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口頭発表「T・オルシャィンスキ『クレスィの辺境 ―スタニスワヴフ未だ滅びず―』」 

補足資料 

 

1. 書籍の概要 

著者名 タデウシュ・オルシャィンスキ Tadeusz Olszański (1929–) 

タイトル 『クレスィの辺境 ――スタニスワヴフ未だ滅びず――』 

Kresy Kresów. Stanisławów jednak żyje. 

出版社 Wydawnictwo “Wysoki Zamek” 

出版年 2016 年 

ISBN 978-8395038778 

Apple Books https://books.apple.com/us/book/kresy-kres%C3%B3w-

stanis%C5%82aw%C3%B3w-jednak-%C5%BCyje/id1597735619  

 

 

2. 本発表に関係する箇所の部分訳 

• 以下、2.1 から 2.3 までの枠内にある文章は、すべて本書からの引用である。

翻訳および引用文中の強調はすべて貞包による。 

• 甲括弧〔 〕内は訳注である。比較的長い注釈が必要である場合、解説を脚注

にまとめた。 

 

2.1.「実習校」(pp. 50–64)より、部分訳 (pp. 50–54)  

［節の紹介］この節では、著者オルシャィンスキが通っていたスタニスワヴフ市の小

学校の様子が記述されている。第一次世界大戦後のポーランドでは、普通教育制度の

確立が急務とされていた。三国分割期（1772 年から 1918 年まで）にプロイセン（ド

イツ）、オーストリア、ロシアに分割支配されていたポーランドでは、基盤となる学校

制度が存在しなかったためである。オルシャィンスキが小学校に入学した 1936 年

は、そうした学校教育制度がある程度確立し、安定期に入った時期だった。 

ここで訳出する pp. 50–54 は、当時の教育制度に関する証言であると同時に、スタ

ニスワヴフ市の多民族性を読み取くための資料としても興味深い。戦間期のポーラン

ドは国民の約 3 割が非ポーランド系で占められており、ウクライナ系とユダヤ系が多

かったスタニスワヴフ市は、戦間期ポーランドの多民族性を象徴するような街であっ

たと言える。 
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1936 年に学校1 に入学した時、私は 7 歳だった。学校の正式名称は「国立男子

教員養成学校スタニスワヴフ校附属 7 学年制実習学校」2 だった。私が今でも保管

している第 1 学年修了証（卒業証書ではない）にそのように記載されており、その

修了証では科目名や成績は挙げられていないものの、私は「第 2 学年へ進級するに

十分な学力」を持つと認定されている。その次の年に受け取った 10 科目の成績付

き証明書は「国立高等師範学校スタニスワヴフ校附属第 3 階級一般学校証明書」と

校名が変わっていた。これらの証明書を見る限り、おそらく教育制度改革によって 

1937 年に学校の正式名称が変更されたと思われるが、当時はそんなことは露知ら

ず、みんな単に「実習校」3 と呼んでいた。先輩にあたる高校生たちが実習のため

に私たちのところで教えていたからである。 

生徒が座る席の他に、どの教室にも壁際に椅子が並べられており、そこで高校生た

ちが私たちの授業を見学していた。私の最初の先生にしてクラス担任であり、たいへ

んな美人だったアントニナ・クズィシン先生の監督を受けながら、高校生たちが授業

を受け持つこともあった。そのときは必ず高校の校長であるヴワディスワフ・ドラビ

ク先生がやって来て、授業を見学した。実習校の教室は学校の 1 階にあり、高校生

 
1 ここに言う「学校」とは言うまでもなく小学校を指している。現在のポーランドでは小学校
を szkoła podstawowa（文字通りには「基礎学校」）と呼ぶが、当時は szkoła powszechna（文字
通りには「一般学校」）と呼ばれていた。現在のポーランドにおける小学校（基礎学校）は、

2017 年の教育制度改革から現在まで 8 年制が続いている。一方、戦間期の小学校（一般学
校）は原則として 7 年制だった。ただし、脚注 2 で後述するように、主に財政的理由から 4 
年制学校が大半を占めていた。いわゆる普通教育の必要性は 18 世紀のポーランド王国の時代
から主張されていたが、その後のポーランド分割により国家そのものが消滅し、ポーランドが

独立を回復した 1919 年に「学校義務に関する法律」(Dz.Pr.P.P. 1919 nr 14 poz. 147) によってよ
うやく実現された。戦間期ポーランドの教育システムについては、参考資料一覧に掲載する以

下のオンライン記事に詳しい：Encyklopedia PWN. “Polska. Oświata. Druga Rzeczpospolita”; 
Niepodległa. “Edukacja w II Rzeczypospolitej”; Okiemnauczycila.pl. “Jak było kiedyś, czyli edukacja w 
II Rzeczypospolitej Polskiej.” 
2 オルシャィンスキが小学校（一般学校）に入学した 1936 年当時、ポーランドの小学校は 4 
年制、6 年制、7 年制の三つに区分されていた。この三区分制は 1932 年に導入された教育制
度改革に拠るものである。この改革は、提唱者のヤヌシュ・イェンジェイェヴィチ Janusz 
Jędrzejewicz 宗教信仰・公教育大臣の名前から、「イェンジェイェヴィチ改革」Reforma 
jędrzejewiczowska と呼ばれている。原則として、4 年制学校の卒業者には上級学校（ギムナジ
ウム、職業学校）への進学は認められていなかったが、当時のポーランドでは 4 年制学校が
全体の 70% を占めていた。以下のオンライン記事を参照：Niepodlepła. “Edukacja w II 
Rzeczypospolitej.” 
3 本文で「実習校」と訳した部分は、ポーランド語原文では ćwiczeniówka と記されている。
「練習・訓練」を意味する中性名詞 ćwiczenie から派生した語である。本文にも記述があるよ
うに、教員を目指す学生がこの学校内で常態的に実習を行っていた事実に鑑みて、「実習校」

と訳した。 
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の教室は 2 階にあったが、休み時間になるとみんなどちらの階も行ったり来たりし

て、広い中庭を走り回ったりしていた。高校生は私たちよりずっと年上であっただけ

でなく、紺色の長ズボンと袖に校章を付けた上着を制服としていたという点で私たち

と違っていた。服に関して言えば、清潔であること以外に、私たちには特に決まりは

なかった。 

初めて学校に行った日のことは忘れないだろう。素晴らしくよく晴れた日で、中庭

でお祝いの全校集会が開かれた。初学年だった私たちは先頭の列に並び、後ろには上

級生たちが学年順に並んでいた。一方の端には担任の先生たちが立ち、もう一方の端

には助手であり、やがて教師になる高校生たちが立っている。旗手団が選出された。

集会の進行役を務めていた高校生が、著名な詩人でスタニスワヴフのギムナジウムの

生徒だったフランチシェク・カルピンスキ4 が歌詞をつけた素敵な歌を歌うように呼

びかけ、自ら節をつけて「朝の太陽が昇る時……」5 と歌い始めた。その後、私たち

はお返しとして「ポーランド未だ滅びず……」6 と歌ったのである。ヴワディスワフ・

ドラビク校長が私たちに、健康に過ごし良い成績を取るようにと祝辞を述べて、集会

は終わった。格調高く簡潔な式が終わると、私たちは教室に入った。このような記念

集会はこの他に年に 2 回行われており、ひとつは 11 月 11 日の独立記念日7、もう

ひとつは 5 月 3 日の憲法記念日8 だった。 

実習校には 3 年間通い、3 学年を修了した。戦争が始まったので、第 4 学年に行

くことはなかった。ポーランドに侵攻したソ連は、実習校をエリート学校として土地

から排除し、私たち生徒は他の学校へと転校させられたのである。私は学校も、級友

 
4 フランチシェク・カルピンスキ (Franciszek Karpiński, 1714–1825) は、啓蒙主義期のポーラン
ドの詩人。作品のいくつかには曲や節がつけられ、コレンダ（クリスマス・キャロル）として

定着した。ポーランドの詩人であるミウォシュは『ポーランド文学史』にてカルピンスキを、

「けっして一流詩人とは言えない」としつつも、「十九世紀初頭のロマン派世代からはよく愛

された」と評価している（ミウォシュ 2006: 312–314）。 
5 ここで言及されている歌とは、カルピンスキの詩 Kiedy ranne wstają zorze に曲がつけられた
ものを指している。現在のポーランドでもこの曲は一定の知名度があり、YouTube でもいくつ
かのバージョンを聞くことができる。一例として以下を挙げる：https://youtu.be/aAI_QmF36hY 
(Accessed: 2022/06/01) 
6「ポーランド未だ滅びず Jeszcze Polska nie zginęła」とは、ポーランド国歌「ドンブロフスキの
マズルカ Mazurek Dąbrowskiego」の通称である。現在でもこの曲はポーランド共和国国歌とし
て歌われている。 
7 第一次世界大戦の休戦協定が 1918 年 11 月 11 日に締結されたため、この日がポーランド
の独立記念日となった。1945 年以降、社会主義政権下では 11 月 11 日の独立記念日が廃止さ
れていたが、民主化直前の 1989 年 2 月に復活し、現在でも祝日とされている。 
8 三国分割以前のポーランド王国で 1791 年 5 月 3 日に成立した憲法にちなみ、この日が憲
法記念日とされた。現在のポーランドでも祝日として位置づけられている。なお、戦間期ポー

