それを鑑みて考えると、果たして本当に⽇本⼈は勇敢でないと決めつ
けることができるのでしょうか？  

私は、―私の⾎管をめぐっている敗北を認めないポーランドの⾎のせいかもしれませんが―



仕⽅ない 
 

7 
 

逆境に直⾯すると怒り、悲しみ、そして落ち込む⼈間です。絶え間なく、⾃分が犯した過ち、
⾒つけ出した⽬標の達成道半ばに⽴ちはだかる過ちを分析します。このような時に、特に最近
夫から、「どうせ『仕⽅がない』ことなのだから、⼼配することをやめるように」と何度も⾔
われています。彼の良⼼的な考えにおいて、「仕⽅がない」という⾔葉を使うことが私を元気
づける最善の⽅法であるというのは⼀理ありますが、動揺している時や、とにかく何かがうま
くいかず⾃分への後悔と世界への恨みを感じている時には、それに対して何もできないと⾔わ
れることは、⽕に油を注ぐようなことです。 
冷静になってはじめて、敗北を受け⼊れることを許さないという私の態度が、私と私の周囲

の両⽅にとって横暴であることに気づきます。世界とそれを⽀配するルールに対する謙虚さが
⽋けているのです。そしてまさに、こうした後悔をしている時に、現実に⽴ち向かう⼒が⾃分
になく、夫が伝えようとしていることと「仕⽅ない」という⾔葉の意味を、最も広義に実感し
ます。その時、勝利の追及に夢中になっている⾃分の魂に、彼の「仕⽅ない」の⾔葉が予期せ
ぬ安⼼感を与えることがわかりました。 
この「仕⽅ない」という⾔葉は、できる限り正しいと思ったことをすべてやったということ

を意味します。⾃分の頑張りではどうにもならない問題に対しては、頑張ったにも関わらず結
果が出なかったことを悪とすることは決してしません。よりよい解決策を考えるに付随する怒
りや悲しみの感情、もしくは絶え間ない逡巡は状況を変えず、この事実を受け⼊れることだけ
が更なる⾏動の礎となり、うまく⾏かなかった事を改善する⾏動に繋がります。 

私は、100 年前に祖国の⾃由を勝ち取ったポーランド⼈の戦いと勇気に対する、多⼤なる敬
意と賞賛を感じています。同時に、⽇本語の表現「仕⽅ない」が持つ偉⼤な知恵にも気付がき
ました。この⾔葉は私に、ある種のセラピー的効果を与えてくれます。ポーランドの勇気に基
づいた姿勢と、コントロールできないものを受け⼊れるという⽇本の姿勢は⽭盾していますが、
私はそれらが互いに完全に補完し合っていると思います。これらを共存させる鍵は、失われた
問題と、戦う価値のある問題とを区別することです。私たちを待ち受けている逆境に直⾯しな
ければならない状況で、この問題の判別を上⼿にできることを強く望んでいます。 
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『友情の味』  アンナ・グライネ 
 
 

苦味… 
 …それはまるでビールのよう。ビールを⽚⼿に持ってはいませんでしたが、Eikoさんとの私
の会話はビールの話題から始まりました。私たちはマンガ博物館でのコンサートで隣同⼠に座
っており、会場では⽇本のシルクロード合唱団がポーランドと⽇本の曲を披露していて、聴衆
には両国の⼈々がいました。コンサートが始まる前、当時は席に座ろうとしたときに「すみま
せん」と⾔う以上はできなかったにもかかわらず、Eikoさんから「⽇本語お上⼿ですね」とい
う典型的なお世辞を受けました。彼⼥はどうして私が⽇本語を知っているかに興味を持ったの
です。そこで私は、⼤学で勉強したことを忘れないように Newsweekの⽇本語ウェブサイトを
読んでいる事を話しました。ちょうど直近で読んだ記事が、過度に冷えたビールよりも⽣暖か
いビールの⽅が良いという記事でした。私はこの記事から単語を書き取り、例えば「ミライ」
といった⾔葉を覚えようと試みました。しかし「ミライ」は、「未来」ではなく、別の漢字で
「味蕾」と表し、記事中では過度に冷たい物に対して「味蕾」が機能しないという意味でした。
休憩時間中に Eiko さんと連絡先を交換し、連絡を取り合うことを約束しました。コンサート
の後、私は Eiko さんと彼⼥の合唱団の友⼈らと話をする機会がありましたが、彼⼥は予定の
詰まった観光ツアーで来ていたため、ポーランドで再会することはありませんでした。 
 
⽢味… 
 …それはまるで⽺羹のよう。⼩⾖味や、他のなんだか分からない味は、私宛に⽇本から初め
て届いた贈り物の中に⼊っていました。後で分かったことですが、⼤きな菓⼦折りは、定期的
な贈り物交換の鉄板でした。⽇本⼈は贈り物をするのもされるのも好きなので、⽇本を再訪し
た際に、お返しにポーランドのチョコがけプルーンと、15 種類の味のクルフキをプレゼント
しました。私たちは⼿紙も交換しました。ほとんどの⼿紙は私の⼿紙が遅れたこと、ひどい⽇
本語に対しての謝罪から始まりました。しかし彼⼥からの返事は、私がとても難しい⾔語を学
ぼうとしていることへの賞賛の⾔葉から始まりました。 
彼⼥とは共通点が多いことがわかりました。Eikoさんはちょうど私の⺟親と同世代で、私の⺟
と同じように成⼈のお⼦さんが 3 ⼈います。どちらも教師をしていて、教科は私の⺟と同じ歴
史教師ではありませんが、⼩学校で教えています。さらに、Eikoさんは政治に強い関⼼を持っ
ていました。ほとんど全ての⼿紙で、彼⼥は平和主義の⽇本⼈のプライド、すなわち憲法の第
9 条にある、⽇本の戦争放棄を侵害しようとする⽀配者に対して憤慨していました。私は、ポ
ーランドの政治情勢におけるポピュリストとナショナリストの優位性と、環境問題対策の⽋如
について不満を彼⼥に漏らしました。 
また、Eikoさんの息⼦の結婚式、彼⼥の孫の誕⽣、私の甥っ⼦の誕⽣、家族の集まり、休⽇、
旅⾏など、私たちの⼈⽣の瞬間を表す写真も交換し合いました。 
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酸味… 
…それはまるで梅⼲しのよう。私の妹である Basia が最初に味⾒をした時、皆がこぞって彼⼥
の表情の変化を⾒守りました。味は⾮常に驚くべきものでした：酸っぱくてしょっぱく、さら
にそれぞれの梅⼲しは、占いの⼊ったホイルで⼀つ⼀つ包まれていたのです。翻訳できる限り
で説明すると、そこには「とても幸運になるだろう」と書かれていました。この結果は、物事
が上⼿くいかないときに私を励ましてくれます。私たちはしばらくの間お互いに⼿紙交換して
いましたが、まだ彼⼥に書いていないことがたくさんありました。なぜ⽇本学科に進学したの
か、なぜ⽇本に関わる仕事をしていないのか、なぜ⼤学を卒業するのに⻑い時間がかかったの
か。Eikoさんの真ん中の娘さんも、未だ両親と⼀緒に住んでおり、⾃分の歩む道をすぐに選ぶ
ことができなかったようです。彼⼥は会社の仕事を辞め、⼤学に戻って看護師になることを決
めましたが、それに⽐べて私は・・・ 
私は在籍期間の⻑さと在籍学科の多さで記録を叩き出し、その不安定さが原因で精神科医に掛
からなければいけませんでした。このことに対して、最初は Eiko さんがどのように反応する
か分かりませんでした。なぜなら、つまるところ、⽇本⼈は秩序と予定⽴っていることが好き
なので、彼らにとって統合失調症は⼤きな混乱です。芥川⿓之介の作品『河童』にて、⽗親が
養⼦に世界に出てみたいか、と聞き、養⼦が精神病に感染することが怖いから出たくない、と
答えるシーンがあることからも分かります。しかし幸いなことに、Eikoさんはオープンで理解
がある⼈でした。 
 
塩⾟さ… 
 …それはまるで乾燥昆布のよう。Eikoさんは旅⾏のおみやげの宛先リストに、私を⼊れてく
れていました。なので、お菓⼦の他にも、ローカルフードや旬の⾷べ物などで、2 週間以上⽇
持ちのするものを、送り続けてくれました。私以外の家族がアジアの味へ興味がないのにも関
わらず、私は頂いたお⼟産を⾷卓に持ち込みました。普通のポテトスープは、海藻を加えると
磯の⾵味になりました。そして、お返しにポーランドの代表的な味として、それぞれ調理⽅法
と成分の説明を添えて、ボルシチ、ジュレック、キシェルを⽇本に送りました。 
 
うま味… 
…それはまるで味噌汁のよう。Eikoさんと⼀緒に過ごした⼀週間、他の⾷事と⼀緒に毎朝朝⾷
に味噌汁を飲みました。兼ねてから Eiko さんは必ず⾃分のところ訪れるように⾔ってくれて
いたので、ようやく⽇本への旅⾏ができることになった時、もちろん彼⼥のもとを訪れること
にしました。この時ちょうど Eiko さんが退職し、私と私の親友、旅のお伴であった Kazuki の
⾯倒を⾒る時間ができたころでした。 
彼⼥は私たちを⾃分の家族に紹介し、夫、息⼦、義理の娘、2 ⼈の娘、義理の息⼦、3 ⼈の孫
に会わせてくれました。ある⽇、彼⼥は私たちを仏教のお寺の道に続く⼭へと連れて⾏ってく
れました。またある⽇は、毎⽉様々な花を鑑賞できる公園に連れて⾏ってくれ、この時期には
ちょうど珍しい⾊のポピーがたくさん咲いていました。彼⼥はまた、以前働いていた学校にも
私たちを連れて⾏ってくれました。ポーランドについて⼦供たちに少し話してほしいと頼まれ
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ましたが、⽇本語でうまく説明出来なかったので、ポーランド語で「森へ⾏きましょう」を歌
いました。おもてなしの質で彼⼥にかなうことはなかなか難しいかもしれませんが、それでも
私はお返しに、彼⼥をポーランドでもてなすのを待ちきれません。⼿紙の中で何度も、私は彼
⼥をポーランドに招待し、Eiko さんのことが好きな私の⺟と Kazuki からの挨拶を繰り返して
います。この数年間での友好関係は、私たち 2 ⼈だけでなく、それぞれの近い家族から遠い親
戚までを結ぶ橋を架けたと⾔えるでしょう。  
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『私の京都のおじいちゃんたち』  イロナ・マチェイェフスカ 
 
 

⼀⼈で探検すること、とりわけ⼗分に⾔語が分からず、⼟地勘もまったく持ち合わせていな
い「第⼆の世界の端っこ」を⼀⼈で探検することは、ベストアイディアではないということに
気が付いているべきでした。私は独りぼっちで完全に迷⼦になってしまい、周りに⼈っ⼦⼀⼈
おらず、助けを求めることができませんでした。夜の集合まで 2時間しかなく、⾃分がどこに
いてどこに⾏かなければならないのかも分からず、さらに最後の希望の光であった携帯の充電
も切れて、ナビゲーションも途絶えてしまいました。 
少なくとも 10 分前までは、このように感じていました。しかし⾯⽩いことに、そのほんの

ちょっと前に無⾔の悲劇のヒロインが登場する、1 つのドラマチックな出来事が起こったので
す。まるで昔の⽩⿊の液晶画⾯から出てきたような、品の良い 2 ⼈の紳⼠が現れました。今、
私は 2 ⼈の上品な年上の紳⼠によって案内され、アクションアドベンチャー映画の主役のよう
に扱われていることが、信じられません。  
順を追ってお話ししましょう。この時、私は初めて⽇本を訪れていました。私は 2 か⽉のイ

ンターンシップで、⽇本に関する知識を渇望している世界中から集まった 50 ⼈と⼀緒にいま
した。私たちは皆、⾃分の考えを実際の国のイメージと向かい合わせることを切望していまし
た。私が覚えている限りでは、これらの考えは⼀種の個⼈として提⽰され、オリエンタリズム
にあふれていました。 私を含めた我々のほとんどは批判を浴びることなく、このある種の先
⼊観をそれぞれの素朴さとして受け⼊れていました。 
全ては、⾃由時間に京都に出かけようと決めた事から始まりました。その⽇は買い物をした
り必要な物やちょっとした幸せを仕⼊れたりすることができる、ゆったりとした⽇でした。そ
れに加えて、とても良いタイミングだったのです。ちょうど京都の近くに滞在していて、バス
停までも遠くなく、⼣⽅の集合まで時間的余裕もありました。  
旅⾃体は問題なく進み、新しい場所を知ることは有意義でした。 しかし、⾷べると⾷欲が
増すのと同じように、その飽くなき⾷欲、つまり⼿に負えない好奇⼼が私を前進させ、より珍
しい味を求めるかのように狭い道へ私は導かれました。 謙虚さの⽋如が、ネオンの光から遠
く離れ、多くの⼈の⽬からは隠れた真にローカルなものを発⾒したいという誘惑へと私を導き
ました。⾷べ過ぎて「むせる」のはそんなに難しくありません。不思議な⾳、⾊と匂いの遊び、
異なる顔、視線の交わり、⼝⾓の上がったようないたずら⼼―これらは、常識的な場所から、
冒険の内なる呼び出しに導かれ、未知の世界に進むには⼗分でした。 

しかし、私の⼼の声の導きはとてもあてにならず、私は畑に辿り着きました。狭い通りの
迷路は私を⾮常に⼈⾥離れた静かな場所に、より明確に⾔うと⽥舎の荒野に私を導いたのです。
⾃分は間違っていないと信じ込みながら、私はちょうどバス停に到着した最初のバスに乗りま
したが、このバスは少なくとも、私が思ったように、私がもと来た場所、または少なくともそ
の近くに着くべきでした。 
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ああ、なんという間違えをしてしまったのでしょうか。全く反対⽅向に進み始めてずいぶん
経ったのちに、始めて間違えに気が付いたのです。いいや、間違えるははずがない、と私は頑
なに⾃⾝に⾔い聞かせました。⾃分が迷っていることを認めたくなかったのです。私は⾃⾝の
スマートフォンの充電があと数分で切れてしまうと気づいた時に初めて状況の深刻さを実感し
ました。私の⽬の前に輝く巨⼤な⾚い警告灯は合理的な思考能⼒を奪いましたが、幸いなこと
に少しの判断⼒が残っていたので、バッテリーの残りの数分を、⾃分がどこにいるかを確認す
るために使えました。 
さて、私が得た情報は期待していたものではありませんでした。⾚い点は（⾯⽩いことに、
その⾚は私の想像していた警告灯とまったく同じ⾊⾒でした）、⽩く⽬印のない格⼦状の路地
にあり、決して安⼼することができませんでした。バスが間違っているという証拠はなかった
のですが、パニックになる前に私は最初の停留所で直観的に降りました。バスは勢いよく⾛り
去りました。1 メートル進むたびに私はますます不安を感じました。とにかく、来た道の⽬印
も全く⾒つけられない状態でした。いわば、「⼀番必要な時に限って⼈がいない」といったと
ころでしょう。そもそも、私は 1つの⽬印も⾒つけることができない状況でした。⼈間の存在
が最も必要とされる時に周りに⼈がおらず、いわば私の前には空虚が広がっていました。時間
が過ぎていくことがまた、私のパニックを悪化させました。⼣⽅の集合は 18 時に予定されて
いましたが、すでに 16 時を回ろうとしていました。私が⾒ることができた唯⼀のものは、ミ
ートボールという 1つの単語だけが綴られた、巨⼤な看板でした。  

どこにいるかも分からない。どこに⾏けば良いのかも分からない。もしかしたら夜の集合に
間に合わず銀座への移動に間に合わないかもしれない。もしかしたら研修の主催者たちに他の
参加者の前で、この遅刻に関して怒られるかもしれない。ああ、恥ずかしい！と思いました。
それでは、この物語の最初の地点に戻りましょう。―ちょうど、私がちょうど泣きそうになっ
ていた時です。 

「お嬢さん、⼤丈夫ですか？」―⼼配そうな声が聞こえてきました。振り返ってみると、い
びつなアーチ状のハンチング帽を被りリネンシャツを着た、⼩柄なおじいさんがいました。彼
を、少し背の⾼く杖をついたもう⼀⼈のおじいさんがエスコートしていました。  

「迷⼦になってしまったみたいです。」―本当のところを話しました。私は、旅⾏者にはも
ちろん、地元の⼈にもほとんどすれ違わないような場所にいたのです。2 ⼈のおじいさんは完
全に理解したような笑顔でうなずきました。 

「どこに帰らなければいけないのですか？」私の側に歩み寄ってきた先ほどと同じおじいさ
んが私に聞きました。私が滞在しているホテル前の通り名を教えると、彼らは可笑しがって笑
いました。 

―「あなたは⻑い距離を歩いてきたのですね！」と彼らの⼀⼈が⾔い、それから何でもない
ように私の腕を掴み、私を正しいバス停まで案内すると⾔いました。 
今まで、私は講義からしか⽇本を知りませんでしたし、⼿元にある本に基づいて⽇本につい

ての考えを膨らませていました。私は⽇本⼈に対して、それほど冷たくはないが、特に外国の
異質なものとは⼀定の距離を保つというイメージを持っていました。「外⼈（gaijin）」とい
う⾔葉が「私」を⼀番ぴったりと定義しうるということについて、⾔及する必要はおそらくあ
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りません。⾔い換えると、初めて⽇本に旅⾏したとき、私は⽇本⼈の⼼の中に 2つの異なるカ
テゴリーがあると信じていました―「私たち」（⽇本⼈コミュニティとしての）と「彼ら」
（すなわち他の⼈々）、そしてこれらの共通点を⾒つけるのは難しく、接点を⾒つける⽅法は
ないと考えていました。お互いの違いを⾒つけることに執着し、周囲の⽇本⼈の「外からの⼈」
という視線を感じながら、私はこの固定観念をさらに募らせていました。しかし、腕を組んだ
おじいさんたちの親切さが、私の固定観念を歪め、それが⾺⿅げた、ちっぽけなものであった
いうことに気が付かせてくれました。会話を進めていく中で、私は⾃信を持っていた⾃⾝の偏
⾒に対して、恥ずかしいと強く感じ始めました。  

「どこのご出⾝ですか？」歩いている途中で、でおじいさんのうちの 1 ⼈が聞きました。溜
息が出てしまいました。なぜなら、たった 1 か⽉だけでしたが⽇本滞在中の今まで、ポーラン
ドのような国の存在について聞いたことがある⼈はほとんどいなかったからです。ポーランド
がどこにあるのか、ポーランドで何語が話されているのかポーランドに有名⼈がいるかどうか、
といったすでに多くの質問をされていました。そして、⽇本語での国名の発⾳がある程度似て
いるため、ポーランドがオランダやポルトガルに間違えられることは⾔うまでもありません。 
―「ポーランドからです。」―私はおじいさんたちに⼒強く答えました、「ああ、ポーランド
ですか。」という返事か、少なくとも「そんな国については聞いたことがない。」という返事
を待ちながら。 
―「ああ、ショパンの⺟国ですね！」―感激しながら彼はそう答えました。私は腰を抜かすほ
ど驚きました。⽇本⼈は、「私たち」と「彼ら」の間の境界線、つまり⾃分の「外」にあるも
のを分断し無視するという私の想像上の偏⾒は、次々にこの優しく素敵なおじいさんたちによ
って覆されていきました。 
―「私の孫はショパンが⼤好きなんです。ピアノでマズルカを練習していますよ。」 彼は誇
らしそうに付け加えました。彼に付き添っていたもう 1 ⼈のおじいさんは頷きながら、ポーラ
ンドには美しい⼭々があると聞いたことがありますとつけ加えました。 
そして、ポーランドでは⾮常に厳しい冬の間にどのようにして寒さを乗り越えるか、昼⾷で
時々果物の⼊った⽢いピエロギを⾷べること（昼⾷の料理としてのお菓⼦なんて考えられない
でしょう！）について会話が始まりました、ビニール袋に⼊った⽶がよく使われ（ビニール袋
に⼊ったご飯を売る、それは驚くべきことです！）、盛⼤にクリスマスが祝われるのです。祝
⽇（クリスマス）の話題が出て会話が⾷べ物の話題に変わったので、もちろんポーランド料理
の王様であるビゴスについても忘れずに話しました。いくつかのスーパーマーケットではザワ
ークラウトの瓶が売られているため、⽇本でもビゴスを作る⽅法があるという事実への興奮か
ら、私たちの話題は新年の料理「雑煮」に向かいました、納⾖への多くの感情を呼び起こしな
がら（⼥性が納⾖を好むのは良いことです、それは⾮常に健康に良いですから！）、そして⽇
本の酷暑を涼しく過ごす⽅法についても話しました。残念なこと、私がその⽅法を知る前に、
⽬的のバス停は⽬の前にたどり着きました。そのバスは、すでにエンジンがかかった状態で⽌
まっていました。おじいさんたちはバス停まで私を案内してくれただけでなく、バスに乗り込
んで中の地図を使って降りる場所について詳細な説明をしてくれました。私がトラブルに巻き
込まれずにホテルに安全に戻ること確信したかったのでしょう。最後に私たちは固い握⼿を交
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わしました。おじいさんたちが去っていく時、お互いが⾒えなくなるまで⼿を振り合いました。 
この出来事は、ありふれた出来事のうちの 1つにしか過ぎず、たいしたことではないのかも

しれません。しかし、不思議な事に、この記憶は⽇本滞在中の⼀番暖かく優しい瞬間のひとつ
を考える時に、思い出されます。それは必要なときに助けを得ることができたからでも、⼀般
的なポーランドと⽇本の料理の美味しい物や習慣について熱⼼に語ったからでもなく、私にと
ても⼤切なことを教えてくれ、今⽇まで私の中で育ち続けている種をまいてくれた偶然のおじ
いさんとの出会い(彼らのことは今⽇では⽇本にルーツを持つ本当の祖⽗のように思っていま
す）があったからでしょう。まさに、お互いの肌の⾊、⽬の形、関係性、⾔語の違いは全く関
係ないのです。1 つの⼼臓が動いているのですから。私たちなのか、あなたたちなのかではな
く―「私たち」でしかないのです。 
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『まだ⾒ぬ友に会うために』  出⽯ 佑樹 

 
 
―ポーランドとの出会い― 
「あの LOT と書かれている⾶⾏機はどこの⾶⾏機なんだろう？」 
それが、私が初めてポーランドに興味を持ったきっかけだ。 
 私の趣味は、空港に⾏っていろいろな国の⾶⾏機を⾒ることだ。空港には様々な⾊の⾶⾏機
がずらりと並び、それぞれの国を象徴する⾊を使って個々を表現している。それはまるで、絵
の具のパレットのようである。そんな中、⽩地に⻘⽂字で⼤きく LOT と書かれた⾶⾏機を⾒
つけた。その⾒慣れない⽂字に興味を持ち調べてみると、「LOT」はポーランド語で「航空」
という意味らしい。さらに驚いたことに、2015 年にアジア路線を強化するために、真っ先に
選んだ国はなんと⽇本であった。その時は何となく、⽇本とポーランドには何かしら縁がある
のかなと感じただけだった。 
 その翌週、久しぶりに⼤学の先輩にあった。その先輩は修⼠号を持って、既に社会⼈として
働いていた。その先輩が、「俺、5 年ぐらい⽇本で働いたら、ポーランドで博⼠号を取ろうか
なと考えてるんだよな。ポーランドの魅⼒は何といっても、学費とか⽣活費が安くて、かつ英
語で授業もしてくれるところ。それに何といっても海外で学位が取れるのってカッコよくな
い？」 
この話を聞いた時、正直、⾊々と驚いた。まさか、2 週連続でポーランドのことを聞くとは思
いもよらなかったからだ。その後、話を聞いていくと、ポーランドはヨーロッパのみならずロ
シアなどいろいろな国の⽂化が⼊り混じった国で、⼀つの国にいながら様々な経験をすること
ができるのだと⾃慢された。「⼀⽯⼆⿃」という⾔葉はまさしくこういうことを⾔うのかと感
じた。その後、私の興味はポーランドとはどういった国なのかを徹底的に調べ上げることに移
った。 
 調べてみると、私の⾝近な知識にポーランドが関係していることが明らかになった。その中
でも特に印象的だったのが、「キュリー夫⼈」というキーワードであった。 
 キュリー夫⼈は、放射線の研究で 2度もノーベル賞を取った素晴らしい研究者である。私は、
現在その恩恵にあずかり、放射線を⽤いて研究を進めることができている。彼⼥は、ノーベル
賞だけでなく、パリ⼤学初の⼥性教授になるなど、⼥性活躍を後押しした⼈物でもあった。私
は、研究者としても、⼈間としても⾮常に尊敬している。彼⼥は研究資⾦がそれほどないにも
関わらず、必死に⾃分ができることを考えて研究を進めていった。また、当時⼥性は⾃分の学
んできたことを活かせず⼤変な苦労を強いられていた中で、彼⼥は⾃分の学んできたことを活
かそうとしっかりと努⼒を重ねていた。私は、こういった彼⼥の姿勢と⾃分の姿勢を重ねてし
まうところがいくつかあった。 
 私は、現在⼤学院で植物に関する研究を⾏っている。やることは多岐にわたり、植物から単
離してきた酵素の構造を放射線を⽤いて明らかにしたり、植物が合成する化合物の経路を明ら
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かにしたりと、忙しい毎⽇を過ごしている。そういった環境の中で、私も時々周りと研究の⽅
向性がかみ合わず衝突したりすることがある。先輩とディスカッションするときは、⾃分もあ
る程度意⾒を⾔うものの、先輩の⾔うとおりにした⽅が楽かなと思い、そのまま⾔うとおりに
従っている。要するに、⾃分の意⾒や⾃分のやりたことの軸がないのだ。現在の⾃分に⾜りな
いもの、それはキュリー夫⼈のように⾃分のやりたいことを明確にし、それに向かって⼀⼼不
乱に進んでいくことなのだ。数多くの伝記で描かれている彼⼥の姿は、凛々しく、⾃分に嘘を
つかずしっかりと⽬の前の問題や研究課題に没頭する姿であった。私も彼⼥の姿を⾒習って、
⾃分の軸をしっかりと持ち、⾃⼰実現をできるような⼈間になりたいと思った。 
 このように、きっかけはなんだっていいのだ。そこから、深堀していくうちに、⾃分の⼈⽣
と重なるものが⾒えてくる。⾃分にとって、ポーランドとは⾃分の研究⽅針を陰ながら⽀えて
くる⽀柱のようなものなのかもしれない。 
 
―両国の友好関係を築き上げるために― 
 現在、両国間の学⽣交流は様々な形で⾏われ、学⽣会議が開かれたり、交換留学⽣としてポ
ーランドに留学したり、逆に⽇本に留学しにきたりと形はどうであれ、活発になりつつあると
感じている。ここからは、私の経験に基づいてポーランドとの友好関係を築く重要性について
考えていきたい。 私には外国⼈の友達が何⼈もいる。彼らはが⽇本に留学した理由は様々で、
⽇本語を学びたい⼈、⽇本の最先端の科学を学びたい⼈、⽇本の⽂化について 
知りたかった⼈、その理由は⼗⼈⼗⾊である。ただ、そんな中で共通したことが⼀つだけある。
それは、「⽇本という国になにかしらの形で興味がある」ということである。私は彼らに⾃分
の知っている⽇本の姿について⾊々と伝えている。しかし、⼀⽅で彼らから⽇本について教わ
ることも多い。⽇本のアニメなどは特にそうだ。彼らは、実に様々なアニメを知っている。こ
のように物知りである彼らは⽇本の⽂化もさることながら、⾃国の⽂化についても、もちろん
⾮常に詳しい。私はこのような素晴らしい友達のおかげで、⽇本にいながら 
様々な国の様⼦や⽂化などを知る機会を得た。その中に、ポーランド⼈の友達もいた。彼は、
ポーランドの⾷事、おすすめの観光地などを教えてくれた。私は、当時私は英語ができないこ
とに恥じらいを感じ、あまり会話せずに終わった。そのせいもあり、彼の話にまともについて
いくことはできなかった。私たちの交流はその 1回きりで終わってしまった。今となっては、
⾔語の壁が邪魔したのではなく、⾃分の気持ちが拒否していたのだと感じた。成⻑した今なら
⾔語に頼らずとも、彼と別の交流⽅法があったのではないかと思う。例えば、 
お互いに写真を⾒せ合ったり、翻訳アプリを使ってもいい。そう、その気になれば⾔語に頼ら
ずともお互いに交流することができるのだと。あの頃の⾃分を腹⽴たしく思う。しかし、そう
はいっても過去はいくら叫んでも、戻ってくることはない。そうして、時間が過ぎていった。 
 先週ふと facebook を開いてみると、ポーランドと⽇本の国交樹⽴ 100 周年と書いてあるで
はないか。これは過去の後悔を挽回するチャンスではないかと感じた。⾃分に今できること、
それはこうやってエッセーを書き、この事実をより多くの⼈に知ってもらうことではないか。
たしかに、⾃分はポーランドに⾏ったこともなければ、友達もいない。そんな私でも、両国の
友好関係に⼿伝えることはあるのではないかと考える。⾃分の失敗を伝えることで、より多く
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の⼈がこの経験を学んでくれたらいいなと思う。重要なので、もう⼀度⾔いたい、「交流する
上で、⾔語は⼿法であり⽬的ではない。⾔語がなくても、交流することができるのだと。」交
流するために必要なもの、それは「ユウキ」なのだ。今ならはっきり⾔える、⽗⺟は私に「佑
樹（ユウキ）」を持ってほしくてこの名前を付けたのだと。 
 私の考える⽇本とポーランドの友好関係は、政治、情勢など偽りなく本⾳で語り合うことが
できるようになることである。その第⼀弾として、重要なことは、お互いに顔を合わせあって
しゃべりあう機会を設けることである。たとえ、⾔語が通じなくても構わない。お互い笑いあ
っているだけでもそれはそれで交流である。そうしているうちに、お互いにお互いのことを⾃
然と知りたくなってくるものだ。そうなれば、拙いながらも英語をしゃべったり、翻訳アプリ
を使ってお互いを少しずつ知り合えばいいのだ。仲が深まれば、もっと深いことも聞けるはず
である。 
 その前に、もう⼀つ重要なことを忘れていた。それは、⽇本⼈がポーランドという国に対し
て興味を持つ機会を作ることである。ポーランドという国に興味を持ってもらう、そのきっか
けは何だっていい。⾃分の場合だと、⾶⾏機に描かれていた⾔葉であった。そういったポーラ
ンドと私たち⽇本⼈とのきっかけを少しでも作っていけたらいいなと思う。そしてやがては、
昔交流した友⼈にあって、彼のこと、そして彼が⽣まれ育ったポーランドという国について改
めてもっと知りたいと思う。 
 
