
しまい上手で、魅せる収納！

スタイルシェルフ〈ストリング〉

WELL-DO Check!!

L i v i n g  i n s p e c t i o n
我 が 家 の 快 適 　日和
シンプル&スタイリッシュな空間が誘う
日常を深化させる充実の暮らし。

Informationiモデルハウスがリニューアルしました。
　　　　　　　お気軽にお立ち寄りください。

Stylishness & Exceptionality j神奈川県・I邸

北欧スイーツキッチン
北欧のおいしいお菓子○ トスカカーカ

Exhibition i日本・スウェーデン外交関係樹立150周年記念

　　　　　　　カール・ラーション
　　　　　　―スウェーデンの暮らしを芸術に変えた画家

P r e s e n t i フィンランドaarikka Tonttu（アーリッカ・トントゥ）
　　　　　　　クリスマスオブジェを、レッド&ホワイトの
　　　　　　　セットで5名様にプレゼント！
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第42話 人がいて、そこに住まいがある。仕事と余暇、そしてこだわりのライフスタイル。
そんな暮らしの情景を訪ねる――悦楽時間への旅。

文筆家。広島県生まれ。
編集者・雑誌記者を経て、執筆活動に入る。日本の木の文化、
世界の木・花・薬草にまつわる伝承や神話、植物と人間との
交流の歴史を研究するうちに「北欧神話」と出会う。
ライフワークとして、原爆・戦争・震災を生きのびた木 を々訪ね、
人 か々ら話を聴き、後世に伝える執筆・講演活動を続けている。
JAMHA認定ハーバルセラピスト、日本文藝家協会会員。
●著書

『いちばんわかりやすい北欧神話』
『被爆樹巡礼～原爆から蘇ったヒロシマの木と証言者の記憶』（共に実業之日本社）
『自分を信じる　超訳「北欧神話」の言葉』（幻冬舎）
『ゲーム制作者のための北欧神話事典』（翔泳社）
『神話と伝説にみる　花のシンボル事典』（説話社）　他

●杉原梨江子オフィシャルサイト http://rieko-sugihara.com

病気療養中に出会ったのが、近所に立って

いた大きなイチョウの木。その木の許に通う

うちに元気を取り戻し、良い医師とも巡り合っ

た。木に救われたような経験がきっかけで、

世界の木の伝承や神話を調べるうちに、た

どり着いたのが北欧神話の〈宇宙樹ユグド

ラシル〉の存在。世界を支える一本の木が自

分の心と体を支え、生きる力をくれるように感

じた。その探究心は古代アイスランド語やス

ウェーデン語、ルーン文字へもひろがっていっ

た。〈宇宙樹〉をはじめ、聖書の生命の樹、

仏教の菩提樹など、世界に共通する樹木信

仰。そんな巨樹や神木を訪ね歩くなか、すっ

かり木に魅了された杉原さんは、人も〈生命

の樹〉のようにしっかりと中心軸を持って生き

てゆくことが大切だと実感するようになった。

同時に木の魅力を多くの人に伝えるべく執

筆活動を始める。人が木から生まれたとい

う北欧神話。戦争、災害を生きのびた木。

私たちは物心両面ともに様 な々恩恵を受け

て暮らしている。木のメッセージにもっと耳を

傾けたい。

　杉原さんがライフワークとして取り組んでい

るのが被爆樹の記録・伝承活動。被爆二世

の従兄の死をきっかけに、その意志を継ぐ地

道な活動を続けてきた。。被爆の傷跡を留

めつつも、大地にしっかりと根を張り枝を広げ

る姿は、原爆の生き証人であるとともに、平和

の尊さを私たちに黙して語りかける。その存

在を多くの人に知ってほしい。その思いから、

小学校の平和授業や、毎年、公立図書館

で被爆樹の写真パネル展示を行い、再生

の木を通して若い世代に伝えている。また、

スウェーデンの植物園に被爆イチョウを植え

るという素敵な計画も進行中だ。過酷な時

代を乗り越えた被爆樹は海を超えて、悲しい

事実を伝え続けてくれることだろう。最近の

研究※により、またひとつ、木の不思議な能力

が明らかになった。森の木々は共生ネット

ワークで複雑に繋がり、ハブツリー（母なる木）

が生態系を保つ上で重要な役割を果たし

ているという。聖樹・神木として古来より崇拝

されてきた木には、未だ人に知られていない

力が秘められているのかもしれない。
※カナダの生態学者スザンヌ・シマード『森で交わされる木々の会話』より
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一本の木との出会いから北欧神話の世界へ。

宇宙樹のように中心軸をもって生きることが大切。

●ルーン石碑（スウェーデン）
　ウプサラ大聖堂の近くのルーン石碑群のひとつ。
　（No.937）

●ガムラウプサラ（スウェーデン）
　神々の神殿があったと伝わる場所。中央にトール、
　左右にオーディンとフレイの像があったとされる。

●オスロ市庁舎前の木彫りの壁画（ノルウェー）
　北欧の羽衣伝説といえるヴェルンドの物語。

●北欧神話を書物にした『エッダ』
　口承で伝えられた神話群が12世紀頃、
　文字（古アイスランド語）に記録されたもの。

杉原　梨江子 Rieko Sugihara

フィーカの小箱
Scandinavian culture BOX
お家で過ごす時間をより充実させてくれる
北欧の上質な音楽・本・映画をご紹介。
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Analog Dance Music ＊ Kommode

