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８．ギンズ少年とアンネ･フランクの比較の試み 

ここから、ギンズ少年とアンネ･フランクの比較をします。 

●生涯と足跡 

ギンズ少年は、アンネより約１年 5 カ月早く生まれ、約 5 カ月早く亡くなりました。生まれた場所、育

った環境、亡くなった場所も異なります。しかし、2 人が数時間（3 時間 or4 時間?）だけ同じ場所にいた

ことがあります。それはアウシュヴィッツⅡ（ビルケナウ）です。1944 年 9 月 28 日のことです。ギンズ

少年は到着後、選別されて即ガス室に送られたので、2 人が会うことはありませんでしたし、言葉を交わ

すこともなかったと思います。 

 
 

二人の足跡を見てみます。ギンズ少年は 16 歳 8 か月の短い生涯のほとんどをチェコで過ごしましたが、

その内約 2 年間はテレジンにいました。アンネはドイツに 4 年 8か月、オランダに 10 年半住みましたが、

その内 2 年 1 か月は｢隠れ家｣生活、1 か月はベステルボルグに、その後、アウシュヴィッツに 2 か月弱、

ベルゲン･ベルゼンに 4か月いました。二人が｢黄色い星｣を着用させられた開始時期は異なります。ギンズ

少年はドイツと同じ 1941 年 9月 1日から、アンネは 1942年 4月 29 日から着用させられました。因みに、

｢黄色い星｣の着用義務がもっとも早かった国は、ポーランドで 1939年 11月 23日からでした。 

年 度 ペトル･ギンズ アンネ･フランク

1928年 2月1日:ペトル･ギンズ誕生（プラハ）

1929年 6月12日:アンネ･フランク誕生（フランクフルト）

1930年 2月21日:妹エヴァ･ギンゾヴァー誕生

7月:・アンネ,アーヘン（母方の祖母ローザ家）に移る

    ・父オットーはアムステルダムへ移住

2月:アンネ,アムステルダムへ移住

5月：アンネ,モンテッソリー幼稚園に入園

1939年 3月：祖母ローザ,アムステルダムに移住

1940年 12月1日：オットーの会社,プリンセンフラハト263番地に移転

9月19日:ギンズ少年,日記執筆開始（～1942年8月9日） 夏:オットー,事務所後ろ側を隠れ家へ準備開始

10月26日:ギンズ家族,移送登録 9月:アンネとマルゴー,ユダヤ人中学校に強制転校

2月1日:ギンズ少年,14歳の誕生日（移送対象年齢） 1月：祖母ローザ死亡

1943年 ?月:祖母ベルタ,テレジン収容所で死亡 アンネ,日記の他に物語や童話を執筆開始

5月:エヴァ,テレジン収容所に到着 8月4日:｢隠れ家｣発覚。ミープ,アンネの日記帳を収集保管

　
9月28日:ギンズ少年,アウシュヴィッツ移送、選別後ガス室へ

8月8日:ヴェステルボルグ収容所に移送
9月3日:家畜列車でアウシュヴィッツ収容所へ移送
10月28日:アンネとマルゴー,ベルゲン･ベルゼン収容所へ移送

2月10日:オタ･ギンズ,テレジン収容所に到着 1月6日:母エーデット,アウシュヴィッツ収容所で死亡

1月27日:オットー,ソ連軍により解放される

5月8日:ソ連軍,テレジン収容所を解放 2月:ベルゲン･ベルゼン収容所で親友ハンネリと再会

5月13日:エヴァとオタ及びハンカ,テレジン収容所から生還 3月:マルゴー,次いでアンネもチフスで死亡

6月以降:ヴィリー･グロア―,テレジンの絵･詩をプラハヘ運ぶ
ツデェニク･タウシェク,雑誌｢ヴェデム｣をプラハへ運ぶ

6月:オットー,アムステルダムに生還
7月:ミープ,オットーに｢アンネの日記帳｣等を渡す

2003年 コロンビア号の空中爆発事故→｢ペトル･ギンズの日記｣発見

ペトル･ギンズとアンネ･フランクの生涯

1942年

1941年

1945年

1933年

1934年

1944年

7月9日:祖母ベルタ,テレジン収容所へ移送
10月22日:ギンズ少年,テレジン収容所へ移送
12月18日:週刊雑誌｢VEDEM｣発行開始（～1944年6月）

6月12日：アンネ,父から日記帳贈られる。
執筆開始（～1944年8月1日）
7月5日：マルゴーにナチスから｢呼び出し状」届く
7月6日：アンネ家族,｢隠れ家｣に入る
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二人とも短い生涯を立派に生き抜いています。項目別にみてみます。 

