
キュリー夫人
私はワルシャワ生まれです
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是非ご覧ください

VETURILO のスタンド

これもご覧ください
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9 自転車はキュリー夫人の一番好きな乗り物でした。Veturilo のスタンド
で自転車を借りそれに乗ってキュリー夫人の史跡巡りができます。

ご存知ですか

FILTRY

OGRÓD SASKI

NOWE
MIASTO

STARE
MIASTO

1

4

5

6

7
8

10

11

2 3

9

13

14

12

13

14

1213

14

12

13

14

12 13

14

12

聖ヤツェク教会（ドミニコ会)
UL. FRETA 10

4

ワルシャワ大学
UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28

8

サスキ公園とピウスツキ元帥広場
(旧サスキ広場）9

ノボリプキNOWOLIPKI通り10

ヤブオノフスキ宮殿
UL. SENATORSKA 14/16

11

ワルシャワ工科大学
PLAC POLITECHNIKI 1

12

放射能医学研究所
UL. ŚNIADECKICH 8

(旧KALIKSTA通り8番地)
13

ラジウム研究所(がん治療センター・マリ
ア・スクオドフスカ=キュリー研究所)
UL. WAWELSKA 15

14

生家（ポーランド化学協会所属マリア・
スクウォオドフスカ＝キュリー博物館） 
UL. FRETA 16

1

聖母マリアのエリザベート訪問教会
UL. PRZYRYNEK 2

2

ヴィスワ川沿いの急斜面で3

中央農業図書館
UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 66

5

ブリストルホテル
UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 42/44

6

ヤン・トファルドフスキ広場7



生誕
150 年記念

スクオドフスカ＝キ
ュリーマリア・

年１１月７日 - マリア・スクウォド
フスカがワルシャワで誕生

 母親のブロ二スワバ・スクウォドフスカ
（旧姓ボグスキ）が死去

マリア・スクウォドフスカが
第３女子中学校を卒業

マリア・スクウォドフスカが
パリに留学する

マリア・スクウォドフスカが
ピエール・キュリーと結婚

長女イレーナが誕生

彼女は優秀な科学者であり、放射性元
素ポロニウムとラジウムを発見しました。
そして２度ノーベル賞を異なる分野（物理
学賞・化学賞）で受賞し、ソルボンヌ大学初
の女性教授になりました。またパリのパン
テオンにフランス人以外の外国人として初
めて祀られました。

キュリー夫人の先駆者としての功績につ
いて知りたい方はオフィシャルな人物紹介
をご覧ください。もしそれ以上にご興味を
お持ちの方は、彼女を理解するために故郷
ワルシャワを訪れることをお勧めします。ワ
ルシャワでは彼女がどのように科学に夢中
になっていったのか、どのような少女時代を
過ごしたのか、また彼女の家族に関するこ
となども知ることができます。

ワルシャワにあるキュリー夫人に関連深
い場所とその歴史を知ることで彼女の新し
い魅力を発見できるでしょう。モニュメント
のように完璧に見えるマリア・スクウォドフ
スカ＝キュリーにも彼女の家族や生きた時
代そして運命があります。

少女時代からの記憶が残っているワル
シャワでキュリー夫人とぜひ再会してくだ
さい。

 1867 1878 1891 1895 18971883

マリア・スクウォドフスカはどのような人物だったのでしょうか。



生誕
150 年記念

スクオドフスカ＝キ
ュリーマリア・

マリアは夫ピエールとアントワーヌ・アンリ・
ベクレルと共にノーベル物理学賞を受賞

次女エバが誕生

夫ピエールが死去

マリア・スクウォドフスカ＝キュリ
ーがノーベル化学賞を受賞

ワルシャワでラジウム学会を創設

7月4日 - マリア・スクウ
ォドフスカ＝キュリーがフ
ランスのSancellemoz 病
院で死去

マリアと夫ピオトルの墓が
パンテオンに移される

1906 1911 1932 1934 19951903 1904
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ください 生家（ポーランド化学協会付属マリア・
スクウォオドフスカ＝キュリー博物館)
(DOM URODZENIA – MUZEUM MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 
POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO)
ul. Freta 16, www.muzeum–msc.pl

新市街のこの建物でワルシャワの大事な
出来事がなかったら、ここは他の数多くの建
物と同じようなものだったでしょう。

1867年11月7日にマリア・スクウォドフ
スカはここで生まれました。その建物には
マリアの母親ブロニスワヴアが経営してい
た女子寮がありました。また父親ヴワディス
ワフ・スクウォドフスキはワルシャワで著名
な数学と物理学の中学校教師でした。そし
て一番下の娘マリアが生まれて1年後には男
子中学校の監査員に任命され一家は新居に
移りました。

