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フォーラム・ポーランド 2019 
⽇本・ポーランド国交樹⽴ 100 周年記念会議 

「⽇本とポーランド。⼀世紀の交流をへて」 
 
期⽇： 2019 年 11 ⽉ 23 ⽇（⼟） 
場所： 駐⽇ポーランド共和国⼤使館多⽬的ホール 
共催： NPO 法⼈フォーラム・ポーランド組織委員会／駐⽇ポーランド共和国⼤使館 
 ／ポーランド広報⽂化センター 

                        
プログラム 

 
 
10:00-10:10 パヴェウ・ミレフスキ Paweł Milewski（駐⽇ポーランド共和国特命全権

使）「開会の辞」 
10:10-10:30 関⼝時正 Sekiguchi Tokimasa（NPO 法⼈フォーラム・ポーランド組織委員

会）「『静的な受容から能動的な協働へ』――イントロダクション」 
10:30-11:10 ⼭中誠 Yamanaka Makoto（元ポーランド共和国駐箚⽇本国特命全権⼤使）

「ポーランドと私」 
11:10-11:50 井上望 Inoue Nozomi（元ヴロツワフ歌劇場プリマ・バレリーナ）「私とバ

レエとポーランド」 
12:00-13:00  軽⾷ 
13:00-13:40 ⾦⼦祥三 Kaneko Shōzō（東京⼤学⽣産技術研究所・研究顧問）「ポーラン

ドのエネルギーの未来」 
13:40-14:20 菅⽣早千江 Sugō Sachie（元ヤギェロン⼤学⽇本学科講師）「ポーランドの

⽇本語教育 100 年と現在、未来」 
14:20-15:00 ⽯川慶 Ishikawa Kei（映画監督）「私とポーランド映画」 
15:00-15:30  コーヒー・ブレイク 
15:40-17:00 中継「ワルシャワから《ジェン・ドブリ！》」 

 会場：在ポーランド⽇本国⼤使館広報⽂化センター 
 協⼒：在ポーランド⽇本国⼤使館 

岡崎恒夫 Okazaki Tsuneo（ワルシャワ⼤学） 
⻄⽔佳代 Nishimizu Kayo（ピアニスト） 
吉岡 潤 Yoshioka Jun（歴史学者） 
モデレーター：（東京）⽩⽯和⼦ Shiraishi Kazuko（元リトアニア共
和国駐箚⽇本国特命全権⼤使）／ （ワルシャワ）⽥⼝雅弘Taguchi 
Masahiro（フォーラム・ポーランド組織委員会） 

17:00-17:10  マリア・ジュラフスカ Maria Żurawska（ポーランド広報⽂化センター所⻑）
「閉会の辞」 

18:00-20:00 懇親会レセプション 
クシシュトフ・インガルデンKrzysztof Ingarden（建築家・在ポーランド⽇
本名誉総領事）「挨拶と乾杯の⾳頭」  
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Forum Polska Konferencja 2019 
 

Konferencja z okazji 100. rocznicy nawiązania  
stosunków dyplomatycznych między Polską a Japonią 

 
Japonia i Polska  100-lecie wzajemnych relacji 

 
Termin:      23 listopada 2019 
Miejsce:      Sala Konferencyjna Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Tokio,  

Wydział Informacji i Kultury Ambasady Japonii, Warszawa 
Organizator:  Komitet Organizacyjny FORUM POLSKA, Ambasady Rzeczypospolitej  

Polskiej w Tokio, Instytut Polski w Tokio 
                        

   
Paweł Milewski (Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Tokio) „Wystąpienie powitalne” 
 
Tokimasa Sekiguchi (prof. emeritus Tokijskiego Uniwersytetu Studiów Międzynarodowych ‒ 

TUFS, przewodniczący NPO Forum Polska) „Wprowadzenie. Od akceptacji statycznej 
do aktywnej współpracy” 

  
Makoto Yamanaka (były ambasador Japonii w Warszawie) - „Polska i ja”  
 
Nozomi Inoue (była prima balerina Opery Wrocławskiej) - „Ja, balet i Polska”  
 
Shozo Kaneko (Institute of Industrial Science Uniwersytetu Tokijskiego) - „Przyszłość 

energii w Polsce” 
 
Sachie Sugo (była wykładowczyni języka japońskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim) - 

„Edukacja języka japońskiego w Polsce - obecnie i w przyszłości”  
 
Kei Ishikawa (reżyser) - „Polskie kino i ja”  
 
„Dzień Dobry z Warszawy” 
Moderator: Masahiro Taguchi (prof. Uniwersytetu w Okayamie, wice-przewodniczący NPO 

Forum Polska) / Kazuko Shiraishi (była Ambadsador Japonii na Litwie) 
Tsuneo Okazaki (wykładowca języka japońskiego na japonistyce UW), Kayo Nishimizu 
(pianistka), Jun Yoshioka (historyk)  

 
Maria Żurawska (dyrektor Instrytutu Polski w Tokio) „Podsumowana konferencji”  
 
Uroczysta recepcja:  
Krzysztof Ingarden (architekt, konsul honorowy Japonii w Krakowie) „Słowo powitalne” 
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開会の辞 

 
パヴェウ・ミレフスキ（駐日ポーランド共和国特命全権使） 

 
 

ご来場の皆さま、  
 
 本⽇は、フォーラム･ポーランド2019会議に
お集まりいただき、誠に有り難うございます。
フォーラム･ポーランド組織委員会、駐⽇ポー
ランド共和国⼤使館、ポーランド広報⽂化セ
ンターの共催により、本会議を実現できたま
したことを⼤変光栄に、嬉しく思います。関
⼝教授をはじめとするフォーラム･ポーラン
ド組織委員会各位、講演者、出演者、また元

在ポーランド⽇本国⼤使の皆さまをはじめ、ポーランドに親しみと関⼼を抱かれている、
参加者全ての皆さまを⼼から歓迎申し上げます。  
 
ポーランドの友⼈である皆さま、  
 
 今年、⽇本とポーランドは国交樹⽴100周年を迎えました。この記念すべき⼤きな節⽬は、
両国関係を振り返って総括し、間もなく始まる⼆国間関係の新たな世紀へ向けた展望を考
察する絶好の機会です。こうした意味で、本⽇のフォーラムのテーマ「⽇本とポーランド。
⼀世紀の交流をへて」は正に時宜を得たものであり、これまで何が私たちを結んできたの
か、それを礎として、今後の相互関係では何を重視すべきなのかを考察し、分かち合おう
とするものです。 
 
 ⽇本・ポーランド関係の100年は政府・学術・⽂化機関による様々な協⼒の100年であり、
各々の協⼒分野において⼆国間協定、合意を締結し、絆を強める期間であり、要⼈による
相互の訪問を通じ⼆国間関係を格上げしていく歩みであり、2015年に両国関係は「戦略的
パートナーシップ」に到達しました。 
 
 相互関係の100年とは、しかしながら何よりも、⼈と⼈の交流、異質かつ豊かな互いの⽂
化への憧憬の歴史であり、時には偶然、⽇本あるいはポーランドの何かを発⾒し、その発
⾒が職業、研究、個⼈的な事柄において、新たに進む道のきっかけとなった⽅々もいます。
⽇本･ポーランド関係においては、これまでも今も、⽂化、学術、政治、経済の各分野にお
いて、両国⺠の友好的な関係の構築に⼤きく寄与する傑出した⼈物が事⽋いたことはあり
ません。本⽇は、そうした⽅々の多くがこの場にご参集されています。⽇々、ポーランド
の⽂化、⽂学、歴史、経済を研究され、その知識を⽇本で普及されている専⾨家の皆さま
に、こうして⼀堂に会していただきましたことを⼼から喜ばしく思います。  
 
 本⽇の会議では、多彩な分野を網羅しながら、ポーランドというキーワードで結ばれ、
ポーランド滞在経験も豊富な、各界の第⼀線でご活躍されてきた皆さまが登壇されます。
このバラエティに富んだ講演を通じ、ご来場の皆さま⼀⼈⼀⼈が、ポーランドに関して新
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しい何かを発⾒してくださることを期待しています。  
 
 ご来場の全ての皆さまには、⼤使館で過ごす今⽇⼀⽇が有意義なものとなりますよう願
っております。また、主催者であるフォーラム･ポーランド組織委員会の皆さまには、⻑年
にわたり「フォーラム・ポーランド」を開催いただいていることに篤く感謝の意を表しま
す。毎年「フォーラム・ポーランド」が、⼀つのテーマを様々な⾓度から掘り下げ、⽇本
に紹介、考察されてきた、かけがいのない役割と功績は計り知れません。最後に、関⼝教
授をはじめ、組織委員会の皆さまの益々のご成功を祈念申し上げます。駐⽇ポーランド共
和国⼤使館ならびに広報⽂化センターは、フォーラム･ポーランドのご活動に今後も⽀援を
惜しみませんことをお約束致します。 
 
ご清聴有り難うございました。  

 
（⽇本語訳：ゼメワ真由美）  
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Wystąpienie powitalne Ambasadora Pawła Milewskiego 
 
 
Szanowni Państwo,  

 

Pragnę serdecznie powitać wszystkich Państwa przybyłych na dzisiejszą konferencję, którą 

Ambasada RP oraz Instytut Polski w Tokio, mają zaszczyt i ogromną przyjemność współoganizować 

z Forum Polska. Witam serdecznie Pana Profesora Tokimasa Sekiguchi oraz towarzyszący mu 

zespół współprcacowników, wszystkich prelegentów dzisiejszej konferencji, byłych Ambasadorów 

Japonii w Polsce oraz wszystkich Państwa, których zainteresowanie i sympatia do naszego kraju, 

sprowadziły dzisiaj w gościnne progi naszej placówki.  

 

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele Polski,  

 

Polska i Japonia świętują w bieżącym roku 100 rocznicę nawiązania stosunków dymplomatycznych. 

Tak znacząca rocznica we wzajemnych stosunkach między Polską a Japonią skłania do podsumowań 

oraz snucia dalszych planów na kolejne sto lat wzajemnych relacji. W tym kontekście, temat 

dzisiejszej konferencji „Polska i Japonia. Sto lat współpracy“, doskonale wpisuje się w historyczny 

moment, w którym obecnie się znajdujemy i zachęca do podjęcia wspólnej refelksji nad tym, co do 

tej pory nas łączyło oraz nad tym na czym warto skupić wzajemne relacje w najbliższym czasie.  

 

100 lat relacji między Polską a Japonią, to sto lat wzajemnej współpracy szeregu instytucji 

rządowych, naukowych oraz kulturalnych, to czas zacieśniania więzi w poszczególnych sektorach 

współpracy poprzez zawieranie szeregu bilateralnych umów i porozumień, to czas wymiany wizyt 

dwustronnych oraz stopniowego podnoszenia poziomu naszych relacji, które w 2015 roku osiągnęły 

rangę strategicznego partnerstwa. 

 

100 lat wzajemnych stosunków to jednak przede wszystkim historia relacji międzyludzkich, 

wzajemnej fascynacji odmiennością i bogactwem kultury drugiego kraju, to czas w którym wielu z 

nas odkrywało Japonię czy też Polskę i dla których to odkrycie było początkiem nowej drogi 

zawodowej, naukowej czy też osobistej.  W stosunkach polsko-japońskich nie brakowało i wciąż 

nie brakuje wybitnych postaci świata kultury, nauki, polityki i gospodarki, którzy wnieśli ogromny 

wkład w budowę niezwykle przyjaznych relacji między naszymi narodami. Wiele z tych osób jest 

dziś wśród nas. Bardzo cieszy mnie tak liczna dzisiaj obecność wybitnych japońskich specjalistów 

od spraw polskich, którzy na codzień poszerzają wiedzę o Polsce w Japonii poprzez szeroko 

prowadzoną działalność na rzecz zapoznawania swoich rodaków z kulturą, literaturą, historią czy też 

gospdarką naszego kraju.   
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Podczas dzisiejszej konferencji będziemy mieli okazję wysłuchać szeregu referatów – wspomnień 

przedstawicieli różnych środowisk w Japonii, których łączy zainteresowanie naszym krajem i z 

których wielu miało okazję spędzić w Polsce dłuższy czas. Mam nadzieję, że przedstawione przez 

Państwa tematy zainteresują słuchaczy dzisiejszej konferencji, którzy wyjdą z niej wzbogaceni o 

różne nowe spostrzeżenia dotyczące naszego kraju.   

 

Życzę wszystkim Państwu bardzo interesujacego dnia spedzonego w Ambasadzie, a głównemu 

organizatorowi – Forum Polska pragnę złożyć serdeczne podziękowanie za wieloletnią organizację 

poszczegolnych edycji konferencji, która rokrocznie wnosi olbrzymi wkład w propagowanie wiedzy 

o Polsce wśród przedstawicieli japońskiego społeczeństwa. Zamykając moje wystąpienie, chciałbym 

życzyć Panu Profesorowi Tokimasa Sekiguchi i całemu zespołowi wielu sukcesów w dalszym 

krzewieniu wiedzy o naszym kraju w Japonii i jednocześnie zadeklarować pełną gotowość 

Ambasady RP jak oraz Instytu Polskiego w Tokio do dalszego wspierania działalności Forum Polska 

w przyszłości.  

 

Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. 
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ご挨拶 

 
マリア・ジュラフスカ（ポーランド広報文化センター所長） 

 
 

ご来場の皆様 
 
 本⽇の会議を開催して下さったNPO 法⼈
フォーラム・ポーランド組織委員会、同代表
の関⼝時正教授に、そしてたいへん興味深い
ご講演をしてくださった講師の皆様に、また
会議共催者の在東京ポーランド共和国⼤使
館に、私⾃⾝から、そしてポーランド広報⽂
化センターから、この場を借りて厚く御礼申
し上げます 
 今⽇は、外交、⽂化、さらには経済、科学

の分野に関わる、多くの興味深いお話を拝聴することができました。それらは、ポーラン
ドと⽇本の間でいかに充実した協⼒関係が多⽅⾯で成⽴しているかを如実に⽰すものでし
た。 
 私たち両国の相互的な関係は、100 年前から友情の絆で結ばれてきました。今⽇の⼆つの
ご講演も物語っていたように、多くの⽇本⼈芸術家、⾳楽家、さらには映画⼈までもが、
ポーランドにおいてその⽂化的活動の場を得ているということは、私たちポーランド⼈に
とって、実に嬉しい事実です。 
 ポーランドは親⽇国であるとよく⾔われますが、共有してきた歴史をひもといても、ま
た⽂化、学術、政治、そして経済の諸分野における協⼒関係に照らしても、この表現は正
鵠を得たものだと⾔えるでしょう。 
 本⽇の会議は、ポーランドと⽇本の外交関係 100 周年を祝う⾏事の⼀環として開かれま
したが、この記念年がいかに重要なものであるかは、本⽇、秋篠宮皇嗣殿下、紀⼦皇嗣妃
殿下のご臨席をたまわったことを⾒てもあらためて認識されたことでした。 
 今後も両国の協⼒をさらに発展させてゆくことは私たちの責務ですが、その意味におい
て、次の⼀世紀も、ポーランドと⽇本の絆が強く、友情に満ちたものであることを期待い
たします。 
 将来においても、両国の関係はダイナミックに発展しつづけ、それがポーランドと⽇本
の間でさらに新しく強⼒な相互関係と友好の深まりとなって実を結ぶであろうと、私は確
信いたしております。 
 
 皆様のご参加をたまわりましたこと、⾃らの名において、またポーランド広報⽂化セン
ター、在東京ポーランド共和国⼤使館の名において、いま⼀度深く感謝いたしますととも
に、来年のフォーラム・ポーランド会議にもぜひお越しいただけるよう、今からお招き申
し上げます。 
 
 ご清聴ありがとうございました。 
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Konferencja Forum Polska „Japonia i Polska. 100-lecie wzajemnych relacji” 

Ambasada RP w Tokio, 23 listopada 2019 r. 

 
Szanowni Państwo, 

 

W imieniu swoim oraz Instytutu Polskiego na ręce prof. Tokimasy Sekiguchiego pragnę 

podziękować NPO Forum Polska za organizację konferencji, wszystkim prelegentom za niezwykle 

ciekawe wystąpienia oraz Ambasadzie RP w Tokio za współorganizację wydarzenia. 

Dziś mieliśmy okazję wysłuchać wielu interesujących wystąpień z dziedziny dyplomacji, kultury, a 

także gospodarki i nauki, które ukazały pełny obraz owocnej współpracy między Polską i Japonią.  

Nasze relacje bilateralne od stu lat łączą więzy przyjaźni i bardzo cieszy nas fakt, że wielu artystów, 

muzyków, a nawet filmowców japońskich odnalazło w Polsce miejsce dla swojej działalności 

kulturalnej, do czego nawiązywały dzisiejsze dwa referaty.  

Często mówi się, że Polska jest „krajem przyjaznym Japonii” (Shinnichikoku), i na przykładzie 

wspólnych kart historii, ale także współpracy w dziedzinie kulturalnej, naukowej, politycznej i 

ekonomicznej określenie to jest bardzo trafne.  

Pragnę nadmienić, że konferencja odbywa się w ramach obchodów 100-lecia nawiązania stosunków 

dyplomatycznych między Polską i Japonią, a jak ważna jest to rocznica mogliśmy się dziś ponownie 

przekonać, ponieważ konferencję swoją obecnością zaszczycili Ich Cesarskie Wysokości Następca 

Tronu Książę Akishino i Księżna Kiko. 

Odtąd naszym obowiązkiem jest, aby dalej rozwijać współpracę między naszymi krajami i tym 

samym wyrażam swoją nadzieję na kolejne sto lat silnych więzów i przyjaźni Polski i Japonii. 

Jestem przekonana, że i przyszłości stosunki między naszymi krajami będą się dynamicznie rozwijać, 

co zaowocuje nawiązywaniem nowych silnych obustronnych relacji i dalszym pogłębianiem 

przyjaźni między Polską i Japonią. 

 

W imieniu swoim, Instytutu Polskiego i Ambasady RP w Tokio chciałabym raz jeszcze serdecznie 

podziękować Państwu za przybycie i już teraz zaprosić Państwa na przyszłoroczną konferencję 

Forum Polska. 

 

Dziękuję za uwagę. 

 

Maria Żurawska 

Dyrektor Instytutu Polskiego w Tokio 
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静的な受容から能動的な協働へ 

--イントロダクション-- 

 
関口時正（NPO法人フォーラム・ポーランド組織委員会） 

 

 
 1919 年 3 ⽉ 22 ⽇、⽇本は世界でも最初
の国の⼀つとして――当時のいわゆる列強
の⼀国として、いち早くポーランドの独⽴
を承認しました。それから 100 年がたちま
した。 
 私⾃⾝がポーランド⽂学を読んだり、ポ
ーランドの映画やグラフィック・アートを
⾒たりし始めてからでさえ、すでに 50 年、
つまり 100 年の半分が過ぎたのです。今⽇
この場に出席なさっている⽅々の多くも、
その⼀世紀の歴史の証⼈です。証⼈である

だけでなく、その歴史の作者でもあります。 
 今⽇の 100周年記念の会議には、五つの分野から五⼈の⽅を講師としてお招きしました。
外交、舞台藝術、テクノロジー、⾔語教育、そして映画です。皆さん、⼆つの国⺠の相互
的な交流の作者です。 
 皆さんご存じのように、⽇本とポーランドの外交的関係は、⼤戦やその後の政治体制の
違いといった障碍にもかかわらず、基本的にはつねに良好でした。その歴史の詳しいこと、
とくにここ半世紀についてお知りになりたい⽅は、ぜひこの本をお読みください〔ここで、
ポーランドで出版されたばかりのエヴァ・パワシュ＝ルトコフスカ著『ポーランド・⽇本
関係史 第⼆巻 1945-2019』の原書を掲げる〕。 
 ⼭中誠さんは、少なくとも体制転換後の時代、もっとも⻑い期間にわたってポーランド
で仕事をされた⽇本国⼤使でいらっしゃいます。またポーランドは、⼭中さんの外交官と
してのキャリアでは、最後の任地でした。ポーランドに対して⼭中さんが深い関⼼と愛着
を寄せていらっしゃる背景には、もしかするとそういうこともあるかもしれません‥‥。
今⽇は⼭中さんとポーランドの関わりにおける個⼈的な体験、よそでは伺うことのできな
いお話を楽しみに拝聴したいと思います。 
 ⾳楽や演劇の分野における⽇本とポーランドの交流についてはずいぶん多くのことが知
られていますが、バレエという分野については私たちもほとんど知らないのではないでし
ょうか。ところが実際には、何とポーランドの各地で、プロの⽇本⼈バレエダンサーが、
それもしばしば最も重要な地位を得て働いているのです。井上望さんは、ヴロツワフ歌劇
場で 2007 年から、2009 年からはプリマ・バレリーナとして、2016年までお仕事をなさっ
ていました。 
 ⽂化の他にも、⾃然科学や医学、テクノロジーといった領域でも、両国の間では、すい
ぶん昔から多くの交流がありました。私⾃⾝がよく知っている例でも、⽇本学術振興会と
ポーランド科学アカデミーの研究者交換事業でポーランドへ渡り、トビムシ⽬（Collembola）
の昆⾍を研究していた⽅がいました。2006 年のフォーラム・ポーランドでは、ポーランド
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における野⽣動物、とくにオオカミの保護について神崎伸夫さんがなさったきわめて興味
深い講演を記憶しておられる⽅もいらっしゃるでしょう。 
 私が留学時代にお世話になった、「ポーランドの⺟」とも⾔うべき⼈は、当時のクラクフ
医⼤附属病院で働く泌尿器科医で、世界的に著名な泌尿器科医エミル・ミハウォフスキの
弟⼦でした。ある⽇、彼⼥の職場に、ミハウォフスキ教授のメソッドを勉強したいと⾔う
ことで、研修のために⽇本から来たお医者さんが現れ、私も含め、知り合いになりました。
彼⼥が⾊々と親切にしてあげたことに感謝したそのお医者さんは後⽇、彼⼥を⽇本に招い
てくれました。その際、私は泌尿器学会で彼⼥がした発表の通訳をしましたが、それはそ
れは⼤変でした‥‥。 
 ⾦⼦祥三さんはエネルギー科学の専⾨家です。折柄とても重要なエネルギー問題ですが、
ポーランドはこれからどのような解決を探ってゆくべきなのかというきわめて興味深い問
題についてお話しいただきます。 
 1974 年秋から 1976 年夏までの最初の留学時代、私はヤギェロン⼤学のトルコ学者、ア
ンジェイ・チャプキェーヴィチ教授と知り合いになりました。彼と私は、いつの⽇かクラ
クフの⼤学に⽇本学科ができないものか、と夢物語をしていたのですが、その 10 年後、本
当に⽇本学科が誕⽣しました。そこには少なからずチャプキェーヴィチの貢献があったは
ずです。彼が⽇本に興味をいだいた理由の⼀つに、すぐれた宗教学者・アラビア学者、井
筒俊彦の著作に感服したことがあったのを憶えています。⽇本から招かれてヤギェロン⼤
学で⽇本語を教えた最初の講師は⼋⽊光明さんだったと思いますが、彼の献⾝的な仕事ぶ
りも記憶に残っています。 
 私は先⽇ 3 週間のポーランド旅⾏から帰ってきたところですが、講演をして回った四つ
の都市、ワルシャワ、ポズナン、トルン、クラクフは、たまたま、すべてが⼤学の⽇本学
科を有する町でした。そのどこでも⽇本学の学⽣や先⽣たちに会いましたが、⽇本や⽇本
⽂化に寄せる関⼼は低下しておらず、⾮常に⾼⽔準に保たれているということを再認識さ
せられました。菅⽣早千江さんは、ポーランドにおける⽇本語教育の歴史と今後について
語ってくださいます。 
 「⼗番⽬のミューズ」が君臨する分野で、わが国で最初に注⽬を集めたのは、いわゆる
「映画のポーランド派」だったことに疑いはありません。とくにアンジェイ・ヴァイダの
『灰とダイヤモンド』は⽇本の知識⼈に⼤きな衝撃を与えました。映画とその主⼈公マチ
ェクは、ポーランドのシンボルとなっただけでなく、20世紀の 60 年代に異議申し⽴て運動
に参加していた⽇本の⻘年たち⾃⾝を表象するアイコンとなりました。これはとても規模
の⼤きい⼤事な現象でしたが、いまだにきちんとしたモノグラフィは書かれていないので
はないでしょうか。もっとも、私⾃⾝はむしろイェジー・カヴァレローヴィチにより惹か
れていましたし、たしか宮崎駿や押井守も、『夜⾏列⾞』や『尼僧ヨアンナ』というような
映画に魅⼊られたという回想をしていたと思います。 
 つい最近封切られた『蜜蜂と遠雷』の監督、⽯川慶さんはウッチの映画⼤学で勉強した
最初の⽇本⼈映画監督として、⽇本映画史、もしかすると世界の映画史にその名を残すこ
とになるかもしれません。⽯川さんは現在、ポーランド⼈撮影監督のピョートル・ニェム
イスキといっしょに映画を制作していらっしゃいます。これは、⽇本とポーランドの交流
において新たな時代を開くできごとです。彼らの仕事は、もはや受動的な相互交流――た
とえばヴァイダが⿊澤の映画をよく⾒て称賛していたとか――ではなく、⽇本⼈とポーラ
ンド⼈が現場でひとつの藝術作品を作り上げる、能動的な交流だと⾔えます。まさに新し
い時代の到来ではないでしょうか。 
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ポーランドと私 

 
山中誠（元ポーランド共和国駐箚日本国特命全権大使） 

 

 
皆様、改めましておはようございます。
ただ今ご紹介いただきました⼭中でござい
ます。本⽇は、⽇本とポーランドの国交樹
⽴ 100 周年という⼤変記念すべき年のフォ
ーラム・ポーランドの会議でお話する機会
をいただきまして、⼤変光栄に存じます。
関⼝先⽣をはじめフォーラム・ポーランド
組織委員会の皆様にお礼申し上げます。ま
た、ご列席のミレフスキ⼤使にも感謝申し
上げます。 

 
紹介にもございましたが、私はポーランドに都合４年半ほど勤務いたしました。⼤変活
気のある時代で、やりがいのある勤務だったと思い起こしております。そして、現役最後
のポストとしてポーランドに勤務できたことを⼤変幸せであったと考えています。 
 

私は 2016年の 2 ⽉に⽇本に帰って参りまして退官しました。ある外務省の先輩が「退職
をした⼤使の賞味期限は、２年から３年だよ」と⾔っていたことを思い出します。その話
を聞いた時はピンときませんでしたが、退職して 2 年 3 年と経ちますと、確かに⾊々な所
からお呼びのかかる頻度が減って参ります。講演や執筆などの依頼もめっきり減ってきま
した。そういう昨今ですので、このような⽴派な会議に講師として呼んでいただいたこと
に感謝している次第です。 
 

本⽇は、ポーランド各分野の専⾨家の皆様がお集まりですので、私から⼀般的なお話を
しても意味がないと思いますし、賞味期限切れの元外交官の話でもありますので、私がポ
ーランド在勤中に個⼈的に体験したことを中⼼に、お話し申し上げたいと思います。その
意味で、若⼲柔らかい話になろうかと思います。 
 
【着任当初の印象】 

私が着任しましたのは 2011 年の 10 ⽉初旬でした。まだ、「⻩⾦の秋」の美しい⾵景を堪
能できるタイミングでした。初めて⼤使館に出勤した時、正⾨の前でこれまであまり⾒か
けたことのない光景に遭遇しました。それは沢⼭の花束や⾊鮮やかなランタンが所狭しと
並んでいる光景でした。これは東⽇本⼤震災３.１１の被災に対するポーランドの皆さんの
お⾒舞いと連帯を表すものでした。震災から既に半年以上が経っていたにもかかわらず、
こうした温かい善意に接しまして、感激したのが最初の経験でした。100 年前のシベリア孤
児救済のエピソードや、その後の⾊々な善意あふれる交流の歴史に思いを馳せた次第です。
赴任する前から「親⽇の国・国⺠」とは聞いておりましたが、出勤初⽇から温かい気持ち
になったことを記憶しています。 
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【ワイダ監督との出会い】 
私の着任当初の経験は、その後のポーランドの⼈々との多くの出会いの中で繰り返され
ることになります。そうした出会いの代表格として先ず紹介したいのが、アンジェイ・ワ
イダ監督とクリスティナ夫⼈です。 
このお⼆⼈は⾃他ともに認める⼤の親⽇家です。⽇本⼤使館の⾏事や⼤使公邸での会⾷
に、気さくに来てくれました。ワイダ監督からは、多くの貴重なお話を伺いました。⿊澤
明監督によるシェイクスピアの解釈が⾮常に的確で感銘を受けたこと、また、岩波ホール
の⾼野悦⼦さんが⽇本美術技術博物館（Manggha 館）を物⼼共に⽀援してくれたこと、さ
らに坂東⽟三郎さんの演技が極めて美しかったことなど、熱を込めて語ってくれました。
こうした形で、映画論や⽂化交流史についての素晴らしい「講義」を伺ったものです。 

