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第 6 回ヨーロッパ巡検を終えて 

 

東京学芸大学 欧米研究専攻 3年 

I．S． 

 

① アウシュヴィッツ強制収容所を訪れて 

 ユダヤ人迫害の歴史については以前から非常に興味があり、そのためアウシュヴィッツ

強制収容所は、私がこれまでずっと訪れたいと願っていた場所でした。そして今回のヨー

ロッパ巡検のメインということもあり、訪問を心待ちにしていました。 

ユダヤ人迫害の歴史の象徴とも言えるであろう、このアウシュヴィッツ強制収容所に行

くまでは、「もしここを訪れた時には、相当の衝撃やショックを受けるだろう」と考えてい

ました。しかし、この場所を訪れてみて一番ショックだったのは、”そこまでショックや衝

撃を受けていない自分”でした。当時の面影がほとんどないと感じてしまうほどに綺麗に整

備され、まさに”博物館”としてこの場所が機能していること、そして団体のツアーとして見

学せざるを得なかったことも、その要因だと思います。二度と同じ過ちを繰り返さないた

めにも、当時のままの状態をなるべく残そうという努力がなされている場所にも関わらず、

そこまで衝撃を受けていない自分がそこにいて、歴史を残し伝えていくことの難しさ、と

いうものを改めて実感しました。 

 しかし、この場所から学んだことや感じたことは、数多くありました。当時収容されて

いた人々がどんな劣悪な環境で生活していたか、どんな残虐なことが行われていたかを想

像すると、本当に同じ人間がしたことなのか、と疑いたくなる気持ちになりました。どう

してこのような残虐なことが許されてしまったのか、という疑問がされに大きくなり、そ

れについてこれから研究していきたいと考えるようになりました。 

 また、本当に大勢の人々がこの場所に足を運んでいる姿も印象的でした。ドイツ人も、

多くの人がここを訪れると聞きます。人間の負の歴史を見つめ、受け入れ、二度と繰り返

さない、という共通の意識がこの場所から生まれていると感じ、この場所を訪れることが

できて本当に良かったと思いました。 

 

② ヨーロッパ巡検全体を通して 

 今回のヨーロッパ巡検を通して、「やはり自分の興味はここにあるなあ」と感じることが

できたのが、一番の収穫だったと感じています。これまでただ好きで憧れるだけだった“ヨ

ーロッパ”というものに直接触れることができ、自分の興味・関心を再認識することが出

来ました。8日間という短い間ではありましたが、目に見えるもの、耳に聞こえるもの、感

じること、全てが刺激的で、本当に毎日充実していました。 

 そして、まだまだ知らないことばかりだと痛感しました。東ヨーロッパに対するイメー

ジも、巡検前とは大きく変わりました。この巡検を通してうまれた、もっと勉強したい、

もっと沢山の場所を訪れたい、という気持ちをこれから大事にしていきたいです。 
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東京学芸大学 欧米研究 3年 

K．M． 

 