BOOK Axel Olrik＊Om Ragnarok

2000年代、アコースティック・ポップでノルウェー

のミュージックシーンを席巻したベルゲン出身の

デュオKings of Convenience（キングス・オブ・

コンビニエンス）。そのメンバー、アイリック・ボー

がKommode（コモード）を率い、5年の歳月を費

やして昨年1stアルバムを発表。キングス・オブ・コ

ンビニエンスのミニマルで透明感ある世界観は健

在ながら、さらにラテンやディスコ、ジャズの要素

が多彩にちりばめられて、厚みを増した美しくグ

ルーヴィンなサウンドは魅力。

神々と巨人たちの闘いの果てに、世界は滅亡へと

向かう。北欧神話の中心をなす「ラグナロク」とは

なにか? オペラ・文学・思想をはじめヨーロッパ文

化に多大な影響を与え続けてきた終末思想の源流

をさぐる。デンマークの民俗学・北欧の神話伝説の

研究に一生を捧げたアクセル・オルリックの古典的

名著。北欧神話の世界をより深く掘り下げた、知

的好奇心に応えてくれる北欧神話論の決定版。

Analog Dance Music〈Kommode〉
レーベル：FLAKE SOUNDS　2017年
JAN： 4571207711724

北欧神話の世界―神々の死と復活
●アクセル オルリック〈著〉●尾崎 和彦〈訳〉●青土社・2003年

●ISBN-10 : 4791760654

Movie Gåten Ragnarok ＊ Mikkel Brasnne Sandemose

北欧神話で終末の日を意味する「ラグナロク」を

テーマにしたファンタジーアドベンチャー。歴史的

なバイキング船の研究に没頭していた主人公の考

古学者シーグルが謎解きに挑み、財宝が眠る場所

を示す地図だと確信。子供たちとともに真実を探

求する冒険へと旅立つ…。北欧の美しい自然を

バックに、家族をからめたスリリングなストーリーが

展開する。ノルウェー国内興行成績No.1を記録。

今夏公開されたミケル・ブレネ・サンデモーセ監督最新作！

19世紀のノルウェーを舞台に、トロールにさらわれた王女の救出

に挑む主人公を描いた冒険ファンタジー。

ラグナロク オーディン神話伝説
●監督：ミケル・ブレネ・サンデモーセ  ●脚本：ジョン・カラ・ラッケ
●キャスト：ポール・スヴェーレ・ヴァルハイム・ハーゲン、
　ニコライ・クレーヴェ・ブロック、ビョルン・サンドクヴィスト
●2013年・ノルウェー・95分

キング・オブ・トロール 勇者と山の巨神
●キャスト：ヴェービョルン・エンゲル、マッツ・ショーゴード・ペテルセン
●2018年・ノルウェー・104分（DVD・Blu-ray発売未定）