ランドが独立後初となる憲法を制定したのは 1921 年 5 月 17 日である。 
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や先生たちも好きだった。スタニスワヴフには、国立と私立とを問わず、多くの学校

とギムナジウムがあった。もっとも多かったのはポーランド系の学校だが、ウクライ

ナ系やユダヤ系の学校も多く、福音派のグミナにはドイツ系の学校が 1 校とギムナ

ジウムがあった。ユダヤ系の学校はヘブライ語で教えるギムナジウムが 2 校、商業

学校、女子手工業学校が運営されていた。ウクライナ系としては、ギムナジウムが 4 

校もあり、また女子教員養成学校もあった。これらの学校ではいずれもポーランド語

の学習が行われていた9。一方、ポーランド系の学校ではルシン語の授業が必修だっ

た。当時、公的にはウクライナ語をこのように呼んでいて10、私も成績証明書にその

ように記入している。第 2 学年からはポーランド語の書き方に加えて、ウクライナ

語で話したり、キリル文字で書いたりすることを学び、私たちはその言語をよく知っ

ていたから、成績はとても良かった。私たちは昔から、隣近所や往来で顔を合わせる

たくさんの同い年たちとポーランド語、ウクライナ語でかわるがわる喋っていたし、

それでとてもよく意思疎通ができていた。母やアンジャ〔オルシャィンスキ家の家政婦〕

が私を市場に連れて行くと、そこではポーランド語とウクライナ語がまぜこぜになっ

た言葉が話されていて、1937 年からサピエフ通りに住むようになると、2 階に住ん

でいたヴァスィウコ夫妻の家のラジェクとその兄ステパンとすぐに仲良くなった。兄

弟はたいてい、私にウクライナ語で話し、私は彼らにポーランド語で返事をしたもの

だが、一緒に遊ぶのに不都合だったことはまったくない。中庭でボール遊びをすると

きは決まって言い合いになったが、そのときもお互いに自分の言葉だった。 

通学路はいくつもあった。はじめのうちは、ペウェシュ通りからまっすぐに行くと

ても短い道を父や母に連れて行ってもらった。その後はサピエフ通りから、最終的に

カミンスキ通りから通うようになった。特に下校中、ひとりでも帰れるが、それより

も友達と連れ立って歩くときに、街をもっともよく知ることができる。私たちのお気

に入りは病院通りかアルメニア通りを通って、街の代名詞ともいえる五月三日通りに

出ることだった。そこには見るものがたくさんあったからである。 

 
9 当時のポーランドでは、中等教育以上の教育課程（すなわちギムナジウム以上の学校）にお
いて共学校は少数派だった。1929–30 年度に存在した国立中等教育機関のうち、共学校は全体
の 21% に留まっている。共学校の割合は時代とともに増加傾向にあり、第二次世界大戦が勃
発した 1939 年には共学校の割合は 40% 近くに達していた。以下のオンライン記事を参照：
Niepodległa. “Edukacja w II Rzeczypospolitej.” 
10 本文の記述にあるように、ウクライナ語 język ukraiński とルシン語 język ruski という二つ
の言語名は同義的に使用されていた。戦間期以降に刊行された資料の多くにもこの傾向が見ら

れる（例えば Ogonowski 2000 など）。しかし「ウクライナ」と「ルシン」の 2 語は、必ずし
も同義とは扱えない事情がある。具体的には、ルシン人のなかでより強く国家的独立を志向す

るグループが「ウクライナ」という民族名を好んで使用していたことが、当時の資料 (Kierski 
1933: 519) に記述されているからである。詳しくは貞包 (2022: 103) を参照。 



日本言語政策学会第 24 回大会 WiP セッション (W-1) 
2022 年 6 月 18 日（土）京都大学吉田南キャンパス 
貞包和寛 (kazuhiro8782@gmail.com) 

 5 

アルメニア通りには「ハイデル」と呼ばれていた私立のユダヤ人ギムナジウムが

あり、その中庭で体操服を着て丸帽子11 をかぶった知り合いのユダヤっ子たち――

ユダヤ人はそのように呼ばれていて、まったく侮蔑的なニュアンスはなかった――

12 がとても規律正しく様々な体操をしたり、ボール遊びをしたりしていた。 

 

2.2.「サピエフ通り」(pp. 75–85) より部分訳 (pp. 80–85)  

［節の紹介］この節では、著者オルシャィンスキの少年時代の隣人であったヴァイス

ベルク家（ユダヤ系）、ヴァスィウコ家（ウクライナ系）から回想が始まり、特にウク

ライナ系市民とポーランド系市民との関係性が詳しく描かれている。第一次世界大戦

末期から、国家的独立を目指すウクライナとガリツィア（ハリチナー）地方の支配を

めぐるポーランドとの間には激しい軍事的衝突が何度も生じ、最終的にはウクライ

ナ・ポーランド戦争（1918–1919 年）に至った。オルシャィンスキがここで記述する

時代にはこの戦争から 10 年以上が経過していたが、ウクライナ民族主義者がポーラ

ンドの要人を暗殺するなど、ポーランド系市民とウクライナ系市民の関係は一定の緊

張を孕むものであった。以下に訳出した箇所からも、そうした関係性の一端が垣間見

える。 

 

サピエフ通りでは、ユダヤ人のヴァイスベルク家がお隣さんだった。銀行の副部長

だったヴァイスベルクさんには 3 人の息子がいた――私と同い年で、“マィンチョ”

と呼ばれていたマリアン、4 歳年上のリシ、一番上のアダシである。他のユダヤ人の

少年たちと異なり、みんなポーランド風の名前だった13。彼らの母――ルジャさん―

― はとても美しい女性だった。ヴァイスベルク家とはすぐに家族ぐるみで付き合う

ようになり、特にマィンチョは私の大切な友達になった。 

我々のひとつ下の階に住んでいたのがヴァスィウコ家である。夫妻には 2 人の息

 
11 本文で「丸帽子」と訳した箇所は、ポーランド語原文では mycka という語が使われてい
る。mycka は「ひさし・つばの無い帽子全般」を指す語であり、必ずしもユダヤ人の被るもの
（いわゆるキッパー）のみを指すわけではないので、ここでは単に「丸帽子」と訳した。な

お、ユダヤ人男性が被る丸帽子を表す語として、jarmułka［ヤルムウカ］という語もある。 
12 本文で「ユダヤっ子」と訳した箇所は、ポーランド語原文では Żydki と記されている。「ユ
ダヤ人」を意味する男性名詞 Żyd の指小語 Żydek の複数形である。指小語は一般的に、元の
名詞一般と比較して「小さい」と見なされるものを指す (Urbańczyk ed. 1991: 403) が、軽視、
侮蔑、皮肉などのニュアンスを派生的に持つことがある。本文でオルシャィンスキが「侮蔑的

なニュアンスはなかった」と補足するのは、こうした言語的な事情に鑑みてのことであろう。 
13 本文にもあるように、マィンチョ Mańcio は男子名マリアン Marian の愛称である。同様
に、リシ Ryś はリシャルト Ryszard の、アダシ Adaś はアダム Adam の愛称であり、いずれ
もポーランド語の男子名として一般的なものである。 
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子がいた――私やマィンチョより半年年長のラジェクと、ほぼ成人の年齢だったス