① アウシュヴィッツ強制収容所を訪れて 

私はもともと「ドイツにおける強制収容所跡の博物館化」に関心があり、これまでにも

いくつかの強制収容所跡を訪ねてきました。いずれも、主にドイツ人学生団体やヨーロッ

パ系の家族が訪ねにきている、静かでどこか寂しい場所という印象でした。 

しかしアウシュヴィッツ強制収容所跡を実際に訪れてみると、予想以上に多くの訪問者

があちらこちらの見学スポットで写真を撮影しており、今までと全く雰囲気が違うのに唖

然としました。見学者は通常ガイドツアーに参加しなければならず、自分のペースで見学

できないというのも驚きでした。アウシュヴィッツは墓地や学びの場というよりも、観光

スポットの一つであるように思えました。 

以前ポーランドのマイダネク強制収容所跡を訪ねた時には、強制収容所を心から恐ろし

い場所だと感じました。見学者がまばらな中、チクロン B の鮮明な青い染みが残っている

ガス室に一人で佇むと、当時ここに連行されてきた人々の身に起こったことを追体験して

いるような気持になり、ここで亡くなられた人々にいろいろと思いを馳せることができま

した。 

アウシュヴィッツの展示もかなり衝撃がありましたが、ガラスケース越しに見る日用品

の山から囚人の方々に思いを馳せることは難しく感じました。彼らがその時何を感じたの

か、マイダネクのように見学者が想像する余地を残すことも、ホロコーストの記憶を伝え

るための有効な方法の一つだと思います。強制収容所を博物館として残す一番の目的とは

「二度と同じことを繰り返さない」という意識を見学者に共有してもらうためであり、歴

史を学ぶためだけではないからです。 

そういう意味では大量の日用品の山や髪の毛の展示よりも、囚人一人一人の顔写真と名

前がずらりと並べられた部屋の方が、彼らの生涯に思いを馳せることができて印象に残り

ました。 

世界中から大勢の観光客が訪れるようになり、その影響でアウシュヴィッツは少しずつ

変化し、今の姿があるのでしょう。博物館が存続していくためには一定数の訪問者を確保

する必要があるので、これは成功した例なのかもしれません。しかし、現在の姿では当時

ここにいた人々の気持が想像されにくくなっていることも確かです。同じ過ちを繰り返さ

ないためにどう過去の記憶を伝えればよいか、これはヨーロッパの人々に限らず、私たち

アジアの人々にとっても重要な課題です。アウシュヴィッツで感じたことをもとに、これ

からより考えを深めていきたいと思います。 

 

② ヨーロッパ巡検全体を通して 

ウィーンとクラクフにはすでに個人で訪ねたことがありましたが、今回の巡検では以前

足を運ばなかったような場所を見学し、これまで学んできたヨーロッパの歴史が、過去に

本当にあったことなのだと理解することができました。一見すると近代的な町並みでも、
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注意深く見てみると、ゲットーの壁の一部や古い建物、歴史を示すモニュメントや看板、

特徴的な都市構造など「歴史の欠片」が至るところに残っていて、新しい発見と学びがた

くさんありました。本で学んだヨーロッパの歴史を、実際の出来事だと理解できたこと。

これが私にとって、今回の巡検の中で得られた一番の収穫物でした。 

アウシュヴィッツ強制収容所跡を訪問するのも二度目でしたが、オシフィエンチム駅か

ら伸びている引き込み線や、駅付近にあるナチスが使っていた建物など、アウシュヴィッ

ツの敷地外は初めて見学しました。以前訪問した際は、クラクフ～アウシュヴィッツ強制

収容所跡間をバスで往復しただけだったので、オシフィエンチム駅周辺は見学しようとも

考えていなかった場所でした。 

また、一人旅だったら行こうとは思わなかったスロヴァキアのブラチスラヴァやハンガ

リーのショプロンも訪れ、先生や現地のお方々によるお話を通して、それぞれさまざまな

時代の歴史が混じりあった魅力的な町だと気づくことができました。 

ただ、記憶をとどめるこれらの「歴史の欠片」が町の喧騒に埋もれていたり、他の観光

客らしき人々に注目されていなかったりしたのに不安を感じました。「歴史の欠片」が意味

する歴史と記憶を伝える人と、それらを見学する人がいなければ「歴史の欠片」は今後、

記憶をとどめるという役割を果たしていくことができないのでは、と今回の巡検を通して

強く危惧の念を抱きました。恥ずかしながら、実際私も一人で観光をしていた際、これら

のモニュメントや引き込み線に気がつかなかったし、情報も集め切れませんでした。 

しかし、「歴史の欠片」に興味を持っている人は決して少なくはないと思います。加賀美

先生がおっしゃっていたような、「人が来なかったり関係者がいなかったりする場所には、

力が入ってこない」という状況を防ぐために、自分にできることは何か、巡検の間ずっと

考えていましたし、これから行動していかなければならないと感じています。 

学生の一人旅ではなかなかできないような、貴重な体験をたくさんさせていただきまし

た。加賀美ゼミに所属していないにも拘らず、今回ヨーロッパ巡検に参加させて頂けて本

当に感謝しておりますが、巡検記録などのお手伝いができなかったのは申し訳ありません

でした。加賀美先生、加賀美ゼミの皆様、ありがとうございました。 
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東京学芸大学 欧米研究専攻 3年 