　北欧神話の世界が生き生きとユーモラス

に描かれている『いちばんわかりやすい北

欧神話』の著者で文筆家の杉原梨江子さ

ん。自然の様 な々現象が具現北された神話

には，自然への畏敬の念が色濃く映し出さ

れている。北欧神話には人間味ある個性

的な神々が登場し、滅びと再生の世界観、

そこに散りばめられた数々の名言など魅力

は尽きない。そして世界の秩序を体現し、

生命の象徴として物語の根幹ともなってい

る〈宇宙樹〉の存在は重要だ。木の有する

エネルギーは古来より、世界各地で知られて

いた。杉原さんは、そんな各地の巨樹・神木

を巡り、木にまつわる伝承や神話・思想などを

独自の視点と、自らの体験も交えた木の語り

部として、その活動は多岐にわたる。

　子どもの頃から木に興味を抱いていたと

いう杉原さん。山を歩いていても足元よりも

大きく枝を広げる樹木ばかりを眺めていた

のだとか。編集者・取材記者、図書館司書

の仕事に携わってきたが、仕事上のことで

心身ともに疲労困憊していた時期もあった。

　取材旅行などでスウェーデンやノルウェー

を訪れるたびに、そのシンプルな暮らしに憧

れを抱くという杉原さん。そのライフスタイルも

北欧のミニマルな暮らしと通じている。花や

ハーブ、薬草、アロマセラピーなどの知識を活

かし、自宅でもガーデニングやハーブティーな

ど、自分が快く感じるものとゆったりと過ごす。

大切にしているのは、笑顔になれる瞬間を積

み重ね、自分らしい空間で毎日の暮らしを楽

しむこと。ともすれば、必要のない情報に流さ

れ、人の目・意見にを気にして、ほんとうに大

切なものを見失いがちな情報過多の時代。

だからこそ大切にしたい人、ものと共に、自分

が望む未来へ向かって歩むことが必要だ。

著書『自分を信じる 超訳「北欧神話」の言

葉』には、そんな現代を生きる私たちにこそ

必要な神々の名言・格言が数多く綴られて

いる。いずれは北欧神話をめぐる旅の本を

発表したいという。〈宇宙樹〉のように、一本

の木から活動の枝葉をひろげ、自分の目と耳

を信じ、自ら求める方へ歩む。そんな杉原さ

んの木を巡る旅もさらに続いてゆく。

文筆家 杉原 梨江子さん

www.kommode.band

杉原さんの著書
●『いちばんわかりやすい北欧神話』
　（実業之日本社）
●『自分を信じる 超訳「北欧神話」の言葉』（幻冬舎）

撮影協力／千代田区立日比谷図書文化館 
展示「原爆を生きのびた木、咲いた花」



白い外壁と窓枠に黒をあしらったスタイリッシュな外観デザイン。

白を基調にした室内はスッキリとしたひろがりある空間づくりが秀逸。

悠然とした佇まいにさり気ない高級感が上質の暮らしへと誘う。
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■敷地面積／155.31m2（46.90坪）

■延床面積／123.39m2（37.33坪）

■1階面積／  62.11m2（18.79坪）

■2階面積／  61.28m2（18.54坪）

■構造／木造軸組工法

アーキペラーゴ〈設計：坂下 兼三〉

●お問い合わせ／ジューテックホーム（株）　      0120-206-244

H o u s e  D a t a

ミニマルなスタンスと

暮らしを深める上質感。

木質感を活かしたアイランドキッチンや内装と調和

した造作の洗面化粧台、アクセントウォールを配し

た玄関ホール、天井に無垢材の羽目板をあしらった

エントランスなど、全体がスッキリとしたデザインで調

和された空間には、日常をより深めてくれる工夫が

随所に散りばめられている。I邸全体に流れている

のは、できるかぎり無駄を省いたミニマリズム、そし

て必要なものには一切妥協しないという上質なデ

ザイン。ライフスタイルにしっかり寄り添い、そこから

導き出された暮らしにフィットした仕上がりに、Iさんも

すっかり満足している。

L i v i n g  i n s p e c t i o n
我 が 家 の 快 適 　日和

シンプル&スタイリッシュな空間が誘う
日常を深化させる充実の暮らし。

音漏れを気にせずに

音楽を楽しめるピアノ室。
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S t a f f  V o i c e
オーナー様のご希望は「大人の住ま

い」。外観はシンプルかつスタイリッシュ

に、室内は全面タイル貼りの床や存在

感のあるアイランドキッチン。さらに、奥

さまの強いご要望で、スチール製スケル

トン階段に。ご夫妻の夢を叶えることが

できて、ご満足いただきありがとうございました。

シンプルでスタイリッシュ。

スッキリと暮らしをデザイン。

子育ても一段落したIさんご夫妻。成人したお子さ

んと大人4人がスッキリと暮らすための空間を目指

して住まいづくりがスタートした。外観も室内も白を

基調に、シンプルかつスタイリッシュなデザインが、

Iさんの暮らしを反映している。スケルトンの階段や

タイルの床が落ち着いた上質感を醸し出し、キッチ

ンの背面も〈収納に見せない収納〉で機能美を

追求。同時に空間のひろがりも与えている。優れ

た基本性能＋上質なデザインを併せ持つ、高機能

オーダーメイドデザイン住宅〈アーキペラーゴ〉なら

ではの秀逸な空間づくりが心地いい。

趣味の音楽を心ゆくまで楽しみたい――そんなIさ
んご家族の思いを叶えるために、1階に家族全員で

演奏ができるピアノ室が設けられた。遮音に配慮し

た設計によって、近隣への音漏れを気にすることな

く音楽を思いっきり楽しめると、Iさんをはじめご家族

にも大好評だ。住まいは生活の基盤であるととも

に、豊かな時間を過ごす大切な空間である。だから、

ライフスタイルを満足させることなしには、納得の住

まいはあり得ない。暮らしのスタイルやシーンを彩り、

それぞれオーナーさんの思いに応える――それも

〈アーキペラーゴ〉の魅力だ。

落ちついた木調のアイランドキッチン。
背面には家電・食器などが隠された〈収納に見せない収納〉でスッキリを演出。

神奈川県 I邸
S t y l i s h n e s s  &  E x c e p t i o n a l i t y

納戸

玄関

DN

洗面室

洋室

主寝室

UP

ピアノ室
バ
ル
コ
ニ
ー

インテリアの一部と見まがうスケルトン階段。

鷲澤　心
Washizawa Shin

白の壁面をベースに、黒の窓枠がシャープに引き締まったスタイリッシュな外観。

白の壁面と600mm角の大判タイルが
配された床面がスタイリッシュ。

空間のひろがりと上質感に漂うLDK。

正面のアクセントウォールに出迎えられる玄関ホール。

ホテルライクの造作洗面化粧台は内装との一体感も絶妙。 音漏れの少ない設計で、存分に音楽を楽しめるピアノ室。

スケルトン階段から続く2階廊下。

軒裏天井の羽目板（無垢材）がやさしい
表情を添えるエントランス。

ダイニング

リビング

キ
ッ
チ
ン

パン
トリー

SIC
洋室

バ
ル
コ
ニ
ー

WIC



読者プレゼント！
フィンランドaarikka Tonttu（アーリッカ・トントゥ）
クリスマスオブジェを、レッド&ホワイトのセットで
　　　　　　　　　　　 5名様にプレゼント！

