
Göttingen  Barbara  

ゲッティンゲン バルバラ Live 

 

バルバラの「ゲッティンゲン」 "Göttingen" は１９６

４年の作ですから、まだ東西ドイツは分断されたまま

の冷戦の時代でした。ゲッティンゲン大学に招かれて、

その劇場でのコンサートの折に作曲されたようです。 

 

ユダヤ系のバルバラは第２次大戦中ナチスの迫害を

受け、それから逃れるため生活を余儀なくされたが、

この歌はバルバラのドイツに対する平和への願望と

和解のメッセージであると言えるでしょう。 

    

Göttingen ゲッティンゲン 

 

Bien sûr ce n'est pas la Seine 

Ce n'est pas le bois de Vincennes 

Mais c'est bien joli tout de même 

À Göttingen, à Göttingen 

 

もちろんそれはセーヌ河でもなく 

ヴァンセンヌの森でもないけれど 

それでもとても美しい 

ゲッティンゲンは、ゲッティンゲンは 

 

Pas de quais et pas de rengaines 

Qui se lamentent et qui se traînent 

Mais l'amour y fleurit quand même 

À Göttingen, à Göttingen 

 

岸辺には物悲しげに漂う 

聞き古された歌はないけれど 

やはりそこにも愛の花が開く 

ゲッティンゲンに、ゲッティンゲンに 

 

Ils savent mieux que nous je pense 

L'histoire de nos rois de France 

Herman, Peter, Helga et Hans 

À Göttingen, à Göttingen 

 

彼らの方がよく知っているようだ 

フランスの私たちの王の歴史を 

ヘルマン、ペーテル、ヘルガ、ハンス 

ゲッティンゲンでは、ゲッティンゲンでは 

 

Et que personne ne s'offense 

Mais les contes de notre enfance 

Il était une fois commence 

À Göttingen, à Göttingen 

 

気を悪くする人はいないけれど 

私たちの子供の頃のお話は 

むかしむかしと始まるもの 

ゲッティンゲンでは、ゲッティンゲンでは 

 

Bien sûr nous, nous avons la Seine 

Et puis notre bois de Vincennes 

Mais Dieu que les roses sont belles 

À Göttingen, à Göttingen 

 

もちろん私たちにはセーヌ河があり 

ヴァンセンヌの森もあるけれど 

誓えるのはバラが美しく咲いていること 

ゲッティンゲンでは、ゲッティンゲンでは 

 

Nous, nous avons nos matins blêmes 

Le longue grise de Verlaine 

Eux c'est la mélancolie même 

À Göttingen, à Göttingen 

 

私たちの、私たちの青白い朝は 

いつまでもヴェルレーヌの灰色の陰影に包まれ 

彼らの朝もまた同じ憂いに満ちる 

ゲッティンゲンでは、ゲッティンゲンでは 

 

Quand ils ne savent rien nous dire 

Ils restent là à nous sourire 

Mais nous les comprenons quand même 

Les enfants blonds de Göttingen 

 

どう話したらいいか分からなくて 

ただ私たちに微笑むだけの子供たち 

それでも私たちは彼らを察してあげられる 

ゲッティンゲンの金髪の子供たちよ 



 

Et tant pis pour ceux qui s'étonnent 

Et que les autres me pardonnent 

Mais les enfants ce sont les mêmes 

À Paris ou à Göttingen 

 

びっくりしている子供たちは仕方がないが 

他の子供たちは私を大目に見てくれる 

でも子供たちはどこでも同じ 

パリでもゲッティンゲンでも 

 

O faites que jamais ne revienne 

Le temps du sang et de la haine 

Car il y a des gens que j'aime 

À Göttingen, à Göttingen 

 

ああ、再び戻ることが決してあってはならない 

血と憎悪の時代に 

私には愛する人がいるのだから 

ゲッティンゲンには、ゲッティンゲンには 

 

Et lorsque sonnerait l'alarme 

S'il fallait reprendre les armes 

Mon coeur verserait une larme 

Pour Göttingen, pour Göttingen 

 