1

ご存知ですか

マリアが誕生した時にワルシャワはロ
シア帝国の一部でした。公用語はロシ
ア語であり、ポーランド的な振る舞い
などは禁止され厳しい懲罰の対象にな
っていました

photo: F. Kwiatkowski

マリア・スクウォドフスカの手紙の一部（シュチュキからワル
シャワにいるアニェラ・キェレツカ宛て）



Freta通り16番地には伝記博物館があ
りそれは世界で唯一のマリア・スクウォド
フスカ＝キュリー博物館です。この博物館
には収集されたキュリー夫人個人の所有物
とスクウォドフスカ家の記念の品々が展示
されています。(写真提供：マリア・スクウォ
ドフスカ＝キュリー博物館（ポーランド化
学協会） マリア・スクウォドフスカ＝キュリーの手提げ・１９２９年にア

メリカ・ポーランド婦人会からの贈り物

また2017年11月の“キュリー夫人生誕
150年記念”に向けて修復される建物では
新しいインタラクティブメディアを使った展
示が行われます。そしてマルチメディアの展
示とオリジナルの遺品を組み合わせ学問と
興味深いキュリー夫人について語ります。
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ワルシャワ最古の教会の一つであるこの
教会はスクウォドフスカ家の小教区の教会
でした。この教会ではマリアの洗礼式が行
われその兄姉もおそらく同様に行なわれて
いました。キュリー夫人の洗礼証明書は現
在まで保管されています。

マーニャと家族から呼ばれていたキュリ
ー夫人は5人兄姉の末っ子でした。彼女の
世話をして一緒に遊んでくれた一番上の長
女ゾフィアとは非常に強い絆で結ばれてい
ました。そしてユゼフとブロスニワバ（愛称
ブロニャ）とヘレナとはマリアは生涯近い関
係を保ち、彼らからは比べる物がないほど
助けられていました。

聖母マリアのエリザベート訪問教会は15
世紀初頭に建設されました。言い伝えでそ
こは元々ペイガニズムの祭祀場でした。そ
れから100年後その教会には特徴のあるゴ
シック様式の鐘塔が建設され、その横には
ヴィスワ川の東河岸と絵になる景色が望め
るテラスがあります。

2

photo: W. Z. Panów, pzstudio.pl

聖母マリアのエリザベート訪問教会
(KOŚCIÓŁ NAWIEDZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY)
ul. Przyrynek 2
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キュリー夫人の大好きなお散歩コースの
一つにはヴィスワ川沿いの急斜面があり、最
後にワルシャワを訪れた1932年にも散歩し
た場所で、子供時代のここでの思い出は非常
に鮮明でした。「ヴィスワ川に私は何とも言え
ない魅力を感じます。」と書き残しています。

19世紀後半になるとこの急斜面の下には
びっしりと建物が並び、ヴィスワ川のほとりは

「ワルシャワの特徴には幸いに保護されて
きたそしてさらに綺麗にされている建築の真
の宝があります。ここには魅力的な旧市街が
あります・・・・

その近くにはビスワ川が流れていて、そ
の川岸に広い歩道があります。近くには多く
のとても広い公園と、プライベートな庭もあ
ります。」

１９２１年１０月６日　娘イレーネへのキューリー夫

人の手紙の一部

活気に溢れていました。なぜならそこにはビ
ール工場と運搬会社が多くあり、女性たちは
洗濯用の水を汲みに行ったり洗濯したり、ま
たヴィスワ川の両岸も新しく建設されたアレ
クサンドル橋でつながっていたからです。そ
の橋は建築家の名から“キェルベジ橋”とも呼
ばれていました。

現在のヴィスワ川の河岸はキュリー夫人が
見た様子と大分違っています。特に夏季は活
気に溢れ、主に娯楽の場となっています。ワル
シャワ市内の河岸ビーチ、そしてたくさんのバ
ー、野外コンサートと「マルチメディア噴水公
園」でのイベントが多くの市民と観光客の注
目を集めています。

キュリー夫人は自然の中で遊ぶことが
好きでした。子供の頃から夏休みは農
村で過ごし、ピエールとの新婚旅行も
自転車に乗って出かけました。

ご存知ですか。

ヴィスワ川沿いの急斜面で
(SKARPA WIŚLANA) 
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マリアは生家から少しだけ離れたこの教
会で初聖体が行われました。それは彼女にと
って大変重要な体験になったと語っていまし
た。その頃には待ち受けている悲劇が彼女に
大きな苦しみを与えるとはまだ知る由もあり
ませんでした。まず彼女の愛する姉ゾフィア
がチフスに罹り15才で亡くなりました。また
同じ頃彼女の母親も進行の速い結核と戦っ
ていました。その後最高の治療と家族全員の
熱心な祈りは届かず母親も亡くなりました。
彼女は当時11才でした。