―両国の明るい関係のために― 
 ここまで、ポーランドに興味を持つきっかけと両国の関係をいかにして築いていくかについ
て書いてきた。最後に、このようにして築いてきた関係性をいかにして社会に還元していけば
いいのかについて考えていきたい。これに関しては、私も具体的なアイデアは浮かんでいない。
ただ、⼀つだけ⾔えることとして、時々連絡を取り合って、お互いに何かがあった時に助け合
える仲でありたいということである。 
 その⼀例として東⽇本⼤震災がある。彼らは、⽇本のためにあらゆる⽀援をしてくれた。義
援⾦を募ってくれ、消防⼠の派遣まで打診してくれた。このように⽀援の⼿を差し伸べてくれ
たのも、これまでの先⼈たちが少しずつ両国の関係性を築き上げてくれたからに他ならない。
今度は私たちの番である。これまでの関係性をさらに強固にできるように、⽇々のちょっとし
た連絡から始めていこう。話題は何だっていい、ポーランドであった⽇本美術展の話、スポー
ツの話、学校での話など話題はそこら中に転がっている。 
 私たちは、⽇本とポーランドとのカケハシを担う外交官なのである。それぞれの交流は⼀本
の⽷のように緩く弱いものかもしれない。しかし、その外交官が⼀万⼈、⼀億⼈と増えれば、
⼀本の⽷が⼀万本の⽷が紡がれた綱となり、⼀億本の⽷が紡がれた強固なカケハシとなるのだ。 
最後に皆さんに問いたい。あなたは、両国のためにあなたはどんな⽷を紡ぎたいですか？ 

 
参考⽂献 
川島慶⼦. 「マリー・キュリーの挑戦」. トランスビュー. 2010 
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デザートのような朝⾷のような ポーランドと⽇本のパンに関する⾔葉 

ヴィクトリア・コノプカ 
 

 私が始めて「桜の咲く国⽇本」の地を踏んだ時、他の外国⼈に⽐べ、⽇本の環境に容易に適
応できる状況でした。なぜならまず第⼀に、ある程度⽇本の⽂化を理解していたからです。⽇
本⽂化をよく知る私は、最も⼀般的な慣習にも精通していたため、直接的な⽂化的対⽴を恐れ
ることはありませんでした。それに加え、⽇本とポーランドの基本的違いを理解していてもい
わゆる「カルチャーショック」を⼤なり⼩なり受ける、ということも分かっていました。以上
の⼆点から、むしろきちんと想定しているのだから予想外のひどいことは起こらないだろうと
踏んでおり、まさか耐えられない⽂化の違いが数⽇のうちにコンビニで朝⾷に何か探している
時に⾒つかるとは、思ってもいませんでした。なんのためらいもなしにプラスチックに包まれ
たおにぎりコーナーを通りすぎました。濃厚なプリンの類には全然そそられません。⼩さい弁
当はすでに候補外です。 丸いビニール袋に梱包されたメロンパンがたっぷり並んだ狭い通路
に⽴った時、⾃分が何を⾷べたいかに気付きました。しかし、私のこのひょんとした欲求が満
たされることはありませんでした。⽇本でポーランドで売っているようなパンを探して⾒てく
ださい、おそらく⾒つからないでしょう。 私にとってもこれは全くの新しい発⾒というわけ
ではなく、もちろん驚くべきことでもありません。それにもかかわらず、私はある種の驚きを
経験しました。この経験したのは私だけではないと思います。 
 パンはヨーロッパの⽂化で⾮常に⼈気があります。これは仮説でもなく、新たな説の提案で
もなく、議論を始めたいわけでもありません。 事実なのです。 いわゆる「旧⼤陸」のパンほ
ど普及したパンは他にありません。 聖書でパンについての記述を読んだことがあるでしょう。
また、バビロニアとエジプトにパンがあった証拠もあります。当初はケーキ（フラットブレッ
ド）の形をとっていましたが、その後ふっくら感を⾼める⼯程を取り⼊れ、スポンジのような
ものになっていきました。 
ポーランドでは、中欧および東欧の他の国と同様に、パンが儀式において重要な役割を果たし
ました。 何世紀にもわたって、それは⾷べ物全般の象徴であるだけでなく、繁栄、幸福、さ
らには祝福の象徴でもありました。キリスト教の到来とともに、パンはミサの儀式にも取り⼊
れられました。それに伴い、パンは霊的かつ宗教的な意味を持つようになり、世俗的かつ典礼
的な両⽅のテーブルでのその地位を強め、確⽴していきました。 
 今⽇でも、多くの伝統がパンを中⼼に回っていることに気づくはずです。 最も⼈気がある
のは、例えば、結婚式の後にパンと塩で結婚を歓迎したり1、クリスマスイブの⼣⾷時にオプ
ワトキをお互いに渡しあったりすることです。また、パンはポーランド⼈が⾃宅で保管してい
る主⾷としても扱われていきました。新鮮なパンを仕⼊れることは、パスタ、チーズ、または
⾁の購⼊よりもよく優先されます。パン抜きの朝⾷を想像することは困難でしょう。 

                                                
1 ポーランドには、結婚式の際に特別に⽤意される伝統的なケーキがあります。このウェディングケーキは新婚夫婦に
対して参列者が祈る、賢明さ・慎重さ・そして⼦宝に恵まれることを象徴していました。 
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 間違いなく、何世紀にもわたって、パンはポーランド⼈の世俗的および宗教的意識の両⽅で
「成⻑」し、私たちの⼤半がパンを焼くことは⼀⽇の不可⽋な活動としてとらえられています。 
 ⽇本についてはどうでしょう。⽇本が島国であることを考えると、⼩⻨製品がこの地域で⽂
化的にあまり根付かなかったことについて誰も驚きません。パンの伝統が根付くことはありま
せんでした。16 世紀にポルトガルの宣教師2とともに最初のパン・パン製品が⽇本に到来しま
した。ただし、栽培が困難なためパン⾷はあまり受け⼊れられませんでした。3 
 もちろん、これは柔らかくてふわふわのパンの記憶が永遠に⽇本で失われたことを意味して
いるわけではありません。現在のところ、このような製品の⼤量⽣産の証拠はありませんが、
そのようなパンが完全に異質で、忘れられたもの、ということではなかったと想定できます。 
⽇本でのパン⽂化の再構築は、1849 年に起こりました。戦地で便利だという点で、⽂明社会
にて拍⼿で迎え⼊れるべき存在として素早く認識されました。⼩⻨製品を焼くことへの関⼼は、
⼩⻨が⼤量輸⼊されるようになった第⼆次世界⼤戦後に明らかに伸びました。パンは当時、ア
メリカ軍⽀配の象徴として扱われ、ジャガイモ、⽶の代わりを担いました。4しかし「本物の」
パン屋は、1990 年代に誕⽣しました。⾯⽩いことに、この時期までにいわゆるフランスパン5

は⼈気がなく、硬くて微妙な味とされました。そういう訳で、⽇本のパン職⼈らはで創造性を
発揮して、パンのような⽢くて⽩く、もちもちの⼩⻨製品を作り出しました。 
 現在⽇本では、「パン」というと菓⼦パンが⼀番始めに頭に浮かびます。ポーランドでは、
このような「パン」をポーランド⼈の⼤多数は、第⼆の朝⾷としてよりも、デザートとして捉
えます。ポーランド⼈として、私たちのパンを誇りに思わなければいけません。 
 多くの種類の穀物があるだけでなく、ベーカリーがパンに加えるデコレーションやパンの形
は⾔うまでもなく、様々な焼き⽅もあります。 ポーランドのパンは、移⺠として外国に住む
ポーランド⼈が恋しがっているものであり、私たちの国を訪れる外国⼈が賞賛するものです。 
パンは、ほとんどの⼈の⾷事のほぼ不可⽋なものであり、⼤半の場合、朝⾷、昼⾷、または⼣
⾷に⾷べられます。 
 したがって、ポーランドでのパンの⾒⽅は、通常、⽢いパン（例：あんパン、つまりあんこ
が⼊ったロールパン）またはやわらかいメロンパンが存在している⽇本とはまったく異なりま
す。 私が例に挙げたパンは両⽅とも、地元のスーパーマーケットや全国のコンビニで簡単に
⼿に⼊り、⼈気があります。 
 パン作りの⽅法と味と同様に、⾷感とパンの⾷べ⽅も⽇本とポーランドでは異なります。も
しかしたら、これはお互いの⽂化を探索しあうことができる、ひとつの⼩さな違いのうちのひ
とつかもしれません。往々にして、⼀番興味深いのはこのような⽇常⽣活の細かい部分なので
す。当たり前に思えるかもしれないけれど、他の「⽇常⽣活のパターン」に触れるまでは気が

                                                
2 ⽇本語でパンの語源は、ポルトガル語の” pão”です。 
3 鎖国（1587 年〜）が、ほかの多くの物への興味と同様に、パンへの興味を阻害したことについて触れる必要がありま
す。この政策下により、ポルトガル⼈と「パン⾷⽂化」は⽇本から追いやられました。 
4  参照：Kaori Shoji, A short history of a ʻrealʼ bread in Japan [online], Special To The Japan Times, publikacja 
04.12.2015 [アクセス⽇時: 01.08.2019], 
https://www.japantimes.co.jp/life/2015/12/04/food/short-history-real-bread-japan/#.XVWPHugzbzZ 
5 ⽂字通り「フランス⾵のパン」 
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付かないような、細かい部分です。このような⼩さな、⼀⾒重要そうには思えない⽂化の違い
に敬意を払うことをは、友好的⼈間関係を気づくためのカギになるかもしれません。そのため、
出⾝に関係なく、互いの国の異なるパンも受け⼊れていかなければなりません。つまるところ、
⼈間はすしとピエロギだけを⾷べて⽣きている訳ではないのですから。 
 
参考⽂献: 
Kaori Shoji, A short history of a ʻrealʼ bread in Japan [online], Special To The Japan Times, 
publikacja 04.12.2015 [data dostępu: 01.08.2019],  
Dostępny w Internecie:  <https://www.japantimes.co.jp/life/2015/12/04/food/short-history-real-
bread-japan/#.XVWPHugzbzZ>. 
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『私とポーランド』  折笠 芽⾐ 
 
 

ポーランドの美しさとはじめて出会った瞬間は、今でも忘れることができない。それは、⼩
学校の図書室でのことだった。「海外の国について調べて、新聞をつくろう。」社会科の授業
で出された課題のために、私は図書室でひとり、海外の国の⽂化について書かれた本を探して
いた。⼿に取った本のページをめくり、そして私はワルシャワ旧市街の景⾊と出会った。「こ
んなに美しい景⾊を持つ国が、海の向こうにあるのか。」当時⼩学⽣だった私は、夢中になっ
てページをめくった。可愛らしく、そして気品に溢れた旧市街の写真を、⼀枚⼀枚、ページに
⽳が開くかというほど釘付けになって⾒⼊ったことを記憶している。「いつかポーランドに⾏
って、この美しい景⾊をこの⽬でみる。」あの図書室での出会いから、私の⼈⽣のうちで叶え
たい夢のひとつになった。 
 その夢が叶う瞬間がやってきたとき、私は⼤学⽣になっていた。ワルシャワ旧市街の美しさ
とはじめて出会った時から、既に 10 年近く歳⽉が流れてしまっていたが、私のポーランドに
対する憧れは、その歳⽉を重ねるごとに強さを増した。 

19 歳の秋、私はポーランドへの滞在ビザを⼿に、⽇本から⾶び⽴ったのだ。それは、東⽇
本⼤震災の翌年のことだった。私はポーランド⽂化・国家遺産省の奨学⾦を受け、ウッチへ留
学できることになったのだ。福島県で⽣まれ育ち、宮城県の⼤学を受験した私は、⼤学⼊学を
⽬前に控えて経験したあの⼤震災に、相当なショックを受けていた。そんななかで、⼩学⽣の
ことを頃からずっと抱いてきたポーランドで⽣活するという夢を、留学で実現させるチャンス
をいただけたことは、私にとって⼤きな⼤きなパワーとなった。曇っていた⼼に晴れ間がのぞ
いたようだった。 
今振り返ってみると、ポーランドでの⽣活は、⽇々驚きや感動の連続であり、⼀瞬⼀瞬がと

ても新鮮だった。それまで、⼀⼈で海外に⾏ったこともなかった私にとって、それらはポジテ
ィブなカルチャーショックであった。ポーランドにいるあいだ、ウッチやワルシャワだけでな
く、クラクフ、トルン、ヴロツワフ、カトビツェ等、たくさんの街に⾜を運んだ。ポーランド
の⾵景を、できるだけたくさん、⽬に留めて、たくさんの「ポーランド」を吸収したかったの
だ。 

私がポーランドで⽣活するなかで驚いたことのひとつが、⽇本⽂化や⽇本語へ興味関⼼を⽰
す⼈の多さだった。東アジアの⽇本とヨーロッパの真ん中にあるポーランドとは、遠く離れて
いるはずなのに、⽇本のテレビ番組やアニメは、ポーランドの若者にも⼈気で、留学している
間にできたポーランド⼈の友⼈は、よく⽇本のテレビ番組の⾯⽩さを私に話してくれた。⽇本
⼈である私が、⽇本のテレビの⾯⽩さをポーランドで教わる、ということに少し不思議な気持
ちになりつつも、異⽂化のなかで、⾃分のまだ知らない⽇本の⾒⽅を発⾒できたようで、新鮮
だった。そして、⽇本語を習っている⼈や、⽇本語に関⼼を持つ⼈が多くいるということも、
とても嬉しかった。それまで全く⽇本語を知らなかった友⼈も、私と親しくなるにつれ、
「jak się masz？って⽇本語でなんて⾔うの？」など、質問をしてくれるようになり、「元気
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ですか？って⽇本⼈は⾔うんだよ」と答えていると、次第に私に会う度「元気ですか？」と聞
いてくれるようになった。 
⾃分がポーランドに来て、現地の⼈々と触れ合うなかで、彼らが⽇本に関⼼を持つきっかけ

をつくることができているような気がして、本当に嬉しかった。そのことによって、⼦どもの
頃から憧れつつも、遠い地にある異国だと思っていたポーランドが、急に⾝近に感じられた。
現地の学⽣や、街の⼈々との交流は私の⼼を温かくした。 

ある⽇、私がウッチのピオトルコフスカ通りを歩いていると、⼆⼈の⼦どもに出会った。⼆
⼈は、⼩学校低学年ぐらいの男の⼦だった。⼆⼈は路地裏で、⽇本⼑のような形をしたプラス
チック製のおもちゃを持って遊んでいた。「お姉さん、⽇本⼈？」キャッキャと声を弾ませな
がら、無邪気に話しかけてきてくれた⼆⼈は、私が本当の⽇本⼈だと知ると⽬を輝かせた。
「じゃあお姉さん忍者って知ってる？」「忍っていう字はなんて読むの？どういう意味なの？」
と次々質問をしてきたのだ。どうやら彼らは、⽇本の忍者や侍に強く憧れを持っているようだ
った。⾊々なことを質問されるなかで、⽇なかなか正解がわからず、答えに詰まる場⾯もあっ
た。⾃分は⽇本⼈でありながらも、案外、⽇本⽂化についての知識が乏しいのだ、ということ
を、ポーランドの⼦どもたちに教えられたようだった。そのうち、⼀⼈の男の⼦が「⽇本のお
⾦って、真ん中に⽳があいてるんでしょ」と私に問うた。私は「そうだよ」と答えると、ちょ
うどポケットに五円⽟があることを思い出し、それを掌に出してみせた。すると男の⼦たちは、
それまで以上にキラキラと⽬を輝かせながら「わーお！本当だ！」と⾔って、五円⽟を⾒つめ
た。まるで、世界にひとつしかない宝物を発⾒したかのような表情で、五円⽟に釘付けだった。
「すごく綺麗な⾊！かっこいい！」と声をあげているのを⾒て、私は思わず「お⼟産に持って
帰る？」と尋ねた。「いいの？本当に？」「うん、そんなにこの五円⽟が気に⼊ったならあげ
るよ。」私の⾔葉に、男の⼦たちは喜々として跳ね回った。その彼らの姿を私は今でも鮮明に
思い出すことができる。彼らは、私に⼿渡された五円⽟を、得意気な顔で⾒せて、「今⽇家に
帰ったら、⺟さんに⾔って、⽳に紐を通してもらって、⾸から下げるんだ。すごくクールなア
イデアでしょ。」「僕たち将来、絶対⽇本に⾏くんだ！」と私に、真剣な表情で語った。その
時私は、⾃分が⼩学⽣だった頃を思い出した。私もちょうど、彼らのように幼かった頃、ポー
ランドという国の存在を知り、その⾵景の美しさに⾒惚れたのだ。それが今、留学へと繋がり、
その留学先の街で、私が出会った⼦どもが今度は⾃分との触れ合いのなかで、「絶対⽇本に⾏
く」という夢を語ってくれた。私がずっとポーランドに憧れを抱いてきたように、彼らもまた、
⽇本への想いを持ち続けて、いつか本当に⽇本へと⾜を運んでほしいと強く思った。そして、
彼らの世代が、いつ⽇本へ来ても恥ずかしくない⽇本社会を作る努⼒を、私たちがしていかな
くてはならないのだと教えられた。 
ウッチでの⽣活を終え、⽇本に帰国してから７年もの歳⽉が流れた。その後、私は⼤学院へ

と進学した。修⼠課程では、「ポーランドのポスター・デザインの歴史」を研究し、論⽂を仕
上げ、学位を取得した。ポーランドという国に対する私の興味関⼼は、あの留学をきっかけに
さらに強く深いものとなった。なかでも、滞在中に各都市の美術館を巡り、ポーランド美術の
独創性に触れたことは、私にとって⾮常に⼤きな刺激となり、研究をはじめる動機ともなった。
⼩学校の図書室で出会った本をきっかけとして、私が抱いたポーランドへの憧れと興味は、と
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うとう修⼠課程の研究にまで繋がってしまったということには、私⾃⾝も驚いている。 
ポーランドの持つ魅⼒は、本当に奥が深い。美術作品、街の⾵景、現地の⼈々の⼈柄。その
ひとつひとつの魅⼒を構成するものとして、ポーランドという国に流れた、厳しく重みのある
歴史を切り離して考えることはできないと感じている。⼤学院在学中も、研究のために現地へ
⾜を運んだが、現地でポーランド美術に触れる度、唯⼀無⼆の独創性を深く感じさせられる。
その独創性もきっと、ポーランドの⼈々が紡ぎ、歩んできた、重厚な歴史と社会の変遷のなか
で、⽣み出されてきたものなのだろうと考えている。 
⼤学院を卒業し、社会⼈となった今でも、ポーランドという国は私を絶えず虜にしている。⼩
学校の図書室で読んだ本のなかで、ワルシャワ旧市街の美しさを知ってから、既に 15 年以上
経ってしまったが、幼くしてポーランドという素敵な国の魅⼒に出会うことができた私は、と
てもラッキーな⼈間なのだと思う。それと同時に、もっともっとたくさんの⼈に、ポーランド
について知ってほしいと願っている。 
最近になって、私はよくあの五円⽟に感動していた男の⼦たちのことを思い出す。彼らはも

う、中学⽣か、あるいは⾼校⽣ぐらいになっただろうか。今の彼らの眼には、私たちの⽇本の
姿はどのように映っているのだろうか。彼らは今でも、いつか⽇本に⾏きたいと⾔ってくれる
のだろうか。近年は、⽇本でもポーランド陶器が注⽬を集め、私のまわりでも、「ポーランド
へ旅⾏に⾏きたいから、おすすめのスポットを教えてほしい」と、留学経験のある私に尋ねて
くれる⼈が増えてきたように感じている。ようやく、⽇本⼈がポーランドの魅⼒に気づきはじ
めたか、と感じる⼀⽅で、はて、⽇本はどうだろうかと考える。クールジャパン、という⾔葉
を、近年⽿にするようになったが、外側から⾒た⽇本の姿は、はたして本当にクールだろうか。 
これからの時代も、どうか⽇本とポーランドがお互いの国の魅⼒を教え合い、気づき合い、
認め合うことを繰り返しながら、ともに切磋琢磨できる関係であってほしいと願っている。ま
た、私⾃⾝も⾃分を⾒つめ直し、⽇本社会を⾒つめ直し、ポーランドの⼈々にとって魅⼒的な
⽇本をつくっていかなければならないのだと感じる。ポーランドは私にとって、いつまでも憧
れの存在であり、⽇本社会と⾃分を省みる機会を与えてくれる存在なのだ。 
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『⽂学―⽇本⽂化の重要な要素としての』  ガブリエラ・ヴィレフスカ 
 

 
 ⽂化は⼈間の思想と⾏動の成果であり、世代から世代へと受け継がれている⼈間の⾝体的及
び精神的な財産です。社会的、物質的及び精神的な⽂化のおかげで、特定の社会団体、国家、
⼤陸に関する多くの価値ある情報を得ることができます。私にとって、ある国の歴史や慣習に
関して多くの知識を含んでいて、⽂化における重要な意味合いを持つ要素は、⽂学です。 
 ⽂学作品には多くの興味深い疑問への答えが含まれています。ある国の最も有名な作家の名
前が列挙されているのを⾒て、彼らの作品を分析すると、彼らがどのようなトピックを最も頻
繁に取り上げているかが分かります。その社会を何が魅了するのか、何が注⽬に値するのか、
何が喜びと安らぎの源であるのか読み解くことができます。 
 外国語の本がポーランド語に翻訳されて出版される際、著者の情報が本に掲載されます。こ
の情報により、読者は作者をより良く感じることができます。更に、いくつかの作品では、出
版された時代の歴史的状況を明らかにすることを⽬的とする解説がついている場合もあります。
これは特に、その国の⽇常⽣活に関連するストーリーの理解に役⽴ちます。 
 上記のような 15 ⾴に及ぶ解説が、2019 年に Tajfuny 社によって出版された、太宰治の『斜
陽』につけられています。「崩壊―Upadek」と題されたこのポーランド語版の解説は、
Karolina Bednarz によって書かれ、第⼆次世界⼤戦後の⽇本の状況と国家と社会の両⽅が被っ
た損害について書かれています。彼⼥はまた「斜陽の時代 Pokolenia Zmierzchu」の事象につい
ても焦点を当てており、最も重要な問題、すなわち「斜陽というタイトルの意味は何か」とい
う重要な疑問への答えも含んでいます。序⽂の内容は、読者に著者の要となる出来事、すなわ
ち五回の⾃殺未遂とその動機について紹介しています。読者が読み進める中で、登場⼈物の中
に、著者の顔を⾒ることができるように。 
 本の解説はそれが書かれた国の貴重な歴史的教訓を⽰しています。これにより、桜の咲く国
⽇本の国⺠が 70 年以上前に苦労してきたことを、広範で退屈な教科書を読むことなく、⼿軽
かつ興味深い⽅法で知ることができます。 
 私は⽇本に存在するあらゆるおとぎ話やたとえ話も、この国と社会に関する⾮常に重要な情
報源であると思います。更に、おとぎ話には素晴らしい教訓が含まれています。なので、読者
はこれらの作品を読むことで、無意識に新しい観点の教訓を受けることができます。また、同
じく太宰治の著書である『御伽草⼦―⽇本の物語集』のポーランド語版は、2019 年に
Akademickie Dialog 社によって出版されました。ポーランド版の著者はこの中で、⽇本で有名
な物語への独⾃の解釈を提⽰し、またなぜそのように書かれたのかを説明しています。そのお
かげで⽇本のお伽話になじみのない読者でも、おじいさんと不思議な孫の物語『桃太郎』やタ
ヌキとウサギの物語『かちかち⼭』を知ることができ、また浦島太郎の不思議な冒険について
も知ることができます。『浦島太郎』の主⼈公である⻲を救った若い猟師は、ただおとぎ話に
登場しているだけでなく、当時の⼦供の着物の様⼦をも読者に教えてくれます。また、『御伽
草⼦』に収録されている浦島太郎の物語を読んでみると、⻲の賢さがよく分かります。この作
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品は、教育的価値も持っているのです。例えば、以下のような⻲のセリフがあります。 
「腰かけてみるか、とは何事です。 (・・・) ⼈⽣には試みなんて、存在しないんだ。やつて
みるのは、やつたのと同じだ。」(太宰 治『お伽草紙』⻘空⽂庫、Kindle 版より)  
太宰によって語られるおとぎ話は普遍的です。読み⼿は、登場⼈物の感情を感じ取ることがで
きる他、⾃然や平凡な⼈の⼼理も理解することができます。 
 漫画は⽂化の産物であると同時に⽂学の産物でもあり、また慣習に関する情報の源泉という
性質も持っています。その代表的な例は、朝霧カフカ原作、春河 35 作画の『⽂豪ストレイド
ッグス』というシリーズでしょう。この作品の主⼈公は、⽇本⼈の間でよく知られていて、他
の作家にもインスピレーションを与えている、いわば「野良の⽂学者」である⽂豪や詩⼈らで
す。武装探偵社とポートマフィアの運命を楽しむだけでなく、⽂豪に関する⼩話を知ったり⾃
⾝の世界観を広げたりすることができるでしょう。この漫画を翻訳出版したポーランドの
Waneko は第⼀巻で、「この漫画に登場するほとんどのキャラクターの名前は⽇本の⽂豪と詩
⼈から取られているが、彼らの特殊能⼒はその素晴らしい作品に関連した称号である。」と朝
霧の意図を記しています。例えば国⽊⽥独歩の「独歩吟客」や中島敦の「⽉下獣」といった技
があります。後の巻で訳者は、漫画のストーリーに出てくる⽂豪や作品の題名に⾔及もしてい
ます。⼀⽅で、六巻では⼤久保ゆうによって、主⼈公のモデル、とりわけ彼らの作品によって
親しまれている樋⼝⼀葉や中原中也についての説明が書かれています。 
 詩は⼈間の感受性、論理的思考⼒、解釈⼒を育て語彙を豊かにさせるとともに、芸術家だけ
でなくすべての⼈々にインスピレーションを与えます。GRANRODEO というグループの⼆つ
の曲が、その良い例です。これらの歌詞は、中原中也の作品から刺激を受けているだけでなく、
中原による⼆つの詩の要素が含まれています。『DARKNESS MY SORROW』を作詞した⾕⼭
紀章は、『汚れちまった悲しみに』という詩にインスピレーションを受け、⼀部引⽤もしてい
ます。同様に、『セツナの愛』という曲も、この詩に影響を受けています。現代の⼤衆⽂化に
おける過去の芸術作品への⾔及は、20 世紀の芸術上の功績を私たちの世代に広めることに貢
献しています。このような引⽤は、読者の世界観を広げ、中原中也のような詩⼈がいたという
ことを気づかせる先進的現象であると私は考えます。 
 ⽇本⽂化の重要な要素である⽂学を扱ったこのエッセイで、全ての基本的事項は網羅できた
と感じています。私が列挙した論点は、⽇本やその社会、⽂化に関することを皆さんに教える
⾮常に重要な機能を果たせています。しかしながら、教育だけでなく、私たちの想像⼒、世界
観、語彙といった芸術の形もあり、それらも我々にインスピレーションを与えています。 
 