ワイダ監督夫妻は、Manggha 館の創設（1994年）と運営に献⾝と尽⼒をされました。私
の在任中、Manggha 館では毎年２つの⼤きな周年記念⾏事が監督夫妻のイニシアティブで
開催されました。⼀つは「Manggha 館」の創設記念⽇です。2014年には創設 20周年の記
念⾏事が⼤々的に開催されました。もう⼀つの周年⾏事は、2002 年の天皇皇后両陛下の
「Manggha 館」ご訪問の記念式典でした。そのおかげで私は、毎年２回はクラクフに出張
することができました。⽇本⽂化をこよなく愛して、両国の⽂化交流に多⼤な貢献をされ
たワイダ監督は随分以前に⽇本から叙勲されていますし、私の在任中でしたがクリスティ
ナ夫⼈も勲章を受章され、ご夫婦そろっての栄誉となりました。 
 これだけ⽇本びいきのワイダさんでしたが、⿂介類が苦⼿でした。公邸でお⾷事も差し
上げたのですが、⼤使館の料理⼈が懐⽯料理の専⾨でしたので、⿂介類を抜いた献⽴を⾊々
⼯夫したことを覚えています。お寿司も具は⿂介類でなく野菜や⾁を載せてお出しして喜
んでいただきました。残念ながら、ワイダ監督は 2016年 10 ⽉に 90歳で亡くなられました。
しかし晩年まで本当にお元気で、創作意欲も極めて旺盛でした。お酒も強くて、公邸での
⾷前酒にウイスキーをストレートでキュッと飲まれたのには驚きました。 

2016年 1 ⽉、私の離任を前にご夫妻がご⾃宅で送別会を開催してくださいました。その
席にはスコリモフスキ監督、ロッテルムンド旧王宮館⻑、インガルデンさん（建築家）と
いった⼀流の⽂化⼈を招いていただき、家内ともども感激しました。 

 
【ワレサ元⼤統領】 
次にお話したいのは、ワレサ元⼤統領です。ご承知の通り、ポーランド⺠主化の⽴役者
ですが、「ポーランドを第⼆の⽇本にしたい」との発⾔が⼤変有名な⽅です。私の在任中に
はすでに政治的にはそうアクティブではなくなっておられましたが、彼の⾔動は何かと注
⽬を集めました。私がグダンスクのワレサさんの事務所に表敬に参りますと、⼤変上機嫌
で迎えてくださいました。ワレサさんは顔の⾊つやがよく、⾮常にお元気そうでした。「ポ
ーランドは必ずしも第⼆の⽇本になっていないけれども、⾃分は⽇本の科学技術の⼒、⼯
業⼒を尊敬している」と述べておられました。机の上にあるパソコンを⽰して「このパソ
コンも実は⽇本製で、愛⽤している。」と嬉しそうにおっしゃっていました。ワレサさんに
は、是⾮引き続き⽇本びいきでいらしていただきたいと思います。 
 
【親⽇的⾵⼟と⽇本⽂化⼈気】 
 ポーランドにおけるこうした親⽇的な⾵⼟や⽇本⽂化⼈気は、要⼈のみならず、草の根
レベルでも広くみられました。在留邦⼈や⽇本企業関係者も、ほぼ異⼝同⾳に指摘する特
徴であります。その背景には、話せば⻑くなりますが、⽇露戦争の記憶やシベリア孤児救
済などがあるのだと思います。 
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 空⼿、合気道などの武道、⽇本語学習、⽇本⾷なども、⼤変なブームでした。古典から
現代ポップカルチャーの⼈気も世界でもトップレベルです。先程触れたManggha 館も、⽇
本⽂化の発信基地として定着した感があります。そして私が個⼈的に特に嬉しかったのは、
ワルシャワで毎年開いている「⽇本祭り」が、今年で 7 回⽬を迎えていますが、数万⼈の
ワルシャワっ子たちが待ち望む、草の根交流の場として⼈気を博していることです。 
 
【相撲と都市交流】 
 この関連でもう⼀つご紹介したいのは、相撲です。相撲を縁にして、ポーランドのクロ
トシン市 (Krotoszyn ポズナンとヴロツワフの中間にある都市)と⽇本の島根県隠岐の島町
が友好都市提携を結んでいます。ポーランドの相撲競技⼈⼝は約 5 千⼈と⾔われておりま
して、中東欧では最⼤の相撲国と⾔ってよいでしょう。その 5千⼈のうち 900 ⼈は⼥性で、
レオタードの上にまわしを締めて、⾮常に熱⼼に相撲に取り組んでいます。ポーランド相
撲協会の本部があるのがクロトシン市ですが、この相撲協会の会⻑から私に、「是⾮⾃分た
ちのカウンターパートと協⼒関係を結びたい」との話がありました。カウンターパートに
なりそうな都市を探したのですが、ちょうどその頃、⽇本の⼤相撲で⼋百⻑などのスキャ
ンダルが起きまして、地⽅都市での相撲⼈気が随分と落ちこんでしまい、国際交流どころ
ではない雰囲気でした。 
そのような時に、中国地⽅の経済同友会のミッションがポーランドを訪問しました。ま
ったく偶然だったのですが、私が状況をお話しましたらミッションの中におられた島根県
の経済同友会の幹部が「それなら隠岐の島だよ」と教えてくれたのです。早速連絡をとっ
たところとんとん拍⼦に話が進みまして、両都市の提携関係が成⽴しました。正式に署名
に⾄ったのが 2016年でしたが、相撲を中⼼に⼤変活発な交流が⾏われています。私もそれ
ぞれ２回ほど、クロトシンと隠岐の島を訪問する機会がありましたが、実に良縁であると
実感しています。ポーランドと⽇本の⼒⼠の取り組みを実際に観戦しますと、私の印象で
は「⼒のクロトシン、技の隠岐の島」という感じであります。 
 
【ワーキングホリデー】 
相撲の例のように、両国の交流を進める環境は良好です。今後は、特に若い⼈の交流が
盛んになってほしいと願っています。特に期待しているのが「ワーキングホリデー制度」
です。休暇を楽しみながら、滞在費の⾜しにするために仕事に就きお⾦を稼ぐ、そのため
のビザを発給するという制度です。このワーキングホリデー制度が⽇本とポーランドの間
にも導⼊されています。これは 2015 年にコモロフスキ⼤統領（当時）が訪⽇された時に、
総理官邸で署名された協定です。コザチェフスキ⼤使（当時）、⽇本側を代表して私が署名
して成⽴したものです。そういう縁もあって、この制度を応援したいと思っていますが、
当初はなかなかこの制度を利⽤する若者が増えませんでした。最近では、ポーランドから
⽇本にくるワーキングホリデーの若者が年間約 140 ⼈と⾔われています。他⽅、⽇本から
ポーランドへはその 3分の１の 40〜50 ⼈程度のようです。ワーキングホリデー制度につい
てまだ知らない若者も多いと思いますので、是⾮両国の⼤使館がこの制度を周知、宣伝し
て、この制度を盛り上げていただければと思います。 

 
【ポーランド⼤統領の訪⽇】 

⼤使として赴任した後、誰しも努⼒するのが任国と本国の間で活発な要⼈往来、特にハ
イレベルの往来であります。私の任期中には、2013 年に安倍総理のポーランド訪問、2015
年にはコモロフスキ⼤統領の⽇本訪問が実現しまして、幸運であり名誉なことでした。安
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倍総理のポーランド訪問については、⽇本国総理としては⼩泉総理以来 10 年ぶりであった
こと、第⼆次安倍内閣の総理の欧州訪問先としてはポーランドが最初の国であったこと、
更に、ワルシャワ滞在中にヴィシェグラード 4 か国（ポーランド、ハンガリー、チェコ、
スロヴァキア４か国）の⾸脳と安倍総理が史上初めて「V4＋⽇本」⾸脳会議を開催したこ
とが、訪問の意義として強調されました。 

コモロフスキ⼤統領の⽇本訪問につきましては、「戦略的パートナーシップ」を⽇本とポ
ーランドの間で確認して。両国関係が公式に格上げされたことが、最⼤の成果でした。⾸
脳会談では、ウクライナ情勢や両国間のエネルギー協⼒や防衛協⼒についても協議されま
した。先程お話したワーキングホリデーに関する協定もこの時署名されたものです。 
実はコモロフスキ⼤統領の訪⽇に際しましては、⼤きなハプニングがありました。当初
は 2014 年 11 ⽉の訪⽇が予定されており、準備万端整っていました。当時、⽇本では解散
総選挙が取り沙汰されていたため、 随分苦労して 11 ⽉の訪⽇⽇程を組み込んでもらった
経緯がありました。私も⼤統領を東京で出迎えるため、⼀⾜先に帰国しました。帰国して
すぐに「⼤統領訪⽇は中⽌になった」との知らせが⾶び込んできました。これには本当に
驚きました。⼀年余りにわたり準備をしていた⼤統領の訪⽇でしたので、どうしたらよい
のか、⽬の前が真っ暗になりました。ご記憶の⽅もいらっしゃるかと思いますが、11 ⽉の
直前にポーランドで統⼀地⽅選挙が⾏われ、選挙結果の集計に⼤幅な遅延が⽣じて⼤騒ぎ
となりました。そうした状況下で責任者たる⼤統領としては国内に留まり対応に当たる必
要があり、訪⽇を中⽌（延期）せざるを得なかったわけです。そういう意味では、致し⽅
ない事情でありました。幸い、⽇本の官邸も外務省も冷静な反応で、中⽌に理解を⽰しま
した。しかし、⼤統領の新しい訪⽇⽇程をどうするかという⼤きな問題は残りました。2014
年 11 ⽉の訪⽇が頓挫しましたが、2015 年 5 ⽉にはコモロフスキ⼤統領⾃⾝も出⾺する⼤
統領選挙が控えていました。その年の 10 ⽉には総選挙が予定されていました。そうした状
況で、新しい訪⽇⽇程をどうすべきか、⼤いに悩んだわけです。結論から申し上げれば、
せっかく盛り上がった訪⽇のモメンタムを失うことなく出来るだけ早く実現する、という
⽅向で根回しをしました。その結果、綱渡りではありましたが、なんとか 2015年 2 ⽉に⼤
統領訪⽇が実現したわけです。 
しかし、これについては、おそらく批判がありえたと思います。なぜなら、2015年 2 ⽉
に訪⽇したコモロフスキ⼤統領が 5 ⽉の選挙で敗れ、ドゥダ⼤統領が誕⽣したからです。
結果論ではありますが、⾒⽅によっては「⼤統領でなくなる可能性がある⼈の訪⽇をなぜ
急いだのか？」との批判があり得るわけです。私も忸怩たる思いでしたが、選挙前の下⾺
評では、コモロフスキ⼤統領の再選はまず間違いないというのが⼤⽅の⾒⽅でした。勿論、
⼤統領選挙の後に訪⽇という選択肢もあり得ましたが、10 ⽉の議会選挙をはじめ両国の内
外政上の制約もありますので、実現はさらに先となり、無期延期みたいなことになる恐れ
さえありました。⾔い訳になるかもしれませんが、全体的に考えれば、モメンタムのある
ときに⼀気に進めてよかったのではないかと考えております。 

 
【その後の要⼈往来】 
 その後の⽇本とポーランドの要⼈往来も⼤変活発に⾏われております。2015 年 10 ⽉に
は⾼円宮妃殿下がポーランドをご旅⾏、2017 年 5⽉にはヴァシチコフスキ外務⼤⾂が訪⽇
され、岸⽥外務⼤⾂（当時）との間で、⽇本とポーランドの間の「戦略的パートナーシッ
プに関する⾏動計画」に署名されました。 

「戦略的パートナーシップ」については、前政権である「市⺠プラットフォーム(PO)」
の下で確認されたことから、「法と正義(PiS)」の新政権でどのように受け取られるかを実は
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⼼配しておりました。しかし実際には、新しい政権の下でも「戦略的パートナーシップ」
を⼤いに具体化していこうということになりましたので、⾮常によかったと思います。ま
さに「⾏動計画」が新しい政権の外務⼤⾂と⽇本の外務⼤⾂の間で纏まり、⼤変喜んだ次
第です。 
昨年には河野外務⼤⾂（当時）がポーランドを訪問し、チャプトヴィチ外務⼤⾂との会
談が⾏われました。今年はとりわけ 6 ⽉から 7 ⽉にかけて、秋篠宮皇嗣同妃両殿下が国交
樹⽴ 100周年の機会にポーランドをご訪問になりました。また、10 ⽉には即位の礼ご臨席
のためにドゥダ⼤統領夫⼈が来⽇されています。このようにハイレベルの相互訪問が盛ん
に⾏われていることは、喜ばしい限りです。 

 
本⽇は、よもやま話のようになりましたが、私のポーランド在勤中の逸話をいくつかお
話ししました。４年半の在任でしたので、100 年の流れの中でいえば 4.5％は何らかの形で
ポーランドに関与したことになります。また、⽇本とポーランドの関係が緊密化した⺠主
化後の 30 年に占める割合としては 15％程度になりますので、⾮常に充実した期間を⼤使と
して勤めさせていただきました。ありがたいことと感謝しております。私⾃⾝は、今や元
外交官として賞味期限が切れつつありますが、両国の関係は今後ますます発展して、その
味わいや美味しさは、ますます増していくものと確信しております。 

 
ご清聴ありがとうございました。 
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私とバレエとポーランド 

 
井上望（元ヴロツワフ歌劇場プリマ・バレリーナ） 

 

 
杉浦 井上さん、こんにちは。 
 
井上 こんにちは。 
 
杉浦 本⽇、対談という形式で進めさせて
いただきます。フォーラム・ポーランド／
ポーランド広報⽂化センターの杉浦綾と申
します。井上さん、舞台上でお話しされる
のを⾮常に緊張していらっしゃったので、
ゆるめにいきたいとおもいます。もともと
バレエは何歳からですか？ 
 

井上 ６歳の時からです。 
 
杉浦 どういうきっかけですか？ 
 
井上 ⼩学校の同じクラスのお友達がバレエをしていまして、休み時間にバレエのステッ
プを踏んでいました。それが私にとって不思議なステップで、私もやってみたいな、とい
うのがきっかけでバレエを始めました。 
 
杉浦 すぐにはまったというか、⼀⽣やりたいなと思いましたか？ 
 
井上 すぐではありませんでしたが、⼩学校６年⽣の時には、「海外でバレエを踊ってみた
いな」とは思っていました。 
 
杉浦 すごいですね。啓⽰があったんでしょうね。 
 
井上 なんだか、がんばってもがんばっても⾃分の思うように踊れない、というのがはま
っていった原因なのかなと思います。 
 
杉浦 それはなかなか⾯⽩いですね。⾃分が上⼿にできて、誰よりも綺麗に踊れるから⼀
⽣やる、というなら分かりますが。 
 
井上 逆でしたね。 
 
杉浦 それで⼤⼈になってから、ポーランドへ⾏くまではどちらか海外にいらっしゃった
のですか？ 
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井上 ロシアのペルミ国⽴バレエ学校の後に、エストニアの国⽴バレエ団で３年ほど、働
いていました。 
 
杉浦 ポーランドへ⾏かれたきっかけは何でしたか？ 
 
井上 バレエには４つほど階級があるのですが、⼀番下の階級が「コール・ド・バレエ（corp 
de ballet：群舞）」といって、《⽩⿃の湖》でいえば周りに⽴っている⽩⿃の役です。その後
に「コリフェ(coryphée)」という群舞よりは少し上の階級が、その後に準主役を踊る階級「ソ
リスト」、⼀番上が主役を踊る「プリマ・バレリーナ」があります。エストニアに⾏った当
時は初めてでしたので、⼀番下の「コール・ド・バレエ」からのスタートでした。 
 
杉浦 そのような階級があるなんて、⼀般の⼈は知らないですよね。私も知りませんでし
た。 
 
井上 やはり最初は、どんなに上⼿な⼈でも、「コール・ド・バレエ」から初めて、周りと
合わせることを覚えてから、「ソリスト」へ昇格していくシステムになっています。 
 
杉浦 段階を踏んでいくわけですね。ポーランドに渡られて、初めに⾏かれたのがヴロツ
ワフだったというわけでしょうか。 
 
井上 そうです。エストニアで働いているときに、エストニア⼈の先輩から、ヴロツワフ
でダンサーを募集しているという話を聞いて、ではチャレンジしてみようと思い、ヴロツ
ワフへオーディションに⾏きました。 
 
杉浦 こわいだとか、⽇本⼈いないし不安だな、などはありましたか？ 
 
井上 そういうのは、あまり感じなかったですね。 
 
杉浦 強いですね。 
 
杉浦 この建物は何ですか？ 
 
井上 これが最初に働いていた、エストニア国⽴バレエ団です。（スライド３） 
 
杉浦 ではこれはまだ、ポーランドに⾏かれる前ですね。 
 
井上 そうですね。 
 
杉浦 こちらは舞台の写真になっていますが。 
 
井上 こちらは最初ロシアで勉強していた時は、クラシック・バレエばかりを勉強してい
たのですが、この《シャノン・ローズ》は、ネオ・クラシック（クラシックではない）踊
りを初めて勉強させてもらった作品です。（スライド４） 
 



 

 
 

20 

杉浦 真ん中が井上さんですよね？ 
 
井上 そうです。 
 
杉浦 この時点で、アジア⼈はほとんどいなかったのですか？ 
 
井上 この《シャノン・ローズ》の時点では、まだエストニアにも、私とオペラで働いて
いた男性が⼀⼈でした。 
 
杉浦 こちらは？（スライド５） 
 
井上 こちらは、《ラ・シルフィード》という作品です。デンマークのロイヤルバレエ団の
元芸術監督のフランク・アンダーソンさんという⽅をお招きして、振付していただいた作
品です。 
 
杉浦 これもモダンの部類ですか？ 
 
井上 これはクラシックです。 
 
杉浦 後ろの⼀番右が井上さんですね。 
 
井上 そうです。 
 
杉浦 美しいですね。 
 
杉浦 こちらは、《⽩⿃の湖》の舞台ですね。（スライド６） 
 
井上 《⽩⿃の湖》は、この時は４幕編成でしたが、「コール・ド・バレエ」だった私は 1
幕で貴婦⼈のワルツを踊り、2幕では⽩⿃の⾐装に早着替えをして周りで⽴って、3幕の各
国の踊りでは⾐装を着替えてキャラクターダンスのようなものを踊って、また４幕で急い
で着替えてまた⽩⿃で踊るという、「コール・ド・バレエ」でありながらほぼ全幕出演した
作品でした。 
 
杉浦 では舞台の上では優雅だけれども、舞台裏では… 
 
井上 バタバタですね。⾐裳の背中にたくさんホックがあるのですが、それをともかく早
く閉めてもらわないとトゥ・シューズも履き替えるので間に合わなくなる…⼤変でした。 
 
杉浦 こちらはオペレッタ。（スライド７） 
 
井上 はい、こちらは《ヴェネツィアの⼀夜》というオペレッタです。オペレッタは、オ
ペラとバレエが融合したようなもので、楽しい作品でした。 
 
杉浦 《くるみ割り⼈形》ですか。（スライド８） 
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井上 はい。チャイコフスキーの三⼤バレエの⼀つで、ご存じの⽅が多いと思いますが、
初めてちょっとしたソロパートを踊った作品です。「もう少しソロのパートを踊ってみたい
な」という思いが強くなったきっかけの作品です。 
 
杉浦 とても素⼈な質問で申し訳ありませんが、⾐装もとてもカラフルでかわいいですが、
⼀回⼀回オーダーメイドなのですか？ 
 
井上 いえ、全て「使いまわし」というとおかしいですが（会場：笑）、ホックの位置を変
えて皆で着ます。踊りも同じような背丈の⼈を選んでいくので、ズボンがあまりに短いと
か、そういう問題はなかったです。 
 
杉浦 こちらは何の写真でしょうか。（スライド９ 
 
井上 こちらはエストニア時代に⼀番お世話になった、エリタ＝エルキナ先⽣とヴィクト
ルフェドールチェンコ先⽣です。ポーランドに⾏く前に送別会をしていただいて、違う国
でしっかりがんばってきなさい、と激励の⾔葉をいただきました。 
 
杉浦 ⽀えてもらっていたんですね。これは… 
 
井上 2007 年です。 
 
杉浦 そしてこの後、ヴロツワフに移られたんですね。 
 
井上 はい。 
 
杉浦 ヴロツワフの最初の印象はいかがでしたか。 
 
井上 ドイツに似ているという印象でした。建物も整然としていて、道も広くて、ヴロツ
ワフはとてもいい場所だなと思いました。 
 
杉浦 そうですね。確かにポーランドの中でもヴロツワフは、ドイツなどの影響が残って
いる町ですよね。 
 
杉浦 これが… 
 
井上 ヴロツワフです。（スライド１１） 
 
杉浦 お家からの⾵景、ではないですか。 
 
井上 家からではないです。 
 
杉浦 後ろに⾒えるのがオストルフ・トゥムスキという、２本の塔が⽴っている島の中に
教会がある所ですよね。 
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杉浦 これは？ 
 
井上 これは働いていたオペラ・ヴロツワフ（ヴロツワフ歌劇場）です。（スライド１２） 
 
杉浦 町の真ん中にあるのでしたか？ 
 
井上 はい、トラムの駅の前にあって、道を渡ったら旧市街という場所にありました。 
 
杉浦 そうですね。この横にたしか近年、ヴロツワフ・フィルハーモニーができましたよ
ね。ですので、とても芸術的な地域ですよね。すぐ近くに「⼈形劇場」もあったような…。 
 
井上 はい、あります。 
 
杉浦 とても楽しい地域ですよね。 
 
井上 はい。 
 
杉浦 そしてこちらが、その劇場の中ですね。（スライド１３） 
 

 
 
井上 はい、そうです。ポーランドの劇場の中でも、ヴロツワフ歌劇場はとても豪華な作
りで、天井画に⼤きなシャンデリアもあって、イメージしていた劇場そのもので、本当に
美しい劇場でした。 
 
杉浦 赴任して初めてこの建物を知ったのですか？ 
 
井上 はい。 
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杉浦 そうでしたか。たしかにとても綺麗で、「ヨーロッパにいる」という感じがしますよ
ね。 
 
井上 そうですね。客席数は 600席と、それほど⼤きいほうではありませんが。 
 
杉浦 シーズンの間は、ほぼ毎⽇のように演⽬がありましたか。 
 
井上 そうですね。オペラ、もしくはバレエ。 
 
杉浦 ポーランドの⽅々はオペラやバレエが好きで、結構⾒に⾏っている印象があります
が。 
 
井上 驚いたのは、10 代の若い学⽣さんでもオペラやバレエを観に来ていて若い世代にも
観劇の習慣があることです。 
 
杉浦 そうですね。関⼼の⾼さもありますが、チケットが⾼くないというのもありますね。 
 
井上 そうですね。⽐較的リーズナブルで、芸術が⾝近にあるという感じがしました。 
 

 
 
杉浦 こちらのカッコいい写真は？（スライド１４） 
 
井上 こちらは、ヴロツワフで初めて踊った作品です。《悪魔のいたずら Figle szatana》の
ディアブリツァ(Diablica)の役で、初めて舞台に⽴ちました。 
 
杉浦 ディアブリツァとは、どのような役ですか？ 
 
井上 そのまんま、「悪魔」です（会場：笑）。 
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杉浦 悪魔には⾒えない美しさですね（会場：笑）。 
 
杉浦 こちらは？（スライド１５） 
 
井上 こちらは 2008年の《ドン・キホーテ》の時の写真です。その作品の後に、「プリマ・
バレリーナ」に昇格したという、思い出深い作品です。 
 
杉浦 昇格するには、試験があったりするのですか？ 
 
井上 何か⼤きな作品の後に任命される場合が多いのですが、バレエのディレクターと劇
場のディレクター、バレエマスター（バレエの先⽣）で話し合って決められることが多い
です。 
 
杉浦 では本⼈に、「ではあなたは明⽇から」と。どきどきですね。 
 
井上 でもまさかそのようなお話が来るとは思わったので。もちろんバレエダンサーとし
て、⼀番上を⽬指していくわけですが、⾃分が⾔われるとは。 
 
杉浦 いえいえ。階級というものは、他の劇場に⾏っても有効なのですか？ 
 
井上 ⾃分のホームシアターでの階級のまま、よその劇場で踊らせていただくことになり
ます。 
 
杉浦 こちらは寒そうですね。（スライド１６） 
 
井上 オペラ・シロンスカ（シロンスク歌劇場）に客演に⾏った時ですが、いつも舞台の
前には⾐装ではなく、こうした暖かい格好でウォーミングアップをしっかり⾏ってから舞
台に⽴ちます。こちらはシロンスクの劇場のバレエのレッスン場です。 
 
杉浦 客演というのはどれぐらいの頻度なのですか？ 
 
井上 定期的なものではなく、いきなりオファーがくる感じです。 
 
杉浦 個⼈が指名されるのですね。 
 
井上 そうですね。もしくはディレクターに、「こういったガラコンサートがあるので、誰
か出してください」といった形です。 
 
杉浦 背格好とか、実⼒もありますよね。 
 
井上 「プリマ・バレリーナ」になっていた時は、⾃分に舞台がない場合は私に依頼が来
る感じでした。 
 
杉浦 ちなみにこのウォーミングアップの場所は寒そうでしたが、⽇本やロシアなどの練
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習場に⽐べてどういう印象でしたか？ 
 
井上 あったかい、というか。 
 
杉浦 暖房がちゃんとあるのですね。 
 
井上 セントラルヒーティングが後ろについていて、ポーランドのお家、あったかい、と
いうイメージです（会場：笑）。外は寒いですけど、お家の中は暖かい。セントラルヒーテ
ィングが⽇本にあればいいのに、と思うぐらいでした。 
 
杉浦 そうですよね。バレエを練習するための施設は、こうしたバーや鏡がついているか
など、困ったことはなかったですか。 
 
井上 ないですね。 
 
杉浦 では、どこに⾏ってもきちんと整備されていたのですね。 
 
井上 そうですね。劇場は整備されていました。 
 
杉浦 そういう意味でも、ポーランドは芸術への関⼼が⾼いというか、突然体育館に放り
込まれる、というようなことはなかったのですね。 
 
井上 そういうことは、なかったですね。 
 
杉浦 こちらは？（スライド１７） 
 
井上 これはポーランドの⼦どもの⽇に、屋外のパフォーマンスで《シンデレラ》を上演
した後、⼦どもたちと⼀緒に写真を撮りました。 
 
杉浦 井上さん、どこですか？ 
 
井上 ⽩⾊です。 
 
杉浦 マスクをつけた？何の役ですか？ 
 
井上：妖精の役でした。皆さんが知っているシンデレラとは違ったシンデレラになったり
します。振付の意志があって、シンデレラを題材に、別のシンデレラを作る、という感じ
でした。 
 
杉浦 屋外のパフォーマンスは、よくありましたか？ 
 
井上：あまりなかったです。⼀年に⼀回あったかどうか、というぐらいです。 
 
杉浦 では⼦どもの⽇のお祭りの⼀環ということですか。 
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井上 はい、特別だったと思います。毎年、⼦どもの⽇には⼦ども⽤の作品を、オペラや
バレエで上演していました。 
 
杉浦 ⼦どもに特に⼈気だった演⽬はありますか？ 
 
井上 《⻑靴をはいた猫》です。ネコのかぶり物だったりすると、客席の⼦どもたちから
ダイレクトに反応があります。 
 
杉浦 ポーランドでは《くるみ割り⼈形》が毎年クリスマスの時に各劇場で上演されます
ね。ワルシャワで印象的だったのは、ネズミのかぶり物が⾮常にリアルで、⽬が光ったり
して⼤⼈でもこわかったのですが、⼦どもがきゃっきゃ⾔って喜んでいました。 
 
井上 そうですね。また、ネズミは全く視界が悪い⾐装で（会場：笑） 
 
杉浦 各劇場で趣向が違って、ウッチだと近代的だったりなど。 
 
井上 そうですね。振り付けた⽅がイメージした《くるみ割り⼈形》で、同じ作品を上演
していることは、ポーランド内でもあまりないですね。 
 
杉浦 同じ劇場でも、毎年趣向が変わるのですか？ 
 
井上 毎年ではなく、定期的にです。《くるみ割り⼈形》をリニューアルしよう、という話
になると、新しい振付、新しいコスチュームデザイナーを迎えて、と全て新しくなります。 
 
杉浦 こちらは中村祥⼦さんですね。（スライド１８） 
 
井上 ⽇本⼈バレエダンサーの中ではものすごく有名なバレエダンサーですが、彼⼥は当
時ベルリンの劇場で働いていらっしゃり、ヴロツワフに客演に来た時に⼀緒に撮っていた
だきました。本当に憧れのダンサーです。 
 
杉浦 これは何の演⽬ですか？ 
 
井上 これはガラ公演で、⾊々な作品を踊っていました。 
 
杉浦 こちらは？スライド１９ 
 
井上 これは 2013 年、ヴロツワフ劇場でのバレエ・ガラコンサートをしようということに
なって、《スパルタクス》という作品の⼀部で踊らせていただきました。 
 
杉浦 カッコいいですね…（会場：笑）。反応に困りますよね。 
 
杉浦 こちらは？ 
 
井上 その時のカーテンコールです。中村祥⼦さんと⼀緒の舞台に⽴つことができて、夢
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のような時間を過ごさせていただきました。 
 
杉浦 ⼆⼈ともお綺麗で。横にいらっしゃるのは、もしかしてドゥデックさん？ 
スライド２０ 
 
井上 そうです。祥⼦さんの旦那様です。 
 
杉浦 ヴィスラフ・ドゥデックさんというバレエダンサーで、今⽇本にいらっしゃいます
よね。Youth Spirit of Dance という、ポーランドと⽇本の⼦どもたちのための共同プログラ
ムを毎年開催されていて、今年も⾏われていましたね。 
 