18世紀のこの教会は旧市街の外側で
ドミニコ会のために建設されました。また
1944年のワルシャワ蜂起では臨時病院と
なっていました。けれど容赦なくナチスドイ
ツ軍は空爆を行い医師と看護婦そして患者
1000人以上を殺害しました。この教会は
1968年に復元されました。

photo: W.Z. Panów, pzstudio.pl

聖ヤツェク教会（ドミニコ会)
(KOŚCIÓŁ ŚW. JACKA (OO. DOMINIKANÓW))
ul. Freta 10
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ここには研究・開発及び教育施設であっ
た産業・農業博物館がありました。建物の
裏の地下室にはラボのある物理学研究所
が設けられ、キュリー夫人はその所長だっ
た親戚のおかげでそこで実験を行うことが
できました。「ワルシャワで科学分析のこと
を教えられていなければ(…)ラジウムも発
見できなかったでしょう。」と数年後に言い
残しています。

現在この建物には中央農業図書館があ
り、19世紀の自然学と農業の高価なポーラ
ンド語の古文書が保管されています。

昔ラボがあった地下室には庭園とヴィス
ワ川の東河岸の素晴らしい眺めが楽しめる
ゲストルームがあります。

キュリー夫人は1911年にラジウムとポロ
ニウムを発見しノーベル賞を２度受賞し
ましたが、独学で科学を勉強しました。
中学校卒業後は一人でその最も重要な書
籍を読み、その後クラコフスキェ・プシェ
ドミェシチェ通りのラボで実験を行いま
した。ソルボンヌ大学では数学と物理学
を勉強しました

ご存知ですか？

中央農業図書館
(CENTRALNA BIBLIOTEKA ROLNICZA) 
ul. Krakowskie Przedmieście 66, www.cbr.edu.pl
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ブリストルホテル
(HOTEL BRISTOL)
ul. Krakowskie Przedmiescie 42/44

6

２度のノーベル賞受賞後の1913年にワ
ルシャワを訪れたキュリー夫人はワルシャ
ワのエリートたちから大歓迎を受けました。
ブリストルホテルの「キイチゴ色の間」では
この偉大な科学者のためのパーティーが開
かれました。キュリー夫人の姉ヘレナ・シャ
ライは「マリアはたくさんのスピーチを聞き
ながら時々メモしていました。そしてその
最後にマリアを称えてくれた人々にお礼を
述べました。」とそのパーティーについて語
りました。でもその後わかったことですが、
実はスピーチはうわの空で数学の問題を
解こうとしていたらしいのです。「でも全て
上手くいって満足しました。」と言っていた
そうです。

ブリストルホテルは当時のワルシャワで
最新のホテルでした。

自家発電とセントラルヒーティングが完
備されエレベーターにはクリスタルが使わ
れていました。また第二次世界大戦中には
わずかに破壊され80～90年代に大幅に修
復されました。

このブリストルホテルには政治家や世界
的な文化人がたくさん泊まっています。その
中にはエドヴァルド・グリーグ、パブロ・ピ
カソやマレーネ・ディートリヒ、ウディ・アレ
ンとかマーティン・スコセッシがいます。

photo: Hotel Bristol Warsaw

マリア・スクウォドフスカ＝キュリーの日記（原本）
写真提供：マリア・スクウォドフスカ＝キュリー博物館
（ポーランド化学協会）
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ヤン・トファルドフスキ広場
(Skwer Jana Twardowskiego)7

現在カロバKarowa通りとヴィジトキ教
会の間の広場に少女マリア・スクウォドフス
カが通っていた第３国立女子中学校があり
ました。しかし当時ワルシャワを支配してい
たロシア帝国の政策で学校での言語はロシ

マリアの両親は子供の教育を重視し
ていました。夜になると父親は外国語
で子供たちに本を読み聞かせました。
キュリー夫人は流調に5ヵ国語が話せ
ました。

ア語になっていました。それに対し愛国心
溢れた家庭の教育を受けた彼女はその弾圧
的な教育制度を心底嫌っていました。けれ
ども1６才の時には最高の成績でその中学
校を卒業し金メダルも獲得しました。この
ように一生懸命勉強した彼女をその後父親
は休暇に送りました。そして1年間も農村の
親戚の家にいて同い年の友達と遊び時を過
ごしました。

photo: S. Szczygieł

ご存知ですか



「愛するエバちゃんへ
旅は順調で時間通りワルシャワに到着し

ました。駅には大学の人たちが迎えにきて
くれて花も貰いました。」

（1921年10月4日付の娘エバ宛の手紙から）
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 koniecznie ワルシャワ大学