参考⽂献 
 
„Bungou Stray Dogs: Bezpańscy Literaci” Kafka Asagiri, Sango Harukawa, Wydawnictwo Waneko, 
2017; 
„Otogizōshi: Księga japońskich opowieści” Osamu Dazai, Wydawnictwo Akademickie Dialog, 2019; 
„Zmierzch” Osamu Dazai, Wydawnictwo Tajfuny, 2019. 
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『伝統：⽇本とポーランドの永遠性を繋ぐ橋』  キラ・リーケマン 

 
 
時の流れと世の中の変遷に適応する中で、⼈間は多様な⾃分の進むべき道を⾒つけるように

なりました。これはとても簡単なことに聞こえます。しかし⼈々の多くは、⽬の前に様々な選
択肢があるにも関わらず、最後には 2つの選択肢に集約されていくのです。―偶然と運命と呼
ばれるものです。過去を振り返ってみると、運命に翻弄され、時に社会の変容を許容、拒絶し
ながらも、祖先がいかに勇敢に、与えられた運命へ⽴ち向かったかを感じ取ることができます。
こうした事実は⽇本とポーランドどちらにも⼤差なく存在します。なぜなら、双⽅どちらも波
乱の歴史を辿り、幾度とない侵略を経験し、時代の変遷を経ながら⽣き⻑らえてきた点で共通
しているからです。そして、その精神は⽂化と知的遺産を⽀えるものの保護へも⼤いに貢献し
ました。以下では、その伝統について記述します。 

⽬の前に橋が掛かっているのを想像してみてください。建設した⼈々の技量をうつすように、
苔むした橋脚はしっかりとできています。 鋭敏な⼿つきで綿密に作られており、形を留めて
います。その橋は、年配者と若者の世代が⾏き来できるように架けられています。どちらも、
⼈間の⼿仕事、尽⼒、昔ながらの解決策を⽤い世代をまたぐという点で⾮常に似ています。伝
統は、古きと新しき、またはある国とある国を繋ぐ架け橋なのです。―ついにここで、⽇本と
ポーランドについて正しく語ることができます。伝統は、100 年以上も双⽅の⽂化を繋ぎ、外
交的関係を強化してきた橋であるのです。両国の偶然は、愛国的姿勢で外国列強からの侵略へ
⽴ち向かったことを端緒とします。⽇本は孤⽴した 19 世紀以降、ポーランドに興味を⽰し始
めました。ポーランドも同様です。「⽇出づる国⽇本」と「欧州の中⼼ポーランド」。両国は
まるで⼀本の⽷の始まりと終わりのような関係で、双⽅の国⼒を強めて⾏きました。尊厳の矜
恃、家族への敬意、強固な⽂化の独⾃性―これらはどれも⽇本とポーランドの伝統の中核を担
っています。勿論、それぞれの要素は⽴地条件に違いがあります。⽇本は⻑年、鎖国状態でし
たが、ポーランドの領⼟では様々な国籍の⼈が⾏き交いました。更に、良く知られた事実では
ありますが、⽇本が⿊船の来航にて⾃国の⽂化やアイデンティティを失うまいと奮闘していた
間、ポーランドはヨーロッパ上の地図から姿を消していたことも忘れてはなりません。これは
21 世紀から考えると抽象的に聞こえますが、すべての逆境、偶然と運命に翻弄されながら、
両国は⽣き残ってきたということを評価すべきです。再び繁栄し明るい⽇々を送るために、こ
の成果は国家の誇りと伝統で満ちています。 
価値を決して失わない宝物は、私たちの周囲にありふれています。家族を例にとると、古い
写真、⽇記、⽇⽤品には、祖先たちの想いやエネルギー、神聖な記憶が刻まれているでしょう。
このことは、私たちを取り巻く他の関係性、つまりポーランド⼈と⽇本⼈の関係にも同様に当
てはまります。私たちの相互の永続性は、世代から世代へと価値観を伝える家族のイメージそ
のものにはあてはまりません。両国の絆は、柔軟なつながりとお互いへの興味と好意の⼒によ
り描かれ、より深い意味を持ちます。例えば、ポーランドと⽇本の国旗を⾒てください。⼀⾒、
それらは同じ⾊で構成されており、似ています。しかし、もっと注意を払うと、ポーランド国
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旗の場合、⽩と⾚の部分が横に並んでいます。⼀⽅、⽇本国旗は、⽩い部分の中に閉ざされた
⾚の部分があります。 後者の旗は、⽩い背景に⾚い丸で飾られており、太陽の象徴（私たち
の太陽系で最⼤の星であり、⽇本の太陽の⼥神アマテラス）を指します。⼀⽅、ポーランドの
仲間である⾚と⽩は、純粋さと⾎を⽰します。これらの関係性はどこにあるでしょうか。この
質問に答えるのにタロット占いが役⽴ちますが、⽂字通り占いを通してではありません。⾒か
けや形式だけが、両国の類似性を⽰すわけではありません。この不思議なタロットカードには
正式に「太陽」として知られる「19 番」が含まれています。これは、勇気、勝利、希望を意
味するカードです。ここで、⽇本とポーランドの国旗に話を戻しましょう―両国の国旗には、
⼒と確信、そして祈りの象徴である太陽の⾊が使われています。また、国家の価値観と歴史に
関連する象徴だけでなく、⾐服も同様にその国を表現します。⽣産⽅法、⽣産に使⽤される材
料、または最も単純な型紙やデザインなどは、場所や季節によって⼤きく異なり、それらはそ
の国を表現します。ポーランド⼈は、⽇本の伝統的な⾐服というと、浴⾐、着物、袴、⽻織な
どを着た⼥男を想像します。⼀⽅、ポーランドの⺠俗伝統に興味のある⽇本⼈は、好奇⼼を持
って、今⽇もポーランド⼈の⺠族⾐装を着て、⾒ることができます。浴⾐と着物と違って、ポ
ーランドの⺠族⾐装は地域によって異なります。例えば、ポドハレ地域の⺠族⾐装とポモジャ
地域のカシュ―ブ⼈が着る⺠族⾐装は異なっています。それぞれ裁ち⽅や⾊は、地域、県、ま
たは⽂化圏（⽇本でもポーランドでも）によって異なります。服を作ったりその服に⼿を伸ば
したり⼈々によって、デザインや豊富な⾊彩で表現される共通の性質は、やはり伝統となりま
す。 
 様式とその表現⽅法は、ポーランドと⽇本⽂化の⼤きな類似点の中で唯⼀の決定要因ではあ
りません。“胃から⼼臓まで”ということわざを覚えておくといいでしょう。これは料理の芸術
性と⾷事の⽂化性を表したことわざです。 ポーランドのピエロギと餃⼦は果たして似ている
でしょうか。ではポーランドの伝統的スープ、ロスウとラーメンのスープはどうでしょう。勿
論、具材やいわゆる「地元の味」は場所によって違いますが、似ているところもあります。⽇
本の、バランスや調和の取れた料理よりポーランド料理の⽅が重たく味が濃くはありますが、
⽢⾟く酢漬けした⾷べ物は両国でとても⼀般的です。また、⼀⾷の組み合わせも⾮常によく似
ています。なぜなら、⽇本⼈もポーランド⼈も満⾜感があり健康な⾷事をすることが好きだか
らです。仮にイギリス料理とポーランド料理を⽐べてみても、共通点はほとんどないでしょう。
同様に、⽇本料理とスペイン料理を⽐べてみても、味の濃さやスパイスの使い⽅が両極端でし
ょう。このことから結論付けられるように、歴史的、形式的観点以外でも、⾷⽂化という要素
も、「桜の咲く国⽇本」と「欧州の中⼼ポーランド」を繋ぐ橋であります。⽇本のお茶会は、
ポーランドのお茶を飲む⽂化よりも⾮常に洗練され、それを⼤きく上回っています。⼀⽅で、
ポーランドの脂の⽊曜⽇は、年に⼀度ポーランドのドーナツ(ポンチキ）が⼤量に振舞われ消
費される有様において、外国⼈を驚嘆させるかもしれません。また、⼀⽇三⾷の習慣や⾷事の
趣向は別として、⾷事の習慣⾃体も外国企業⽂化においては重要となります。忘年会がその⼀
例です。ポーランドにも似た宴会が存在しています。名前こそ同じではないものの、⼤きな外
国企業が開催し、⼤量の酒や⾷べ物を消費し、ダンスをして盛り上がるような社員向けパーテ
ィがあるのです。また、芸術や⽂学、⾳楽もまた両国⽂化にとって⾮常に⼤切な要素です。60
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年代後半になくなったポーランド⼈クシシュトフ・コメダは、映画の劇中作曲家として名を上
げました。⼀⽅、久⽯譲は、ポーランドの⾳楽愛好家に愛されながら⽇本で著名な作曲家の⼀
⼈として活躍しました。葛飾北斎の古典絵画や⽊版画、抽象画も、超現実主義で⼒強い表現⼒
のあるズジスワフ・ベクシンスキの作品と同様に、鑑賞者の印象に残る作品です。 芥川⿓之
介やヘンリク・シェンキェーヴィチについて語るならば、彼らの何を語るにしても、ポーラン
ドであろうと⽇本であろうと、彼らの体系的かつ熟練された物書きの技巧の独⾃性、想像⼒は
異彩を放つものだと⾔えるでしょう。 
 橋や横断歩道は脆いです。時には⼟台をさらってしまうような川が橋の下を流れていたり、
⼈間の創造物に対する無慈悲な災害が起こったりします。こうした例えは、時が過ぎ去り分断
されたポーランドらしさ、⽇本らしさについて語るのにも使うことができます。なぜなら、政
治的に両国で⼀度たりと同⼀ではなかったからです。また、歴史的、経済的にも、⽇本とポー
ランドは完全な⼆⼈三脚の関係にあったことはありませんでした。つまり、両国間の距離や両
国を隔てる海が、⽂字通り「距離感」を⽰しているというだけでなく、⼈間の営み⾃体も異な
っていると⾔えます。ポーランドと⽇本の税を⽐較することは不可能です。法律、最低賃⾦、
失業率などは、両国の⾮常に多くの事象によって変化します。しかし「時には反対のものが引
き付け合う」ことが良くあるように、おそらくこれらの「論理的な違い」は⽇本とポーランド
の関係を構築するためのもう⼀つの利点です。⾃⾝のクローンと過ごすことに 100％の居⼼地
の良さを感じる⼈は誰もいないでしょう。同様に、ポーランドがもし⽇本と全く同じであった
ら、⽇本⼈にとってポーランドは魅⼒的に映らないでしょう。そういう訳で、共通点を持ちつ
つも乗り越えられない境界線があるということは、ポーランド⼈と⽇本⼈の両者にとって、双
⽅の未知な物に対する探究⼼や好奇⼼を駆り⽴てる、まさにモーターエンジンのような働きに
なるのです。昔誰かが⾔いました。「美は⾒る瞳によって異なる」と。これは実に⾔い得て妙
であり、どのようにものや場所、状況をみて判断するかによって、いつも違う景⾊が⾒えるの
です。先述した橋のように、そのような物の⾒⽅は、どこかに通じる境界や距離、障壁ではな
い何かを繋げ、橋を架け困難な道を歩くための⼤きなモチベーションとなるのです。 
 ポーランドは⽇本から 8000km 以上も離れていますが―その距離感は想い・発展・技術そし
て意志のお陰で縮まっています。恒久的な伝統、何世紀も続く⽂化や国家の個⼈主義への社会
的な奮闘は、両国をより近づけました。この 100 年、⽇本とポーランドの友好関係は互いの協
調、相互関係に基づいて証明され続けており、それは徒労ではありません。互いに架けられた
橋は、⽇本とポーランド両国の⼿により、今⽇まで建設されてきたのです。それは冒頭で述べ
た伝統と未来であり、最後にどんな結末が⾚と⽩と落ち合うのかを定め、気⾼き⾚⽩⼆⾊の両
国の永遠の功績と、より良い明⽇を決定づける⼆つの要素であるのです。 
 
参考⽂献 
 
Fabjanowska-Micyk Zofia, Banzai ‒ Japonia dla dociekliwych, Wydawnictwo Dwie Siostry, Warszawa 
2015. 
Głownia  Dawid, Sześć  widoków  na  kinematografię  japońską.  Kulturowe,  społeczne, polityczne 



『伝統：⽇本とポーランドの永遠性を繋ぐ橋』 

29 
 

i instytucjonalne konteksty kina, Wydawnictwo Yohei, Wrocław 2013. 
Jofan Natalia, Dawna Kultura Japonii, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1977. 
Kletowski  Piotr, Sfilmować  duszę:  Mała  historia  kina  japońskiego,  Muzeum  Sztuki i Techniki 
Japońskiej Manggha, Kraków 2006. 
Loska Krzysztof, Adaptacje  Literatury  Japońskiej, Wydawnictwo    Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Kraków 2012.  
McLelland  Mark,  The Endof  Cool  Japan:  Ethical,  Legal,  and  Cultural  Challenges  to Japanese 
Popular Culture, Wydawnictwo Routledge, Abingdon 2016. 
Tubielewicz Jolanta, Historia Japonii, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 1984. 
Żółkiewski  Stefan,  Hopfinger  Maryla, O współczesnej  kulturze  literackiej, Tom  II, Wydawnictwo 
Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1973. 
 
 
参考サイト 
 
Country comparison Poland vs Japan [w;] 
https://countryeconomy.com/countries/compare/poland/japan (dostęp online, 30.07.2019). 
Co Polacy wiedzą o Japonii? || Do Poles know Japan? [w;] 
https://www.youtube.com/watch?v=Myr0dc7cF-w (dostęp online, 30.07.2019). 
Polska kuchnia na ekranie [w;] https://www.youtube.com/watch?v=TNi5fQ5sUPA (dostęp online 
30.07.2019) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ポーランドを知ったきっかけ 
 

30 
 

 
 『 ポーランドを知ったきっかけ』  栗⼭ 陽輔 

 
 
 「ポーランドよりも、みんなが知っている国がよかった。」 
 それは、当時の私の本⾳でした。  
 私が中学校 2 年⽣の時、学校の選択授業で「国際⽂通」という授業ができ、国際⽂通をきっ
かけにポーランドという国を知りました。 
 当時の私の故郷は、外国⼈が少なく、海外に興味がある⼈や友達が少なかったです。私は中
学校 1 年⽣の時にイギリスやスペインに⾏った経験があったため、新しい物や新しい環境に挑
戦することが好きで、好奇⼼から国際⽂通の授業を選択しました。 
 国際⽂通の授業では、当時郵便局が⾏っている「郵便友の会」というのがあり、私達のクラ
スはそれに加⼊していました。⽂通をしたい希望の国を３カ国郵便友の会に提出をして、⽂通
の相⼿を紹介していただいていました。私の希望の国は、私の友達が知っているアメリカ、イ
ギリスやイタリアでした。しかし、希望は外れました。私はポーランド、スイスやパプアニュ
ーギニアなどの国の⼈と⽂通をしました。中でも、ポーランド⼈との⽂通が⼀番続きました。 
 ポーランドからの初めての⼿紙は、⼼地よい⾹りで、ずっとこの⾹りを嗅いでいたいぐらい
でした。⽂通相⼿の独特な⽂字、アルファベットの Aは三⾓でした。⽇本が⼤好きだっていう
ようなアニメの絵、⼿紙の中に⽂通相⼿の気持ちが⼿紙を開けて噴⽔のように溢れ出していま
した。⼿紙が届くときは、いつも忘れたころでした。⼿紙が届いた時は⾶び跳ねるように嬉し
かったです。⽂通相⼿が好きな⽇本のアニメや⾳楽は、私の好きなアニメや⾳楽と共通してい
ました。私は、ポーランドを知らないけれど、⽇本についてのお話で盛り上がれました。その
時、⽂通相⼿が私の国を知っているのに、私はポーランドという国を知らず、⽂通相⼿の国を
知りたいとどこか⼼の中で感じていました。⽂通の最中には、何かほしいものがあるか聞かれ
ることがよくありましたが、ポーランドについて何も知らなくて、それがとても悔しかったで
す。それが、僕が⽂通を始めて、ポーランドをもっと知りたいと感じさせられた瞬間でした。 
 届いたポーランドのお祭りの写真のポストカード、他にはどんなお祭りがあるのだろうか。
ギフトで頂いたポーランドのミュージシャンの CD、とても個性的で他にはどんなミュージシ
ャンやどんな⾳楽があるのだろうか。クラクフの⾵景の写真は、まるで映画のお洒落な世界を
⾒ているようでした。⽇本でポーランド⼈に会いたい、そう思うようになりました。 
 専⾨学校を卒業して、１年後に東京に上京をしました。この時に、ポーランド⼈との⽂通が
途切れそうでした。私は、英語が苦⼿で、うまく⾃分の気持ちが⼿紙に英語で書けなくなって
いました。何か⽉も、⼿紙を書けなかった時がありました。私が書こうと思ったときは、⻑い
間が経っていたので、⼿紙を書いても返事は来ないだろうと思ってしまいました。それでも、
これからも⼿紙を続けたい。どうしたらまた⼿紙を再開できるだろうか、相⼿がどうしたら喜
ぶかを考えていました。 
 ミクシィというソーシャルネットワークサービスで、ポーランド⼈と国際結婚をされた⼥性
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との出会いがありました。集団での勉強が嫌いで、好きな時にレッスンを受けたいということ
から、この⼥性のポーランド⼈の旦那様にポーランド語のマンツーマンのプライベートレッス
ンをして頂いていました。この⼥性のおかげで、ポーランド語に出会うことができました。そ
して、渋⾕にポーランドのダイニングバーがあると聞き、そこでポーランド⼈やポーランド好
きの⼈に出会うきっかけも頂きました。ポーランド語は主語も動詞もすべてが変化をして難し
いけれど、アニメのセーラームーンのように、いろんな変化があって楽しいと思いました。ポ
ーランドのダイニングバーでは、ポーランド⼈をはじめ、ポーランド語を勉強している⼈、ポ
ーランドのお酒、ポーランド料理やポーランドの物があり、私をもっとポーランド好きにして
くれました。現在渋⾕のダイニングバーは閉店して存在しませんが、あの時が楽しくて、あの
時に戻れるならまた戻りたいです。 
 ⽂通相⼿との⼿紙は、英語にポーランド語混じりの⼿紙になっていきました。フェイスブッ
クをするようになり、⼿紙を書くことも少なくなりました。ポーランドのイベントに参加して
ポーランドの伝統⽂化を感じたり、沢⼭の⼈に出会ったり、⼿紙よりもすぐにチャットで沢⼭
の⾔葉を交わすようになりました。そして、⽂通相⼿が⽇本に来⽇して、会いに来てくれまし
た。 
 初めての出会いは、⼼臓がバクバクと体から⾶び出るんじゃないかと思うぐらい緊張をしま
した。まだ英語もポーランド語も全然話せない焦りと、⾝⻑の⾼低差、⽂化の違いによる物事
の考え⽅、すべてがうまくいきますようにという願いでいっぱいでした。初めは無⾔が続いた
り、カメラが得意な⽂通相⼿から「テリボー」と私の撮影した写真にブーイングされたり、⾃
分への失望感に溢れていました。しかし、⽂通では興味があることなどについて話をしていた
ので、⾔葉に出さなくても通じ合うこともありました。そして、私にとって初めての外国⼈の
観光ガイドでもありました。⽬の前で焼いてくれるお好み焼き屋、お寿司、しゃぶしゃぶ、ラ
ーメン博物館でのラーメンの⾷べ⽐べ、お茶屋での就業経験から美味しいお茶も伝えることが
できました。カフェでは、私が⿐をティッシュでかまずにズルズルと吸う姿にブーイングをさ
れ、⽂化の違いも感じさせられました。初めての出会いの⼀番の思い出は、私が⽂通相⼿の⼤
好きな歌⼿のコンサートに⼀緒に⾏き、歌⼿との交流もできたことです。私は、⽂通相⼿のた
めに SNS を使って歌⼿にコンタクトを取り、実現できたことです。コンサートでも、ポーラ
ンドでは⾳楽を聴くときは体を揺らしたりするけれど⽇本では体を揺らさないと、ここでも⽂
化の違いを感じさせられました。 
 ⼿紙を書いて、そこからポーランドの⾳楽を知り、もっとどんな⾳楽があるのだろうかと調
べたり、⾳楽のイベントを主催して下さるポーランド⼈の影響で他のジャンルの⾳楽にも興味
を持つことができました。⼀枚のポストカードから、相⼿の写真から、他にはどんな景⾊があ
るのだろうか。私は歴史が苦⼿だけれど、とりあえず歴史のイベントに⾏ってみよう。⽩⿊映
画は眠たくなりやすいけれど、ポーランドが好きっていう⼈達がお勧めするんだから観に⾏っ
てみよう。⽇本ではポーランド料理のお店があるけれど、本場では他にどんな料理があるのだ
ろう。ポーランド⼈は男⼥問わず料理する⼈が多く感じるけれど、料理って楽しいのかな。私
は、相⼿の関⼼に⾃分も興味を持ってみることの素晴らしさをポーランド⼈との国際⽂通で学
びました。苦⼿だったクラシックやジャズ、⽩⿊映画、料理、相⼿の関⼼に関⼼を持ち、会話
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が弾むようになり、沢⼭のことを知ることができ、沢⼭の⼈とつながることができました。 
私は現在 33 歳で、14 歳の時始めたポーランド⼈との国際⽂通、⼿紙がなかったら⼈⽣の三
分の⼆もポーランドを感じられていなかっただろうと思います。私に⽂通相⼿がポーランドを
⼤好きになるきっかけをくれたように、私も他の誰かにポーランドを伝えて、ポーランドを知
るきっかけを発信していきたいと思いました。 
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『演劇「祖霊祭(Dziady)」に学ぶ、⽇本とポーランドの過去との向き合い⽅』  

⼩池敏⼤ 
 

 
⽇本とポーランドには、古くから伝わる慣習で、相互に似通ったものがある。 
その⼀つが、「祖霊祭(ポーランド語では、“Dziady”:ジャディ)」と呼ばれるものだ。 
⽇本では、「お盆」がその⼀例だ。「お盆」は、年に⼀度、８⽉の中旬に、先祖や亡くなった
⽅々の霊魂たちが、浄⼟(仏教の⽤語で、死者の住む死後の世界をいう)から、この世に戻るの
を迎え⼊れ、供養するという⾏事である。 
私たちは、８⽉中旬の、このお盆の時期に、⾃分たちの⽣まれた故郷に帰省し、家族や親戚と
再会し、彼らと共に先祖の墓を訪れる。いわゆる、“墓参り”という慣習だ。 
墓に⾏くと、先祖の墓に⽣えた苔や草をむしったり、冷⽔を墓⽯に掛けて墓を磨いたりして、
綺麗に墓を清掃する。そして、家族や親戚が揃って先祖の墓に線⾹を上げ、先祖達に、⽇々の
⽣活の安寧を感謝したり、彼らの魂の安らぎを祈念したりする。 
また、お盆に⼊る時期に、地域や家族で「迎え⽕」を焚き、先祖達の霊を迎え⼊れる事もある。
この他、盆提灯を灯したり、九州地⽅の⻑崎では、先祖の墓の前で打ち上げ花⽕を上げて、盛
⼤に先祖をお迎えするという慣習も⾏われている。 
⼀⽅、ポーランドには、毎年 11⽉に“Dziady”(ジャディ:祖霊祭)と呼ばれる先祖供養の⽇があり、
⼀家で先祖の墓を訪れ、墓を清掃し、キャンドルや花を墓に⼿向け、⼜、⾷事や飲み物を先祖
達の為に供え、彼らの霊魂を迎え、その魂を供養するという⾏事が⾏われている。 
この“Dziady”は、ポーランドに古くから根付く⼟着の死者の霊魂を供養する慣習で、後に、ポ
ーランド全⼟に広がった、キリスト教⽂化よりも早く、そして、深くポーランドの⼈々の慣習
として根付いている、ポーランド固有の、伝統的慣習であると伝えられている。（キリスト教
⽂化では、Dziadyのように、毎年、先祖の霊魂と会うという慣習は、公式に反対され、排除さ
れているが、ポーランドに住む⼈々は、“死者たちの魂は、この⽣ける者たちの住む世界に毎
年やって来るものである”と考える“Dziady”の信仰を今⽇まで⼤切に持ち続けていて、祖先たち
の霊魂の再来を⾷事や花やキャンドルなど様々な供物を⽤意して迎えるのが恒例となってい
る）。 
 私が、このポーランドの“祖霊祭(Dziady)”を知ったのは、ポーランドで⽣まれた創作演劇「祖
霊祭(Dziady)」と出会ったことがきっかけだ。 
ポーランドの⽣んだ国⺠的作家・アダム・ミツキェーヴィチ(Adam Miczkiewicz)の著作
『Dziady』をもとに、“先祖を迎え、先祖の霊魂たちを供養する”という、先祖供養の慣習を共
に持つ、ポーランドと⽇本の⼆つの国の共有する⼀つの慣習をテーマに、⼀つの演劇作品の中
で、すなわち、⼀つの演劇舞台の上で、ポーランドと⽇本の“先祖供養の祭典”を融合させて、
⼆つの国の霊魂たちを舞台に迎え⼊れ、共に供養するという作品である。 
  私は、今年(２０１９年)の５⽉、東京・浅草の浄⼟真宗の寺院・⻄徳寺で、この作品の上演
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を鑑賞した。 
  寺院という死者たちの霊魂を供養する空間を舞台に、僧侶たちの読経が始まり、僧侶 
たち全員による読経が、時々、1 ⼈の僧侶による読経に変わったり、また、数⼈の僧侶 
たちによる読経に変わり、さらにまた、僧侶たち全員による読経に戻ったりと、まる 
で、轆轤を廻しながら、こねた⼟を⼤きく拡げたり、⼩さく萎めたりして器を創りあ 
げてゆくように、僧侶たちの経を読む声が膨らんだり、萎んだりと抑揚を繰り返しな 
がら、寺院の中に不思議な空間を創り上げていった・・・・・・ 
⻑い⿊髪の全⾝⿊づくめの⾐装の異教間の儀式を取り持つ司祭の魔術師の男性と、⽇ 
本の浴⾐姿の、猫の⾯を着けた⼥性が舞台に現れ、輪舞曲(ロンド)のようなポーラン 
ドの⺠俗⾳楽と思われる曲に合わせて、⼀組になって踊り始めた。曲に合わせて、明 
るい歌声が⼊ったり、その歌声が、何かに取り憑かれたような、狂気じみた叫びに変 
わったりして、殺伐とした空気に舞台⼀帯が包まれた。 
場⾯は変わり、⽇本の⾳楽(「東京⾳頭」)が流れ、浴⾐姿の狐やひょっとこの⾯を着 
けた死後の世界からやって来た祖霊たちが、⾳頭に合わせて踊り始める。 
⽇本の盆踊りの光景だ。 
彼らは、ある時は⼈間の声を出して踊ったり、また、ある時は、⿃や猫といった動物 
の鳴き声を出して⾳頭に合わせて踊っていた。 
そして、舞台の脇にスクリーンとプロジェクターが⽤意され、ポーランド⼈、それか 
ら、⽇本⼈の聞き慣れない名前が次々と読み上げられてゆく…… 
 
19 世紀のポーランド独⽴運動に⾝を投じ、逮捕され、獄中で⾃ら命を絶ったポーランド⼈⻘
年、1968 年のチェコスロヴァキアへのワルシャワ条約機構の侵⼊に抗議し、焼⾝⾃殺を遂げ
たポーランド⼈男性、ベトナム戦争時のアメリカによる北爆を⽀持した⽇本政府に抗議し、⾸
相官邸前でガソリンを被り、⾃殺を遂げた反戦運動家の⽇本⼈男性、ポーランドの政権政党
「法と正義」の政策に抗議し、2017 年に、ポーランドの⾸都・ワルシャワの⽂化科学宮殿の
前で焼⾝⾃殺を遂げた、ポーランド⼈化学者の男性、 
 
次々に、1 ⼈ 1 ⼈の存在が明らかになってゆく…… 
彼らは、死後、その魂が、⽇本⼈ならば仏となって死後の世界に召されたり、ポーランド⼈な
らば、死後の魂が召天することによって慰められるということも叶わず、また、この世界に⽣
きる現世の⼈々に、その存在を知り、受け⼊れられ、その魂の叫びを受け留められることのな
かった、いわば、“無名の霊魂たち”である。この光景は、この作品を鑑賞していた私に、最も
強い衝撃を与えた。 
  