テパンである。ヴァスィウコ家はウクライナ人だった。ヴァスィウコさんは乳製品

の製造・販売を行うウクライナ系協同組合「バター連盟」で重要なポストに就いて

おり、そこの牛乳、クリーム、バターは最高のものだったので、私の家もヴァイス

ベルク家もお世話になっていた。ヴァイスベルク家がかなりポーランドに同化して

いたのに対し、ヴァスィウコ家は頑ななまでにウクライナ人だった。ラジェクとは

中庭で遊び、しょっちゅう口喧嘩もし、本を貸し合ったりもしたのだが、家に呼び

合うことはなかった。一方で、マィンチョと私はよくお互いの家に行ったものであ

る。 

私たちはこの異なる 3 家族を行き来しながら暮らしていた――ヴァイスベルク家

とは身内のように、ヴァスィウコ家とは隣人のように。しかしどんな時でも、対立

するということはなかった。それはさながら、ヤン・カジミェシュ王14 から賜った

スタニスワヴフの紋章に描かれた三つの塔のようだった。三つの塔は、ポトツキ家

15 が開いたこの街に生きる 3 民族――ポーランド人、ルシン人、ユダヤ人――の

象徴だったのである。実際に、第二共和国のポクチェ〔ポークッチャ〕地方16 に位置

するスタニスワヴフ県では、ルヴフやヴォウィンと異なり17、ポーランド系住民と

ウクライナ系住民の間の緊張はとても緩く、暴力的な破壊行動はほとんど見られな

かった。ルヴフ県やヴォウィン県などは、地下活動やテロを繰り広げるウクライナ

独立主義者たちと、彼らを取り締まり弾圧するポーランド当局との間で引き裂かれ

ていたのである。ウクライナ系学校は廃校にされ、ウクライナ語の出版は禁じられ

て検閲されていた。スタニスワヴフではただの 1 校も閉鎖されることはなく、ウク

 
14「ヤン・カジミェシュ王」とは、1648 年から 1668 年までポーランド・リトアニア共和国の
王位にあったヤン二世カジミェシュ・ヴァーザ Jan II Kazimierz Waza を指す。1662 年、ヤン
二世はポーランドの大貴族（マグナート）であったアンジェイ・ポトツキ Andrzej Potocki の
治める土地に、マグデブルク法にもとづく自治権を与えた。このときに認められた土地がスタ

ニスワヴフである。 
15「ポトツキ家 Potoccy」とは、ポーランド・リトアニア共和国の大貴族（マグナート）であ
る。スタニスワヴフはアンジェイ・ポトツキが軍事拠点として形成した土地にマグデブルク法

の特権が与えられたことによって都市として成立した（脚注 14 参照）。「スタニスワヴフ 
Stanisławów」という名称の起源は、アンジェイ・ポトツキの父であるスタニスワフ・レヴェ
ラ・ポトツキ Stanisław Rewera Potocki もしくはアンジェイの長男であるスタニスワフ・ポト
ツキ Stanisław Potocki に拠るものと考えられている。以下のオンライン記事を参照：
Stanisławow.net. “O Potockich, założycielach i dziedzicach miasta.” 
16「ポクチェ地方」（ポーランド語で Pokucie）とは、現在のウクライナ南西部に位置する地方
の名称。ウクライナ語では「ポークッチャ Покуття / Pokuttja」と呼ばれる。 
17「ルヴフやヴォウィン」とは、戦間期ポーランドのルヴフ県 województwo lwowskie およびヴ
ォウィン県 województwo wołyńskie を指している。 
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ライナ民族劇場が営業し、ウクライナ系政党も法律に従い活動していた。そして―

―誰もが知っていたことだが――非合法のウクライナ系政党も存在した。ポーラン

ドに敵意を剥き出しにしていた OUN、すなわちウクライナ民族主義者組織18 であ

る。OUN はポーランド全土でテロ活動を繰り広げていた。こうした様々な団体の

なかで最も重要だったのが教育団体「プロスウィータ協会」19 であり、その他にも

ウクライナ人ボーイスカウト団、スポーツ団「ソーキル」20 などがあり、ウクライ

ナ語の新聞や雑誌が出版されていた。五月三日通り沿いには、ウクライナとポーラ

ンドの旗を入口に掲げた「民族の家」という施設が活発に活動しており、様々な催

しを開いていた。 

 職業組合はいずれも独自の構成を取っていて、ウクライナ人医師の団体もその例に

漏れず、産婦人科医で私の父ともよく会っていたコンスタンティ・ヴォイェヴィトカ

博士に率いられていた。博士と父がよく会っていた理由は、博士の妻がユダヤ系ハン

ガリー人だったからである。名前をイロナといって、スタニスワヴフで最も優美な婦

人として知られていた。もちろん、私の母もイロナさんと付き合いがあった21。ヴォ

イェヴィトカ夫妻はとても裕福で、後にピェラツキ通りと改名されたシナノキ通り沿

いの石造りマンションの美しい住まいで暮らしていた。同じ建物の中に、映画館「ワ

ルシャワ」があった。 

 1934 年にウクライナのテロリストに殺害されたブロニスワフ・ピェラツキ内務大

臣の名を冠した通りというのが何とも妙なことではあった22。ヴォイェヴィトカ夫妻

には子供がなかったので、母が私を夫妻のところに連れて行ってくれたのは 1 度だ

けだ。そのため、最新の家具を備えた客間は今でも記憶に焼き付いている。ヴォイェ

ヴィトカ博士は最高の産婦人科医として知られていただけでなく、ポーランド当局に

 
18「ウクライナ民族主義者組織 Організація українських націоналістів」とは、1929 年にウィー
ンで結成されたテロ組織を指す。戦間期ポーランドにおいてポーランド当局と激しい対立関係

にあり、1934 年には内務大臣ブロニスワフ・ピェラツキ Bronisław Pieracki が同組織によって
殺害されている（貞包 2022: 90, 109）。本文中に現れる OUN とは、同組織のポーランド語名 
Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów のアクロニムである。 
19「プロスウィータ協会 Просвіта」とは、1868 年にリヴィウで創設された団体である。ウクラ
イナ語の「プロスウィータ просвіта」は「啓蒙」を意味する。文化、政治、スポーツなどの
様々な活動を通じ、ウクライナ人コミュニティにおける啓蒙・教育活動を行った。 
20「ソキル Cокіл」とは、1894 年にリヴィウで創設されたスポーツクラブ。ウクライナ語の
「ソーキル cокіл」は「ハヤブサ」を意味する。 
21 本発表の翻訳部分では述べられていないが、著者オルシャィンスキの母カティンカはハンガ
リー出身である。1920 年代のポーランドにおいては、ポーランド人男性がハンガリー人女性
と結婚することは珍しいことではなかった旨の記述が本書に見られる (Olszański 2016: 15)。 
22「ピェラツキ通り」の名称の由来となったポーランド人政治家ブロニスワフ・ピェラツキ

は、1934 年にウクライナ民族主義者組織に殺害されている（脚注 18 参照）。 
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協力してウクライナ民主主義を打ち立てる政治活動に携わっていることでも有名だ

った。博士はポーランド人から「我々のウクライナ人」と呼ばれていたが、ウクライ

ナ民族主義者組織との繋がりも持つ人だった。ウクライナ人はポクチェ〔ポークッチ

ャ〕地方のあらゆる政治レベルに代表者を送っており、ウクライナ系の評議会議員、

下院議員、上院議員がいた。村長やグミナ長を務めるウクライナ人も多かった。1930 

年代のスタニスワヴフ市の人口はポーランド人 2 万 2 千、ユダヤ人 2 万、ウクラ

イナ人 1 万 8 千、ドイツ人 5 千だったので23、人口比に完全に対応しているわけで

はなかったものの、どの集団も自身の権利を守る代表者を立てていた。人口 150 万

を数えるスタニスワヴフ県全体で見ると、人口比率は違ってくる。県の多数派はルシ

ン系住民であり、彼らは必ずというわけではなかったが、自らをウクライナ人と見な

していた。とはいえ、ルシン系の中にはフツル人24 なども含まれてはいたのだが。 

 スタニスワヴフにおけるポーランド人とウクライナ人の相互関係は、ガリツィア

〔ハリチナー〕25 やヴォウィン〔ヴォルイニ〕26 における両者の関係とは異なるものだ

った。1918–19 年のポーランド・ウクライナ戦争において、スタニスワヴフがウクラ

 
23 ここでオルシャィンスキがどのような資料にもとづいているかは不明だが、ここで挙げられ
ている数値は、少なくとも 1931 年国勢調査の値とはやや異なっている。ただし、ポーランド
人、ユダヤ人、ウクライナ人がスタニスワヴフ市の主要な民族的集団であった事実には変わり

ない。参考として、1931 年国勢調査におけるスタニスワヴフ市の人口構成を以下に示す。た
だし、以下の数値は「民族意識」ではなく「母語」にもとづくものであることに注意する必要

がある (GUS 1938b: 29)：ポーランド語話者 26,187 人、イディッシュ語話者 20,651 人、ウク
ライナ語話者 5,553 人、ルシン語話者 3,804 人、ヘブライ語話者 2,293 人、ドイツ語話者 
1,332 人。 
24「フツル人」とは、カルパティア山脈東部（現在のウクライナ、ルーマニア）に居住する山

岳民である。ポーランド語原文では Huculi と綴られている（ウクライナ語では Гуцули）。ポ
ーランドの言語学者ヤヌシュ・リーゲル Janusz Rieger によると、フツル・ボイコ・レムコの
土着の言葉は、ウクライナ語カルパティア方言群をなしている (Rieger 1995: 10)。もっとも、
これら三つの言葉をウクライナ語の「方言」と見なすことができるかは議論の分かれる部分も

