■第２部 ブックトーク
前大正大学 非常勤講師 / 本に命を吹き込むブックトークの会「コるドン」 池田茂都枝

テーマ
１

『レ・ミゼラブル上・下』
ヴィクトル・ユゴー作
清水正和編・訳
G・ブリヨンほか画
福音館古典童話シリーズ
○『
「レ・ミゼラブル」百六景』
鹿島 茂著 文春文庫
○『パリの聖月曜日 19 世紀の都市騒乱の舞台裏』
喜安 朗著 岩波現代文庫

２

サン・ポール教会

『ショパン わが心のポーランド』
ひのまどか著 リブリオ出版
○『ショパン 花束の中に隠された大砲』
崔 善愛著 岩波新書

３

『愛の妖精』
ジョルジュ・サンド作 宮崎嶺雄訳
岩波文庫

ペール・ラシェーズ墓地正門

○『フランス田園伝説集』
ジョルジュ・サンド著 モーリス・サンド挿絵
篠田知和基訳 岩波文庫

４－① 『ゴッホの地図帖 ヨーロッパをめぐる旅』
二—ンケ・デーネカンプ他著
鮫島圭代訳 千足伸行監修 講談社
② 『ゴッホ 星への旅 上・下』
藤村 信著 岩波新書
③ 『謎解きゴッホ 見方の極意 魂のタッチ』
西岡文彦 河出文庫
○『ファン・ゴッホの手紙』
二見史郎編・訳 圀府寺 司訳 みすず書房
○『ゴッホとゴーギャン展 2016 年カタログ』
東京都美術館ほか編 東京新聞ほか発行

７月の円柱
※上記の写真はいずれも 2014 年 10 月撮影

～『レ・ミゼラブル』から始まる広がる読書～
・
『レ・ミゼラブル』の時代背景を知っ
て本を二倍楽しむための本

Ⅰ<『レ・ミゼラブル』＞ 関係

① 『レ・ミゼラブル』全４冊 ヴィクトル・ユゴー作 豊島与志雄訳 （岩波文庫）１９８７年刊
② 『ヴィクトル・ユゴー文学館 第９巻 死刑囚最後の日 見聞録/言行録』ヴィクトル・ユゴー著 小潟昭夫・
稲垣直樹訳 潮出版社 ２００１年刊
③ 『九十三年 上・下』ヴィクトル・ユゴー著 榊原晃三訳 (潮文庫) １９７８年刊
④ 『フランス王室一〇〇〇年史 』新人物往来社編 （ビジュアル選書） 新人物往来社 ２０１２年刊
⑤ 『物語フランス革命 バスティーユ陥落からナポレオン戴冠まで』
サンド＜田園四部作＞
安達正勝著 （中公新書）２００８年刊
・
『魔の沼』
（1846 年）
⑥ 『小説フランス革命』全１８冊 佐藤賢一著 (集英社文庫) ２０１１年刊
・
『捨て子フランソワ』
（1847 年）
⑦ コミック『ベルサイユのばら』 池田理代子作 集英社 １９８１年刊
・
『愛の妖精』
（1848 年）
⑧ 『二都物語』チャールズ・ディケンズ著 加賀山卓朗訳 (新潮文庫)
・
『笛師のむれ』
（1853 年）
２０１４年刊

★成立の詳細は『愛の妖精』のあとがきを参照して

Ⅱ＜ショパン＞と＜ジョルジュ・サンド＞関係

下さい。

①
②
③
④

『ばらいろの雲』ジョルジュ・サンド作 杉捷夫訳 （岩波少年文庫）１９７９年刊
『愛と革命 ジョルジュ・サンド伝』坂本千代著 (ちくまプリマ―ブックス）１９９２年刊
『ショパン 奇蹟の一瞬 聴きながら読むジョルジュ・サンドとの愛』高樹のぶ子著 ＰＨＰ研究所 ２０１０年刊
『ノアンの夏 ショパンとジョルジュ・サンド』ヤロスワフ・イワシキェヴィチ著 つかだみちこ訳 未知谷
１９９８年刊
・③はマヨルカ島、ノアンでのショパンを小説化した作品。
⑤ 『週刊 西洋絵画の巨匠 ３９ ドラクロワ』
そこで作られた曲を CD で聴ける。④はショパンの別のイメ
『週刊 西洋絵画の巨匠 ４３ アングル』
ージを抱かせる。⑤はゴッホに影響を与えたドラクロワの色
(小学館ウイークリーブックス) ２００９年刊
彩や絵の素材、対立する美術アカデミーのアングルとの比較
⑥ 『葬送』全４冊（第１部上・下/第２部上・下）平野啓一郎著
で当時の美術界の様子がつかめる。⑥はショパンとサンドと
(新潮文庫) ２００５年刊
ドラクロワを登場させた小説。

Ⅲ＜ゴッホ＞ 関係
① 『ゴッホの手紙 上 ベルナール宛』ヴァン・ゴッホ著 エミル・ベルナール編 硲 伊之助訳 (岩波文庫) １９７９年刊
『ゴッホの手紙 中・下 テオドル宛』ヴァン・ゴッホ著 J・V ゴッホ―ボンゲル編 硲 伊之助訳 (岩波文庫)
１９７８年刊
② 『ファン・ゴッホ書簡全集』 全６巻 ファン・ゴッホ著 小林秀雄・瀧口修造他監修 二見史郎他訳 みすず書房
１９７０年刊

③ 『ゴッホ＜自画像＞紀行』木下長宏著（中公新書）２０１４年刊
④ 『テオ もうひとりのゴッホ』マリー＝アンジェリーク・オザンヌ／フレデリック・ド・ジョード著 伊勢英子/
⑤

伊勢京子訳 平凡社 ２００７年刊

・小説であろうと画集類であろうとゴッホ関連の本を読むと、ゴッホの説明はいずれも「ゴッホの手

絵本『にいさん』いせひでこ作

紙」
を元に書かれていることが分かります。
文中での手紙の内容をもっと詳しく知りたいと思った時、

偕成社 ２００８年刊

手紙の番号が記入してあれば、次の本で確認出来ます。ブックリストに挙げた『ファン・ゴッホの手
紙』
（みすず書房）
、上記①の『ゴッホの手紙』
（岩波文庫）
、②の『ファン・ゴッホ書簡全集』全六巻
（みすず書房）です。

④「帯」に「98 通におよぶ未公開書簡を駆使し、弟テ

しかし、これらの3 種類の「ゴッホの手紙」本で、完全に掲載されているのは②の『ファン・ゴッ

オの生涯に光を当てた初めての伝記」とある。兄のヴ

ホ書簡全集』全六巻だけです。ブックリストに挙げた『ファン・ゴッホの手紙』
（みすず書房）も①

ィンセントの死からテオ自身の死までの箇所は切なさ

『ゴッホの手紙』
（岩波文庫）も抽出した手紙で編集されています。

に胸がつまる。⑤は色彩といい、文章といい、ゴッホ

『ファン・ゴッホの手紙』
（みすず書房）はハーグから始まり、宛先を分類せずに、書かれた年月

の色彩とゴッホの生涯とを見事に再現した絵本であ

日順に掲載しています。一方、岩波文庫の中・下巻はパリ以降に限られ、副題にあるようにテオ宛の

る。なお、同作者の『ふたりのゴッホ ゴッホと賢治

みです。ただ、その分、手紙の掲載数は『ファン・ゴッホの手紙』に比して多いです。また、
『ベル

37 年の心の軌跡』
（新潮社）もおススメ。

ナール宛』は単独で便利ですし、彼の「序文」も面白いです。反面、同時期の他の人への手紙と比較
できないのが不便ともいえます。研究者でない私は『ファン・ゴッホの手紙』と岩波文庫版の３冊を
購入し、掲載比較表を作成し、必要に応じて『ファン・ゴッホ書簡全集』を図書館で借りて、確認し
ています。
「ゴッホの手紙」からはゴッホの深い教養と真摯さが伝わってきます。

公益財団法人図書館振興財団

第１７回 子どもの本 この１年を振り返って ２０１６年 講演録
第２部
■ブックトーク「アウトサイダー」■

講演：前 大正大学 非常勤講師 ／ 本に命を吹き込むブックトークの会「コるドン」
池田 茂都枝
こんにちは。池田です。昨年は「『レ・ミゼラブル』を読んで、調べて、旅して楽しむ」というテーマ
でお話ししましたが、今年は『レ・ミゼラブル』から始まるブックトークで「広がる読書」を楽しんでい
ただけたら嬉しいです。なお、読む時の参考にと思って、資料を用意しましたのでご覧ください。