私は、この作品『祖霊祭』の脚本の執筆と舞台監督を務めた、⽇本の伝統芸能である能の研究
者で、元駐⽇ポーランド共和国⼤使を務めた、ヤドヴィガ・ロドヴィッチ(Jadwiga Rodowicz)
博⼠に、この作品に込めた願いや、何故、ポーランドと⽇本において、各々に様々な事情の中
で死んでいった⼈々の存在を舞台の上で紹介したのかを尋ねた。 
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ロドヴィッチ博⼠は、この「祖霊祭」という演劇を通して、ポーランドと⽇本、⼆つの国に存
在する、まだ⼈々によって、その存在も知られていない“無名の⼈々の魂”に光を当て、彼らの
霊を「祖霊祭」の舞台で迎え⼊れ、彼らの叫びや願いに⽿を傾け、彼らの魂を慰めることが必
要だと語って下さった。 
ロドヴィッチ博⼠は、ポーランドにも、⽇本にも、その存在が⼈々に受け⼊れられ、その魂が
今だに浄化されていない霊たちが数多くいると話す。 
その、いまだ慰められることなく、この世界をさまよい歩き続ける霊魂たちの叫びや願いを受
け留め、彼らの魂を浄化するためには、この⼀度の「祖霊祭」の舞台を通した慰霊だけに留め
るのではなく、今後、何度も、この「祖霊祭」の舞台を重ねてゆくことにより、彼らの全てと
まではいかないまでも、その⼀部の⼈々であっても、彼らの魂の訴えを聴き、その魂を浄化し、
彼らの苦しみを少しでも和らげてあげられることになるだろうと話して下さった。 
私は、ロドヴィッチ博⼠からのお話を聴き、⽇本とポーランドの、かつて、⾃分が旅 
した⼆つの⼟地で⾒た光景を想い出した。 
  

 まずは、⽇本の沖縄。 
 １５年程前の⾼校⽣の時に、修学旅⾏で訪れ、初めて⽬にした沖縄は、晴れた夏の⻘空と、
底まで透き通るターコイズ・ブルーの美しい海の、穏やかで静かな⼟地だった。 
 
那覇市の⾸⾥城の⽯で組まれた重厚な城壁に沿って、那覇の街を⾒下ろしながら、ゆっくりと
歩いている時、活気に溢れた繁華街に⽴ち並ぶ、店々の軒先を⾒ながら国際通りを練り歩いて
いる時、沖縄特有の常夏の暑さの中に感じられる穏やかな熱気と、そこに、ゆったりと流れる
時間、温和で、旅⾏客の私達にも気さくに話し掛けて下さる⼈々とのふれあいは、時が経つの
を忘れさせてくれ、(当時から数えて)六⼗数年前に、この地が烈しい戦いの戦場となり、多く
の⼈々が、この地で戦⽕の中に命を落としたとは想像もつかないほど、⾃分の⾒た沖縄に、温
かく息づく平和を感じた。 
 私達、沖縄を修学旅⾏中の⾼校⽣は、⽷満市にある、太平洋戦争での沖縄における地 
上戦の戦跡の⼀つ、「ひめゆりの塔」を訪ねた。 
 「ひめゆりの塔」は、太平洋戦争の⽇本とアメリカの烈しい戦場となった沖縄で、⽇ 
本軍の従軍看護婦として戦地で負傷した⽇本兵や⺠間⼈の救護を⾏い、この沖縄での 
烈しい地上戦で命を落とした「ひめゆり学徒隊」の⼥学⽣看護婦たちを慰霊し、その 
命を懸けた救護⾏動を讃えた記念碑である。 
私達は、学級毎に、この碑に献花し、皆で合掌した。 
そして、この、ひめゆりの塔の裏⼿にある、ひめゆり平和祈念資料館を⾒学した。 
資料館には、太平洋戦争当時、「ひめゆり学徒隊」に所属し、烈しい地上戦の中で、懸命に兵
⼠や住⺠の救護活動を⾏う中、命を落としていった、⼥学⽣看護婦たち 1 ⼈ 1 ⼈の表情を映し
たモノトーン写真が壁⼀⾯に掲げられてあり、当時、彼⼥達の救護活動で使われていた、錆び
付いた鉄製のハサミやピンセット、看護⽤の⽔を貯めておくボールや、⽔筒、くたくたに使い
古された⾰製の肩掛けカバンや、患者⽤の⼩便器に⾄るまで、当時の戦場での看護現場を物語
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る遺品が展⽰されていた。また、当時、彼⼥達が、野戦病院として、⼈々の救護に当たってい
た壕（ガマ）の実物⼤の模型があり、その⼊⼝は、洞⽳のようになっており、決して広くはな
く、中も薄暗く、その中にひしめき合う、当時の多くの患者達とその看護に当たる医師や看護
婦たちの息遣いを感じるようだった。 
私達は、太平洋戦争当時、ひめゆり学徒隊で、⽇本軍の従軍看護婦として働き、あの沖縄での
烈しい戦争を⽣き抜いたという当時 80 代の⼀⼈の⼥性の案内の下、当時を物語る展⽰の⼀つ
⼀つを⾒ていった。 
彼⼥は、その前⽇、私達が宿泊した那覇市のホテルで⾏われた、平和学習という沖縄戦の体験
者が、当時の沖縄で体験した出来事や⽇常の⽣活など、その体験の⼀つ⼀つを、戦争を体験し
ていない我々⾼校⽣に向けて語るという講演の場で、ひめゆり学徒隊の⼀員として従軍看護婦
となって野戦病院で働き、戦⽕の⾶び交う烈しい沖縄戦を⽣き抜いた、当時を知る⼀⼈として、
戦場となった沖縄での⾃⾝の原体験を語って下さった。 
 
 昭和⼆⼗年の初頭、アメリカ軍の沖縄への上陸に備え、看護要員として教練を受けた⼥学⽣
達を集めて編成された「ひめゆり学徒隊」に彼⼥も参加した。 
間もなく、昭和⼆⼗年の三⽉になると、アメリカ軍の沖縄上陸が始まり、上陸し、攻撃を仕掛
けて来るアメリカ軍と、沖縄を防衛する⽇本軍との烈しい戦闘が始まった。ひめゆり学徒隊の
⼥学⽣看護婦達は、⼭や崖に出来た壕（ガマ）を野戦病院として、壕の中にベッドを設え、戦
闘で怪我を負った⽇本兵の救護、怪我や病気の悪化により重体となった兵⼠達の看護や介護に
当たっていた。 
三⽉に始まった戦闘も、四⽉、五⽉と⽉⽇を重ねると烈しさを増し、戦場で命を落とす⽇本の
兵⼠や怪我を負って壕に運び込まれる⽇本兵が増えてきた。 
⻑く続く戦闘の中、怪我や病気が悪化していく兵⼠、さらには、劣悪な環境となってゆく壕内
でマラリアなどの伝染病に感染する兵⼠も出て来て、野戦病院となった壕内は、劣悪を極める
状態となっていった。 
これを、彼⼥は、まるで毎⽇が⽕の⾞のようだったと⾔っていた。。 
看護婦の彼⼥は、毎朝、早朝に⽬を覚まし、戦闘の始まらない内に、川に⾏き、看護⽤と兵⼠
達の飲料⽤の⽔を桶に汲んで壕に運び、壕内の兵⼠達の介護が始まる。⼀⽇の中で、⼤変だっ
たのは、彼らの排泄物を集めて、野外に処理する時だったという。 
壕内にはトイレが無いため、⾝動きの出来ない兵⼠達の排泄を介助し、排泄物を集めて、野外
の排泄場に捨てに⾏かなければならないのだが、これを、戦闘が⽌んでいる間に⾏わなければ
ならない。悪臭を放つ排泄物を戦闘中に外に捨てに⾏く訳にはいかず、戦闘が⽌んだ隙に、⾛
って排泄場まで⾏って、敵に撃たれる前に、それを始末して帰って来なければいけないのが、
本当に⼤変だったという。 
毎⽇、⾷事も⼗分には摂れず、怪我や病気の兵⼠の介護、それも、突然に変化する彼らの病状
に応対せねばならず、戦闘が始まれば、怪我を負って運ばれて来る兵⼠達の応急の処置も⾏い、
⽬の回るような⽇々が、⽇中は続く。夜になって戦闘が⽌むと、ようやく、兵⼠達の世話の⼿
が空き、川に⾏って、その時になって、ようやく⽔を⼝に出来たという。⼀⽇の勤めが終わっ



演劇「祖霊祭(Dziady)」に学ぶ、⽇本とポーランドの過去との向き合い⽅ 
 

37 
 

て、ようやく眠りにつくのも、兵⼠達の眠った後の夜遅く、それから睡眠は、わずか、数時間、
1時間の時もあったという。 
  このような厳しい⽇々も、昭和⼆⼗年の六⽉に⼊り、⽇本軍の敗戦が濃厚になってくると、
兵⼠達の看護、救援を⾏っていた、ひめゆり学徒隊は、解散となる。 
上陸して来るアメリカ軍を前に、彼らの⽀配を受けず、⼜、捕虜となる恥辱を受けない為に、
ひめゆり学徒隊員達は、解散し、各⾃、⾃決し、⾃らの命を絶つ事を命じられたのだ。ひめゆ
り学徒隊員だった彼⼥も、解散し、壕を出る前⽇、⾃決⽤の⼿榴弾を⼿渡された。彼⼥は、明
⽇、解散し、これまで⾃分と同じく共に学徒隊員として勤めて来た仲間達と離れ離れになると
いう前⽇の夜、親友の⼀⼈と、星を⾒ながら、語り合った。 
明⽇、⼆⼈で壕を出て、途中、敵に出くわしたら、そこで、それぞれ⾃分達の⼿榴弾のピンを
抜いて、⼀緒に死のうと約束を交わした。翌⽇、ひめゆり学徒隊が解散となり、皆、それぞれ
に壕を出て⾏く。彼⼥も、親友と共に、壕を離れ、敵の攻撃をまだ受けていない南に向かって
歩いていった。途中、幾晩か、戦闘の無い静かな夜を過ごし、また、南に向けて歩いて⾏く中、
突如現れたアメリカ軍の戦⾞部隊に⾏く⼿を阻まれた。戦⾞部隊は、銃を構えて前進して来る
何⼈もの兵⼠達を先頭に、地響きを⽴てながら前進してくる戦⾞の轟⾳と共に、こちらに向か
って迫って来る。彼⼥と親友は、⾝を低くして、それぞれ別の岩陰に隠れた。親友も少し離れ
た岩陰に、⾝を屈めて隠れている。 
親友も彼⼥に気付いた。戦⾞部隊が、こちらに向かって迫り来る中、彼⼥は、覚悟を決め、⼿
榴弾を取り出し、安全ピンを抜こうと決めた。しかし、⼿が震え、ピンに⼿が出せない。彼⼥
は、迫って来る敵軍を前に、どうする事も出来なくなってしまった。 
暫くして、親友のいる岩陰の⽅からピンを抜く⾳がし、爆発⾳が⽴った。 
「ああ、これで、◯◯ちゃん（親友の名前）も、とうとう死んでしまった。私も、死ななけれ
ば、ここで、死ななければ……」と焦りが襲って来る。しかし、もう、彼⼥の⾝体が、どうに
も動かない。敵の兵⼠や戦⾞は、もう、すぐそばに来ている。 
アメリカ軍は、少しずつ、前進しながら、拡声器を使って、⽇本語で「スグニ トウコウ シナ
サイ サモナケレバ コウゲキヲ カイシシマス」と呼び掛けて来た。 
彼⼥は、これまで⾃分達が受けて来た戦陣訓（戦場での⽇本兵⼠や国⺠の守るべき訓戒）を思
い出した。「⽣キテ虜囚ノ辱メヲ受ケズ」という訓戒が彼⼥を引き⽌めるようだった。だが、
もう、安全ピンを引いてここで⾃決が出来なくなってしまった以上、どうしようも無い。彼⼥
は、意を決して、前進して来るアメリカ軍に投降する事にした。 
彼⼥は、⼿を上げて、⽴ち上がり、前に向かって歩き出した。 
銃を構えたアメリカ軍の兵⼠達の前に⼿を上げたまま⽴ち⽌まる。 
兵⼠の⼀⼈が、銃を構えたまま彼⼥に近付いて来て、銃⼝を彼⼥の⾝辺に当てて、武器等の危
険物の所持が無いかを検査し始めた。 
彼⼥は、使う事の無かった⼿榴弾を差し出し、投降する意志が確認されると、兵⼠の⼀⼈に付
いて来るよう命じられた、彼⼥は、歩いて、捕虜収容所に向かわされた。 
アメリカ軍の下、投降した⽇本軍の兵⼠や⽇本⼈の住⺠達を収容する収容所に彼⼥も⼊り、収
容所での⽣活が始まった。着替えを与えられ、⾷事も⽤意されたが、彼⼥は、その⾷事を⾒て、
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これは本当に⾷べて良い物か、危なくはないかが不安で、しばらく、⾷事に⼿をつける事が出
来なかった。空腹も限界になって来たが、⾷事に⼿が出せず、困り果てていると、⼀⼈のアメ
リカ軍の兵⼠が彼⼥の元に来て、彼⼥の⾷事を少し⾷べて⾒せた。そして、また、少し、⾷べ
て⾒せると、だんだんと彼⼥の中に安⼼が⽣まれ、少しずつ⾷事を摂れるようになった。そし
て、彼⼥は、終戦までをこの捕囚収容所で過ごし、過酷な沖縄の戦争を⽣き抜いた。 
 ２時間に及ぶ講演の中、８０歳を越えた彼⼥は、途中、⼀度も休む事なく語りを続け、その
溌剌と背筋を伸ばして直⽴する姿で、⼤きな声でゆっくりと我々に語る姿は、とても堂々とし
ていた。当時、⾼校⽣だった我々に向けて、彼⼥が語ってくださった⾔葉の中に、今も忘れら
れない⾔葉がある。 
それは、「戦争を体験した事のない皆さんには、ぜひ、この戦争を追体験して頂きたい」とい
うものだ。戦争のない、平和で豊かな時代に⽣きる⼈たちも、戦争を体験した⼈間が⾃⾝の原
体験を彼らに語り、伝えていく事が、戦争を知らない⼈々が、その戦争を知り、追体験する事
に繋がると彼⼥は語っていた。だから、彼⼥も、⽣きて、⼒の続く限り、戦争を、沖縄戦を知
らない後世の⼈々に向けて、沖縄戦を語ってゆくのだと…。 
私は、彼⼥の⾔葉に、戦争を体験し、その戦争を⽣き抜いたという事は、その戦争を、その戦
争のなかで起こった出来事や⾃らの体験を、⾃らが⽣きる時代の中で、⽣かし続け、その戦争
と向き合い続ける事なのだという、彼⼥の強い気概と⾃負を感じた。 
沖縄には、現在もなお、あの沖縄戦で命を落とした⼈々の遺⾻が、戦場となった⼭や壕（ガマ）
の中など、各地に埋もれ、取り残されたままになっていると⾔われている。 
私が修学旅⾏で沖縄を訪れた際、バスに乗って、サトウキビ畑の広がる真っ直ぐに⻑く延びる
⽥園地帯の道を⾛っている時に、乗り合わせたガイドの⽅が、サトウキビ畑を案内しながら、
「沖縄戦の時、このあたり⼀帯は、⾎で真っ⾚に染まったと⾔われています。今は、サトウキ
ビ畑になっていますが、この地⾯の下には、今も⼈々の亡骸が眠っていると⾔われています」
と語っていたのを覚えている。 
 「戦争を今も残したまま、戦争を抱き締め続けている」 
沖縄を想い出すとき、いつも、私はそう感じている。 
 もう⼀つ、私が想い出す場所が、ポーランドのワルシャワだ。 
私が初めてポーランドを訪れたのは、２０１７年の夏。 
初めて踏んだポーランドの地は、⾸都のワルシャワだった。 
７⽉末にワルシャワに降り⽴ち、ワルシャワに住む友⼈の家でのホームステイ⽣活が始まった。 
ワルシャワに到着した翌⽇から、市街を友⼈の案内のもとで訪れ、ワルシャワの各所を巡る⽇
が続いていたある⽇。 
８⽉１⽇。 
友⼈と私は、ワルシャワ市内で、友⼈の兄と合流した。 
友⼈の紹介で⽇本から来た私の事を知った友⼈の兄は、私の事を“Toshi”と呼び、「Toshi に、
今⽇、ぜひ⾒せたいものがある」と話し、私達三⼈は、街を⾛るトラムに乗り、現地に向かっ
た。 
到着したのは、製造⼯場のような茶褐⾊の煉⽡造りの外観の「ワルシャワ蜂起博物館」
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（Museum Powstania Warszawaskiego）だった。 
友⼈によると、この⽇（８⽉１⽇）は、ワルシャワ蜂起の始まった⽇だという事である。 
１９４４年のこの⽇、第⼆次世界⼤戦中、ナチス・ドイツの占領下に置かれていたポーランド
の⾸都・ワルシャワでは、市⺠やポーランド軍の兵⼠たちが、ドイツの⽀配に反旗を翻して⽴
ち上がった。 
当⽇は、７３年前にこの地で起きたワルシャワ蜂起に合わせて、⼈々が集い、当時、この蜂起
で⽴ち上がり、ポーランドの為に戦い、命を落としたワルシャワ市⺠やポーランド軍の兵⼠た
ちの犠牲を悼む追悼式が、ここ「ワルシャワ蜂起博物館」で⾏われていた。 
博物館の屋外に備え付けられている⼤きなベルの近くに、私たち三⼈は並んで⽴った。 
ベルの周りには、ポーランド国旗を象った⾚と⽩の花が飾られてあり、⾚や緑など⾊の付いた
キャンドルを⼿向ける⼈の群れがあった。 
暫くして、時計が⼣⽅の５時を差したところで、⼤きなサイレンの⾳が⼀帯に響き渡り、数⼈
の⼈々でベルが鳴らされた。私たちと同じく、ベルを囲んで⽴っていた⼈々が頭を垂れて⽬を
閉じて黙祷を始めたり、中には、⼈差し指と中指の⼆本を⽴てて敬礼をする⼈の姿もあった。
私も、多くの⼈々と同じように、⽬を閉じ、頭を垂れた。後で知った事だが、毎年、この⽇の
ワルシャワ蜂起の始まった時間の午後５時に⾏われる黙祷は、ワルシャワ中で⾏われ、サイレ
ンもワルシャワの街中に響き渡り、屋外にいる⼈々、道⾏く⼈々も、このサイレンの⾳に合わ
せて動きを⽌めて、祈りを捧げる。 
私は、この街の為、ポーランドの為に命を懸けて⽴ち上がり、闘った⼈々を想い、その果敢な
⾏動に敬意と亡くなった⽅々への哀しみを黙祷に込めた。 
サイレンが鳴り渡り、それに合わせて、何度かベルが鳴らされる中、私の脳裡に浮かんで来た
のは、数⽇前のワルシャワ市街の⾒物中、突然、⽬の前に⾶び込んできた、何⼗体もの数の四
⽅⼋⽅に向けて駆け出している兵⼠や⼈々の巨⼤な像。 
ワルシャワの最⾼裁判所前の広場に建てられたこの巨⼤な像は、ワルシャワ蜂起の際に⽴ち上
がった⼈々の姿を現したものだった。 
この像の⼀群を、初めて⽬にした時の衝撃は、本当に⼤きなものだった。 
最初に、離れた所で⽬に⾶び込んで来た、その像の⼀群は、勢いよく四⽅⼋⽅に⾶び出してゆ
く⼈々の勇壮な姿に⾒えたのに、だんだん、その像の⼀群に惹き着けられるように近付いて⾏
くと、だんだんと、武器を持った兵⼠や市⺠、1 ⼈ 1 ⼈の表情が⾒えてきて、彼らは皆、⼀様
に、深い哀しみに満ちた表情をしている。 
７３年前に、この⼈たちは、何を想い、何を願って、武器を⼿に、⽴ち上がったのか。 
1分の黙祷の間、私は、彼らの事を想った。 
その後、私たち三⼈は、再び、トラムに乗り、市内にある集団墓地を訪れた。 
⽯碑に亡くなった⽅の名前や⽣年⽉⽇の刻まれている墓、⽯で出来た⼗字架の下に、名前や⽣
年⽉⽇、碑⽂が彫り込んである墓など、様々な態様の墓が集合している。この⽇が、ワルシャ
ワ蜂起の記念⽇とあってか、多くの墓に、⾚や⽩、その他の⾊の花が備えられ、その近くには、
⾊の付いたキャンドルが置かれている。 
⼀緒に墓地の中を歩いていた友⼈や彼⼥の兄は、しきりに、「ツメンターシ」（Cmentarz:ポ
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ーランド語の「墓」の意味）と⾔っているのを聴き、ポーランド語を学んで⽉⽇の浅かった私
は、その意味を英訳してもらい、理解した。英語の「墓」を意味する「Cemetary」という⾔葉
は、ポーランドの「墓」の意味の「Cmentarz」と形も似ており、何か⾔語的な親近感のような
感覚を覚えた。 
 この旅で、ワルシャワの街に 1 ヶ⽉近く滞在した中で、印象的だったのが、ワルシャワの街
を歩いていると、街の⾄る所に、墓所があるという事である。 
私が、1 ヶ⽉の間、多く歩いた、ツェントルン（中央街）やノヴィ・シュフィアト（新市街）、
そして、スタレ・ミアスト（旧市街）には、道路脇に多くの墓が建てられていた。これらの多
くは、第⼆次世界⼤戦中に命を落とした⼈々のもので、墓の建てられた、その場所で、ドイツ
軍により射殺されたり、集団で虐殺されたりした事が記されている。 
スタレ・ミアスト（旧市街）を歩いていると、ロイヤル・キャッスル（旧王宮）の外壁の近く
に、銃を⼿に、⼤きなヘルメットを被った少年兵⼠の像が⽴っている。 
その像の⽴つ⽯台には、⼀⼈の少年の写真と共に、少年の名前と年齢、彼の⽣年と没年が記さ
れ、ワルシャワ蜂起の際に、⼤⼈達と共に⽴ち上がり、命を落としたという⽂が記されている。
この像は、彼の墓所となっているかは、この時は分からなかったが、もし、そうでなかったと
しても、ワルシャワ蜂起の時に、⼤⼈達と共に⽴ち上がった少年が、このワルシャワの街にい
たという事、その少年の勇姿を、後世に⽣きる、この像を⽬にする⼈々に語り続けることにな
るだろう。 
 ワルシャワ滞在が終盤に近づいてきた８⽉の下旬、私は、友⼈とともに、ワルシャワの中⼼
部、ピウスツキ元帥広場に⾏った。 
巨⼤な噴⽔があり、さらに進むと、広⼤な敷地が広がり、その中⼼に空⾼く伸びたポールにポ
ーランド国旗が翻り、その近くには、衛兵達に護られた「無名戦⼠の墓」がある。 
ここは、ポーランドの独⽴の為に戦い、命を落とした、無名となっている戦⼠たちを追悼する
墓所である。 
ワルシャワには、これら墓所の他に、ブロンズ像や⽯像などの⼈物像も街のあちこちに多く⾒
られる。例えば、この公園の名前の由来となり、ワルシャワ市内のワジェンキ公園にある、第
⼀次⼤戦後のポーランドの独⽴の⽗でポーランド共和国の初代の国家元⾸のユゼフ・ピウスツ
キの像、ワルシャワの新市街・ワルシャワ⼤学の前に佇む、コペルニクスの像のように、ポー
ランドの復興や独⽴、⽂化や科学の発展に寄与し、功績と名声を残した⼈々を称え、顕彰する
だけではなく、祖国の独⽴の為に命を懸けて闘った⼈々、まだ、⼈々の知らない⾏動や⾜跡を
残した⼈々を尊重し、彼らの⾜跡を後世に伝えようという、ポーランドの⼈々の強い意志を、
この「無名戦⼠の墓」を前に感じた。 
 私たちは、歴史の中に⾝を置き、⽣きている。 
時を遡り、今に続く、時の流れに⽬を向けた時、そこに私たちが⽬にする事実は、いわゆる教
科書や歴史書の中に確認する事の出来る、すでに、誰かによって検証され、確認された、“既
知”の事実、いわゆる“歴史”と呼ばれるものであるかもしれない。 
また、そこに登場する⼈間は、その⾏動や功罪、その⾜跡と共に、すでに、⼈々によって広く
知られた存在であるかもしれない。 
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しかし、時を遡り、過去に⽬を向けた時、そこに⽬にする事実、そこに現れる⼈物が、まだそ
の存在を裏付け、確かめる事の出来ない、“未知“の存在であるかもしれない。 
ワルシャワの「無名戦⼠の墓」に祀られたポーランドの独⽴の為に命を懸けて闘った戦⼠たち
⼀⼈、⼀⼈の存在が、沖縄の地上戦で、烈しい戦⽕の中に、命を落とし、戦場となった⼭や壕
（ガマ）の中や、サトウキビ畑の下に今も埋もれたままの沖縄の住⺠や兵⼠の存在が、 
まさに私たちにそれを⽰している。 

ポーランドで⽣まれ、⽇本で上演された、演劇「Dziady」と出逢い、その作品に込められた
「未だその存在を知られる事なく、まだ果たせぬ願いや叫びを持った、ポーランドと⽇本に眠
る⼈々に光を当てる」という願いを知る機会を得て、私は、現在を、現在の私たちに繋がる過
去の出来事やそこに関わる⼈々について⽬を向けようとする時、まだ⾒ぬ事実やそこに携わる
⼈々の存在に想いを馳せ、それと向き合う姿勢を学んだ。 
 その姿勢を拠り所として、⽇本とポーランドのこれまでの過去の歴史と向き合い、両国の今
後の未来の展望を⾒つめながら、⽇本とポーランド、その両国で今を⽣きる⼈々にとって、⾃
分⾃⾝、どのような貢献がしてゆけるか考えていきたい。 
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『「天の涯まで」、NEXT100 年の⽇ポ相互理解を築く』  坂本 純⼀郎 
 

 
【天の涯まで】 
２０１７年５⽉の横浜、私はある偉⼤な劇画家のデビュー５０周年記念展を訪れていた。⽇本
を代表し、声楽家でもある池⽥理代⼦先⽣である。 
 
記念展では、時代を席巻した代表作「ベルサイユのばら」では無く、⽚隅のある作品の解説に
⽬を奪われてしまった。『天の涯まで〜ポーランド秘史』、それは１８〜１９世紀にかけて、
周囲の強国に分割⽀配されたポーランド解放のために戦った実在の名⾨貴族、ユーゼフ・ポニ
ャトフスキの⽣涯を描いた物語１※だった。 
 
１〜引⽤⽂献 
監修：池⽥理代⼦プロダクション。デビュー５０周年記念展 池⽥理代⼦―「ベルばら」とと
もにーオフィシャルブック。朝⽇新聞社。２０１７年。印刷 
 
歴史愛好家、特にヨーロッパ史に関⼼ある⽅々ならば、ロシアのエカテリーナ⼆世、フランス
⾰命、ナポレオン、ナポレオンのロシア遠征等とても馴染み深いと思う。しかし、その同時代
にポーランドを巡る悲哀に満ちた歴史が刻まれていた事、かつて学⽣だった頃の私は全く知る
由も無かった。。。 
 
【英雄ポロネーズ】 
ある夏の⽇の昼休み、地⽅都市の⾼校⽣だった私は混声四重唱曲のベース部分の⾃主練習で⾳
楽室へ急いでいた。彼⽅から軽快に奏でられるショパンの英雄ポロネーズが聴こえて来る。⼜
同級⽣のＡだ。学校の成績では私が上だったが、この演奏を聴く度に何やら敗北感のような気
分を味わう。⼝には出さぬが、演奏が終わる毎に内⼼拍⼿していた。 
 
ショパンの⽣きた時代、そして故国ポーランドの事は余り知らなかったが、格好良く⼼に染み
わたる調べに圧倒的に魅了されていった。ショパンの作品を聴くだけで満⾜だった。 
 
【ドイツ・ダッハウ】 
⼤学１年⽣の頃、交換留学⽣のドイツ⼈と親しくなった。漠然と院進学を考えていた私は、第
⼆外国語の独語も修得したいと考え、テキストだけでなくドイツの姉妹都市協会主催の弁論⼤
会に出場し、先の留学⽣等の⽀援もあり幸運にも優勝出来た。 
 
副賞で南ドイツとオーストリアを周遊させて頂いたが、ミュンヘン郊外のダッハウ強制収容所
の跡が強く印象に残った。閉館間際でゆっくり⾒学出来ず、隣国ポーランドにはオシフィエン
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チム強制収容所がある事も分り、いつか再訪すると⼼に誓った。 
 
【ドラマ「⽩い巨塔」、ポーランド・ロケ】 
⼭崎豊⼦原作の同名社会派⻑編⼩説の４回⽬のテレビドラマ化。原作ではドイツのハイデルベ
ルグの国際学会出席で、ダッハウ強制収容所への訪問だったが、２００３年版ドラマでは舞台
がワルシャワに変更となり、アウシュビッツ・ビルケナウ強制収容所で撮影された。世界で初
めてフィクション作品のロケが⾏われたという。 
 
