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田中宏輔 

 

 

Amy Lowell (1874-1925) 

 

Madonna of the Evening Flowers 

 

 

All day long I have been working, 

Now I am tired. 

I call: 'Where are you?' 

But there is only the oak-tree rustling in the wind. 

The house is very quiet, 

The sun shines in on your books, 

On your scissors and thimble just put down, 

But you are not there. 

Suddenly I am lonely: 

Where are you? 

I go about searching. 

 

Then I see you, 

Standing under a spire of pale blue larkspur, 

With a basket of roses on your arm. 

You are cool, like silver 

And you smile. 

I think the Canterbury bells are playing little tunes. 

 

You tell me that the peonies need spraying, 

That the columbines have overrun all bounds, 



That the pyrus japonica should be cut back and rounded. 

You tell me these things. 

But I look at you, heart of silver, 

White heart-flame of polished silver, 

Burning beneath the blue steeples of the larkspur, 

And I long to kneel instantly at your feet, 

While all about us peal the loud, sweet Te Deums of the Canterbury bells. 

 

 

 

夕べの花たちのマドンナ 

 

 

一日中働いていたので 

いまは疲れているの。 

わたしは呼びかける。「あなたはどこにいるの？」 

でも、返事をするのは、ただ風のなかでかさかさ音を立ててる樫の木だけ。 

家はとても静かで 

あなたの本のうえに 

あなたが置いたばかりのハサミや指抜きのうえに、陽の光が輝いてる。 

でも、あなたはそこにはいない。 

突然、わたしは寂しくなる。 

あなたはどこにいるの？ 

わたしは、あちこち探しまわる。 

 

で、わたしは、あなたを見つけたってわけ。 

ひと籠の薔薇を腕に抱えて 

淡青色のヒエンソウの葉の先のしたに立っているあなたを。 

あなたは涼しげな顔をしているのよ、まるで銀のようにね。 

そして、あなたは微笑む。 

わたしには、カンタベリー・ベル（風鈴草）がちょっとした調べを奏でているように

聴こえたわ。 

 

シャクヤクは噴霧器で水をかけてやらなきゃ、 

オダマキは境界線ギリギリのところにまではびこってるわ、 

ヨドボケは刈り込んで、ちゃんとしてやらなきゃって、あなたはわたしに言う。 

あなたは、これらのことをわたしに言う。 

でも、わたしはあなたを見るだけ、銀のこころよ、 

ヒエンソウの青い葉の先のしたで燃えている 

磨き上げられた銀の白いこころの炎よ。 

そして、わたしは、すぐさま、あなたの足もとにひざまずきたくなるのよ。 



カンタベリー・ベル（風鈴草）の甘いテ・デウム（聖歌）の調べが、わたしたちふた

りを取り巻いて大音響となって鳴り響くあいだ。 

 

 

Translation from ‘THE PENGUIN BOOK OF HOMOSEXUAL VERSE’ EDITED BY STEPHEN COOTE 

http://www.amazon.co.jp/Homosexual-Verse-Penguin-Book-Poets/dp/0140585516 

 

 

 

Judy Grahn (born 1940) 

 

A History of Lesbianism 

 

 

How they came into the world, 

the women-loving-women 

came in three by three 

and four by four 

the women-loving-women 

came in ten by ten 

and ten by ten again 

until there were more 

than you could count 

 

they took care of each other 

the best they knew how 

and of each other's children, 

if they had any. 

 

How they lived in the world, 

the women-loving-women 

learned as much as they were allowed 

and walked and wore their clothes 

the way they liked 

whenever they could. They did whatever 

they knew to be happy or free 

and worked and worked and worked. 

The women-loving-women 

in America were called dykes 

and some liked it 



and some did not. 

 

they made love to each other 

the best they knew how 

and for the best reasons 

 

How they went out of the world, 

the women-loving-women 

went out one by one 

having withstood greater and lesser 

trials, and much hatred 

from other people, they went out 

one by one, each having tried 

in her own way to overthrow 

the rule of men over women, 

they tried it one by one 

and hundred by hundred, 

until each came in her own way 

to the end of her own life 

and die: 

 

The subject of lesbianism 

is very ordinary; it's the question 

of male domination that makes everybody 

angry. 