井上 そうですね。本当に、とてもやさしくて、素敵なご夫婦です。 
 
杉浦 そうですね。ヤニナ・ニェソプスカ(Janina Niesobska)さんという⽅の出会い、とい
うことですが、どのような⽅でしょうか？ スライド２２ 
 
井上 実はあまり存じ上げず、今回のお話をいただいて初めて詳しく調べることになりま
した。ヤニナ・ニェソプスカさんは 1958 年から 82 年まで、ウッチのテアトル・ヴィエル
キ（Teatr Wielki）でソリストをつとめ、若いうちから振付を始められ、最初はテレビや映
画を⼿掛けていましたが、後にオペラの振付をされるようになり、ワルシャワ、ビトム、
ウッチ、クラクフ、ポズナン、ビトゴシチ、ヴロツワフなど、多くの劇場でオペラの振付
をされていました。ウッチ映画⼤学でも⻑年にわたり講師をつとめられ、様々な賞を受賞
されたという経歴の持ち主です。 
 
杉浦 ヤニナさん、こちらが写真ですね。 
 
杉浦 この⽅に井上さんが出会われたのは、どの段階でしたか？ 
 
井上 最初のお仕事は、オペラ《失楽園 Raj utracony》でした。ポーランドで⼤変有名なク
シシュトフ・ペンデレツキさんの作曲で、その時のオーディションで初めて会いました。 
スライド２３ 
 
杉浦 最初の印象は？ 
 
井上 すごく怖かったです（会場：笑）。こんな⾔い⽅は申し訳ないですが、あまりいい印
象はなかったですね。⽇本⼈ソリストがどれくらいのものかと毎回のリハーサルで、常に
試されている感じがしました。 
 
杉浦 あまり褒めないとか、笑わないとか。 
 
井上 最初のほうは、まったく褒められないですし。ノゾミ(Nozomi)なのにネズミ
(Nezumi)と⾔われたり（会場：笑） 
 
杉浦 ひどいですね。 
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井上 「ネズミはミッキーで、彼⼥はノゾミだから」といつも訂正されていました。 
 
杉浦 では、わざと間違えたわけではないんですね？ 
 
井上 わざとではなく、だと思います。 
 
杉浦 そして彼⼥と仕事をしていくことになったのですね。こちらが《失楽園》のパンフ
レットでしょうか。 
 
井上 そうです。この後にクラクフで踊らせて頂いたのですが、ペンデレツキさんの 80歳
のお祝いの公演で踊らせていただきました。余談なのですが、彼と私の誕⽣⽇が同じ⽇で、
それが今⽇なんです（会場：拍⼿）。 
 
杉浦 おめでとうございます。 
 
井上 ありがとうございます。同じ誕⽣⽇だったのか。あぁご縁があったんだなと思いま
した。 
 
杉浦 そうですよね。そしてお誕⽣⽇の今⽇、この場に⽴っていらっしゃるというのも、
感慨深いですね。緊張させられる体験で。 
 
井上 有難いような、恐縮しております。 
 
杉浦 こちらの写真は、《失楽園》の⼀部ですか？ 
 
井上 そうです。《失楽園》のエヴァの役を踊ったのですが、私がイメージするのは聖書に
出てくるアダムとエヴァできれいなイメージだったのですが、ニェソプスカさんからは「ア
ダムの肋⾻から⽣まれたばかりのエヴァで、荒々しく、獣のように踊ってください」と指
導を受けました。バレエ作品では少ない、野性的な荒々しいダンスを初めて舞台上で踊っ
た作品です。スライド２４） 
 
杉浦 ⾐装もミニマルですし、裸⾜ですか？ 
 
井上 つま先に履いているのですが、裸⾜に⾒えるものを履いています。 
 
杉浦 それがワイルドさを出していますね。こちらがガラコンサートですね。スライド２
５） 
 
井上 はい、《失楽園》の舞台をきっかけに、ニェソプスカさんのメインシアターであるテ
アトル・ヴィエルキに呼んでいただくことが増えました。 
 
杉浦 だいぶ気に⼊って、かわいがってくださっていたのですね。こわかったけれど。 
 
井上 そうですね。最初の「ネズミ」からすると。本当に、よくしていただきました。 
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杉浦 実⼒を認めてくださっていたのでしょうね。こちらは？ 
 
井上 テアトル・ヴィエルキが改装⼯事をしていた間に、テアトル・ヤラチ(Teatr Jaracza)
での「Hiszpańskie Fascynacje」というニェソプスカさんの作品で、これは《ドン・キホー
テ》のパ・ド・ドゥを踊らせていただきました。（スライド２６） 
 

 
 
杉浦 こちらはツーショットですね。（スライド２７） 
 
井上 はい。リハーサル中の写真です。ニェソプスカさんは普段はリハーサル中に写真を
撮らないのですが、この時は特別に、カメラマンさんがいて撮りました。 
 
杉浦 いい雰囲気ですよね。この時は名前を憶えてくださってましたか？ 
 
井上 はい。⼤丈夫です。 
 
杉浦 他に何か、彼⼥のエピソードはありますか。 
 
井上 彼⼥の求めるバレエが、⾃分が求めているバレエと似ていると思うことが多かった
です。最近のバレエは⾜を⾼く上げたり、回ったり、⾼いジャンプといった傾向があると
感じるのですが、ニェソプスカさんはバレエ本来のストーリーや表現を重視される⽅で、
私も現役中はそちらに重⼼を置いて仕事をしていたので、彼⼥とのリハーサルはとても勉
強になりました。 
 
杉浦 リハーサル中は、意⾒交換があったのでしょうか。 
 
井上 あまりなかったですね。「ここはこうしなさい」と⾔われれば「はい」という感じで
した（会場：笑）。 
 
杉浦 師弟という感じですね。 
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井上 それは彼⼥を信頼していたし、彼⼥の考えが正しいからであって、イエスマンでは
なかったですけれど。 
 
杉浦 信頼してついていこう、という感じだったのですね。 
 
井上 彼⼥の本当の年齢が実は分からないのですが、結構なお年だと思いますが、⾃ら踊
って⾒せてくださる先⽣でした。 
 
杉浦 皆さんから信頼されている雰囲気がありますね。スライド２８ 
 
井上 そうですね。表裏のない⽅だと思いました。誰に対しても、いま⾃分が思っている
ことをそのまま伝える、という感じでした。 
 
杉浦 こちらもヤニナさんですね。スライド２９ 
 
井上 後ろに写っているのがヴァルデマル・ザヴォジンスキ(Waldemar Zawodziński)さん
という芸術監督ですが、よくこのお⼆⽅でヴロツワフのオペラ劇場にきていただき、⾊々
なオペラの作品を⼿掛けていただきました。 
 
杉浦 ヤニナさんとは、今もコンタクトはありますか？ 
 
井上 ないですね。お仕事の時だけ、という感じです。 
 
杉浦 今も現役でしょうか？ 
 
井上 はい、そううかがっています。 
 
杉浦 《アンナ・カレーニナ》ですが。スライド３０ 
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井上 このような素敵な出会いがあって、これが私の最後の作品になったのが、トルスト
イの⼩説を題材とした《アンナ・カレーニナ》です。 
 
杉浦 「アンナ・カレーニナ役 ノゾミ・イノウエ」と書いてありますね。リハーサルで
すね。スライド３１，３２， 
 
井上 はい、《アンナ・カレーニナ》はチャイコフスキーの⾳楽で踊ることが多いのですが、
1972 年にモスクワのボリショイ劇場で《アンナ・カレーニナ》の初演がありました。有名
なバレリーナ、マイヤ・プリセツカヤさんが振付を⼿掛けて⾃ら主役を踊ったのですが、
夫である作曲家のロディオン・シチェドリンさんの⾳楽を採⽤して初演化されました。ヴ
ロツワフでの《アンナ・カレーニナ》も、チャイコフスキーでなくシチェドリンの⾳楽で
上演されました。 
 
杉浦 いわゆるメジャーではない趣向での《アンナ・カレーニナ》を踊ってみて、⾯⽩か
ったこと、難しかったことや発⾒はありましたか。 
 
井上 ⾳を取るのが⾮常に難しかったです。チャイコフスキーの⾳楽は単調な曲で、すべ
ての⾳に⼀つずつステップがついてくる、という感じでしたが、シチェドリンさんの⾳楽
はどこが始まりでどこが終わりか分からず、最初は⾳を取るのにとても苦労しました。 
 
杉浦 これはお相⼿の⽅ですか？スライド３３ 
 
井上 はい。現役中はずっとパートナーでした。通常、バレエは 2 幕や３幕など、間にお
休みを⼊れるのですが、この作品はお休みがなく、1 時間 20分の作品をずっと踊り続ける
役で、体⼒的にも精神的にも、とてもしんどい作品でした。 
 
杉浦 これは舞台の写真ですか。カッコいいですね。スライド３４ 
 
井上 カーテンコールです。スライド３５ 
 
杉浦 やはり《アンナ・カレーニナ》は井上さんのポーランド⽣活の中でも特に印象に残
っている作品ですか？ 
 
井上 そうですね。最も印象に残っている作品の⼀つですね。これほど⻑時間、舞台の上
にいることも初めてでしたし、通常《⽩⿃の湖》ですと幕と幕の間に⾃分の履きやすいト
ゥ・シューズに履き替えるのですが、この作品の場合はその時間もなく、１分、2分のうち
に、早着替えがあって、本当にずっと舞台にいた作品です。 
 
杉浦 体⼒勝負でしたよね。 
 
井上 そうですね。 
 
杉浦 チャイコフスキーではなくシチェドリンのバージョンの《アンナ・カレーニナ》は、
他にもどこかで上演されたのでしょうか？ 
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井上 あまり近年では聞きませんが、あるのかも知れません。 
 
杉浦 珍しいバージョンを井上さんは踊られたということで、記念すべき公演でしたね。
こちらは？ 
 
井上 ⼀緒に踊っていた、ヴロツワフのバレエダンサーたちです。スライド３６ 
 
杉浦 時期はいつでしょうか。 
 
井上 2016年頃ですね。 
 
杉浦 ⼀番前の列にすわっていらっしゃるのが、井上さんですね。何⼈か東洋系の⽅がい
らっしゃいますが。 
 
井上 当時、⽇本⼈が私の他に⼆⼈働いていました。 
 
杉浦 近年で⽇本⼈のダンサーが、ポーランド全体として増えているようですが。 
 
井上 そうですね。私が初めてポーランドに⾏った時は、ほぼいなかったですね。2007 年
に⼀緒にヴロツワフに来た⽇本⼈の⼥性がいて、ウッチで働いていた⽇本⼈の⼥性が⼀⼈
いたぐらいです。それが今ではポーランドの各劇場に⽇本⼈のダンサーが 3〜4⼈くらい活
躍しています。 
 
杉浦 しかも、⼥性だけでなく男性もですよね。何か考えられる原因はありますか？ポー
ランドが知られてきたから、でしょうか。 
 
井上 ポーランドが知られてきたから、ということもありますが、バレエの就職活動は、
⽇本⼈にとっては難しいです。アジア⼈ということで差別を受けることも、他の国ではあ
り得ることです。その点、ポーランドはそのようなことが少ない国で、⽇本⼈でも中国⼈
でも、その⼈がその劇場に合えば、⼀緒に踊りましょう、という劇場が多いのが、要因の
⼀つかと思います。 
 
杉浦 ありがたいですね。 
 
井上 そうですね。とてもありがたいことです。 
 
杉浦 今は⽇本にいらっしゃいますが、今後ポーランドに⾏かれることはありますか？ 
 
井上 どうでしょうか。今度ポーランドに⾏く時は、客席側になると思います。 
 
杉浦 井上さんの⽣徒さんたちが海外に⾏きたいといったら、ポーランドはお奨めしたい
国の⼀つですか？ 
 
井上 はい、そうですね。 
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杉浦 即答ですね（会場：笑） 
 
杉浦 ポーランドのバレエなど舞台芸術において、井上さんにとって特徴的なことは何で
しょうか？ 
 
井上 良い意味で⾊んなものが融合していると感じました。最初にバレエで⾏ったロシア
はクラシックばかりを上演しますが、ポーランドはネオ・クラシックもモダンもあったり
して、ドイツの影響もあるし、ヨーロッパの良い影響を受けていて、昔からのロシアン・
メソッドの影響も受けていますし、⾊々なものの良い所ばかりを取ったものが融合されて
いると感じました。 
 
杉浦 それは今後も、きっと変わらないでしょうね。 
 
井上 そうだと思います。ますます発展していくのだと思います。 
 
杉浦 最後に井上さんから何かありましたらお願いします。 
 
井上 バレエ団の⽅々や⾊々な⼈のおかげで、現役⽣活を閉じることができたのは、感謝
しかありません。ポーランドで経験させていただいたことが、これからの⼈⽣の糧になっ
ていきますし、宝物です。 
 
杉浦 全然緊張しているとは思えない（会場：笑）堂々とした素晴らしいお話、どうもあ
りがとうございました。 
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ポーランドのエネルギーの未来 

 
金子祥三(東京大学生産技術研究所・研究顧問） 

 

 
ただ今ご紹介いただきました⾦⼦でござ
います。今⽇は「ポーランドのエネルギー
の未来」ということで、お話をさせていた
だきます。もともと理系で⼯学部でござい
ますから、芸術や⽂化についての⾹り⾼い
話の間に、こうしたエネルギーという現実
的かつ即物的な話もどうかと思ったのです
が、ご指名をいただきましたので、お話を
させていただきます。「⼈はパンのみにて⽣
くるものにあらず」ですが、パンなくして
も⽣きられない、ということで、できるだ

け分かりやすくお話ししたいと思います。少し幼稚な話も出てくるかもしれませんが、ご
容赦願いたいと思います。 

 
私が特にポーランドとの関係が深くなりましたのは、2013 年 5⽉にクラクフの AGH科

学技術⼤学と東京⼤学⽣産技術研究所との間で協⼒協定を締結したことからです。特に⾼
効率⽕⼒発電技術という分野で、研究員を相互に派遣をしたり、現地で講義をしたりと、
関係を密にしております。 
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現在、⾮常に⼤事な問題が三つあります。エネルギーとして、この三つの重要な要素を
どのように連⽴させていくか、両⽴させていくかが⾮常に難しい問題となっています。三
つの要素のうち、⼀つは環境です。特に地球温暖化防⽌が⾮常に⼤きな課題となっていま
す。それと同時に、それぞれの国が経済成⻑しなければならない、国⺠が豊かにならなけ
ればならないという要素があります。そして、その国のエネルギー・セキュリティです。
エネルギーの安全は国の安全なくしては確保できません。この三つをどう両⽴させていく
かが⼤事ですが、⾮常に難しいのは環境を守るということ、特に CO2を削減することと、
経済成⻑いう相⽭盾させるものを両⽴させることが⾮常に難しいということです。過去の
データを⾒ますと、経済成⻑で規模が⼤きくなると必ず、エネルギー消費が増えます。こ
の⼆つの間には、正の相関があります。ですから、CO2 の発⽣が増えますので、経済成⻑
を遂げながら CO2を減らすのは⾮常に難しく、何らかの⼤きな技術⾰新がなければ実現困
難です。そのカギを握るのは技術であります。 

 

 
 
ご承知のように、パリ協定が成⽴しまして、各国 2030 年までの削減⽬標を出しています。

⽇本は 26％削減を約束しています。EUやアメリカはほとんど 25％程度の削減を約束して
います（アメリカは現在、⽅針が変わっていますが）。削減率というものは、⼤きく減らす
ことを約束すると皆歓迎し、少なければ「それでは少ない。もっと下げろ」となりますが、
先ほど申しましたように、経済成⻑と相反する傾向がありますので、上⼿にしなければ経
済に打撃を与えることになりかねません。 
そこで、26％削減の影響度について、幼稚な例えですが、私は体重が 60 キロ弱あります。

26％削減は 44 キロへの減量にあたりますので、たった 26％といっても、簡単なことでは
ありません。ダイエットは健康のために⾏うものですが、過度なダイエットは健康を損な
う、つまり国⺠⽣活に⼤きな打撃を与える可能性があります。これを達成するには、技術
⾰新（技術のイノベーション）がなければ、なかなか実現できません。 
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昨年 12 ⽉に、ポーランドのカトヴィツェで COP24（第 24 回気候変動枠組条約締約国会
議）が開催されました。もとは炭坑の中⼼地であった⼯業地帯でこの COP24が開かれたわ
けです。12 ⽉ 3 ⽇〜12 ⽉ 14⽇の予定が 1 ⽇延びまして、12 ⽉ 15⽇まで開催されました。
⼤きな主役が議⻑のクルチカ⽒で、部分的に⾸脳の出席の際にはドゥダ⼤統領が出席しま
した。ドゥダ⼤統領がポーランドの国益を追求し、クルチカ議⻑は全体の取り纏めに専念
する、という役割分担をしました。何といっても「気候変動枠組み条約(UNFCCC)」は加
盟国が 197 か国ですから、COPを全会⼀致で纏めるのは⼤変なことで、過去⼀度も成功し
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たことがありません。先進国と発展途上国の利害が対⽴するため、成⽴はあり得なかった
のです。ドゥダ⼤統領の演説「Just Transition（別名：「シレジア宣⾔」）」には⼆つのポイン
トがあります。しばしば引⽤されていますが、⽇本では必ずしも正確に伝わっていないよ
うです。 
 

 
 

 
 
⼀つは Solidarity and Just Transition、もう⼀つがエレクトロ・モビリティです。エレク

トロ・モビリティが⾮常に⼤きな意味を持つわけで、これを強⼒にポーランドの主張とし
て出したわけです。just とは「公正」の意味で、経済を発展させながら CO2を削減しなけ
れば意味がない、⽚⽅を犠牲にして推進するのはよくない、それには⾰新的な⽅法でなけ
ればできない、ということです。結局 COP24が纏まったため、その後EUが⼤きな⽅針を
２つ決めています。⽕⼒発電所の CO2の排出量を１kWh あたり 550g 以下に抑えなければ
いけないという、⾮常に厳しい⽬標が事実上決定しております。 
もう⼀つがエレクトロ・モビリティです。交通運輸の CO2を 2030 年までに 37.5％、あ

と４割削減しなければならない。これをポーランドが受け⼊れたのでEUも最終的に決めた
わけです。ということで、ヨーロッパの⾃動⾞は電気⾃動⾞に⼤きくシフトします。ドイ
ツもフランスも、いかにしてシフトするかが⼤きな問題となっています。COP24は最後に
1 ⽇延⻑して成功裏に終わりましたが、パリ協定のルールブックが全会⼀致で纏まったのは
COPで初めてのことでした。⼤きな前進がカトヴィツェで得られたわけです。 
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これは、クルチカさんが「閉会します」と叩いたときに、演台を⾶び越えてジャンプし
た写真です。この後⾯談した時に「どうして⾶び出したんですか」と尋ねましたら、「皆が
駆け寄ってきたんです。カニの横歩きじゃ間に合わないと思ったので、思わず跳んでしま
いました」と⾔うので、「⾜は⼤丈夫でしたか？」と聞くと、「学⽣時代、バスケットボー
ルとスキーをやっていましたから」ということでした。ドゥダ⼤統領もクルチカさんも 47
歳と若く、どちらもクラクフ⽣まれです。若い世代がリーダーとして活躍しておられます。
ドゥダ⼤統領のご両親はAGH科学⼤学の現役の教授で、特にお⺟様は Fuel and Energy の
学部⻑も経験された⽅です。学⽣の間では「⽇本のお⺟さんのようにやさしい」と⾔われ
ています。⽇本のお⺟さんは⾮常にやさしい、ということで（会場：笑）。 

 

 
 
これは、昨年 12 ⽉ 20 ⽇に、2 時間にわたり⾯談をした時です。クルチカ⽒は COP24が
終わったばかりで、クリスマス前でもあり、来るのはやめてほしいと⾔いましたが、テレ
ビ局がどうしても年内に取材をということで、無理にお願いして時間をとっていただいた
次第です。収録⽤以外にも、いろいろと本⾳の話をしました。今⽉の初めに新しい内閣改
造の⼈事異動の発表があったようで、クルチカさんはMinistry of Climate の⼤⾂に就任さ
れるそうです。若いですが、なかなか優秀な⽅です。 

 
ポーランドには、EUとの協調と国益の追及を同時にしなければならないという、なかな

か難しい⽅針があります。また、ナショナル・セキュリティを重視しなければならなりま
せん。その⾻⼦をなすのが、超⾼効率の⽯炭を使った発電技術です。そしてもう⼀つはエ
レクトロ・モビリティです。徹底的に電気⾃動⾞に変えていくことです。その他、⽶国産
のシェールガス（LNG）の導⼊、ノルウェーの共同開発、⾃動⾞の EV化により CO2を徹
底的に減らす、ということを⾻⼦にしてやっていくということです。 
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これはEU各国の発電における⽯炭の割合を⽰したものです。⿊で塗った所が⽯炭ですの
で、エストニアを除きますと、80％超のポーランドが EU の中で圧倒的に⽯炭の割合が⾼
いです。あとチェコやドイツ、ギリシャなどありますが、EUの中ではまだ⽯炭に依存する
国が多いということです。東欧、中欧のみ纏めますと、ポーランドは⽯炭、褐炭をあわせ
て、発電の 81％が⽯炭からです。褐炭は⽊材と⽯炭の中間で、ところどころ⽊が残ってい
るような⽯炭の⼀種です。例えばセルビア、ブルガリア、ギリシャのように、褐炭しか無
い国もあります。そうした国は、これを使わなければ⾃国産の燃料の有効活⽤ができませ
ん。もし輸⼊するとすれば、何か別のもので外貨を稼がなければなりません。その中でも
ポーランドが⼀番厳しい状況です。⽯炭と褐炭合計で 81％で発電しているわけで、再⽣可
能エネルギーもありますが、圧倒的に⽯炭です。2030 年⽬標では減らす⽅向ではあります
が、ポーランドにとっては「⽯炭なしでエネルギー・セキュリティはあり得ない」という
のがヨーロッパの中でももっとも重要なポイントです。 
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燃料の輸⼊を考えますと、ポーランドは⽯炭については⾃国でまかなえますが、天然ガ
スは 22％、⽯油に⾄ってはわずか 2％しか⾃給できていません。しかも、輸⼊の 89％がロ
シアに頼っているわけですから（茶⾊：⽯油のパイプライン、緑：天然ガスのパイプライ
ン）、このバルブを締められたらポーランドの交通は⽴ち⾏きません。天然ガスもそうです
が、LNGの基地をドイツ国境に作ってアメリカからシェールガスの輸⼊、ノルウェーとの
協⼒など、様々なセキュリティ分散を図っています。エネルギーというのは国の根幹です
から、決してリスクを犯してはならないのが原則で、「⼀つのバスケットにすべての卵を盛
るな」というリスクヘッジが、エネルギーにおいて⼤事なポイントです。 
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トラという動物は単独⾏動で知られますが、エネルギーについても同じです。お互い⾮
難しているだけでは達成はできないのであります。再⽣可能エネルギーを増やすことには
皆が⼤賛成です。そこで、ポーランドの太陽光の資源の状況をみてみます。⾚で塗ったと
ころは太陽がたっぷりあります。スペイン、フランスのプロヴァンス、アドリア海沿岸、
アルプスの南側などは燦燦と太陽エネルギーがありますが、残念ながらポーランドにはあ
まり太陽光がありません。 
それでは⾵⼒はどうかというと、⿊い●が⼀番⾵の強いところです。デンマーク、北海、

イギリス、オランダ、ドイツの⼀部ですが、残念ながら⾵⼒にもポーランドは恵まれてい
ないのです。ですから、再⽣可能エネルギーを増やしたいのはやまやまですが、元来資源
に恵まれていないのですから、おのずと限界があるということです。 
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そこでAGH科学技術⼤学の出番になるわけです。クラクフにAGH科学⼤学の本館があ
ります。このあたりが学⻑室、本館です。この正⾯の本館に、像が３つあります。この像
は「炭坑」で、⽯炭を掘っている像です。こちらは溶かした⾦属を鋳型に流し込んでいる
像で、「冶⾦」です。この⼤学は炭坑と冶⾦をベースとして、1918年、独⽴した年に発⾜し
た⼤学で、今年が発⾜ 100 年⽬にあたります。この屋根の上にある像は、聖バルバラです。
なぜ AGH 科学技術⼤学の上にあるかといえば、聖バルバラは炭坑の守護聖⼈なのです。
PGE 社というポーランド最⼤の電⼒会社であり炭坑会社の本館の前に、聖バルバラの像が
安置してあります。右⼿に聖杯、左⼿に剣を持っているスタイルがもっとも多く、⽇本で
⾔えば観⾳様やお地蔵さんのように崇められ、⼤事にされています。炭坑は危険な仕事で、
特に落盤事故もありますので、落盤事故で重傷を負った炭鉱夫の所に聖バルバラが救いに
現れてくれるという信仰があり、炭坑に⾏くと聖バルバラの像があるわけです。 
AGH 科学技術⼤学は 10 ⽉ 1 ⽇が学期初めで、学内でパレードが⾏われます（⾚い服が
副学⻑）。鉱⼭学部は歴史が古いですから、パレードの時は先頭に⽴って学部⻑が学内を⾏
進します。皆、制服のようなものを着ています。 
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これは褐炭を焚くベウハトゥフ(Bełchatów)⽕⼒発電所で、容量は 500万 kWほどありま
す。ここに⾒えているのが炭坑です。褐炭は⽊炭になる途中ですから、⾮常に浅いところ
にありますから、⽳を掘る必要はありません。⽯炭の層がむき出しですから、この⽯炭を
コンベアーで発電所へ運べば、ここで発電ができるということです。ですから値段も安い
ですし、そこらじゅうに褐炭ですので豊富ですし、かつ掘るのが簡単です。どんどん近代
化されていますが、まだ古い昔の発電所が沢⼭残っている状況です。 

 

 
 
⼀⽅、⽇本の最新鋭の⽯炭⽕⼒はどういうことかと申します、これは横浜市の根岸、磯

⼦にあります。左にあるのが J-power の磯⼦⽕⼒発電所、右が JERA（元東京電⼒）の南横
浜⽕⼒発電所、これは⽇本で最初の天然ガスを焚く発電所です。もちろん煙は出ません。
⽇本の最新鋭の⽯炭⽕⼒は煙は出ていないので、取材に⾏くと絵にならない。つまり「CO2
をもくもくと出して汚い⽯炭⽕⼒」という⽬的で撮影に⾏ったのに、煙が⾒えず絵になら
ないので、テレビ局は仕⽅なく出ている別の発電所を探して、煙突より上を映した絵を放
映します。それぐらい⽇本は公害対策技術が⾮常に進んでおりまして、⽯炭⽕⼒といって
も煙は全く⾒えません。 
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これはクラクフだと思いますが、冬はスモッグがひどいです。どうしてもスモッグに覆
われてしまうのですが、原因はほとんどが⾃動⾞と、家庭の暖房です。ですから冬に起こ
るわけです。よく誤解されますが、⼤気汚染（酸性⾬やスモッグ）は、硫⻩酸化物(SOx)
と窒素酸化物（NOx）と煤塵が原因となって起こるわけです。⼀⽅、CO2 は無⾊・無臭・
無害・透明で、まったく⾒えません。ただ、温暖化ガスですから、地球温暖化には影響し
ます。しかし普通はこれを混同して、特に⽯炭⽕⼒というと「煙がもくもくと出て汚い」
というイメージで、「⽯炭⽕⼒を禁⽌しろ」という話になるわけです。 
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ポーランドの国内の⽯炭の使⽤状況を⾒ますと、発電⽤が 65％、住宅⽤が 12％で、発電
⽤の 5 分の 1 が住宅⽤です。ポーランドの家の写真を撮りますと、どこの家にも煙突が⼆
本あります。これは給気⼝と排気⼝ですが、給気をして⽯炭を燃焼させて、ボイラーで温
⽔を作って、スチームで部屋中を暖めます。燃えた排気ガスは⼤気に放出するわけです。
先ほど「ポーランドの家は⾮常にあったかい」という話がありましたが、家の中で⽯炭を
じゃんじゃん焚いていますから暑いぐらいで、シャツ⼀枚になろうかという時があるぐら
いです。家の中に⽯炭庫を作っておられる⽅もいますが、ボイラー室というのがあって、
ここで⽯炭を燃焼して蒸気あるいは温⽔を作って、燃やした後の排気は煙突から捨ててい
るわけです。  
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⼀⽅で⽇本の⽕⼒発電所を⾒ますと、⼤きなボイラーがここにあるわけですが、脱硝装
置 脱硫装置、集塵機がずらっとありまして、ボイラーより⼤きいぐらいです。徹底的に
公害対策する時の技術に⽇本は優れていまして、これらの技術はほとんど全て、⽇本で開
発されたもので、今では世界中で使われています。ですから煙突から全く煙が⾒えないわ
けです。しかも煙突から出したものが地上に降りるときには希釈されますから、相当薄い
濃度です。ところが家庭⽤の暖房⽤のボイラーから出るのは、脱硝装置も脱硫装置も集塵
機もないので、いきなり煙突から濃厚なものが地上に降りてきますから、⼈体への健康被
害は、圧倒的に⼤きいです。私の計算によると、相当⼤きな発電所を作っても、地上から
の影響の 1000分の 1 か 1万分の 1ぐらいしかありません。ですからスモッグをやめようと
思えば、冬場の⽯炭による暖房を⽌めない限り、この問題は基本的には解決できないとい
うことになります。やはり家庭⽤の暖房をガスまたは電気に変えなければ、ということで
す。 
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もう⼀つ、EUの厳しい CO2規制ですが、1kWh の電気を出すために 550gしか CO2を出
してはいけないという⾮常に厳しい規制が、これから出てきます。これがどれぐらい厳し
いかというと、今ポーランドで出しているのが、900〜1,100g 程度で、よいものでも 750g
ぐらい出ています。これを 550gに下げなければならない。つまり 40％程度も下げなければ
ならないため、事実上ポーランドに⽯炭⽕⼒を⽌めろというのと等しいぐらい、強烈な基
準になります。ポーランドは電気を作れないではないか、どうするのだ、ということにな
りますが、幸い、最新鋭の⽯炭⽕⼒技術(IGCC）を使いますと、これが可能になります。
この技術は、現状では⽇本しか持っていません。アメリカもヨーロッパもやめてしまいま
したので、今、本格的なものを建設できる技術は⽇本にしかありません。中国にも韓国に
もありません。ですから、ポーランドの⽯炭⽕⼒を救えるのは⽇本の IGCC のみと⾔って
も過⾔ではありません。それほど厳しい基準をEUは出してきたわけです。 
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この IGCCがどのような技術かと申しますと、固形である⽯炭を 1800度ぐらい⾼温にし
てガスにします。ガスにして徹底的にクリーンにしますので、天然ガス並みにクリーンに
なります。ということは、硫⻩酸化物(SOx)、窒素酸化物（NOx）、煤塵は⾮常にクリーン
になります。同時に、ガスにするとガスタービンを使う複合発電ができますから⾮常に効
率が上がり、⾃動的に CO2が下がります。つまり CO2も下がるし⼤気汚染も防⽌できる、
という優れものです。 
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⽇本は国家プロジェクトして、福島県いわき市で 25万 kWの IGCCの建設に成功し、今
は商⽤機として使われていまして、排気は天然ガス並みにクリーンになります。この成功
をもとにして、同じいわき市と広野町に、福島復興 IGCC商⽤機という 54万 kWの発電所
が建設中でして、いわきのほうは来年 9 ⽉には完成予定です。ここでできた電気は全て東
京に送ります。東京オリンピックに間に合うように進めています。54 万 kW とは、世⽥⾕
区と⽬⿊区の全所帯分をまかなうぐらいの電⼒量にあたります。 