S．M． 

 

① アウシュヴィッツ強制収容所を訪れて 

 家族に言っても、欧米研究以外の友人に言っても、なぜそんなところに行きたいのか分

からないと言われてしまうアウシュヴィッツ。でもずっと行ってみたかったその場所に今

年の夏に行けたことは、とても大きな収穫になりました。 

 振り返ってみると、あの日はさまざまな驚きの連続でした。人があれほどいることも、

ガイドツアー形式だということは予想していなかったし、修復をしながらもほとんどの建

物がそのまま残されていることや、あんなに普通に見える街に突然アウシュヴィッツが現

れたことにも驚きました。ただ、前半にかなりの驚きがあった分、後半の自由行動は落ち

着いて回ることができました。そして、自由時間を使っても回りきれなかったところがま

だまだたくさんあるため、またいつかもう一度アウシュヴィッツを訪れる機会を作りたい

と思っています。 

 巡検の記録の方にも書きましたが、アウシュヴィッツ・ビルケナウ博物館は刻々とその

姿を変えていると思います。私があの日見たそこは、もちろんナチ時代の事実とも、映画

で見た印象とも、本で学んだ知識とも、加賀美先生のお話とも違う場所でした。そして、

いつか再び訪れるときにはまた違う場所になっているのだと思います。今回の巡検で「今」

のアウシュヴィッツを見られたことは本当に良い機会でした。驚いたこともそれはたくさ

んありましたが、それはアウシュヴィッツが時代に適応した結果に違いありません。その

アウシュヴィッツの経過を見ていくことは、今後私たちが歴史を、特に負の面が強い歴史

を語り継ぐ上での一つの指標となり得るはずです。ですから、今後も目を逸らすことなく

自分の目で見続け、考え、伝えることを怠らないようにしていきたいです。 

  

② ヨーロッパ巡検全体を通して 

 私自身、2回目のヨーロッパ上陸となる今回の巡検でしたが、巡検から 3か月が経過しよ

うとする今でも鮮明に思い出すことができるほど、印象深いものになりました。いわゆる

ヨーロッパ旅行ではあまり行くことの無い場所をこのタイミングで訪れることができたの

は、学習意欲も高まりましたしヨーロッパのことについてもっと知りたいと思えるきっか

けになりました。全体を通して言うともちろん、アウシュヴィッツのことが最も印象に残

ってはいるのですが、各都市のユダヤ人に由来する場所をめぐったことで、ヨーロッパに

は人々の生活の近くにあのような歴史が残されていることを強く感じました。特に、ウィ

ーンでの強制連行された人々の名前を街の至る所に刻んでいるのには衝撃を受けました。

巡検を通して、場所と人の記憶の関係性についてもっと知りたくなりました。 

 今回の巡検についてたくさんのご指導をしていただいた加賀美先生、ありがとうござい

ました。 
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東京学芸大学 欧米研究専攻 3年 

T．N． 

 