Ⅰ 「レ・ミゼラブル」
さて、『レ・ミゼラブル』というと、私はすぐ序文を思い出します。
「法律や慣習によるきびしい社会的制裁が存在するかぎり、つまり、神聖であるべき運命を人間がゆが
め、この文明社会のまっただなかに、宿命的な地獄をつくりだしているかぎり、また、今世紀がかかえて
いる問題、すなわち、貧困による男の堕落、飢餓による女の転落、暗黒におびえる子どもたちの不幸、こ
の三つの問題が解決されないかぎり、また、あちらこちらの地方で、社会的な窒息状態の生じる可能性が
あるかぎり、―要するに、この地上に無知と悲惨が存続するかぎり、このような性質の書物もけっして無
益ではないだろう。」（福音館書店版）
そして、この文章は現在のこの世界に当てはまっているのだと思い、今なお解決されていないことに暗澹
とした気持ちにさせられるのです。
■福音館書店『レ・ミゼラブル』
さて、『レ・ミゼラブル』ですが、子ども向けの本や文庫本を読み比べてみて、福音館書店の本を取り
上げてみました。「小学生から大人の方々にまで味わってもらえることを願って」訳したという通り分か
りやすく、いわゆる「余談」の部分も手を抜かず、挿絵と地図も入っていて理解しやすいです。
それではまず『レ・ミゼラブル』のあらすじをごく簡単に紹介しましょう。
たった１つのパンを姉の子どもの為に盗んだ罪で、トゥーロンの徒刑場で１９年間服役していたジャン・
ヴァルジャン。刑を終えてディーニュの町にやってきます。ミリエル司教は彼を「あなた」と呼び、暖か
く迎え入れますが、翌朝ジャン・ヴァルジャンの姿はなく、銀の食器も消えていました。ジャン・ヴァル
ジャンは憲兵に捕えられ、再びミリエル司教の前に連れ戻されます。しかし、食器は自分が与えたものだ
と司教は憲兵に言い、自身の行いを恥じたジャン・ヴァルジャンは、これまでの生き方を改めることを決
断します。数年後、彼はモントルイユ・シュール・メールで「マドレーヌ」を名乗り、市長を務めるまで
になりますが、ジャン・ヴァルジャンは警部ジャベールにつけ狙われ、アラスの裁判所で自らジャン・ヴ
ァルジャンだと名乗り出て、再度トゥーロン徒刑場に送られます。しかし、脱走し、孤児であったコゼッ
トを救いだし、時の政府に反旗を翻していた学生アンジョルラスたちと行動を共にしていた青年マリユス
を助け、二人が結婚式をあげた四か月後に亡くなります。
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■「レ・ミゼラブル」の背景に関する二冊の本
ジャン・ヴァルジャンの「１９年間の刑期」とは、作者ユゴーの亡命の年数でもあり、登場人物「ミリ
エル司教」は、実際にディーニュにいた司教がモデルでした。コゼットのいた町「モンフェルメイユ」は
ユゴーが姦通事件を起こしてほとぼりの覚めるのを待った町です。そしてコゼットとマリユスの結婚式の
１８３３年２月１６日は、作者のユゴーと生涯の愛人となったジュリエットが結ばれた日です。本文では
雨になっていますが、当日も雨であったのかもしれません。また、二人が式を挙げたサン・ポール教会は
当時ユゴーが住んでいた住まい（現在のヴォ－ジュ広場）からすぐの場所にあります。マリユスは王党派
からナポレオン派、そして共和主義者と考えを変えていきますが、それはユゴー自身の変遷でもありまし
た。ジャン・ヴァルジャンを捕えようとする「ジャベール」もモデルがいた…というように、沢山の「レ・
ミゼラブル」の舞台裏を紹介しているのが『レ・ミゼラブル百六景』です。
コゼットとマリユスが結婚する前年の１８３２年にはアンジョルラス達が反乱を起こしているのですが、
この年はパリでは３月にコレラが発生し、９月末までに１８０００名余りの死亡者を出しています。シテ
島から始まったそうですが、当時のパリ市民の生活状況や、ジャン・ヴァルジャンはどの門からパリ市内
に入って来たのかなどを知るにも大変便利な本が『パリの聖月曜日』です。
■ジャン・ヴァルジャンの二つの決断
ところで『レ・ミゼラブル』の山場は、ジャン・ヴァルジャンの「決断する」二つの場面だと思います。
一つは福音館書店『レ・ミゼラブル』の上巻にありますが、アラスの町で「ジャン・ヴァルジャン」の
裁判が行われると聞いた彼が、ジャン・ヴァルジャンに間違えられた男が裁判にかけられることに苦悩し、
自分がそのジャン・ヴァルジャンであることを告白する決断を下す場面です。ジャン・ヴァルジャンは苦
しい葛藤の中で、ミリエル司教から貰った銀の燭台を暖炉の火の中に放りこもうともします。しかし、名
乗り出る決断を下します。アラスの裁判所で名乗り出てモントルイユ・シュール・メールに帰ってきたと
きには、彼の髪は真っ白になっていました。そして再びトゥーロン刑務所へ送られるのです。
「決断」の二つ目は、コゼットの結婚でした。
結婚式の当日、ジャン・ヴァルジャンは右手に包帯をして、署名をマリユスのお爺さんジルノルマン氏に
してもらいます。その夜の晩餐会に欠席して一人だけになってしまった自分の家に帰り、ベッドの上に、
８歳の頃にモンフェルメイユからパリに来るときにコゼットに着せていた喪服を並べて思い出にふけり、
泣き出します。そして、翌日マリユスに自分が徒刑囚であったことを告げます。どういう動機で告げに来
たのかという彼にジャン・ヴァルジャンはこう答えます。
「私の良心が許さないのだ。だまっていることは、そりゃたやすいことだろう。わたしはそうしようと
夜通し考え、いろいろもっともらしい理由も思案した。だが、どうしてもできないことがふたつある。さ
きほど言った、わたしの心をつなぎとめている糸を断ち切ることと、わたしがひとりでいるとかならず小
声でささやく“あるかた”をだまらせること、このふたつなんだ。」（『レ・ミゼラブル 下』p.567）。
４カ月後、全てをマリユスが知ってコゼットと共に駆け付けた時には、ジャン・ヴァルジャンはすでに
死出の道へと歩み始めていました。なぜ、包帯をしたのか、なんとマリユスは言ったのか、そしてなぜ「わ
たしの心をつなぎとめている糸を断ち切ること」になってしまったのでしょう。本書の「告白」の章をど
うぞ読んでみて下さい。
生涯でたった一人だけ愛し、たった一人だけ愛してくれたコゼットを失ったジャン・ヴァルジャン。彼
の遺体はペール・ラシェーズ墓地に埋葬されました。「たんに人間ひとりをおおうだけの長さと幅の大き
さに切っただけの墓石」の上に、だれかが木炭で四行の詩句を記しました。
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「彼、ここに眠る。数奇なる運命に耐え、
彼は生きた。天使を失うや、彼は死んだ。
万物の流転のごとく、
昼が去り、夜のくるごとく。」