 

 
 

ポーランドにも同じ IGCC を建設しようという話が進んでおりまして、⽯炭⽕⼒だけで
煙突からは煙が⾒えないので、全く⽯炭というイメージがない、新しい発電⽅式です。こ
れができますと、ヨーロッパ初の商⽤機 IGCC になりますから、ポーランドにその技術が
できることになります。それと同時に建設には約 10万点の部品が必要になりますから、各
地で部品を作って、建設されます。私の希望としてはできるだけポーランド国内で、部品
を作っていただききたいと思っています。 

 
もう⼀つ、エレクトロ・モビリティです。クルチカさんが本を纏めておられますが、⾊々

な⾓度から検討して、⼀つは電気⾃動⾞(EV)、もう⼀つは燃料電池⾃動⾞(FCV)が根幹で
すが、私はおそらく、9割以上が電気⾃動⾞になると思います。これをどんどん広めていく
ことになります。特に今、ドイツもフランスも、電気⾃動⾞にどう転換するか、⼤変です。
ですからワルシャワも、あと 5 年経てば電気⾃動⾞が 4 割ぐらいになるのではないかと思
っています。繰り返しになりますが、ポーランドの⽯油は 98％がロシアからの輸⼊です。
これを電気⾃動⾞に変えると、ポーランドの⽯炭で⾃動⾞が動かせることになります。セ
キュリティ上も多⼤な貢献になります。もちろん CO2も下がるということですから、⾮常
に⼤きな政策となります。 
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これは 1992 年の写真です。これがワルシャワ、ウッチ、ポズナン、ヴロツワフ、カトヴ
ィツェ、クラクフといった⼤都市に明かりがやっとついています。2010 年になりますと、
だいぶ明るくなっています。経済が発展すると、エネルギー消費も増えます。もっと電気
が必要ですから、それを進めていただきたいと思っております。 
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ポーランドの国⺠所得をみますと、意外ですが、⼀⼈当たりはまだ⽇本の 3 分の 1 程度
です。早く⽇本に追いつき、追い越してもらわねばなりません。そのためには経済発展が
必要になります。ポーランドに進出している⽇本の企業もありますが、もっと産業振興が
必要です。ポーランド側がこうしたパンフレットを作り、進出を呼び掛けていますが、何
かのきっかけがないと、なかなか進みません。やはり産業というものは⼤企業だけでなく
中⼩企業がしっかり根付いておかなければなりません。先ほどの IGCCも 10万点ほどの部
品が必要になりますが、⼤企業で製造するのはせいぜい 15％、残りの 85％は中⼩企業で作
ったものを組⽴てるわけですから、それを海外から⼊れるのではなく、できるだけポーラ
ンドでできるような産業基盤を作っていただきたいと思います。それがまた、地⽅の雇⽤
を増やすことになりますので、是⾮お願いしたいと思います。 

 
今年が国交樹⽴ 100 周年ということで、⽂化的な交流を活発化するのももちろん⼤事で
すが、可能であれば同時に技術の交流も活発に進め、新しい企業に次々に進出していただ
き、ポーランドがますます経済成⻑することに貢献してほしいと思います。 
こちらの写真の⼥性は、モデルさんではなく、そちらにいらっしゃるアンナ・シチョン

スコ博⼠です。⽯炭⾼効率発電、IGCCのオーソリティで、学術論⽂も数多く発表されてい
ますので、⽂化⾯と同時に、技術の架け橋にもなっていただきたいと思います。以上でご
ざいます。 
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ポーランドの日本語教育100年と現在、未来 

 
菅生早千江（元ヤギェロン大学日本学科講師） 

 

 
 ただ今ご紹介いただきました菅⽣早千江
と申します。ヤギェロン⼤学に 2004年から
2007 年まで国際交流基⾦から派遣されてい
たということで、今回この機会をいただき
ました。 現在はお茶の⽔⼥⼦⼤学で、留
学⽣教育担当の教員をしております。お茶
の⽔⼥⼦⼤学にもポーランドの学⽣が毎年
何⼈か来ております。 

私は⽇本語教育がサブジェクトで、ポー
ランドがフィールドという位置づけでおり
ましたので、この会には 2007 年に⼊会して

いたものの、お話しさせていただくのはもちろんのこと、⾜を運ぶこともありませんでし
た。⼤変緊張しているところに、秋篠宮皇嗣同妃両殿下にご来場賜りました。失礼がない
ようにいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。 
 

私は 2007 年に帰国しておりますので、もうかなり時間が経っております。ただ、この 3
⽉に⾃分の研究の関係で、クラクフの⽇本学科を再訪する機会がありまして、私の中でポ
ーランドとのご縁が戻ってきていることを嬉しく受け⽌めているところでした。そんなタ
イミングで関⼝先⽣からご依頼がありましたので、お引き受けいたしました。「⽇本語教育
について話してほしい」とのことでしたが、その後「100 年を含めて」というお題のリクエ
ストがありました。 

 
今⽇お話しすることですが、はじめに、「世界の⽇本語教育」から⾒たポーランド、を簡
単にご説明申し上げます。ポーランドの⽇本語教育史 100 年、というテーマに絡めて、と
いうことでは、私は⽇本語教育の実践が専⾨ですので、早い時期から⽇本⼈の講師が教育
に携わっているということに関⼼を持っていました。そこで、1920 年代から 1970 年代に
おける⽇本⼈講師の実践について、専⾨の⽂献からではなく、随筆などから探してみたい
と思いました。その次に、国際協⼒機構・国際協⼒基⾦による⽇本語教育の⼈的⽀援つい
て、そして現在のポーランドにおける⽇本語教育事情の最新のデータを交えてお話しいた
しまして、最後に「未来」に向けて、として、私⾒をお伝えしようと思います。 
 
 
1. 「世界の⽇本語教育」からみたポーランド 
 
こちらは最新の調査で、2018 年のものです。円グラフは速報値としてデータ化されてい
ます。世界の⽇本語学習者数は 385万⼈です。そのうち、東欧が 1％を占めていますが、こ
の東欧の割合は、ロシアからアゼルバイジャンまでを含めているデータです。そのうちポ
ーランドの⽇本語学習者数は、2015年のデータですが 4,500 ⼈ということです。今⽇、最 
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初のお話で、ポーランドで相撲⼈気が⾼まっていて、相撲愛好者が 5,000 ⼈いるとのことで
したが、残念ながら数では負けています（会場：笑）。これまではどうであったかといえば、
ポーランドの⽇本語学習者は 1975年に 80 ⼈だったそうです。1993 年で 482 ⼈、1998年
で 997 ⼈ということで、世界の学習者全体が増えていることは確かですが、ポーランドで
も増えています。 

ポーランドにおける⽇本語教育の特徴といえば、何をおいても、⽇本語を学ぶ学習者の
レベルが世界でもトップレベルだという評価が⾼いことです。⽇本語・⽇本⽂化研修留学
⽣（⼀年間の国費の留学プログラム）の合格者数が⾮漢字圏で第⼀位となったこともあり
ます。その理由としては、ワルシャワ⼤学をはじめとする、いくつかの⽇本学の拠点⼤学
の存在が⼤きいことは、想像に難くありません。ポーランドが親⽇的なこと、⽇本研究、
⽂学の翻訳が数多く出版されていることは、本⽇お⾒えになった多くの⽅が携わっている
かと思いますので、お分かりいただけるかと思います。その中で、私は⽇本⼈⽇本語講師
に注⽬してみました。 

 
2. ポーランドの⽇本語教育史 
 

⽇本⼈⽇本語講師に注⽬しますと、ワルシャワ⼤学の⽇本学科開設後間もないころ、梅
⽥良忠先⽣が 1925年から⼤戦前まで、守屋⻑先⽣が 1937 年から 39 年まで講師として在籍
されました。戦後は、⼯藤幸雄先⽣、岡崎恒夫先⽣と何⼈もの⽅が、エッセー、随筆など
⾊々なメディアで、⽇本語教育について書いておられます。その後も、東京⼤学との学術
交流協定に基づいて派遣された多くの先⽣⽅が携わっておられます。その中でも歴史をさ
かのぼって、古い時代の教室⾵景はどうだったのか、学⽣たちはどうだったのか、などを
エッセーから探ってみたいと思いました。 

「世界の日本語教育」の中で
ポーランドとは

2018年度海外日本語教育機関調査（国際交流基金）速報値
日本語学習者：約385万人
東欧：１％
ポーランドにおける日本語学習者数 （2015年）： 約4500人
国際交流基金HP 国・地域別情報より
参考：1975年：80人、1993年：482人、1998年：997人
（学習院女子大学シンポジウム報告書） 3
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はじめに、梅⽥良忠先⽣です。1922にポーランドに渡り、1923 年ワルシャワ⼤学に⼊学、

1925年から 39 年まで、⽇本語講師をされていた⽅です。こちらは 2014年に出版された書
籍ですが、⻘い帯の所をご覧になれますでしょうか。お読みになった⽅もいらっしゃるで
しょうか。「スパイ」という⽂字が⾒えますが、当時の世界情勢の中でドキュメンタリー⾵
に注⽬されているようにも⾒えます。 
この中でも、あくまで⽇本語教育ということで述べることにします。東洋学研究所で⽇

本語講師をされている間に在籍された最後の学⽣に、その後名誉教授になられたコタンス
キ先⽣がいらっしゃり、インタビューで梅⽥先⽣のことを次のように語っておられます。
「⽇本語は⽇本語で教える『直接法』を実践していた。ただし⾃分が教えるようになった
時には、それでは系統的に教えられないと思ったから、⾃分はこの⽅法をとらなかった」。
お⾔葉に、それぞれ先⽣の考え⽅がうかがえます。この写真は、ご家族から提供されたも
ので、「茶の湯を披露する梅⽥先⽣」という写真も掲載されています 
守屋⻑先⽣は、1937 年に⽇本・ポーランド交換学⽣としてポーランドに渡られ、1937 年

から 39 年まで、ワルシャワ⼤学⼈⽂学部で⽇本語授業を担当されています。（ワルシャワ
⼤学の機関名に、不正確な所があるかも知れません。ご了承ください。）この先⽣が、織⽥
寅之助さんという外務省の⽅との共著で『野の国ポーランド』という本を 1949 年に書かれ
ています。戦後ポーランドについて紹介した初めての本ということです。その中で、「拙き
⼀⽇本語教師の思い出」という⼀章がございました。この中で守屋先⽣は、「外国で⽇本語
を教えるということをしてみたかった」と書かれています。これは私にとっては、ある意 

第二次大戦前
梅田良忠 （1900～61）
1922 渡独、その後渡波
1923 ワルシャワ大学入学
1925～39
東洋学研究所日本語講師

*コタンスキ教授
（在職最後の頃の学生）：

・日本語は日本語で教える

「直接法」を実践していた。

・ただし自分が教えるようになった

ときには、それでは系統的に

教えられないから、自分はこの

方法をとらなかった。
6
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味で驚きでした。当時、「⽇本語教師」を⾃認した⽅がいらっしゃったのだ、教えてみたい
というご希望があったのだ、ということです。そして「私は外⼈⽤の⽇本語⽂法書には当
時あまり感⼼したものがないので、⾃らポーランド語で編んでプリントして渡していた」
と書かれています。この時代は、⽇本が「朝鮮半島」「⼤陸」「南⽅」といった進出先で⽇
本語教育を始めたころに重なります。「⽇本語⽂法書には感⼼したものがない」というのは、
その時代に急きょ⾼まった⽇本語教育の需要に応じて刊⾏された⽂法書に対するお気持ち
なのかと思いますと、とても興味深く思われ、さらに調べたいと思っているところです。 

 

 

第二次大戦前
守屋長（1906～?）
1937 日本―ポーランド交換学生として渡波

ドイツを経て1945年帰国
1937～39 ワルシャワ大学人文学部

日本語授業を担当

・織田寅之助（1902～1960）との共著『野の国ポーランド』
（1949）「拙き一日本語教師の思い出」

・外国で日本語を教えるということをしてみたかった。
・外人用の日本語文法書には、当時あまり感心した
ものがないので、自らポーランド語で編んでプリントして
渡していた。

7
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ここで、皆様よくご存じの歌をお⽬にかけます。今、皆様の頭の中でメロディーが脳内
再⽣されているかと思います。「でたでた⽉が」のほうは、ワルシャワ⼤学⽇本学科に親⼦
⼆代で⼊られた⽅の記録にありました。1970 年代の学⽣が、戦前に学んだお⺟様のことを
思い出してこの歌を歌っていたというのです。戦前のワルシャワ⼤学で、この歌が教えら
れていたようです。ということは、教えられたのは守屋先⽣でしょうか、梅⽥先⽣でしょ
うか。教室の外がどのようであったかは想像に余りありますが、とても温かい空気を感じ
ます。「もしもし⻲よ ⻲さんよ」のほうは、シベリア在留孤児の⽅が「この歌を⽇本で覚
えました」と⾔って披露してくれた、ということが、いくつかの新聞やニュースで報じら
れています。『野の国ポーランド』の中でも、守屋先⽣と織⽥さんが 1925 年にダンツィヒ
の孤児たちの収容所を訪問したところ、この歌を歌ってくれた、という記述を⾒つけまし
た。この歌の愛唱性を感じます。 

 
1980 年代までに、何⼈も⽇本⼈の先⽣が携わっておいでになりますが、いくつも随筆を
出版されたのは⼯藤幸雄先⽣です。『ワルシャワの七年』の記述から抜き出してみました。
1967 年から 74 年までの実践の中で、「梅⽥良忠が残した資料が全て焼失した ―何もない
故「⾃由」に授業を⾏った」と書いておられます。萩原朔太郎の「ふらんすへ⾏きたしと
思へども ふらんすはあまりに遠し」などの詩を板書し写させて読む、とか、宮沢賢治の
『注⽂の多い料理店』や芥川⿓之介の『蜘蛛の⽷』などを読み聞かせる、とか、⾼校の現
代国語の教科書より志賀直哉などを読ませる、とか、テープレコーダーが⾃由になってか
らは相良直美が歌う歌謡曲も紹介した、などが書かれていました。さらに、来訪者があっ
た時には教室に連れてくる、と書いておられましたが、その来訪者の中には、島尾敏雄や
寺⼭修司といった錚々たる⽅の名前がありました。さぞ学⽣たちにとって、刺激的だった
のではないかと思います。 

 

 
 
 

工藤幸雄 （1925～2008）つづき

1974年 5年生の学生に捧げる詩
（略）

鏡の奥の僕の目に映るもの— それは、

よく似合うロメックの長くのびた髪

冗談を言うときのアンジェイの真面目な顔

背の高いカロルのスペインひげ

そしてクリスティナの笑いを含んだ青いまなざし

鏡の中で君たちの声も聞こえる

ひときわ甲高いエヴァのおしゃべり

歌舞伎のハンナとかの子のハンナの笑い声

おもしろい映画ですと話す低い声はゴーシャ

何時にお宅へ伺えばよろしいですか」あれは

ロメックの声に違いない 10
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⼯藤先⽣は 1974年、「5年⽣の学⽣に捧げる詩」として、退任される前に詩を捧げていま
す。「ロメックの⻑くのびた髪」「アンジェイの真⾯⽬な顔」「ひときわ甲⾼いエヴァのおし
ゃべり」など、学⽣たちが描写されています。皆様の中には誰のことか特定できる⽅もい
らっしゃるかも知れませんが、私も、クラクフでお世話になった先⽣のお名前を⾒つけま
した。ところで、この「甲⾼い声でおしゃべりをするエヴァ」さんが、意外なところで登
場しています。 

 
1978 年 7 ⽉に放送されました 「あの時、世界は… 磯村尚徳 戦後世界史の旅」の第 1
回 「ワルシャワの墓標」、こちらテレビでご覧になった⽅いらっしゃいますか？書籍のほ
うは、まずはじめに取材の記録がありまして、ワルシャワの旧市街に取材のクルーが⼊っ
ていった描写があります。 

…若者の⼀団が近づいてくると、⼀⼈の⼥性が⽴ち⽌まり、きれいな⽇本語で 
「⽇本の⽅ですかー」と話しかけてきた。ワルシャワでポーランド⼈に⽇本語で 
話しかけられるとは思ってもみなかったが、話してみれば別に不思議でもなかっ
た。彼⼥はワルシャワ⼤学の⽇本学科の卒業⽣だった。そのエヴァ嬢と話してい
るうちに、あることに気づいた。「⼯藤先⽣の教え⼦ですね？」 

 
「⼯藤⽒の著書で、ポーランドを去るにあたって教え⼦に惜別の詩を読んで聞かせた情
景で『ひときわ甲⾼いエヴァの おしゃべり』と書かれているそのエヴァ嬢その⼈だったの
だ」という記述でした。⼤変お若い磯村さんのこの写真は、NHK の「みのがし なつかし」
というウェブサイトで⾒つけました。映像がないか「NHK アーカイブス・川⼝」にも照会
したのですが、⾒つかりませんでした。ただ、この写真を⾒ますと、背景は間違いなくワ
ルシャワ旧市街で、画⾯の外にエヴァ嬢がいたのかな、と思いを馳せております。私には、
クラクフの⼤学で⽇本語授業を⾏っていた⽇々のことが思い出されます。エヴァ嬢のよう
な、元気がよくておしゃべりで、⽇本⼈と⾒ると話しかけに⾏くような学⽣が、どこのク
ラスにも⼀⼈はいたなと、と思い、とても微笑ましく愛おしく思います。 

 

工藤氏の著書『ワルシャワの七年』で、氏は

ポーランドを去るにあたって教え子に惜別の詩を

読んで聞かせた情景を描いているが、その中で

ひときわ甲高いエヴァのおしゃべり」と書かれている
そのエヴァ嬢だったのだ。

12



 

 
 

60 

 
 
さて、皆様もよくご存じの、岡崎恒夫先⽣ですが、1972 年から現在まで⽇本語教育に携
わっておいでです。ごく最近、ご本を出版されたようです。私はこれを昨⽇⾒つけまして、
今⽇アマゾンで届いているかと思います。岡崎先⽣は、今に⾄るまで教えていらっしゃい
ますが、いくつかの⽂献に、着任された頃の教育実践について書いていらっしゃいます。 

 
配布プリントを、紙にカーボンを何枚も重ねて⼿書きしていたことなど、とにかく教材
を作るのに苦労したエピソードなどもあります。当時コピー機が使えなかったのは⾔論統
制の⼀環だったそうです。そのような環境のもとで、岡崎先⽣がどのように⽇本語を体系
的に積み重ねて教えるか、整えていったことが⽂献からうかがえます。 
 
 漢字教育については、当時、マスメディアでの使⽤頻度に基づいた漢字語彙テキストが
あったものの、当時の情勢を反映し、ベトナム戦争の報道がらみで「爆撃」などの語彙の
頻度が⾼く、⽂学専攻の学⽣に不評だったそうです。そこで、テキストとは別に、会話実
習・⽂法学習の授業で使⽤される漢字を学習漢字として抽出し、毎週 20字の学習を積み重
ねていき、1、2 年で 1400 字を習得させる、という実践をされていたようです。また、そ
の後少し経ってからかもしれませんが、駐在⽇本⼈も交えた合宿を運営されたことなども
書かれています。また、学科の⽅針として、学⽣は必ず⽇本語で原書を読むことを課され
ていまして、このために学⽣は漢字学習を頑張っていたことが記されています。 

 
この後ですが、次第に状況が変わってまいります。具体的には、⽇本に留学する学⽣が
増加し、国費留学、協定⼤学交流などで、多くの学⽣が⽇本への留学を実現できるように
なりました。また、東京⼤学から、学術交流協定に基づく講師派遣が始まったこと、国際
交流基⾦による教材寄贈プログラムが利⽤できるようになったこと、⽇本留学から戻った
初期の留学⽣が学位取得後に教員になるという例が続いたことによって、教育体制が充実
していったということです。 

 
 ワルシャワ⼤学がそのように充実していく⼀⽅で、1980 年代後半にはクラクフのヤギェ
ロン⼤学、ポズナンのアダム・ミツキェヴィチ⼤学でも⽇本学科が開設されました。 

1972年～
岡崎恒夫（1944～）
1972年～現在
・教材手作り--紙にカーボンを何枚も重ねて
作成したことも
・1年で初級文法を終え、中・上級を

2年目で終える
・漢字教育を重視

-使用頻度に基づいた漢字語彙テキストは不評で
会話実習・文法学習に合わせた漢字を学習漢字として
自主教材を作成

-毎週20字学習、1,2年で1400字）
・駐在日本人も交えた合宿
・学科の方針： 「原書講読」主義

2019年8月出版
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３．国際協⼒機構・国際交流基⾦による⽇本語教育の⼈的⽀援 
 

 
では、⽇本からの⽀援についてお話しいたします。はじめにご紹介しますのは、JICA の

2007 年 5⽉のプレスリリースからの引⽤です。1989 年から援助してきた JICA が 2007 年
に援助を終了することとなりました。EU加盟に伴い、今後はドナーになってください、と
いうことで、新たな協⼒関係の⾨出を祝う式典が 2007 年 5⽉ 20 ⽇に開催されました。 

技術協⼒プロジェクトの中で⽇本語教育に関するのは、ポーランド・⽇本情報⼯科⼤学 
(Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych)の設⽴と運営があります。 

 
そして⼈的な⽀援として⻘年海外協⼒隊が 1993 年に第⼀陣の 3 ⼈が派遣され、2007 年
４⽉までに累計 106⼈が派遣され、武道や野球、そして教育⽂化の普及、⾼校の課外活動、
⼤学における⼀般外国語科⽬で⽇本語教育に携わりました。隊員の多くが地⽅都市で活動
を展開し、ウッチ⽀部の吉⽥勝⼀先⽣が、現地での直前訓練を担当されていました。会場
に、隊員の OB、OGの⽅がいらっしゃいますでしょうか？もしおいでになりましたら、後
でお声掛けください。 

 

 

国際協力機構（JICA）による
日本語教育の人的支援

青年海外協力隊事業

・ 1993年に第一陣の3人（剣道・日本語教師）派遣
・ 2007年４月までに累計106人が派遣
-武道、野球（スポーツ分野）
-日本語教師（教育文化分野）
高校の課外活動、大学における一般外国語科目

• 隊員の多くは地方都市で活動を展開
ポーランド・日本協会ウッジ支部の吉田勝一先生：

現地直前訓練を受け入れ
17
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こちらがポーランド・⽇本情報⼯科⼤学です。 
この記念式典は、私も参加させていただきました。⽂化活動隊員によるデモンストレー

ションが披露されました。 
 

協⼒隊員派遣終了にあたって、当時の⽥邊⼤使が、このように答えておられます。「ポー
ランドへの協⼒隊派遣は、『開発途上国』への援助としてではなく、社会主義から⺠主主義・
市場経済への移⾏の過渡期にある国への協⼒ということで、⽇本にとっても新しい挑戦で
した。そして隊員たちは、⽇本語教育やスポーツ、武道など、『⼈づくり』の分野で『情熱
を持った誠実な⽇本⼈』として⽴派に貢献してきました。着任して 1 年、国中を⾛破し、
協⼒隊員の活動の現場を⾒てきましたが、どこでも⾼い評価の⾔葉をいただきました」。 
 

 

ＪＩＣＡ協力隊事業記念式典
2007年5月20日於ワルシャワ国立図書館

• ←会場

文化活動隊員による

デモンストレーション→

19

国際交流基金による支援
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さて、次に国際交流基⾦についてですが、基⾦は⽂化芸術交流、⽇本語教育、⽇本研究・
知的交流を推進している団体です。このうち⽇本語教育には、物的な⽀援としては教材を
寄贈したり、公募の助成⾦プログラムを設け、世界中から申請を受け付けたりしています。
また⼈的な⽀援として、海外の non-native の⽇本語の先⽣に⽇本で研修する機会を与えた
り、⽇本語専攻の⼤学⽣を⽇本に奨学⾦で招請するほか、⽇本語教育専⾨家を派遣したり
しています。派遣専⾨家には皆さまも世界のどこかでお会いになっているかもしれません。
⽇本語教育専⾨家派遣プログラムの発⾜当時、1976 年から国⽴国語研究所で⽇本語教育⻑
期研修を⾏っていまして、この修了⽣が国際交流基⾦により派遣されるシステムができま
した。1987 年から現在まではクラクフのヤギェロン⼤学で、また 2005 年からはクラクフ
の⽇本美術技術博物館「Manggha 館」の⽇本語講座に「指導助⼿」という若⼿の⽅が派遣
されています。 
 

現在は、ホームページでこのように⽇本語専⾨家を公募しています。私も公募情報を⾒
て応募いたしました。また、専⾨家は「活動報告」を毎年提出していまして、各国におけ
る活動をホームページで検索して⾒ることができます。 

 
専⾨家は何をミッションとして派遣されているかというと、派遣国の所属機関で授業を
担当するほか、機関の新規開設を⽀援すること、教材作成等に協⼒すること、現地の⽇本
語教師への助⾔や指導を⾏うこと、そのために地域の⽇本語教師を対象とした研修会を実
施すること、教師間のネットワーク形成し運営することなどです。⼀⾔でいえば「⽇本語
教育の現地化と⾃⽴化を側⾯⽀援せよ」がミッションで、私が派遣されていた当時は「現
地で⽇本語教師会を発⾜させてくるように」というのが、現地化・⾃⽴化の側⾯⽀援の指
標のようなものでした。私もこのようなことに携わっておりました。 

 
 2003 年には、前任者が拠点⼤学の講師、および JICA の⽇本語教育隊員を中⼼としたメ
ーリングリストを発⾜させていました。そこから発展させるべく、2004 年からは私が、ポ
ズナンやワルシャワなどに出向いてそれぞれ関係者と話し合いを重ねつつ、ワルシャワで
勉強会を開催したりしてしました。2006年 6⽉にポーランド⽇本学研究協会が設⽴されま
して、この会の⼀部⾨として⽇本語教師会を位置づける、ということが承認され、教師会
が正式に発⾜しました。それ以降、⽇本語能⼒試験や⽇本語弁論⼤会のサポートを⾏って
おりまして、⽇本語教師会は発展的に継続され、2017 年の会員数は 42名とのことでした。
現在はもう少し多いかと思います。 

 

基金HPで
公募している

日本語専門家

23
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４．現在のポーランドにおける ⽇本語教育事情 
 

 
 
 
 では現在の⽇本語教育事情ですが、少しクイズをしていただこうと思います。中東欧地
域のポーランド・チェコ・ハンガリー・ブルガリア・ルーマニアの、機関別⽇本語学習者
の割合のグラフをお⽬にかけます。異なっているポイントとしては、どこで⽇本語を学ぶ
か、ということです。⼩学校、中学・⾼校、⼤学、⽇本語学校などで学んでいる⼈もいま
す。グラフでは、⾚で⽰されている割合が⼩学校、緑が中⾼、紫が⼤学、⻘がその他の機
関です。ポーランドはどのグラフだと思われますか？①だと思う⽅？挙⼿願います。（以下
②③④⑤）ありがとうございます。  

 
①はルーマニアです。②ブルガリア③ハンガリー、そして④がポーランド、⑤はチェコ
です。⼤学が中⼼であるところに着⽬して④に挙⼿された⽅が多いかと思いますが、その
通りです。⼀⽅、初等教育としての⽇本語教育は、ポーランドでは⾏われていないところ
も特徴です。そしてさらに特徴的なのは、「その他の機関」、つまり⺠間の⽇本語学校が多
い、ということです。そして、中学⾼校ではクラブ活動のような位置づけの⽇本語講座し
か⾏われていないようです。中学⾼校での正式な外国語科⽬として⽇本語が選べないとい
うことです。 