☆誕生:ギンズ少年は二分の一ユダヤ人、アンネは完全ユダヤ人でした。 

☆最期:ギンズ少年は Auschwitz のガス室で亡くなりました。アンネはベルゲン･ベルゼンの筆舌に尽く

しがたい恐ろしい環境の中で発疹チフスで亡くなりました。 

☆親族犠牲者:ギンズ少年の父の親族は、オタを除き全員が犠牲に、一方アンネの親族はスイス･米国等 

へ移住により、オットー家を除き全員生き延びることが出来ました。 

 

●作品等の比較 

  ☆日記:二人とも日記を残しています。ギンズ少年は 1941年 9月 19日～1942年 8月 9日までの約 11か 

月間、プラハの自宅で日記を書きました。一方、アンネは 1942年 6月 12日～1944年 8月 1日までの 

約 26 か月、殆んど「隠れ家」で日記を書きました。二人の日記は共に奇跡的に保管されていました。 

ギンズ少年の日記の発見･保管経緯については既に述べました。アンネの日記の保管については、8人 

の｢隠れ家｣生活を献身的に支えたミープ･ヒース（1909-2010）さんの働きが、大変大きかったと思い 

ます。1944年 8月 4日、ゲシュタポが隠れ家に踏み込み、住人 8人全員を逮捕して出て行った後、 

ペトル･ギンズ アンネ･フランク

1928年2月1日,チェコのプラハ,
半分ユダヤ人（父方ユダヤ人,母方アーリア系チェコ人）

1929年6月12日,ドイツのフランクフルト,
完全ユダヤ人（父方･母方ともユダヤ人）

1944年9月28日,アウシュヴィッツⅡ（ビルケナウ）絶滅収
容所のガス室で死亡

1945年3月上旬,ベルゲン･ベルゼン強制収容所でチフスで死
亡

ペトル･ギンズ,父の母ベルタ, 父の兄弟姉（スラーヴァ/ミ
ロシュ/ヘルマ/アンダ4人）,従兄パヴェル他
→父オタ,妹ハヴァ,従妹ハンカは生還
（注）母の親族はキリスト教徒のチェコ人で犠牲者なし

アンネ･フランク,姉マルゴー,母エーディト
→父オットーのみ生還
（注）他の親族は,スイス/米国等へ移住し犠牲者なし

年 度

誕　　生

最　　期

親族犠牲
者
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ミープさんは隠れ家に入り、アンネの書いた日記や童話等のノート類 5冊･紙束 312枚を集めて引き出 

しに保管しました。 

日記の出版時期は異なります。妹エヴァは家族の中で唯一人の兄が犠牲とならなければならなかっ

た時代背景や彼の豊かな才能や想いを多くの人たちに知ってもらうために、2004 年ギンズ少年の日記

を出版しました。一方、家族の中で唯一人、アウシュヴィッツから生還した、アンネの父オットーさん

は、ミープさんから手渡された日記を見て驚き、部屋で一人となり、孤独と悲しみの中で静かに読み終

えています。アンネの夢を実現するために、1947年に｢後ろの家｣のタイトルで出版しました。 

二人の日記の性格は異なります。ギンズ少年は感情をまじえることなく、事実を事実としてありのま 

ま記載しています。また、将来出版することを想定していませんでした。一方、アンネは仮想の人物 

キティーに向けて、隠れ家で起こった出来事だけでなく、自分の思いのたけを記載しています。将来 

の出版を想定して書き直しています。アンネは、自然の素晴らしさについても書いています。 

 