 

 

 

レズビアニズムの歴史 

 

 

彼女たちはいかにして世界に入ってきたのか 

女を愛する女は 

三人ずつ 

四人ずつと入ってきたのだ 

女を愛する女は 

十人ずつ 

そしてさらに十人ずつと入ってきたのだ 

あなたがたが数えられる以上に 

人数が多くなるまで 

 



彼女たちはどうしたらいちばんいいか知っていて 

お互いに気づかい合ったし 

もしいるのなら 

お互いの子どもたちのことをも気づかい合ったのだ。 

 

彼女たちはいかにして世界に住んでいたのか 

女を愛する女は 

許された分だけは学んだし 

ふるまったし、自分たちの着たい物を着た 

自分たちの好きなように 

自分たちができるときにはいつでも、彼女たちは何でも好きなことをした 

自分たちが幸せであることを知っていたし、あるいは、自由であることを知っていた 

そうして、働いて、働いて、働いたのだ。 

女を愛する女は 

アメリカではダイク（タチ役のレズビアン）と呼ばれた 

そして、その言葉を好きなものもいるし 

そして、その言葉を好きではないものもいる。 

 

彼女たちはメイク・ラブした 

どうしたらいちばんいいのか知っていたし、 

それがそのもっともよい理由だと知っていたからだ 

 

彼女たちはいかにして世界に出て行ったのか 

女を愛する女は 

一人ずつ出て行ったのだ 

より大きな試練にも耐えたし、よりささいな試練にも耐えたし 

ほかの人々からずいぶん嫌悪されてきたけれども、彼女たちは出て行ったのだ 

一人ずつ、おのおの、女たちを支配していた男たちのルールを打ち倒す 

彼女たち自身の方法で試みてきたのだ 

彼女たちは、一人ずつそれを 

百人ずつそれを試みてきたのだ 

自分たちの人生の終わりまで 

自分たちが死ぬまで 

おのおの彼女たちが、自分たち自身の方法にたどりつくまで 

 

レズビアニズムの主題は 

ふつうによくあるもので、 

だれをも怒らせることになる 

男性支配の問題である。 

 

 

Translation from ‘THE PENGUIN BOOK OF HOMOSEXUAL VERSE’ EDITED BY STEPHEN COOTE 



http://www.amazon.co.jp/Homosexual-Verse-Penguin-Book-Poets/dp/0140585516 

 

 

 

Ellen Marie Bissert (born 1947) 

 

Another 

 

 

you are a woman 

i have no defenses in love against you 

i cannot stop 

i cannot love you less than myself 

now as before someone calls 

she is leaving you 

i know 

as sex burns love out 

i hold you 

loving the blood that drips like wine from our bodies 

you kiss me hard 

& go to her 

 

 

 

もうひとりの別の女 

 

 

あなたは、わたしの恋人よ。 

恋は、わたしを丸裸にするのね。 

わたしはやめることができないのよ。 

自分のことはどうでもいいの、わたしは、あなたのことを愛しているのよ。 

いまだれかが電話してきたのだけど 

彼女はあなたのもとを去るらしいって言ってたわ。 

そりゃ、そうよね。 

セックスが燃え尽きてしまうと、愛なんて消え去ってしまうものだもの。 

わたしは、あなたの身体を抱きしめる。 

わたしたちの身体からワインのように滴り落ちる血を愛しながら。 

あなたは、わたしに激しくキッスして 

そして、彼女のところに行くのよ。 



 

 

Translation from ‘THE PENGUIN BOOK OF HOMOSEXUAL VERSE’ EDITED BY STEPHEN COOTE 

http://www.amazon.co.jp/Homosexual-Verse-Penguin-Book-Poets/dp/0140585516 

 

 

 

Kath Fraser (born 1947) 

 

Song (October 1969) 

 

 

I love you, Mrs Acorn. Would your husband mind 

if I kissed you under the autumn sun, 

if my brown-leaf guilty passion made you blind 

to his manly charms and fun? 

 

I want you, Mrs Acorn. Do you think you’ll come 

to see my tangled, windswept desires, 

and visit me in my everchanging house of some 

vision of winter’s fires? 

 

I am serious Mrs Acorn, do you hear? 

Forget your family and other ties, 

Come with me to where there is no fear, 

where we’ll find summer butterflies. 

 

I am serious Mrs Acorn, are you deaf? 