ちょっと手を休めて、北欧神話に関連したクイズです。
答えは、⑩ページの下をご覧ください。

Q1

Friday（金曜日）の語源と

いわれている北欧神話の

女神は誰でしょう？

Q2

サンタクロースのモデルとして

ひとつの原形ともいわれている

北欧の神様は？

Q3

雷神トールの車を牽く二頭に

ちなみスウェーデンの

クリスマスに馴染みの動物は？
ヒント！ わらでつくられたユールボックは冬の風物詩。ヒント！ 冬至に贈り物を届けてくれるのだとか…。ヒント！ 最も美しい女神といわれている。 詳しくは裏表紙のプレゼントコーナーをご覧ください。

ご応募お待ちしております。

ここで、ちょっとひとやすみ！

北欧神話

3 4

Nordisk Mytologi

神々の系譜
Búri
ブーリ
最初の神

Borr
ボル

Jötunn
ヨトゥン

Ymir
ユミル

Au   umbla
最初の牛
（雌牛）

アウズンブラ

霜の巨人

Bölthorn
ボルソルン
災いの茨

Thrudgelmir
スルーズゲルミル

Gilling
ギリング

Alvaldi
アルヴァルディ

Gymir
ギュミル

Fárbauti
ファールバウティ

Laufey
ラーフェイ

Bestla
ベストラ

Vili
ヴィーリ

Vé
ヴェー

Bergelmir
ベルゲルミル

Suttungr
スットゥング 

Gunnlod
グンロズ

Baugi
バウギ

Thiazi
シアチ

Skadi
スカジ

Idi
イジ

Gangr
ガング

Gerda
ゲルズ

Sigyn
シギュン

Vali
ヴァリ

Narfi
ナルヴィ

Angrboda
アングルボザ

Aurbo  a
アウルボザ

Hel
ヘル

Fenrir
フェンリル

Helblindi
ヘルブリンディ

戦士の眼をくらます

Byleist
ビューレイスト

風と雷光

Fjölnir
フィヨルニル

Njord
ニョルズ

Nerthus
ネルトゥス

Freyr
フレイ

Freyja
フレイヤ

Odr
オズル

Hnoss
フノッサ

宝物

Gersemi
ゲルセミ

宝石

Hati Hró  vitnisson
ハティ・フローズヴィトニスソン

憎悪・憎しみ・敵

Sköll
スコル

嘲るもの・騒音・まどわし

Vidar
ヴィーザル

Odin
オーディン

Tyr
テュール

Grid
グリーズ
ナナカマドの杖

Frigg
フリッグ

Fjörgynn
フィヨルギュン

数多くの神々や巨人たちが登場する北欧神話。その複雑

な神々の関係性をわかりやすい系譜図にしました。北欧

神話を理解する上での参考として、お役立てください。

Loki
ロキ

Garm
ガラム

冥界の番犬

Hermod
ヘルモーズ
勇気・戦い

Hö  ur
ホズ（ホズル）
戦・盲目の神

Narfi
ネルヴィ

Naglfari
ナグルファリ

Dellingr
デリング

曙光

Annarr
アンナル

他者

Dagr
ダグ
昼

Baldur
バルドル

Rindr
リンド

Nanna
ナンナ

Sif
シフ

Thor
トール

Ullr
ウル

Nep
ネプ

Forseti
フォルセティ
正義・平和・真実

Au  r
アウズ
富

Jör
ヨルズ
大地の化身

Miskorblindi
ミスコルブリンディ

Aegir
エーギル
白髭の姿
海の神

Rán
ラーン

船・人を海に
巻き込む女神

Kári
カーリ
風の神

Logi
ロギ

火の神

Nine Daughters 9人の娘 波の乙女

Geirröd
ゲイルロズ

Nine Mothers
9人の母

Warriors
貴族・戦士

Peasants
農民

Thralls
奴隷

ginnungagap
ギヌンガガプ〈原初の裂け目〉

Ymir
ユミル

Borr
ボル

Odin
オーディン

Tyr
テュール

Thor
トール

Sif
シフ

Ullr
ウル

Frigg
フリッグ

Baldur
バルドル

Nanna
ナンナ

Heimdall
ヘイムダル

Bragi
ブラギ

I  unn
イズン

Skirnir
スキールニル

Jormungand
ヨルムガンド

Dvergr
ドヴェルグ

小人族

巨人族

アース神族

ヴァン神族

Vidar
ヴィーザル

Bragi
ブラギ

I  unn
イズン

Suttungr
スットゥング 

Skadi
スカジ

Njord
ニョルズ

Odr
オズル

Freyja
フレイヤ

Freyr
フレイ

Skirnir
スキールニル

Gerda
ゲルズ

Sigyn
シギュン

Loki
ロキ

Hel
ヘル

Fenrir
フェンリル

Jormungand
ヨルムガンド

Heimdall
ヘイムダル

主神・戦争と死
詩文の神

Muspellzheimr
ムスペルヘイム〈灼熱の国〉

Niflheimr
ニヴルヘイム〈氷の国〉

強い靴
森の神

魔法の蜜酒

黄金 山の巨人 海

耕地

大地の
女神

激情

葉の島残酷に打つ

閉ざす者・
終わらせる者

影・暗闇
狩猟の女神

地を揺らす者
巨大な狼の怪物

巨人の杖
大いなる精霊

死者の国を
支配する女神

美しい金髪

狩猟・弓術・スキー
決闘の神

勇敢・軍神

詩の神

黄金の林檎
若さの女神

賢明・雄弁
光の神

光の神
白いアース

人間の3つの階級

眉目秀麗
豊穣の神

豊穣
愛と美の女神

輝く者

愛・結婚
豊穣の女神

無垢・純潔
の女神

Askr
アスク（男）

Embla
エムブラ（女）

トネリコ ニレ

最初の人間

感情
知性 言葉

感覚命・魂

ヴォルスング一族

Rerir
レリル

Völsung
ヴォルスング

Sigi
シギ

Signy
シグニュー

Sinfjötli
シンフィヨトリ

Sigmund
シグムンド

Sigmund
シグムンド

Sigurd
シグルズ

Sigurd
シグルズ

Nótt
ノート
Nótt
ノート

Vali
ヴァーリ
Vali
ヴァーリ

雷神・農耕神

夜の女神

司法神

Surtr
スルト

Surtr
スルト

黒い者
火の国の巨人

Járnsaxa
ヤールンサクサ

Thrud
スルーズ

Magni
マグニ
怪力

Mó  i
モージ

Sinmara
シンモラ
青白い
レーギャルンの箱

ムスペッル一族

Meili
メイリ9人の母

↓
※

↓
ヤールンサクサ※

Líf
リヴ（男）

Lifdrasir
リヴスラシル（女）

ラグナロクを
生き残った人間の祖

バルハラ（オーディンの住む館）の様子　Emil Doepler 1905年

ロキから取り戻したブリーシンガメンの首飾りを
フレイヤに渡すヘルムダル
Nils Johan Olsson Blommér 1846年

北欧神話

北欧神話はスウェーデン、ノルウェー、デンマークなど北欧諸

国に広く伝わる神々の物語ですが、フィンランドは民族・言語

が異なり、まったく別の神話・叙事詩「カレワラ」が存在してい

ます。「宇宙卵」が重要なキーワードとなっている「カレワラ」

については、あらためて詳しく取り上げることにしましょう。

※この系譜図は主要な神 を々抜粋して記載したものです。
　また、系譜図にはあやふやな部分もあり、文献等を参考に総合的に判断して記載しました。
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Scandinavian  Mythology