あり、特にポーランド内の民族的少数者であるレムコ人は、ウクライナ語とは異なる独自のキ

リル文字表記法を用いるなど、一部に強い言語意識を持っていることが確認できる（貞包 
2020: 119–121）。 
25「ガリツィア Galicja」とは、現在のポーランド東部・南東部からウクライナ西部にまたがる
地域の、ポーランド語による歴史的名称。ウクライナ語での名称は「ハリチナー Галичина」
である。現在はカーゾン線（第二次世界大戦後のポーランド東部国境）によって、ポーランド

とウクライナに二分されている。第一次三国分割（1772 年）以降、全域がオーストリア・ハ
ンガリー帝国の版図に含まれていた（柴他 2015: 87–88）。第一次世界大戦後、ガリツィアの支
配権をめぐって西ウクライナ人民共和国とポーランドが激しく争い、最終的には 1921 年 3 
月のリガ条約によって、ポーランドによるガリツィア支配が確定した（伊東他 1998: 313）。 
26「ヴォウィン Wołyń」とは、現在のウクライナ北西部を中心とする地域の、ポーランド語に
よる歴史的名称。ウクライナ語での名称は「ヴォルイニ Волинь」である。戦間期には大部分
がポーランドのヴォウィン県 województwo wołyńskie に属し、ウツク Łuck を県庁所在地とし
た。なおウツクとは、現ウクライナのヴォルイニ州の州庁所在地ルーツク Луцьк である。 
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イナ側を利する重要な役割27 を果たしたことを考えると、この事実は興味深いもの

だ。1918 年 11 月、オーストリア政府はガリツィアの支配を、ルヴフ〔リヴィウ〕を

首都とする西ウクライナ人民共和国28 を宣言したウクライナ中央ラーダ29 へ譲り渡

したのである30。ポーランド人が「仔鷲」31 と呼ばれたルヴフの若者たちと共に故郷

の街を防衛しているさなか、11 月終わりにスタニスワヴフに移ったウクライナ政府

は、キーウを首都とするウクライナ共和国との合同を 1919 年 1 月に宣言したので

ある32。ポクチェ〔ポークッチャ〕地方ではウクライナのシーチ銃兵隊33 10 万が動員

 
27「ウクライナ側を利する重要な役割」とは、ウクライナの国家的独立を目指す西ウクライナ

人民共和国（脚注 28）が 1918 年 12 月にスタニスワヴフに拠点を移した件を指している。 
28「西ウクライナ人民共和国 Західноукраїнська Народна Республіка」とは、第一次世界大戦終
結前後の時期にオーストリア・ハンガリー帝国領だったガリツィア（ハリチナー）地方で 
1918 年 11 月に成立した国家の名称。同地方の領有を狙うポーランドとの間に武力衝突が生
じ、最終的にはポーランドが 1919 年 7 月にハリチナー地方全域を確保し、西ウクライナ人
民共和国は敗北した（ウクライナ・ポーランド戦争）。その後、西ウクライナ政府はボリシェ

ヴィキとの対決姿勢を強めていたシモン・ペトリューラと協力関係を結ぼうとするも、ポーラ

ンドを対ボリシェヴィキの協力者と見なしていたペトリューラとは合意に至らなかった。脚注 
29 で後述する「ウクライナ人民共和国」と並んで、ウクライナ独立を目指した主要勢力のひ
とつ（柴他 2015: 48、伊東他 1998: 312–313）。 
29「ウクライナ中央ラーダ Українська Центральна Рада」とは、ロシア帝国崩壊直前の 1917 年 
3 月にキーウで発足した政治機関である。ウクライナ語の「ラーダ pада」は「評議会」を意味
する。1917 年 4 月に行われた「全ウクライナ民族大会」を経てウクライナの政治的代表機関
と認知されるようになった。その後、1918 年 10 月にロシアで十月革命が起こり、ボリシェ
ヴィキが権力を握ると、中央ラーダは「ウクライナ人民共和国」の創設を宣言してロシアから

の独立を図った。その後中央ラーダはソヴィエト勢力を駆逐するためにドイツ軍と協力関係を

結ぶが、第一次世界大戦終結によりドイツ軍が撤退し、1919 年はウクライナ一帯で内戦が続
くこととなる。前述の「西ウクライナ人民共和国」と並んで、ウクライナ独立を目指した主要

勢力のひとつ（柴他 2015: 48、伊東他 1998: 303–307）。 
30 著者のオルシャィンスキはここで「ウクライナ中央ラーダ」と記しているが、西ウクライナ
人民共和国を宣言したのは「ウクライナ民族ラーダ Українська Національна Рада」であるた
め、おそらく著者の誤解であろう。ウクライナ民族ラーダとは、1918 年 10 月に西ウクライ
ナおよびガリツィア地方のウクライナ人が結成した政治機関である（伊東他 1998: 311–312）。
民族ラーダはオーストリア・ハンガリー帝国内のウクライナ人地域の統合を目指し、西ウクラ

イナ人民共和国を宣言した。しかし同じくガリツィア地方の領有を狙うポーランドと衝突し、

敗北した（脚注 25）。 
31 ここで著者オルシャィンスキが「仔鷲 Orlęta」と呼んでいるのは、リヴィウ防衛のために組
織されたポーランド少年兵の部隊である。ウクライナ・ポーランド戦争（脚注 28）において
西ウクライナ人民共和国軍と、後のポーランド・ソヴィエト戦争ではソ連軍と戦った。 
32「11 月終わりに［…］宣言したのである」というオルシャィンスキの説明は、ウクライナ独
立運動を繰り広げた諸勢力の名称が一般のものとは異なり、やや分かりにくい。この箇所は以

下のように用語などを置き換えると良いだろう：「1918 年 11 月終わりにスタニスワヴフに移
った西ウクライナ人民共和国政府は、キーウを首都とするウクライナ人民共和国との合同を 
1919 年 1 月に宣言したのである」 
33「シーチ銃兵隊 Січові Стрільці」とは、1914 年にガリツィア地方で結成されたウクライナ人
銃兵隊。後にウクライナ中央ラーダに加わり、精鋭部隊としてボリシェヴィキなどと戦闘を繰

り広げた。 
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された。ポーランド史に長らく刻まれてきたスタニスワヴフの名が初めてウクライナ

史に登場した瞬間である。それは半年間のことであった。6 月も半ばを過ぎたころ、

ルツィアン・ジェリゴフスキ34 将軍率いるポーランド軍がスタニスワヴフに進撃し

たからである。しかしウクライナが独立の機会を逸したのは、ポーランドとの戦争の

ためではなく、ロシア帝国以来の野望を実現せんとするボリシェヴィキの攻撃のた

めだった。1919 年 4 月にキーウは陥落、ウクライナ独立派の重要なイデオローグの

ひとりであり、アタマンとして軍の指揮を執っていたシモン・ペトリューラ35 が師

団の生き残りを引き連れて逃げ込んだのはポーランドだった！ この頃になってよ

うやく、自分たちの最大の敵はポーランドではなくソヴィエト・ロシアであること

が、ウクライナの政治家たちにも明らかになってきた。とはいえ、ポーランドとの戦

争の爪痕は深く、つい先ごろ受けたばかりの傷と恨みは今でも生々しいものだった。 

しかし、ウクライナへの併合がまさに宣言された地であるスタニスワヴフでは、

そのことは忘れられつつあり、どちらかと言えばウクライナ人との合意が目指され

ていた。少なくとも私の周辺ではそうであり、私自身はそのように記憶している。

というのも、私がマィンチョと一緒に「黄色のクソにガキのケツ、ウクライナはど

ん詰まり」とラジェクを囃したてて、ヴァスィウコさんが私の父にそのことを話

し、父から最初で最後の平手打ちを食らったことがあったからだ。マィンチョの父

も同じように反応したらしい。それから 1 週間ラジェクを避けていたが、また庭で 

3 対 3、つまり私とヴァスィウコ兄弟対ヴァイスベルク兄弟で、中庭でボール遊び

をするようになり、すべては収まった。ただし、ヴァスィウコさんは私とマィンチ

ョを無視するようになり、私とマィンチョもヴァスィウコさんにお辞儀しなくなっ

た。 

 
34 ルツィアン・ジェリゴフスキ (Lucjan Żeligowski, 1865–1947) は、ポーランドの軍人。ロシア
帝国領ヴィリニュスに生まれ、後に日露戦争 (1904–1905) にも従軍した。第一次世界大戦では
ロシア帝国軍の一部であるポーランド射撃旅団 Brygada Strzelców Polskich の第二大隊指揮官と
して従軍し、対独戦争を戦った。戦間期ポーランドでは、アレクサンデル・スクシンスキ内閣