Ⅱ ショパン
■ラシェーズ墓地とショパン
さて、ジャン・ヴァルジャンはラシェーズ墓地の共同墓地に葬られましたが、この墓地には有名な人た
ちのお墓があり、ピアフ、バルザック、モリエール、ミュッセ、ドラクロワそしてショパンも眠っていま
す。
ショパンについて書かれた本として今日は二冊用意しました。
一冊目はひのまどか著『ショパン わが心のポーランド』です。この本はシリーズとしてほとんどの中
学校の図書館に入っていると思います。ショパンの生涯を、年を追って丁寧に書かれています。表紙のシ
ョパンの顔は３７歳頃と書かれていますから、亡くなる２年程前の肖像画ですね。
もう一冊はチェ・ソンエ著『ショパン 花束の中に隠された大砲』です。こちらも生涯を描いています
が、ショパンの曲の鑑賞に便利だと思います。
■ショパンの生涯
ショパンは１８１０年ポーランドで生まれました。マリユスより１歳年上です。ピアニストとして世に
出るために２０歳の時、１８３０年１１月２３日ウィーンに到着しました。ところが母国ポーランドでロ
シアに対して２９日に「ワルシャワ蜂起」が起きます。ウィーンでの状況も変わってきたため、ショパン
はパリに向かうことにしました。
パリは同じ１８３０年の７月に革命が起こって成功し、ルイ・フィリップ国王の体制になっていました。
ショパンは、翌年の１８３１年７月２０日ウィーンを発ちますが、途中シュトゥットガルトで９月５日に
ワルシャワ陥落とロシア軍の包囲と虐殺を知ります。ここで書いた曲が「革命」です。そして１１月にパ
リに到着します。この「革命」という曲について、チェ・ソンエさんは次のように書いています。
「この曲の左手(低音パート)は地響きのようにうねり、まるで奈落の底に落ちてゆくような絶望感に満
ちています。そして右手のパートは、まるで天に向かって手を突き出し、またときにうなだれ、慟哭の声
をあげているようです。」（『ショパン 花束の中に隠された大砲』p.93）
■ショパンのパリ・デビューとその後
ショパンはポーランドの仲間に心のよりどころを見つけていき、翌年の１８３２年２月パリ・デビュー
を果たします。しかし、先ほど申し上げたようにパリは３月にコレラが発生。またアンジョルラスたちの
反乱(歴史の事実である「六月暴動」を小説に取り入れた)もあり、ピアノを教えたり演奏したりする状況
ではなかったのです。生活も苦しくなっていく中でポーランドのラジヴィウ公爵にロスチャイルド男爵を
紹介され、男爵夫人らの支援者を通してピアノのレッスンを行うことができ、高い収入を得るようになっ
ていきます。
２５歳になった１８３５年、両親とチェコのカールスバードで再会し、帰りにドレスデンに寄ってヴォ
ジンスキ家を訪れます。息子３人は、ショパンの父親の寄宿学校の幼馴染でした。妹のマリアは１６歳に
なっていました。ショパンとマリアの二人は互いに好意を抱きます。そしてパリに去る時に、マリアに捧
げた曲が「別れの曲」でした。翌年７月にも会い、ショパンは結婚を期待しますが、１８３７年７月末に
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破談となります。この時ショパンは、心を癒すために仕事に打ち込みます。その時の曲は本質的にポーラ
ンドへの愛国心で貫かれていて、シューマンが「花束の中に隠された大砲」と称したものでした。
そんな失意の中、翌年１８３８年４月、スペイン領事の夫人のマルリアーニ伯爵夫人の内輪の会で、シ
ョパンはジョルジュ・サンドと再会します。サンドとは、マリアとの仲が進行中の時に初めて出会ったの
ですが、その時は男装のサンドを見て「あれは女か」と言ったものでした。彼女はショパンと同じ１８３
２年に『アンディアナ』という作品でデビューし、有名になっていました。男性か女性かわからない「ジ
ョルジュ・サンド」という名前で、恋多き女性であったサンドは取り巻き連が多く、画家のドラクロアも
その一人でした。
ショパンとサンドは何回か出会う内、５月に結ばれます。ショパン２８歳、サンドは６歳上の３４歳でし
た。
■ノアンでの作曲
噂になった二人はマジョルカ島、そしてサンドの生まれ故郷でありペリー州（パリから馬車で３０時間）
のノアンに移ります。以後１８４７年までの９年間、ショパンはサンドに「私のショップ」と呼ばれ、息
子以上の献身的な愛に支えられて、夏はノアンの別荘で作曲をし、冬はパリでピアノを教えるという生活
となったのです。ノアンでのショパンの作曲の様子をサンドは次のように言っています。
「出来上がった彼の曲を聴く人は、それが百回も書き直され、死にもの狂いの推敲を重ねて生まれたも
のとは想像もしないだろう。ショパンの天才ほど深遠で感動に満ちたものはない。」（『ショパン わが
心のポーランド』p.124）
そしてサンドも、息子のモーリスや娘のソランジュの勉強、家の主としての仕事、庭園の手入れ、夕方
の友人たちの接待、加えて、徹夜で執筆と働きづめでした。
ノアンには画家のドラクロワもやってきます。ショパンと知り合った頃、ドラクロワは「生まれてこの
かた自分が出会った中で一番芸術家らしい芸術家だ」と言っていますが、ノアンでショパンとドラクロワ
は親交を深めていきます。また、ドラクロワは、アトリエで二人の肖像画を描きました。ノアンでの３人
の作品を別添資料にまとめてみましたので、「ドラクロワ・ショパン・サンド作品一覧」をご覧ください。
■サンドとの別れ
９年間もショパンを支えたサンドですが、ショパンはオーギュスティーヌを愛人にしたモーリスと対立
し、彼に味方するサンドとも対立するようになります。ショパンは１１月１１日ノアンを去りますが、さ
らに娘ソランジュの結婚を巡ってサンドと意見が合わなくなり、１８４７年７月に別れます。サンドから
の手紙には次のように書かれていました。
「……さようなら、わが友よ。早くご病気がすっかりよくなられますように。そしてこの九年間の友情
の奇妙な終局を神に感謝します。時々は近況をお知らせください。その他のことは一切ご無用です」（同
書 p.194）
二人が再び出会ったのは翌１８４８年、二月革命の犠牲者の合同葬儀が行われた３月４日の事でした。
マルリアーニ伯爵夫人のサロンですれ違ったのです。
「ショパンは驚きで身体中から血が引くのを感じた。全身が震えていた。
それでも必死で平静を保ち「こんにちは」と挨拶をして、握手の手を出した。
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サンドは、震える、氷のように冷たい彼の手を握り、やはりひと言挨拶を述べた。」(同書 p.202）
■ショパンの死
二月革命で国王ルイ・フィリップはイギリスへ逃れます。貴族たちもパリを去り、ショパンの演奏する
場所もなくなりました。生活に困ったショパンは弟子で６歳上のジェーン・スターリング嬢に誘われるま
まにイギリス・スコットランドへの演奏に出かけますが、身体は結核に侵され、１１月２４日にパリに戻
り、翌年１０月１７日３９歳で亡くなりました。ショパンの遺言は四つ。その遺言については、皆さん本
をお読みになって、確かめてみてください。
ちなみにラシェーズ墓地のショパンのお墓の彫刻は、ソランジュと結婚した彫刻家クレザンジェが造った
ものです。
■革命とともに（１８３０年「七月革命」・１８４８年「二月革命」）
こうして振り返ってみると、ショパンの生涯は革命と共にあったと言えます。あるいはまた、ルイ・フ
ィリップの時代と共にあったと言えば良いでしょうか。１８３０年七月革命の翌年にパリに到着し、１８
４８年の二月革命の翌年に亡くなったのでした。

Ⅲ ジョルジュ・サンド
■作家サンド
ショパンを支えたサンドですが、サンドについては、ブックリスト「『レ・ミゼラブル』から始まる広
がる読書」に記載した『愛と革命 ジョルジュ・サンド伝』で生涯と作品の内容を知ることができます。
２７歳の時、サンドは女性を奴隷化している当時のフランス社会と堕落した結婚制度を非難した『アン
ディアナ』という作品でデビューします。「女主人公が、運命によって不当なあつかいを受けているすぐ
れた男性をなぐさめ導いて彼をその状態から救い出す、というのはサンドがとくに好んだテーマ」（『愛
と革命 ジュルジュ・サンド伝』p.128）と言われており、自身の恋愛や体験を作品化しています。
また、革命時代に生きていたなら「私がジャコバン党員になったことは確かでしょう」（同書 p.140）
とロベスピエールに熱狂したその革新的な信念は最後まで変わっていませんが、「目的は手段を正当化す
る」という考え方も批判するようになっていきます。２月革命後、ナポレオン三世の時代に入ると、『愛
の妖精』の序文に記されているように牧歌的な作品「田園四部作」ができ上がっていきます。
今回は、私の友人が中学生の頃に読んだというので読んでみた「田園四部作」のひとつであり、ショパ
ンと別れた後に発行となった（すでに１２月には新聞で発表されていた）『愛の妖精』を紹介します。二
月革命後、ナポレオン体制へと移りますが、「序」には、体制後の、サンドの作品への思いが次のように
書かれています。
「人間が誤解しあい憎みあうことから世の不幸が生じているような時代においては、芸術家の使命は、
柔和や信頼や友情を顕揚して、清浄な風習や、優しい感情や、昔ながらの心の正しさなどが、まだこの世
のものであり、もしくはあり得るということを、或は心をすさませ或は力をおとしている人々に思い出さ
せてやることである。現在の不幸に直接言及したり、醗酵しつつある激情に呼びかけたりすることは、決
して救済への道ではない。むしろ、一つの甘い歌、鄙びた鳥笛の一声、幼な児たちを怯えも苦しみもなく
寝つかせる一つの物語の方が、小説の色づけによって一層強烈に陰鬱になった、現実の不幸を見せつける
にまさるのである。」（『愛の妖精』p.6）
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序の硬い文章と異なり、『愛の妖精』は分かりやすく牧歌的な作品です。双子の兄弟、兄のシルヴィア
と弟のランドリー、病気や、災難を治すファデー婆さんの孫娘ファディットの三人の関係を描いているの
ですが、口が悪く、みにくい顔をした嫌われ者の少女ファデットのランドリーへの思い、そして成就する
ための賢さ、純粋さにひかれます。不注意な通行人に悪さをする鬼火も本当はかわいいことなど、友人が
中学生の頃に読んだという理由が良く分かりました。
『フランス田園伝説集』の挿絵は、サンドの息子のモーリスが描いたものです。ドラクロワは、モーリスに絵の
手ほどきをしています。ペリー州近辺の伝説を集めた１２の話と拾遺編４つと「田舎の夜の幻」で構成。あとがき
に「フランスの『遠野物語』と言ってもいいものである」と書いてあるように、奇怪な話が多いのですが、少し怖く
て面白い。私は「森の妖火」が好きです。