Yggdrasill
　　　　ユグドラシル

アースガルズ
アース神族の世界

人間の世界ミズガルズとビクレストで
結ばれていた。

スヴァルトアールヴヘイム
黒妖精の世界

デックアールヴ（黒妖精）が住む世界。

ニヴルヘル
死の世界

ニヴルヘイムの地下にあり死者の
女王ヘルが支配する。

アールヴヘイム
光妖精の世界

リョースアールブ（白妖精）の住む世界。

ヨトゥンヘイム
巨人の世界

東にある霜の巨人が住む世界。

ビフレスト
虹の橋

第一層

第三層

第二層

ヴァナヘイム
ヴァン神族の世界

東側の海岸線にあるヴァン神族が
住む世界。

ミーミルの泉

ウルズの泉

フヴェルゲルミル

宇宙樹

古よりの信仰や伝承が集約されて、バイキングの歴史とともに語り

継がれてきた北欧神話。壮大な神々の物語には、厳しい自然環

境と死生観が色濃く映し出されています。今でも暮らしや文化の

なかで密かに息づいている北欧神話は、小説や映画の世界でも

様 な々モチーフとして登場し、ロード・オブ・ザ・リングや進撃の巨

人など、人気ファンタジーの世界にも大きな影響を与えています。

そんな魅力に溢れる神話の世界へ旅してみましょう。

ミズガルズ
人間の世界

人間が住む場所。

ムスッペルスヘイム
灼熱の世界

南方に位置し、ラグナロクで神 と々争う
ムスペッルが住む。

ニヴルヘイム
氷の世界

最も北方に位置する極寒の世界。

N

①神々の誕生と世界の創造
灼熱のムスッペルスヘイムと酷寒のニヴルヘイムだけの空虚な世界に、あると

き熱風に溶かされた霜のしずくからふたつの生命が誕生した。原初の巨人ユミル

と雌牛のアウズンブラである。ユミルは雌牛の乳を飲んで大きくなり、霜の巨人

と呼ばれる巨人族の祖となった。また塩味の氷をなめて育った雌牛からブーリと

いう最初の神が生まれた。ブーリの息子ボルは、霜の巨人ベルトラとの間に、主神

オーディンとヴィーリ、ヴェーの3人の神をもうけた。ユミルの乱暴な振る舞いに

嫌気がさした3人は、ユミルを倒すことにした。倒されたユミルの体から流れ出し

た血で大洪水になり、巨人族のほとんどが滅ぶ。その体から世界を創造すること

にした3人は、血で海や川を、肉から大地を、骨で山や岩を、歯や砕けた骨で石を、

髪の毛から木や草を、大地にかぶせた

頭蓋骨から空を、脳みそを空に投げて雲

を作り出した。さらにムスッペルスヘイ

ムの火花から太陽・月・星をつくり、空に

まわして昼と夜が生まれた。海辺の流木

を使って、トネリコから男を、ニレから女

を、自らの姿、自らの姿に似せて最初の

人間をつくった。そしてオーディンは魂・

命を、ヴィーリは感情・知性を、ヴェーは

言葉・感覚を吹き込んだ。こうして世界

の中心にそびえる〈宇宙樹〉を取り巻く

9つの世界が誕生した。

オーディンの息子バルドルの死の予言

に母フリッグはバルドルを傷つけないよ

う世の中すべてのものと約束を取り交

わす。しかしそれをこころよく思わない

ロキは唯一の弱点を聞きだし若いヤドリ

ギの矢を投げつけるようにホズをそそ

のかす。ヤドリギの矢に射抜かれたバル

ドルは息を引き取る。神々は彼を蘇らせ

るため、死者の国・女王ヘルに使者を送

るが、ロキに邪魔立てされてしまう。悲し

みに沈むオーディンはロキを捕らえ、蛇

の毒が滴り落ちる暗い洞窟の奥に縛り

付けた。こうしてロキは世界の週末まで、

幽閉されることになった。

⑤世界の再生
静まり返った暗闇とともに永い時間が過ぎた。ふたたび海から浮かび上がった大

地は、豊かな緑に覆われ、麦がたわわに実っていた。ソールの娘がふたたび大地

を照らし、難を逃れたヴィザールやバーリ、モージとマグニたち、さらには死の国か

ら生還したバルドルやホズによって神の国が復興する。また大地の奥深くに根を

張っていたユグドラシルも生きのび、その根の中に隠れていた一組の男女〈リブ

とリブスラシル〉によって、人間もふたたび大地へと広がっていった。