① アウシュヴィッツ強制収容所を訪れて 

アウシュヴィッツ強制収容所に実際に行くまで、恥ずかしながら強制収容所について特

別に勉強をしたことがありませんでした。ヨーロッパ巡検をするに当たり、先生から参考

文献として勧められた中谷さんの『アウシュヴィッツ博物館案内』を読んだ程度でした。

なので、勉強不足の一学生が訪れた率直な感想を述べますと、「違和感を覚える博物館」で

ありました。その違和感とは、そこで過去に実際に残虐な行為がなされていた実感が湧き

にくいという違和感と館内外の違和感です。前者は、実際のガイドによって歴史（出来事）

を淡々と語られたこと、それが英語であったために理解するので精一杯であり、立ち止ま

って考える時間がほとんどなかったことが原因であると考えます。私の英語力がなかった

ことはもちろんですが、もし中谷さんに日本語でガイドをしていただいたとしても、博物

館側のスケジュールで動くということは見学する自由が制限されているように思います。 

また、館内外の違和感について述べます。実際の髪の毛や子供たちの玩具などの展示を

見ると、当時の状況を想像してみようと思うのですが、館内の展示がテーマごとに完結し

ているために、外に出ると、この建物の中で人々が本当に生活していたのだろうか、と疑

問を抱きました。加えて、当日の天候がとても良く、比較的暑かったことで明るく見えて

しまいました。『アウシュヴィッツ博物館案内』のモノクロ写真のイメージが強かった分、

より感じたのかもしれません。どちらの違和感も重なる部分はありますが、共通して言え

るのは観光地的性格が強かったということです。雰囲気を味わうためにオシフィエンチム

駅から徒歩で向かったことで自分の中の期待値が高まりすぎていたのかもしれません。ア

ウシュヴィッツ強制収容所で感じた違和感は未だ残っており、「強制収容が行われていた場

所からそう遠くないロケーションで、実際の収容所と同じ縮尺で博物館を作り、当時の品

を展示しました」と説明されたほうがむしろ自然に感じてしまうほどであります。 

 

② ヨーロッパ巡検全体を通して 

ヨーロッパ巡検で 4 カ国 4 都市を巡ったことは、とても実りのあるものであったと思い

ます。その種となったのは初めて訪れたヨーロッパが東欧であったことと、目的をもって

訪れたことでした。また民族性をアピールしている例、反対に民族性を隠して暮らしてい

る例など、ただ旅行をしただけでは分からないポイントがたくさんあり、勉強になりまし

た。東欧が魅力的である理由が少しわかった気がします。クラクフに惹かれたので、ポー

ランドについて勉強をしてから再び訪れたいと思います。その時に違った景色を見ること

ができるのではないかと考えると今から楽しみです。そして、硬水は口に合わないと感じ、

アルコールは美味しいと感じた旅でもありました。アルコールについても事前学習しなか

ったことに後悔しています。貴重な機会をありがとうございました。 
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東京学芸大学 欧米研究専攻 3年 

T．E． 

 

① アウシュヴィッツ強制収容所を訪れて 

 今まで文献や映画でしか目にしていなかったユダヤ人の歴史を最も色濃く残す場所に行

けたことは、おそらく今後も忘れないと思います。ポーランドを訪れる機会があったとし

ても自分ではなかなかアウシュヴィッツまでは赴かないだろうと思うので貴重な機会でし

たし、先生の解説を聴きつつ足を運べたことはとても勉強になりました。 

 アウシュヴィッツ強制収容所の感想を端的にいうならば、そのギャップにただただ驚き

ました。歴史にのこる大量虐殺が行われた場所がポーランドのわりと小さな、のどかな、

美しい街にあることにまず驚きました。その街がナチスの技術を動員した工場や、今やア

ウシュヴィッツの観光で成り立っている皮肉ともいえる現実をみました。 

 一番衝撃的だったことは、自分の想像を遙かに超える形で収容所が観光地化していたこ

とです。丁寧なガイドや解説がしっかり聞けるヘッドフォンなどの備品の充実、以前はな

かったという入場料などは想定の範囲を超えていました。たまたま訪れた日が晴天だった

ということもありますが、のどかな天気と後々植えられたであろう緑の木が、身構えてア

ウシュヴィッツに足を踏み入れた私を、少々肩すかしを食らったような気分にさせました。

実際に展示されている大量の靴・衣類・髪の毛・ガスの容器などが並べられているのを見

て少し美術館的な美しさをも感じてしまったのも事実です。自分が思っていたよりもはる

かに美しく整備された場所たったので、何度か自分自身に「ここはお墓なのだ」というこ

とを言い聞かせました。 

 実際に使われていたガス室や多くの遺品などさまざまな当時の記録を目に焼き付けると

共に現代の私たちにできることは歴史を学ぶことではないかと改めて思いました。 

 

 