アンネが 15歳になる約 2か月前の 1944年 4月 18日に書いた日記の一節を紹介します。 

  ｢…長らくいすわっていた冬もようやく過ぎて、いまわたしたちはすばらしい春を楽しんでいます。４

月はまさに最高。暑すぎず、寒すぎず、ときおりしっとりとした雨も降ります。裏庭のマロニエの木

もすっかり緑色になり、小さな花さえそこここに見えます。…」(｢アンネの日記」1944年 4月 18日） 

ホロコースト記念館には、アンネが見ていたマロニエの木の種から育てた、｢二世｣マロニエがすくす

くと成長し、4月には見事な美しい花を咲かせます。是非見ごろの時期にご来館ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

｢ペトル･ギンズの日記｣ ｢アンネの日記｣

・記載期間 1941年9月19日～1942年8月9日（約11ヶ月間） 1942年6月12日～1944年8月1日（約26ヶ月間）

・記載場所 プラハの自宅（母マリエ名義） アムステルダムの｢隠れ家｣（最初の約25日間は自宅）

・記載内容 感情を交えることなく、事実をありのまま記載。
言語:チェコ語+暗号

仮想の人物キティーに向けて、自分の思いのたけを記載。
将来の出版を想定して書き直しあり。言語:オランダ語

・｢特に変わったことはなし。だけど本当は変わっているこ
とはたくさんあるのに、見えていないだけだ。今の時代に
まったく当たり前の出来事は,普通の時代だったら大問題に
なるはずだ。果物,ガチョウや家禽類,チーズ,たまねぎ,に
んにく,…が禁じられている。」（1942年1月1日）
・｢（郵便用）馬の大供出が行われた。50頭ほどがロデツ
カー通りで集団になっていた。…｣（1942年8月2日）

・｢あなたになら、これまでだれにも打ち明けられなかった
ことを、なにもかもお話しできそうです。どうかわたしの
ために、大きな心の支えと慰めになってくださいね。」
（1942年6月12日）
・｢周囲のみんなの役に立つ、あるいはみんなに喜びを与え
る存在でありたいのです。…わたしの望みは、死んでから
もなお生きつづけること！…｣（1944年4月5日）
・｢…裏庭のマロニエの木もすっかり緑色になり、小さな花
さえそこここに見えます｣（1944年4月18日）

・保管保存 ・古紙で制作した日記帳にギンズ少年は記載
・2003年2月のコロンビア号の空中爆発が契機で、両親の友
人が以前住んでいた家の屋根裏部屋から発見。
→妹エヴァが権利取得（買取？）

・ミープ･ヒース,｢隠れ家｣に散乱した日記帳等（「日記帳｣
を含むノート類5冊,紙束312枚）を集めて引出しに保管。
1945年7月,生還したオットーに手渡す。
・オットーの遺言により,｢オランダ国立戦時資料研究所｣へ
遺贈。

・ユネスコ 2009年7月30日，｢世界記憶遺産｣登録

・出 版 年
2004年（日本語版｢プラハ日記｣2007年）
13か国語に翻訳･？冊

1947年初版本｢後ろの家｣（日本語版｢光ほのかに｣1952年）
70か国語に翻訳･30百万部

日　　記

 

マロニエの木（記念館） 

 

マロニエの花（記念

館） 
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☆小説･随筆:ギンズ少年の小説７編の内、｢古代からの訪問者｣１冊しか残っていません。時代背景は 19

世紀ですが、ヨーロッパ征服とユダヤ人迫害を企んでいたヒトラーの行動を予感させる比喩的表現と

なっています。一方、アンネのエッセイは 16 編あります。隠れ家の閉ざされた空間の中で、アンネ

は豊かな感受性で言葉の世界の中で自由に飛び回って、エッセイの中で自分の考え方や思いを投影し

ています。アンネのエッセイや童話は、日記と切り離すことはできません。 

アンネは如何に人間らしく生きるか、自問自答しています。彼女のエッセイは｢人や物の鋭い描写｣

といえます。｢与えよ｣には、アンネの優しさがよく表われています。 

☆童話:アンネの童話は 14 編あります。アンネの鋭い観察力と言葉の感性が磨かれています。彼女は言

葉の力によって隠れ家の中で、空想の世界に遊ぶことが出来ました。自然への憧れ･自然の素晴らしさ、

神の存在と信頼を表しています。アンネの童話は｢子ども向けに書いたのではなく、外に羽ばたきたい

夢･願望｣を表しています。｢花売り娘｣にみられる様に、細やかな自由な時間と空間に喜びと感謝の想

いを表現しています。｢パウラの飛行機旅行｣の最後、パウラが冒険旅行から帰り、父に飛びつく場面

があります。父オットーはこれを読んで孤独と寂寥感･喪失感を感じたことと思います。 

 
 