 

おわかりになりますか？中東欧5か国比較
ポーランド・チェコ・ハンガリー・ブルガリア・ルーマニアで、日本語

学習者が「小学校」「中学・高校」「大学」「日本語学校など」のうち、

どこで日本語を学んでいるかを比較したグラフです。

0% 20% 40% 60% 80% 100%

チェコ

ポーランド

ハンガリー

ブルガリア

ルーマニア

4.0%

0.0%

10.1%

37.5%

2.6%

4.6%

2.4%

13.4%

40.5%

22.4%

61.3%

52.0%

50.6%

16.6%

48.1%

30.1%

45.7%

26.0%

5.4%

26.9%

初等教育

中等教育

高等教育

その他教育機関

①

②

③

④

⑤
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これは2012 年に当時の派遣専⾨家がポーランドの地図に⽇本語学習機関をプロットした
⼿作業の⼒作です。⾚い星で私が追記したところが⽇本学科がある所で、最近開設された
コペルニクス⼤学も含まれています。そして国⽴の⽇本学科が 4、私⽴の⽇本学科が 3、外
国語として⽇本語が選べる所が 17、市⺠講座や⽂化センターが 45、⾼校が 5か所で、クラ
ブ活動の形で⾏われています。 

 

 
  
このような学習者構成の特徴と最近の傾向が、⽇本語能⼒試験(JLPT)の受験者にも反映
されています。JLPT は、N5、N4 が初級、N2、 N1 が上級です。これまでポーランドで
は N2、N1 を⽇本語主専攻の学⽣が受験するため、上の級の受験者の割合が多い構成を⽰

★日本学科（国立）:4
日本学科（私立）：3
大学の選択科目・
日本語講座：17

日本文化センター・
語学学校等：45

高等学校：5

30

ポーランドにおける
日本語能力試験（JLPT）受験者数

2019年 N5 N4 N3 N2 N1 合計

7月実施 217 154 126 120 49 666名
12月実施 141 131 72 93 46 483名
2017年の受験申込者数：約900名 受験申込者合計 1149名

日本語
主専攻
学生

語学学校
受講生
中高生

過年度 4級 3級 2級 1級 合計

2006年 98 65 35 25 223名
2005年 143名

32
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していました。安くない受験料を払うのであれば、下の級は⽇本学科の学⽣は受験しない
ようです。⼀⽅で、中⾼⽣や語学学校で学ぶ⼈たちは、下の級も⽬標として受験していま
す。現在は年に 2回受験があるのですが、2回合わせた 2019 年の受験者は申し込み数で数
えて 1,149名でした。2017 年が 900名ですので顕著に増えています。ちなみに、スライド
に中⾼⽣と書きましたが、中学⾼校ではなく⽇本語学校で学ぶ中⾼⽣も多いはずです。 

私が派遣されていた当時の受験者は、2005 年は 143 名、2006 年は 223 名ですので、こ
の⼗数年で数倍に増加していることが分かります。 

 
最新の事情としては、⽇本語専攻でないところで学ぶ学習者の増加が⽬⽴ちます。この
要因は⼀度は調査してみたいと思いますが、⽇本学科が⼤変な狭き⾨であることから、⽇
本学科には⼊れなかったけれども⽇本語を学びたい、あるいは、実⽤志向の⽇本語学習を
したい、またはポップカルチャーなどへの興味から⽇本語を学びたい、という学習者が多
いのだろうと推測されます。 

 

 
 
このような傾向が、在ポーランド⽇本⼤使館で⾏われる⽇本語弁論⼤会の参加資格にも
⽰されていると思います。私が派遣されていた頃は、弁論⼤会の案内は⽇本語主専攻の３
つの⼤学にのみ届いていたのではないかと思うのですが、現在では主専攻の学⽣以外にも、
主専攻としない学⽣も⾼校⽣も応募できるようになっています。ただし、⾼校⽣の部は別
に設けてあります。  

 
また、ご存じの⽅いらっしゃるでしょうか。『世界はこれほど⽇本が好き』という本の中
で、著者の河添恵⼦さんが書かれているのですが、クラクフにある⺠間の⽇本語学校が、
東⽇本⼤震災の直後、宮城県にある⾼校に、励ましの⼿紙を段ボールに詰めて送ったそう
です。そのことがきっかけで、クラクフの⽇本語学校と、被災地の⾼校の交流が始まりま
した。本には、クラクフの⽇本語学校に通うポーランド⼈⼥⼦学⽣がその⾼校を訪問し、

参加資格：
（1）日本語を主専攻とする方
（各国立大学の日本学科に在籍する学生）

（2）日本語を主専攻としない方（上記（1）以外。選択
科目として、または外国語学校や講座で日本語を勉強
した方。高校生以上を対象とし、高校生の弁論・表彰とは
別枠として扱われる）

* 高校生の部（前回の優勝者は「ワルシャワ日本語学校」所属）35
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憧れのセーラー服を着せてもらっている写真などが掲載されています。 
 
さて、こうした多様化している学習者を⽀える⽇本語教師に⽬を向けます。それぞれの

⽇本学科の週末講座は⽇本⼈教員がされているようです。その他の⼤学で、外国語選択科
⽬としての⽇本語を教えているのは、在住⽇本⼈教師や、JICA が撤退した後、⺠間の⽇本
語教師派遣団体 ICEA（アイセア）が派遣している教師です。⺠間の⽇本語学校では⽇本学
科の⼤学院⽣などがアルバイトをしているようです。近年の基⾦派遣専⾨家は、こうした
⽇本⼈教師の⽀援もされているようです。 

 
 

５．「未来」に向けて 
 
最後に、ポーランドの⽇本語教育の「未来」に向けて、お話しいたします。あくまで私
⾒ではありますが、⽇本語主専攻の⼤学には、これからも⽇本学研究のセンターであり続
けてほしいと思います。そのために研究⽀援や助成プログラムなどが充実することを願っ
ています。この発表の機会に『知⽇家の誕⽣』を読んでみました。著者の新堀通也先⽣は
教育科学の領域の⽅ですが、「⽇本が⼤好き」という「親⽇家」と、⽇本研究のスペシャリ
ストとしての「知⽇家」を区別して捉えています。そして「知⽇家」が世界で発信⼒を持
つことが、⽇本のプレゼンスのためにも、国際交流においても⼤変望ましいということを
主張されていまして、⼤いに共感しました。⽇本学研究の歴史が⻑く、成熟した機関であ
れば⽀援は打ち切ってよいかといえば、そうではないと思います。多様化した学習ニーズ
に合う教育を提供できるよう、⽀援する必要があるのではと思います。 

 
以上、「100 年の交流」というお題にかけて、「過去」として、戦前からの⽇本語講師につ
いて、「こぼれ話」を披露いたしました。そして「現在」として、学習者の増加や多様化の
状況をお話ししました。最後に「未来」としては、⽇本語主専攻の⼤学にはトップランナ
ーであり続けてほしいこと、そのための継続的⽀援、多様な学習者の⽀援も、引き続き⾏
われてほしいという私⾒を述べました。 

 
この機会をいただいたことで、初めての⽂献を紐解いたり、興味深い知⾒を得る機会を
いただきましたことに感謝しております。お声がけいただきました関⼝先⽣にお礼を申し
上げます。ワルシャワ⼤学の岡崎先⽣や、国際交流基⾦の私の後任でポーランドから帰国
したばかりの⻘沼先⽣にも、度々問い合わせをして現状についてご教⽰いただきました。
ありがとうございました。そして、100 年の記念の場でお話しさせていただき、光栄に思っ
ております。 

 
⽂献リストは QR コードにアップロードしてあります。休憩時にこの画⾯を出しておき
ますので、もしご興味がありましたら、スマホでお撮りください。 

 
最後にお⽬にかけますのは、2016 年に私の所属⼤学に留学していた交換留学⽣と⽇研⽣
が作ってくれた動画のラストシーンです。Do zobaczenia のカードを持っているのは、ポー
ランドからの留学⽣のカロリナさんです。この動画は YouTubeにアップロードされている
のですが、最後このように⾮常に若々しいメッセージで終わっています。 

「今まで素晴らしかった。でも、最⾼な時は、まだこれから！！」 
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今年はポーランドとの国交樹⽴ 100 周年を迎えましたが、ポーランドとの交流は、これ
までも素晴らしかったと思います。そして、「最⾼の時は、まだこれから」というこのメッ
セージのように、これからも素晴らしいものであってほしいと願ってやみません。 
以上で終わらせていただきます。ありがとうございました。 
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私とポーランド映画 

 
石川慶（映画監督） 

 

 
先ほどご紹介いただきました、映画監督

の⽯川慶と申します。よろしくお願いしま
す。 

 
私はフォーラム・ポーランドの壇上で話
をするのは初めてなのですが、数年前まで
ポーランド⼤使館の記録係として、後ろの
ほうでカメラを掲げて毎年拝聴させていた
だいていました。それも含めて、今⽇は⾮
常に緊張しています。⾃分が経験してきた
ことを中⼼とはなりますが、ポーランド体

験記ということで聞いていただければと思います。 
 

 僕はポーランドの国⽴映画⼤学「ウッチ映画⼤学」で勉強して帰国後、⻑篇映画を撮る
ようになって、今回関⼝先⽣にお誘いいただいた次第です。僕が今まで撮ってきた監督作
品の列挙です。⼩さな作品も撮っていますが、僕がポーランドにいた時期が 2003 年から
2008 年頃ですので、最初の何本かはポーランドで撮ったポーランド語の映画で、ずっと短
篇を撮ってきました。 
やはり映画監督になってからポーランドの話をすると、「なぜポーランドに⾏ったの？」

と⾮常に頻繁に聞かれまして、⼀週間に⼀回ペースぐらいで聞かれるのですが（会場：笑）、
この際なぜだったのかと考えてみると、⼤きかったのは、僕は⽇本の⼤学では東北⼤学の
物理学科で低温超電導などということを研究していたのですが、⼤学を卒業した 2003 年頃
は地⽅の学⽣には就職が⾮常に厳しい状況でした。⽗の影響もあり、⼤学時代に仲間と映
画を撮ったりしていく中でもう少し映画を学びたいという思いが強くなったということが
ありました。当時、⼤⼿の映画会社は募集を取りやめていて、どうしようかと考えていた
ところ、映画部にアメリカに留学する先輩がいまして、外で勉強するという⼿があるのだ
と思い、学校を探し始めました。⽇本で探す⽅法もありましたが、当時はまだ、国⽴の映
画教育機関が⽇本にはなく、映画というものは勉強するものではない、という空気が⽇本
映画界では⽀配的でしたので、外で探してみました。 

 
当時、アメリカの映画学校は費⽤が異様に⾼くて（会場：笑）⾃分でアルバイトをして、

と考えていましたが、おそらく 3 年アルバイトをして 1 年分払えるかどうかで現実的では
ないと思いました。そこで、⾔葉の問題はあったものの、もう少し違う国を考えた時、旧
共産圏に良い映画学校が多かったことがありました。ロシアにも優れた映画監督を輩出し
ている映画学校がありますし、チェコにもあります。中国にも今は北京電影学院など、第
⼀線の映画監督を輩出している映画学校があります。もともとそうした国々は映画を国策
として⼒を⼊れてつくってきた歴史がありますので、⾮常にレベルが⾼いです。僕が⾏っ
ていた映画学校も、⽇本では知名度は⾼くありませんが、ヨーロッパに⾏けば「ウッチの
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映画学校だね」と誰もが知っている名⾨であることが調べていくと分かりました。何より、
学費が何とかなるというのも⼤きい理由でした。もう⼀つ⼤きかったのは、35mm フィル
ムで実習をしていたことです。今ではカメラはほとんどデジタルに移⾏していて、⽇本で
フィルムで撮影しているのは⼭⽥洋次監督や是枝裕和監督ぐらいですが、この当時ウッチ
の映画学校は、たとえドキュメンタリーであってもフィルムで撮る⽅針でした。それが映
画⻘年だった⾃分には⼤きなポイントでした。 
ただ、やはり⼀番⼤きかったのは冒険⼼だったかなと思っています。当時 2003 年、EU
加盟前のウッチは、今は⾮常におしゃれな飲⾷店が⽴ち並ぶ⾒違えるような街ですが、当
時僕が駅に降り⽴ったとき、⾮常にグレーな建物が⽴ち並んでいて、良い⾔い⽅でいうと
フォトジェニック、ストレートに⾔えば「別世界に来てしまった」という、⾃分が知らな
い世界でした。若かったということもありますが、⽗親から連帯運動について聞いていた
り、⽗親の影響で⼩さい頃から映画「灰とダイヤモンド」を観ていたこともあり、どうせ
⾏くなら⽇本と遠いところへ⾏き、映画だけでなく精神的にも成⻑して帰ってきたいとい
う思いが強かったです。 

 
そしてウッチの映画学校に⼊学するのですが、正式名称は「レオン・シレル記念国⽴ウ
ッチ⾼等映画テレビ演劇学校 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna 
im. Leona Schillera w Łodzi」ですが、ポーランドでは Szkoła filmowa（映画学校）というと
ウッチを指すぐらいですし、ポーランドのみならずヨーロッパでも⽐較的よく知られてい
る学校です。 
どのような学校かと⾔いますと、アンジェイ・ワイダ監督、最近話題に事⽋かないロマ

ン・ポランスキ監督、個⼈的に⾮常に好きなクシシュトフ・キェシロフスキ監督など、多
くの映画⼈を輩出しています。学校に有名な階段があるのですが、真ん中にいるのがポラ
ンスキ監督で、ここで撮ると将来的に良い監督になれると⾔われます。僕も取ったのです
が（会場：笑）⾒つからなかったです。このように、本当に偉⼤な先輩がいる学校です。 

学校は 1948年に設⽴されています。本当はワルシャワに設⽴したかったそうですが、戦
後のワルシャワは壊滅状態でしたので、少し離れたウッチに建てることになりました。も
とは繊維⼯業で栄えた都市で、それほど映画が撮られていたわけではなく、僕がいた頃も
陸の孤島というか、映画学校の中だけが映画で、外にはリアリティーが待っている、とい
った印象でした。多くの留学⽣が世界中から集まって来ていて、僕にとっては楽しいこと
も沢⼭ありましたが、⾮常に厳しいこともありまして、いまだに映画学校のあの敷地に⼊
ると胃が縮む思いがする場所です。  

学校の特⾊としては、⼊学試験も厳しく、まさか受かるとは思いませんでしたが、3 ⽇、
4⽇をかけて、⼀つ⼀つふるいにかけられていきました。でも実は、⼊学試験よりもっと厳
しかったのが実習の試験でした。次の学年に上がるのが⾮常に難しいことで、井上さんの
お話にもありましたが、教授の指導は⾮常に厳しいもので、今、撮影をしているとあの頃
の教授の「何をやってるんだ」という声が聞こえてくるぐらいの経験でした。 

学校は撮影科と監督科の⼆つを軸に、そこにプロの編集の⼈、プロのドライバーの⼈が
常時働いていて、その⼈たちと⼀緒につくっていくという、今思うと学校というよりもプ
ロダクションに近いような機能だったという記憶があります。 

 
そういう映画学校で勉強していたのですが、ここで 12分程度の短篇をお⾒せしたいと思
います。Co słychać?(2006)は、当時まだ JICAがポーランドに展開されていた時、⽇本⼈が
ほとんどいらっしゃらなかったので、僕が個⼈的に JICA の協⼒隊に協⼒しておりまして、
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その時にこの家族に会いました。お⽗さんとお⺟さんが聴覚障害で、娘さんと息⼦さんが
いらっしゃり、⼆⼈は⽿が聞こえていました。ただ、お⽗さんが経済的な理由で⽇本に出
稼ぎに⾏かれていて、家族が⽇本とポーランドでやり取りをするときに、⽿が悪いので FAX
やビデオレターでやりとりされていたのです。それが素敵だなと思い、ここから着想を得
て映画をつくりました。 

 
＝Co słychać? 上映＝  

 
ありがとうございます。このご家族ですが、残念ながらおばあちゃんは少し前にお亡く

なりになりましたがご家族は健在で、今アダムが⽇本で就職先を探しているそうです。 
これが当時撮影したドキュメンタリーの習作ですが、こうした作品を毎年⼀、⼆本撮り

ながら、少しずつ学んでいく形です。これ以外にも舞台の演出、テレビの演出など、演出
分野は全て学ぶのが⼤きな特徴だったかと思います。 

 
学校のフィルムアーカイブには、⾮常に沢⼭のフィルムが保管されていました。ロマン・

ポランスキ監督も特に（政治的に）厳しかった時に⻄側の映画がポーランドで観れなくて
も、映画学校の中では全ての映画が観れたというぐらい、充実していました。僕もお恥ず
かしながら、その時に⿊澤明監督の⼩津安⼆郎監督の映画をフィルムアーカイブで観た記
憶があります。また、ワイダ監督やポランスキ監督の学校時代の習作が残っておりまして、
どうにかして⽇本に紹介したいと思い、2007 年に 2週間にわたってフィルムセンターでポ
ーランド短篇映画祭を開催させていただきました。その際は、久⼭宏⼀先⽣、関⼝先⽣に
多⼤なるご⽀援をいただき完成しました。 

学⽣たちのフィルムを⾒ているとポーランド戦後史そのものです。例えばワイダ監督の
学⽣時代の映画ですが、実はそんなに⾯⽩くないんです。なぜかというと学⽣映画といえ
ども国がプロモーションするための映画という⾊が強く、映画学校が⾃由な映画をつくり
始めるのは実は雪解けが始まった後で、その頃にロマン・ポランスキ監督やイェジー・ス
コリモフスキ監督といった⾵雲児といわれる監督たちが映画をつくり始めて、連帯運動が
始まるあたりでキェシロフスキ監督やザヌッシ監督が出てきます。学⽣映画の当時の空気
感が切り取られたような⾮常に⾯⽩いもので、いつかまた機会があれば是⾮やりたいと思
う上映会でした。 
もう⼀つ、少しアンジェイ・ワイダ監督についてですが、ワイダ監督は⼤先輩でありま
すが、ウッチの⼤学では教えてはおられず、若者のための「ワイダスクール」で教えられ
ていたのですが、⽇本への愛情も深い⽅で、個⼈的にも⽂化庁の新進芸術家の研修制度で
ポーランドに滞在したいという時に、個⼈的に推薦状を書いてくださったり、企画の相談
に乗っていただいたりと、当時「誰でもない誰か」だった僕に、本当に親⾝に話を聞いて
くださいました。皆さまの中にお会いになられた⽅も多いと思いますが、やはりワイダ監
督は本当に⼈格者です。映画監督であり⼈格者である、ということは⾮常に珍しくて（会
場：笑）それと同時に、本当にこんな⽅がいるんだ、という感動を覚えました。僕⾃⾝も、
ワイダ監督のような監督になりたいと思っております。 

 
そして僕は帰国するわけですが、帰国後は 10 年ほどなかなか映画が撮れずに、⾊々な仕
事をしました。「こどもちゃれんじ」という 3歳ぐらいの⼦どもと⼀緒に歌って踊る、歌の
お兄さんのようなものを撮影したり、「雅楽」は宮内庁楽部の楽師の⽅々がエディンバラ国
際フェスティバルに出席される時に半年間、宮内庁の中で密着させていただいて、⾮常に
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⾯⽩い経験でした。後々僕は⾳楽映画を撮影するのですが、この時に⽇本の最古のオーケ
ストラを撮っていた影響も⼤きかったのかなと思っています。 

 
⾊々なことがあった後にようやく 2007 年に⻑篇映画が⼀本取れることになり、貫井徳郎
さん原作の「愚⾏録(2016)」という映画ですが、先ほど関⼝先⽣にもご紹介いただいたよ
うに、カメラマンにピョトル・ニェミイスキという映画学校時代の学友を招いています。「純
⽇本映画に対して、なぜポーランド⼈のカメラマンが必要なのか？」という疑問に対して
は説得が難しかったのですが、ふたを開けてみると、⽇本映画界の中で今までに⾒たこと
もないような特⾊の絵で、絵だけでなくカメラワークやリズムが、やはり映画は視覚芸術
ですので、⽇本⼈が⾒ている東京と、外から来た⼈が⾒ている東京はカメラを通すと違っ
て⾒えて、⾮常に強いインパクトを⽇本映画界に与えています。作品はヴェネツィア国際
映画祭に出品が決まり、ピョトルと⼀緒に⾏ってきました。この「愚⾏録」の次の作品が、
「蜜蜂と遠雷」で、先⽇妃殿下に試写会にお越しいただきまして、ありがとうございまし
た。その後、親戚中から電話がかかってきまして、⾮常に光栄なことだったと思っており
ます。30秒ほどの短い紹介映像がありますので、ご覧いただきたいと思います。 
 

＝「蜜蜂と遠雷」予告上映＝ 
 
まだ劇場で上映していますので、もしお時間がありましたら是⾮観ていただけたらと思
います。⾃分の中では「愚⾏録」があって、その後に東宝という⽇本で最⼤の映画会社で
撮るにあたり、先⽅のほうからポーランドのカメラマンとまた同じような座組みでやらな
いかと⾔われました。それぐらい、インパクトが強かったと思います。さらに今回の「蜜
蜂と遠雷」もですし、映画界においてはポーランド映画のプレゼンスが広がってきている
印象があります。特別にまたアンジェイ・ヒラ(Andrzej Chyra)さんに来ていただいて、⾊々
楽しい思い出がありますが、先⽇のワルシャワ国際映画祭でも、お酒を飲みながら楽しい
時間を過ごさせていただきました。 
そして最後にこれが今⼿掛けている最新作です。 
 
少し、これからのことをお話させていただきたいと思います。⽇本ポーランド間の映画

の交流に関しては⽐較的個⼈のレベルで⾏われているところが多く、⼤きなものでは少し
前では「杉原千畝 スギハラチウネ(2015)」でもポーランドの⾮常にきれいな⼥優アグニェ
シュカ・グロボフスカさんが出演されていたり、⽇本にもプレミアで来⽇されたかと思い
ます。もとはリトアニアのお話ですが、ポーランドのスタッフやキャストが⾮常に優秀だ
ということで、あちらでロケをしたと聞いています。それ以外にも、映画学校の時の僕の
同級⽣ですが Nasza mała Polska(2019)は、ポーランド語劇に取り組む東京外国語⼤学のポ
ーランド語学科の学⽣に密着したドキュメンタリーで、最初話を聞いたときは「⾯⽩いの
かな？」と少し思ったのですが、先⽇ワルシャワ映画祭でプレミア上映で観たところ、⾮
常に⾯⽩かったです。リアルな⽇本の学⽣の「こんなにポーランド語を勉強して⼀体将来
何の役に⽴つのだろう」という（会場：笑）若者ならではの苦悩も描かれていて、いつか
⽇本でも公開してほしいと思っています。もう⼀⼈、マテイ・ボブリックと結婚されたワ
ルシャワ在住のマリコ・ボブリック監督の Taste of PHO(2019) です。ポーランドに住む
ベトナム⼈家族の話で、サン・セバスティアン国際映画祭など権威のある映画祭でプレミ
ア上映しているはずです。これに関しても、来年ポーランドで公開されるのではないかと
思います。   
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このように、僕以外にも、⽇本とポーランドの間で映画を通して活動している⽅がいら
っしゃいます。両国とも独特で豊かな映画⽂化がありつつ、繊細な感情表現もしっかり⼤
事に映画をつくっていくという意味で⾮常に似ている部分も⼤きいですし、実際⾯でいえ
ば映画の規模が似ていることも⼤きいです。例えばカメラマンを呼ぶにしても、アメリカ
から有名なカメラマンを呼ぶということをしましたが、アメリカは⽇本と予算が 10倍ぐら
い違うので、何をするにしても⾮常に⾼価な機材を発注するため、その度にプロデューサ
ーが頭を抱える、というのを⾒てきました。その点、⽇本とポーランドでは 1 本あたりの
映画の予算が同じぐらいなので、納得しながらその中でできることをする、ということで
協⼒ができると個⼈的には思っています。 

 
実はすでに次の作品を準備しておりまして、来週ピョトル・ニェミイスキが来⽇してロ
ケハンが始まります。おそらく仕上げもポーランドで⾏うことになるかと思います。それ
ぐらい僕の中では「⽇本とポーランド」をあえて⾔及するまでもなく、⾃分の中からポー
ランド要素をなくしては映画ができないような、⼤きな要素になっています。将来的には、
ポーランドでポーランドの役者さんと映画が撮れたら嬉しいと思っております。 
以上、私の知る範囲で、ポーランドと⽇本の映画についての実情についてお話ししまし
た。ご清聴ありがとうございました。 
 

  



 

 
 

74 

 

中継「ワルシャワから《ジェン・ドブリ！》」 
 

 
⽇本国⼤使館広報⽂化センター ⇄ 駐⽇ポーランド共和国⼤使館多⽬的ホール 
 
 

 
 
 
モデレーター  ⽥⼝雅弘 TAGUCHI Masahiro（フォーラム・ポーランド） 
 ⽩⽯和⼦SHIRAISHI Kazuko（元リトアニア共和国駐箚⽇本国

特命全権⼤使） 
ワルシャワ    岡崎恒夫 OKAZAKI Tsuneo（ワルシャワ⼤学⽇本学科講師） 

⻄⽔佳代 NISHIMIZU Kayo（ピアニスト） 
吉岡 潤 YOSHIOKA Jun（歴史学者） 

 
 
 
⽥⼝ 東京の皆さんこんにちは。在ポーランド⽇本国⼤使館広
報⽂化センターの会場から中継です。これから１時間20分の間、
ワルシャワと東京をテレビ会議でつないで、パネルディスカッ
ションを⾏いたいと思います。 
ワルシャワの会場に集まったみなさんを紹介いたします。メイ
ンスピーカーは、ワルシャワ⼤学⽇本学科の岡崎恒夫さん、ピ
アニストの⻄⽔佳代さん、ポーランド現代史研究者の津⽥塾⼤
学吉岡潤さんです。司会・進⾏は、岡⼭⼤学の⽥⼝が⾏います。 
会場の皆さんも紹介いたします（順不同）：⾼橋了さんおよび
奥様の佳代さん。⾼橋さんは⽇本国⼤使館参事官で『ポーランドの九年』という著書を出
されています。城芳久さんおよび奥様の雅⼦さん。城さんは専⾨は経済で三菱商事の所⻑
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です。⽯塚芳明さん、農業のご専⾨です。松本明さん、演劇のご専⾨です。野崎勉さん、
建築のご専⾨です。鈴⽊輝⼆さん、法学のご専⾨です。堀内恵美さん、⽇本国⼤使館第⼀
書記官です。坂本美⾹⼦さん、⾳楽のご専⾨で、今⽇はカメラ・オペレーターを担当して
くださいます。 
まず、３名のパネラーの⽅々にそれぞれ15分程度ずつお話を伺い、そのあとは東京の会場
とディスカッションを⾏なっていきたいと思います。よろしくお願いします。 
 
 
岡崎恒夫さん「若者は何にでも好奇⼼を持って挑んでほしい」  
 
⽥⼝ それでは、早速岡崎恒夫さんにお話を伺いたいと思います。略歴は既に東京でも配
布させていただいていますので、詳しい紹介は省略させていただきます。岡崎さんは1960
年代にポーランドにいらして、その後ずっと⽇本学科で⽇本研究者を育ててこられました
ね。この100年を振り返ってとは申し上げませんが、まずはポーランドの⽇本語教育、⽇本
研究の発展と特徴について、ご紹介いただけるでしょうか。 
 

岡崎 私がポーランドに来たのが1969年ですから、今年でち
ょうど50年⽬になります。ということは、国交樹⽴100年の
後半を⽬撃してきたわけです。それ以前の状況については、
私もいくつかの論⽂を書いているので、それを読んでいただ
くとして、私が⽇本語を教え始めた1970年以降のことについ
てお話ししましょう1。 
これも何度か⾔明したことですが、初めのころは⽇本語を

学習するための教材が不⾜していたことです。学⽣全員に配
ることができるほどの教科書も辞書も⽂献もすべてが不⾜し

ていて、教科書といえば、結局私が⿊板に板書した⽂型なり、⽂法説明なりが下校後⾃宅
で勉強する際の教科書になったのです。辞書も⼤学にしかなかったので、必要があれば学
校に残って⾃分の単語帳を作るのが常套⼿段でした。当時の学⽣には個⼈⽤の字引を作る
ように⾔ったものです。外国語習得の4技能の「読み」「書き」でこの有様だったので「話
す」「聞く」については在留邦⼈の数も少なかったこともあり、実⽤会話の機会が極端に少
なかったことも事実です。ある学⽣は放課後、ワルシャワ中央駅に⾏き、そこで会った⽇
本⼈に市内観光案内を申し出て、会話の練習をしたとか、またある学⽣はラジオでNHKの
ワールドネットワークを聞き、それを同じ内容の英語放送と対応させながら聞き取りの練
習をしたという話を聞きました。 

とにかく⽇本語教育の環境としてはいろいろ不便な点がありましたが、それが学⽣⼀⼈
⼀⼈の学習の妨げにはなりませんでした。それが当たり前だと思っていたからです。コピ
ー機などがない分、みんなよく書き写しました。若い時に⾃分の⼿で書き写すという作業
が学習に与えた効果は⽬を⾒張るものがありました。 
さて、⽇本研究ですが、当時を振り返ると資料不⾜が⼤きな⻭⽌めとなっていたことは

