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定冠 男・単・1
単・男・1 死

1． Ér erschréckt úns，

erschrecken
人代・三・男 単・三<他> 人代・一
単・1　それ 驚かせる､怖がらせる 複・4　私達を
（1）それ[死]は（3）怖がらせる （2）私達を

2． únser Rétter， der Tód． Sánft kómmt ér

kommen
所有代名詞 男・単・1 定冠 男・単・1 副 単・三<自> 人代・三・男
単・男・1 救世主 単・男・1 死 穏やかに､ 来る 単・1　それ
私達の 安らかに
（1）私達の （2）救世主よ（-） （3）死よ （5）静かに （6）来る （4）それは

3． léis ím Gewöˊlke des Schláfs．

= leise = in  + dem Gewölk Schlaf
①副 前<+3> 定冠 中・単・3 定冠 男・単・2
小声で 単・中・3 雲の集まり､層雲 単・男・2 眠り､睡眠

②kyrie eleison
主よ､憐み給え
（1）小声で （4）の中で「憐み給え」 （3）雲 （-） （2）眠りの

4． Áber ér bléibt fü´rchterlich únd wír séhn núr

bleiben = sehen
接続詞 人代・三・男 単・三 形容詞・述 接続詞 人代・一 複・一 副
しかし 単・1　それ 留まる､ 恐ろしい そして 複・1　私達は見る ただ､単に

残る
（1）しかし （2）それは （4）残り （3）恐ろしさが （5）そして （6）私達は （8）見る （7）単に

　だけだ

5． níeder íns Gráb， ób ér gléich úns

= in  + das
副 前<+4> 定冠 中・単・4 接続詞 人代・三・男 副 人代・一・複
低く ～の中へ 単・中・4 墓 ～かどうか 単・1　それ 同様に､すぐに ・4　私達を
（3）低く （2）の中に （1）墓 （9）かどうか （4）それが （5）すぐに （6）私達を

zúr Volléndung

= zu  + der
前<+3> 定冠 女・単・3
～へ 単・女・3 完成､成就
（8）へ［連れて行く] （7）終末

6． füˊhrt áus Hüˊllen der Nácht hinüˊber

führen Hülle
単・三 前<+3> 女・単・3 定冠 女・単・2 副
連れていく ～の中から おおい､包み 単・女・2 夜 かなたへ
（5）それ[死］は連れて行く （3）の中から（2）おおい （-） （1）夜の （4）かなたへ

7． ín der Erkénntnisse Lánd．

Erkenntnis
前<+3> 定冠 女・単・3 中・単・3
～の中で 単・女・3 知識､洞察 土地､陸
（3）の中で （-） （1）知識の （2）国
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Der Tod

＋ -　　　＋ -
1． Er erschreckt uns，

＋　-  ＋  -  -  ＋   -  ＋ -
2． unser Retter， der Tod． Sanft kommt er

＋ -   - ＋　- -      ＋
3． leis im Gewölke des Schlafs．

＋ - ＋   - ＋　　-　- ＋  - ＋  -
4． Aber er bleibt fürchterlich und wir sehn nur

＋　- -   ＋ -　　-  ＋ - ＋   - ＋　-
5． nieder ins Grab， ob   er gleich uns zur Vollendung

＋ -  ＋ -  -  ＋  - ＋ -
6． führt aus Hüllen der Nacht hinüber

-  ＋ -  ＋　　 -　-  ＋
7． in der Erkenntnisse Land．

死

それは我々を脅かす

我々の救世主　死　それは静かに訪れる

眠りの雲の中　密やかな声で　憐みたまえ　と　

だが恐怖は消えず　我々は見ることができるだけ

墓の下に　本当にそれは我々を直ちに終末へ

覆いの夜から彼方へ　それは連れて行く

智恵の国において

2 ページ