☆雑誌:既に学びましたが、多様な記事が掲載されています。ユーモア/笑い/風刺･皮肉に満ちており、

また古い秩序への抵抗精神（｢旧来の陋習を破り｣）が感じられます。 

☆絵･詩:テレジンには子供の絵 4,000 点,詩数十編が残りました。ギンズ少年の絵はプラハ時代を含め

て約 170点あります。子どもたちは、部屋毎に担当していたユダヤ人芸術家から学んでいました。 

 アンネが友だちのサイン帳に書いた短い詩が 21 世紀に新たに見つかり、オークションに出品され、

直筆ということで、数百万円で取引されています。このようなことを、アンネが望んでいたとは思わ

れません。 

☆将来の夢･希望:著作物から推定すると、ギンズ少年は生きていれば、科学者･作家･ジャーナリスト･

芸術家のいずれかになっていたと思います。アンネは日記の中で明確に、将来作家･ジャーナリスト

ペトル･ギンズ アンネ･フランク

小説７編 エッセイ１６編

・記載期間 1939年～1942年（11歳～14歳） 1943年3月～1944年7月（13歳～15歳）

・記載場所 プラハの自宅（母マリエ名義） アムステルダムの｢隠れ家｣

・タイトル 空想科学小説:
｢フェルダの冒険｣,｢プラハから中国へ｣,｢地球の中心
への旅｣,｢悪者の洞窟の秘密｣,｢アルタイの賢者｣,｢1秒
間世界旅行｣,｢古代からの訪問者｣

｢おぼえている？-学校生活の思い出｣,｢じゃがいも騒動｣,｢のみ｣,
｢悪者｣,｢中学校の最初の日｣,｢生物の授業｣,｢幾何の時間｣,｢下宿
人｣,｢映画スターの夢｣,｢日曜日｣,｢わたしのはじめての記事｣,｢悪
の巣｣,｢幸福｣,｢与えよ｣,｢おもしろいのは どの人｣,｢どうして？｣

・記載内容 唯一完全に残った小説:｢古代からの訪問者｣
カ･ドゥの話は、ヨーロッパ征服とユダヤ人迫害の企ん
だヒトラーの行動を予感する比喩的表現！
後書｢…私たちの地球上に、悪意に操られ、…もっと悪
質で新たな怪物が現れ、人類を非道な方法で苦しめな
ければ、の話であることを付け加えなければなりませ
ん。…｣

閉ざされた空間の中で、アンネは豊かな感受性で言葉の世界の中
で自由に飛翔。エッセイの中に自分の考え方や思いを投影！
→・アンネは如何に人間らしく生きるか、自問自答！
・人やものの鋭い描写！
例｢…お金と富と美しいものもみんなで分けあうのにじゅうぶん
あります！ 神はすべての人にたっぷり作ってくださいました！
公平に分配することから始めましょう。｣（｢与えよ｣より）

・保管保存 ｢ペトル･ギンズの日記｣と同様（エヴァ/YV） ｢アンネの日記｣と同様

・出 版 年 ｢古代からの訪問者｣2008年（チェコ） 1949年（一部）【日本1977年（一部）】？

アンネの童話１４編

・記載期間 1943年3月～1944年7月（13歳～15歳）

・記載場所 アムステルダムの｢隠れ家｣

・タイトル ｢カーチェ｣,｢管理人の一家｣,｢エファの見た夢｣,｢パウラの飛行機
旅行｣,｢カトリーン｣,｢花売り娘｣,｢守護の天使｣,｢恐怖｣,｢かしこ
い小人｣,｢子熊のブラリーの冒険｣,｢妖精｣,｢リーク｣,｢ヨーケー｣,
｢キャディ」