Ⅳ ゴッホ
■ドラクロワ 「自画像」と「民衆を導く自由の女神」
ショパンの友人であったドラクロワと言えば、
「民衆を導く自由の女神」の絵でよく知られていますが、
彼は当時、アングルの新古典主義の美術アカデミーと絵の描き方で４０年間対立関係にありました。線描
と静かな動き、かたや色彩重視で動きのある絵。それは保守と革新の対立でありますが、この保守と革新
の対立構図は、ゴッホの時代でも続いていており、新しい絵を描き続けるゴッホたちも苦労していました。
そのゴッホが敬愛し、信奉した一人がこのドラクロワでした。
では、ゴッホは自身の絵にドラクロワの何をとり入れたのでしょうか。ドラクロワの発見した理論「補
色の理論」と「点描法」だと、「ダンテの小舟」で分析して述べているのが『謎解きゴッホ 見方の極意
魂のタッチ』です。また、ゴッホの弟テオも（１８８９年６月１６日）の手紙で、アルルの病院にいる兄
ゴッホにこう語っています。
「ドラクロワが田舎へ行ってジョルジュ・サンドの家に泊ったときの、静物や花の絵を思ってみたまえ。
彼が後に「聖女の教育」を描いたとき本来の自己を取りもどしたことはまちがいない。だからかりにぼく
のいうとおりきみがやるとしても、将来傑作が描けないものではあるまい。しかし過労にならないように
仕事をすることだ。」（『ファン・ゴッホ書簡全集 ６』p.2032）
ゴッホの絵を知るには『謎解きゴッホ 見方の極意 魂のタッチ』がおススメですが、ゴッホの一生を
知るにはこの本『ゴッホの地図帖』が分かりやすいです。写真や絵、地図と解説でゴッホの生涯を追って
います。彼が勤めたグーピル商会が写真で掲載されていますが、その豪華さには驚きました。
『ゴッホ 星への旅』はゴッホの一生が、手紙を元に小説風に書かれています。アルルから始まり、オ
ランダ時代を回想する形です。
■ゴッホの生涯
（※ここからはパワー-ポイント使用し、スクリーンに絵を映し出しながら説明。聴衆が 30 名程度の場合
は図や絵を使ってトークしていくが、100 名という大人数と縦長の会場のためにスクリーンを使用）
さて、別添資料「ゴッホの年表 １」でゴッホの一生を簡単に見てみましょう。
学校に通った後、画商として勤め、教師をめざしてロンドンに渡ります。そして聖書にのめり込み、聖
職者を目指します。７年間学校に通いますが、ギリシャ語の動詞が理解できず、牧師見習いとして炭鉱近
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くに行きますが、「労働者と共に」の姿が奇異なものとして受け取られます。そして１８８０年、テオの
援助で画家として描き始めますが、パリに出てきます。
資料「ゴッホの年表 ２」をご覧いただきたいのですが、パリ→アルル→サン・レミ→オーヴェールと
移り住んだ期間と作品を一部紹介しています。ゴッホがアルルを目指した理由としては、一つは「画家の
共同体」を目指したこと、浮世絵の影響で影の無い陽光の国日本「南仏の日本」を目指したこと、そして
画家のモンチセリがマルセイユ出身であることなどが挙げられています。また、アルルでゴッホの画風が
確立して行きますが、アルル、サン・レミ、オーヴェールのそれぞれの土地での絵の特徴にも注意を払い
たいです。
■ゴッホの周辺
資料「ゴッホ相関図」をご覧ください。ゴッホの周辺には、弟のテオやその妻のヨハンナと彼らの息子、
そしてタンギー爺などがいました。そのほか、二つ目として画家仲間（ゴーギャン・ベルナール）、三つ
目は、思想を支えた人物としてローリーヤール、画家の師匠たち、四つ目には愛した人、最後に「読書」
の項を加えてまとめてみました。
ゴッホの手紙を読んでいますと、ゴッホが大変な読書家であることが分かりました。読書について、ゴ
ッホは妹ウィルに、１８８７年夏に次のように述べています。
「真実を、あるがままの人生を望むなら、例えば、ドゥ・ゴンクゥルの『ジェルミニ・ラセルトゥー』
『娼婦エリザ』、ゾラの『生きる喜び』や『居酒屋』、さらにほかの多くの傑作がわれわれの感受するよ
うな人生を描いており、こうして、真実を語ってほしいというわれわれの欲求を満たしてくれる。ゾラ、
フロベール、ギ・ドゥ・モーパッサン、ドゥ・ゴンクゥル、リシュパン、ドーデ、ユイスマンスなどフラ
ンスの自然主義者たちの作品はすばらしい。そして、人はもし現代のことを知らなければ、自分が現代に
属していると言われる筋合はあるまい。モーパッサンの傑作は『ベラミ』だ。この本を君のために入手で
きればと思っている。僕らは聖書で十分だろうか。」(『ファン・ゴッホの手紙』p.229)
そして、１８８８年アルルからの手紙では、読書の意義についてこう言っています。
「ああ、弟よ……で、お上品な人たちは僕のこの誇張を漫画だと思うだろう。しかし、そんなことはわ
れわれにはどうでもいい。われわれはゾラの＜大地＞と＜ジェルミナール＞を読んだ、そうしてわれわれ
が農夫を描くのは、この読書の結果がいくらかでもわれわれの肉となっていることを示したいからなのだ。」
（『ゴッホの手紙 中 テオドル宛』p.181）
また、ゴッホはテオに『レ・ミゼラブル』について次のように書いています。
１８８３年ハーグからの手紙
「ヴィクトル・ユゴーの『レ・ミゼラブル』を読んでるところだ。読んだ覚えはずっと前にあるのだが、
また読みたくてたまらなかったのだ。ちょうど何か絵をまた見たくてたまらなくなることがあるようなも
のだ。なかなかすばらしい作品だ。ミリエル、ないしはビヤンヴニュ閣下のすがたは崇高だ。 ―中略―
彼は聖職者だし、このふたりは絵描きだけれどね。絵描きたちの世界ではコローもミレーもあるいはブル
トンも、自分の仕事をやっただけでなくて、他の連中にもそれだけのエネルギーを奮い起させたのだ。こ
うした連中は彼らがいなかったら十分に力を伸ばしていなかったことだろう。むろんきみは『レ・ミゼラ
ブル』も、それからきっとブリオンがそれのために作った、たいへんうまくたいへんふさわしい挿絵も知
っているだろう。―中略―
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さあ、行って『レ・ミゼラブル』を少しばかり読もう。もう晩くなったけれど。こうした書物はひとの
心を熱くする。デュプレや、わがミレーの作品や、あるいはドゥカンの作品の或るものやがそうであるの
と同じように――あの作品は激した心（fougue）と呼ばれるところのものによって書かれている。」(『フ
ァン・ゴッホ書簡全集 ３』p.746, 748）
１８８３年ハーグからの手紙
「ぼくは『レ・ミゼラブル』をすっかり読み了えた。ヴィクトル・ユゴーの、ものの分析の仕方が、バ
ルザックやゾラのばあいとちがうということは十分承知しているけれど、ユゴーもやっぱり同じようにも
のごとの真相を究めている。」（『ファン・ゴッホ書簡全集 ３』p.758）
■画家ゴッホへの道
続いて、画家ゴッホへの道を追ってみましょう。
まず、オランダ時代は「泥炭船と二人の人物」「馬鈴薯を食べる人々」「農民の墓地」など、暗い絵で
す。１８８５年ニュネンでゴッホがテオに宛てた手紙には、絵について次のように説明しています。
「今日例の小箱を発送した。中味は前に知らせたもののほかにさらに一点、『農民たちの墓地』という
油絵が入れてある。細部はいくらか省いた――僕が表現したかったのは、何世紀このかた農民たちは自分
たちが生きている間は掘り返しつづけるその耕地そのものに埋葬される、それをこの廃墟がここでいかに
如実に示しているかということだ。人が死ぬ、そして埋葬する、そのことがなんと至極単純に進行するも
のか、それを僕は表現したかった。まるで秋の木の葉が落ちるように事は平然と進行する――ちょっぴり
土地が掘り起こされ、木の十字架が一つ、ただそれだけのこと。周囲一帯の耕地は教会墓地の草地が終わ
ったあたり、小さな堀の向うに地平線――海の水平線のよう――と接して最後の描線となっている。
そして今この廃墟が僕に語るのは、いかに堅固な礎をおかれた信仰も宗教も、それがどんなに朽ち果て
てしまうものであるかということ――しかし、農民たちの生と死はいずれもつねに同じ姿でありつづけて
ゆくということ、つまり、その教会墓地の地面に生えている草や小さな花と同じように芽生えては枯れて
ゆくということだ。
「もろもろの宗教は移ろいゆく、神は居つづける」とはヴィクトル・ユゴーの言葉だが、彼もまた埋葬さ
れたばかりだ。
僕はこれら二つの絵について君が何か感銘をうけるかどうかわからない。苔むした屋根の農家を見たと
き、僕はミソサザイの巣を思い浮かべた。ともかく、眺めてくれ。」(『ファン・ゴッホの手紙』p.200, 201)
変わって、パリ時代は印象派の影響を受けて明るくなっていきます。浮世絵の影響を受け、また、絵の
具の厚塗りが出てきます。その中で描かれた３枚の「自画像」。ベルナールにプレゼントされた自画像は、
下地に絵の具を重ねて隙なく背景を塗りつくし、最後に赤を置いて短く引いていた筆致がここに来て踊り
始めます。（『ゴッホ＜自画像＞紀行』）
その他「モンマルトルの野菜畑」は印象派を思い出させますし、「タンギー爺さん」は背景に日本の浮世
絵がたくさん描き込まれています。
続いてアルル時代。アルルと言えば黄色とひまわりと厚塗りを思い浮かべます。その中でゴッホが描い
た「グラスに入れた花咲くアーモンドの枝」は、昨年、東京都美術館で開催された「ゴッホとゴーギャン
展」の会場にも展示されていた絵ですが、見たときには驚きました。鮮やかでしかも日本画のようでした。
その他、「花咲く果樹園」は「アーモンドの枝」と似た雰囲気でほのぼのと優しいですし、「収穫」は「働
く農夫と麦」というゴッホが好んだテーマです。「自画像ボンズ」は日本の「坊主」に模したもの。
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「種まく人」は、ミレーと題材は同じでも色彩が違います。地面の青と白の厚塗りが良くわかります。「夜
のカフェテラス」は、黄色と星空と厚塗りを印象派的なタッチ。まさしくゴッホという感じです。この絵
はアンクタンと広重を参考にしたと言われています。「ひまわり」は度々描かれたテーマでした。ゴッホ
は、このひまわりの絵でゴーギャンを迎えようとしました。ちなみに「ひまわりの画家」とはゴーギャン
が名づけました。また、ゴーギャンが送ってよこした自画像のタイトルは「レ・ミゼラブル」です。タイ
トル通り、お金がなくてテオにお金を送ってもらっていました。その額は１５０フラン。
「ローヌ川の星月夜」については、１８８８年アルルでテオに宛てた手紙に次のように書いています。
「とうとうガス灯の下で実際に夜描いた星空だよ。空は緑＝青色、水はロイヤルブルー、地面は薄紫色。
町は青と紫、ガス灯は黄色、その反射光は赤茶がかった金色で、緑がかったブロンズ色まで弱まってゆく。
空の緑＝青色の広がりに大熊座は緑とバラ色に輝き、その控え目な青白さはガス灯の粗野な金色と対照を
なしている。前景には二人の恋人たちの彩られた小さな像。」(『ファン・ゴッホの手紙』p.296)
その他、「エッテンの庭の記憶」「赤い葡萄畑」「アルルのダンスホール」の三作はゴーギャンと一緒
に描いたものです。ゴーギャンの忠告を聞いて描いていることがすぐわかります。ちなみに「赤い葡萄畑」
はゴッホの生涯でたった１枚だけ売れたその作品です。買ったのはゴッホの友人のウジェーヌ・ポックの
お姉さんでした。
「耳に包帯をした自画像」は『謎解きゴッホ』によれば、「緑の上着と赤い背景、青い帽子とオレンジの
背景の配色は、補色の理論に従っている」とあります。
サン・レミ時代の題材には、糸杉、オリーヴ、星月夜が登場します。画家ゴッホへの確立に向かいます
が、精神的には厳しい時代で、発作の回数も増えます。テオが結婚し、息子が誕生したといった出来事も
ありました。「糸杉と星の見える道」については、１８８９年サン・レミで、テオへの手紙の中で、この
ように綴っています。
「いつも糸杉に心をひかれる。ひまわりを扱ったように描いてみたいのだ。まだ僕が感じているように
描いたものを見たことがないのだ。」（『ゴッホの手紙 下 テオドル宛』p.188）