で国防大臣を務め（1925 年 11 月 27 日〜1926 年 5 月 10 日）、1935 年から 1939 年まで下
院議員も務めた。ジェリゴフスキについては以下のオンライン記事を参照：Dzieje.pl. “Lucjan 
Żeligowski (1865–1947).” 
35 シモン・ペトリューラ (Симон Петлюра, 1879–1926) は、ウクライナの軍人。1917 年のウク
ライナ中央ラーダ（脚注 29）結成時に軍事委員長に就任した。1919 年、ドイツおよびオース
トリア軍がウクライナから撤退すると、ペトリューラは中央ラーダを継承したディレクトーリ

ア政権を打ち立てるも赤軍によってキーウを攻略された。その後ペトリューラは、1921 年 3 
月のリガ条約まで行われたポーランド・ソヴィエト戦争を戦ったが、このときにペトリューラ

指揮下の軍が各地でポグロム（ユダヤ人に対する集団的迫害）を行ったとされている。戦後、

パリに亡命していたペトリューラは、1926 年 5 月にユダヤ人ショレム・シュヴァルツバルト
に殺害された（田中 2022: 73）。 
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2.3.「ベレク・ヨセレヴィチ通り」(pp. 86–95) より全訳 

［節の紹介］ 

スタニスワヴフには 50 を超えるユダヤ教の神殿があった。中核をなす荘厳なシ

ナゴーグから、街中に散在するより小規模な祈の家まで。ユダヤ教進歩派の最大に

して最も美しいシナゴーグはテンプルム36 と呼ばれており、これはミツキェヴィチ

広場とフレドロ通り、ビェロフスキ通りが交わる市の中心に、スタニスワフ・モニ

ューシコ劇場と向かい合う形で 19 世紀に建てられたものである。シナゴーグが接

する通りは、ポーランド統治時代から、イタリアのポーランド軍団およびワルシャ

ワ大公国時代の英雄的大佐の名前から「ベレク・ヨセレヴィチ通り」と名付けられ

ていた37。ユダヤ人のヨセレヴィチは 1809 年のコツクの戦いにおいてオーストリ

ア軍と戦い最期を遂げ、ポーランドに命を捧げたユダヤ人たちの愛国心の象徴とな

った。 

ムーア・リバイバル様式のシナゴーグの設計・建築を行ったのは、ウィーンの著

名な建築家であるヴィルヘルム・スチャスヌィ38 だった。スタニスワヴフのシナゴ

ーグは、スチャスヌィが建築し、上ハンガリー地方39 で最も美しいとされていたマ

ラツキ市40 のシナゴーグを忠実に模したものだった。しかし何よりも大事なのは、

中央ヨーロッパで最も美しいと言われていたブダペストのシナゴーグと同じく、ス

タニスワヴフのシナゴーグも、玉ねぎの形をしたムーア風の丸屋根を持つ四隅の鐘

楼が装飾の中核をなしていたことである。そのブダペストのシナゴーグの設計者で

 
36 ポーランド語原文では Templum と記されている。テンプルムの当時の様子はウィキメディ
ア・コモンズから見ることができる。参照：Wikimedia Commons. “File: Iwano Frankiwsk 
Synagogue.jpg” 
37 ベレク・ヨセレヴィチ (Berek Joselewicz, 1770–1809) は、ユダヤ人の軍人。三国分割に対抗
するタデウシュ・コシチュシュコが率いる独立蜂起（1794 年）に従軍し、後にナポレオン指
揮下のポーランド軍団に加わった。本文にもあるように、1809 年のコツクの戦いにおいてオ
ーストリア軍との戦闘中に戦死した。ヨセレヴィチについては以下のオンライン記事に詳し

い：Jewish Virtual Library. “Berek Joselewicz” 
38 ヴィルヘルム・スチャスヌィ (Wilhelm Stiassny, 1842–1910) は、ユダヤ人の建築家。本文に
記述のあるスタニスワヴフのシナゴーグが代表例であるが、ヨーロッパのシナゴーグにムーア

式の（イスラム建築的な）特徴を導入している点に特徴があるとされている。以下を参照：
Tanaka (2009: 9–10) 
39 上ハンガリーとは、かつてハンガリー王国の北部を形成していた一帯で、大部分が現在のス
ロヴァキアに当たる。ハンガリー語での名称は Felső-Magyarország、英語での名称は Upper 
Hungary、ポーランド語での名称は Górne Węgry である。 
40 マラツキ市とは、現スロヴァキアのマラツキを指している。 
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あり、同じくウィーンの建築家であったルドヴィク・フォスターは、スチャスヌィ

と裁判で争っていた。私の母カティンカは建築に興味があったためにその仔細を知

っており、ハンガリー系の出自ということもあって、シナゴーグの中を何としても

見たがった。さほど興味のなかった私も一緒に連れて行かれ、まあ仕方ないと母に

ついて行った。神殿の入口の前で嫌々ながら帽子を被った。そのルールは絶対のも

のだったからである。 

しかし、一見の価値があることが中に入ると分かった。スタニスワヴフの教会の

身廊よりも高い見事な本堂、3 階に相当するであろう高さにぐるりと側壁を走るバ

ルコニー、我々の教会とは全く違うもので、とても印象的だった。峻厳で、質素だ

が品がある。祭壇の代わりに演壇が、そして 2 メートルを超える七股の燭台が置か

れている。まさに祈の家だった。 

何年も経ってからスタニスワヴフを初めて再訪したとき、シナゴーグが見る影も

なかったことには大いに驚かされた。というのも、最たる装飾であった丸屋根の四

つの鐘楼がソ連によって切られてしまったからである。内部も台無しにされた。建

物は天井で真二つに分断され、下の階は医学生の体育館に、上の階は講義室と倉庫

にされてしまったからである。ソ連は教会だけでなく、シナゴーグも破壊したの

だ。ソ連が崩壊しウクライナが独立してようやく、スタニスワヴフのいくつかの小

さなユダヤ人グミナが神殿を取り戻し、徐々にその意義を取り戻しつつある。 

シナゴーグを境にユダヤ人地区に入るのだが、通りの名前もそのことを強調して

いた。ベレク・ヨセレヴィチ通りから街の広場に出るのがヒルシュ通り、ミツキェ

ヴィチ広場と接していたのがマイゼル通りだったからである。スタニスワヴフの主

要な通りが 19 世紀の傑出したユダヤ人の名前から取られているとは、興味深いこ

とである。フランスの男爵であったモーリス・ヒルシュ41 は、当時のヨーロッパ最

大の資産家のひとりであり、ガリツィアのユダヤ人教育の発展の先がけとなった人

物である。スタニスワヴフのユダヤ系ギムナジウムは彼の資産によって創立され

た。ヒルシュ男爵はユダヤ人国家の建設を夢見ており、そのためにアルゼンチンに

広大な土地を購入し、ユダヤ人入植協会42 を設立して、ガリツィアから約束の地へ

 
41 モーリス・ヒルシュあるいはモーリス・ド・ヒルシュ (Maurice de Hirsch, 1831–1896) は、ド
イツ生まれのユダヤ人の実業家。パリ、ロンドンなどで家業の金融業に携わり、ユダヤ人貧困

層救済のための活動も精力的に行った。ガリツィアやブコヴィナ（現ウクライナからルーマニ

アにまたがる地帯の歴史的名称）において学校を設立するための資金援助も行っている。以下

のオンライン記事を参照：Jewish Virtual Library “Baron Maurice de Hirsch” 
42 ユダヤ人入植協会とは、ユダヤ人実業家モーリス・ヒルシュ（脚注 41）が 1891 年にロン
ドンに設立した株式会社。ポーランド語原文では Żydowskie Towarzystwo Kolonizacyjne と記さ
れている。英語での名称は Jewish Colonization Association である。ユダヤ人貧困層の国外移住
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と旅立つよう貧困層を勧誘していた。当時、ポクチェ〔ポークッチャ〕地方から数千