 
1 以下の資料も参照： 岡崎恒夫「ワルシャワ⼤学における⽇本語教育」（『⽇本語学』明治書院、vol.8、
1989）； 岡崎恒夫「ポーランドにおける⽇本語教育と⽇本研究」（『もっと知りたいポーランド』弘⽂堂、
1992）； 岡崎恒夫「外国で教える⽇本⽂化 ―ワルシャワ⼤学の場合を中⼼として―」（『講座⽇本語教育 
⽂化の理解と⾔語の教育（第１巻）』スリーエーネットワーク、2005）。 



 

 
 

76 

事実です。したがって、研究の対象を選ぶのに、現在ある資料の範囲内でしか選べないと
いう現実がありました。⽇本学科の図書室にある資料か、指導教官の蔵書の中からしか選
べなかったのです。運よく⽇本⼈の知⼈でもいれば、その⼈に⽇本から資料を送ってもら
うこともできましたが、そんな幸運な⼈はあまり多くなかったように思います。いつかあ
る学⽣が沖縄の歴史を研究したいといってきたので、出版⽬録で沖縄関係の著作と著者を
探し出し、私が直接⼿紙を書いて著書の寄贈をお願いしたことがあります。幸いに著者は
とても喜んですぐに著書を送ってくれました。今やアマゾンでどこの国のどんな本でも⼿
に⼊る時代ですから、夢のような昔ばなしです。ワルシャワ⼤学⽇本学科では論⽂作成は
原典を基にするのが原則になっているので、このような困難な時代もあったのです。 
 
⽥⼝ ありがとうございます。今のお話の中で、特に岡崎さん⾃⾝が印象に残っているエ
ピソードなどがあれば、教えてください。 
 
岡崎 それは何といっても共産主義崩壊です。⼤学も社会の⼀部なわけですから、その社
会の政治形態が、また価値観が変わるということは、⼤学の中も同様に重⼤な変⾰を経験
することになりました。教育⽅針から研究内容まで変わったところもありましたが、従前
から社会体制とは関係なくおこなわれてきた研究は当然変わりませんでした。何しろ国全
体の政治観、価値観が真反対になったのですから、国⺠の⽇常⽣活の様⼦は⼤変な様変わ
りとなりました。前体制では善だったものが悪に、また悪だったものが善に変わったので
すから、頭の整理にはしばらく時間がかかりました。おそらく⽇本が1945年の敗戦で軍国
主義から⺠主主義に変換した時の状況がこれに似ていたのではなかろうかと思われます。
ワルシャワで当時の共産主義担当者と⾃由労組「連帯」の幹部が⾏い、合意に達した円卓
会議のすぐ後、⼤統領官邸から以前は政治犯として拘束されていた⼈物が、普通に出てき
たのを⾒て、驚いたことを昨⽇のように思い出します。 
 
⽥⼝ ⽇本について学ぶ最近の学⽣は、昔の学⽣と⽐べて何か違いなどはありますか？  
 
岡崎 最初に話した通り、学習教材も研究資料も何もない時代の学⽣は当然興味を持つ分
野にも限界がありましたが、今の学⽣は、何でもあって、その数量がかぎりなくあるとい
う昔と違った難しさを抱えているように思います。どんな資料でも即時に⼿に⼊るし、⽇
本からのテレビでもラジオでも⾃由に⾒聞きできるし、⾳声通訳アプリを使えば、短⽂な
ら⼤体問題なく⾔語変換ができます。語学学習も漢字学習なら筆順から解字、書体、熟語
が簡単にわかるし、発⾳練習、作⽂添削、読解問題などありとあらゆるものが揃っていま
す。ですからやる気さえあれば、昔は想像できなかったほどすごい学習効果が⾒込める⼿
段が完備しているといえますが、それだけでは学習できないことは誰もが解る事実です。 
また⼊⼿した資料も特にコピーしたりすることなくメモリーに⼊れて保存でき、いつで
も好きな時に取り出せます。東北⽅⾔を研究したいと思えば、即刻インターネットで聞け
るし、資料も数限りなくリストアップされて出てきます。昔は何ができるかから始めたが、
今は何ができないかを探すのが難しいほどです。コンピュータなど⽇本語学習を⽀援する
周辺機器が発達しても、昔も今も変わらないのは、ひとえに本⼈のやる気によって結果が
出るところでしょう。 
 
⽥⼝ 最後に、⽇本を学ぶポーランドの若者へのメッセージ、またポーランドに関⼼のあ
る⽇本の若者に対するメッセージがありましたらお願いいたします。 
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岡崎 私の友⼈に千野栄⼀という⼈がいました。チェコ語を中⼼にしたスラブ⾔語学の⼤
家でした。東京外⼤名誉教授で、最後は和光⼤学の学⻑さんになった⽅です。その千野先
⽣から聞いたお話を紹介しましょう。⽂化や教養や学問などについて話していた時に披露
されたお話しです。⽂化も教養も実はキノコに例えると解りやすい。キノコに関⼼のある
⼈は、それを探しに森に⾏くだろう。（関⼼のない⼈はいかない）その⼈はキノコのおいし
さを知っているので、そのありかを熱⼼に探します。そのうちどんなところにどんなキノ
コが⽣えるかが分かってくる。そうするといろいろなキノコの味も経験し、その奥深さに
魅了され、どんどんのめり込んでいく。そしてある程度経験を積んだ⼈が周りの⼈からキ
ノコ博⼠と⾔われるようになる。⽇本とポーランドに限らず、若者は何にでも好奇⼼を持
って挑んでほしい。あるときある機会に何かのきっかけで、あることが⾯⽩いと思ったら、
その⾯⽩さを追求してほしい。⽇本のあることを研究すれば、実はその対照として⾃国の
同じ現象を知ることにつながる。反対もしかり。「⻘年よ好奇⼼を抱け」 
 
⽥⼝ ありがとうございました。 
 
 
⻄⽔佳代さん「ショパンとの出会いと⾳楽を通じた交流」 
 
⽥⼝ 続きまして、⻄⽔佳代さんにお伺いします。⻄⽔さんは、1987年にポーランドにい
らっしゃいまして、ピアニストとして活動し、2004年からは8年にわたり「フリデリク･シ
ョパン全曲演奏」コンサートシリーズを⾏い、233曲を演奏されています。まずお伺いしま
すが、ポーランドを拠点に活動を始められたきっかけはなんですか。 
 
⻄⽔ やはりショパンですね。 
初めて⾃分でショパンを弾いたのは⼩学校 2 年⽣の時の⼦
⽝のワルツでした。その後中学 3 年⽣になって⿊鍵と⾰命の
エチュードを弾いてからは、ショパンの作品を次々練習し、
どんどんショパンが好きになりました。⼤学の卒業試験の曲
の⼀つにショパンの⾈歌を選び、当時ショパン研究家の第⼀
⼈者でいらっしゃった佐藤允彦先⽣に聴いていただいたとこ
ろ、ポーランドに⾏ってもっと勉強しろと勧めていただき、
ワルシャワショパンアカデミーに留学することを決めました。
まだ当時は社会主義で、不安いっぱいでワルシャワに渡り 2〜3 年で⽇本に帰るつもりだっ
たのですが、なぜかぴったり来てしまってすぐに⽇本に帰る気を失くしました。留学後 4
年⽬にポーランド⼈と結婚して、すぐに次々と⼦供を授かり、ポーランドに腰を据えたわ
けですが、⼦育てに追われている間もずっと細々とショパンの勉強は続けていました。そ
して 40歳になる前に、昔からの夢だった「ショパン全曲演奏」の計画を⽴てて、たくさん
の⽅のご協⼒のおかげで 2004年から 8年かけて実現することができました。これが私のピ
アニストとしてのデビューだと思っています。 

 
⽥⼝ ⾔うまでもなく、⽇本でもショパンの⾳楽は⼤変愛されていますが、ポーランドで
ショパンに改めて触れて、新しく学んだこととかお気づきになったことなどありましたら
教えてください。 
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⻄⽔ ⽇本ではショパンは憧れの⼈、でも異国の⼈でした。それがポーランドに来て、ポ
ーランドでポーランド⼈に囲まれてポーランド語を話して、ポーランドの空気を吸ってお
⽔を飲んで季節の⾹りを楽しみ四季の旬のものを⾷べて時にはウォッカを飲んで⽣活する
うちに体質も変わったようです。そして⾃分の⼦供たちが幼稚園から⼩学校中学校⾼校⼤
学とポーランドの学校に通ったので、ポーランド⼈がどんな教育を受けてどんなしきたり
に従って成⻑していくのかを⽬の当たりにすることができました。そんなポーランド⽣活
も 32 年以上になり、まわりにはポーランド⼈扱いされるようになり、私⾃⾝も今や⽇系ポ
ーランド⼈と⾃称しています。ショパンが同郷の⼈と感じられるようになったことはすご
く⼤きいと思います。 

私は英語があまり得意でなかったことも⼿伝って、ポーランドに来てとにかくポーラン
ド語を必死に勉強しました。来た当時は社会主義でいろいろ不⾃由はあったのですが、ポ
ーランド⼈の⼈柄とか雰囲気にすごくホッとして、1 ⽇も早くみんなとしゃべれるようにな
りたかったのです。1 年くらいは常に辞書を持ち歩いてわからない⾔葉はすぐにメモをして、
結構はやくポーランド⼈の中に⼊って無理やり話していました。ポーランド⼈はジョーク
好きで、みんなが集まるといろんなオチ付きの⼩咄の披露が始まるんです。でも最初のこ
ろは話している単語の意味は分かっても、それのどこがおもしろいかわからず、みんなが
爆笑しているときに淋しい思いをしていました。ジョークで笑えるっていうのは、⽣活に
染みついている共通概念だとか、暗黙の了解みたいなものが必要なんですよね。そういう
ものは住んでいるうちに⾝についてくるというか。 

ショパンもとてもジョーク好きな⼈だったのですが、ショパンの書いた⼿紙をポーラン
ド語で読めるというのは、ショパンの⼈柄に直接触れることができる貴重な体験ですね。 

ショパンを知る⼿掛かりになる資料の中で私が⼤切にしているのは、やはり楽譜と⼿紙
です。ショパンは楽譜を出版するにあたってはとても慎重でした。納得いくまで何度も何
度も書き直して、出来上がったものに対しては⾃分の⼦供のように⼤切にしていました。
ショパンの楽譜を読んでいると、とても⼈間業だとは思えないことがよくあるんですよね。
ショパンの理想の結晶というか。でも⼿紙にはショパンの⽣の⼈間そのものが殴り書きさ
れているという感じで。その⼆つを合わせることによってショパン像が⽴体化されますね。 
そしてショパンの⾳楽にとって何よりも⼤切なものは、ポーランドの歴史背景だと思っ
ています。三国分割と⼀⾔で⾔っても、これがどういう意味を持っているのかはポーラン
ドに⻑年住んでやっとわかってきた感じです。ポーランドの国歌はポーランドの⺠族舞踊
の⼀つであるマズールのリズムで、三国分割時代に歌われていたものなのです。ポーラン
ドという国が地図上消えてしまった時代にできた歌で、「ポーランドはまだ滅びていない。
我々が⽣きているうちは」という出だしなんですが、ポーランド⼈はこの国歌に対してと
ても敬意を払っています。先⽇ 11 ⽉ 11 ⽇の独⽴記念⽇の時も、全国各地で国歌が歌われ
ました。 

ショパンが⽣まれた時にはもうすでに三国分割されていてポーランドという国家はなか
ったのに、ショパンは正真正銘のポーランド⼈だと⾃称し、強い愛国⼼を持っていました。
そして 123 年という⻑い期間、ポーランドという国家はなくて、ほぼ半分はドイツ語圏、
もう半分はロシア語圏に⽀配されていたわけですが、101 年前に⾒事独⽴を果たして、今は
当たり前のようにポーランドという国が存在して、ポーランド語を話してポーランドの伝
統を引き継いで⽣活しています。123 年、4世代に渡って、しっかりとした意識を持ってポ
ーランド⼈としてのアイデンティティーを⼦へ孫へひ孫へと伝えていかなければ、不可能
なことだったわけです。ポーランド⼈としてのアイデンティティーって何だろう、ってず
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っと考えているのですが、なかなかこれって⼀⾔では⾔えないんですよね。これぞ⽇本⼈
って⼀⾔で⾔い表せないように。でも、住んでみて「ポーランドやなぁ」って思える瞬間
を経験したおかげで「ショパンはやっぱり正真正銘のポーランド⼈だ」って納得できるん
です。 
 
⽥⼝ ⻑い期間にわたって⾏われてきた全曲演奏会シリーズは、⽇ポ交流の⼀つのシンボ
ル的活動だと思いますが、いろいろご苦労もあったと思います。思い出や苦労話などあれ
ばご紹介いただけるでしょうか？ 
 
⻄⽔ ありがとうございます。そんなに⼤々的なものでなく、ワルシャワ郊外の⼩さな町
で細々と続けていました。 

学⽣の時から漠然とショパンの作品を全部弾いてみたいと思っていたのですが、いざ実
現するために計画を⽴て始めると、プログラムを作ることにまず苦労しました。ショパン
は⾃分の意志で 155 曲の作品を出版したのですが、お⽗さんが書き留めて出版された 8 歳
の時のポロネーズをはじめ、⻘少年のころに作曲された曲や、ショパンが出版するつもり
のなかった曲がたくさんありました。ショパンは⾃分が出版を決⼼しなかった曲の楽譜は、
すべて燃やしてくれと遺⾔したのですが、それに反して遺作という形で出版されました。
研究が進むにつれて新しい曲が⾒つかったり、本当にショパンが作曲したものかどうか真
偽が問われたりして、実際何曲作曲されたのかは確定できないのですが、私は 233 曲演奏
することにしたのです。それを 16 回の演奏会に分けてプログラムを作ったわけですが、パ
ズルを組み合わせるみたいでしたね。⼤まかに前期と後期の曲に分け、有名な曲、あまり
知られていない曲、⾃分の弾いたことのある曲と全く初めて譜読みする曲、とチェックし
ていき、1つの演奏会が 70分前後に納まるように組み合わせていきました。 
70分前後というのはいずれ CD録⾳をしたいという意識があったからです。CDの 1枚に
納まるのが⼤体 70分なので。 
そして、年に 2回、8年にわたって 16 回の演奏会分のプログラムがなんとか出来上がり、
それを持ってプルシュクフの「マゾフシェ古代冶⾦博物館（Muzeum Starożytnego 
Hutnictwa Mazowieckiego）」の館⻑のところに相談に⾏きました。これは考古学博物館な
のですが、当時の館⻑(Stefan Woyda)はとても⾳楽が好きなお⽅で、博物館の中のホールで
定期的にたくさんのコンサートを企画されていて、私も何度かご招待いただき演奏してい
たのです。相談に⾏った時、館⻑はちょうど何かの発掘調査中だったので、その現場のコ
ンテナハウスに伺いました。⻑期にわたる計画なので、恐る恐る話し始めたのですが、⼀
通り話し終えると「それは⾯⽩い。こんなプロジェクトは聞いたことがない。やりましょ
う！」と即座にお返事を下さってびっくりしていると、続けて「年に 2 回ならショパンの
誕⽣⽇と命⽇にやりましょう」とご提案くださり、翌年 2004年のショパンの誕⽣⽇ 3 ⽉ 1
⽇からコンサートが始まりました。2005 年からはこれまた館⻑のご提案で、ショパンが息
を引き取った 10 ⽉ 17 ⽇の夜中の 2 時にも追悼演奏会を始めました。夜中に果たしてお客
さんが集まるのかなという不安はありましたが、毎回 15 ⼈から 40 ⼈くらいお越しくださ
いました。真夜中にろうそくの明かりと⾟うじて鍵盤が⾒えるスタンドランプの光だけで
の演奏会はとても幻想的でした。 
 
⽥⼝ 最近は、ショパンのアルバム集を制作したり、地域の⽂化活動を企画されたりして
いますね。少しご紹介いただけますか。 
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⻄⽔ 全曲演奏会シリーズが終わった時にはいろんな⽅から「すごい達成感でしょう」と
⾔われましたが、その時は挫折感しかありませんでした。⼀応⼀通りショパンの作品を弾
き切ったというだけで、ショパンの偉⼤さの前に⼩さい⾃分がぽつんとさらけ出された感
じでした。 
もう 1 度じっくりやり直したくて、全曲演奏会を終えた次の年から CD の録⾳を始めま
した。 
〝Chopinʼs music & stories by Kayo”というタイトルで、全 17巻の予定です。 
今まで既に 7 巻録⾳したのですが、第 1 巻から第 6 巻はショパンの⾳楽の根底に流れて
いるものをテーマにし、解説をしてそれに相応しい曲を収録しています。第 0 巻というの
があるのですが、これはもっとも有名な曲を収録した導⼊編です。第 7 巻からは作曲時代
別に、その頃のショパンの⽣活や歴史背景を解説していくつもりです。これまで出版され
ているショパン全集は、ノクターン集、バラード集、マズルカ集というようにジャンル別
に録⾳されているのですが、少し違う形にしたくて。ショパンはマズルカ、ポロネーズ、
ノクターン、バラード、スケルツォ、ワルツというタイトルをつけた曲を各時代に作曲し
ているのですが、それは私たちが写真を整理する時に、旅⾏アルバム、⾷べ物アルバム、
家族アルバムなどと分類するのと似ているように思います。ショパンも各時代にそれぞれ
のテーマにちなんだ思いを各ジャンル別に残しているので、その移り変わりをわかりやす
くまとめられるといいなと思っています。 
他の私の活動といえば、スライドショーとお話付きのコンサートをしていることです。
始まりは2010年のショパン⽣誕200周年のショパンイヤーの時に、全曲演奏会シリーズをし
ていたプルシュクフ市の市⻑から、⼩学⽣のためのショパンコンサートを依頼されたこと
です。あまりクラシック⾳楽に馴染みのない⼩学⽣にどうすれば興味を持って聴いてもら
えるかな、と考えて、お話付きのコンサートをしたところ、先⽣も驚かれるほど⼦供たち
がおとなしく聴いてくれて。是⾮またやってほしいと翌年からは直接学校の先⽣⽅から頼
まれて、毎年5⽉ごろにショパンに限らずいろんなテーマでクラシックコンサートをするよ
うになりました。2011年からスライドショーを導⼊して、今年で10回⽬になりました。毎
年20公演くらいに分けて1500⼈以上の⼩学⽣が聴きに来てくれています。2016年からは⽇
本でもショパンの⾳楽講座を頼まれるようになり、⼦供⽤、⼀般向け、ピアノ講師⽤とい
ろいろバージョンアップしています。ショパンの⼿紙や歴史的背景を絡めたスライドショ
ーを流して演奏し、⽇本で神話のようになっているショパン像を少し違う⾓度から、ショ
パンの⼈柄にも触れながら眺めていただければと思っています。 
 
⽥⼝ ありがとうございました。 
 
 
吉岡潤さん「磁⼒のある歴史と学術交流の厚み」   
 
⽥⼝ 続きまして、吉岡潤さんにお伺いします。吉岡さんは、ポーランド現代史を研究さ
れていて、今年度は１年の予定でポーランド科学アカデミー歴史研究所で研究をされてい
ます。ポーランドの⻑期滞在は久しぶりだと思いますが、どのような変化が⽬につきまし
たか。 
 
吉岡 私は留学で1996年秋から1999年春までの2年半と、2006年春から2007年春までの1年
間、ポーランドに⻑期滞在しました。それ以外でもほぼ毎年、短期でポーランドに来てい
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ますが、ポーランド、特にワルシャワは毎回⽬まぐるしく変化
しています。今回の滞在で特に感じたのは、地⽅にまでインフ
ラの整備が及んだことです。道路が改善され主要都市間の所要
時間が縮まっているのが印象的です。ワルシャワ・グダンスク
間の鉄道の所要時間も短くなったし、ワルシャワ・ヴロツワフ
間の⾃動⾞移動に⾄っては以前の半分程度の時間で移動でき
るようになったのではないでしょうか。ポーランドの⼈々とい
う点では、ワルシャワでは以前より明らかに外国⼈が増え、歩
いていても珍しがられなくなりました。⽇本に限らず、アジア

諸国の映画が盛んに紹介されたり、⽂化フェアが催されたりしています。ポーランドでは、
⽇本⼈であるという理由だけで重宝がられる時代はもう終わったように感じています。そ
して歴史研究者として今回強く感じるのは、ポーランドの国旗を⽬にする機会がとても増
えたことです。国家⾏事や式典も派⼿になっていると思います。愛国⼼を強調する傾向な
のでしょうか、以前に⽐べて歴史や過去、記憶への⾔及がより頻繁になされているという
印象です。 
 
⽥⼝ ポーランド関係者は⽂化・芸術関係が⾮常に多いですが、⼈⽂社会科学関係では歴
史関係が際⽴って多いですね。歴史学・歴史研究者が⽇ポ交流に果たしてきた役割はどの
ようにお考えになりますか？ 
 
吉岡  私がお話しできるのは、⽇ポ交流の100年間の後半にあたる、1960年代以降の時期の
こととなります。1960年代に、⽇本では本格的なポーランド史研究が始まったと⾔えるか
らです。それ以降、各時代を専⾨とするポーランド史研究者が途切れることなく出続け、
さまざまな時代のさまざまなテーマで論⽂や本を書き、今やポーランド史のほぼすべての
時代をカバーできるほどの層の厚さを誇っています。つまり、ポーランドの歴史を、どの
時代についてであっても⽇本語で読めるようになっているのです。これは歴史学・歴史研
究者が残してきた⼤きな成果です。⽇ポ交流という点でも、ポーランドに関⼼を持った⽇
本の⼈々がポーランドの歴史を⽇本語で読めるということには⾮常に⼤きな意味があると
思います。⼀般の⼈々のポーランド情報へのアクセスを容易にしているという点で、歴史
学・歴史研究者は⽇ポ交流に⼤きく貢献していると⾔えるでしょう。⽇本語⽂献の量では、
中東欧地域の中ではポーランド関連のものが群を抜いているのではないでしょうか。 
 
⽥⼝ なぜ次から次へとポーランド史に関⼼が集まったのでしょうか？ ポーランド史の
魅⼒とはどのようなものでしょうか？ また、ポーランド史から私たちは何を学ぶことが
できるのでしょうか？ 
 
吉岡  ポーランド史のどこに魅かれて研究を始め、また深めていったのかは⼈それぞれな
ので、理由を⼀つや⼆つにまとめるのは乱暴な話になりますが、先達や同輩たちがなぜポ
ーランドを選んだのか、⼤きく⼆つの理由を挙げてみたいと思います。第⼀の理由は、ポ
ーランド歩んできた歴史そのものが波乱万丈というのかドラマチックというのか、実に起
伏に富んだものだからというものです。⼤国に翻弄され、その⽀配下の悲劇的運命に苦し
み、それにもかかわらず不屈の精神で⾃由と独⽴を求めて⽴ち上がり、⽀配者に⽴ち向か
っていくポーランドの姿が、共感というのが正確な表現かどうかはわからないですが、強
い磁⼒をもって歴史研究者の関⼼を惹きつけたのは間違いないと思います。例えば、ポー
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ランド分割、第⼆次世界⼤戦期の占領や社会主義時代のソ連による⽀配とそれらへの抵抗
運動などです。その中で、1980年の「連帯」運動や、1989年の⾮共産政権樹⽴による体制
転換といった、ポーランドが世界を揺るがす歴史的事件の震源地となったことも⼤きなイ
ンパクトを持ったはずです。 
第⼆の理由は、⽇本における⻄洋史研究において、ポーランドはいわばメジャーではな
い、マイナーな選択だったからというものです。つまり、ちょっとひねくれた⼈を惹きつ
けたという側⾯です。かつて、⽇本の⻄洋史研究ではイギリス史、フランス史、ドイツ史
が主流中の主流であり、ポーランド史など認知されていないに等しいか、少なくとも傍流
中の傍流でした。また、冷戦下の国際関係という点でも、ポーランドは社会主義国からな
るいわゆる東側陣営の中でメジャーなソ連ではない、マイナーな存在でした。ヨーロッパ
でもマイナー、社会主義のソ連・東欧圏でもマイナーという、⼆重三重にマイナーな位置
にあったということです。英独仏「ではない」⻄洋史、ロシア「ではない」東欧史、ソ連
「ではない」社会主義（レーニンに批判されたローザ・ルクセンブルクや、ソ連型社会主
義とは異なる「⼈⺠⺠主主義」に注⽬が集まったこともありました）という、あらゆる⾯
で「ではない」ポーランドに、先達たちは魅かれたのでしょう。慧眼とはこのことです。 

ところで、理由はどうあれ⼀度ポーランド史の世界に⾜を踏み⼊れると、その先に、ポ
ーランド史の⼀筋縄ではいかない⾯⽩さがさらに広がっていることに気づかされます。ポ
ーランドのことをやってみた、ポーランドのことを知ったというだけでは終わらず、もっ
と奥があるのです。例えば、ポーランド史を通じて、既存の英独仏を中⼼とする⻄洋史の
枠組みを揺るがすような認識に到達できることがあります。英独仏史が独占していたヨー
ロッパ像が問い直され、修正されるという作業にポーランド史研究者が⼤いに関わってい
ます。ヨーロッパを、さらには普遍とされているものを問い直す起爆⼒や爆発⼒がポーラ
ンド史のポテンシャルです。ただマイナーな⼩国の歴史というのでは済まされない奥深さ
がここにあります。 
また、「悲劇の主⼈公ポーランド」というのでは済まされない奥深さも指摘することができ
ます。ポーランドは歴史的には決して⼩国ではなく、中東欧地域における⼤国です。ポー
ランドはポーランド⼈だけでなくリトアニア⼈やベラルーシ⼈、ウクライナ⼈やユダヤ⼈
などとともに歴史をつくってきたのであり、⼀⾔で「ポーランド」「ポーランド⼈」と⾔い
表せないような多⾯的で複雑な奥⾏きを持っています。その奥⾏きの部分を理解しなけれ
ばポーランドが理解できないことに気づいてしまうと、さらにまたポーランド史のことが
⾯⽩くなってくるのです。こうした点に、ポーランド史の⼤きな魅⼒が潜んでいると思い
ます。 
 
⽥⼝ 歴史研究が⽇ポ交流の⼤きな柱になっていることがよくわかりました。ところで、
吉岡さんは２回、⻑期でポーランドにいらしていますね。奨学⾦などおとりになったので
すか？ 
 
吉岡  1996年からの留学では、ポーランド政府奨学⾦を受給していました。名称に変更は
あったかもしれませんが、社会主義時代から続いてきた制度だと思います。⼤学卒業以上
が応募資格で、合格すれば2年間の滞在資格と奨学⾦、ポーランドの⾼等教育機関への在籍
が認められるという制度で、年間で8⼈が派遣されるものでした。2年間も奨学⾦を出して
くれる太っ腹な国は当時ポーランド以外にほとんどなかったと思います。私は学⽣寮では
なく⺠間のアパートを借りて暮らしていて、正直なところ奨学⾦の額は家賃にも満たない
ものでしたが、額の多寡は問題ではありません。1990年代といえば、体制転換の余波で財
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政的に決して楽ではなかったはずの時期です。それでも制度を途切れさせることなく、私
たちにポーランド研究者としての道を拓いてくれたことに対して感謝の念しかありません。
決して派⼿な交流ではないかもしれませんが、重要な交流事業だと思いますから、ぜひ今
後も続いてほしいです。国交100年ということで⾔えば、こうした学術交流も両国の友好関
係があってのものなので、⽇本とポーランドがこれからも友好関係を保っていくことを願
っています。 
 
⽥⼝ ありがとうございました。 
３⼈のパネラーからお話をお伺いしましたが、それぞれの分野での変化や現状が⾒えてき
て、⼤変興味深かったと思います。いったん、マイクを東京にお渡しします。⽩⽯さん。 
 

 

 
 
 

⾃由討論 
 
⽩ ⽯  ⽥ ⼝先⽣ 、ありがとうございました。Dzień dobry 
Warszawo!（ワルシャワの皆さん、おはようございます！）元リ
トアニア⼤使がなぜ⽇本・ポーランドのフォーラム・ポーランド
に？と思われるかも知れません。私はポーランドで合計12年間3
回、東京の外務省で5年半ポーランド担当官をいたしました。朝
の部で⼭中⼤使が100年のうち4.5％とおっしゃいましたが、私は
12.5％、ポーランド外交を直接担当しました。そしてワルシャワ
の3⼈のパネリストの⽅々のことは全員、よく存じ上げておりま
す。その関係で関⼝先⽣から、MCをとのお話がありました。東京の会場の皆様とインタラ
クティブに進めていきたいと思いますので、是⾮質問をお願いしたいと思います。その前
に、MCの特権を利⽤させていただき、いくつか質問してみたいと思います。 
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⽩⽯ 岡崎先⽣に初めてお⽬にかかったのは1975年で、ガンディー通り(ul.Gandhiego)の岡
崎先⽣のお宅にうかがって、カレーライスをご馳⾛になった気がします。先ほどの菅⽣先
⽣のお話では、当時⽇本語を勉強する学⽣さんは80⼈しかいなかったのですね。それが1993
年、1999年と⾶躍的に増えていった背景はどういうところにあったとお思いですか？ 
 
岡崎 アジア関係の研究を増やしたほうがよいのではないか、という⼤学側の事情もあり
ます。⽇本学科に⼊学を希望する学⽣の数が⾮常に多く、競争率は厳しいものでした。そ
こで、学⽣を増やして将来に向けて⽇本との関係を広げていこう、という⽅針が打ち出さ
れたのだと思います。そして今や、全学年合計で250⼈ほどになります。 
 