この時代には「星月夜」「オリーヴ畑」「糸杉のある麦畑」「自画像」「サン・ポール寺院の庭の木々」
といった数々の作品が生み出されます。「サン・ポール寺院の庭の木々」と歌川広重の「舞子の浜」はよ
く似ています。
ゴッホの人生で最後となるオーヴェールの時代。画家ゴッホの確立です。「オーヴェールが見える葡萄
畑」「オーヴェールの教会」「麦の穂」「カラスのいる麦畑」などの作品が描かれました。
ゴッホが亡くなった時、葬列はオーヴェールの教会の横を通りました。ゴッホの父の書斎に飾ってあった
ヤン・ファン・デルマーチンの「麦畑の葬列」の絵と全く同じ姿です。参列者は１２人でした。いせひで
こさんによる『にいさん』にもその様子が描かれています。
テオはゴッホの死後、展覧会を開こうとします。そのいきさつは『ゴッホの手紙 上 ベルナール宛』に
詳しいので読んでみて下さい。
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■ゴッホとは
絵画を扱う大手のグーピル商会から始まったゴッホの人生は、教師、聖職者への道、画家への道と常に
真剣勝負の一途のものでした。「真実」を求め、新しいものへの開拓精神を一途に追っていった画家でし
た。サン・レミのデフォルメされたオリーヴの木々や星月夜、そして「オーヴェールの教会」、実物なの
に本物ではない…ゴッホ自身の真実が、絵の中に描かれていることに思い至ります。
また、深い教養とミゼラブルな人々への思いを抱き、真摯に人生に向きあって生きていた人と言えまし
ょう。『ファン・ゴッホの手紙』を読むと、ひたむきさとその心の気高さに感動せずにはいられません。
それにしても彼を追い詰めたのは何であったのでしょう。「アルルで画家の共同体を作って生活の心配
をしないで描けるようにしたい」、テオに全ての絵を送り、その代わりに送られてくる生活費という契約、
その契約人生がテオの結婚と息子誕生とテオの失職とで中止になるかもしれないという不安だったのでし
ょうか。「ミゼラブル」であること…改めて考えずにはいられません。

Ⅴ 最後に
『レ・ミゼラブル』における徒刑囚ジャン・ヴァルジャンは苦しみながらもその信念を貫き通して生き
たわけですが、ショパン、サンド、ドラクロワ、そしてゴッホも同様でした。彼らは時代の本流の中には
おらず、外側で、時代の流れに立ち向かい、そして新しい世界を一途に追い求め、確立していった、まさ
に「アウトサイダー」だったと言えましょう。
五人の姿を追っていくと、１８３０年から１８９０年までのパリの町が彷彿としてきました。雑然とし
ているパリの中で、マリユスとショパンは馬車ですれ違っただろうか、ドラクロワやサンドやリスト達は
どこのサロンで今夜は話していたのだろう、ゴッホは一心不乱で描いていたのだろうと思い浮かべます。
今回は、大人のためのブックトークというテーマでお話しました。まずは大人が本を楽しみ、本を「単
体」で終わらせるのではなく「結んでいく」こと、つまり「孤本」から「結本」へ展開し、深め、広げる
読書へと子どもたちを導いていきたいものだと思います。
※発表時はパワーポイントの画像と共に紹介しました。
(於：株式会社図書館流通センター ２０１７年３月６日・７日)
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「子どもの本 この１年を振り返って ２０１６」
第２部 ブックトーク：「アウトサイダー」

人物と背景の関連年表

2017年2月5日作成（ ※参照図書は別紙ブックリスト掲載）
関連事項
・ナポレオン、コルシカ島で誕生

人 物

年

1769年
1789年

・フランス革命

1793年

・ルイ16世（1月）、マリー・アントワネット（10月）処刑

1795年
1798年
1802年
1804年

1811年
1815年
1821年

・ヴィクトル・ユゴー、ブザンソンで誕生
・ナポレオン皇帝となる
・ジョルジュ・サンド、パリで誕生
・ショパン、ジェラゾヴァ・ヴォーラ村で誕生

ド
ラ
ク
ロ
ワ

ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ
ゴ

ー

）

登
場
人
物

・マリユス、誕生

1831年

・ナポレオン、セント・ヘレナ島へ流刑・ジャン・ヴァルジャン刑期終
了・マリユスの母死亡・コゼット誕生
・ナポレオン、セントヘレナで死亡（5月・52歳）
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
サ
ン
ド

シ
ョ
パ
ン

・七月革命（ルイ・フィリップ国王となる）
・ショパン、ウィーンへ（11月23日）
・ワルシャワ蜂起（11月29日）
・マリユス、美しくなったコゼットに出会う（6月）
・ワルシャワ包囲と虐殺（9月）
・ショパン、シュトゥットガルトを経てパリ到着（11月）
・ショパン、パリデビュー（2月）
・1832年3月26日、
・6月5日アンジョルラスたちバリケードを築く
パリでコレラの死
・マリユス・コゼット結婚（2月）
亡者確認。9月末
・ジャン・ヴァルジャン死亡（6月頃・64歳）
までに18,402名死
・ショパンとサンドの恋愛始まる
亡
・マヨルカ島 →1839年ノアンへ
・6月、ドラクロア、ショパンとノアンに滞在・46・47年も
・1844年ショパンの父逝去
・ショパンとサンドの恋愛終わる（9年間）