② ヨーロッパ巡検全体を通して 

 今回のヨーロッパ巡検が初めての海外に行く機会だったこともあり、知識不足・準備不

足・語学力不足を巡検中に何度も感じましたが、その分これからさらに勉強しようと強く

思いました。ドイツ語を話すのが怖くて英語ばかりを使ってなんとか旅を終えるほどドイ

ツ語に苦手意識がありましたが、今回の巡検をきっかけにドイツへの留学を決意しました。

あまりびくびくせずに行きたい場所へ行ってみることが大切なのではないかと巡検全体を

通して感じました。加賀美先生と、普段会う機会のないいろんな方と一緒に旅できたこと

はとても刺激的で楽しい時間でした。今回の経験を忘れず今後の卒業研究、ドイツ留学を

がんばります。ありがとうございました。 
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東京学芸大学 欧米研究専攻 3年 

W．H． 

 

① アウシュヴィッツ強制収容所を訪れて 

 強制収容所に対する第一印象は、とにかく「きれい」という印象だった。その場所がか

つて収容所であったということを忘れてしまうほど、丁寧に建物や景観が整備されている

と感じた。また観光バスが何台も止まっており、想像以上に訪問客の数が多かった。この

収容所がそれだけ多くの人に認知され、関心を持たれているということが分かったが、観

光地化が大きく進んでいるとも感じられた。「収容所」と聞いてイメージしていた暗く寂れ

た雰囲気は全体的にあまり感じられず、建物や景観などがきれいに整備され、「見せる」こ

とを意識しているようにも思えた。特に第一・第二収容所ともに芝生や木など緑がきれい

に手入れされていると感じた。 

 しかしその一方で、今回現地に行かなければ絶対に分からなかったことや感じることが

できなかったことが本当にたくさんあり、見学を終え、心から行って良かったと感じてい

る。事前にアウシュヴィッツについて勉強をしていったが、今回自分の目で確かめたこと

で、やっと勉強したことが現地のものと一致した。実際に見た中でも特に衝撃が走ったも

のは、第一収容所展示の大量の髪の毛や人々が使用していた生活用品の山々、そして死の

壁。また第二収容所では木造バラックや爆破されたガス室だ。収容所での生活や扱いがい

かに最悪なものであったかを肌で感じられたことは大きな収穫だったと感じている。そし

て、加害者側の書類や絶滅計画、証拠隠滅の結果などを見ることで、実際に行われていた

事実をより詳しく知ることができた。今回の見学で新たに分かったこと、発見したことも

たくさんあるが、一方で新たな疑問も浮かんだため、この経験を踏まえてさらに考えてい

きたい。 

 

② ヨーロッパ巡検全体を通して 

 ヨーロッパを訪れるのは今回の巡検が初めてだったが、観光していては絶対に行かない

ような場所を見ることができ、学ぶことが本当に多かった。一般的に「ヨーロッパと言え

ば美しい街並み」などと連想しがちだが、巡検に参加したことでそのイメージが覆され、

ヨーロッパの光の部分と影の部分を知ることができたように感じた。特にウィーンは音楽

の都として有名で華々しいイメージがあったが、それとは裏腹に暗く注目されない場所も

あった。ブルネン小路がその良い例で、気のせいか人々の雰囲気は重々しく、観光客はほ

とんど訪れないからか完全に自分たちが「よそ者」として見られていることがはっきりと

分かった。同じ都市でも地区によってこんなにも違うのかと衝撃を受けた。また、長年関

心を抱いていたユダヤ人についても、ユダヤ人地区や墓地などに行き勉強することができ

て本当に素晴らしい機会となった。最後に加賀美先生、巡検の計画や手配、案内等本当に

ありがとうございました！！充実した時間を過ごすことができました。 
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東京学芸大学 社会科専修 2年 

K．T． 

 