⽩⽯ 私の友⼈の御⼦息は、お⺟さんが⽇本⼈にもかかわらずワルシャワ⼤学⽇本学科に
合格しなかったと聞いておりますので、⾮常に狭き⾨なのだと思います。 
 
岡崎 そうですね。今でもワルシャワ⼤学の去年の各学部の中でも、⽇本学科の競争率は
27倍と断トツでした。 
 
⽩⽯ すごいですね。⻄⽔さん、お久しぶりです。CD持っていますよ！まだ６枚ですが、
7枚⽬も買います。⻄⽔さんと最初に会ったのは2007年のワルシャワ郊外のプルシュクフ
（⾞で30〜40分）という町で、ショパンの誕⽣⽇と命⽇に毎年2回コンサートをしているの
ですが、私の前任者がこのコンサートに8年間分の在ポーランド⽇本⼤使館の後援名義を付
与したのです。そこで⼤使館の代表は⾏かなければ、ということで2007年秋の命⽇から離
任する2011年秋の命⽇まで、9回コンサートに⾏かせていただきました。⻄⽔さんが4⼈の
お⼦さんの⼦育てで演奏から遠ざかっていたにもかかわらず、プルシュクフで演奏を開始
されるにあたり、市⺠の皆さんが「おらが町のカヨ」という応援ぶりで、それが⾮常に印
象的でした。先ほど⻄⽔さんも、ご⾃⾝をプルシュクフ市⺠のように思っていらっしゃる
とのことでした。この⽇本とポーランドの100年の中でも、そうしたショパンを繋いだ、⽇
本⼈がポーランド⼈と垣根を越えた交流というものがあったと思います。⻄⽔さんを第⼀
線のピアニストに押し上げたプルシュクフ市⺠の応援を、どのように感じられましたか？ 
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⻄⽔ 全曲演奏という夢を実現するには、現実はかなり厳しいものでした。⼦育てをしな
がら半年に1回練習してプログラムを仕上げる、というのは⼤変なことでした。本番で満⾜
がいく演奏ができず、毎回演奏会の後に泣いていました。「こんな演奏しているのに、どう
して来てくださるんだろう」と申し訳ない気持ちでしたが、なぜか毎回演奏会のチケット
は発売して数⽇で売り切れになりました。市⺠の皆さんが応援してくださり、励ましてく
ださり、⽩⽯さんや他の⼤使館の⽅も来てくださり、皆さんのおかげで続けることができ
ました。⾳楽⼤学やコンクールの世界と違う価値観があること、本来の⾳楽のあり⽅を教
えられたようでした。2010年のショパンイヤー以降は、毎年⼩学⽣のためにクラシックの
演奏会をしています。そういう訳で、プルシュクフ市の⼩学校のほとんどの⼦どもたちは、
毎年⽇本⼈のピアニストが、ヘンなポーランド語でしゃべるのを聞きながら、クラシック
⾳楽に触れてくれています。⼊学から卒業まで、毎年来てくれる⼦どもたちもいます。本
当に有難いことだと思います。 
 
⽩⽯ ⽇本でのスライドショーを交えたリサイタルにも私は参加したことがありますが、
本当に素晴らしい構成だったと思います。また今後もポーランドの⼦どもたちと楽しくシ
ョパンを学んでいってください。 
 
⻄⽔ ありがとうございます！ 
 
⽩⽯ （報告書をかざして）吉岡先⽣、これが⾒えますか？  
 
吉岡 ああ！懐かしい。 
 
⽩⽯ これは2008年にポーランド関係の研究者が集まった共同研究旅⾏「国際移動セミナ
ー〜ヨーロッパ東部境界地域の共有遺産」の第1回です。私は外交官にもかかわらず、参加
させていただきました。吉岡先⽣のお話にあったように、ポーランドはリトアニア⼈もベ
ラルーシ⼈もウクライナ⼈もいる国でした。今は異なる国となった国々の境界地帯を皆で
訪問して研究しよう、という研究旅⾏で、その時に吉岡先⽣と初めてお⽬にかかりました。
私は元リトアニア⼤使ですが、ごく最近リトアニア⼈がリトアニア史を書くようになりま
したので、リトアニアから⾒たポーランド史というものも分かってきました。先ほどマイ
ナーどころとしての磁⼒というお話がありましたが、今後は辺境地域から⾒たポーランド
史という新しい分野というのも研究対象になるかと思っています。 
さて質問ですが、1960年代からポーランド史の研究者が増えたとおっしゃいました。ど

の時代も切れ⽬なく研究者が出るようになったとのことでしたが、その背景は何でしょう
か？  
 
吉岡 留学制度はおそらく1960年代から始まったと思います。最初に⽇本からポーランド
に渡られた鈴⽊先⽣にご説明いただくのがよいかと思います。 
 
鈴⽊ 私が最初にポーランドに来たのは1961年5⽉です。当時、⽇本の⼤使館はブリスト
ル・ホテルから引越の最中でした。早速教育省に⾏きますと、私は⼤学を卒業していまし
たので⼤学院（post graduate）のつもりでしたが、「⽇本の教育制度については知らない」
と⾔われ、奨学⾦の額が⼤学院⽣であれば2,400zł（ズウォーティ）のところ、学⽣は1,000zł
と半分以下でした。私にとっては切実な問題でしたので説明して、ようやく⼤学院⽣の奨
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学⾦をもらうことができました。それ以来4年半、1965年までワルシャワに滞在して、奨学
⾦をいただくことができ助かりました。 
 
⽥⼝ 1960年代から奨学⾦制度が始まったということですね。 
 
吉岡  奨学⾦制度が始まると、留学⽣が帰国しても現地情報が伝達されるなどしてまた次
の留学⽣がポーランドへ、といったサイクルができていきます。そして、留学経験のある
先⽣⽅を中⼼に研究会が組織され（例えば関⻄ではポーランド史研究会が⽴ち上がりまし
た）、その研究会を通じて、留学を含むポーランドに関する情報や知が世代を超えて伝えら
れ、共有されていきました。こうした背景で、ポーランド史研究者が切れ⽬なく出るよう
になったのだと思います。 
 
⽩⽯ それでは、東京の会場からご意⾒やご質問があれば、是⾮お願いします。 
 
坂本 東京の坂本と申します。吉岡先⽣に質問です。⽇本語の⽂献でポーランドの通史を
研究者が積み上げているとうかがいました。私の知り合いには（私は違いますが）、ポーラ
ンドの歴史は悲哀に満ちていて、ハードルが⾼すぎて積極的に興味が持てない、とネガテ
ィブな印象を語る⼈がいます。研究者ではなく教育者の⽴場で、そのハードルを下げて興
味を持ってもらうような⽅法として何が考えられますか？ 
 
吉岡  歴史書以外にも⼊り⼝がたくさんあることも、ポーランドの⼀つの特徴だと思いま
す。例えば映画や⾳楽です。そうしたものもあわせながら、研究の檻に閉じこもらないア
ウトリーチ活動をしていくのがよいかと考えています。フォーラムポーランドもその⼀つ
として機能していると思います。もっとも、どのように参加を呼びかけるかという問題が
ありますが。 
 
⻄⽔ ポーランド⼈が⽇本の⽂化に興味を持ち始めるきっかけが、アニメやゲイシャであ
ることも多いです。ポーランドの⽂化も、ショパンの⾳楽にしても映画にしても、歴史背
景と密接な関係があります。ポーランドの⽂化は、歴史との繋がりを背景に⽂化芸術にし
ているという⾯が⼤きいのです。ポーランドのポスターも有名です。ですから、歴史だけ
を取り上げるのではなく、そうした形から⼊っていくと、教育⾯でもやりやすいのではな
いでしょうか。 
 
⽩⽊ ⼤正⼤学の⽩⽊です。岡崎先⽣、⻄⽔さん、吉岡さん、⽥⼝先⽣ご無沙汰していま
す。私は皆さんをよく存じ上げております。岡崎先⽣には留学時代に、1年間アボナメント
（予約券）を譲っていただき、しばしば通わせていただき感謝しております。⻄⽔さんは、
5年前に3か⽉ポーランドに滞在した際、お宅の離れに滞在させていただいて以来のお付き
合いですが、ありがとうございました。吉岡さんはポーランド史研究でいつもお会いして
おります。質問ですが、岡崎先⽣と⻄⽔さんはそれぞれ50年、30年の滞在の中で、⽇本語
教育と⾳楽教育において⼀番嬉しかったことは何でしょうか？吉岡さんは、滞在する中で
「歴史の記憶」を意識することが多いとのことでしたが、具体的なイベントなど、どのよ
うな所に表れているか教えていただけますでしょうか。 
 
岡崎 ⾃分の⼈⽣を振り返ってみて、なぜ50年間ここにいたか、仕事として⼤学で⽇本語
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を教えてきたことを考えみた時、最初にポーランドに来て、ポーランドの⼈々や⾃然と触
れた時に、⾮常に⾃分の感性に合ったということがありました。ワルシャワ⼤学を初めて
訪れた時に、20代の若い⼈たちが⼀⽣懸命⽇本語を勉強しているのを⾃分の⽬で⾒たとき
の感動が、この50年までを引っ張ってきたのではないかと思います。最初のポーランド⼈
との出会いが、私にとって⼈⽣の中で⼀番⼤切だったのだと思います。 
 
⻄⽔ ポーランドという国は、ポーランド⼈の温かさに触れると何だか離れられなくなる、
という感じがあります。私が留学した当時は社会主義で物資が不⾜していたのに、貧しい
感じがしませんでした。⽇本⼈が弾くショパンを受け⼊れてくれて、⽇本に興味を持って
くれました。質問されるので、⽇本のことを勉強しなければという状態でした。また逆に、
ショパンの⾳楽を説明するにあたってポーランドの歴史も勉強しなければなりませんでし
た。ショパンの⾳楽と歴史を絡めて拙いポーランド語でお話しながら演奏したコンサート
の後に、⽇本⼈の私に「ポーランドの歴史を思い出させてくれてありがとう」と⾔われた
時は、ポーランドの⼈々は何て⼼が広いのだろうと思いました。ポーランド⼈は寛容精神
を⼤切にするのですが、⼦どもから⼤⼈まで、私をポーランド⼈扱いして受け⼊れてくれ
るようになったことがとても嬉しいです。 
 
吉岡 冒頭でも⾔いましたが、国旗を⾒る機会が本当に多いです。また、以前に⽐べて週
刊誌やオピニオン雑誌の種類も増えて、そうした雑誌が歴史特集別冊を出すこともよく⽬
にします。それから今年（2019 年）は 1939 年の第⼆次世界⼤戦勃発から 80周年で、1989
年の円卓会議や「連帯」派が勝利した選挙から 30周年ということもあり、過去への⾔及は
⽇常的に観察することができます。 
 
菅⽣ 菅⽣です。岡崎先⽣、この度の発表にあたり、度々質問をさせて頂き、教えていた
だきありがとうございました。おかげさまで無事発表が終わりました。今のような、情報
があふれていて選択に困るような時代の学⽣にとって、⽇本に留学することの意義とその
効果をどのようにお考えですか？ 
 
岡崎 ⽇本語学習の周辺の機器が増えて、⽇本⼈ともSkypeやLINEを使ったり、今こうし
た会議ができたりする状況にあります。しかし、やはりその⼟地に⾏ってその⼟地の空気
を吸い、⽔を飲んで、ポーランド⼈であれば⽇本⼈の中で⽣の⽇本語で話をする、という
⼈間的な直接の関わりというものが、最も⼤事なことだと思います。これは⽂明の利器の
発展などとはまた別です。例えば、私たちは今、こうして話はできていても顔が⾒えませ
ん。ちょっとした⽬の動き、顔の向き、⾔葉遣いの機微などは、どのような機械ができて
もカバーできるものではありません。最も⼤切なのは、⽣のつきあいではないでしょうか。
その意味で、留学というものはいつまでも続いてほしいと思いますし、増えていってほし
いと思います。 
 
⽩⽯ ありがとうございました。ワルシャワの会場には、経済や演劇の専⾨家もいらっし
ゃいます。 
 
越（こし） 越純⼀郎と申します。私はメガバンク勤務で会社員時代の半分をニューヨー
クで過ごしましたが、今年に⼊ってご縁があり、ポーランド⼤使館のご依頼でポーランド
企業のお⼿伝いをしています。明⽇からまたクラクフへ⾏き、リハビリのロボット、ワル
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シャワのIT会社の⽇本への進出を、私の会社の経営とは別に⼿伝ったりしております。そ
うした中、とても気になることがあります。シベリア孤児やワレサ⽒の「ポーランドを第
⼆の⽇本に」など、私⾃⾝最近まで知らなかったことを恥じています。こうした⽇本⼈の
側のポーランドに対する知識の⽋如が、ポーランドの⽅々の⽇本への関⼼を薄れさせてい
るのではないか、と懸念します。進出先としてポーランド企業が検討するのは、まずEU圏
内、アメリカ、中国で、⽇本はその次です。⽇本側でもう少し努⼒をしなければ、せっか
くの⽇ポのご縁が薄れるのでは、と⼼配しております。⽇本に進出したポーランド企業は
多く数えても4社、ポーランド航空などを除くと実質1社のみです。数を増やしていきたい
と思っていますが、最初の100年はよかったが、次の100年が実り豊かなものになるにはど
うしたらよいか、お話しいただければと思います。 
 
⽥⼝ 経済、ビジネスに携わっておられる城さんがいらっしゃいます。コメントをお願い
します。 
 
城（たち） 経済の観点からは、やはり⼤き
く動いたのは⺠主化以降であり、まだ30年の
歴史です。その中でも⼤きな転機はポーラン
ドがEUに加盟した2004年で、そこからまだ
15年です。ご指摘のようにポーランドから⽇
本のマーケットを⾒る例は、まだまだ少ない
です。今年春にポーランド投資・貿易庁
（PAIH）が⽇本で事務所を開設しましたが、
これから⽇本がポーランド企業に⽇本のマ
ーケットを紹介することが必要だと思いま
す。そのためには、⼈と⼈との交流が⼤切だと思います。経済においても、システムはEU
や⽇EU経済連携協定（EPA）など整いつつあるものの、親密度を増すにはやはり⼈と⼈と
の交流を盛んに⾏うことにより、マーケットやパートナーが広がるのだろうと思います。
⼀⽅、ポーランド側にも変わってほしいと思うのは、⺠営化です。まだ⼤きな企業は国有
企業であり、そうした企業との会話は決して簡単ではありません。官⺠合わせた経済交流
が、⼆国間の経済交流につながると思いますし、ポーランドのスタートアップ企業に対し
ても⽇本のパートナーとして紹介していくような機会が増えていけばよいと感じます。 
 
⽩⽯ 最後お1⼈、短時間でお願いします。 
 
⼩沼 夏にワルシャワにお邪魔しました時は、ありがとうございました。その時に岡崎先
⽣がおっしゃったことが印象に残っています。ワルシャワの中⼼部のホテルの上の宣伝の
ネオンは、かつて⽇本企業でしたが今や⼀つもありませんよ、ということでした。私⾃⾝
も、韓国企業が積極的に進出しているのを感じます。⽇本とポーランドの関係をさらに進
めるには、どのような策があるとお考えでしょうか？ 
 
岡崎 私には荷の重すぎるご質問ですけれども、⼩沼さんに申し上げたのは、今ワルシャ
ワを⾒渡しても昔の⼤きなネオンは実は⼀つもない、ということでした。直す⽅法はなか
なか難しいですが、やはり⼈的な交流を深めることだと思います。⽇本企業や政府関係の
⽅々には、積極的にポーランドに興味を向けて頂き、協⼒していただきたいと思います。



 

 
 

89 

そうした地味な活動が⼤事だと思います。 
 
⽩⽯ それではマイクをワルシャワにお返しします。 
 
⽥⼝ ワルシャワの皆さん、東京の皆さん、熱いご議論ありがとうございました。残念な
がら、時間となってしまいました。 
今回は、初めての国際中継の試みでしたが、ワルシャワ側では在ポーランド⽇本⼤使館、
および広報⽂化センター、東京側では駐⽇ポーランド共和国⼤使館、およびポーランド広
報⽂化センター、とりわけセンターの杉浦綾さんには技術的な⾯で⼤変お世話になりまし
た。⼼からお礼申し上げます。東京の皆さん、ありがとうございました（拍⼿）。 
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2019年度会議写真  
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講演者、出演者 
 
 
⼭中 誠  
 1974年に慶応義塾⼤学経済学部卒業、1977 年にアマースト⼤
学（⽶国マサチューセッツ州）卒業。1974 年に外務省⼊省後、
アジア局、欧亜局、条約局、国際情報局等にて勤務。また在外公
館は在⽶国⽇本国⼤使館、在タイ⽇本国⼤使館、在英国⽇本国⼤
使館、在ウィーン国際機関⽇本政府代表部にて勤務。1999 年か
ら 2002 年まで経済協⼒開発機構（OECD）東京センター所⻑を
務める。2004年 3 ⽉から 2007 年 8⽉まで在サンフランシスコ総
領事、2007 年 10 ⽉から 2010 年 9 ⽉まで駐シンガポール⽇本国
⼤使を歴任。2010 年 9 ⽉より約 1 年間、東京にて科学技術協⼒
担当⼤使を務める。2011 年 9 ⽉より 2016年 2 ⽉まで駐ポーランド共和国⽇本国⼤使（そ
の後 2016年 3 ⽉退官）。 
現職：⽇本ポーランド⽂化交流協会理事⻑。スペシャルオリンピックス⽇本理事。 
 
井上 望 
 6歳から⼤阪でバレエを始める。2002〜2004年、
ロシア国⽴ペルミバレエアカデミー修了。2004年、
エストニア国⽴バレエ団に⼊団。2007 年、ポーラ
ンドのヴロツワフ・オペラにソリストとして⼊団。
モニューシュコ（他）作バレエ《悪魔のいたずら》
（Figle szatana）の Diablica 役でヴロツワフデビ
ュー。2008年、ペンデレツキ作オペラ《失楽園》
のエヴァ役で出演。パートナーに Grzegorz Pantak
（Dyrektor Kieleckiego Teatru Tańca）。2008年、《ドン・キホーテ》でキトリ、ドゥルシネ
ア。振付 Beata Vollack。 
 2009 年、ヴロツワフ・オペラのプリマ・バレリーナに昇格。2010 年、《ロメオとジュリ
エット》ジュリア役。Jerzy Makarowski振付。2011 年、シロンスク・オペラのバレエ・コ
ンサートに客演。2012 年、ウッチ市テアトル・ヴィエルキ（Teatr Wielki）にて「Hiszpańskie 
Fascynacje」に客演。2013 年、「Gala Baletowa」で《スパルタクス》よりアダージオ、《海
賊》よりパドドゥ。2014年、《コッペリア》スワニルダ役。振付 Giorgio Madia。2016、《ア
ンナ・カレーニナ》でアンナ役。振付 Bożena Klimczak。ヴロツワフ・オペラで《くるみ割
り⼈形》のクララ役。《⽩⿃の湖》でオデット、オディール。その他多数のオペラ出演。 
 2015 年 6 ⽉、ポーランド⽂化国家遺産⼤⾂より⽂化功労章。ZASP（ポーランド舞台芸
術家連盟）ヴロツワフ⽀部より⽂化功労章受章を受け表彰される。2016 年 11 ⽉、⽇本に
完全帰国し、後進の育成・指導に専念している。 
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⾦⼦祥三 
 1966 年東京⼤学⼯学部機械⼯学科を卒業後、三菱重⼯業株式会社
に⼊社。⽕⼒発電プラントの設計エンジニアとして⽇本および海外
の約 30 の発電⽤ボイラを設計。同時に公害防⽌機器（脱硫装置、脱
硝装置、集塵装置）、燃料電池、太陽電池、流動床燃焼および⽯炭ガ
ス化複合発電(IGCC)などの技術開発に従事。東京⼤学⼯学博⼠。三
菱重⼯業取締役・原動機副事業本部⻑などを歴任後、2001 年 6⽉退
社。2001 年 9 ⽉電⼒ 10 社により設⽴された株式会社クリーンパワ
ー研究所に代表取締役・副社⻑として⼊社。2008年 9 ⽉ 1 ⽇付けで
東京⼤学⽣産技術研究所特任教授（「先端エネルギー変換⼯学」担任）
に就任。⾼効率発電の研究開発を⾏う。翌 2009 年 4⽉ 1 ⽇よりエネルギー⼯学連携研究セ
ンター副センター⻑を兼務。2015年 8⽉に特任教授および副センター⻑を退任。 
 2013 年 5⽉ 8⽇ポーランド共和国クラクフ市の AGH科学技術⼤学と⽣産技術研究所と
の間で協⼒協定を締結。⾼効率⽕⼒発電、燃料電池などの共同研究を実施。またポーラン
ドの主要電⼒会社である PGE社や ENEA社、また最⼤のガス会社である PGNiG社に⾼効
率で環境にやさしい発電技術や⾃動⾞技術について技術アドバイスを⾏う。 2017 年 5 ⽉
18⽇、“ポーランド共和国エネルギー功績賞”を授与される。2019 年 4⽉ 15⽇に⽇本機械
学会より、2018年度⽇本機械学会賞（技術功績）授与。2019 年 2 ⽉ 3 ⽇および 2 ⽉ 24⽇
に全国放送されたBS フジの“ポーランドのエネルギー事情”の取材およびインタビューを担
当。2016年 11 ⽉１⽇より現職。 
 
菅⽣早千江 
  神奈川県横浜市出⾝。元ヤギェロン⼤学⽇本学科講師。現在お茶
の⽔⼥⼦⼤学国際教育センター講師。お茶の⽔⼥⼦⼤学⼤学院博⼠後
期課程単位取得退学。博⼠（⼈⽂科学）。 
 1995 年より⽇本語教育に携わる。2004 年より 2007 年まで独⽴⾏
政法⼈国際交流基⾦よりヤギェロン⼤学⽇本学科に⽇本語教育専⾨
家として派遣される。帰国後は、東京⼤学⼤学院⼯学系研究科⽇本語
教育部⾨等の⾮常勤講師を経て、2015年より現職。 
 専⾨は第⼆⾔語習得、および⽇本語教育学。ヤギェロン⼤学での 3
年間は、⽇本語授業を担当したほか、ポーランドにおける⽇本語教師
会の設⽴に関わった。 
 2019 年 3 ⽉には、科研費研究のためポーランドを再訪し、ヤギェロン⼤学においてデー
タ収集を⾏ったほか、ワルシャワで開催されたポーランド⽇本語教師会勉強会において、
メンバーと旧交を温める機会を得た。 
 主な論⽂に、「⽂法項⽬を特定したリキャストの効果に関する研究概観―⽂法項⽬の特性
とリキャストの与え⽅に着⽬して―」『第⼆⾔語としての⽇本語の習得研究』15（第⼆⾔語
習得研究会、5-25、2012 年 /第⼆⾔語習得研究会第 2回佐々⽊賞受賞）等がある。ポーラ
ンド関係では、「ポーランドにおける⽇本語教育事情―ポーランド⽇本語教師会・組織づく
りの実践を中⼼として―」『⾔語⽂化と⽇本語教育』32（お茶の⽔⼥⼦⼤学⽇本⾔語⽂化学
研究会、39-48、2006 年）、「第 8 回・国際⽇本学コンソーシアム：⽇本学研究と⽇本語教
育との連携―ポーランドの場合―」『⽐較⽇本学教育研究センター研究年報』7、（お茶の⽔
⼥⼦⼤学、269-272、カタジーナ ソンネンベルグとの共著、2011 年）がある。 
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⽯川 慶 
 愛知県出⾝。東北⼤学物理学科卒業。アンジェイ・
ワイダ、ロマン・ポランスキーらを輩出してきたポー
ランドの国⽴ウッチ映画⼤学で演出を学ぶ。 
 2007 年には東京国⽴美術館フィルムセンターにてポ
ーランド短篇映画選を企画、運営。 
 ⽇本とポーランドの合作企画『BABY』ではプチョン
国際ファンタスティック映画祭の企画マーケットでグ
ランプリにあたる「プチョン賞」を受賞。 
 平成 19 年度⽂化庁新進芸術家海外研修制度、映画監督部⾨研修⽣。 
 妻夫⽊聡、満島ひかり主演『愚⾏録』（2017 年公開）で、⻑編監督デビューを果たし、2016
年ヴェネチア国際映画祭オリゾンティ・コンペティション部⾨に選出されたほか、新藤兼
⼈賞銀賞、ヨコハマ国際映画祭、⽇本プロフェッショナル⼤賞では新⼈監督賞も受賞。 
 今年の 2019 年 10 ⽉ 4⽇には松岡茉優、松坂桃李出演の新作『蜜蜂と遠雷』（東宝）の公
開が控える。『蜜蜂と遠雷』公式サイトは https://mitsubachi-enrai-movie.jp/ 
 

✺✺✺✺✺ ワルシャワから「ジェン・ドブリ！」 ✺✺✺✺✺ 
 
岡崎恒夫 
 1944年8⽉6⽇旧満州瀋陽市⽣まれ。⼭⼝県⽴下関⻄⾼等学校卒業。
京都⼤学仏語仏⽂学科卒業。1970 年より現在までワルシャワ経済⼤学
（SGH）にて教鞭。1973 年より現在までワルシャワ⼤学⽇本学科にて
教鞭。ポーランドで 50 年近くにわたり多くの⽇本研究者を育てる。著
作に「ワルシャワ⼤学の⽇本語教育史」（『⽐較⽇本学教育研究センタ
ー研究年報』（お茶の⽔⼥⼦⼤学⽐較⽇本学教育研究センター）第 12
号、2016年）など。⻑年の功績に対し、「外務⼤⾂表彰（⽇本）」(2014)
などを受章。現在、ＮＨＫ「ラジオ深夜便」（⾦曜⽇）をレギュラーで
担当。 
 
 
⻄⽔佳代 
 兵庫県伊丹市⽣まれのピアニスト。1987 年よりポーランド在住。 
 2004年から 8年にわたり「フリデリク･ショパン全曲演奏」コンサ
ートシリーズを実現、16 回の演奏会で 233 曲を演奏。演奏会は毎年
ショパンの誕⽣⽇（3 ⽉ 1 ⽇）と命⽇（10 ⽉ 17 ⽇）にポーランドワ
ルシャワ郊外のプルシュクフ市にあるマゾフシェ古代冶⾦博物館の
コンサートホールで開かれた。現在「Chopin's music & stories by Kayo」
アルバム集（全 17 巻予定）制作中。今までに 7 巻リリースした。演
奏活動以外にもピアノ･⽇本語教師、ポーランド語通訳、4児の⺟とし
て地域社会の⽂化振興交流を図る様々なコンサートやイベントの企
画を積極的に⼿がけている。2012 年より⽇本での活動も再開。演奏会
だけでなく講演会、ワークショップ、プライベートレッスンなどを通してポーランドで培
ったショパン観や⾳楽観を伝えるべく意欲的に取り組んでいる。 
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吉岡 潤 
 京都⼤学⽂学部史学科卒業。1996-99 年ポーランド科学アカデミ
ー歴史研究所研修員。京都⼤学⼤学院⽂学研究科現代史学専修博⼠
課程修了。博⼠（⽂学）。2002 年津⽥塾⼤学学芸学部国際関係学科
専任講師。同准教授を経て、2015年より同教授。専⾨はポーランド
現代史、特に第⼆次世界⼤戦期と戦後初期のポーランド政治史、⺠
族問題。著書に『戦うポーランド――第⼆次世界⼤戦とポーランド』
（東洋書店、2014 年）、共訳書にアンジェイ・ガルリツキ著『ポー
ランドの⾼校教科書【現代史】』（明⽯書店、2005年）他。現在ポー
ランドに滞在し、2020 年 3 ⽉までポーランド科学アカデミー歴史研
究所客員研究員。 
 
⽥⼝雅弘 
 ワルシャワ中央計画統計⼤学（SGPiS、現ワルシャワ経済⼤
学:SGH）経済学修⼠学位取得卒業、京都⼤学⼤学院経済学研究科
博⼠課程後期単位取得退学（京都⼤学博⼠）。1990 年、岡⼭⼤学教
養部助教授。ハーバード⼤学ヨーロッパ研究センター客員研究員、
ポーランド科学アカデミー(PAN)客員教授等を経て、 岡⼭⼤学⼤
学院社会⽂化科学研究科教授。専⾨は移⾏経済論、現代ポーランド
経済史、ポーランド経済政策論。著書に『ポーランド体制転換論 シ
ステム崩壊と⽣成の政治経済学』(御茶の⽔書房、2005)、『現代ポーランド経済発展論 成
⻑と危機の政治経済学』(岡⼭⼤学経済学部、2013)、他。現在ポーランドに滞在し、2020
年 1 ⽉までワルシャワ経済⼤学世界経済研究所教授。 
 

✺✺✺✺✺ 懇親会 ✺✺✺✺✺ 
 
クシシュトフ・インガルデン Krzysztof Ingarden 
 クラクフ⼯科⼤学建築学科卒。博⼠。1983〜85年、筑波⼤学留学。
1984〜85年、磯崎新建築事務所勤務。2003 年から A・F・モジェフ
スキ記念⼤学（クラクフ市）教授、2017 年から建築・美術学部⻑。
2002 年以降、⽇本名誉総領事。ポーランド建築家連盟名誉賞受賞
（2009）。2015年以降、ポーランド学術アカデミー（PAU）正会員。 
 在⽇本ポーランド共和国⼤使館（2001）、愛知万博ポーランド館
（2005）、クラクフ国際会議場（2014）など、設計建築作品多数。 
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「フォーラム・ポーランド」設立趣意書 
  
 21世紀に入り、ＥＵ加盟をはたしたポーランドと日本との間では、学術、文化、芸術、

経済など、あらゆる分野において交流はこれまで以上に広がり、かつ深まりつつあるよう

に思われます。こうした交流の進展に伴い、ポーランドに関する、分野を越えた情報交換

やより学際的な研究の必要性が感じられるようになってきました。現在そうした場やネッ

トワークは十分に整っていません。ポーランド側としても、そうした環境がないために私

たちに適切な形で情報を伝達することに困難を感じています。 
フォーラム・ポーランドは、ポーランド大使館の協力と支援を受けて、こうしたネット

ワークを構築し、交流の場を築くために設立するものです。具体的には、 
（１）年に一回シンポジウムを開催し、各分野における研究の成果や動向に関する情報

を交換し、交流をはかるとともに、若手研究者や若手藝術家を支援・育成するための場と

する 
（２）メーリングリストおよびホームページを整備して、日本におけるポーランド関係

の情報や出版、会合、その他の催しに関する情報を交換すると同時に、ポーランドや他の

地域で催されるポーランド関連の学会や国際会議などの催事について案内する 
（３）シンポジウムの記録を始め、有益な情報や記事・論文を掲載するオンライン・ジ

ャーナルを発行する 
――といった活動を行います。 
フォーラム・ポーランドは、理事会等の代表組織を置かず、緩やかなネットワークとし、

会費を取らず、参加はメーリングリスト（POLISH STUDIES NETWORK: PSN）への任意の

登録または登録解除をもって行います。ただし、将来的にはホームページとメーリングリ

ストの維持・管理および様々な事務的作業を行う事務局、オンライン・ジャーナルの発行

を行う編集部を設置したいと考えております。 
日本とポーランドとの広い分野における相互交流を深め、学際的な活動を活性化し、分

野横断的な人的交流と人材育成を推進するため、多くの方々の積極的な参加を期待いたし

ます。 
 

2005年7月15日 
 
 

世話人  
東京外国語大学 関口時正 
岡山大学     田口雅弘 

 

ホームページ： フォーラム・ポーランド http://www.forumpoland.org 
E-mail:  info@forumpoland.org 
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FORUM “POLAND” / FORUM „POLSKA” 
 

5 lipca 2005 
 
Nazwa projektu: FORUM “POLAND” / FORUM „POLSKA” / フォーラム・ポーランド 
 
Cele: 

1) Zbudowanie efektywnego system przekazu informacji o Polsce i z Polski na terenie Japonii;  

2) Stwarzanie możliwości spotkań, interdyscyplinarnych dyskusji, wymiany informacji i doświadczeń 

między ludźmi nauki, kultury i biznesu, zawodowo czy też prywatnie związanymi z Polską, a 

działającymi w różnych dziedzinach; 

 

Działalność:  

1) Organizowanie dorocznej konferencji; 

2) Prowadzenie „news group” w nowo utworzonej na podstawie dotychczasowej listy „Polish Studies 

Network”, największej w Japonii sieci zamkniętej dot. spraw polskich (ponad 500 abonentów); 

3) Sporządzenie bazy danych specjalistów, najważniejszych, najaktywniej działających osób w 

dziedzinach związanych z Polską; 

3) Prowadzenie własnej strony internetowej „Forum POLAND”; 

4) Redagowanie i wydawanie własnego pisma internetowego „Forum POLAND”; 

5) Przekazywanie poprzez powyższe media informacji na temat: konferencji naukowych, kongresów, 

imprez kulturalnych itp. mających się odbyć w świecie. 