レ
・
ミ
ゼ
ラ
ブ
ル

1832年

』

1833年

登
場
人
物

1838年
ゾラ：1840年誕生

)

1842年

・ジャン・ヴァルジャン＆コゼット、プチ=ピクピュス修道院を出る

マ
リ
ユ
ス

『(

1830年

レ
・
ミ
ゼ
ラ
ブ
ル

』

1829年

・ナポレオン、王党派の蜂起を鎮圧
・ジャン・ヴァルジャン、パンを盗む・翌年徒刑場へ
・ドラクロア、パリ郊外で誕生

ジ
ャ
ン
・
ヴ
ァ
ル
ジ
ャ
ン

（
『

1810年

ナ
ポ
レ
オ
ン

（

1847年

死
亡
年
不
明

1848年

）

1849年

・二月革命・第ニ共和政開始
・ショパン、サンドとすれ違う（3月）・イギリスへの演奏の旅（4月）
・ショパン死亡（10月・39歳）
・『愛の妖精』発行（ジョルジュ・サンド）
・12月2日、ルイ・ナポレオンのクーデター（共和派追放）
・12月11日、ユゴー、ブリュッセルへ脱出（12月）・亡命（19年間）
・ナポレオン三世即位（第二帝政）

1851年
1852年
1853年
1857年
1867年『テレーズ・ラカン』

・ドラクロア死亡（8月・65歳））

オ
ス
マ
ン

）

1870年
1873年

・テオ、ズンデルトで誕生

（

1863年
1869年

・フィンセント、ズンデルトで誕生

パ
リ
改
造

1873年『パリの胃袋』

1876年
1877年『居酒屋』

1880年
1885年

1880年『ナナ』

1883年『ボヌール・デ・ダム百貨店』
1884年『生きる歓び』
1885年『ジェルミナール』

1886年

1886年『制作』

1888年
1889年
1890年
1891年

1902年死亡

フ
ィ
ン
セ
ン
ト
・
ゴ
ッ
ホ

テ
オ
ド
ル
ス
・
ゴ
ッ
ホ

・1862年『レ・ミゼラブル』発行

・フィンセント、グーピル商会ハーグ店勤務
・第二帝政崩壊・第三共和政へ移行
・ユゴー、パリに到着
・テオ、グーピル商会ブリュッセル店勤務

・1871年パリコミュー
ン宣言と壊滅

・ジョルジュ・サンド死亡（6月・71歳）
・フィンセント、ブリュッセル王立美術アカデミー教室受講（画家への
道）・テオの送金開始
・ユゴー逝去（5月・83歳）・ゴッホの父逝去（3月・63歳）
・フィンセント、パリへ来る（2月）
・ブーランジェ事件（～89年まで）
・フィンセント、アルルへ（2月）・ゴーギャン、アルルへ（10月）
・12月、耳切り事件
・テオ結婚（4月）・フィンセント、サン・レミへ（5月8日）
・パリ万博（5月5日・エッフェル塔完成・テオ、大統領に説明）
・テオに息子誕生（1月）・フィンセント、オーヴェールへ（5月）・死亡（7
月・37歳）・12名参列
・テオ、ユトレヒトで死亡（1月・33歳）

第２部 別添資料 全ページの無断複写・複製・転載を固くお断りいたします。

「パトロン・ミネット」

＜登場人物相関図＞

・グールメール

テナルディエ

・バベ

参照：『レ・ミゼラブル(一)～(四)』
（ヴィクトル・ユゴ

（ジョンドレット）

・クラクズー

ー作 豊島与志雄訳 (岩波文庫) ・
『レ・ミゼラブル上・

・エポニーヌ

・モンパルナス

下』ヴィクトル・ユゴー作 G・ブリヨンほか画 清水

・アゼルマ

正和編・訳 (福音館古典童話シリーズ)

・ガヴローシュ

・（二人）
父：ポンメルシー
母：ファンティーヌ

祖父：ジルノルマン氏

コゼット
マリユス

・トロミエス

マブーフ氏

・リストリエ
・ファムイユ
・ブラシュヴェル

＜ABC の友＞

ジャン・ヴァルジャン

・アンジョルラス

（マドレーヌ）

・クールフェラック

（ユルティーム・F）

・レーグル（ボシュエ）

（ルブラン）

・グランテール

フォシュルヴァン爺

・コンブフェール

ミリエル司教

・ジョリ
・バオレル

ジャヴェール警部

・ジャン・プルヴェール
・フイイ

参照：『週刊西洋絵画の巨匠３９ドラクロワ』小学館・ 『ショパン わが心のポーランド』ひのまどか著/リ
ブリオ出版・『愛と革命 ジョルジュ・サンド伝』坂本千代著/ちくまプリマ―ブックス

ドラクロワ・ショパン・サンド作品一覧(1838～46年）
年

ドラクロワ ※文学★歴史・事実（ ）は所蔵館

1822年

※「ダンテの小舟」（ルーヴル美術館）

1824年

★「キオス島の虐殺」（ルーヴル美術館）

年

・＜24の前奏曲＞
マヨルカ島 ・＜ポロネーズ第4番・ハ短調＞ 作品40の2
・＜マズルカ・ホ短調＞ 作品41
パルマ

サ修道院
1826～27年 「オマール海老のある静物」（ルーヴル美術館）
アングルの「ホメロス礼賛」と共に1827年の
「鸚鵡と女性」（リヨン美術館）
1827年
ノアン
サロン出品作。作風の対立が一層顕著に。

1827～28年 ★「サルダナパールの死」（ルーヴル美術館）
1830年
★「民衆を導く自由の女神」（ルーヴル美術館）
1831年

「ヴァイオリンを弾くパガニーニ」（フィリップス・コレクション）

1832年

「タンジールのユダヤの花嫁」（ルーヴル美術館）「ファンタジア
（モロッコ騎兵の模擬戦）」（ファーブル美術館蔵）

1834年

「アルジェの女性たち」（ルーヴル美術館）

1837年

★「タイユブールの戦い」（ヴェルサイユ宮殿美術館）

1837年頃

「自画像」（ヴェルサイユ宮殿美術館）

1838年頃

「ショパンの肖像」「ジョルジュ・サンドの肖像」（ルーヴル美術館）

1840年

「モロッコのユダヤ風結婚式」※「ハムレットと墓掘り」（ルー

・馬車で
30時間

「ジェニーの肖像」（ドラクロワ美術館）★「十字軍のコンスタンティ
ノープル入城」※「ドンジュアンの難破」（ルーヴル美術館蔵）

※「ゲネザレツ湖上のキリスト」（ネルソン･アトキンス美術館）

1843年

※「アビドスの花嫁」（ルーヴル美術館）

1846年

※「レベッカの略奪」（メトロポリタン美術館）

「なんと美しい絵だ」とゴッ
ホが賞賛している

1850～51年 ※「ピュトンを殺すアポロン」（ルーヴル美術館「アポロンの間」天井）

・1836年暮、リストの滞在するホテルで出合う。
・1838年4月、マルリアーニ伯爵家の内輪な集まり
で出合う。
5月8日ド・キュスティーヌ公爵の音楽夜会では急
速に心が傾く。

・<24の前奏曲> 作品28の全曲（「雨だれ」を含む）
・＜バラード＞ 作品３８の2
・＜ポロネーズ＞（全２曲）作品40…(内１曲は「軍隊」)

『スピリディオン』
『レリア』の改訂 『ガブリエル』（マルセイ
ユ滞在中）

・＜ピアノ・ソナタ第２番 変ロ長調＞ 作品３５・・・（葬送）
・＜即興曲第2番 嬰ヘ長調＞ 作品３６
・＜ノクターン（夜想曲）＞（全2曲） 作品３７
・上演失敗で
・＜スケルツォ第３番 嬰ハ短調＞ 作品３９
負債。ノアンに
・＜マズルカ＞（全４曲） 作品４１
お客を招かず。

１８４０年
・＜ワルツ第５番 変イ長調＞ 作品４２
パリ
１８４１年
ノアン ・＜ポロネーズ第５番 嬰へ短調＞ 作品４４ ドラクロア滞在
・＜タランテラ＞ 作品43
・＜プレリュード（前奏曲）嬰ハ短調＞ 作品４５
・＜バラード第３番 変イ長調＞ 作品４７
・＜ノクターン（夜想曲）＞（全２曲） 作品４８
・＜幻想曲・ヘ短調＞ 作品４９ など大作を次々発表