④ラグナロク――滅亡のとき
光の神バルドルの死を境に、太陽は弱まり、厳しい冬が続き、天変地異に見舞われ、

飢え、戦い、略奪など世界には災いが渦巻いた。この混乱のなか巨人たちはムス

ペッルスヘイムやニヴルヘルの死者たちとともに、神々への戦いを挑む。大地は

揺れ動き、山は崩れ、木々は倒れて、虹の橋（ビフレスト）は崩れ落ちる。ロキとフェ

ンリルが解き放たれ、ヨルムンガンドが暴れ出す。激しい戦いの末、オーディンを

のみ込んだフェンリルをヴィザールが仕留め、トールはヨルムンガンド、チュール

はガルム、ヘルムダルはロキ、

フレイは巨人スルトと、それぞ

れ相討ちとなり、スルトの投じ

た炎の剣で世界のあらゆるも

のは焼き尽くされた。こうして

すべては灰と化し、大地も海

の底へと沈んでしまった。

②オーディンの知識欲と不安
長い戦いの後、ヴァン神族と和睦したオーディンは、いずれ訪れる巨人との戦い

に備えて、神々の力を結集し、アースカルズに高い城壁を巡らせることにした。ま

た自らの知識欲もとどまることなく、さらなる知識を求めて旅へ出る。ミーミル

の泉で片目と引き換えに知識の水を手に入れ、9日間の断食、宇宙樹に首を吊る

してルーン文字を手に入れた。しかし、破滅への不安は強まるばかり、災いをもた

らすロキの3人の子供を退け、精鋭を集めた軍隊ヴァルハラもオーディンを安心

させることはなかった。

北欧神話のあらすじ北欧神話の九つの世界

ヨルムンガンドを倒したものの毒を浴びたトール
Ragnarök Louis Moe 1898 カラーリトグラフ

Danmarks Historie i Billeder,København,Danmark

③バルドルの死とロキの捕縛

器で毒液を受け止め、ロキを守ろうとする妻のシギュン
Loke och Sigyn  Mårten Eskil Winge 1863 油彩

スウェーデン国立美術館蔵

ユミルの体から世界を創造するオーディンとヴィーリ、ヴェー
Odin, Vili, and Ve create the world out of Ymir's body

 Lorenz Frølich 1895

Edda――北欧神話の原典エッダ
北欧神話の初期の形態を伝える文書群Edda。

サガ（saga※）とともに北欧神話の原典とされている。

アイスランドの詩人スノッリ・ストゥルルソンによって著

しされた1220年頃に詩の教本「スノッリのエッダ」。

後に「古エッダ（詩のエッダ）」と呼ばれる歌謡詩集

が記された写本『王の写本』も発見され、さらに小

エッダと呼ばれる作品群も散在し、それぞれで語ら

れている内容には、多くの重複がみられる。
※中世アイスランドで成立した古ノルド語による散文作品群の総称。

Rune――神の言語ルーン文字
ラテン文字が伝わる以前より使われていたルーン文字。その起源は今から2000年前に

遡る。スウェーデン、ノルウェ―、デンマークからイングランド、ドイツ、ハンガリーへと広がり、

19世紀頃まで使用されていた。「エッダ」の中でルーン文字はオーディンが宇宙樹から

つかみとったと記されている。Runeは古ノルド語で「秘密」を意味し、「ルーン魔術」で

石・木などに文字を刻みタリスマン（護符）にしたり、バイキングが剣・船に彫ったりした。

Rökstenen――レーク石碑
スウェーデンの東イェトランドで発見されたルーン文字を

刻んだ花崗岩の碑。9世紀のもので最も長いルーン碑

文として知られる。花崗岩で作られた2.5メートルの石

碑には、伝説の詩句の抜粋を含む約800文字のルー

ン文字が記され、その意味は多くの謎を秘めている。

石碑はスウェーデンに最も多く、国が管理している。

About  Scandinavian  Mythology

カール・ラーションが北欧神話をテーマに描いた〈冬至の生贄〉Midvinerblot 1915 Carl Larsson  in situ at the National Museum