人のユダヤ人が旅立ったが、その多くが着いた先はアルゼンチンではなくアメリカ

合衆国だった43。一方、べエル・マイゼル44 はクラクフとワルシャワで中核的役割

を担っていたラビであり、それはすなわち、19 世紀の二つの分割地で最も重要なラ

ビであったことを意味する。マイゼルはポーランド愛国者であり、ポーランド人抵

抗活動にユダヤ人が協力する必要性を説いていた。彼は口だけの人間ではなかっ

た。1831 年の十一月蜂起45 の際は、抵抗運動のために武器の受け取りを支援した

のである。また、ポーランド国家の復活の強力な支持者であり、ほとんど聖人と見

なされていたほどの賢者でもあった。 

スタニスワヴフにはラビ養成校もあったので、テンプルムの近くではいつも若いラ

ビたちの姿を見ることができた。くるぶしまで届くつやつやしたサテンの黒衣をまと

い、白い靴下を履き、狐の尻尾で縁取られたキッパーを被っている。ラビたちはたい

てい、激しく議論を戦わせていたり、腕を上げて掌で神殿の壁に触れながら熱心に祈

りを捧げていたりしていた。シナゴーグと市場の狭間から現れるのは完全な別世界

である。ユダヤ人の商店、仕立屋、靴屋、床屋などの小さな平屋からなる路地が複雑

に入り組んで全体を成している。そこに住む人の大部分は子沢山の貧困層だった。ニ

ンニクが悪臭を放ち、一家の稼ぎ手であるヤギを家の中で飼っているところも少なく

なかった。出入口にいる屑屋（当時は露天商をそう呼んだ）たちは体から全財産、輪

の形にまとめた玉ねぎとニンニク、ブラシ、鏡、財布などをぶら下げており、他に何

があるかは神のみぞ知るというところだった。値切るのも作法のうちで、あらゆるも

のを二束三文で買うことができた。こうした商人とは別の屑屋もいた――御用聞きで

ある。御用聞きたちは「屑屋、屑屋、古着古布売らんかね！」と売り声をかけながら、

ひとりで通りや庭を次から次へと巡っていた。 

 
支援事業を幅広く行った。主な移住先はアルゼンチン、ブラジル、アメリカ、カナダ、キプロ

ス、トルコなど。以下のオンライン記事を参照：Jewish Virtual Library. “Jewish Colonization 
Association (ICA)” 
43 1937 年にワルシャワで刊行された資料に拠ると、1830 年から 1930 年までの 100 年間に
ポーランドおよび東欧諸国から国外移住したユダヤ人の概数は、主要な行先ごとに分けると以

下のようになる (Pawłowski 1937: 6)：北米大陸 3,060,000、南米大陸 225,000、アフリカ 
110,000、アジア 225,000、25,000、オーストラリア 25,000、西欧 570,000、合計 4,215,000 
44 べエル・マイゼル (Beer Meisels, 1800–1870) は、ユダヤ教の聖職者。1832 年にクラクフで
ラビに任命され、議員としても活動した。その後 1856 年にワルシャワに移り、1861 年には
投獄されて国外追放に処されたが、1862 年に帰国を許され、死去までワルシャワに留まっ
た。クラクフ時代からポーランド独立運動に対して同情的で、カトリック聖職者の信頼も厚か

った。以下のオンライン記事を参照：Jewish Encyclopedia. “MEISELS, DOB BERUSH B. ISAAC.” 
45「十一月蜂起」とは、1830 年 11 月にポーランド王国（ロシア帝国領）で起きたロシア帝国
に対する武装蜂起。1831 年 9 月に蜂起軍側が降伏して終結した（柴他 2015: 201–202）。 
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ユダヤ人の住む一角を抜けるとすぐに、エレガントな世界にまた入っていくこと

になる。すぐそばに、ピウスツキ広場とコシチューシコ通りに挟まれる形で、ウィ

ーンの商人ガルテンベルク兄弟のモダンなアーケード46 があったからだ。それは長

さ 50 メートルを超えるガラス張りのホールで、アール・ヌーヴォー様式の傑作で

あり、きらびやかな商店とカフェ「エジソン」が美しい丸屋根の下に立ち並んでい

た。アーケードの四つのゲートのうちひとつはカルピンスキ通りへとつながってお

り、このゲートはベルヴェデール通りへの出口の反対側にあった。ベルヴェデール

通りを行くと、ほぼ全域がユダヤ人住民によって占められているベルヴェデール地

区となる。よってスタニスワヴフでは、「ワルシャワのベルヴェデールには大統領

が、ここのベルヴェデールにはユダヤ人が住んでいる！」という冗談があったほど

である47。 

ポーランド人、ウクライナ人と比べると、財力・信仰・教育の面で、ユダヤ人社会

内部の違いは際立っていた。貧困層がいれば大金持ちの商人もいて、正統派や超正統

派がいる一方で開明的なラビもいて、非識字者がいれば国家行政の要職を占める進

歩的なインテリもいた。ケヒッラーの長で上院議員だったビェネンストック博士、下

院議員だったハルペルン博士、そしてスタニスワヴフ副市長だったイザク・ハフテル。

郡指定医だったときに私の父が知り合った市保健衛生部長ダヴィド・ハッケル博士。

ユダヤ人の大部分は、商人は言うまでもなく、弁護士、公証人、実業家、医師、歯科

医、銀行家などの職に従事していた。私の周囲でユダヤ人を余所者扱いしたり、蔑視

したりする者はいなかったものの、ユダヤ人を嘲笑したり、あざけったり、因縁をつ

けたりする者が街にいなかったわけではない。そうした出来事を私はよく覚えている

し、激しい怒りを感じたものである。マィンチョとつるんでいるならお前もユダヤ人

だ、と言って私を罵ったクラスメートと殴り合いの喧嘩をしたこともある。 

ユダヤ人が 1919 年にウクライナ人を支持したことは家庭内でも話の種にされて

 
46 ここで言及されているアーケードは「ガルテンベルクのアーケード Pasaż Gartenbergów」と
呼ばれていた。当時の写真が以下のオンライン記事に掲載されている：Stanisławow.net. “Pasaż 
Gartenbergów i kawiarnia “EDISON” skończyłyby 100 lat.” 
47「ベルヴェデール Belweder」とは、ワルシャワにあるネオクラシカル様式の建物である。現
在のポーランドでは大統領府が置かれている。ただし、ここでオルシャィンスキが記している

「冗談」についてはやや補足説明が必要かと思われる。ベルヴェデールは 1926 年 5 月のク
ーデターから 1935 年 5 月までユゼフ・ピウスツキ (Józef Piłsudzki, 1867–1935) が居住してい
た。ピウスツキはクーデター後に独裁的な権力を保持していたが、大統領職に就任したことは

ない。また、1935 年 5 月のピウスツキの死から 1939 年の第二次世界大戦勃発まで、ベルヴ
ェデールはピウスツキ博物館として使用されていた。したがって、1929 年生まれのオルシャ
ィンスキが本書で記述している時代において、ベルヴェデールが大統領府として使用されてい

たことはない。 
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おり48、ポーランドのインテリのなかにはユダヤ人のインテリをよく思っていなかっ

た者もいた。父がヴァイスベルクさんとその話をしているのを、私は何度か聞いたこ

とがある。要は、ユダヤ人は西ウクライナ共和国に制服、武器、燃料を供与していた

のである。 

買い占めたんだ――ヴァイスベルクさんはそう説明していた――そうしなければ

キエフと同じように、ペトリューラに組織されたポグロムによって罪深きユダヤ人は

殺されていただろう49。どうすれば良かったと言うんだ？ 

しかし興味深いことに、ポーランド当局はその後、いかなる抑圧も加えなかった。

スタニスワヴフのユダヤ人社会はオーストリア＝ハンガリー帝国時代の特権を保持

したいたどころか、より大きな特権を得ていたのである。ユダヤ人には自分たちの学

校、いくつもの社会団体、ゴールドファデン記念オペレッタ劇場50、政党、三つのス

ポーツクラブ――マッカビ、ハコア、アドミラ――まであった。それらのクラブは、

1938 年にサッカー 1 部リーグ入りを逃した地元スタニスワヴフの「レヴェラ」51 と

同じくらいの人気を誇っていたのである。そしてユダヤ人社会とシオニスト政党のま

とめ役であったハルペルン博士は、西ウクライナ人民共和国に味方していたにもかか

わらず相変わらず重要人物であった。何と言っても下院議員だったのだから。 

ヴァイスベルク家はみな、心から自分をポーランド人と思っていたが、長男のア

ダシだけはどうやら例外だったようだ。アダシは私たちに、青年ブントの集会に通

っていること、そこで軍事教練を受けていること、学校を卒業したらユダヤ人の祖

国を勝ち取るためにパレスチナに行くつもりであることを、誇らしげに語ってい

た。リシの興味はまったく別のところにあった。リシが熱中していたのはスポーツ

で、ユダヤ人クラブ「ハコア」でサッカーをしていた。ボクシングのトレーニング

にも通っており、私たちに殴り合いの仕方を見せてくれたことがある。ワルシャワ

 
48 本文で述べられている「ユダヤ人が 1919 年にウクライナ人を支持したこと」とは、1918 
年から 1919 年のウクライナ・ポーランド戦争を指している。 
49 本文で述べられている「ペトリューラに組織されたポグロム」とは、ポーランド・ソヴィエ
ト戦争時に起きたペトリューラ軍によるポグロム（脚注 35）を指している。 
50 スタニスワヴフのユダヤ人社会では劇が人気を博しており、ユダヤ系の劇団だけでも二つが
活動していた (Ciwkacz 2016: 220)。しかしイディッシュ語で書かれた脚本をポーランド当局に
提出する必要があった事実も指摘されており、事実上の検閲がなされている状態だった 
(Ciwkacz 2016: 223)。こうした検閲がユダヤ人以外の他の集団の活動においても適用されていた
かは明らかではないが、ひとつの事実として指摘しておきたい。 
51「レヴェラ Rewera」とは、スタニスワヴフで 1908 年に創設されたスポーツクラブ。サッカ
ー、バスケットボール、自転車競技、体操などのチームを有していた。以下のオンライン記事