作品中の財前五郎教授（唐沢寿明）と花森ケイ⼦（⿊⽊瞳）が、冬のワルシャワ・ワジェンキ
公園で戯れながら別れを告げるシーン。財前が学会の合間に案内された強制収容所の場⾯（実
際に収容されていた元俳優を起⽤）が⻑いシーンで紹介されていた。収容所へ向かう線路が分
岐する所で、どちらへ⾏っても地獄に⾄るという内容のセリフもあり、⼈類の負の遺産として
印象的だった。 
 
歳⽉を経て、社会⼈として研鑽を積んできた私は、当初のドイツでは無く、ポーランドへの飽
くなき興味と親愛の情を深めていった。 
 
【⽇ポ交流への私のミッション】 
さて⽇本ポーランド国交樹⽴１００周年となる２０１９年１⽉、私はとても貴重な経験をさせ
て頂いた。⾷と旅を中核に異⽂化理解を促進するあるＮＰＯのイベントを借り、「ポーランド
映画」を中⼼とした⽂化紹介と、ポーランド⼈監修による家庭料理を提供する企画実現の機会
を得た。その際はポーランド広報⽂化センター様のご後援を頂き、更に沢⼭の⽇ポ交流の仲間
達に⽀えて頂いた。 
 
具体的には、ポーランド映画祭主宰者にポーランドに魅了された個⼈的軌跡を幾重にも織り込
んで語って頂いたり、⼜祖⺟直伝の健康的はレシピを忠実に再現してくれたポーランド⼈の熱
い想い等、イベントに参加された皆様へ共有する事が出来、当初の企画案を⼤筋実現出来た。 
 
しかし僅かに１つ誤算があった。ポーランドへの留学経験ある学⽣団体メンバーに⾷後のワー
クショップ実施を依頼していた。本来の諸活動でご多忙の折、献⾝的に準備してくれていた。
そのテーマが、本番１週間前に主催者から変更された事である。 
 
詳細な経緯は省略するが、私の理解では次の通りである。「ポーランドを分割統治した列強の
同化政策（ポーランド語の使⽤禁⽌等）は、内容が難解で暗すぎる。⼜ポーランドの歴史に詳
しい学⽣達の独壇場になり、イベント参加者が楽しめるはずがない」。 
 
因みに当初のテーマは「（ポーランドとは明⽰せず）貴⽅の⺟国が消滅し、⺟語の使⽤が禁⽌
されました。貴⽅の国の伝統⽂化や歴史を次世代にどのように継承しますか？」だった。 
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時代は異なるが、ナチスドイツによるユダヤ⼈蔑視やその後のホロコースト等、激しい⼈種差
別や⼤量虐殺がテーマならば、異⽂化理解の⼊⾨者にはさすがに馴染みにくく敷居の⾼い問題
であろう。しかし⽂化形成や次世代への伝承について、⾔語（⺟語等）の果たす役割は重要で
あり、このテーマが却下された事は企画担当者として想定外かつ⼤げさかも知れないが痛恨の
極みであった。 
 
さてこの経験で得た問題意識は、以下の通りである。⾃国⽂化や歴史を語り伝承する場合、悲
劇や忍従の歴史を異⽂化の相⼿に効果的に伝えるにはそれに適した⼿段があると思われる。 
 
【⽇本の舞台芸術の⾄宝・タカラヅカによる舞台化で⽇ポ交流の劇的促進を】 
私は芸術の⼒を信じている。特に舞台芸術、演者と観客が近く、イメージだけでなくリアルな
表現が相互に交錯し⼼に響いてくる。 
 
私は留学⽣⽀援の国際交流ボランティア活動を１５年継続している。その中で得た⾃⾝を持っ
て紹介出来る⽇本の芸術に、設⽴１０５周年を迎えた舞台芸術の⾄宝・宝塚歌劇団が挙げられ
る。そして先に書いたが、池⽥先⽣の代表作「ベルサイユのばら」等の舞台化は、⽇本だけで
なく⾰命の舞台となったフランスとの友好関係に絶⼤なる寄与を果たしている。 
 
そしてポーランドの悲哀に満ちた歴史や豊穣な⽂化を伝える有効な⼿段として、池⽥先⽣の
「天の涯まで〜ポーランド秘史」の舞台化が望まれる。この隠れた名作を再評価し、⽇ポ交流
の最前線の皆様に知って頂き、池⽥先⽣及び宝塚歌劇団にも是⾮共感して頂き、道を拡いて頂
きたく切に願っております。作品中では、男⼥共に多様で魅⼒的な登場⼈物、池⽥先⽣ならで
はの効果的なフィクション挿⼊と、それ以外は緻密に調べ上げたポーランドの⽐類無き悲哀の
歴史が描かれている。 
 
以下、その根拠を説明する。 
 
1. 宝塚歌劇は「悲劇」を得意としている。 
 観客は喜劇のみを望むのでは無く、悲劇の中に⼈⽣の真実や真理を発⾒したり、悲しみに共
感し浸る事で再度⽣きるエネルギーを充電出来る。 
 
2. 時代背景や歴史の理解を助ける⼯夫や技術がある。 
例えば、主要キャスト以外に道化的な役柄がワンポイントで歴史の筋書きを楽しく解説してく
れたりする。⼜⼤胆は舞台装置の転換等、視覚的に理解を助ける事も出来る。 
 
3. 多くは２部構成であり、前半が悲劇でも後半が楽しさ若さ溢れる演舞（レビュー）である。

因ってバランスが取れており、観劇後も爽やかな気分になれる。 
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4. ロングランでなく「多作主義」２※ 
先に述べたが、不朽の名作「ベルサイユのばら」で、ロシア、プロイセン、オーストリア、そ
してフランス等、魅⼒的な登場⼈物の視点から描き直す等、様々な試みがなされており、観劇
ファンも更なる広がりを期待している、 
 
２ 参考⽂献〜著者：中本千晶「鉄道会社がつくった『タカラヅカ』という奇跡」。㈱ポプラ
社、ポプラ新書。２０１７年。印刷。 
 
【結び】 
池⽥理代⼦プロダクション様には、先の２０１９年１⽉に企画実施させて頂いたポーランド・
イベントの展⽰⽤にポーランド語翻訳版の「天の涯まで〜ポーランド秘史」を貸与して頂いた。
改めて謝意を述べたい。 
 
そして私の⼩さい１歩が、⽇ポ交流を共に⽀える両国の多くの⼈々の知る所となり、池⽥理代
⼦先⽣や宝塚歌劇団等多くの関係者との協働となり、近い将来実現する事を願って已みません。 
 
それが⽇ポ交流のＮＥＸＴ１００年、そして⾄宝・宝塚歌劇団のＮＥＸＴ１００年の起爆剤と
なる事を確信しております。 
 
以上 
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『⽇本への興味が、私の⼈⽣にどのように影響を与えたか？』  ナタリア・クルスト 

 
 

 「⽇出ずる国」の⽂化に私が親しみを持ち始めたのは、記憶している限り、⺟が X-Japan や
Lʼarc en Ciel といった⽇本のロックバンドの⼤ファンであったことがきっかけでした。そのよ
うにして幼いころから⽇本語の⾳に親しんでいた私にとって、⽇本の⾳楽は胸を弾ませてくれ
る存在でした。 
 

学⽣時代には次々と新たに素敵なバンドを”発掘”しました。そののち、出会ったのは⽇本の
アニメでした。その次にはマンガに出会い、10 代の頃には漫画家になりたいと思うほど、没
頭しました。当時は⾮常に多くの絵を描き、そのおかげで現在の絵への情熱が⽣まれました。
⾳楽もアニメも、⽇本への知識を最⼤限深めることに役⽴ちました。 

 
当時の私は、⼈々が⽇本でどのように暮らしているのか、どのような歴史があるのか、⽇本

⼈がどのような⼈々であるのかを知りたいと渇望していました。⽇本に関連する書籍に囲まれ
て、これらの疑問への理解を深めていきました。⽇本に関する知識を幅広く吸収するべく、多
くの本を借り、それらを瞬時に読み終えていました。⽇本へ対する関⼼は、本を 1冊読むごと
に広がり、ポップカルチャーから哲学、歴史や神話まで、多くの分野のトピックに魅了され、
そのうち⽇本語を学びたいと強く思うようになりました。 
両親との⻑い話し合いの末、遂には⽇本語学校にも通い始めました。⼤学受験勉強のために
数年で辞めなければいけなくなってしまいましたが、⽇本語の勉強は私の⼼を満たしてくれま
した。しかし実を⾔うと、⽇本語の勉強をやめてしまったことを今とても後悔するようになる
とは、当時は思っていませんでした。当時は学校の課題に追われ…他のことをやる余裕を持て
なかったのです。 

 
⼤学⼊試後、⼤学に⼊学する前に 1 年間休みを取り 勉強から離れ、働いてみようと決め、
その⼀年間で、⽇本へ⾏くためのお⾦を稼ぎました。「桜の咲く国」に到着したとき、⼦ども
時代の夢が叶ったように感じました。そしてポーランドに戻った後、この愛らしい国を⽣涯訪
れることになるだろうと確信しました。 

 
現在私は、2 年後以内にもう⼀度、⽇本旅⾏を実現させ、旅⾏会社を通さず、⾃分で計画し

た知り合いとの個⼈旅⾏にしようと計画をたてています。さらに、私が観光ガイドとしての役
割を果たせるか試す場にしてみようとも考えています。これが最後のガイドとしての渡航とな
らないことを祈っています。 

 
現在は、医科⼤学で美容学を学んでいますが、⼤学院卒業後には、まったく異なる分野の⽇

本学科で⼒試しをしてみたいとも思っています。しばしば 、⾼校卒業後に⽇本語学科に進学
しなかったことを後悔しているぐらいです。⽇本語学科に進学をしなかった理由は、「どうせ
合格できない」「卒業までに飽きるだろう」「卒業後職に就けないのでは」といった意⾒を周
りから寄せられ、選択肢を後押ししてくれる⼈がいなかったからでした。今では私にはとても
意欲がありますし、そのような説得にも屈せず⾃分の選ぶ道の正しさを証明できると思うので
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すが。美容学と⽇本語学科を卒業していれば、⽇本で仕事を⾒つけたりポーランドに進出して
いる⽇本の美容関係企業に就職したりすることもできるでしょう。ツアーコンダクターになる
ための適切な資格を取り、⾃分が魅⼒を感じている⽇本を他の⼈に伝え、旅⾏シーズン以外で
は美容師としてポーランドで働くという⼈⽣計画もあります。 
 
 ところでこのエッセイのタイトルを、「⽇本への興味が、私の⼈⽣にどのように影響を与え
たか？」としましたが、「⽇本への興味」というより「⽇本への情熱」と呼んだ⽅が適切かも
しれません。私の⼈⽣ 22 年間を通して親しんできた情熱。⼈⽣の情熱にこだわることは、最
重要事項ではありませんが、⼤切であると考えます。情熱が⼈間の価値に影響を与えると考え
るからです。情熱を持っていない⼈々は空虚で不幸なように思います。もし私の⼈⽣が「情熱
を持たず、同じことの繰り返し」であるならば、⼤学受験勉強をしていた時のような⼈⽣が思
い浮かびます。⾮常に虚しいものです…情熱のおかげで、私⾃⾝、⾃分の知識が広がりました。
前述の通り、実に様々な知識を得ることができました。ただ存在しているだけ、若しくは家と
職場の往復だけでない⼈⽣を実現できていると感じます。加えて、この情熱を仕事に結び付け
ようとも考えています。仕事を愛し、満⾜感を持って注⼒できれば、それは⼤変光栄であり、
ぜひこの幸せをつかみたいと思っています。 
 
さらに、⽇本への情熱は私の活動に独⾃性を持たせてくれるという点で、本当に幸運である

と⾔えます。そのいい例が、⼤学教授が⾹⽔についてのサークルに所属する全学⽣に記事を書
かせたときのことです。私は「アジアの⾹り⽂化」というテーマを選びました。記事の主な内
容は⾹道―”お⾹の道”についてでしたが、この記事は教授のお眼鏡に叶い、専⾨家の校閲中で
あるため未だ掲載には⾄っていませんが、『Polish Journal of Cosmetology』という雑誌への掲
載が検討されています。私の情熱を様々な他の興味と結び付けることができ、そのおかげで独
創性あふれるアウトプットができるということは、⼤変素晴らしいことです。私の⼈⽣を振り
返って、この情熱なしには今⽇の私はなかったと実感しています。全ての皆様が興味のあるこ
とを⾒つけ、私が⽇本と親しんで得た喜びと同じぐらいの喜び感じられるような関⼼事が⾒つ
けられることを、祈っています。 
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『ポーランドの⼭の中にある⽇本』  ナタリア・ブレリック 

 
 

私が⽇本について初めて知ったのは 7歳の時でした。それは私が両親と共にポーランドの街
「Harklowa」にある⼭へと出かけたときの事です。⽇本のことを初めて知るのに「桜の咲く国
⽇本」へ実際に赴く必要はありませんでした。当時の私はポーランドから遠く離れた国のこと
を知り、感銘を受けることになるなど考えてもいませんでしたが、Harklowa で私達を待って
いたのは、素敵な笑顔で笑う献⾝的なアジア美⼈の三和昭⼦さんでした。彼⼥は私に⽇本の⽂
化、歴史といった⽇本のいくつかの顔を⾒せてくれました。彼⼥のおかげでポーランドの⼭が、
私にとって⼩さな⽇本となったのです。ポーランドでポーランドの⼭の中に⾃分の居場所を⾒
つけた素晴らしい⽇本⼈は、私達のような観光客をもてなす家を建てました。昭⼦さんの家で
の滞在は、⼩さなポーランド⼈の⼥の⼦”ナタリアちゃん”を神秘的な情緒と伝統であふれる魔
法のかかった国へと誘い込む旅となったのです。昭⼦さんは私に⽇本の本物の着物を着せてく
れ、私は茶道を体験する機会に恵まれました。その着物はとても繊細な⻘⾊であったことを覚
えています。その当時、私が抹茶を好きになれなかった事は認めなければいけません。抹茶の
味は私には強すぎたのです。けれども、抹茶をたてる彼⼥のお点前はとても美しく、⼩さかっ
た私にとってはまるでおとぎ話のように感じられました。着物を着た私は、本当に⽇本⼈にな
ったかのように感じたものです。昭⼦さんは、⼩さな私がワクワクする冒険を出来るように
様々なことをしてくれました。リサイクルの（プラスチックやゴミ袋などを使った）凧の作り
⽅を教えてくれたり、折り紙で作った動物の世界を⾒せてくれたりしました。私はいまだに鶴
の折り⽅を覚えています。夜には本当の⽇本⼈のようにカラオケを歌いました。図書室には、
沢⼭の写真の載った変わった本がおいてありました。マンガもありましたが、マンガよりも私
の興味を引いたのは、⽇本の筆でした。昭⼦さんは、美しい筆、ハンコ、墨汁、和紙を床に広
げ⽇本の⽂字や切⼿、花の絵などを描いてくれました。たった⼀筆で⼩さな⼥の⼦の想像⼒を
働かせる絵のような世界を作り出しました。本当に⽇本にいたようでした。昭⼦さんは⽇本の
おとぎ話を聞かせ、⽇本の歌を歌ってくれました。こういった瞬間をより⼀層完璧なものとし
てくれたのは台所から来る料理の味や匂いでした。私は昭⼦さんが出してくれたすべてのもの
が好きでした。寿司、野菜天ぷら、スープ、昭⼦さんが春にポーランドの⼭々で集めておいし
く調理した⼩さなワラビ。昭⼦さんの所では普通の⽩⽶でさえ特別なご馳⾛となるのです！ 

 
 この場所での学びが、私に忍耐と正確さが美しい結果を導き出してくれるということを⽰し
てくれました。私は現在 16 歳になり、絵画、陶芸、書道をたしなんでいます。昭⼦さんとの
出会いから約 10 年が過ぎましたが、私は今でもあの滞在を忘れることが出来ません。創造す
る上での丁寧さ、正確さ、そして忍耐強さが⼤切であることを学んだ気がしています。 
 
 昭⼦さんの宿に滞在していた間、私の両親は多くの写真を撮っていました。学校が始まって
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⽣徒がそれぞれ休暇の思い出を話す中、私は着物を着ている写真を⾒せました。すると、すべ
ての⽣徒が私は⽇本にいたのだと信じたのでした。 
 
 昭⼦さんの宿での体験が⽇本への興味を⽣んだことを私は確信しています。私は旅⾏映画、
特に美しい春の桜の映画を⾒る事が好きです。いつの⽇か⽇本へ⾏き、そのにおいをかぎ、味
を楽しむことができるかもしれません。ポーランドでは⽇本料理のレストランへ⾏くことがで
きます。 
 

私達は学校で様々な国に関連した集まりを開いていますが、私の友達は皆寿司が⼤好きなた
め、⽇本は頻繁に選ばれます。私達は抹茶をのみ、寿司のような⽇本料理を作ります。このよ
うな集まりでは、それぞれが観光と料理に関する⽇本の過去と現在の伝統に関する調べ物を⽤
意します。それぞれが興味深いことを教えあい、何かを⼀緒に作る事もあります。殆どの場合、
筆で絵を描いたり、カラオケをしたりしています。 

 
 “Kawaii Box”という、⼥の⼦にとって嬉しい、毎⽉アジア製品を受けとる事が出来るサービ
スを 3 年間利⽤しています。⽇本製品が送られてきた時が⼀番嬉しいです。⽇本という国と⾼
品質という⾔葉を、関連付けずにはいられません。それは私の両親のおかげでもあります。私
の⺟は、祖⺟がよく、落ち着いた忍耐⼒のある⽇本⼈男性のことを思い出していたと教えてく
れました。その⽇本⼈は、贈り物を受け取った時、決してその場であけなかったそうです。彼
はお茶を⼊れ、落ち着いて数時間たってからやっと⼿紙を開けていたそうです。それは彼の儀
式でしたが、主に彼⾃信の感情をコントロールし、待つことによって喜びを得ることに意味が
ありました。そして喜ばしい雰囲気の中で⼿紙の送り主に敬意を払い、⼀⽂字⼀⽂字を味わう
のです。 
 
 1 年前、私は世界中の⼈々が⼿紙（短い⽂章ではないものです）を送りあう⽂通に登録をし
ました。祖⺟の話を想いだし、私は常に私の⼿紙を美しく作ることを⼼がけています。ここに
おいて私の書道が役に⽴っています。受け取る⼈が特別な気持ちになれるよう、それぞれのカ
ードを⼩さな芸術作品にするように⼼がけています。私は受け取ったはがきや⼿紙をすぐに開
けないことを学びました。そのようにして忍耐、そして待つことも学ぶことが出来ます。将来
仕事において役⽴つでしょうか。 
 
 私の家族は、⽇本とポーランドの製品を買います。ポーランド経済の発展を願ってポーラン
ド製品を、そして⽇本の品質への信念から⽇本製品を。私の両親はトヨタ⾞に乗っていたこと
もあり、⽇本製品贔屓の彼らは現在スバルのフォレスタを持っています。 
 
 家族の中では、⽗がまるで本当の⽇本⼈のようにふるまうと皆で笑っています。彼は仕事の
ことを考えずに休むことができません。信頼に厚く勤勉な獣医である彼の性格は、職業にその
まま現れています。医者であるものは、それが⼈間に対する医者でも、⼈間以外に対する医者
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であっても、職場に常にいなければならない職業です。⽇本の沖縄の⻑寿の⽅々の話を読むに
つけ、健康的な⾷事だけでなく、他⼈と⼀緒にいることの楽しさが⻑⽣きの秘訣であると感じ
ています。このことは私の⽗にぴったりあてはまります。私は⽇常⽣活に意味を与える芸術で
あり、簡素で⽇常の事でありながら気⾼く崇⾼なものである”⽣き甲斐”についても学んでいま
す。⽇本⼈には、”⻄洋⼈のように”なりたいという傾向があります。しかし、⼀⽅私達ヨーロ
ッパ⼈は⽇本のことを興味深く、そして時たまうらやましくも思っているのです。 
 
 ⾯⽩いことに私は昔の⽇本の異国情緒に、より⼀層惹きつけられています。芸者や侍に、で
す。他の⼈々は現代の⽇本に魅了されているというのに。すべての⼈が何かしら個々の興味を
⾒つけることが出来るというのも⽇本の⼤変美しい魅⼒でしょう。 
 
 昭⼦さん、私の⽇本に対する興味を⽣み出してくれてありがとうございます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



表現の国ポーランド 
 

51 
 

『表現の国ポーランド』  南雲 まき 
 
 

私がはじめてポーランドへ⾏ったのは、今から４年前のことでした。ちょうど、イースター
の季節で、クラクフのマーケットで⾊とりどりの卵を選ぶ⼈々の姿が、今も⽬から離れません。
私は⽇本で美術教育を専⾨に教員養成の研究をしています。そのため、その⼟地、⼟地の美し
いものや表現活動と⼈々の暮らしの関わりにとても興味をもっています。はじめて⾏ったポー
ランドで、⼈々の⽣活や⽂化に根付く芸術に魅了され、そこから何度もポーランドを訪れるこ
とになりました。 
 美しいものの数々、例えば、切り絵です。⽇本の⼤学で使われる、造形教育の専⾨書ではポ
ーランドの切り絵が紹介されています。⽇本の切り絵がその多くが⽩い紙を切り抜いただけで
すが、ポーランドの切り絵はとても⾊鮮やかで、⽂様も華やかで印象的です。本で読よんでい
たポーランドの切り絵を実際に⽬で⾒ることができたことが、とても嬉しかったです。 
 次に私の⼼を奪ったのは、ポーランド陶器「ボレスワヴィエツ」です。なんて美しい陶器だ
ろうと、マーケットで⾜を⽌め、ずっと眺めていました。これを全部、⽇本に持って帰りたい
と思ったほどです。もちろん、全部というわけにはいきませんでしたが、あれも、これも、と
買い込んで、返しのスーツケースがボレスワヴィエツでいっぱいになりました。模様の種類も、
⾊も豊富で美しく、何度⾒ても⾒とれてしまいます。今、私が⽇本の⾃宅でコーヒーを飲むと
きに使うのは、もちろん、ボレスワヴィエツのカップです。⼿のひらにすっぽりおさまる、ま
るい形のカップです。ポーランドの寒さは厳しいので、飲み物が冷めないように⼯夫された形
なのでしょうか。この形のカップが、厳しい冬にポーランドの⼈々の指先を、⾝体を温めてき
たのかと思うと、愛おしさもひとしおです。 
 今は、⽇本でもポーランドの陶器を扱う店が多くなってきました。模様がひとつひとつ⼿で
つくられている、⼿作りの良さが⽇本⼈にも伝わっているのではないかと思います。 
 コーヒー、紅茶といえば、⽢いもの。私はポーランドのジンジャーブレッド「ピエルニク」
が⼤好きです。ショウガをはじめ、⾹⾟料がきいた、でも⾝体に優しそうな味。チョコがかか
ったものや、アイシングでデコレーションされたものなど、様々ですが、私はシンプルなピエ
ルニクが⼀番好きです。 嬉しいことに、最近、⽇本の輸⼊雑貨店でコペルニクのジンジャー
ブレッドを売るようになりました。これで、いつでもポーランドの味が楽しめます。今⽇はカ
ヴァ（コーヒー）にしようか、ヘルバタ（お茶）にしようかとわくわくします。 
 ポーランドには美味しいものが多くて、ケーキでいったらセルニック（チーズケーキ）、シ
ャルロトカ（りんごケーキ）がおいしいと思います。チーズケーキは、もとのチーズがおいし
いので間違いないし、ポーランドではりんごを⾷べている⼈を⾒かけることが多いので、やっ
ぱりりんごもおいしいのだと思います。あと、不思議なのはミルフィーユ。何故、ナポレオン
カとクレムフカ、ふたつの名前で呼ばれるのでしょう。私がワルシャワで⾷べたのはナポレオ
ンカ。クラクフで⾷べたのはクレムフカ。どちらも美味しいのですが、名前の 
由来に謎が残ります。どなたか知っていたら教えてください。 
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 あと、おいしいのはズパ（スープ）。ポーランドを旅した⼈なら、⽇本に帰ったあと、ポー
ランドのズパが恋しくなると思います。私も、いつでもポーランドの味が楽しめるようにジュ
レックの素をスーパーマーケットでたくさん買って帰ります。粉なので軽くて、安くて、お⼟
産にも喜ばれています。ポーランドでお⾷事をすると、ズパだけでおなかいっぱい！というこ
とがあります。数⽇滞在すると、しっかりズパと、サワタと、あとメインは何を⾷べようか、
と現地の⼈と同じようにたくさん⾷べられるようになるのですが、ポーランドの⾷事はとにか
くボリュームがあります。⽇本にも、ポーランドの料理が⾷べられるお店ができたら良いのに、
と思います。 
 ⾷材でいったらブラキ（ビーツ）は⽇本では少し⼿に⼊りにくい野菜です。あの、鮮やかな
⾚！他の⾷材まで⾚く染めるブラキも時々⾷べたくなります。⽇本の⼥性は貧⾎の⼈が多いの
で、もっとブラキを⾷べればいいのに。サワークリームとブラキを合わせたときの、あの衝撃
的なピンクを⾒たら、⾝体だけでなく、気持ちも⼀気に元気になるのではないでしょうか。⾷
べ物のことばかり書いてしまいましたが、ポーランドの美しいものは他にもたくさんあります。 
 私はポーランドの映画が好きです。⽇本でも⼀年に⼀回、ポーランド映画祭が⾏われ、ポー
ランドとポーランドの映画を愛する多くの⼈が⾜を運びます。⽇本で最も有名なポーランドの
映画監督は、今は亡きアンジェイ・ワイダ監督だと思いますが、新しい、若い世代の映画監督
も良い作品を次々と⽣み出しています。 
 ポーランド映画はハリウッド映画のようにわかりやすくもないですし、何より暗い。でも、
他に代えがたい良さがあります。私は冗談で友⼈に、きっとポーランドではひとつの映画にど
れだけの不幸を詰め込めるかという競技があって、みんなが競っているに違いないと⾔ったこ
とがあります。 
戦争をテーマにした作品はもちろんですが、そうでない映画も、登場⼈物が様々な不運に⾒
舞われます。不思議だと思うのは、そこに乾いた笑いがあることです。不運を受けて感傷的に
なるのではなく、それを⽪⾁や笑いに変える⼒強さがあります。 
世界中の誰もが知っている通り、ポーランドには被⽀配との戦いの歴史があります。何故、
この国はこんな⼤変な⽬に合わなくてはならなかったのか？何故、この国に⽣きる⼈々は、⾟
い暮らしを⻑く強いられなければならなかったのか？ 

しかし、そのような歴史のなかで、⼈々は笑いを武器に戦ってきたのではないかと思うとき
があります。笑いは、⼈間性を守る最後の砦です。不運に屈するのではなく、笑いとばす強さ
をポーランドの⼈々は継承してきたのではないでしょうか。 

ポーランドについて何冊か読んだ本で、社会主義体制下でのポーランド映画についての記述
がありました。当時の検閲は厳しく、多くの映画が公開を禁じられ、多くの場⾯がカットされ、
それでも映画監督は表現することをやめなかったという内容の記述です。表現の⾃由について
考えさせられる史実です。私は表現の⾃由を⽀持しますし、政府による検閲⾃体には反対です。
しかし、当時の表現したいことが⾃由に表現できない、だから表現者は検閲の細かい網の⽬を
くぐるように表現を⼯夫する、そして⼈々は息をひそめるように注意深く監督の意図を読み解
く。このような表現者と表現を受け取る者の共同の体験は得難いものだったのではないかと感
じます。 
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時代を共有していない、まして、⽇本⼈である私には、ポーランドの映画で実感としてわか
らない部分も、暗喩が何を指し⽰しているかを読み解けない部分も多くあります。しかし、そ
のことがポーランド映画の良さなのではないかと感じます。明確に描かれているものがすべて
ではないということ⾃体が表現の豊かな可能性を⽰しているのではないでしょうか。 

ポーランド映画にはじまり、いろいろな国の映画を⽇本で観ていますが、あれ？今、ポーラ
ンド語だった？と思うことが度々あります。よく聞くとポーランド語ではない。でも似ている。
やはり、スラブの⾔葉はどこか似ていて、そして⾔葉だけでなく、映画の雰囲気も同じように
どこか似ている気がします。不条理や乾いたユーモアは、もしかしたらスラブの⺠に古く古く
から受け継がれているものなのかもしれません。 

ポーランドの美しいもの、そして表現について⽂章を書くときに、私がどうしても触れずに
はおれないことがあります。それは第⼆次世界⼤戦を⽣き延びた⼦どもたちが描いた絵画のこ
とです。 

私は美術教育の研究をしていて、⼆年間、第⼆次世界⼤戦に関連した⼦どもの⽣活や表現に
ついての調査を⾏いました。現地の研究者の先⽣に協⼒を頂き、ワルシャワの現代史資料館で
資料の開⽰請求をし、たくさんの⼦どもの絵画を⾒ることができました。 