 

 

 

歌（1969年 10月） 

 

 

あなたを愛しているわ、ミセズ・エイコン。あなたの夫は気にかけるかしら？ 

もしも、わたしが秋の陽の光のなかで、あなたにキッスをしたら。 

もしも、わたしの朽ち葉色の犯罪的な情欲が 

あなたに彼の男らしい魅力とおもしろみを忘れさせたら。 

 



あなたが欲しいわ、ミセズ・エイコン。あなたは、わたしのところに来ようと考えて

いらっしゃるのかしら？ 

このわたしのからまりもつれた、風に吹きさらしの欲望を見に。 

そして、まるで冬の焚火のすばらしい眺めのように 

千変万化するわたしの家に来てくださろうと考えていらっしゃるのかしら？ 

 

わたしは本気よ、ミセズ・エイコン。聞いてらっしゃる？ 

家族のこととか、あなたを縛りつけるもののこととかは忘れてちょうだい。 

わたしといっしょに行きましょうよ、怖れるものなどひとつもないところへ。 

あの夏の蝶たちが舞うところへ。 

 

わたしは本気よ、ミセズ・エイコン。あなた、聞いてらっしゃらないの？ 

 

 

Translation from ‘THE PENGUIN BOOK OF HOMOSEXUAL VERSE’ EDITED BY STEPHEN COOTE 

http://www.amazon.co.jp/Homosexual-Verse-Penguin-Book-Poets/dp/0140585516 

 

 

 

Jeremy Halinen 

 

Stranger 

 

 

When I don the body 

of the serpent, I see 

for the first time, 

the dawn and realize 

what a yawn it is 

to be me: I am that I am – 

so what? To have every 

perspective at once: 

as good as having 

none. Goddamn this 

woman, this man 

who see these trees 

from solid land alone. 

I'll show them. Hey lady, taste 

the fruit of this tree. 

You'll see, you'll see.  



 

 

 

よそ者 

 

 

おれが蛇の躯をまとったとき 

おれははじめて夜明けというものを目にしたが 

おれであることがいったいどんなに退屈なことか 

おれには実によくわかるのだ。おれというのは、そういうやつなのだ。 

だからといって、どうした？ 同時に 

すべての光景を眺め渡すことができることは 

なに一つ持たないことと同じほどによいことなのだ。ちくしょう！ 

この女め、この男め 

こいつらだけが、ひと塊りの陸地から 

これらの木を見てやがる 

おれは、あいつらに教えてやろう。ほら、そこのあなた 

この木の実を味わってごらんよ。 

きっと見えるよ、すべてのことが。 

 

 

Translation from ‘collective BRIGHTNESS’edited by Kevin Simmonds 

http://www.amazon.co.jp/Collective-Brightness-Lgbtiq-Religion-Spirituality/d

p/0983293198 

 

 

 

Megan Volpert 

 

Adults are children like weapons are tools 

 

 

Uncle Saul had to pick me up from preschool and one day told me I was beginning 

to grow a monkey tail. The next week, he said it looked longer. I confess I did 

a shoulder check, but he said only grown ups could see it. Aunt Fran corroborated 

and I commenced freaking out. This is partly why it took me awhile to come out 

of the closet. Twenty years later, we were sitting shiva for my grandmother. On 

day three, I stuck a finger in Saul's back and told him he was beginning to grow 

a monkey tail. He had no idea what I was talking about.   



 

 

 

武器が道具であるように、大人は子どもである 

 

 

サウルおじさんが、ぼくを幼稚園から連れ出して、ある日、こう言ったんだ。おまえ、

猿の尻尾が生えはじめてるぞって。つぎの週になると、おじさんは、ぼくの尻尾が長

くなってるみたいだなって言った。たしかに肩ごしに見てみたけど、おじさんは、大

人にしかその尻尾は見えないんだって言った。フランおばさんにも見えたって言うか

ら、ぼくは幻覚を見はじめたんだ。いくぶんか、こういうわけで、ぼくがゲイだって

カムアウトするまで時間がかかってしまったんだ。２０年後に、ぼくたちは祖母の喪

に服して集まってたんだけど、三日目になって、ぼくはサウルおじさんの背中を突っ

ついて、こう言ってやったんだ。おじさんにも猿の尻尾が生えはじめてるよって。お

じさんは、ぼくがそんなことを言うなんて、思いもしなかったみたいだった。 

 

 