日本やギリシャの神話と違って、北欧神話は全編にわたって記された物語としては存在していません。口述

によって継承された物語はエッダやサガなどの歌詩集・碑文などの形で散在し、それが研究者によって体

系的にまとめられたものです。そのためディテールやストーリーには解釈の違いも生じ、あやふやな部分も

多く見受けられます。しかし、神々のエピソードやオーディンやトール、ロキなどの神々は北欧の人々の暮ら

しや文化に根ざしています。たとえば、曜日の名称、都市や通りの名称などには神々の名前を付けられたも

のも多く、「ニルスのふしぎな旅」「はるかな国の兄弟」などの童児童文学から、音楽、絵画、映画など、その

影響は文化の多岐に及んでいます。北欧神話の神 は々悩みや欲望、愛憎など抱え、人間味に溢れ、神とい

っても不死身ではありません。そして誕生、破滅、再生というストーリーには、様 な々苦難を乗り越えてきた北

欧の人々の誇りと死生観が色濃く反映され、現代社会にも通じる教訓やメッセージも隠されています。北欧

神話が新たな発見とともに、北欧をより深く理解するきっかけを与えてくれるかもしれません。

「はじめての北欧神話」の著者で北欧の文化にも造詣が深い

翻訳家・菱木晃子さんに北欧神話についてお聞きしました。

北欧
神話

feature特集

菱木 晃子
スウェーデン語の翻訳家。

代表作に『マイがいた夏』（徳間書店）IBBY（国際児童図書評議会）オナーリスト

国内最優良翻訳作品。『おじいちゃんがおばけになったわけ』（あすなろ書房）。

『ニルスのふしぎな旅』児童福祉文化財特別推薦作品（福音館書店）。『ステフィ

とネッリの物語 全4巻』（新宿書房）、ほか児童文学から現代小説まで翻訳多数。

著書に『大人が味わうスウェーデン児童文学」（NHK出版）等。日本スウェーデン

外交関係樹立150周年記念「長くつ下のピッピの世界展」（本年7月より全国巡

回）監修。2009年スウェーデン王国より北極星勲章受勲。

←はじめての北欧神話
菱木晃子（著）・ナカムラ ジン（イラスト）徳間書店

↑Odengatan（オーデンガータン）
　ストックホルムのオーデン通りの標識。
　ほかにもOdenplan（オーデンプラン）
　Torsgatan（トーシュガータン）
　Valhallavägen（ヴァルハラヴェーゲン）
　Frejgatan（フレイガータン）など
　北欧神話にちなんだ地名も多い。

↑デンマーク（フェロー諸島）の
　ロキとシギュンの切手

 2004年

スウェーデン→
　切手シート　

　2006年　

↑Mimers Brunn（Mimers Well） 
　ミーミルの泉をモチーフにしたArvidssons
　（アルビッドソンズ）のファブリック。

←ミョルニルのペンダント
　トールが所持していた最強武器Mjöllnir
　（トールハンマー）はキリスト教伝播後も十字架と
　同じように、護符（お守り）として身につけられ、
　現在もアクセサリーは人気が高い。

北欧神話の宇宙は、3つの層に分けられた9つの世界で構成されている。
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都筑局
承　認