まず、印象に残っているのは「1939 年のポーランド⼈の旅」と題された作品です。⽩⿊で
描かれており、⼈々が⼤きな荷物を背負い、どこへともなく移動している様⼦が詳細に描かれ
ています。当時、ドイツからの侵略にあったポーランドでは、開戦の年である 1939 年に、住
居の強制退去、強制移住が⾏われ、とても短い時間で激しい⾬のなかでもそれまで住んでいた
家を追われたという歴史があるそうです。この絵は 1946 年に描かれていますので、この絵を
描いた⼦どもは強制移住を経て、戦争の期間をどのように⽣き延び、この絵を描いたのかと胸
がつまるような気持ちにさせられます。他の⼦どもの絵でも、ポーランド東部から⻄部に⻑い
旅をしてきたという記述のある絵があります。 
この⼦どもたちの絵は、戦争の悲惨さを煽るように描くわけではなく、ただ淡々と事実を克
明に描いています。道端に⾝体の関節がおかしな⽅向に折れ曲がり、⾎を流している死体が転
がっているけれど、誰もが⼤きな荷物を持ち、死体には⽬もくれずに通り過ぎていく様⼦を描
いた絵もあります。グニェズノの⼤聖堂が燃えている絵や、家族がどのようにして殺されたか
具体的に絵や⽂章で書かれている作品もあります。それらは⼦どもたちの⾎が通った、⽣々し
い表現でした。 
多くの⼦どもたちがこのような現実を⽣き、その経験から⽬を背けずにこのような絵画を残

した、ポーランドは稀有な国だと感じます。これらの作品について、私は美術教育を専⾨とす
る者として、もっと多くの⽇本⼈にも知ってほしいと思います。 
今、私たちが⽬にする美しいポーランドがこのような歴史に⽀えられていることを思うと、

より、ポーランドという国で⽣きる⼈々の⼒強さを感じられると思うのです。私は、ポーラン
ドを表現の国だと感じています。⾳楽、歌、踊り、映画、絵画、多様な表現が息づいています。
複雑な歴史があり、世界でも表現が抑圧されてきた過去があり、でも、だからこそ、表現する
ことの喜びと意味を強く知る国なのではないかと感じます。 

私は⽇本で、⾃分でも絵画の発表を⾏っています。そして⽇本の⼤学で幼児教育や⼩学校、
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中学校の教員になる学⽣に美術や表現の意義について伝えています。講義のなかで、私はポー
ランドの話をします。現代の⽇本において、表現の⾃由の意味について実感するのは難しいこ
とです。ポーランドの歴史は、表現の⾃由の意味を理解する⼿がかりになります。 

ポーランドでポーランド独⾃の良い⽂化や美しいものが継承されていくなかで、⽇本の私達
も⾃国の⽂化について学び、他の⽂化を尊重しながら、他国に伝えていくことが必要です。私
は⾃分の仕事を通して、次の世代、またその次の世代にその必要性を伝えていきたいと考えて
います。 
先⽇、素晴らしい機会に恵まれました。ポーランドで美術を学ぶ学⽣に、⽇本の美術の技法
や材料、その⽂化的背景についてのレクチャーを⾏う機会です。ポーランドの学⽣は⽇本の⽂
化にとても関⼼をもって学んでくれました。そして⽇本の絵画技法を使って、素晴らしい作品
をたくさん作ってくれました。 
今まで１００年もの間、良好な関係を築き上げてきたポーランドと⽇本ですが、今後も様々

な⼈が、様々な⽴場からこの関係をより良いものにしていけたら良いと思います。私は美術や
表現の⽴場から、ポーランドと⽇本の間をつないでいきたいと思います。私は、まだまだポー
ランドから学ぶべきものが多くあると思いますし、学んだことを多くの⼈に伝えたいと考えて
います。 
そのために、またポーランドへ、素敵な⼈たちに会いに、美味しい⾷事を⾷べに、美しいも

のを⽬にするために訪れたいと思います。これからもポーランドと⽇本が今まで以上に良い関
係を築き、両国の⼈々の交流の機会が増えるように願っています。 
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『ポーランドで出会った⼤切な⼈』  名⽅千恵 
 
 
 私の⼤切な友⼈が、ポーランドにいる。これは厚い友情の話ではなく、私に⼤きな影響を与
えた⼥性の話である。あるとき彼⼥が⾔った⾔葉が忘れられない。「７⼈も⼦供を育てながら
研究もして、⼤変でしょう？」と私が尋ねると、彼⼥はこう⾔った。「確かに⼤変だけど、全
部⾃分で選んだ道だから、今が最⾼に幸せ」。 
 私たちは同い年で、21 歳の時に知り合った。⼤学で⾔語学を専攻し、とあるきっかけでポ
ーランド語を学び始めた私は、ポーランド政府奨学⾦の制度を利⽤して、クラクフで１年間の
語学留学をしていた。語学学校で出会うのは、当然ながらポーランド以外の国からやってきた
学⽣ばかりだった。せっかく留学しているのだから、ポーランド⼈とも知り合いたい。⽇本語
学科のポーランド⼈学⽣ではなくて、⽇本語を知らないポーランド⼈たちの中に⾃分の⾝を置
いてみたい。そう考えて、住んでいた寮の近くで活動している教会つきの合唱団に⼊団したの
だった。 
 といっても、⼊団当初、私は本当に初歩的なポーランド語しか知らず、もともとの内向的な
性格もあって、他の団員たちとなかなか交流できずにいた。⽼若男⼥が集まる団員たちの中に
は、いきなりやってきたアジア⼈とどう接したらいいのか、⼾惑っている⼈も多かったのでは
ないだろうか。そんなとき、練習の始まる前にいつも「お茶飲む？どのフレーバーがいい？お
砂糖は？」と話しかけてきてくれたのが彼⼥だった。 
 おかげで、他の何⼈かの団員たちとも話せるようになった。別れ際に頬に３回キスをすると
いうポーランド式の挨拶を教えてくれたのも彼⼥だった。いつも無邪気にいろんな⼈とお喋り
している彼⼥は、「チエンカはどうしていつもそんなに落ち着いているの？私なんかいつも、
もっと⼤⼈しくなりなさいって親に⾔われるのに」と⾔う。私たちは性格が逆だからこそ、惹
かれあったのかもしれない。ちなみに「チエンカ」とは、千恵という名前を彼⼥なりにポーラ
ンド⾵の愛称にしたものである。 
 22 歳の夏、私は留学を終えて帰国した。帰国の数⽇前、彼⼥とヴィスワ川のほとりで待ち
合わせをした。プレゼントを交換し別れの挨拶をしていると、ふと彼⼥の⽬に涙が⾒えた。留
学中に出会った⼈のなかで、お別れに涙を流してくれたのは彼⼥だけだったと思う。 
 その後、23 歳の夏、25 歳の春、28 歳の夏に私はポーランドを訪れた。そのたびに彼⼥と連
絡をとって、家へ泊めてもらった。 
23 歳の夏、クラクフの街で待ち合わせたとき、彼⼥は「彼⽒の⼦」だという⼦供たちを連れ
てきていた。いったいどういうわけなのか最初はわからなかったが、「彼⽒」というのはどう
やら⼀回りも年上で、前の奥さんとの間にもうけた⼦供がいるらしい。その「彼⽒の⼦」は中
学⽣くらいの⼤⼈びた⼥の⼦と、５歳くらいの双⼦の男の⼦だった。 
 クラクフでその⼦供たちと会ってから、私たち⼆⼈は彼⼥の両親が暮らす⽥舎に向かい、何
⽇か滞在した。私にとっては初めての「ヨーロッパの⽥舎の夏」の体験だった。隣村に住むお
ばあちゃんに会いに、⾃転⾞に乗って森を抜けて⾏ったことがあった。その帰りに⾒た、草原
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に沈んでいく太陽と、どこまでも続く空のグラデーションが忘れられない。⾃分の⽣きるこの
世界がこんなに綺麗なものだったとは、と思わず涙が出た。今でもふと思い出し、⾃分が今⾒
ているもの、この⽇常⽣活だけがこの世界のすべてではないのだと気づくことができる。 

23 歳の当時、私は⼤学院の修⼠課程で、就職活動を始める少し前だった。⼀⾜先に就職し
た友⼈たちが「学⽣の頃に戻りたい」というのを⽿にしては、どうして皆いやいや働いている
のだろう？⾃分もそうしないと⽣きていけないのだろうか？と思い悩んでいた。そんな悩みが
どうでもよくなるような景⾊だった。彼⼥のお⺟さんは看護師で、私が「仕事のやりがい、楽
しさは何ですか？」と尋ねると、「⼈とのつながり」だと答えてくれたのもよく覚えている。
当時はぴんとこなかったが、社会⼈になった今は分かるような気がする。 
 25 歳の春に⾏ったときは、彼⼥と「彼⽒」は夫婦になっており、６⼈の連れ⼦と、⼆⼈の
間に⽣まれたばかりの⾚ちゃんと⼀緒に暮らしていた。以前会った⼦供たちのほかにも、きょ
うだいがいたらしい。それから、⽝と猫が１匹ずつ。彼⼥は７⼈の⼦を育て、仕事で忙しい夫
を⽀えながら、⼤学院の博⼠課程に通っていた。そのときに聞いたのが冒頭の⾔葉だった。衝
撃的だった。 
 私は独⾝で⼦供もいないけれど、もし将来同じような状況になったら、彼⼥のように「⾃分
が選んだ⼈⽣だから、幸せだ」と胸を張って答えられるだろうか。何かを⾔い訳にしないだろ
うか。 
 彼に離婚経験があること、歳が離れていることについて、両親からは難⾊を⽰されていたら
しい。カトリック教徒だからこその困難もあったのかもしれない。詳しい経緯は聞かなかった
が、それも乗り越えた上で⼿に⼊れた⽣活だから、いっそう有難みがあったのかもしれない。 
 28 歳で⾏ったとき、彼⼥のおなかには⼆⼈⽬の⾚ちゃんがいた。彼⼥は相変わらず、私の
ために快く⾷事やベッドの⽤意をしてくれた。博⼠課程を修了し、今は⺟校の⼤学に教えにい
っているそうだ。旦那さんも相変わらず忙しそうだった。 
 私は毎年クリスマス・カードをヨーロッパの友⼈たちに送るのだが、彼⼥からはなかなか返
ってこない。あまり筆まめなタイプではないらしい。私も、特に⽤事がない限りはメッセージ
をまめに送るようなタイプではないから、数年間まったく連絡をとらないこともある。でも、
ポーランドへ⾏くよと連絡すれば、必ず家へ招いてくれる。こんなつかず離れずの関係が続け
られればいい。いつもこちらがお世話になってばかりなのだが。 
そして今、私は 29 歳。ポーランドに暮らす彼⼥との付き合いも随分⻑くなった。彼⼥から
教わったことは多く、受けた影響はあまりに⼤きい。⼩さな会社に就職して５年⽬になるが、
かつての就職した友⼈のように「学⽣の頃に戻りたい」とは思わないくらい、今までで最も刺
激的で充実した⽇々を過ごしている。もちろん、理不尽なこと、やめたいと思うことも何度も
あったし、「⾃分が選んだ道だから、幸せだ」とは⾔い切れないような気分のときもある。そ
れでもやはり、あのときの彼⼥のように、⾃分で幸せを掴んだのだというプライドを持って⽣
きるのが憧れであり、いつまでも私の⽬標である。 
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『 ポーランドに咲き続ける友好のサクラ』  服部 充良 
 
 

私は個⼈経営のソフトウェアエンジニアを仕事としている。２００８年ころからとある企業
の製品試験装置のソフトウェアを受注しており、ポーランドでの組⽴⼯場増強にあたり、新規
設置する試験装置のソフトウェアを受注したことからポーランドとの関係が始まった。 

ポーランドについてはショパンの誕⽣の地であること、「ポーランド孤児」のエピソードに
より、トルコと並ぶヨーロッパ随⼀の親⽇国であることを、インターネットの保守系サイトに
より以前から知っていた。しかしそれ以上のことは何も知らず、ポーランド語、国⺠性、国内
事情などまったく知らないままの１回⽬の訪問となった。 

 
２０１２年９⽉初旬に、初めてポーランドのグリビッツェを訪問した。町並みは思い描いて

きたヨーロッパそのもので、とうとうポーランドにまで来んだと感じた。ポーランド南部のシ
レジア地⽅はドイツ⽂化の影響が⾊濃く、ジャガイモと豚⾁を主⾷とする⾷べ物やビールもと
てもおいしくて驚いた。 
訪問先では主に⽇本で装置⽴ち上げに関係した⽇本⼈社員と仕事を進めたのだが、少しずつ

ポーランド⼈社員とも打ち合わせながら仕事を進めることとなった。ポーランド⼈社員はほと
んどの⽅が英語で会話してくれて、話している内容は何とか理解できるのだが、私の英会話⼒
はとても怪しいレベルなのでうまく通じていたのだろうか？まあ、ポーランド⼈社員もそこら
へんはわかっているようで、会話も⾔葉を選んで理解しやすいように丁寧にしゃべってくれて
⼤いに助かった。 

仕事も順調に進み１週間後の⽇曜⽇は休養⽇となり、電⾞に乗ってアウシュビッツまで出か
けるこにした。チケットを買おうとＰＫＰの窓⼝で⾏く先を告げたのだが、窓⼝のおばちゃん
から「はぁ？はぁ？」と何度も聞かれて困ってしまった。現地⽇本⼈社員から聞いてはいたが、
ＰＫＰは共産主義時代の名残が未だに強く、窓⼝のおばちゃんはとても官僚的でサービスが悪
いのだそうだ。 
駅で列⾞待ちをしていると、男１⼈⼥２⼈の若者に「あなたたちは⽇本⼈ですか？⽇本⼈で

したら少しお話が聞きたいです」と突然英語で話しかけられた。何事かと思ったのだが、⾝な
りや持ち物を観察してみると、どこかで⾒かけたような感じがするのだ。⻑めの幅広ベルトの
ショルダーバッグをたすき掛けにしょっており、幅広ベルトには⾒覚えのあるキャラクタの⽸
バッチがびっしりとついているではないか。「もしかして君たちは【オタク】？」と聞いてみ
ると、「Ｔａｋ！Ｔａｋ！Ｔａｋ！私達はポーランドの【オタク】です！」と返された。すか
さず「携帯の待ち受け画⾯を⾒せてみろ」というと、みごとに「ナルト」「ワンピース」「ド
ラゴンボール」が出てきて全員で⼤笑い。彼らは⽇本のアニメにはまっており、５⽉から１０
⽉の週末には各地で開催されるアニメフェスに出かけていて、⽇本にとても興味があるので⼀
度は訪問してみたいと⾔っていた。あらためて⽇本アニメ⽂化のパワーを感じた瞬間であった。 
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訪問先には通訳担当のポーランド⼈がいた。彼は愛知県で開催された「愛・地球博」のポー
ランド館の公式通訳を務めた後に⼊社した３０歳の若者だ。ある⽇ポーランド⼈スタッフを交
えた⾷事会があり、「なぜポーランド⼈は⽇本⼈に好意的なのか？」と彼に聞いてみた。彼に
よると⽇本はポーランドに対して多⼤な貢献をしているので、好意的に対応するのは当然だと
⾔っていた。確かに⽇系企業は現地商⼯会会員だけでも１００社以上進出しており、雇⽤や付
加価値創出を含めて⼤きな貢献をしている。続けて「私はポーランド孤児のエピソードを詳し
く知っている。⽇露戦争の勝利やポーランド孤児を助けたことが⽇本⼈への好意に繋がってい
るのではないか？」と聞いてみた。それ以降のやり取りはちょっと衝撃的であった。 
 
通訳：確かに「ポーランド孤児」のエピソードや⽇露戦争勝利は⽇本⼈への好意に直結してい
る。 
私 ：「ポーランド孤児」のエピソードをポーランド⼈はどれくらい知っているのか？ 
通訳：４０代以上はほとんどが詳しく知っている。若い世代でも学校で必ず勉強するので⽇本
が関係していることはポーランド国⺠はほとんど知っている。 
私 ：⽇本⼈から「ポーランド孤児」のエピソードについて質問されたことはあるか？ 
通訳：【⽇本⼈からはあなたから初めて質問された。⽇本⼈社員から「ポーランド孤児」つい
て聞かれたことは⼀度もない。】 
 

えっ？何っ？⽇本⼈社員は「ポーランド孤児」のエピソードを知らない？ここでも⽇本⼈社
員は赴任先が親⽇国である理由を知らないのか？ 
 

私は⽿を疑った。その後⽇本⼈マネージャに聞いてみたが、「ポーランド孤児」のエピソー
ドはまったく知らなかったそうだ。１年後の２回⽬の訪問時には、たまたま事業部の最⾼責任
者の視察と重なり、朝⾷をご⼀緒させていただく機会があったので、思い切って「ポーランド
孤児」のエピソードを知っているか聞いてみた。その答えは「Nie wiedziałem、まったく知り
ませんでした」であった。彼も仕事の上でも街中でもポーランド⼈の⽇本⼈への特別な好意を
感じており、なぜポーランド⼈がこれほど⽇本⼈に好意的で親切なのか不思議 
に思っていたと語ってくれた。 

私は仕事でポーランド以外にもインド・台湾・タイ・パキスタンなど、ほとんど親⽇国ばか
りに出向いてきた。インドにおいてはその独⽴に⾄る間に、インド独⽴を⽬指す志⼠たちを⽇
本がサポートしていたこと、⼤東亜戦争直後のインド独⽴、戦後の極東軍事裁判においてラ
ダ・ビノート・パル判事が無罪判決を⽀持してくれたこと、⼤東亜戦争直後からインドはイン
ド象を⽇本に寄贈し続けていることなど、「ポーランド孤児」のエピソード同様に私は以前よ
り知っていた。休憩時間にインド⼈社員にこれらのことを知っているか聞いてみ 
ると、⼩学校低学年から⾼等学校に⾄るまで、インド独⽴に⾄る経緯と歴史的背景、その中に
⽇本との深い係り合いがあり、現代に⾄るまで関係は続いていることなど、年齢に合わせて繰
り返し詳しく勉強しているそうだ。やはり⽇本⼈社員からは⼤東亜戦争以前より続く、インド
と⽇本の係り合いについて聞かれることはなかったと⾔っていた。休憩時間の終わりには、そ
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こに居合わせた現地インド⼈社員全員から握⼿を求められた。台湾においては⼤東亜戦争前に、
台湾南部で灌漑⽤の巨⼤ダムを造って⼀⼤穀倉地帯を築きあげた、⼋⽥與⼀ 
技師のエピソードや、神となって祭られている⽇本⼈パイロット「⾶⻁将軍」などについて台
湾⼈と語り合った。いずれの国においても、現地⽇本⼈社員はこれらのエピソードや歴史的背
景を知らなくて、赴任先が親⽇国である理由を知ることなく仕事をしているのに驚いてきた。 
 

ポーランド在住の⽇本⼈がポーランドが親⽇国である理由を知らないなんて、これからも⻑
いおつきあいになるのに、これではいけないのではないか？帰国した私は「ポーランド孤児」
のエピソードの本を送ることを思い付いた。ＰＨＰ出版の「歴史街道」という雑誌で、「ポー
ランド孤児を救え」の特集号があるのを⾒つけ、バックナンバーを数冊買い求めて寄贈するこ
とにした。寄贈するに当たっては、今まで述べたような経緯を踏まえて、ポーランドに関係す
る全ての⽅に知って頂きたいので、複数の関係部署で回覧してほしいと申し⼊れた。 
 
その後２０１６年、２０１８年、２０１９年と３回ポーランドを訪れた時に、⽇本⼈社員に
それとなく聞いてみると、⽇本国内はもとよりポーランドにおいても⽇本⼈社員の間で回覧し
て頂けたようだ。いちばん驚いたのは２０１８年の訪問時だ。現地に赴いた同業他社様を交え
た⾷事会において、⽇本⼈上級管理者とウォッカを酌み交わしながら、ポーランドがなぜ親⽇
国かを話していた。彼は「ポーランド孤児」のエピソードを知っていたようで、「確かポーラ
ンド孤児のエピソードは会社の回覧で回ってきた雑誌で読んでからポーランドに赴任してきた
んだよなぁ」と話してくれた。「○○さん、それってＰＨＰの歴史街道ですよね。その雑誌は
私が⾃腹で買って寄贈して回覧して共有してくれってお願いしたんですよ」。彼はポーランド
が親⽇国である背景を理解することができ、赴任するにあたってとても参考になったと⾔われ、
本当に微⼒ながらポーランドと⽇本の友好親善に役に⽴ったのがとても嬉しかった。 
 

インドにおいても台湾においてもポーランドにおいても、貴国がなぜ親⽇国であるか、貴国
と⽇本との歴史的関係を知っていることなどを現地⼈社員と必ず話すようにしてきた。さらに
仕事についても、過去の⽇本⼈の⾏いに恥ずることがないようにしようと常に⼼がけてきた。
仕様に存在しなかったが現地での現場管理に必要な機能、現地⼈社員の急な要望なども、短い
滞在の間にできる限りの対応をするようにしてきたのだ。インドでも、台湾でも、タイでも、
パキスタンでも、中国でも、いずれの訪問国においても同じだ。３回⽬のポーランド訪問時に
は、ミーティングにおいて装置のメンテナンスに関係する機能があると便利なのだがという意
⾒が出た。検討してみると⽐較的簡単に実現できそうなので、なにも⾔わずに次の⽇にその機
能を実装して説明した。「お前は⽇本からその機能を実装してきたのか？」。「いいや、君が
昨⽇の朝ミーティングで欲しいって⾔ったから昨⽇実装したんだ。いつも⾔っているだろ。短
い滞在期間の間にできる限りの対応をして、君たちの我々に対する敬意に答えただけさ」。担
当者からは改めて固く強く握⼿を求められた。 
 

現在、私達が担当した装置が設置されている⼯場の、エントランスから⾒えるオフィスの窓
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際には、⽇本のサクラの造花が花瓶に飾られている。毎回、名古屋名物のえびせんべい・和柄
のガマグチ・友禅染のハンカチ・富⼠⼭マグネット・クマモン財布・抹茶チョコ・抹茶ラテな
ど、⽇本らしいお⼟産をたくさん持っていった。２０１９年の訪問では、ポーランドへの投資
も⼀段落して、最後の訪問になるかもしれないので、何か形として残るものが良いと思って選
んだのがサクラの造花だ。２０本くらいの花束にリボンを飾って持って⾏き、関係者で分けて
くれればと思っていたのだが、⽇本⼈社員のマネージャから「これは現場で装置を使⽤する作
業グループに贈ることにした。今からその贈呈式をやるから作業オフィスに⼀緒に⾏こう」と
⾔われてびっくりした。作業オフィスでは２０⼈くらいの作業員全員が集合していた。その中
に２０１２年訪問時に「クマモン財布」をプレゼントした⼥性がいた。彼⼥からは２０１３年
の訪問時に、前年とその時のおみやげのお礼にと、ポーランドのクリスマスに⼿作りする、ヘ
ーゼルナッツのクッキーをお返しで貰ったことがあった。おみやげはどこの訪問先にも必ず持
っていくのだが、そのお礼として返礼プレゼントを受けたのは初めてだ。現在彼⼥は作業グル
ープのリーダーで、⽇本にも何回か出張したことがあり、⽇本⼈の「贈り物を贈り・贈られの
⽂化」を理解していると聞いた。代表者の彼⼥にサクラの造花の花束を⼿渡した次の⽇、⼯場
に向かって歩いていると、⿊地に⾦彩のしゃれた花瓶にサクラの造花が飾られているのを発⾒
した。他の窓は⽇除けのカーテンがかかることがあるが、この窓だけは⾞寄せの庇の下になる
のでカーテンがかかることがなく、常に外から 
⾒ることができる絶妙な位置に飾られていたのだ。後⽇彼⼥たちからサクラの造花のお礼にと、
ポーランドでとても有名なチョコレートを数種類おみやげとして貰ったのは最⾼の思い出とな
った。 
 
もう⼆度とポーランドを訪問することがないかもしれない。ポーランド⼈がこの永遠に咲き

続けるサクラの花を⾒た時に、ポーランドと⽇本の友好の絆と、私と私のポーランドへの思い
を皆が思い返してくれることを願いながら帰国したのであった。 
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『⽇本は私の⼈⽣にどんな影響を与えたのかー私の魂を⽇本に置いてきましたー』  