１８４２年

戯曲『コジマ、愛の中の憎悪』上演失敗

『オラース』

・ピエール・ルル―の社会
主義思想に心酔し、ペンで
社会の偏見や不正を暴き、
民衆を啓発しようとした

『マヨルカでの一冬』

「ロトの逃避」（ルーベンスの模写）（ルーヴル美術館）

1855年

「獅子狩り」（ボルドー美術館）

１８４４年

・＜ピアノ・ソナタ 第３番 ロ短調＞ 作品５８

１８４５年

・＜マズルカ＞（全３曲） 作品５９
・＜舟歌 嬰へ長調＞ 作品６０
・＜幻想ポロネーズ 変イ長調＞ 作品６１

『コンスエロ』（一・二巻）※ショパンとの関
係を題材

１８４３年 『コンスエロ』（三～八巻）
『ルドルシュタット伯爵夫人』『ジャンヌ』
『魔の沼』

３曲のみ

ドラクロア滞在（３年ぶり・２週間）

１８４６年

・＜ノクターン＞（全２曲）作品６２
・＜マズルカ＞（全３曲）作品６３
・＜ワルツ＞（全3曲内変二長調は「子犬のワルツ」 作品６４
・＜チェロとピアノのためのソナタ ト短調＞ 作品６５

（『ルクレチア・フロリアーニ』)を毎夜朗読。小
説のモデルはショパン）

１８４７年

別れ：７月２４日のショパンの手紙←２８日サンドの返事

『捨て子フランソワ』 1848年『愛の妖精』

1856～61年 ※「天使とヤコブの戦い」（サン・シュルピス聖堂）
※「怒るメディア」（ルーヴル美術館）

ドラクロア滞在
・＜マズルカ＞（全3曲） 作品５０
・＜即興曲第３番 変ト長調＞ 作品５１ （１か月・モーリス）
・＜バラード第４番 ヘ短調＞ 作品５２
・＜ポロネーズ第６番 変イ長調（英雄） 作品５３
・＜スケルツォ第４番 ホ長調＞ 作品５４

父の死

「ディエップの海」（ルーヴル美術館）

1854年

1862年

ジョルジュ・サンド

ヴル美術館）

1841年

1852年

かわいいショップ

１８３８年

1824年頃 ★「墓地の孤児」（ルーヴル美術館）
1825～30年
「白い靴下の女」（ルーヴル美術館）
１８３９年
頃
マヨルカ島
1826年
★「ミソロンギの廃墟に立つ瀕死のギリシャ」（ボルドー美術館） ヴァルデモ

1839年

ショパン

参照：
『ゴッホ

＜
作品数：約 2000 点
（油彩画：約 870 点）

＞

星への旅 上・下』
』
（藤村信著

ヨーロッパをめぐる旅』
（ニーンケ
ニーンケ・デーネカンプほか
ほか著

の手紙』
（二見史郎編訳・圀府寺司訳 みすず書房）
・『ゴッホとゴーギャン展 2016 年カタログ』(東京都美術館ほか編
年カタログ』 東京都美術館ほか編

＜ゴッホを支えた人たち＞
＜パリ＞

製作年：1880
1880～1890 年

岩波書店）
・
『ゴッホの地図帖

・タンギー爺

＜アルル
＜アルル＆サン・レミ
＆サン・レミ＞

＜オーヴェール＞

・ルーラン

ガシェ医師
・ガシェ医師

・テオドルス
ドルス・ファン・ゴッホ
・ファン・ゴッホ

・ヴィレム・ファン・ゴッホ

（1857/5/1～1891/1/25
1857
）

東京新聞
新聞ほか発行）

・ウジェーヌ・ボック

＜プチ・ブルヴァ—ルの画家たち＞
プチ・ブルヴァ—ルの画家たち＞

・ミリエ少尉
・ヨハンナ
ヨハンナ・ボンゲル

講談社）
・
『ファン・ゴッホ

・
・ジヌー夫人

＜ポン・タヴェン＞

・サ―ル牧師

・ゴーギャン

・レ―医師

・ベルナール
ベルナール
・ラヴァル
・アンクタン
・アンク
ゴッホの愛した女性たち

＜ゴッホが読んだ作家＞※は絵画にも描かれる
は絵画にも描かれる
・ヴォルテール
・ゴンクール『ジ
ヴォルテール『カンディド』・

フィンセント・ファン・ゴッホ

ェルミニー・ラセルトゥー』
『娼婦エリザ』
・ゾラ

（1853/3/30～1890/7
1890/7/29）

・セリジェ

・ユージェニー・
・ユージェニー・ロイヤー（or
or
カロリー
カロリーナ）

・ロートレック

・ケー・フォス

・スーラ

『ボヌール・デ・ダム百貨店
ボヌール・デ・ダム百貨店』
『貴婦人たちの幸

・シーン

・シニャック

福』『パリの胃袋』『制作』・フロ
フローベル『ブ

・マルホ・
・マルホ・ベーへマン

ルの女』『タルタラン』シリーズ
『タルタラン』シリーズ・トルスト
にはどれほどの土地
土地がいるか』『わ
イ『ひとには
が宗教（要約）
』
・ユゴー『死刑囚最後の日』・
『レ・ミゼラブル』
・
・ミシュレ
・ヤーコ
ミシュレ『愛』