① アウシュヴィッツ強制収容所を訪れて 

アウシュヴィッツを訪れた感想は、ツアーで回った昼間と、自由に歩いた夕方ではか

なり違うものになりました。アウシュヴィッツに着いた時、訪問者が厳重に管理され、

ツアーでしか回れないことに驚きました。しかし博物館として、実際の建物、遺品、写

真を我々訪問者に展示していて、ガイドの方に説明もいただいたことで、日本で学んだ

ことの実際を見ることができ、アウシュヴィッツで起きたことの実態をより深く学ぶこ

とができたと感じています。一方、夕方、広大な第二収容所のガス室や、施設跡を自由

に歩いた時は、とにかく、どうして人間同士で、虐殺が実際に行われ続けたのだろうと

いう思いに悩まされました。勉強して、当時の社会状況、SS のエリート意識、ヨーロ

ッパにある排他的思想など、さまざまな要因により行われたと頭では理解していても、

実際に、虐殺が行われた場所に立って考えてみると、切ないようなやるせないような、

言葉にできない感情に襲われました。 

日本に帰ってきてから、将来私が教員になった時に、第二次世界大戦やホロコースト

のことをどのように教えればよいのかということを考えています。「戦争はいけない」

「虐殺なんてしてはいけない」というだけではなく、私がそれらの歴史についてどう考

えているのか、そしてどのように教えるべきなのかについて、実際にアウシュヴィッツ

に訪れた経験を踏まえて勉強していかなければと感じています。 

 

 

② ヨーロッパ巡検全体を通して 

  今回の巡検では、私にとってあくまで観光の対象でしかなかったヨーロッパが、学ん

でから実際に歩く、という貴重な体験の場になり、とても充実した日々となりました。

私が特に良い体験になったと思うのは、ウィーンやクラクフの都市構造を実際に歩きな

がら学ぶことができたことです。街の拡大とナポレオンの侵攻をきっかけにして市壁の

除去が行われたことなど、今でもヨーロッパの都市構造の変化を考えるときに、実際の

風景が頭に浮かぶたびに、巡検に参加させていただいてよかったと心から感じています。

また、これまで関心の対象でなかったヨーロッパの民族問題や戦争について、しっかり

と考えるきっかけにもなり、大学生活の中ではもちろん、人生の中でとても大きな体験

になったなと感じています。 

  欧米研究所属でなく、また図々しい私を参加させていただいたことはもちろん、勉強

会や巡検準備、巡検中も、何から何まで先生にはたくさんお世話になり感謝の気持ちで

いっぱいです。ありがとうございました。 
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明治大学 農学部 1年 

T．R． 

 

① アウシュヴィッツ強制収容所を訪れて 

私は何せ理系の人間なので、今まで世界史をほとんど勉強したことがなく、アウシュ

ヴィッツ強制収容所についてのことも漠然とした知識しかありませんでした。そこでこ

こを訪問する前に、私はアウシュヴィッツに関する 1冊の本を読み、ここでどのような

ことが具体的に起こっていたのかということを初めて知りました。そこには、私が想像

していた以上に残酷で生々しい事実が書かれており、「人間がここまで残酷なことがで

きるのか。実際に現場に行ったら自分はどんな気持ちになるのだろう。」そんな思いが

こみ上げました。 

その後、実際にアウシュヴィッツを訪問し、ショーケースに展示してある亡くなった

方々の持ち物、髪の毛、多くの人が殺されたガス室などを見学することで、「たった 70

年前にたくさんの残酷な出来事が起こったこの場所に今自分が立っているのか。」とい

うことを実感しました。しかし、その一方で本を読んでいた時に想像していたよりもい

たたまれない感情になっていない自分もいました。その原因としては、この場所が訪れ

た人が自分から見て感じるものではなく、ガイドなどをつけることで見させられている

ものになっているということがあるのではないかと思いました。時代を経るにつれて、

訪れた人に自由に見て何かを感じてもらうということに重点を置くよりも、人の流れを

効率よくすることに重点を置くことに変わっているような気がして、その点少しがっか

りした気分にもなりました。 

 

② ヨーロッパ巡検全体を通して 

私はこの巡検に参加するまでは、自分の専攻外の分野に目を向けようとしたことはあ

りませんでした。しかし、今回このような機会を頂き、東欧のさまざまな場所を周りな

がら、歴史や文化を学ぶことで、文系の学問もとても興味深いものであることに気づき、

ひとつの分野だけに閉じこもるのではなく、時々こうして視野を広げて新しい発見をす

ることの大切さを学びました。 

そしてこの巡検のもうひとつの収穫は実際に現場に行ってみることで、今までの自分

の固定観念をなくすことができたことです。たとえば、私はこの巡検に参加する前、ブ

ラチスラヴァという場所は自分の中でとても暗いイメージがありました。しかし、この

巡検で現地に行ってみて美しい小道や風景を見て、想像していたのとは全く逆のイメー

ジに変わりました。実際に行ってみなければわからないこともあることを知り、これか

らは自分ももっと旅に出て、その現地の空気に触れて新たな発見をたくさんできればよ

いと思いました。 

 