 

Biura: 

1) Gabinet prof. Masahiro Taguchiego na Uniw. w Okayamie – do spraw: strony internetowej, news 

group i konferencji; 

2) Gabinet prof. Tokimasy Sekiguchiego na Uniw. Studiów Międzynarodowych w Tokio – do spraw: 

redagowania internetowego pisma „Forum POLAND”. 

 
 
Strona internetowa: „FORUM POLSKA”  http://www.forumpoland.org/ 
E-mail:  info@forumpoland.org 
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NPO法人フォーラム･ポーランド組織委員会の概要 
 
名称 特定非営利活動法人フォーラム・ポーランド組織委員会 

 英語表記：The Organizing Committee for FORUM POLAND 
 ポーランド語表記：Komitet Organizacyjny FORUM POLSKA 
  設立 2008年（平成２０）年１月１７日 
  所在地 東京都大田区山王一丁目３６番２６号 
代表者  関口時正 役員 理事3名 監事1名 委員 10名 

 
目的 
 この法人は、ポーランドに関心を抱く日本人に対し、同国の文化・歴史・政治・経済・芸術等に関する

情報提供を行い、それらテーマに関する各種会議・発表会等の機会を企画・提供すること、また両国の活

発な交流を困難にしている一因でもあるポーランド語の普及教育活動および通訳・翻訳者の紹介等を行い、

日本とポーランド両国のより広い交流、深い理解に寄与することを目的とする。 
  この法人は、この目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。 
  (1) 社会教育の推進を図る活動 
  (2) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 
  (3) 国際協力の活動 
  この法人は、上記の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。 
  (1) ポーランドに関するあらゆる情報を、インターネットホームページ等を通じて広く発信する事業 
  (2) ポーランドに関するテーマを扱った講演会・研究会の企画・運営事業 
  (3) 前項にて実施された各種会議の議事録・研究発表・論文等の出版・販売事業 
  (4) ポーランドの有識者・芸術家等の招聘事業 
  (5) ポーランドの文化・芸術を紹介・発表する各種イベントの企画・運営事業 
  (6) ポーランド語教育振興に関する事業 
  (7) ポーランド語通訳・翻訳者の育成・登録・派遣事業 
  (8) その他この法人の目的を達成するために必要な事業 
 

KOFP設立の経緯 
 フォーラム・ポーランドは、2005年、関口時正と田口雅弘が世話人となり、理事会等の代表組織を置か

ず、会費もとらず、参加はメーリングリスト（POLISH STUDIES NETWORK: PSN）への任意の登録または

登録解除をもって行う、年１回の会議開催を中心とする、ポーランドにかかわるあらゆる人々が集うこと

のできる、緩やかな学際的、異業種交流会的ネットワークとして発足しました。 
その後フォーラム・ポーランドは、毎年全国会議を行い、会議録の発刊、ポーランド語（教養）コンテ

ストの開催、各種講演会、ポーランド語能力国家検定のサポート、そしてポータルサイト「ポーランド情

報館」の運営などを行ってきました。 
2007年、活動の活性化に伴って、組織主体や責任体制を明確にする必要性（ポーランド側から日ポ学術・

文化交流の窓口として扱われている）、財務体制を明確にする必要性（寄付を受ける可能性、教育・研修や

出版事業を行う可能性など）が出てきました。 
そこで、事務局として作業をする運営母体のみを、十数名程度からなる最小限の法人として登録し、従

来のネットワークはそのまま維持する体制への移行を検討。2007年秋に特定非営利活動法人(NPO)の申請を

行い、2008年1月、内閣府から認証されたものです。なお、理事はすべて無報酬のボランティアとして活動

しています。 
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フォーラム・ポーランド組織委員会メンバー 
 

令和2年3月1日現在 
 
 

代表   関口時正（東京外国語大学名誉教授） 
副代表  田口雅弘（岡山大学大学院社会文化科学研究科教授） 
事務局長 平岩理恵（桜美林大学オープンカレッジ講師） 
監事   白木太一（大正大学文学部教授） 
 
（５０音順） 
委員 赤津光一（元日本貿易振興機構(JETRO)ワルシャワ事務所長） 
委員 石原伸幸（外務省） 
委員 伊藤嘉一（元国際協力機構(JICA)ポーランド事務所長） 
委員 今村能 (指揮者、元ポーランド国立歌劇場指揮者) 
委員 加須屋明子（京都市立芸術大学大学院美術研究科教授） 
委員 久山宏一（東京外国語大学非常勤講師） 
委員 小早川朗子（桜美林大学芸術文化学群准教授） 
委員 杉浦綾（ポーランド広報文化センター事務局） 
委員 藤井和夫（関西学院大学名誉教授） 
委員 三井レナータ（ポーランド語通訳・翻訳家） 
委員 森田耕司（東京外国語大学大学院総合国際学研究院准教授） 
委員 吉岡潤（津田塾大学学芸学部国際関係学科教授） 
 
 
 
 

  



 

 
 

101 

特定⾮営利活動法⼈  フォーラム・ポーランド組織委員会定款 
 
 
第１章 総則 

 
（名称） 
第１条 この法人は、特定非営利活動法人フォーラム・ポーランド組織委員会（英語表記：The Organizing Committee for 
FORUM POLAND、ポーランド語表記：Komitet Organizacyjny FORUM POLSKA）という。 

 
（事務所） 
第２条 この法人は、事務所東京都大田区山王一丁目３６番２６号に置く。 

 
第２章 目的及び事業 

 
（目的） 
第３条 この法人は、ポーランドに関心を抱く日本人に対し、同国の文化・歴史・政治・経済・芸術等に関する情報提

供を行い、それらテーマに関する各種会議・発表会等の機会を企画・提供すること、また両国の活発な交流を困難にし

ている一因でもあるポーランド語の普及教育活動および通訳・翻訳者の紹介等を行い、日本とポーランド両国のより広

い交流、深い理解に寄与することを目的とする。 
 

（特定非営利活動の種類） 
第４条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。 

(1) 社会教育の推進を図る活動 
(2) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 
(3) 国際協力の活動 
 

（事業） 
第５条 この法人は、第３条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。 

(1) ポーランドに関するあらゆる情報を、インターネットホームページ等を通じて広く発信する事業 
(2) ポーランドに関するテーマを扱った講演会・研究会の企画・運営事業 
(3) 前項にて実施された各種会議の議事録・研究発表・論文等の出版・販売事業 
(4) ポーランドの有識者・芸術家等の招聘事業 
(5) ポーランドの文化・芸術を紹介・発表する各種イベントの企画・運営事業 
(6) ポーランド語教育振興に関する事業 
(7) ポーランド語通訳・翻訳者の育成・登録・派遣事業 
(8) その他この法人の目的を達成するために必要な事業 
 

第３章 会員 
 

（種別） 
第６条 この法人の会員は、次の２種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法（以下「法」という。）上の社員とす

る。 
(1) 正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人、及び団体。 
(2) 賛助会員  この法人の目的に賛同して活動の補助及び後援をしようと入会した個人、及び団体等。 
 

（入会） 
第７条 会員の入会については、この法人の目的に賛同し、積極的に活動に参加すること以外、特に条件を定めない。 
２  正会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事

長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。 
３ 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなけ

ればならない。 
 

（会費） 
第８条 正会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。 

 
（会員の資格の喪失） 
第９条 正会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 

(1) 退会届の提出をしたとき。 
(2) 本人が死亡し、又は正会員である団体が消滅したとき。 
(3) 継続して会費を２年以上滞納したとき。 
(4) 除名されたとき。 
 

（退会） 
第10条 正会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。 
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（除名） 
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決により、その会員を除名することができる。

この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 
(1) 法令及びこの定款等に違反したとき。 
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 
 

（拠出金品の不返還） 
第12条 既に納入した会費及びその他の拠出金品は、返還しない。 

 
第４章 役員及び職員 

 
（役員の種別及び定数） 
第13条 この法人に次の役員を置く。 

(1) 理事 ３人 
(2) 監事 １人 

２ 理事のうち、１人を代表、１人を副代表とする。 
 

（選任等） 
第14条 理事及び監事は、理事会において選任する。 
２ 代表及び副代表は、理事の互選により定める。 
３  役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは３親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該

役員並びにその配偶者及び３親等以内の親族が役員の総数の３分の１を超えて含まれることになってはならない。 
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。 

 
（職務） 
第15条 代表は、この法人を代表し、その業務を総理する。 
２ 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるとき又は代表が欠けたときはその職務を代行する。 
３ 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務の執行を決定する。 
４ 監事は、次に掲げる職務を行う。 

(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。 
(2) この法人の財産の状況を監査すること。 
(3) 前２号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重

大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。 
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。 
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求す

ること。 
 
（任期等） 
第16条 役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 
２ 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。 
３ 役員は、辞任、又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 

 
（欠員補充） 
第17条 理事又は監事のうち、その定数の３分の１を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならな

い。 
 
（解任） 
第18条 役員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。こ

の場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。 
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。 
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。 
 

（報酬等） 
第19条 役員は、その総数の３分の１以下の範囲内で報酬を受けることができる。 
２ 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 
３ 前２項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表が別に定める。 

 
（職員） 
第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。 
２ 職員は、代表が任免する。 
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第５章 総会 
 

（種別） 
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の２種とする。 

 
（構成） 
第22条 総会は、正会員をもって構成する。 

 
（権能） 
第23条 総会は、以下の事項について議決する 

 (1) 定款の変更 
 (2) 解散 
 (3) 合併 
 (4) 事業報告及び収支決算 
 (5) その他運営に関する重要事項 
 

（開催） 
第24条 通常総会は、毎事業年度１回開催する。 
２ 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 

 (1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。 
 (2) 正会員総数の５分の１以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。 
 (3) 法第18条第4項の規定に基づき、監事から招集があったとき。 
 

（招集） 
第25条 総会は、前条第２項第３号の場合を除き、代表が招集する。 
２ 代表は、前条第２項第１号及び第２号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集し

なければならない。 
３ 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールにより、少なくとも

５日前までに通知しなければならない。 
 

（議長） 
第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。 

 
（定足数） 
第27条 総会は、正会員総数の２分の１以上の出席がなければ開会することができない。 

 
（議決） 
第28条 総会における議決事項は、第25条第３項の規定によりあらかじめ通知した事項とする。 
２ 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長

の決するところによる。 
 

（表決権等） 
第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。 
２ やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、

又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。 
３ 前項の規定により表決した正会員は、前２条、次条第１項及び第51条の適用については、総会に出席したものとみ

なす。 
４ 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。 
 
（議事録） 
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 

(1) 日時及び場所 
(2) 正会員総数及び出席者数（書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。） 
(3) 審議事項 
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果 
(5) 議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人２人以上が署名、押印しなければならない。 
 
 
第６章 理事会 

 
（構成） 
第31条 理事会は、理事をもって構成する。 
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（権能） 
第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。 

(1) 総会に付議すべき事項 
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項 

 (3) 事業計画及び収支予算の決定並びにその変更 
(4) 役員の選任又は解任、職務及び報酬 
(5) 入会金及び会費の額 
(6) 借入金（その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。）その他新たな義務の

負担及び権利の放棄 
(7) 事務局の組織及び運営 
(8) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 
 

（開催） 
第33条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 

(1) 代表が必要と認めたとき。 
(2) 理事総数の２分の１以上から会議の目的である事項を記載した書面等により招集の請求があったとき。 
(3) 法第18条第５号の規定に基づき、監事から招集の請求があったとき。 
 

（招集） 
第34条 理事会は、代表が招集する。 
２ 代表は、前条第２号及び第３号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければ

ならない。 
３ 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールにより、少なくと

も５日前までに通知しなければならない。 
 

（議長） 
第35条 理事会の議長は、代表がこれにあたる。 

 
（理事会の議決） 
第36条 理事会における議決事項は、第34条第３項の規定によりあらかじめ通知した事項とする。 
２ 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

 
（表決権等） 
第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。 
２ やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決する

ことができる。 
３ 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第１項の適用については、理事会に出席したものとみなす。 
４ 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。 

 
（議事録） 
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 

(1) 日時及び場所 
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名（書面表決者にあっては、その旨を付記すること。） 
(3) 審議事項 
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果 
(5) 議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人２人以上が署名、押印しなければならない。 
 
 

第７章 資産及び会計 
 

（資産の構成） 
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 

(1) 設立当初の財産目録に記載された資産 
(2) 会費 
(3) 寄附金品 
(4) 財産から生ずる収入 
(5) 事業に伴う収入 
(6) その他の収入 
 

（資産の区分） 
第40条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。 

 
（資産の管理） 
第41条 この法人の資産は、代表が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表が別に定める。 
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（会計の原則） 
第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。 

 
（会計の区分） 
第43条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計とする。 

 
（事業計画及び収支予算） 
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、代表が作成し、理事会の議決を経なければならない。 

 
（暫定予算） 
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表は、理事会の議決を経て、

予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。 
２ 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 

 
（予備費の設定及び使用） 
第46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。 
２ 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。 

 
（予算の追加及び更正） 
第47条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることが

できる。 
 

（事業報告及び決算） 
第48条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、

速やかに、代表が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。 
２ 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。 

 
 
（事業年度） 
第49条 この法人の事業年度は、毎年９月１日に始まり、翌年８月３１日に終わる。 

 
（臨機の措置） 
第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとす

るときは、理事会の議決を経なければならない。 
 
 

第８章 定款の変更、解散及び合併 
 

（定款の変更） 
第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の４分の３以上の多数による議決を経、か

つ、軽微な時候として法第25条第３項に規定する以下の事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。 
(1)主たる事務所及び従たる事務所の所在地（所轄庁の変更を伴わないもの） 
(2)資産に関する事項 
(3)公告の方法 
 

（解散） 
第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。 

(1) 総会の決議 
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 
(3)正会員の欠亡 
(4)合併 
(5)破産 
(6)所轄庁による設立の認証の取消し 

２ 前項第１号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の４分の３以上の承諾を得なければならない。 
３ 第１項第２号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。 

 
（残余財産の帰属） 
第53条 この法人が解散（合併又は破産による解散を除く。）したときに残存する財産は、法第11条第３項に掲げる者の

うち、総会で議決したものに譲渡されるものとする。 
 

（合併） 
第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の４分の３以上の議決を経、かつ、所轄庁の認

証を得なければならない。 
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第９章 公告の方法 
 

（公告の方法） 
第55条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、インターネットホームページ上に掲載して行う。 

 
 

第10章 雑則 
 

（細則） 
第56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表がこれを定める。 

 
 
附 則 
 

１ この定款は、この法人の成立の日から施行する。 
 

２ この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。 
理事 代表 関口 時正 
理事 副代表 田口 雅弘 
理事      平岩 理恵 
監事  白木 太一 
 

３ この法人の設立当初の役員は、第16条第１項の規定にかかわらず、成立の日から2009年10月31日までとする。 
 

４ この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるもの

とする。 
 

５ この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、成立の日から2008年8月31日までとする。 
 

６ この法人の設立当初の入会金及び会費は、第８条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。 
(1) 正会員会費           0円 
(2) 賛助会員会費 法人 10,000円（一口以上） 
  個人  5,000円（一口以上） 
 
 
 
附 則 
 
１ この定款は、2010年6月2日から施行する。 
 
この定款は、特定非営利活動法人フォーラム・ポーランド組織委員会の定款に相違ないことを証します。  

 
特定非営利活動法人フォーラム・ポーランド組織委員会   理事    関 口 時 正 

 
 



 

 
 

107 

賛助会員の募集 
 

 日頃フォーラム・ポーランドの活動にご理解とご支援をいただき、ありがとうございます。以下の要領で賛助会員を募

集いたします。今後ともご支援賜りたくよろしくお願いいたします。 
（１）会員期間―― 毎年の9月1日～翌年の8月31日 
（２）賛助会費―― 個人 5,000円（１口） 法人 10,000円（１口）  
（３）お申し込み方法――下記事項をメールにてinfo@forumpoland.orgまでご送信いただくと同時に会費のお振込みを

お願いいたします。継続の方は年会費のお振込みのみをもって会員資格の自動延長とさせていただきます。ただ

しご登録内容（下記の項目のいずれか）に変更がある場合はメールあるいは郵便にてご一報下さい。 
1.お名前（よみがな） 
2.郵便番号とご住所 
3.電話番号 
4.ご専門・関心分野・肩書 
5.口数 （  ）口 
 
お振込先： 
ゆうちょ銀行 
口座番号：００１８０－３－４６６１３６ 
加入者名：特定非営利活動法人フォーラム・ポーランド組織委員会 
カナ氏名：トクヒ）フォーラムポーランドソシキイインカイ 
※他行からのお振込の場合は口座番号が次のとおりとなります 
支店番号：〇一九（読み：ゼロイチキュウ） 口座番号：当座０４６６１３６ 
――――――――――――――――――――――― 
特定非営利活動法人フォーラム・ポーランド組織委員会 
〒143-0023東京都大田区山王一丁目３６番２６号 
E-mail: info@forumpoland.org 
URL: http://www.forumpoland.org/ 
 



 
 

フォーラム・ポーランド会議録バックナンバー一覧 

 

 

『フォーラム・ポーランド2005-2006会議録』（2007.4.20刊） 第1～2合併号 

「《ヨーロッパへの回帰》をめぐって」 

今村 能 「《ヨーロッパ回帰》のポーランド楽壇」 

兵藤長雄 「《ヨーロッパ回帰》の夢と現実」 

加須屋明子 「ポーランド現代美術における《ヨーロッパ回帰》」 

小森田秋夫 「《ヨーロッパ回帰》のなかの政党システム」 

小山 哲 「サルマチア――《ヨーロッパ回帰》と《ヨーロッパ化》のあ 

               いだ」 

 

「ポルスコシチ―ポーランド的なるものをめぐって」  

白木太一 「近世ポーランドのシュラフタ文化とポルスコシチ」 

関口時正 「narodowość, polskość, lechickość―藝術論争史から」   

神崎伸夫 「ポーランドの自然保護に見るポルスコシチ」 

久山宏一 「詩聖たちとポルスコシチ」 

楠原祥子 「演奏家の見たポルスコシチ――器楽曲になった舞曲としての 

               マズルカ」  

 

『フォーラム・ポーランド2007年会議録』（2007.12.20刊） 第3号 

「ワルシャワをめぐって」 

松平 朗 「《ワルシャワの秋》をふりかえって」 

渡辺克義 「映画に見るワルシャワ ―キェシロフスキ監督作品を中心に」 

柴 理子 「日ポ交流史の中のワルシャワ」 

渡辺和男 「チューリッヒ、ロンドン、ワルシャワに駐在して」 

安井教浩 「両大戦間期ワルシャワの政治文化 ―ユダヤ人との共生と反 

               ユダヤ的風潮のはざまで」 

「ワルシャワという町」 工藤幸雄氏に聞く （インタビュー） 

 

『フォーラム・ポーランド2008年会議録』（2009.9.15刊） 第4号 

「ポーランドのカトリック」  

家本博一 「ポーランドにおけるローマ・カトリック教会と教皇ヨハネ・ 

               パウロ２世」 

山田朋子 「分割期ポーランドのカトリック教会と聖職者」 



 
 

 

塚原琢哉 「聖地と巡礼」 

黄木千寿子 「ポーランド現代音楽とカトリシズム」 

加藤久子 「社会主義期ポーランドのカトリック教会」 

パネル・ディスカッション――小森田秋夫、家本博一、加藤久子 

 

『フォーラム・ポーランド2009年会議録』（2010.10.1刊） 第5号 

「ショパン」 

ヨランタ・ペンカチュ 「国民作曲家としてのショパン――ある私物化の物語」 

平野啓一郎 「《近代小説》の主人公としてのショパン」 

加藤一郎 「楽譜に刻まれたショパンの音楽世界――前奏曲作品28 を中 

               心に」 

河合優子 「ショパンの本質へ――ナショナル・エディションの必然性」 

武田幸子 「ショパンの手稿譜について」 

パネル・ディスカッション――加藤一郎、河合優子、武田幸子 

「ショパンはどこにいるのか？」  

 

『フォーラム・ポーランド2010年度会議録』（2011.9.20刊） 第6号 

「《連帯》運動とその遺産 」 

武井摩利 「『連帯』運動概史と日本における支援活動 ポーランド資料セ 

               ンターを中心に」  

伊東孝之 「第三の民主化の波におけるポーランド『連帯』運動」  

梅田芳穂 「日本の『連帯』」 

山崎博康氏 「『連帯』 未完の革命」 

パネル・ディスカッション：――伊東孝之、梅田芳穂、山崎博康 

 

『フォーラム・ポーランド2011年度会議録』（2012.5.25刊） 第7号 

「《ポーランドとその隣人たち》 シリーズ第一回」 

吉岡 潤 「20世紀ポーランドの国境線と隣人たち」 

井上暁子 「ドイツ／ポーランドの狭間で――20世紀越境文学の知られざ 

               る風景」 

          森田耕司 「チェスワフ・ミウォシュの作品におけるポーランド語の地域  

                         的特徴――小説『イッサの谷間』を題材に」 

福嶋千穂 「正教の《西方》、カトリックの《東方》――合同教会をめぐる 

        諸問題」 

 

 



 
 

 

『フォーラム・ポーランド2012年度会議録』（2013.12.20刊） 第8号 

 「ポロネーズをめぐって」 

黒坂俊昭 「ルネサンス期・バロック期におけるポーランド音楽の西欧音 

               楽への影響」 

平岩理恵 「ポーランドにおけるポロネーズの歴史と変容」 

西田諭子 「ポロネーズからファンタジーへ――ショパンのポロネーズの 

               調整に関する考察」 

小早川朗子 「19, 20世紀の器楽曲としてのポロネーズ――ピアノ作品を中 

               心として」 

 

『フォーラム・ポーランド2013年度会議録』（2014.6.20刊） 第9号 

 「変貌する世界地図とポーランド――その今日・明日」 

ツィリル・コザチェフスキ  「外交から見たおけるポーランドの世界及びEUに

おける位置の変化」 

蓮見 雄 「エネルギー問題から見たロシア・欧州関係とポーランドの選 

               択」 

資料（１） 蓮見雄氏講演スライド 

大石恭弘 「ポーランドの事業環境の魅力と課題」 

資料（２） 大石恭弘氏講演資料 

「在ポーランド日本商工会会員企業へのポーランド事業環境の

評価及び経済特別区に関するアンケート調査報告書」「19, 20世

紀の器楽曲としてのポロネーズ――ピアノ作品を中心として」 

 

『フォーラム・ポーランド2014年度会議録』（2015.5.25刊） 第10号 

 「アンジェイ・ワイダ」 

佐藤忠男 「アンジェイ・ワイダの映画」 

本木克英 「ワイダに教わる映画の作り方」 

大竹洋子     「こんにちは、ワイダさん――『大理石の男』からManggha創 

               立20周年まで」  

千葉茂樹 「TV『ナスターシャ・夢の舞台』（1989）」 

星埜恵子 「ワイダが描く 映画・舞台美術」 

パネル・ディスカッション――佐藤忠男、本木克英、大竹洋子、岩波律子 

「映画におけるポーランド派」の昨日・今日・明日」 

 

 

 



 
 

 

『フォーラム・ポーランド2015年度会議録』（2017.11.26刊） 第11号（オンラインジャーナ

ル） 

「ポーランドとその隣人たち2」 

白石和子   「リトアニア・ポーランド関係史 ―リトアニアからの視点―」  

井出  匠  「ポーランドのnaródとスロヴァキアのnárod ―“貴族の共和国”の

シヴィック・ネイションと“歴史なき民”のエスニック・ネイショ

ン―」 

越野  剛  「ベラルーシの中のポーランド ―バルシュチェフスキ、ミツキェ

ヴィチ、ブルガーリン―」 

加藤有子  「ガリツィアの文化的複層性と連続性 ―文化遺産保存と18世紀バ

ロック彫刻家ピンゼルを手がかりに―」 

 

『フォーラム・ポーランド2016年度会議録』（2018.09.01刊） 第12号（オンラインジャー

ナル） 

「キリスト教ヨーロッパにおけるポーランドの1050年」 

 

PDFパネル上映(グニェズノ国家発祥博物館他作成、NPO法人フォーラム・ポーラ

ンド組織委員会編集) 「966年の洗礼 ポーランドの起源について」 

梶さやか   「国歌と賛歌でたどるポーランド史」 

荒木  勝  「ポーランド年代記からみるキリスト教改宗の意味」 

金沢文緒   「イタリア人画家カナレットの見たワルシャワ ―18世紀ポーラン

ドの宮廷美術との関わり」 

ドロタ・ハワサ  「ワールドユースデイ ポーランド洗礼の遺産」 

 

『フォーラム・ポーランド2017年度会議録』（2019.09.01刊） 第13号（オンラインジャー

ナル） 

「第二共和制ポーランドの藝術的風景」 

 

金沢文緒    「イタリア人画家カナレットの見たワルシャワ ―18世紀ポーラ

ンドの宮廷美術との関わり」 

下田幸二   「両大戦間期ポーランドのピアニストとショパン国際コンクール」 

松方路子   「第二共和国における印刷美術」 

重川真紀   「カロル・シマノフスキの原始主義――シチリアからポトハレへ」 

田中壮泰   「ユリアン・トゥヴィムという現象」 

 

 



 
 

 

『フォーラム・ポーランド2018年度会議録』（2020.03.01刊） 第14号（オンラインジャー

ナル） 

「ポーランド人のアイデンティをめぐって」 

 

ズジスワフ・クラスノデンプスキ  「独⽴回復100周年とポーランドのアイデン
ティティ」 

⽻場久美⼦   「ポーランド独⽴ 100 年：パワーの転換と世界戦争 100 年  ―⼤
国の衰退と世界秩序再編―」 

⼩椋  彩      「「亡命作家」ゴモリツキのアイデンティティをめぐって」 
岡﨑  拓・⽥⼝雅弘  「現代ポーランド経済100年にみるナショナル・アイデ

ンティティの変遷」 
割⽥聖史  「プロイセン=ドイツ領ポーランドにおけるポーランド⼈のアイデ

ンティティ」 
 
 
オンラインジャーナル： http://www.forumpoland.org/publications.html 
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