そして戦闘警報が鳴り渡り 

再び武器を取るようなことがあれば 

私の心は一筋の涙を流すだろう 

ゲッティンゲンのために、ゲッティンゲンのために 

 

Mais c'est bien joli tout de même 

À Göttingen, à Göttingen 

 

だけどそれでもとても美しい 

ゲッティンゲンは、ゲッティンゲンは 

 

Et lorsque sonnerait l'alarme 

S'il fallait reprendre les armes 

Mon coeur verserait une larme 

Pour Göttingen, pour Göttingen 

 

そして戦闘警報が鳴り渡り 

再び武器を取るようなことがあれば 

私の心は一筋の涙を流すだろう 

ゲッティンゲンのために、ゲッティンゲンのために 

 

 

作詞作曲 セルジュ・ゲンズブール 

ラ・ジャヴァネーズ 

 

打ち明けるなら 

僕は悲しみに 

あえぎ疲れてしまった 

あなたは悲しまなかったのか 

モナムール(愛しい人よ) 

既にあなたのことを 

風の便りに聞くまでに 

モナムール 

 

あなたがどう思うか知らないが 

ジャヴァを踊りながら 

僕らは愛し合っていた 

一曲の間だけ 

 

あなたからしたら 

僕らの愛は何だったんだ 

二人だけの話だけど 

僕はあなたに 

一杯喰わされたんだ 

 

あなたがどう思うか知らないが 

ジャヴァを踊りながら 

僕らは愛し合っていた 

一曲の間だけ 

 

ああ、春はいたずらに 

僕を愛へといざなう 

僕はあなたの中に 

二人の愛を見つけたかったんだ 

 

あなたがどう思うか知らないが 

ジャヴァを踊りながら 

僕らは愛し合っていた 



一曲の間だけ 

 

愛のない人生は 

生きているとは言えない 

でも別れを望んだのは 

あなただ 

モナムール 

 

あなたがどう思うか知らないが 

ジャヴァを踊りながら 

僕らは愛し合っていた 

一曲の間だけ… 

 

 

Il n'y a plus d'après    あとには何もない 

Juliette Gréco       ジュリエット・グレコ 

 

「あとには何もない Il n'y a plus d'après」は、サン＝

ジェルマン＝デ＝プレ Saint-Germain-des-Prés の様

変わりを歌った歌。1960 年にギイ・ベアール Guy Béart 

が作った曲で、歌っているのはジュリエット・グレコ

Juliette Gréco。「モンマルトルの丘 La complainte de la 

butte」を歌ったコラ・ヴォケール Cora Vaucaire が「サ

ン＝ジェルマン＝デ＝プレの白い貴婦人」と呼ばれて

いたのと対照的に、黒が彼女のシンボル・カラーです。 

 

90 歳のシャルル・アズナヴール Charles Aznavour も

86 歳のリーヌ・ルノーLine Renaud も現役。アンリ・

サルヴァドール Henri Salvador も 90 歳で亡くなるま

で歌い続けていました。グレコは現 87 歳。今年も来

日して歌ってくれました。シャンソン歌手は息が長い

です。 

 

彼女は、サルトル Jean-Paul Sartre を始めとする実存

主義者たちと親交や、彼女自身の生き方や歌に対する

考え方のために実存主義的な歌手と評されます。ジャ

ン・コクトーJean Cocteau の「オルフェ Orphée」な

どに出演し、映画女優としても知られています。何度

かの結婚暦のほかに、ジャズ・トランペッターのマイ

ルス・デイビス Miles Davis と恋仲だったことがあり、

セルジュ・ゲンズブール Serge Gainsbourg ともつかの

間の付き合いがあったようです。現在の夫はジャッ

ク・ブレル Jacques Brel のピアニストだったジェラー

ル・ジュアネスト Gérard Jouannest で、もう 40 年以

上、彼女の伴奏を続けています。  

この曲を作ったギ・ベアール自身がギターの弾き語り

で歌っています。 

アメリカの俳優のアンソニー・パーキンズ Anthony 

Perkins も歌っています。 

 