(UNIWERSYTET WARSZAWSKI)
ul. Krakowskie Przedmiescie通通26/28, www.uw.edu.pl
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キュリー夫人は一番最初に運転免許を
取得した女性の一人です。それは第一次
世界大戦中のことで、レントゲン検査用
設備を運ぶ救急車を運転するためにで
した。「小さなキュリー」と兵士たちに
呼ばれていたキュリー夫人のアイディア
で造られたこの車はケガをした兵士の
レントゲンを撮るために戦場まで走って
いました。

キュリー夫人は1921年の１学期の始業
式のためにワルシャワを訪れました。その2
年前には実験物理学科長になることを断っ
ていましたが大学との関係はずっと維持し
ていました。また1925年に物理学部を訪
れた時には大勢の人たちが彼女の放射能
についての講義を聴こうと教室に入ろうと
しました。ワルシャワ大学はキュリー夫人に
哲学部の名誉教授の称号を贈りました。

19世紀に大学への入学を希望する女性
は自らに対する固定的な見方と戦わなけれ

photo: W. Z. Panów, pzstudio.pl 

ばなりませんでした。そして限られた少数
の大学でのみ女性の入学は認められていま
した。その上女子学生は男子学生から「人
格・能力が劣る」とまともに相手にされま
せんでした。

ワルシャワ大学はポーランドで最大か
つ最高レベルの大学の一つであり現在
21学部で5万人を上回る学生を教育して
います。

ご存知ですか
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少女マリアには絵の才能もありました。
家族と親戚宛の手紙とハガキにはイラ
ストも描いていました。

1727年に開園したサスキ公園は大衆の
ためのポーランド最古の公園です。しかし第
二次世界大戦中には破壊され、サスキ宮殿
はナチスドイツ軍によって爆破されました。
そのため宮殿で残ったものは戦前に造られ
た“無名戦士の墓”のアーケードの一部だけ
です。その後も宮殿は復元されず“無名戦士
の墓”はピウスツキ元帥広場の一部になって
います。現在も絶えず衛兵隊がその墓を守
り、その火は永遠に燃え続けています。

通学路として少女マリアはほぼ毎日サス
キ公園の横を通りました。

綺麗に手入れされた植物、ミネラルウオ
ーターの飲める場所、夏劇場と東側から公
園を隠すように建つサスキ宮殿のあったこ
の場所は“ワルシャワのサロン”と呼ばれて
いました。

またこの公園の傍のサスキ広場の中央に
は、ロシア帝国に対する蜂起への参加を拒
否したポーランド人将軍に捧げられた、ロシ
ア皇帝の命令で創られた記念碑がありまし
た。その記念碑が好かれていないというこ
とがわかり易いでしょう。通学途中の若者
たちはまるで儀式のように密かに唾を吐き
かけていました。マリアも同じでした。

photo: W. Z. Panów, pzstudio.pl

ご存知ですか

サスキ公園とピウスツキ元帥広場 (旧サスキ広場）
(OGRÓD SASKI I PLAC PIŁSUDSKIEGO (D. PLAC SASKI))
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昔ノボリプキ通り11/15には第２男子中
学校がありました。そしてマリアの父親ブワ
ディスワフがこの学校の監査員に任命され
一家はここに住み着きました。彼は収入を
増やすために男子寮も経営しました。マリア
はここで子供時代の初めを過ごしました。

一家はその後何度も移転を繰り返しま
したが結局中学校の傍にあった住まいに戻
りました。

ノボリプキ通り周辺は19世紀末にはユ
ダヤ地区の一部となり第二次世界大戦中に
はナチスドイツがユダヤ人ゲットーとしまし
た。1943年のゲットーでの蜂起が失敗す
るとその地域全体は完全に破壊され建物の
跡も残らず道の形まで変わりました。

マリアの父親には経済力がなく子供全
員に高い大学レベルの教育を与えるこ
とができませんでした。そこでマリアは
姉ブロニャとある種の契約をしました。
そしてマリアは家庭教師を始め稼いだ
お金を数年にわたってブロニャに渡しソ
ルボンヌ大学での勉強を可能にしまし
た。その後ブロニャはマリアを手伝うと
約束しその通りになりました。