 



 

10 

 

立教大学 文学部史学科 4年 

K．I． 

 

① アウシュヴィッツ強制収容所を訪れて 

 1992 年に私の家族は社会主義崩壊直後のアウシュヴィッツを見に行った。家族からは、

2月の寒い曇りの日の人気ないアウシュヴィッツの経験を聞かされてきたため、すっかりそ

のイメージが定着していた。そして自分の所属したゼミの関係や個人的な関心もあり、今

まで史料や映像でアウシュヴィッツについて多く見聞きしてきた。そこに送られるまでの

人々の悲哀や、実際送られた後の人々の苦痛をわずかではあるが知っていたつもりだった。

今回の巡検ではそのような今まで抱いていたイメージを見事に覆すものであった。 

 あまりにも天気が良かったせいもあるだろう。暖かで穏やかな天気、廃墟に生い茂る草

草。そしてあまりにもたくさんの見学者。学校の行事でみんなで来て、やる気のなさそう

なイスラエルの生徒たち。ここが凄惨な現場であるとすぐに感じることができなかった。

イメージの大きさを改めて思い知らされた。百聞は一見に如かずとはこういうものなのか

とぼんやり考えたりした。 

 集団で動かねばならないツアー行動は、じっくり考える余地もなく効率よく進んでいっ

てしまい、終始戸惑うばかりだった。そしてある種強烈に感じられたのが演出された展示

物である。靴や鞄などの対象、そして実際にそれを所有していた人物との距離感を感じざ

るを得なかった。現場というよりも「博物館」という印象が非常に強かった。 

 現場となった収容所を、現在このように展示し案内しなければならないのか思うと複雑

な気持ちになった。戦争体験者がいなくなる中で、どのように彼らのない歴史を示してい

くのかが博物館であれ歴史教育であれ課題である。これからどのように歴史を残し、記憶

し、とどめていこうとするのか。より一層人々が積極的に動かねばならなくなるのだろう

が、アウシュヴィッツはこのような手段を取ったのだなと思う。 

 午後の自由行動で第 2 収容所を見て、ようやく自分のスピードで考えながら歩くことが

できたが、現場との齟齬や自分の求めていたものとの違いにどう折り合いをつけようかを

考えていた。現場を見たはずなのに衝撃を受けなかったという衝撃。控えようと思ってい

たにも関わらずたくさん写真を撮ってしまったこと。 

 ある意味このように葛藤することができたというのが今回の収穫だということに落ち着

いた。 

 

② ヨーロッパ巡検全体を通して 

 今までヨーロッパは一人で、そして自分の関心のある所を中心に見てきたため、今回の

ような集団で、しかも今まであまり考えていなかったスロヴァキアやポーランドへ訪れる

機会を持つことができ、楽しく参加させていただいた。 

 日本で学んできたことを現地で実際に見て感じることができるのは、ヨーロッパの地域

を研究するものとしては非常に重要なことであるし、巡検という形で教授や学生さんたち

と意見を交換しながら見て回れたのは貴重な経験だった。今回さまざまなことに関心のあ
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る学生さんと話したりすることは新鮮で、刺激になった。自分一人では見落としてしまう

ことがたくさんあり、いかに勉強不足であるか思い知らされたし、そして街を歩く際には

どのような視点を持つことが大切なのか学べたように思う。事前の準備で、現地の巡検で

積極的に動ければと反省することはあるが、全体としては収穫の多い巡検であった。 

 今後、ヨーロッパを歩く際には事前に徹底的にその地域を調べ、さまざまなことに気づ

けるようにアンテナをはっていきたい。 

 