Maintenant que tu vis 

A l'autre bout d'Paris 

Quand tu veux changer d'âge 

Tu t'offres un long voyage 

Tu viens me dire bonjour 

Au coin d'la rue du Four 注 1 

Tu viens me visiter 

A Saint-Germain-des-Prés 注 2 

 

  今、あなたは 

  パリの向こうの端に住んでいるから 

  歳を遡りたいと思ったら 

  長い旅をしなきゃならないわ 

  あなたは私にこんにちはを言いに 

  デュフール通りの角までやって来る 

  あなたは私を訪ねてくる 

  サン＝ジェルマン＝デ＝プレに 

 

{Refrain:} 

Il n'y a plus d'après 

A Saint-Germain-des-Prés 

Plus d'après-demain 

Plus d'après-midi 

Il n'y a qu'aujourd'hui 

Quand je te reverrai 

A Saint-Germain-des-Prés 

Ce n'sera plus toi 

Ce n'sera plus moi 

Il n'y a plus d'autrefois  

 

  あとには何もないわ 

  サン＝ジェルマン＝デ＝プレには 

  明日以後もなく 

  午後もなく 



  今日しかない 

  サン＝ジェルマン＝デ＝プレで 

  あなたがわたしに再会するときは 

  もう昔のあなたじゃないし 

  もう昔の私でもない 

  昔のものは何もないわ 

 

Tu me dis "Comme tout change ! " 

Les rues te semblent étranges 

Même les cafés-crème 

N'ont plus le goût qu'tu aimes 

C'est que tu es un autre 注 3 

C'est que je suis une autre 

Nous sommes étrangers 注 4 

A Saint-Germain-des-Prés 

 

  あなたは私に言う「なんという変わり様だ！」 

  通りはあなたには見知らぬ通りのように見え 

  カフェ・クレームだって 

  あなたが好んでいた味じゃない 

  それはあなたが別人になり 

  私も別人になり 

  私たちがよそ者になったってこと 

  サン＝ジェルマン＝デ＝プレでは 

 

{Refrain}  

 

A vivre au jour le jour 

Le moindre des amours 

Prenait dans ces ruelles 

Des allures éternelles 

Mais à la nuit la nuit 注 4 

C'était bientôt fini 

Voici l'éternité 

De Saint-Germain-des-Prés 

 

  その日その日を生きていると 

  恋のささいな一コマも 

  永遠に続きそうなゆっくりした足どりで 

  小路を辿っていたわ 

  けれど夜がおとずれると 

  それはもう終わってしまっている 

  これがサン＝ジェルマン＝デ＝プレの 

  永遠というものなのよ 

 

 

La chanson des vieux amants 

Jacques Brel   

懐かしき恋人の歌  ジャック・ブレル 

 

１ ９ ６ ７ 年 に リ リ ー ス さ れ た ジ ャ ッ ク ・ ブ レ ル 

Jacques Bre l の「懐かしき恋人の歌」 "La chanson des 

vieux amants" だが、この日本語のタイトルから想像

する内容と実際の内容とはだいぶ開きがあり、かなり

壮絶な愛の歴史であると言えよう。 

ブレルの歌詞は難解であることで知られ、まるで象徴

詩のようなところもあるが、それだけに分かりかける

とずしんと来るようなところがあり、メロディーの魅

力とブレルの歌い方とピアノ伴奏の魅力とが相まっ

て感動的な歌になる。 

「行かないで」では「あなたの犬の影になりたい。」と

いうのが僕には一番印象的な言葉だったが、「懐かし

き恋人の歌」では「優しい戦争」という言葉に重さを

感じる。。 

だからこういう歌は若い時には歌えず、嵐をたくさん

経験した僕のような年代の方が歌に気持ちを込めら

れるのではないかと思うのです。 

 

La chanson des vieux amants   懐かしき恋人の歌     

《宇藤カザン訳》  

 

Bien sûr, nous eûmes des orages 

Vingt ans d'amour, c'est l'amour fol 

Mille fois tu pris ton bagage 

Mille fois je pris mon envol 

Et chaque meuble se souvient 

Dans cette chambre sans berceau 

Des éclats des vieilles tempêtes 

Plus rien ne ressemblait à rien 

Tu avais perdu le goût de l'eau 

Et moi celui de la conquête 

 