を参照：Stanislawow.net. “Dzieje rozwoju sportu w Stanisławowie w latach 1908–1939.” 
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のユダヤ人クラブ「グヴャズダ」が輩出したシャプショ・ロソルツ52 はリシにとっ

てヒーローだった。ロソルツはポーランドのフライ級最強のボクサーで、ヨーロッ

パ選手権で銅メダルを獲得していた。リシは『ラス、ドヴァ、チシ…』というスポ

ーツ週刊誌から切り取ったこのボクサーの写真をベッドの上に貼っていた。私とマ

ィンチョはアダシやリシのやっていたことにまったく興味を引かれなかった。私た

ちの関心事といえば、鉛でできた兵隊人形を買ったり、チェッカーをしたり、中庭

で遊ぶことだった。 

私たちの家族が 1938 年にサピエフ通りからカミンスキ通りへ引っ越し、その後

のソ連占領期に入っても、ヴァイスベルク家との付き合いは続いた。1939 年にユダ

ヤ人たちは熱に浮かされたように赤軍を歓迎し、恥知らずなことに、ハレル広場で

大規模な集会を開催した53。父を尋ねてやって来たヴァイスベルクさんは、ポーラ

ンドを裏切ったならず者のユダヤ人社会主義者たちについて泣きながら詫びてい

た。それからひと月もしないうちに、ヴァイスベルクさんが資本主義の銀行家であ

るとしてソ連当局に逮捕されたとの知らせを涙ながらに夫人が伝えに来た。もっと

も、ヴァイスベルクさんはすぐに釈放された。ユダヤ人社会主義者の友人たちがボ

リシェヴィキのところへ乗り込んで、この件に介入したからである。アダシとリシ

はコムソモール54 に加入した。彼らの通っていたユダヤ人ギムナジウムはソ連によ

って閉鎖されたが、二人ともそのことは問題とはしていなかった。ただひとりマィ

ンチョだけが、「ピオネール55 の赤スカーフなんて僕は巻かない」と言っていた。

1941 年 6 月、ドイツがソ連を攻撃し、パニックに陥ったソ連軍は 3 日ほどしかも

たずスタニスワヴフから退却した。そしてウクライナ人暴徒が往来でユダヤ人を殺

したり、ユダヤ人の家に押し入ったりしはじめた。ヴァイスベルクさんはマィンチ

ョとリシを避難させるため、カミンスキ通りの我々の家に二人を連れてきた。自分

は長男のアダシと家を守るために帰宅した。その後、ハンガリー軍がスタニスワヴ

 
52 シャプショ・ロソルツ (Szapsel Rotholc, 1913–1996) は、ポーランド生まれのユダヤ人ボクサ
ー。1936 年、ベルリン・オリンピックのボクシングフライ級にポーランド代表として出場し
ている。以下のオンライン記事を参照：Olympiada. “Szapsel Rotholc. Biographical information.” 
53 1939 年のポーランド侵攻に際して、ポーランドにとって敵軍であるソ連、ドイツを歓迎し
た少数者は少なくなかったものと思われる。歴史学者エウゲニウシュ・ミロノヴィチ 
Eugeniusz Mironowicz は以下のように指摘している：「戦間期の 20 年に行われていた少数者統
合政策は、国家に深刻な結果をもたらすこととなった。1939 年 9 月、市民の相当数が国家防
衛に関心を持たず、いかなる形であれ変化を期待したのである」(Mironowicz 2000: 26) 
54 コムソモール Комсомол とは、ソ連の青年団を指す。1930 年代は青年層の動員組織として
機能し、第二次世界大戦中はパルチザンを組織した。戦後のソ連において、学校教育と並んで

ソ連青少年のイデオロギー教化の役割を担った（森 2003: 143）。 
55 ピオネール Пионе́р とは、コムソモール指導下にあったソ連・共産圏少年団を指す。 
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フに入り、ウクライナ人を武装解除したことで秩序が戻り、マィンチョとリシは再

び自分たちの家で暮らすことができるようになった。 

ドイツ軍が入ってきたらユダヤ人がどうなるか、私の両親ははっきりと分かって

いたので、二人はスタニスワヴフを出るようヴァイスベルク夫妻を説得し始めた。

行き先はハンガリーである。母はハンガリー駐屯部隊の指揮官と早くから連絡をと

っていて、国境も開いていた。どうしたわけかヴァイスベルクさんと夫人が、「ドイ

ツ人は文化的な民族だから、ソ連のように数千の人々を逮捕し、殺し、追放するな

んて野蛮な真似をするはずがない」と信じ込んでしまったのは悲劇的だった。何し

ろ、ドイツにはシベリアがないのだから！ 何度も説得したが無駄だった。その

後、1941 年の秋、ドイツ人はスタニスワヴフで数千人のユダヤ人を殺害した。ゲッ

トーに入りきらなかったからである。生き残った者たちがベルヴェデール地区の一

角を囲む壁の向こうに押し込められた時にはもう手遅れだった。ヴァイスベルク一

家がゲットーから出ることはなかった。そのゲットーが閉鎖されたときに彼らは死

んだのである。 
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補⾜資料 QR コード

2

Zoom 参加の⽅にはチャットで配布します



書籍の概要
• 著者タデウシュ・オルシャィンスキ (1929-)

• 戦間期ポーランドのスタニスワヴフ Stanisławów
• 現ウクライナのイヴァノ＝フランキーウシク（後述）

• 2 冊の書籍の合冊版
• 『クレスィの辺境』2008 年
• 『スタニスワヴフいまだ滅びず』2010 年

• 戦間期ポーランドの都市⽣活者の資料
として価値がある

3

本書の表紙
写真は結婚式での著者の両親



戦間期ポーランドの領⼟
• 現在のポーランドより東に位置していた

• 現在のウクライナ、ベラルーシ、リトアニア
• 東部国境地域（クレスィ）は特に⺠族的少数者が集住
• クレスィ Kresy ＝「辺境」の意

• ルヴフ（リヴィウ）、ヴィルノ（ヴィリニュス）など
• 最も⽂化的に発展していた都市のひとつ

• 第⼆次⼤戦後に現在の国境線が決定される

4

スタニスワヴフ

画像は PNP24.PL より



⺟語にもとづく⼈⼝分布（1931 年国勢調査）

5

分類 ⼈⼝ ％
合計 31,915,779 100.00

ポーランド語 21,993,444 68.91
ウクライナ語＊ 3,221,975 10.09
イディッシュ語 2,489,034 7.98

ルシン語＊ 1,219,647 3.82
ベラルーシ語 989,852 3.10

ドイツ語 740,992 2.32

1931 年のポーランド全体

・GUS (1938a: 15) 参照
・ルシン語 ≒ ウクライナ語

⼈⼝の 30% 以上が⾮ポーランド系＝当時のポーランド国家の多⺠族・多⾔語性



⺟語にもとづく⼈⼝分布（1931 年国勢調査）

6

分類 ⼈⼝ ％
合計 1,480,285 100.00

ウクライナ語 693,750 46.86
ポーランド語 332,175 22.43
ルシン語 325,178 21.96

イディッシュ語 101,256 6.84
ドイツ語 16,737 1.13

分類 ⼈⼝ ％
合計 59,960 100.00

ポーランド語 26,187 43.67
イディッシュ語 20,651 34.44
ウクライナ語 5,553 9.26
ルシン語 3,804 6.34
ヘブライ語 2,293 3.82
ドイツ語 1,332 2.22

1931 年のスタニスワヴフ県 1931 年のスタニスワヴフ市

・ポーランド系、ルシン（ウクライナ）系、ユダヤ系が多い
・都市部にはユダヤ系とポーランド系、農村部にはルシン（ウクライナ）系市⺠

・GUS (1938b: 22) 参照
・GUS (1938b: 29) 参照



本⽂の記述
• スタニスワヴフ市の歴史
• ポーランド → オーストリア・ハンガリー → ポーランド

→ ソ連・ナチス → ウクライナ（ソ連）

• 著者オルシャィンスキの⼦供時代の思い出
• 近所に住んでいたウクライナ⼈⼀家、ユダヤ⼈⼀家
• 当時の⼩学校の様⼦

• 第⼆次世界⼤戦前後の様⼦

7



本発表で紹介する 3 節

8

節のタイトル 内容 ページ数 部分訳
（補⾜資料）

実習校 当時の学校教育の様⼦ 51‒64 50‒54
(資料 2.1)