・カミーユ・ピサロ
カミーユ・ピサロ、
モネ・ドガ・ルノア

ザンヌ

・アゴスティーナ・
・アゴスティーナ・セガトーリ
トーリ

・人々と共にある・語るように描く

ラミ』
『モントリオール』・ドーデー
ドーデー『※アル

ルの画家たち
ルの画家たち＞

ール、シスレー
、シスレー、セ

『※生きる
生きる喜び』
『居酒屋』
『ジェルミナール』

ヴァールとペキュシェ』
とペキュシェ』
・
・モーパッサン
モーパッサン『ベ

＜グラン・ブルヴァ—
グラン・ブルヴァ—

＜ゴッホの根源にあった画家たち等＞

＜ゴッホが好きだった絵＞

・ミレー

・ドラクロワ
ドラクロワ

・モンチセリ
モンチセリ

・浮世絵

・農民画家・土の色で
土の色で

・色彩の理論
色彩の理論（「補

・色彩

・はっきりとした

描かれている・キリス
キリス

色」の理論･･･色彩
の理論･･･色彩

・豪放な
豪放な厚塗り

輪郭・平らに塗ら
に塗ら

トの教えを描いた

が対比によって相

・早描き

れた色面・あざや

・ヨセフ・イスラエルス

かな原色

「食卓を囲む農民の家族」

（詩集『田園と海』
）
・
・ドストエフ
ブ・マリス
ブ・マリス（詩集『田園と海』

互の発色を強調し

史劇集（リチャー
スキー・シェークスピア
シェークスピア『史劇集（リチャー

・レンブラント

ド二世等）
世等）・
・ストー『 ※ アンクルトムの小

・母国オランダの
・母国オランダの巨

屋』
・ディケンズ
・
ディケンズ『※クリスマス・キャロル』

匠・ゴッホの感じて
・ゴッホの感じて

『お菊さん』ほか
ロティ『お菊さん』

いるキリストの絵
キリストの絵

・ファン・デル・マーチン
ファン・デル・マーチン
「麦畑の葬列」

合う。ゲーテの「色
ゲーテの「色
彩理論」を研究の基
を研究の基
盤とした。）

・ローリーヤール
・牧師詩人・描くように語る

参照：『謎解きゴッホ
謎解きゴッホ 見方の極意 魂のタッチ』
（西岡文彦 河出文庫

2016 年発行）

・ドービニー
ドービニー

学校時代・・・１５歳まで

ｖ
ズンデルト

画商時代・・・１６～２３歳
ハーグ

16～20 歳

（1853・3 月～1864 年） ゼーフェンベルヘン

（1869～1873 年）

・絵の手ほどき・自然を愛 （1864・10 月～1866 年） ティルブルフ
・定員 30 人・私立のプロテ （1866～1868 年）
する心・村の学校

・グーピル商会ハーグ支店

スタント寄宿学校・２年間

・11 歳で退学

・中等学校・下宿・２
年生昇級後半年で退学

ズンデルト

（パリ・ロンドン・ニューヨ
ーク・ブリュッセル）
・セン
ト伯父・ロース家に下宿・

20～22 歳
（1875・5 月～1876 年）

・20 歳・ブリクストンのロイヤ
ー家にアナと下宿・11 月テオは

・モンマルトルに住まい・勤

ハーグ店へ・ユージニーに失

務時間以外は自室で過ご
す・聖書に凝る。
・4 月 1 日
付で解雇

居・聖書を読み始める

両親はエッテンへ

手紙 820 通 テオ宛 653 通

聖職者への道（1876～1880 年）２３～２７歳
画家への道（1880～1886 年）２７～３２歳

22～23 歳

パリ

（1873・5 月～1875 年）

恋・アナはウェルウィンに転
1872 年テオ来訪（手紙開始）

ゴッホの年表１

ロンドン

）
ドルトレヒト（1877 年 1 月～4 月）

ニュネン（1883～1885 年）

（1880･10 月～1881 年）
ブリュッセル

・ブリュッセ＆ファンブラーム書店・版画や画材の販

・３０歳で帰郷・「毛むくじゃら

・王立美術アカデミー・講義数回受けて

売・セント伯父・勤務に熱中せず・休日に 3 か所の教会

の大きな犬」・納屋のアトリエ→

やめる・27 歳・テオの送金開始・アント

へ・牧師への夢・母方のストリッケル伯父に相談

教会堂番人の部屋を間借り・3 人

ン・ファン・ラッパルト（5 歳下）

の生徒・ケルスマーケルス・マル

エッテン（1881 年）・・・２８歳

・牧師の資格（７年間）
・ヤン伯父宅に

ホ・ベーへマン・父の死（3/30 日

・初めてのアトリエ・アントン・マウ

下宿・ギリシャ語とラテン語の家庭教師・１０か所以上

埋葬）
・
「聖書のある背物画」
・
「じ

フェに師事・11 月ケー・フォスとの恋

の教会訪問・１年後断念（ギリシャ語）・ストリッケル

アムステルダム（1877～78 年）・・・２４歳

ゃがいもを食べる人々」「ニュネ

教師時代（1876 年）・・２３歳
ラムズゲイト
・4 月、イギリス東海岸・寄宿学校
（24 名）
・徒歩 2 分のぼろ屋に住ま
い・着任 2 か月後ロンドン近郊アイ
ルワースに移転・賃金未払

アイルワース
・教師と聖書者の中間を目指す
・7 月、トーマス・スレード＝ジョーン

ンの古い教会塔」
「職工」
・カトリ

ハーグ（1881～1883 年）

ブリュッセル（1878 年）・・・２５歳

ズ牧師（メソジスト派）の寄宿学校

ック教会神父と対立

・マウフェに師事・クリスマスの帰省

・伝道師としての訓練・3 か月の予備期間・住まいのラ

に転職・教会で説教・日曜学校で教

時の口論と家を出る・シーンとの同

ーケンで散策を楽しむ・絵を描き始める・不合格

える・手紙の内容が説教じみる・ク

アントワープ

３２歳

リスマス休暇後職場に戻らず

居・入院と父の見舞い

ボリナージュ（1878～1880 年）炭鉱地/２年間

（1885～1886 年２月）
・アントワープ王立美術アカデミ

ドレンテ（1883 年）・・・３０歳

・プティ・ヴァム村･･農家に下宿･信徒伝道者・貧しい人と

『ゴッホの地図帖ヨーロッパをめぐ
参照：

ー絵画教室・版画コレクション・

・ホーフフェーン･･･泥炭

共に・6 か月後更新されず

る旅』
（ニーンケ・デーネカンプ、ルネ・フ

衰弱

・ニューアムステルダム･･・運河・下宿

・クウェム村･･･・伝道者の家に下宿・無職・父は精神科へ

ァン・ブレルク、タイオ･メーデンドルプ著

・スヴェーロー･･･画家マックス・リー

入院を家族は就職を希望・テオの小言と 50 フラン送金・ク

鮫島圭代訳

バマン・11 月去る

ーリエ－ルへ（ジュール・ブルトン）
・画家になる決意（27 歳）

ァン・ゴッホの手紙』（二見史郎編訳、圀

ニュネンに移動

千足伸行監修

府寺司訳 みすず書房）

講談社）・
『フ

ゴッホの年表２

オーヴェール

プロヴァンス（ミディ）２年３ヶ月
画家ゴッホ（1886～1890 年 7 月 29 日）33～37 歳
パリ

約２年

2 ケ月 13 日

３７歳

３５歳直前～３６歳

（1890 年 5 月 16 日～1890 年 7 月 29 日）
・200 点以上の絵

アルル（1888 年 2 月 20 日～1889 年 5 月 8 日 １年 2 か月余）

（1886 年 2 月 26 日～1888 年 2 月 19 日）

・過去 28 年間で一番寒い年・雪が 60 センチ以上積もっていた・日本の

・ラヴァル通りのテオのアパートで同居

風景画に似ていると喜ぶ・宿をレストラン「キャロル」から「黄色い家」

・数か月後モンマルトルの丘の中腹のアパー

に移す・
「カフェ・ド・ラガール」で間借り・5 月サントマリーへ・ウジ

トの５階に越す・ゴッホはよく口論し家事も

ェーヌ・ボックと一緒に制作・ひまわりの絵・12 脚の椅子・10 月 23 日

せず 1 年が過ぎたころには誰も家に来たがら

ゴーギャン到着・11 月半ばから危うい平穏・12 月 23 日耳切り事件・1

なくなる・フェルナン・コルモンのアトリエ

月 7 日退院・外出時の同行はルーラン・28 日転勤したルーランやってく

で学ぶが２、３か月後やめる。
・印象派の画法

る・2 月 7 日精神錯乱で再入院、17 日帰宅・2 月 26 日近所の人の要請で

に挑戦し、線描や点描、色彩表現を試す・オ

再々入院・3 月末シニャックが見舞いにくる・サン・レミを希望・サー

ランダ派の色づかいをやめる・ロートレック

ル牧師がサン・レミ療養院を視察・4 月 17 日テオ結婚・4 月 24 日テオ

やベルナールやアンクタンやタンギー爺と知

は院長あて入院願書提出・サール牧師に伴われて乗合馬車で出る

・5 月 17 日パリ到着・初めて義妹と甥に会う・3 日
間滞在して友人たちにも会う・5 月 20 日オーヴェー
ル到着・ラヴー亭の屋根裏部屋に下宿・ガシェ医師
が世話する・数軒の藁ぶき家に興味を持つ・ヴェク
サン大地を描く・オーヴェール周辺を描く・6 月テオ
夫妻と息子訪問する・7 月 6 日パリに出る・27 日自
らの腹部にピストルを撃つ・29 日午前 1 時 30 分ご
ろ死亡・ベルナールの提案で告別の間を近作で飾る
隣村のメリイ村から柩車を借りる。葬儀の参列
者：テオ、義兄アンドリース、ガシェ医師、医師
の息子、タンギー爺、ベルナール、ラヴァル、リ

り合う・15 歳下のベルナールとアニエール村

・180 点もの絵：
「ラングロワ橋」
「花盛りの果樹園」
「タラスコン

シュアン・ピサロ、ヒルシフ、ラヴ―、ファンデ

に出かけて制作・モンマルトルのカフェ「タ

に向かう画家」
「種まく人」ルーラン一家の「肖像画」
「収穫」
「詩人」

ル・ヴァルク、メスダク嬢

ンブラン」の女主人アゴスティーナにぞっこ

「夜のカフェテラス」
「坊主」
「黄色い家」
「恋する人」
「寝室」
「花瓶

ん・
「グラン・ヴィヨン・レストラン・デュ・

のひまわり」
「赤いぶどう園」
「エッテンの庭の思い出」
「ローヌ川の

「オーヴェールの教会」「ドーミニーの庭」「医師

シャレ」で作品を展示する・
「グラン・ブルヴ

星月夜」
「耳に包帯をした自画像」
「アルルの病院の中庭」

ガシェの肖像」
「アデリーヌ・ラヴ―の肖像」

ァ―ル」と「プチ・ブルヴァ―ル」
・明るい色

「荒れ模様の空の麦畑」
「カラスが飛ぶ麦畑」

彩に満ちた南仏への希望（自分が思い描く日

サン・レミ（1889 年 5 月 8 日～1890 年 5 月 16 日

本を探したい）
・浮世絵への憧れ・芸術家の共

・サン・レミの町から 1.5 キロ・男性病棟の２階＆制作のための部

同体の実現・自画像（30 点余り）

屋・6 月から監視人付き添いで外出・7 月ヨハンナ妊娠の知らせ・

「肖像画にはその人の命が感じら
れ、それは画家の魂の奥深くから表
現されるもの」である

・80 点余りの作品

1 年と 5 日）

6 日アルル訪問後発作・１か月間の全面禁止・室内限定（模写）を
経て秋が深まったころ外出許可・12 月発作・1 週間後危機脱出・
90 年 1 月ブリュッセルで「赤いぶどう園」が売れる・美術評論家
オーリエの賞賛とゴッホの拒絶・テオの息子誕生（31 日）
・２月ア
ルル訪問後発作・４月頃までかかる・オーヴェール移転を希望

・150 点ほどの絵画作品と同数のデッサン
「花咲くアーモンドの枝」「星月夜の糸杉のある道」
「アイリス」
「ライラック」
「刈り取りをする人のいる
麦畑」「オリーブ園」「渓谷」「ジヌー夫人」「自画像」
「ピエタ（ドラクロアによる）
」
「種まく人（ミレーに
よる）
」