２０年の狂気じみた恋にはもちろん嵐があり 

何度も君は荷物をまとめ、何度も僕は家を飛び出した 



ゆりかごの無い部屋の家具は昔の嵐の名残を留める

が 

以前と同じものは何も無い 

君は水の味を忘れ、僕は征服の味を失った 

 

Mais mon amour 

Mon doux mon tendre mon merveilleux amour 

De l'aube claire jusqu'à la fin du jour 

Je t'aime encore tu sais je t'aime 

 

だけど夜明けから一日の終わりまで切れ目の無い 

僕の甘く優しいめくるめく恋 

君は知っているだろう、僕は君を愛している 

 

Moi, je sais tous tes sortilèges 

Tu sais tous mes envoûtements 

Tu m'as gardé de pièges en pièges 

Je t'ai perdue de temps en temps 

Bien sûr tu pris quelques amants 

Il fallait bien passer le temps 

Il faut bien que le corps exulte 

Finalement finalement 

Il nous fallut bien du talent 

Pour être vieux sans être adultes 

 

僕は君の全ての魔力を知っていて 

君は僕の全ての魅惑を知っている 

君は次々と僕を罠にはめて僕を留めようとしたが 

僕は幾度となく君を見失った 

もちろん君は慰めのために 

他の恋人と悦楽の時を過ごしただろう 

そしてそれらは結局僕たちが 

大人にならずに歳を取るために 

多くの才能を必要とした 

 

Oh, mon amour 

Mon doux mon tendre mon merveilleux amour 

De l'aube claire jusqu'à la fin du jour 

Je t'aime encore, tu sais, je t'aime 

 

だけど夜明けから一日の終わりまで切れ目の無い 

僕の甘く優しいめくるめく恋 

君は知っているだろう、僕は君を愛している 

 

Et plus le temps nous fait cortège 

Et plus le temps nous fait tourment 

Mais n'est-ce pas le pire piège 

Que vivre en paix pour des amants 

Bien sûr tu pleures un peu moins tôt 

Je me déchire un peu plus tard 

Nous protégeons moins nos mystères 

On laisse moins faire le hasard 

On se méfie du fil de l'eau 

Mais c'est toujours la tendre guerre 

 

更に多くの時が過ぎ行き 

更に多くの時が僕たちを悩ませたが 

恋人たちが平穏に暮すための 

最悪の罠では無かった 

君が泣けばその後で僕は 

引き裂かれる思いだった 

僕たちは次第に神秘な部分を 

保とうとしなくなり 

元に戻る機会も失い 

水の流れを信頼しなくなった 

それは常に優しい戦争だった 

 

Oh, mon amour... 

Mon doux mon tendre mon merveilleux amour 

De l'aube claire jusqu'à la fin du jour 

Je t'aime encore tu sais je t'aime 

 

ああ、夜明けから一日の終わりまで切れ目の無い 

僕の甘く優しいめくるめく恋 

君は知っているだろう、僕は君を愛している 

 

「水の味を忘れる」とは酒におぼれると言うことでし

ょう。 

 

 

 

 

 

 



Sa jeunesse 青春という宝 

 

「青春という宝」 "Sa jeunesse" の意味は「その青春」

と訳せるが、「青春という宝」というタイトルで通って

いるようだ。 

シャルル・アズナヴールが１９５６年に発表した曲で、

青春のうつろいやすさをノスタルジックに歌ってい

る。 

 

Sa jeunesse  Charles Aznavour  青春という宝 

アズナヴール １９９５ カーネギー・ホール 

 

Lorsque l'on tient 

Entre ses mains 

Cette richesse 

Avoir vingt ans 

Des lendemains 

Pleins de promesses 

Quand l'amour sur nous se penche 

Pour nous offrir ses nuits blanches 

 

二十歳という歳がもたらす豊かさを手に入れれば 

輝かしい約束に満ちた将来が広がる 

愛は私たちのそばに寄り添い 

恋人たちに眠らぬ愛の夜を贈る 

 