マリア・ロチュニエフスカ 
 

 
 私の⽇本との冒険の物語は、ありふれたものでした。この国とかかわっている⼈の多くは、
同じような成り⾏きで関わり始めます。それでも、先の様々な出来事が意味をなすためにも、
この重要な瞬間に戻らなければなりません。 
 暑い夏の午後でした。のんびりした⾄福の中で時間がゆっくりと過ぎました。私は当時 12
歳で、複雑な⼤⼈の世界の問題は、まだ私の頭にはありませんでした。私は友⼈と休暇を過ご
し、彼⼥の家でレモネードを飲み、ほとんどの同世代と同じように、テレビの前で⽣活するこ
とに決めたのでした。そのとき、⽇本のソフトパワーの最も重要な要素の 1つである、ポップ
カルチャーに初めて出会ったのです。当時、桜の咲く国⽇本の漫画やアニメは私にとって遠い
存在でしたが、⼩学⽣の⼥の⼦の⾊鮮やかな想像⼒を引き込むほどに魅⼒的であるということ
が、その⽇に判明しました。当時、私はこの出会いの瞬間が後の私の⼈⽣においてどれほど重
要であったか、分かっていませんでした。アニメや漫画などに欲望のままに夢中になったのに
加えて、私は想像の中で東京や京都の街を歩き回ることができる本の世界を探検し始めました。
こうして、私の冒険が始まりました...。 
 この冒険を、私は何年も続けました。この魔法の場所に近づくことを願いながら、さまざま
な挑戦を⾏い、⾏動を起こしました。⽇本の「味」をほんの少しでも感じるために⽇本語を学
び始めたり、芸術家としての腕を試してみたりしました。 
 急進展があったのは、18 歳の時、進路についての⾮常に重要な決定を迫られた時でした。
桜の咲く国⽇本と関連性のある分野を専攻するのは当然だ、と決⼼したのです。−そして、私
は⽇本に焦点を当てた国際関係学に進学しました。⼤学での何年間かを思い返すと、⽬に涙を
浮かべていた事が思い出されます。蒸し暑い午後や⻑い夜でさえ、私の頭の中を無数の漢字が
よぎりました。しかし残念なことに、世界は私の運を吹き⾶ばし、わずか 2 年半後に私の学部
は、⽣徒数が少ないとの理由で閉鎖されてしまったのです。 
 ⼀⽅で、世界は驚くほどうまく回っており、私の不幸は予期せぬ冒険をもたらしました。ポ
ーランド⼈に魅了されたある⽇本⼈教師の家族が、東京での⽣活を体験させるために学⽣らを
⾃宅に受け⼊れることにしたのです。半分本気、半分冗談で志願し、驚いたことに受け⼊れら
れました。こうして、私の⼈⽣ではじめて⽇本の地に⾜を踏み⼊れました。しかし、⽇本への
第⼀印象は好ましいものではありませんでした。新幹線の窓から、⻘い空を背景にコンクリー
トの団地と電線のコードが点滅しているのを悲しみをもって⾒つめ、⾃⾝に問いかけました。
「これがずっと来たかった場所なのか。」と。窓の外の⾵景は、間違いなくエキゾチックです
が、灰⾊の単なる繰り返しのように⾒えました。それでも私は、この国に「チャンス」を与え、
最初から拒絶しないことを決⼼しました。実際、この遠い⼟地は美しく魅⼒的だと分かりまし
た。最初は何もないように⾒えていたのは、⼩さな通りの魅惑的な迷路と緑豊かな公園でした。
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それぞれの道の曲がり⾓には、冒険がありました。おいしい⾷べ物の匂い、⼈々の声が空気中
に漂っていました。しかし、私が感銘を受けたのはそれだけでなく、住⺠たちそのものにでし
た。彼らの想像⼒、ユーモアのセンス、フレンドリーさ、好奇⼼旺盛さ、表情。⼀緒に暮らし
た家族の温かさを決して忘れないでしょう。彼らは私がくつろげるよう、そして⽇本⽂化を学
ぶことができるようにと最善を尽くしてくれました。私たちのホストファミリーは素晴らしか
ったのです。―彼らの笑顔、親切な⼿、私のつたない⽇本語に対しても意思疎通を諦めない根
気強さによって、私は⽇本に完全に恋におち、⼼は永遠に⽇本にあり続けました。居間の畳の
匂いと窓の外のセミの⼤きな鳴き声を、これからも忘れはしないでしょう。唇を⽕傷しそうに
なったお茶会や、浴⾐で街を歩くポーランド⼈⼥性の私に対して地元の⼥の⼈が掛けくれた優
しい⾔葉も、忘れはしないでしょう。 
 最も私の⼼を強く打ったのは、花⽕⼤会でした。草に覆われた丘の上に座り、夜空に咲き乱
れる「燃えるような花」をじっくりと⾒上げながら、私は本当にここ⽇本に来る決断が正解で
あったことを確信しました。涙が流れ始め、花⽕も⾒えなくなってしまいました。 
 私は恋しさを覚えながらも、ポーランドでの現実に戻り、転学という⼈⽣の重⼤な⼀歩を踏
み出さなければなりませんでした。今回は、グダニスクのポーランド⽇本情報アカデミーを選
択しました。⻑年の創作への情熱と、遠く離れたアジアへの愛を結びつけたかったのです。こ
の挑戦は成功しました。在学中に、書道、ポスター、グラフィック作品の秘密を探りました。
講義では⽇本の歴史や⾔語も学ぶ機会があったため、⽇本をよりよく理解することができまし
た。 
 同時に、私は家族に私の情熱を「感染」させようとしました。ー特に⺟に。⺟は極東への個
⼈旅⾏に対して前向きではありませんでした。しかし、愛が不思議とうまく働き、⺟は私を喜
ばせるために、⼤きな抵抗を抱きつつも、⽻⽥空港に上陸する⾶⾏機に乗り込んでくれました。
私にとっては簡単な旅⾏ではありませんでした。今回の旅⾏は⾃分⾃⾝とスキル、⾃⾝の思い
やりにかかっているものだと感じていました。-のちに、それらを⼗分に持ち合わせていたと
わかりましたが。 
 様々な不安要素はありつつも、⺟との個⼈旅⾏は良いことばかりでした。私の⽇本語は、地
元の⼈たちと交流するのに⼗分なレベルでした。旅⾏会社が⽴てた計画に従わなくて良かった
ので、中⼼地を⾶び出して⼩さい街も⾒に⾏くことが出来ました。 ‒例えば、2015 年時点では
まだ外国⼈観光客の中で流⾏っていなかった川越のような場所に⾏きました。太陽が降り注ぐ
通りに囲まれたこの街で迷⼦になったり、巨⼤な⾦庫を連想させる、驚くほど厚い窓のある古
⺠家にも魅了されたりしたのも良い思い出です。居酒屋、⼩さな銭湯や、おばあさんがやって
いる⾻董店は、今でも⻑く続く⼈脈や友情を築いた場所にもなりました。そして、⺟は未練を
残しながらも、⽇本への想いで頭をいっぱいにしてポーランドに帰りました。 
 しかし、この後もなお私の冒険は終わりませんでした。そればかりか全く新しい⽅向に進み
始めたのです。⽇本美術に関する論⽂を 2つ書きました。ポップカルチャーの秘密を探ろうと
すると同時に、浮世絵などの伝統的な芸術を探求しました。私は特に、⽇常⽣活と芸術の両⽅
での⼥性の役割、および彼⼥らの表現様式に魅了されました。 
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 この間、2017 年に、私は京都の不思議な路地をよく理解したり市内の多くの寺院を探索し
たりするために、愛する国⽇本を再訪しました。⽇本に魅了され続けていた⺟も、再度連れて
⾏きました。今回は、魅⼒的で、歴史ある街―奈良を訪れる事ができました。(お菓⼦を持っ
ているときに出くわすと少し怖い⿅がいます。) また、茶の⾹りに満ち、印象的な平等院のあ
る街ー宇治を訪れることもできました。 
 その後、同じように⽇本に魅了されていた魂の伴侶、現在の夫に出会いました。私たちは⼀
緒に、派⼿な結婚式を挙げる代わりに、私の頭の中で⽣まれた次なる夢を実現するために⽇出
ずる国⽇本を訪れることにしました。私は⽇本で、⽇本社会の多くの良い⾯と公共問題を映し
出した作品を展⽰することにしました。⻑年磨いてきた⽇本語⼒が、この計画実現に役⽴ちま
した。驚いたことに、問い合わせを⾏ったギャラリーが私の夢をかなえてくれ、展覧会を開催
することができたのです。このようにして、私と旦那だけでなく、いくつかの私の作品も⽇本
に⾶び⽴ちました。さて、その展⽰は世界の反対側⽇本でどのように映ったのでしょうか。⾒
た⽬とは異なり、⺟国での展覧会と違いはありません。私たちは会場のオーナーから⾮常に温
かく迎えられました。彼らの熱意は、私たちの結婚式物語にさらに⽕をつけました。展覧会を
訪れた⼈々は、好奇⼼と理解をもって作品を鑑賞してくれました。彼ら⾃⾝の⽂化的な複雑さ
に触れ、遠く離れた国の芸術家である私にとっては、新鮮な空気の突⾵が吹いたようでした。 
 更に、無数の⾼層ビルが⽴ち並ぶ刺激に満ちた賑やかな東京から、落ち着いていて、時には
鬱々とした京都まで、私たちは⽇本のさまざまな顔を知ろうとしました。いくつものお祭に、
⼤きな感銘を受けました。奈良のランタンフェスティバルは、最も美しい思い出の⼀つです。
森の暗闇の中で光を放つ何世紀も継がれるランタンの⽕が空中に昇り、まるで失われた魂のよ
うに⾒え、私たちに道を照らしてくれました。今回の滞在すべてと私たちが⽬にするこのでき
たすべての素晴らしい思い出をここで説明するのは、難しいでしょう。⽇本は再び私の⼼にそ
の⾜跡を残しました。 
 この旅は、近い将来の⼈⽣の次の章を開くインスピレーションを与えてくれました。私たち
は将来⽇本で働き、社会の成⻑と発展に貢献できるようにするために、英語教授法に関連する
研究することにしました。もちろん、これは挑戦です。私たちは毎⽇、能⼒を向上させ、この
新しい職業の専⾨家になるよう努めています。このような⼈⽣の急速な転機は準備を必要とし
ます。特に多⼤な尊厳をもってその道に⼊った時には。これは本物の挑戦であることを認めざ
るを得ません。多くの課題、試験、実習で私たちの⽇々は埋め尽くされています。しかし、分
厚いアルバムに⼊っている数々の写真に⼀度⽬をやるだけで、エネルギーを充電し、さらに頑
張る活⼒を得ることができます。数年後、⽬を開いた時、⽬の前には⽇本の都市が広がる事を
祈っています。そのとき私は思うでしょう、「やっと家に帰ってこられた」と。 
 
 
 
 
 
 



桜と夢に囲まれた⽇本 
 

64 
 

 
『桜と夢に囲まれた⽇本』  マルタ・ズドラダ 

 
 

 あるところに、友達を⾒つけることができず、ほとんど毎⽇本ばかり読んでいた内気な⼥の
⼦がいました。 彼⼥にとっては、幼稚園の他の⼦供たちはただボールを追いかけたり、彼⼥
の興味がないゲームやコミックについてばかり話したりしているように⾒えました。 しかし、
1 つの出来事からすべてが変わったのです。それは 1 ⼈の親友からアニメ「鋼の錬⾦術師」に
ついて聞いたことでした。 それは初めて、他の⼦供たちが話していることに興味を持ち、⼼
を奪われ、魅了された瞬間でした。他の⼦供達と触れ合うきっかけとなった⽇本のアニメを⾒
ることが彼⼥の趣味になるのに、時間はかかりませんでした。当初は⼦どもの好奇⼼だったも
のはすぐに情熱に変わり、それが続く⼈⽣に⼤きな影響を与えました。 
 この物語の始まりはささいなことのように思えるかもしれませんが、もし本当にただのささ
いな物語であるなら、こうして筆をとってはいないでしょう。その後も、少⼥のマンガとアニ
メへの興味は急速に⾼まっていきました。私は、物語の表現形式と歴史を紹介する独特な⼿法
に魅了されただけでなく、例えばアメリカのコミックなどとは異なりシリアスなテーマも題材
にしていることにも、⼼奪われました。 
多くの⼈々は、⽇本のポップカルチャーの作品を凝り固まった先⼊観で、愛らしく⼤きな⽬で
かっこよく歌を歌ったり、魔法戦⼠に変⾝したりする⼥の⼦と結び付けています。もちろん、
そのような作品もたくさんありますが、それらは莫⼤な作品の中のほんの⼀部にすぎません。
中には、歴史的な内容を扱い、⼤⼈向けで、伝えたい真のメッセージ性があり、⼼を揺さぶる
作品があります。⽇本のアニメは幼少期に私が⾒ていたものとは⼤きく異なりました。そして、
私の⼈⽣を根本的に変えた作品を作っている国と⼈について、もっと知りたいと思うようにな
ったのです。 
 こうして私は、⽇本の⽂化、⾔語、歴史へ魅了されてゆきました。同時に、私の⼀番の夢が、
いつか⽇本を訪れることになりました。中学校では合気道を習い始めました。稽古を通して、
効果的に⾃分を守る⽅法だけでなく、規律を維持し、忍耐強く、正確かつ粘り強くある⽅法も
学ぶことができました。このおかげで、私は⾃信を持つことができるようになりましたし、武
道に⼈⽣を捧げ、そのスキルを完璧なまでに習得したすばらしい⼈々と出会う機会を得ること
もできました。彼らへの⼤きな賞賛と尊敬の⼼、そして将来彼らに追いつくために努⼒したい
という願望は、私の能⼒を絶えず向上させるためのモチベーションとなりました。時を待たず
して、⽇本語を学び始めました。最初に、私は独学しようとしましたが、体系的に学ぶことが
難しく、結局⽇本語学校に通い始めました。⽇本⼈の先⽣をはじめ、友⼈も増えました。私の
情熱を共有できる⼈も急速に増え始めました。私はただ本を読んでいる孤独な少⼥ではなくな
りました。私は新しい⼈々に出会い、新しいことを学び、興味の持てる新たなものを⾒つけま
した。 
 ⽇本フェスや、⽇本のポップカルチャーの催しに⾏き始めたときに、さらに変化が起こりま
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した。カラフルな⾐装を着たりコスプレをしたりした、オリジナリティあふれる⼈々が集まっ
ていました。誰もが同じ情熱を持っていることが、信じられませんでした。マンガやガジェッ
トが⼭積みになったあるブースの横を、お財布に⼊っていたお⾦を使い切らずに通りすぎるの
は難しかったです。これらのブースは知識を広げてくれるだけではなく、他のところで出会う
のが難しい変わった⼈たちと、マンガやアニメといった「⽇出づる国⽇本」に関する話をした
り、⼀緒にただ交流したりする時間を過ごさせてくれます。 こういった類の⾮⽇常的なパー
ティが私を、コスプレをしてみんなの仲間⼊りをしたい、という気持ちにさせました。なので、
⾐装を作って素敵な雰囲気の中で数⽇間私の⼤好きなキャラクターになりきるために、お裁縫
を学びました。ミシンが使えることは他の多くの場⾯で⾮常に役に⽴つことは明らかですが、
実際にコスプレをする機会がなかったら、私が挑戦することはなかったでしょう。私が初めて
⽇本へ興味を持ってから何年も経った今、私は⽇本語への翻訳に特化したイギリス哲学の研究
を始める準備をしています。また、合気道だけでなく、居合道の技術の研鑽にも励んでいます。
また、私はフェスティバルへの参加者であるだけでなく、⾃分⾃⾝での講義も⾏っています。
⽇本への旅⾏はまだ夢の段階ではありますが、私は⾃分の国と同じくらいこの国が⼤好きです。
この興味のおかげで、私は多くの新しい友達を作り、素晴らしい思い出を作ることができまし
た。また、ある意味で⾃分⾃⾝をより良く変えてくれました。 
 時々、私は桜の咲く国⽇本に全く魅了されていなかったら今の⾃分はどんな⼈間だったのだ
ろう、と考えます。想像するのは本当に難しいです。なぜなら、私の⼈⽣で今起こっているこ
とは、なんらかの形ですべて⽇本に関係しているからです。趣味、⾃由時間、さらには友⼈や
学校もです。この情熱がなければ、私はまだ⾃分の居場所を⾒つけられず迷⼦の少⼥であった
可能性も⼤いにあります。しかし、運命は私を、遠くてむしろ今は私にとても近い、私の夢の
国、⽇本に出会わせたかったのでしょう。 
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『アニメにハマったとき』  ミハウ・ラドゥケ 
 
 

⽇本で⽣まれたアニメーション作品は侮蔑的に「ryżowe opowieści(お⽶の物語）」と呼ばれ
たり、⼤きな誤解を招くような、ある意味侮辱的な「中国のおとぎ話」、つまり変な物と呼ば
れたりしています。多くのアニメ作品はいわゆるミーム(訳者註：模倣によって⼈から⼈へと
伝達し、増殖していく⽂化情報)としてネット⺠の間で広まっています。アニメ作品に基づい
てゲームや映画が制作されますが、⼀部の⾔い回しは⼝語の⾔葉の中に⽤いられています。例
えば「ロリ」のように。それらは⼈⽣、愛、献⾝、⼈間性などについて本当に多くを語ること
ができます。それにもかかわらず、多くの⼈々は「そこにあるのは誇張されたものだ」と主張
し、アニメ作品を⼦供のためのお伽話とみなしています。そう思っている⽅は、ホラーアニメ
の最⾼傑作である『ひぐらしのなく頃に』を⾒てください！ 

アニメは「消費」するものと⾔われています。おそらくあなたがたの中には憤慨したり「消
費する」から「⾷べる」と⾔い換えたりする⼈もいるでしょう。でも信じてください、これは
意図的な⾔い間違いです。消費主義の時代には、⼈々をある意味で変化させる、実に新しい感
覚が求められます。それはアニメの場合でも同様です。あらゆる⽂化的作品と同様に、これら
の「消費」が⼈々を形成します。 

私のお気に⼊りの作品の⼀つである、同じタイトルのライトノベルシリーズをアニメ化した
『デート・ア・ライブ』を⾒てみましょう。この作品は、これまで三期にわたって⼥監督のバ
ージョンと⾮常に成功した⻑編映画として放映されました。また、漫画やビジュアルノベル6

もいくつか売られています。天宮市出⾝の⾼校⽣、五河⼠道の物語であり、彼は数々の奇怪な
出来事に巻き込まれていきます。⼈類の唯⼀の希望は、地球規模の⼤災害を回避することでし
た。これを成し遂げるために、なんと彼は⼥の⼦たちとデートをしなければならない？奇妙な
物語に聞こえるでしょうか？私もそう思っていましたが、ワンクール⾒終えて、このアニメに
引き込まれていることに気づきました。もう⼀度⾒返す前に、私はすでに第⼆巻・第三巻の⼩
説と劇場版 DVD を⼿に⼊れていました。この作品は、私のユーモアセンスを向上させただけ
でなく、男⼥の関係性についても確かに学びました。毎話、本当に楽しんで視聴しました。 

アニメはほんの少しのユーモアとアクションも兼ね備えています。しかしそれは⼈間の⼼理
の奥底の最も暗い部分から⽣じる暗い事象を⽰すことができるでしょうか？私たちの中にある
最も悪い部分を⽰すことができるでしょうか？多くの⼈にとって、この疑問への答えはとてつ
もなく簡単です。「いいえ」です。何か恐ろしいものが我々の傍にあるのでしょうか?なぜ怖
がらせる必要があるのでしょうか。 

『ひぐらしのなく頃に』の中では、鉛筆デッサンで軽やかに線と線を結んだかのような素晴
らしい絵が使われています。物語は、雛⾒沢という⼩さな村での 1986 年の不幸な夏の様々な
出来事について描いています。間違いなく古典的なサイコパスホラーアニメに分類することが

                                                
6 ビジュアルノベル ‒ ゲームの⼀種。アニメ―ションの世界の中で、会話内容を選択肢から選び、 主⼈公
として話を進めるゲーム。例：『かわた少⼥』 
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できます。若しくは⼈間の最も悪い⾯をさらすもの、としてもいいかもしれません。 この作
品は、羨望が憎悪に変化し、⼈間の満⾯の笑みで殺⼈⻤のお⾯を被るのは、そう難しい事では
ないという事を教えてくれます。上映中、観客は恐怖を感じ震えるかもしれません。インター
ネット上で流通している若い古⼿梨花の⾃殺を⾒た園崎詩⾳の、笑った幽霊のような顔の写真
を思い出してください。また、綿流しの夜に毎年⾏われる神秘的なおやしろさまの呪いの物語、
そしてシリーズの最⼤の不気味さ。すべてのキャラクターがどのように物語に巻き込まれてい
るのかを、感じることができます。アニメには最初から興味がありました。 犯罪に対する私
の関⼼が影響したのかもしれません。しばらく観ていなかったのでアニメが溜まってしまって
いましたが、そのうちの数話は私に衝撃を与えました。私はこのような殺⼈的な本能が、⼈間
の中に眠っているとは思っていませんでした。そして正気と狂気は紙⼀重です。 私が⼈間は
犯罪⾏為を⾏うことがあることを知っていましたが、アニメの中ではそのことが恐ろしく、同
時に感動的な⽅法で⽰されていました。そして、嫉妬によるわずかに刺すような急激な刺激が、
⼈間を悪魔に変える可能性があります。 
 アニメは私たちの気分を良くしてくれるでしょうか？―たしかにそうでしょう。確かに⽇本
のアニメシリーズの多くはコメディ作品ですが、多くは⾮常に独創的なアイデアと解決策を持
っています。たとえば、私たちは⼥の⼦に対してステレオタイプを持っています―すべての点
で完璧な⼥の⼦です。きれいで、格好良く、知的で、何よりも、完璧な主婦です。まさに、夢
のような⼥性と⾔えます！しかし⼀⽅では、アニメに出てくる⼥性は歪んだ感覚を持ち、⾔う
ことと思っていることが⼀致しなかったりするのです。そして、主⼈公は嫌でもこのような⼥
の⼦と付き合っていかなければなりません。例えば、『⽣徒会役員共』というアニメの津⽥タ
カトシのように。彼らはしばしばそこで学校のことを笑います。学校は⽣徒にとっていたずら
の場であり、幸福と不幸が起こる場であり、かけがえのない仲間と会う場所です。この場所で
主⼈公がクラスの⼥の⼦と駆け引きをし、最終的には付き合う様⼦を観るのは楽しく、⾃然と
にやけてしまいますよね。コメディアニメは視聴者を前向きな気分にさせてくれるだけでなく、
同時に学校でも魅⼒的な存在にさせてくれます。男の⼦がすべての準備を整えて、最愛の⼈が
学校の屋上から⾶び降りないように引き留めるシーン以上に感動的なものはないですよね。そ
して、⼥の⼦は、彼と⼀緒だと安全に感じるから、彼のもとを離れようとはしないのでしょう。
パウロ・コエーリョなら「この愛は⼤きくなる可能性がある」7とでも⾔うでしょう。 

アニメが歴史を扱ったらどうでしょうか。加えて、様々な時代を代表する登場⼈物たちにつ
いて語られたらどうでしょうか。 さらに、⼆つの⼒の間の戦いに巻き込まれたら？そのよう
なものも存在しています。漫画 『HELLSING』で有名な漫画家、平野耕太のマンガをもとにし
た、『ドリフターズ』です。 これは、戦国時代の武⼠、島津 豊久の物語です。重傷を負った
彼が関ヶ原の戦いから戻ると、パラレルワールドにトリップしてしまいます。他にも⽇本と世
界の歴史上の⼈物がこのアニメには登場しています。彼はドリフターズファクション（『ドリ
フターズ』というタイトル）のメンバーであり、⽇本の統⼀者の 1 ⼈である織⽥信⻑を助け、

                                                
7  パウロ・コエーリョ 『Weronika postanawia umrzeć』より 
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そのパラレルワールドに世界に新しい帝国を築き上げました。もちろん、2 ⼈では建国には不
⼗分です。⼸使いの那須与⼀、ブッチ・キャシディ、スキピオ, ハンニバル⼤王や他の住⺠ら
が協⼒しました。しかし、物語が簡単になりすぎないように、ほとんど⼈類が不思議な⼒を持
った「廃棄物（エンズ）」という集団が敵として⽴ちはだかります。「廃棄物(エンズ)」には、
ラスプーチン、アナスタシア・ロマノヴナ、ジャンヌ・ダルクと彼⼥に忠実なジル・ド・レが
いました。彼らはみな、神秘的な⿊王の指導の下で、可能な限り最良の⽅法で建国を妨げよう
とします。 私は歴史が⼤好きですが、有名どころの⼈物に加えて、あまり知られていないが
有名な⼈々と同じぐらい興味深い⼈物に出会えるとは実は思っていませんでした。 また、有
名どころの⼈物の新たな側⾯を知ったり、彼らの⾯⽩い紹介に触れたりする事もできました。 
好奇⼼からついには、この宇宙に⽣まれた彼らの⽣涯について⾃分で深堀りして調べたりしま
した。そしてもちろん、私はまず初めに⼈類については振り返らず、すべての歴史上の⼈物が
参加した⾎まみれの修羅場の様⼦を興味を持って観ました。 
 友達にアニメが好きだと⾔うと、笑われることもあります。私は彼らを責めません。  彼ら
が私を⾺⿅呼ばわりすることに対してもです。遠くから⾒ると、⽇本の作品は⼦供のおもちゃ
のように⾒えるかもしれません。ストレスを軽減するのに良い遊びです。 しかし、私にとっ
てはそうではありません。 アニメは、論理的でクレイジーなことが起こる、信じられないほ
どの多様性に満ちた世界であると認識しています。そこには、戦い、愛、友情、平凡な出来事
や現実離れした出来事が存在しています。 全て、⼈々に関する物語です。 多かれ少なかれ、
⼈々はねじれた運命の軌跡で絡み合い、時にはお互いにバランスを取り合います。 時々私は
ただ娯楽のためにアニメを⾒ています。 しかし、時にはそれらを貴重な情報源として、そこ
から考察のためのお題を選び出すこともできるのです。 
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『Matsushima』  三村 ⼀貴 
 
 

⽇本にいても、ポーランドにいても、なぜポーランド語を勉強しているのかと訊かれる。こ
の場合、わたくしは決まって「趣味だから」と答える。説明すると⻑くなるのでこれで済ませ
ているのだが、決して嘘はついていない。学び始めた理由も「偶然」の⼀⾔で要約できるし、
夏季学校に参加してチェシンで⼀夏を過ごすことになったのもやはり「偶然」である。しかし
これほど重⼤なる「偶然」は無かった。「ポーランド以前」と「ポーランド以後」とでは全く
別の世界を⽣きているように感ずる。 
わたくしが夏季学校に参加したのは四年前のことである。そこでの思い出は⼀夏を費やして
も語り尽くせないであろうから、ここには書かない。ここに書こうと思うのは夏季学校が果て
た後のことである。 

すぐさま帰国するのも⾯⽩くないので、クラクフとワルシャワを⾒物することにした。クラ
クフには三⽇ほど逗留したが、何を為すでもなく喫茶店のテラス席に座って時を移したことは、
何より懐かしく思い出される。 
 椅⼦に腰掛けて店員が来るのを待つ。注⽂を取りに来るのを待つ。茶が運ばれて来るのを待
つ。勘定の時もまた少し待つ。その間、空ゆく雲や街ゆく⼈の流れを眺めて楽しむ。遊客の特
権である。 
 ここでは蚊を打ち払う煩わしさはない。ただ蜂が飲み物の中へ落ちるのに⽤⼼しさえすれば
よい。蚊遣の⾹り、蟬の声の無いのに索漠を感ずる⼈も、教会の喇叭の⾳を聞けばその情調に
しばし⼼を慰められるであろう。 
 ⽤の無き⾝のそぞろ歩き、ふと思い⽴って Manggha を訪れた。その⽇の展⽰は和服を主題
としており、⾐装のみならず、⽂様に関する古⽂献なども縦覧に供していた。 
 薄暗い展⽰室を巡っていると、遠くの⽅から⼈の声が聞こえてきた。⽚⾔の⽇本語であった。
その声はある映像から流れてきたものであった。外国⼈が⼀⼈ずつ映し出されてゆく。彼らは
みな「松島やああ松島や松島や」と呟いている。有るがごとく無きがごとき表情を浮かべなが
ら、淡々と呟いてゆく。 
 わたくしは始め、これは何かの冗談であろうと思った。我が国にあってこの句を知らぬ⼈は
稀であろうが、絶代の名吟として⼝々にこれを誦するというわけではない。⼈はこの句を⼝に
する時、これが芭蕉の作として伝わってきたことを⾔い、然る後、「それは誤伝である」「後
世の⼈の附会である」と付け加えて、罪のない衒学に⼼意を快くする。この句はそんな句であ
る。 
 しかしわたくしは直ちに最初の理解が全く誤りであることを悟った。この作品は松島に捧げ
られたものだったのだ。震災で傷ついた松島に。 
 わたくしは茫然として美術館を後にした。その時は作者の名に意を注ぐことすらしなかった。
それでも松島の句を呟くさまざまな声の残響はしばらくの間わたくしの⽿底を離れなかった。 
 その後折に触れてこの作品のことを思い出していたが、わたくしの意識にとっては作品すら
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あれば⼗分であったためであろうか、作者のことは調べずじまいであった。また調べても分か
らぬものとはなから決めつけていた。しかしやはり気にかかってこの作品のことを調べてみる
と、かの展⽰は Joanna Bodzekという芸術家の活動の⼀環で、映像は Irina Anufrievaの作であ
った。 
 作品 Matsushima は今もなお彼らのウェブサイトで⾒ることができる。⿊を背景に⽩字で題
名、次に松島の句、松島のこと、芭蕉のこと、そしてこの作品の趣旨が映し出された後、⼀⼈
の⼥性が松島の句を⼝ずさむ。和服のような装束を着、膝から下を湖に浸し、背後の⽔⾯に横
たわる樹は、幹の半ばを⽔中に没し、梢を⽔⾯から突き出している。そこを⼀⽻の⽔⿃が泳い
で横切る。 
 画⾯が切り替わると別の場所で別の⼈が句を⼝ずさむ。その繰り返しである。作者は「さま
ざまな⽣まれの⼈々に頼んで、⾃分の⼼にかけがえのない痕跡を残した場所や⼈物を思い浮か
べながらこの詩を読んでもらった。そういう痕跡は、松島が芭蕉の⼼に残したのと似たものか
もしれない。彼らにはこの詩を読みたいと思う場所を⾃由に選んでもらい、表現も⾃由に⾏っ
てもらった」とウェブサイトで述べている。 
 この作品を前にしては、松島の句の⽂献学的穿鑿は無⽤である。この作品には確かに芭蕉の
⼼が宿っている。松島を訪れた時、あるいは『奥の細道』で各地を訪れるたびに、芭蕉はこの
映像に現れる⼈々と同じような思いで句を作ったことであろう。更に⾔えば、『奥の細道』を
書いたとき蕉翁の⼼中に去来した思いもまたかくのごときものであったろう。その意味で、松
島の句はあの映像の⼈々に吟ぜられた時、芭蕉の句になったのである。 
  Anufrieva の作品は読解の⼀つの形である。表現という形で為される読解である。この句
をどう読んだかが、それぞれの語り⼝で語られている。 
 この語り⼝は彼らそれぞれのものでありながら、作品全体に通底するポーランド的⼟壌を感
じずにはいられない。わたくしはポーランド語を学び始めてなお⽇が浅く、「ポーランド的」
なる規定は根拠に乏しいかもしれぬが、⽂学、映画、⾳楽をはじめ種々の芸術を瞥⾒するに、
「ポーランド的⼟壌」から⽣まれた芸術にはある共通した語り⼝があるように思われる。⼈⽣
や歴史の厳粛さをいかに語れば良いかを、彼らは知っているように思われる。それは「語るの
ではなく、⽰す」がごときものではあるが、ここでは敢えて、「語る」という語を⽤いたい。 
 この世の厳粛さをいかに語るか。果たして我々はその語り⽅を知っているだろうか。悲しみ
と憎しみの区別がつかず、叫喚を以てただちに真情の発露と為すがごときは、殆ど童蒙と選ぶ
所がなく――真に叫喚するほかなき者は寛恕すべく、その哭声には⽿を傾けねばならぬが、⼦
供のふりをする⼤⼈は如何ともし難い――、いたずらに嘲笑して以て知的優越を誇らんとする
がごときは、⼝になお乳臭ある書⽣の所業に等しい。⼈間と同じく⽂化にも⽼少があるとすれ
ば、わたくしはMatsushimaの成熟せる精神を前に⾃ら慚じざるを得ない。 
 且つ Matsushima がいかに正確に松島の句を翻訳していることか。翻訳とは異化としての読
解である。さればこそかの作品が翻訳として成り⽴つのである。 
 Matsushima の翻訳は正確である。そして真摯である。果たして我々は⾃国の古典に対して
これほど真摯に向き合えるであろうか。いや、向き合わねばならない。これを為さんとする者
は⾔語も時空も超えるということを、Matsushimaは教えている。 
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たとえわたくしの表現は⽚⾔であろうとも、他⼈の⼼の声は、いかに⼩さくても聞き逃さな
いようにしたい。そう思いながら、わたくしはこれからもポーランド語を学び続けるであろう。 
Polsko, ach Polsko, Polsko… 
 