料金受取人払郵便

（受取人）
　横浜市都筑区新栄町4―1

　ジューテックホーム株式会社
　快適生活情報誌ウェルドゥ編集係　行

差出有効期間
平成31年5月
31日まで
〈切手不要〉

お名前

フリガナ ご年齢　　　　　歳

性別　　男　・　女　

ご住所
〒

お電話 ー　　　　　　ー

E-mail @

同居の
ご家族

ご職業

単身　・　夫婦　・　夫婦と子供1人　・　夫婦と子供2人
夫婦と子供3人以上　・　親と同居　・　3世代同居
その他（　　　　　　　　　　　　）

Information

■応募方法／上記ハガキに必要事項および裏面のアンケートにご

記入の上、キリトリ線で切り離して、折り線に沿って貼り合わせてく

ださい。切手は貼らずにそのままポストに投函してください。

■応募締切／2018年11月10日必着

■当選発表／プレゼントの発送をもって代えさせていただきます。

※ご記入頂いた個人情報ならびにアンケートの内容はプレゼント発

送および資料請求やご案内などの発送目的で使用させていただき

ます。ご記入頂きました個人情報は、ジューテックホーム株式会社

が責任をもって管理・保管致します。

読者プレゼント！

Present
必要事項および裏面のアンケートにご記入ください。

フィンランドaarikka Tonttu（アーリッカ・トントゥ）

クリスマスオブジェを、レッドとホワイト各1点づつ

セットで5名様にプレゼント！
Sサイズ（約H9cm）・素材／天然木（白樺）・ウール　
※種類はお任せとなりますのでご了承ください。

■応募締切2018年11月10日必着
■発表は発送（11月）をもって
　代えさせていただきます。

▼

〈
キ
リ
ト
リ
線
〉

〈
キ
リ
ト
リ
線
〉

↑折り線（谷折り）↑

お手数ですが、個人情報保護のため、折り線に沿ってを谷折りにして、
のりしろ部分を糊付けして貼り合わせてください。

［読者プレゼント応募ハガキ］

お役立ち情報

のりしろ

の
り
し
ろ

の
り
し
ろ

この情報誌は、古紙配合率70％再生紙を使用し、
環境にやさしい植物性大豆油インキで印刷しています。

Exhibition

おすすめ展覧会情報

家族をモティーフにした温かい作品で知られるスウェーデンの国民的

人気画家カール・ラーション（1853～1919）。彼は昔ながらの伝統が

残るダーラナ地方に「リッラ・ヒュットネース」と呼ばれる家を入手し、

妻カーリンとともに理想の家へ改装していきました。その暮らしぶりを

描いた画集は現代のスウェーデンのインテリアに深い影響を与え、

各国でも翻訳出版されています。本展は、絵画をはじめ、夫妻がデザ

インした家具やカーリンのテキスタイルなど日本初公開を含む品 を々

展示し、世界を魅了したライフスタイルに迫ります。

日本・スウェーデン外交関係樹立150周年記念

カール・ラーション
スウェーデンの暮らしを芸術に変えた画家

カール・ラーション《アザレアの花》1906年 水彩
ティールスカ・ギャラリー Photo:The Thiel Gallery / Tord Lund

© The ThielGallery/ ThielskaGalleriet, Stockholm

2018.9.22［土］～12.24［月・休］
東郷青児記念
損保ジャパン日本興亜美術館 
●開館時間／10:00～18:00
　＊ただし10月3日（水）、26日（金）、
　　12月18日（火）～23日（日）は19：00まで
　＊入館は閉館の30分前まで 

●休館日／月曜日
　＊ただし9月24日、
　　10月1日・8日、12月24日は開館

●観覧料（当日・消費税込）／
　一般：1,300円
　大学･高校生：900円 
　※学生証をご提示ください

　65歳以上：1,100円 
　※年齢のわかる物をご提示ください

　中学生以下：無料 
　※生徒手帳をご提示ください
　＊身体障害者手帳・療育手帳・
　　精神障害者保健福祉手帳を提示のご本人と
　　その付添人1名は無料。
　　被爆者健康手帳を提示の方はご本人のみ無料。
　＊10月1日（月）はお客様感謝デー（無料観覧日）

●アクセス
・ＪＲ新宿駅西口
　〈丸ノ内線新宿駅・西新宿駅・
　  大江戸線新宿西口駅〉より徒歩5分
・新宿ICより車で3分、駐車場約30台（30分300円）

●お問い合わせ／ハローダイヤル 03-5777-8600

●http://www.sjnk-museum.org/

〒224-0035 横浜市都筑区新栄町4―1　Phone 045-595-3222
www.wel l -do.com 

理 想 の 住 ま い を カ タ チ に 。

〈一級建築士事務所・宅地建物取引業〉

※ひとつひとつ手づくりですので、
　表情・サイズ・色調等は異なります。 0120-206-244

ツーバイシックスにしよう！

お住まいに関する
ご相談・ご質問はお気軽に

モデルハウスがリニューアルしました。
お気軽にお立ち寄りください。
モデルハウスがリニューアルしました。
お気軽にお立ち寄りください。
モデルハウスがリニューアルいたしました。新しく生まれ変わった

「まちかどモデルハウス都筑の家」お気軽にお立ち寄りください。
住まいのご相談も随時承っております。またリニューアル記念ご紹介

キャンペーンも開催中です。これまでにも「紹介して喜んでもらった」

「紹介してもらって良かった」等のうれしいお声を多くの方々から

頂戴しています。ご親戚・ご友人・お知り合い等、お気軽にご紹介

ください。お待ちしております。

モデルハウス・ご紹介キャンペーンの詳細はお気軽に！
●ジューテックホーム（株）フリーコール0120-206-244まで

..

カーリンがデザインした
テキスタイルとランプシェード

カール・ラーション・ゴーデン
© Carl Larsson-gården

画像はイメージです

※戸建・マンション・店舗などリフォームの内容・規模は問いません。ただし特典はご契約金額が
　10万円以上（税抜）で10万円単位となります。〈ご契約金額10万円（税抜）未満は対象外です〉

注文住宅 リフォーム

ご紹介によって注文住宅・リフォームされた方にも
うれしい特典をご用意しております。詳細はお尋ねください。

ご紹介いただいた方が
ご成約の場合、

金額の2％相当の
全国百貨店共通商品券
を進呈。（上限は10万円です）

ご紹介いただいた方が
ご成約の場合（一棟あたり）

全国百貨店共通商品券

15万円分を進呈。