Lorsque l'on voit 

Loin devant soi 

Rire la vie 

Brodée d'espoir 

Riche de joies 

Et de folies 

Il faut boire jusqu'à l'ivresse 

Sa jeunesse 

 

先々に 

歓びや狂おしい情熱に満ち 

希望が散りばめられた人生を 

楽しむことを思い描くならば 

青春の美酒を酩酊するまで飲み尽くすがいい 

 

Car tous les instants 

De nos vingt ans 

Nous sont comptés 

Et jamais plus 

Le temps perdu 

Ne nous fait face 

Il passe 

 

なぜなら二十歳の 

残された時間は限られていて 

失われた時は 

再び私たちに向き合う事は無く 

過ぎ去ってしまう 

 

Souvent en vain 

On tend les mains 

Et l'on regrette 

Il est trop tard 

Sur son chemin 

Rien ne l'arrête 

On ne peut garder sans cesse 

Sa jeunesse 

 

時に虚しく腕を差しのべて 

後悔しても取り返しがつかない 

先々まで 

青春を引き止める術はなく 

いつまでも青春であり続けることもできない 

 

Avant que de sourire et nous quittons l'enfance 

Avant que de savoir la jeunesse s'en fuit 

Cela semble si court que l'on est tout surpris 

Qu'avant que le comprendre on quitte l'existence 

 

微笑むいとまもなく幼年時代は去り 

知るいとまもなく青春は去って行く 

何とも驚くほどそれは短く感じられ 

青春というものを理解するいとまもなく人は死んで

行く 

 

Lorsque l'on tient 

Entre ses mains 

Cette richesse 



Avoir vingt ans 

Des lendemains 

Pleins de promesses 

Quand l'amour sur nous se penche 

Pour nous offrir ses nuits blanches 

 

二十歳という歳がもたらす豊かさを手に入れれば 

輝かしい約束に満ちた将来が広がる 

愛は私たちのそばに寄り添い 

恋人たちに眠らぬ愛の夜を贈る 

 

Lorsque l'on voit 

Loin devant soi 

Rire la vie 

Brodée d'espoir 

Riche de joies 

Et de folies 

Il faut boire jusqu'à l'ivresse 

Sa jeunesse 

 

先々に 

歓びや狂おしい情熱に満ち 

希望が散りばめられた人生を 

楽しむことを思い描くならば 

青春の美酒を酩酊するまで飲み尽くすがいい 

 

Car tous les instants 

De nos vingt ans 

Nous sont comptés 

Et jamais plus 

Le temps perdu 

Ne nous fait face 

Il passe 

 

なぜなら二十歳の 

残された時間は限られていて 

失われた時は 

再び私たちに向き合う事は無く 

過ぎ去ってしまう 

 

Souvent en vain 

On tend les mains 

Et l'on regrette 

Il est trop tard 

Sur son chemin 

Rien ne l'arrête 

On ne peut garder sans cesse 

Sa jeunesse... 

 

時に虚しく腕を差しのべて 

後悔しても取り返しがつかない 

先々まで 

青春を引き止める術はなく 

いつまでも青春であり続けることもできない 

 

 

 

ムルージ Mouloudji の「いつの日にか Un jour, tu 

verras」という美しい歌。1954 年に彼自身が作り、同

年、映画「寝台の秘密 Secret d’alcôve」のなかで歌っ

ています。これは寝台にまつわる 4 つのエピソードを

集めたオムニバス映画で、ムルージが登場するのは第

3 話の「リヴィエラ急行トラック」。 

映画でムルージがトラックを運転しながら歌ってい

るシーンはクリックしてご覧ください。 

カナダの女性シャンソン歌手ファビエンヌ・チボー

Fabienne Thibeault とのデュエット  

ジャクリーヌ・フランソワ Jacqueline François 、ミッ

シェル・デルペッシュ Michel Delpech なども歌って

います。 

 

Un jour, tu verras         いつの日にか 

Mouloudji              ムルージ 

 

Un jour tu verras 

On se rencontrera 

Quelque part, n’importe où 

Guidés par le hasard 

 