サピエフ通り ウクライナ⼈への⾔及 75‒85 80‒85
（資料 2.2）

ベレク・ヨセレヴィチ通り ユダヤ⼈への⾔及 86‒95 全⽂
（資料 2.3）



「実習校」

──資料 2.1──
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著者の通った⼩学校の様⼦（資料 p. 2）

• 1936 年に⼩学校に⼊学した時、私は 7 歳だった。学校の正式
名称は「国⽴男⼦教員養成学校スタニスワヴフ校附属 7 学年制
実習学校」だった。

• みんな単に「実習校」と呼んでいた。先輩にあたる⾼校⽣たち
が実習のために私たちのところで教えていたからである。
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著者の通った⼩学校の様⼦（資料 p. 2）
• 著者が通っていた⼩学校（1936 年⼊学）

• 国⽴男⼦教員養成学校スタニスワヴフ校附属 7 学年制実習学校
• 通称 “実習校” ćwiczeniówka［チフィチェニュフカ］
• cf. ćwiczenie「練習、訓練」

• 教育実習が常に⾏われていた
• 同じ校舎の 1 階が⼩学⽣、2 階が⾼校⽣
• ポーランド独⾃の制度か否かは未調査
• 例外的な⼩学校であったと思われる

• 当時の教育システムについては脚注 1、2 を参照

11



ポーランド系以外の学校（資料 pp. 3‒4）

• スタニスワヴフには、国⽴と私⽴とを問わず、多くの学校とギ
ムナジウムがあった。もっとも多かったのはポーランド系の学
校だが、ウクライナ系やユダヤ系の学校も多く、福⾳派のグミ
ナにはドイツ系の学校が 1 校とギムナジウムがあった。ユダヤ
系の学校はヘブライ語で教えるギムナジウムが 2 校、商業学校、
⼥⼦⼿⼯業学校が運営されていた。ウクライナ系としては、ギ
ムナジウムが 4 校もあり、また⼥⼦教員養成学校もあった。こ
れらの学校ではいずれもポーランド語の学習が⾏われていた。

12



（余談）ギムナジウムにおける軍事教練
• スタニスワフ・レムの回想『⾼い城』より

• 「週に⼀度、PW、つまり軍事予備教育の授業があった」
• レム『⾼い城・⽂学エッセイ』pp. 147‒148.
• PW = Przysposobienie wojskowe

• 「結局、⼀年間に約百時間、最終学年では三百時間をそれに費やし
た。けれどもそれは ──いまから⾒ると── ⼀⼋七〇年の普仏戦争
に対して準備させられていたようなものだった」
• 上掲書 p. 152
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「サピエフ通り」

──資料 2.2──
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ウクライナ・ポーランドの関係（資料 p. 6‒7）

• スタニスワヴフではただの1 校も閉鎖されることはなく、ウクライ
ナ⺠族劇場が営業し、ウクライナ系政党も法律に従い活動していた。
そして［…］⾮合法のウクライナ系政党も存在した。ポーランドに
敵意を剥き出しにしていた OUN、すなわちウクライナ⺠族主義者組
織である。OUN はポーランド全⼟でテロ活動を繰り広げていた。こ
うした様々な団体のなかで最も重要だったのが教育団体「プロス
ウィータ協会」 であり、その他にもウクライナ⼈ボーイスカウト団、
スポーツ団「ソーキル」 などがあり、ウクライナ語の新聞や雑誌が
出版されていた。
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ウクライナ・ポーランドの関係（資料 p. 6‒7）

• ウクライナ⺠族主義者組織 (OUN)
• ウクライナ⺠族主義を掲げる⾮合法組織
• ブロニスワフ・ピェラツキ内相暗殺事件（1934 年）

• プロスウィータ、ソーキル
• 前者は啓蒙団体、後者はスポーツクラブ

• 様々な活動が基本的には⺠族的集団単位で⾏われていた
• ユダヤ⼈についても⾔えること
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ウクライナをめぐる歴史観（資料 p. 10）

• しかしウクライナが独⽴の機会を逸したのは、ポーランドとの
戦争のためではなく、ロシア帝国以来の野望を実現せんとする
ボリシェヴィキの攻撃のためだった。1919 年 4 ⽉にキーウは
陥落、［…］。この頃になってようやく、⾃分たちの最⼤の敵
はポーランドではなくソヴィエト・ロシアであることが、ウク
ライナの政治家たちにも明らかになってきた。
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ウクライナをめぐる歴史観（資料 p. 10）
• ⻄ウクライナ⼈⺠共和国
• リヴィウ
• 対ポーランド戦争

• ウクライナ⼈⺠共和国
• キーウ
• 対ボリシェヴィキ戦争

• 「ウクライナが独⽴の機会を逸した」理由
• 対ポ・対ソの⼆つの戦争で敗北したから
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「ベレク・ヨセレヴィチ通り」

──資料 2.3──
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ユダヤ⼈社会内部の多様性（資料 p. 14）

• ポーランド⼈、ウクライナ⼈と⽐べると、財⼒・信仰・教育の
⾯で、ユダヤ⼈社会内部の違いは際⽴っていた。貧困層がいれ
ば⼤⾦持ちの商⼈もいて、正統派や超正統派がいる⼀⽅で開明
的なラビもいて、⾮識字者がいれば国家⾏政の要職を占める進
歩的なインテリもいた。
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ユダヤ⼈社会内部の多様性（資料 p. 14）

• ガルテンベルクのアーケード
• ウィーンの商⼈

• ユダヤ⼈の個⼈事業主
• 資料 p. 13 太字箇所
• ほとんどが最貧困層
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ユダヤ⼈社会の特殊性（資料 p. 15）
• ユダヤ⼈には⾃分たちの学校、いくつもの社会団体、ゴールド

ファデン記念オペレッタ劇場、政党、三つのスポーツクラブ
［…］。
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ユダヤ⼈社会の特殊性（資料 p. 15）
• 様々な活動が基本的には⺠族的集団単位で⾏われていた例

• ヴェルサイユ⼩条約 Little Treaty of Versailles
• 第 10 条：ユダヤ⼈学校に関する規定（⼀定の⾃治が認められていた）
• 第 11 条：ユダヤ⼈の宗教的習慣（安息⽇）の尊重

• ユダヤ⼈は⼩条約で唯⼀「名指し」されている少数者
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総評

• 歴史的事実にはやや誤解・記憶違いがある

• ウクライナ中央ラーダと⺠族ラーダの間違い（脚注 29、30）
• 歴史上で果たした役割が⼤きく異なる

• 「スタニスワヴフのベルヴェデールにはユダヤ⼈が住んでいる」
• 当時のベルヴェデールは⼤統領府ではなかった（脚注 47）
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総評
• ややノスタルジーに流れすぎるきらいも
• 「差別はなかった」かのように書いているが、当然あった
• 著者はまだ⼦供だったので、差し引いて考える必要がある

• 戦前のポーランドを「懐かしむ」⾵潮が存在する
• クレスィ Kresy ＝「辺境」の意味
• ウクライナ、ベラルーシ側から⾒ると、問題のある呼び⽅
• 地名や⾔語名は分裂することも多い
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総評
•当事者の貴重な証⾔であることには変わりない
• スタニスワヴフは当時のポーランドの⼤都市のひとつ

• 学術書や政策⽂書では分からないミクロの視点
• 国⺠の 3 割が⾮ポーランド系→ 国勢調査を⾒れば分かる
• 多⺠族性の濃い当時の市⺠⽣活→ 当事者でなければ知り得ない部分
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発表者の今後の研究課題
• 戦間期ポーランドの義務教育における少数者
• 完全に⺠族的集団ごとに分かれていたか？
• 少数者の学校教育について定めた法律の精査
• 「別枠」であったユダヤ⼈学校の状況

•当時の歴史的背景を踏まえた分析が求められる
• 国⺠⺠主党とピウスツキ派
• 少数者へのスタンスは異なるが、どちもらポーランド中⼼主義ではある
• ヴェルサイユ⼩条約の規定による少数者保護→国際連盟との関連
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助成⼀覧
• 戦間期のポーランド共和国（1918-39 年）における⾔語政策の研究

• 科研費（特別研究員奨励費 22J00039）

• 国家・⺠族・⾔語の国際⽐較研究
• ⽇本⾔語政策学会特定課題研究会

• 戦間期ポーランドの⾔語政策に関する基盤研究
• 北海道⼤学スラブ・ユーラシア研究センター 百瀬フェローシップ

28



ありがとうございました
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