・記載内容 アンネの鋭い観察力と言葉の感性！ アンネは言葉の力によっ
て、空想の世界に遊ぶ。自然への憧れ･自然の素晴らしさ、神の
存在･神への信頼！→｢外界に羽ばたきたい夢・願望｣を表現！
例｢…薄暗い空の下、花の咲きこぼれる野原の真ん中でクリスタ
は満足しきっています。…この小さい娘は、一人きりになって神
様や自然と一緒にいられる、天国の様なひと時を毎日持てますよ
うにと、ひたすら願って夢見るのです。｣（｢花売り娘｣より）

・保管保存 ｢アンネの日記｣と同様

・出 版 年 1949年（一部）【日本1977年（一部）】

年 度

童　　話

小説･随筆

野原で天を仰ぐひと時
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なりたいと書いています。二人は根源的に、書くべき存在として生を受けていたのではないかと思わ

されます。ギンズ少年はテレジンで文章や絵･詩を書けましたが、アンネは 1944年 8月 4日以降、書

くことが出来ませんでした。書くことが天職であったアンネにとって、たいへん辛かったことと想像

します。 

 

 

二人に共通していることは、どのような環境下でも、人間の可能性に対する飽くことのない探求心があ

ったことです。資料の保管にはよき働き人の存在があったことも忘れてはなりません。 

 

次回の最終回（第 6回）は、｢子どもの権利条約への歩みと、今回の話しのまとめ｣になります。 

ペトル･ギンズ アンネ･フランク

週刊雑誌｢VEDEM（ヴェデム）｣

・記載期間 1942年12月18日～1944年6月頃

・記載場所 テレジン収容所｢男の子の家｣（Ⅼ417）1号室の子ども

・記載分野 意見,芸術品,詩,過去･将来の考察,出来事,個人のコメント,
テレジン情報等

・保管保存 ツデェニク･タウシェクが,｢ヴェデム｣（74冊,約800頁）を,
父親の鍛冶屋近くの土中に隠し,戦後プラハの孤児院に運
び,ジョージに渡す。更に,ジョージはコトウチュに託す。

・出 版 年 1994年（一部）【日本語版2000年（一部）】

子どもの絵約4,000点,詩数十編
ギンズ少年の絵は約170点,詩は[ヴェデム｣に投稿

｢アンネの詩｣存在

・記載期間 1942年～1944年 1937年頃～1942年頃

・記載場所 テレジン収容所｢男の子の家｣（Ⅼ417）1号室他/（Ⅼ410） アムステルダムの自宅

・記載内容 楽しい思い出,テレジンの実体,花と自然,風景等。
ユダヤ人芸術家（レオ･ハース,フリードル）から学ぶ

友人･知人に宛てた詩。例｢親愛なるヘニー ささやかなもの
だけど あなたにあげましょう 野に咲くバラと 忘れな草を
摘んで｣（1940年3月4日,21世紀に発見）

・保管保存 ･プラハ作品:｢ペトル･ギンズの日記｣と同様（エヴァ/YV）
･テレジン作品:｢女の子の家｣（Ⅼ410）の世話人ヴィリー･
グロア―が,絵･詩を,戦後プラハのユダヤ協会へ運ぶ

・上記の詩:級友ヘニーのサイン帳に書かれた詩
・その他:友人のアルバムに挟まれていた詩（1942年作）が
見つかり,オークションに出品（2016年）

・展 覧 会 1985年（一部）【日本1991年（一部）】

科学者･作家･ジャーナリス･芸術家（著作物からの推定） 作家･ジャーナリスト（｢アンネの日記｣より）

絵･詩

将来の
夢･希望

・記載内容 ユーモア･笑い･風刺（ナチスへ抵抗）,情感（友情/悲哀）,
環境への無力感,夢･希望。
ギンズ少年は多分野（創作/エッセイ/詩/絵など）に投稿。
｢ヴェデム｣継続,ギンズ少年に依存。
｢…泥と汚れの中でも、創造的な、芸術的な力の種は死にま
せん。ここでも芽を出し、夜空に光る星と同じように花を
咲かせます。…｣（テレジン散歩:第16号･1943年4月2日）

雑　　誌

年 度

ヴェデム44-45号表紙

｢旧来の陋習を破り｣