  いつの日にか君はわかるよ 

  僕たちは巡り会う 

  どこかで、どこだっていい 

  偶然にみちびかれて 

 



Nous nous regarderons 

Et nous nous sourirons 

Et la main dans la main 

Par les rues nous irons 

 

  僕たちは見つめ合い 

  微笑み合い 

  手に手をとって 

  街を行くんだ 

 

Le temps passe si vite 

Le soir cachera bien 

Nos cœurs, ces deux voleurs 

Qui gardent leur bonheur 

 

  時の過ぎるのは速い 

  夜はうまく隠してくれるよ 

  僕たちの気持ちを、幸福をせしめようとする 

  二人の盗っ人を 

 

Puis nous arriverons 

Sur une place grise 

Où les pavés seront doux 

A nos âmes grises 

 

  そして僕たちは 

  灰色の広場に着く 

  そこの舗石は優しいことだろう 

  僕たちの灰色の心には 

 

Il y aura un bal 

Très pauvre et très banal 

Sous un ciel plein de brume 

Et de mélancolie 

 

  とてもつましくとても平凡な 

  ダンスパーティーが開かれるだろう 

  霧と憂鬱がたちこめた空のもとで 

 

Un aveugle jouera 

D’l’orgue de Barbarie 

Cet air pour nous sera 

Le plus beau, le plus joli 

 

  盲の人が 

  手回しオルガンを演奏する 

  その旋律は僕たちには 

  もっとも美しく、もっともすてきだ 

 

Puis je t’inviterai 

Ta taille je prendrai 

Nous danserons tranquilles 

Loin des bruits de la ville 

 

  そして僕は君を誘って 

  君の腰を抱き 

  僕たちは静かに踊る 

  街の喧騒から遠くはなれて 

 

Nous danserons l’amour 

Les yeux au fond des yeux 

Vers une fin du monde 

Vers une nuit profonde 

 

  僕たちは愛のダンスをする 

  見つめ合いながら 

  世界の果てへと 

  夜の深い闇へと向かって 

 

Un jour tu verras 

On se rencontrera 

Quelque part, n’importe où 

Guidés par le hasard 

 

  いつの日にか 

  僕たちは巡り会う 

  どこかで、どこだっていい 

  偶然にみちびかれて 

 

Nous nous regarderons 

Et nous nous sourirons 

Et la main dans la main 

Par les rues nous irons 

 



  僕たちは見つめ合い 

  微笑み合い 

  手に手をとって 

  街を行くんだ 

 

「僕の部屋に雨が降る」 

作詞 作曲 シャルル・トレネ  

 

僕の部屋に雨が降る 

僕は雨音を聞いている 

９月の優しい雨が 

僕のベッドに降り注ぐ 

庭に咲いている全ての花が 

秋の訪れを 

夏の終わりを嘆いている 

なのに 

この雨ときたら 

楽しげなリズムを口ずさむ 

tip tap tip top tip  

tip tip tip 

tip top tap 

夜に聞こえるのは雨の歌声 

 

明日は 

あなたのくちびるに陽が射すだろう 

愛しいひと 

僕らの熱い想いを鎮める雨は 

海の向こうへと行くだろう 

澄み渡る空を通り抜け 

遠い遠い彼方へと去るだろう 

 

明日は  

森は綺麗に洗われて 

新しく塗られたような屋根の波は 

華やいで見えるだろう 

鳥たちはこの天からのシャワーを喜び 

僕のように嘆くことはない 

 

僕の部屋に雨が降る 

僕の心に雨が降る 

優しい９月の雨が 

僕をからかうようなメロディーを歌い 

街中に美しいキノコを生やす 

山では風がヴィオロンの音を奏でる 

全てのノラ猫が輪になって踊り歌う 

tip tap tip tap tip fut fut tic 

pic pac toc 

夜に聞こえるのは雨の歌声 

 

優しい９月の雨を嘆いているのは 

「僕」だけです。 

なぜなら恋(夏)が終わりを告げたから 

心(部屋)の中に雨が降ります 

容赦なく 

疲れと悲しみを癒すベッドにまで… 