ご存知ですか

ノボリプキ通り
(ULICA NOWOLIPKI )

photo: Austrian National Library: Esp 1058,1 B
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第二次世界大戦が勃発するまでこの宮殿
にはワルシャワ市役所がありました。

1925年にはここでキュリー夫人に名誉ワ
ルシャワ市民という称号が贈られました。ま
た同時にワルシャワでラジウム研究所創設
を目指す財団の設立も発表されました。キュ
リー夫人はその研究所の創設に向けて大い
に働きかけていました。そのことからこの式
典の最後に学者のためのパーティーが開催
されたのです。

キュリー夫人はその後もポーランドに移
住することはありませんでしたがポーランド
を頻繁に訪れてワルシャワのことを「恋しい
ワルシャワちゃん」と呼んでいました。また
発見した元素にポーランドを称えるポロニウ
ムと名付けました。

キュリー夫人は自分のために開かれる
パーティーなどが好きではなく騒がし
いことを避けようとしていました。彼女
の友人であったアルベルト・アインシュ
タインは「キュリー夫人は世界中で唯
一人「名声を得たことによって性格が
悪くなった」と言えない方である」と言
いました。

宮殿は1944年のワルシャワ蜂起で破
壊され戦後に解体されました。現在の建
物は90年代に復元されたものです。

photo: W. Z. Panów, pzstudio.pl

ご存知ですか

ヤブオノフスキ宮殿
(PAŁAC JABŁONOWSKICH)
ul. Senatorska 14/16
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1925年にキュリー夫人がワルシャワ工
科大学を訪れた時には教授たちから大歓迎
を受け1926年には物理学部の名誉博士の
称号が贈られました。

2005年からはこの大学の本館にマキシ
ミリアン・ビスクプスキ作のマリア・スクウ
ォドフスカ＝キュリーの銅像があります。

「1912年にはワルシャワの学問協会と
共にワルシャワで放射能研究所を創設する
機会がありました。そしてその所長にも任
命されました。フランスを離れポーランドに
移住することはできませんでしたが新しい
研究所での研究の組織化という仕事を喜
んで引き受けました。」と1913年にポーラ
ンドで創設された“ワルシャワ放射能研究

所”についてキュリー夫人は自伝で書き残
しました。

その研究所には大きな実績があり第二
次世界大戦まで研究が続けられました。

現在その建物にはポーランド科学アカデ
ミーの数学研究所があります。

建物の正面にあるプレートにはその歴史
が刻まれています。

ワルシャワ工科大学はポーランドで最高
レベルの工科大学の一つです。代表的な本
館は19～20世紀にかけて建設されました
が実際は僅か2年しかかかりませんでした。
そのガラス張りの天井は特徴的でそこには
美しい回廊があります。

photo: archive of the Warsaw University of Technology

ワルシャワ工科大学
(POLITECHNIKA WARSZAWSKA)
plac Politechniki 1, www.pw.edu.pl

放射能医学研究所
(PRACOWNIA RADIOLOGICZNA)
ul. Śniadeckich 8 (旧Kaliksta通り8番地)
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キュリー夫人は夫ピエールと共にラジウ
ムの製造法の特許を取得しませんでし
た。彼らは「研究結果は皆のために使わ
れるべきである」と考え自分たちが利益
を得るようにしたくなかったのです。

キュリー夫人はラジウムの特性を利用し
た物理と化学の研究を実施し、患者の治療
も行う研究所の設立を呼び掛けていました。

最初のラジウム研究所は1914年にパリで創
立されそれと同じようなものがワルシャワで
1932年に開設されました。それはキュリー
夫人が亡くなる2年前でした。キュリー夫人
は研究のためにアメリカのポーランド系婦人
の会から受けた寄付金で１グラムのラジウ
ムを購入し研究所に寄付しました。

研究所は第二次世界大戦中も活動しまし
たが1944年にナチスドイツ軍によって閉鎖
されました。

現在ここにはがん治療センターがありそ
の隣の庭にはキュリー夫人が植えた木があ
ります。旧研究所の柵の外側にはマリア・ス
クウォドフスカ＝キュリー通りがありその広
場の奥には1935年に除幕されたキュリー
夫人の記念碑があります。それはルドビク・
ニチョフの作品です。

photo: National Digital Archives

ご存知ですか

ラジウム研究所(がん治療センター
・マリア・スクウォドフスカ=キュリー研究所)
(INSTYTUT RADOWY (CENTRUM ONKOLOGII 
– INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE))
ul. Wawelska 15
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