 
【参考 URL】 
・ Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha. Kimono un-perfect. 
http://manggha.pl/jp/exhibition/kimono-un-perfect-2 (accessed 2019-6-15). 
・Bodzek, Joanna (2016). Matsushima. 着物の復興 Ki-mono Reconstruction. 
http://kimonoreconstruction.joannabodzek.com/matsushima/ (accessed 2019-6-15). 
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『ポーランドから学んだ STEM分野の⼥性が歩む道』  ⼤和 奈央 
 
 
はじめに 
世界の⼈⼝の半数を占める⼥性。活躍の場は広がってきており、⼥性が⾸脳や社⻑など重役

を担う国も以前より増加している。しかしながら、近年更なる科学技術の進歩により世界から
注⽬される STEM（Science、Technology、Engineering、Mathematics）分野における⼥性の割
合は、教育機関で専攻する学⽣から研究者に⾄るまで、他の分野に⽐べて低い傾向が続いてい
る。私は⼤学で情報科学を学び、この問題に当事者として⾃分が向き合うにあたって、ポーラ
ンドから⼤きな影響を受けてきたことに気づき、エッセイを書くことにした。過去から現在、
そして未来につながるポーランドからの学びを通して、今後のポーランドと⽇本の STEM分野
の⼥性について考える。 
 
キュリー夫⼈との出会い 

ポーランド出⾝の物理学者・化学者で、２度のノーベル賞受賞という快挙を成し遂げたキュ
リー夫⼈のことを知らない⼈は少ないだろう。私は、⼩学 5 年⽣の時に学校の図書館に置いて
あった学習漫画を読み、キュリー夫⼈の⽣涯と研究について知った。理科の授業がとても好き
で、いつもの教室とはちがう理科室でアルコールランプやビーカー、標本などを使った実験に
ワクワクしたのを覚えている。その当時、特に深く考えた記憶はないが、STEM 分野に関する
⼥性の偉⼈といえばキュリー夫⼈しかなかったので、他の伝記よりも⼼に深く刻まれた。研究
内容に関しては、⽔溶液や電気など化学と物理の基礎を習い始めたばかりの私にとって、ラジ
ウムや放射線はまったく想像できない世界だったが、化学や物理は様々な可能性を秘めており、
これからも⾊々なことを学びたいと思うようになった。中学⾼校では、化学と物理の難易度が
上がり、興味だけでは乗り越えられない壁にも直⾯したが、性別や国籍に制限されずに学べる
ことに感謝し勉強を続けることができた。加えて世界史の授業では、ポーランドが⾊々な国に
占領されてきたことや第⼀次世界⼤戦について学び、より深くキュリー夫⼈の⽣涯と社会への
貢献を知る機会を得た。 
 
キュリー夫⼈の逆境への向き合い⽅ 
⾼校を卒業し、⼤学で情報科学を学ぶ中で、私はキュリー夫⼈の⽣き⽅から現代の STEM分
野における⼥性が直⾯する問題を考える時に、学ぶべきことが多くあると気づいた。キュリー
夫⼈は、研究内容だけでなく、⼈種差別、性差別など様々な苦難に⽴ち向かってきた。理不尽
な問題にも憎しみや怒りではなく、愛と社会への貢献を持って向き合った姿に深く感⼼させら
れる。教育機会を得られず、⼥性だからという理由で教師になれず帰れなかった祖国・ポーラ
ンドを愛し、第 16 族元素の「ポロニウム」に名付けたことはよく知られている[1]。キュリー
夫⼈は逆境の中でも毅然とした態度で、研究の成果を挙げ⼤きな功績を残した。更に、⾃⾝の
直⾯する問題だけでなく、ポーランドのワルシャワにあるキュリー夫⼈博物館にある⽯碑に記
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された⾔葉にもあるように、国際協⼒という課題にも⽬を向けて同じ気持ちで臨んでいたこと
を知り、視野を広げられた[2]。 

STEM 分野における⼥性の割合は低く、⽇本では 2018 年に医学部⼊試における⼥性差別が
公になったように、未だ不当な扱いが残る現代においてどのようにこの問題と向き合っていく
べきか。⻑年多くの⼈が向き合ってきても解決せず、議論はされても進展はせず、私は希望を
抱けずにいた。しかし、再びキュリー夫⼈の⽣涯と功績を学び、科学への興味と研究への情熱
を絶やさず、どのようなマインドセットで困難を乗り越えるべきかヒントを得ることができた。 
  
ポーランドにおける STEM分野の⼥性の現状 

キュリー夫⼈の伝記を読み、個⼈としての⽣き⽅・考え⽅を学んだ上で、私は今のポーラン
ドにおける STEM分野の⼥性の動向に興味を持った。統計学の授業で「⽇本の理⼯系分野にお
ける⼥性研究者の状況」を調査し、その際にポーランドの STEM分野における⼥性の割合が⾼
いという調査結果に⾮常に驚いたからである。欧州委員会で統計を担当する局の eurostatが⾏
なった 2017 年の調査によると、ポーランドでは科学と⼯学における⼥性研究者の割合が約
48.8%となっていた[2]。⼀⽅⽇本は、男⼥共同参画局の調査によると同じく 2017 年の⼥性研
究者割合は 15.7%であった[3]。イギリスやアメリカにおいても、⼥性の割合は 30％台に⽌ま
る[4]。このような世界各国の状況をふまえて、ポーランドにおける STEM 分野の⼥性の割合
は驚異的な数字であると⾔えるのではないだろうか。 
このように他国と⽐較しても、⾼い⼥性研究者の割合を達成したポーランドでは、具体的に

どのような取り組みが⾏われてきたのだろうか。OECD Higher Education Programme IMHE の
2014 年の調査によると、政府機関と⼥性誌の ELLE がキュリー夫⼈にちなんで「Girls of the 
Future, following the path of Maria Skłodowska - Curie」というコンテストを開催し、STEM分野
で活躍する⼥性研究者を表彰した[6]。また、同じ報告書に記されていた政府機関と化粧品会
社の LʼOREAL と共同で⼥性研究者を表彰するコンテストは、2018 年に 18回⽬の開催となり、
過去 93 ⼈の研究者が表彰されてきた[7]。これらの取り組みの持つ意味は、２つの理由から⼤
きいと考えられる。まず、STEM 分野を履修した後のキャリアも奨励し、その研究⾃体を認め
る機会が与えられることによって⼥性研究者⾃⾝が、そして同じ分野を志す⼥⼦学⽣も明確な
ロールモデルを⽬標としながら、その道に進むことができる。加えて政府だけでなく、⾝近な
⼥性誌や化粧品を扱う企業が積極的に⽀援することで STEM分野に関わらない⼈も、⼥性研究
者の功績と奨励する意味を知ることになる。STEM 分野の⼥性の研究功績と他者へのエンパワ
メントの両⽅がコンテストを通して社会に広がり、浸透するきっかけになったのではないだろ
うか。 
⼥性は男性と⽐較すると恵まれない環境で勉学・研究をしなければならず、⼥性が貢献して
も認められない時代に、キュリー夫⼈がノーベル化学賞と物理賞を受賞したことは、時を超え
て多くの⼈を勇気づけている。そして、キュリー夫⼈の祖国・ポーランドが今、世界に先駆け
て STEM分野における⼥性の活躍を促進し、性別による従事者数の差を縮⼩できたことはとて
も素晴らしいと思う。しかし、ポーランドに⾏ったこともなければ、知り合いにポーランド⼈
もいないため、今回はインターネットを通して知ることができる範囲に⽌まった。特別に開催
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されるコンテストだけでなく、⽇常の中でどのように STEM分野の⼥性が現状について考えて
いるのか知る必要もある。実際にポーランドを訪ねる機会があれば、ポーランドの科学技術を
学ぶと共に、様々な⾓度から⾃分の⽬で⾒て、STEM 分野の⼥性について社会と個⼈の意識を
確かめたいと思った。全てが解決しているわけでないが、変化に向けて⾏動し、結果を残して
きたポーランドの取り組みには今後も期待し多くを学びたい。 
 
おわりに 

STEM 分野における、これからも続く探求と未だ残るジェンダーの問題に向き合う時に⼼に
留めておきたい「キュリー夫⼈残した⾔葉」がある。 
 

⼈⽣は誰にとっても簡単ではありません。しかしそれが何だというのでしょう？私たちは忍
耐強く、特に、⾃信に満ち溢れていなければなりません。私たちはみんな神から才能を与えら
れており、それを全うしなければなりません[8]。 
 

キュリー夫妻が⽇本の物理学者・⻑岡半太郎⽒の論⽂から教訓を得たように、今もポーラン
ドと⽇本には世界屈指の科学技術と研究者がいる。しかし、両国の STEM分野における⼥性の
置かれている状況の差は⼤きい。私は⼩学⽣の時にキュリー夫⼈の伝記を読んだ時のように、
今再びポーランドが達成してきたことに励まされた。理不尽な事態や困難に直⾯しても、科
学・⼯学という分野を愛し、成果を持って前へ進んできたキュリー夫⼈とポーランドの⼈々か
ら学び、⽇本の私たちも更なる科学技術の発展のために、STEM 分野の⼥性が歩む道について
これからも考え、⾏動していかなければならない。 
 
 
引⽤ 
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36-45. 
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Conference of Parties), 15 Nov. 2013, studentsonclimatechange19.weebly.com/nikkis-
blog/couldnt-have-said-it-better-myself-madam-curie. (accessed 2019-08-08). 
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『素晴らしい⽇本』  レミギウシュ・オゴノフスキ 

 
 
 10 代の頃の私は映画館に⾏くことを、少しのお⾦で世界中を「旅する」ことができる「お
祭り」のように感じていました。私の関⼼の多くは、⽇本映画に集中していきました。良い怪
物である『ゴジラ』の映画シリーズは、私の町の⼩さな映画館を満席にしました。その当時、
私は⽇本が地球儀上でどこに位置しているか、どうして⽇本が私の⺟国ポーランドよりも技術
的に⾼度な発展を遂げているのか、といったことについて考え始めました。⽇本の⾸都の名前
を知り⾼層ビルや技術的発明をせめて写真で⽬に収めるために、図書館で旅雑誌を探すことか
ら始めました。⾼層ビルや電⼦機器の技術発明で溢れた⽇本の様⼦を⾒て、遠く離れたポーラ
ンドの⼈々はその近代性に驚き、信じることができないでいました。冗談めかして⾔いますが、
ポーランドは「置いていかれて」はいませんでした。しばらくして、ポーランド⼈は「メイ
ド・イン・ジャパン」の⼿鏡で髪の⽑を直しましたが、その⼿鏡を直⾓に⽴てると美しい⽇本
⼈⼥性がウインクをする絵が⾒えました。どれほどのポーランド⼈がこの親しみ深い笑い話を
聞いて笑顔になった事でしょうか。多くの⼈々が、本当に魅⼒的な⽇本⼈⼥性が愛想よくウィ
ンクしてくれるかどうかうまく確認できず、⾓度を変えて鏡を覗きました。これが多くのポー
ランド⼈にとって初めての⽇本の先進技術との接触でした。 
 今⽇では、この話は信じがたいと思われるかもしれませんが、その当時のポーランドは、⼀
般⼈はまだ⾮⾞社会でした。そして、たった 2つのチャンネルの⽩⿊放送が⾒られるテレビし
か存在していませんでした。当時の⽇本では「多彩な⾊」と称しカラー放送が⾏われていまし
た。数⼗年前、ポーランドから⾒た⽇本は別の「銀河」の国でした。 
 時が経つにつれて、私の映画への興味は 10 代のそれとは少し変化しました。⼤⼈になって
からは⿊澤明監督の作品が⼼を打ち、私に⼤きな印象を与えるようになりました 。彼の作品
に始めて触れたのは、もちろん『7 ⼈の侍』や『蜘蛛巣城』といった有名どころの作品でした
が、⼀番気に⼊ったのは『デルス・ウザーラ』です。この作品はロシア、当時のロシア・ソビ
エト連邦社会主義共和国の協⼒のもとで制作されました。他にもたくさんの傑作があるにも関
わらず、『デルス・ウザーラ』は私の趣向に合い、今⽇まで私の記憶に残り続けています。 
この映画の主題は⼈間の友情であり、この映画は観た⼈の⼀⽣の記憶に残るほど独特な雰囲気
を持っています。このようにして、⽇本映画は私の世界を変えました。その現代性にもかかわ
らず、⽇本は「⼈間であること」を忘れず、常に悪に対して勝利する友情や⼈間の善のような
価値観を持っているのです。⽇本の芸術家らは遠くにあるポーランドに近づき、⾃分たちの⽂
化を⾃らの作品を通して伝えました。私の場合は主に映画から学びました。そして世界がポー
ランドの⿊澤映画を楽しんでいた時、⾮⺠主的政権と経済危機に対する社会的怒りがポーラン
ドで増していました。この時、連帯指導者であったレフ・ワレサはポーランドがまもなく「第
⼆の⽇本」になると公⾔しました。まさにこの⾔葉が、ポーランドの⼤衆が⽇本に関⼼を持つ
きっかけになったと思います。もちろん、始めて⽇本とポーランドが国交関係となったのはポ
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ーランド共和国建国前で、国交樹⽴から今年で 100 年を超えることは周知の通りです。国家レ
ベルで 1世紀の間に常に共感と友情によって国同⼠が結びつき、来年からは異なる⽂化を持ち
つつ名誉と愛国⼼といった同じ価値観を持ち、両国は次の 100 年の友好関係のあゆみを進めま
す。ましてや、武⼠道とポーランド騎⼠の美徳はある程度似ていて、私は両国友好の絆をこの
類似点の中に感じています。 

1989 年以降、ポーランドは全⼒で第⼆の⽇本になる、という夢に向かって尽⼒しました。
常にもはやその⽬標は、「夢」ではなく「お昼寝」もしくは「寝起き」のような局⾯にあった
ということができます。ポーランド⼈は⽇本のような先進国にこれから住むことになるでしょ
うし、そうなることを願うことは当たり前です。 

ポーランド⼈のほとんどは私と同様に、⾃分の⽬で⽇本を⾒るチャンスに恵まれません。私
の⽇本の思い出は映画により⽣成されていますが、⽇本はポーランドと同様に、その歴史にお
いて「簡単な道」を歩んだ時はありませんでした。⽇本のドラマシリーズで描かれているよう
に、主⼈公は⾃分で⼿作りの荷物⾞を動かしたりしていました。その荷物⾞は、のちに運輸会
社が栄えるきっかけとなりました。多くのポーランド⼈は、―ドラマの主⼈公と同じようにゼ
ロから始めるにも関わらずーどうしてこのような成功した⼈の⾏動パターンを活かさないのだ
ろうか、と思いました。 

「⽇本になる夢」がポーランドではいつも実現対象であるにも関わらず、ポーランド⼈は
「第⼆の⽇本」の実現が夢物語ではなく、いつか叶いそうだという事実にすでに喜んでいます。
今⽇では、⽇本製のカメラやパソコンをポーランドで購⼊することができるようになり、ビス
ワのほとりの国ポーランドの⼈々がその斬新さを常に絶賛する⽇本の電化製品を、うらやまし
げに眺めることはもうないのです。 

友好関係は物質ではなく、私たちは技術⼒が友情より重要視される事を願っていないので、
⽇本製品を⼿放しに賞賛することは浅はかすぎます。私たちの⽣活をより⾼度に⽂明化してく
れる便利な物はポーランド⼈にとって、遠くて近い⽇本からのある意味での「贈り物」となる
でしょう。 
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『私の⼈⽣のうちの⼀⽇』  ロマン・アントラック 
 

 
 歩道をゆっくりと進み、嵐の後の新鮮な空気を深く吸い込みます。そしてふと、ある⼀節が
思い出されます。 
「⾵まじりに⾬降る夜、⾬まじり雪降る夜はどうしようもなく…」  
 ⽇本最古の歌集である万葉集に収録されているこの歌は、私の記憶に強く残っています。ま
さにこの歌をきっかけとして、⽇本を愛おしむ気持ちが芽⽣えたのです。そしてこの感情はの
ちに、愛へと育ちます。この愛情のおかげで、私が将来歩んでいく道筋を⾒つけました。違っ
た道を歩いている⾃分を、想像することはできません。地、⽕、空、⽔と書かれた⿃居の前で、
⾜を⽌めます。この⿃居をくぐると、私はすべての⼼配事から解放されるのです。初めてこの
場所に来た時、何て素敵なところにたどり着いたのだろう、と信じることができませんでした。
こんなに素敵な場所を、私の⼩さな街で⾒つけられるとは期待してもいなかったからです。⽊
造の建物に近づきます。道場はひっそりとした佇まいです。⼊⼝横の札に書いてある漢字が、
この場所が普通の建物ではないということを物語ります。建物の中に⼊り、靴を脱ぎ、⽞関で
「おはようございます。」と⾔います。私は、基本的な⽇本語を読んで話すことができます。
この素敵な⾔語の検定試験を始めて受けるのに向けて、熱⼼に準備をしているところです。 
 ⽞関を抜け、建物の中へと歩みを進めると、道場の⼤広間が⾒えてきます。そこには師匠が
本物の⼑を携えて⽴っています。私は天真正伝⾹取神道流の型を練習しています。普段の稽古
では素⼿で練習しているので、⼑を使ったお⼿本は私の⽬に印象的に映ります。 
 以前⽇本祭りで出会った素晴らしい師匠のことを、思い出します。本物の⽇本⼈による三味
線の演奏(⾳響機材がなかったので、舞台まで招き⼊れてもらえました), ⽇本のお菓⼦・電⼦
機器・マンガがいくつも並んだテーブルやその他の数々の企画のほかに、剣道のショーが催さ
れていたのです。そこで私は、⽵⼑を使った戦い⽅を学びました。間違いなくこれをきっかけ
に、師匠は私を⾃分の剣道学校を案内することについて検討してくれました。 
 道場には他の⽣徒たちも通っています。⼈数はそんなに多くなく、私のほかに、2 ⼈の⼗代
の⽣徒がいるだけです。実際、地元の体育館で開かれている柔道の稽古にはもっと多くの⼈が
通っていますが、⾃分と同じぐらいの武術の腕前で⼀緒に技術を練習できる⼈はいません。剣
道をする⼈がこんなに少ないことを、残念に思います。⽇本武術⽂化のポーランドでの継承の
担い⼿に、今後⼀体誰がなるのでしょうか！ 
柔道着に着替えて、お⾹をかぎます。⽕はついていませんが、装飾が施された花瓶にお⾹が

⼊っているだけで、部屋中に⼼地よい⾹りが広がるので⼗分です。時々匂いを嗅いで⼼を整え
るために、何本か⾃宅にも所持しています。 
   ⽣徒全員の準備が整ったら、少しお辞儀をするために⽴ち⽌まったのちに、敷居を超えて道
場の⼤広間に⼊ります。そのあと、⽣徒は階級順に列に並び、師匠はその前に正座をし、神道
の祭壇に向かってお辞儀をします。次に師匠と私たちが向かい合って、お互いにもう⼀度お辞
儀をします。最初の稽古から、武道は何か⾃分のためのものだと感じています。ためらいなく
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柔道着を買いました。体調が悪いときすら、稽古に⾏かずにはいられませんでした。(体調が
悪いときは、ゆっくり動くようにして、師匠もそのことを理解してくれました)なぜなら、稽
古は私にとって、呼吸のようなものだったからです。 
   めいっぱい伸びをして、⽇本武道に関する話を聞きます。創始者の名前、創始⽇、その他の
すべての体系的知識は、剣術の技能と同じくらい重要です。 
   次の稽古内容は、受け⾝技です。怪我をしないために柔らかく着地する⽅法を学ぶので、ど
こでも活⽤することができます。コンクリートの床に落っこちたときにも使えます。 空⼿や
柔道に加えて、師匠は合気道などの他の流派で許されている技も教えてくれます。道具を使っ
た戦いも学びます（ヌンチャクはマスターするのが最も難しいです）。師匠が⾔うように、何
が役に⽴つかということは全くわからないので、学ぶ技に境界はありません。この前は、クレ
ジットカードを使って戦いました。何でも防具になりうるのです。 
   技の稽古の次には、筋トレをします。師匠によれば、筋トレは稽古の肝です。腕⽴て伏せ、
スクワット、懸垂、腹筋、重量上げを、体を強くするために何セットか⾏います。そしてもう
⼀度神道の祭壇、部屋にお辞儀をし、師匠にお礼を⾔い、家に帰ります。 
   しかし、道場から出たら稽古が終わる訳ではありません。本来の稽古は、まずは⾷事、そし
て休息によって構成されています。私はしばしば、特にお⽶料理をお箸で⾷べます。家族はそ
んな私を⾒て笑いますが、私は箸で⾷べることで楽しい気持ちになります。また、お茶無しの
⾷事は想像ができません。棚を開けるとその中には、お茶箱・茶⽸・紙のお茶袋がいろいろ揃
っています。それぞれの⼊れ物には緑や⿊、⽩、⾚、もしくはベリーのお茶が⼊っています。 
全て⾼品質でおいしいですが、今回は特別なお茶、伝統的な⽇本の抹茶を選びます。 
 お茶の専⾨店に偶然たどり着いた時のことを、今でも私は覚えています。多様な素晴らしい
⾹りは、私の背筋を正してくれました。緑茶を注⽂しました。当時緑茶を飲んだことはありま
せんでしたが、試してみたいと思っていたのです。嵐⼭番茶を頂きました。店内では正しくお
茶を炒る⽅法について説明を受け、その時私は、これが芸術であると気が付きました。 こう
して茶道の世界に⾜を踏み⼊れました。 
 私の⼩さなポットでは、まさに今お湯が湧いています。80 度まで温度を下げるために、湯
飲みにお湯を注ぎます。その間に抹茶の粉を少量、特別なお椀である抹茶椀に茶杓を使って⼊
れます。お湯の温度を測ります。…完璧です！抹茶椀にお湯を注ぎ、茶筅でかき混ぜます。泡
⽴ち始めたら、抹茶のできあがりです。 
 お茶を飲みながら静寂の中で休憩します。最初の⼀⼝を飲めば、⼼配事が消えます。明⽇起
こる出来事はどうでもよくなります。今は、ただ暖かい飲み物の豊かな味を感じています。 
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『⼀体何なのか？〜ポーランドの魅⼒〜』  ⿃⼭ 直也 

 
                      

プリンの味は⾷べてみないとわからない。 
という諺があるようだが、私は、この諺はポーランドについても当てはまるのではないかと
考えている。 
ことのはじまりは２０１４年５⽉、ルブリンで⾏われた KODY という⾳楽祭とザブジェとい

う炭鉱の町の地下２００ｍの舞台での公演のために初めてポーランドを訪れた。本当に恥ずか
しいことなのだが、それまで私はポーランドに関してなんの知識も持ち合わせていなかった。
有名⼈や歴史はおろか、地図上で正確な位置を⽰すことすらできなかった。そんな私が⼀度の
海外公演をきっかけにしてにわかにポーランド贔屓になってしまったことは⾃分⾃⾝想像もつ
かないことだった。 
海外公演でいえば、それまでに何か国もの国を訪れており、どの国も興味深く素晴らしかっ

たが、ここまで極端に⼊れ込んでしまうことは今までになかった。何が私をそうさせたのだろ
うか。そのような疑問をたびたび⾃分に問いかけるのだが、はっきりとした答えは今でもわか
らない。もちろんポーランドについて気に⼊ったことはいくつもあげることができる。⾷べ物
はおいしいいし、街や⾃然は美しいし、⼈びとはとてもやさしく⽇本に興味をもってくれてい
る。ポーランド映画などの⽂化も興味深い。他にもあげることはできるだろうが、そのどの理
由も⼗分とは思えないのだ。 
このようにポーランドに惹かれるのは私だけの現象かと思ったら、どうやらそうではないら

しい。ポーランド語の学友や、ポーランド関係のイベントで知り合った⽇本⼈などと話してみ
ても、私と同じような体験をしている⼈が少なくなかった。 
つまりこれは私だけに起こった特別な現象ではなく、ポーランドにはそのような不思議な魅
⼒があるのではないかと考えるに⾄った。 
⾃分⾃⾝も思いがけずポーランドに⼊れあげてしまい、ついには⽇本でポーランド語の勉強

を始めるまでに⾄った。中学、⾼校時代は英語の授業が⽐較的得意であり、⼤学時代に⼀年弱、
中国に留学して、中国語である程度⽇常会話ができる程度に習得した経験もあったので、なん
とかなるだろうと軽い気持ちでポーランド語の学習を始めたのだが、なんともならなかった。
ポーランド語はそんなに⽣易しい、気軽に始められるような⾔語ではなかった。 
後で知ったが、ガイドブックでポーランド語について「習得はあきらめろ」と書いてあった。

あまりにも⽂法が難しいため、挨拶などの慣⽤表現を丸暗記することが指南されていた。それ
を読んで納得し、おそろしいものに⼿を出してしまったことに正直、後悔をした。東京外国語
⼤学のオープンアカデミーに何年も通うことになったのだが、前期の授業をとって、後期は来
ない⼈はわりといたりする。途中で脱落する⼈の多さが、ポーランド語習得の難しさを証明し
ているかもしれない。ここで語学をあきらめ、ポーランドから距離をおく選択肢も私にあった
とは思うが、それをさせない魅⼒がポーランドにはあるのだと思う。 
最初にポーランドを訪問した後に、ポーランドを気に⼊ってポーランド語を始めようとする
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私を妻が⾒て、気でも違ったのかと思ったそうだ。家のなかでポーランド語を話しはじめ、ポ
ーランドのラジオを聞く私を⾒て、早く正気に戻ってほしいと思ったという。 
そんな妻を⼆回⽬のポーランド訪問の際に、ポーランドに連れていった。帰国した妻は⽇本

でジュレックを作り、勝⼿にポーランド映画の DVD を蒐集し、ボレスワヴィエツでお茶を飲
むようになっていた。その後、仕事の⾯でも積極的にポーランドに関わるようになり、私たち
夫婦は毎年、どちらかの仕事でポーランドへ⾏くようになった。 
今では家でポーランド語を話しても、妻はおおよそ理解してくれるようになった。ポーラン

ドの映画は歴史的な背景を知っていないと理解しにくい部分があり、今では語学を学んでいる
私よりも妻の⽅が映画の内容について深く理解していることが多い。 

ポーランドの⾔語が難解なように、ポーランド映画の多くは難解である。観終わった後、⼀
体、何がどうなったのか、理解が追いつかないことも多い。それでもポーランド映画が⾯⽩く
ないというわけではなく、ここにも不思議な魅⼒があると感じる。 
妻が⽌めなくなったこともあり、私はポーランド贔屓をこじらせた。例えば、ポーランドの

国旗は上半分が⽩、下半分が⾚という単純な⼆⾊で構成されている。この⾚と⽩のカラーリン
グを⾒つけてはポーランドだと喜んだり、上下逆だと、ポーランドではなく、インドネシアの
国旗だと⾔ってがっかりしたりするようになった。それまでの⾃分であれば、決して選ばない
⾚⾊のカバンやシャツ、上着などを積極的に⾝に付けるようになった。その様⼦を⾒て、ポー
ランド⼈に呆れられている。まさに、ポーランドに出会って⽣活が⼀変してしまった。いろん
な国に⾏った経験があるが、やはり、こんなことは初めてだ。 
 昨年は語学研修のために４０⽇あまりポーランドに滞在した。しかも仕事ではなく⾃腹で。
語学研修で滞在した際にも、⽇本⾷が恋しくなることもなく、ホームシックになることもなく、
ポーランドを訪れるときは毎回、最終⽇に⽇本に帰りたくないと思う。ちなみに、今年ポーラ
ンドへ⾏った際、⾶⾏機の乗り換えで経由地に⼀⽇⾜⽌めをくい、ワルシャワへの到着が２４
時間遅れた。そのときには「早くわが祖国ポーランドに帰りたい」という気持ちでいっぱいだ
ったが、よく考えたら私の祖国ではないし、ポーランドの⽅でも私の祖国になったつもりはな
いであろう。 
そのようにして、はじめてポーランドを訪れて以来、依頼もないのに毎年のようにポーラン

ドを訪れている。それでもいまだに答えは⾒つかっていない。今後も引き続きポーランドとの
関りを強め、その謎を解き明かしていきたいと思っている。私の⼤好きなポーランド料理で、
ジュレックという独特の美味しいスープがある。冒頭の諺をポーランド⾵に⾔いかえれば、ジ
ュレックの味は⾷べてみないとわからない。不思議な魅⼒がなんなのか、気になった⼈たちに
はぜひともその⽬で、⽿で、五感で実際にポーランドを味わってみてほしい。それをこのよう
な⽂章で表現するのはそもそも不可能である。しかし、それは確かに存在する。この私⾃⾝が
その証拠だ。幸いなことに、⽇本とポーランドの直⾏便が数年前に就航し、本数も増えてきて
いる。⽇本⼈にとっては残念ながらまだなじみが薄いが、きっかけさえあれば、多くの⼈がそ
の魅⼒の虜になるだろう。
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