Translation from ‘collective BRIGHTNESS’edited by Kevin Simmonds 

http://www.amazon.co.jp/Collective-Brightness-Lgbtiq-Religion-Spirituality/d

p/0983293198 

 

 

 

Maya Chowdhry 

 

My Lesbian Date, by Sharon Stone 

 

 

I have stones in my pockets 

so I may drown 

as 

the sea eats my ankles 

I hear the cry of my sister 

stoned under Islam 

for taking a woman 

to her naked breast 

my instinct tells me 

that bisexual women 

are afraid of the taste 

you tell me my kisses 



are sweet 

but there's the sour 

hunger of women 

who take marriage vows 

to avoid 

the stones 

thrown  

 

 

 

わたしのレズビアン・デート、by シャーロン・ストーン 

 

 

わたしのポケットには石が入っていて 

海の波が、わたしの足首を一気に浸すと 

わたしは溺死するかもしれないわね 

わたしの耳には聞こえるわ 

女を捕まえて 

剥き出しの乳房に石を投げつける 

イスラムの法のもとで石を投げつけられて殺された妹の叫び声が 

わたしの本能がわたしに告げるのよ 

バイセクシャルの女たちは 

その味を怖れているって 

あなたは、わたしに言ったわ 

わたしのキスは甘いと 

でもね、投げつけられる 

石を避けるために 

結婚の誓約を交わす 

女たちの 

酸っぱい 

飢えもあるのよ 

 

 

 

Seni Seneviratne 

 

The Half-Mad Aunt 

 

 



Never old enough for her age, they called her 

the half-mad aunt. Instead of saris, she wore 

blouses with skirts hooped like crinolines 

 

She was in love with the saints, John Britto 

and Gonzalo Garcia who had come with the ships 

from Portugal. But they let her down. 

 

She only wanted a carriage and white horses, 

not the marriage, not the strange man each night 

in her bedroom showing his body parts. 

 

When she carved a talisman to chase away demons, 

her in-lows said she was possessed, sent her back 

with actual bits of saints tied in scapulars round her neck. 

 

On the bus to Colombo she was all red lipstick  

and high heels asking her embarrassed nephew 

Why are these bad spirits hammering my heart? 

 

 

 

半気狂いのおばさん 

 

 

齢のわりには、ぜんぜん老けていなかったけれど、彼女は 

半気狂いのおばさんって呼ばれてた。サリーの代わりに、彼女は 

クリノリンのようなものを張り付けたスカート付きのブラウスを着ていた。 

 

彼女は聖人たちに恋をした。ジョン・ブリットと 

ゴンザーロ・ガルシアの二人で、彼らは船に乗ってポルトガルから 

やってきたのだった。でも、彼らは彼女をがっかりさせた。 

 

彼女はただ、自家用の四人乗用馬車と白い馬が欲しかっただけではなくて 

彼らとの結婚を望んでいて、夜毎に日替わりで自分のベッドルームに来て、 

身体のあちこちを見せてくれる見知らぬ男のことも欲していたのだった。 

 

彼女が悪魔を追い払うために、魔よけの像を刻んでいると、 

彼女の親戚たちは、彼女が悪魔に取り憑かれていると言って、それを取り上げると、

その代わりに 

首のまわりの肩甲骨のところに本物の聖人の聖遺物を結びつけたものを彼女のところ

に送ってよこした。 



 

コロンボ行きのバスに乗っていると、唇じゅうにべったりと赤い口紅を塗りたくって 

ハイヒールを履いた彼女が、まごついてる自分の甥に向かってこう尋ねた。 

「どうして、こういった悪霊たちが、あたしのこころをボロボロになるまで痛めつけ

るんだい？」 

 

 

Translation from ‘collective BRIGHTNESS’edited by Kevin Simmonds 

http://www.amazon.co.jp/Collective-Brightness-Lgbtiq-Religion-Spirituality/d

p/0983293198 

 

 

 

Megan Volpert 

 

Religion in the mail 

 

 

There have been a dozen bar mitzvahs, weddings and funerals. I have never set 

foot in a house of worship uninvited and never lived in a house with high ceilings. 

My wife will not get a tattoo because she wants to be buried in a Jewish cemetery. 

My mother-in-law plucked her eyebrows into oblivion and then tattooed them back 

on. She's also never been drunk, whereas I once drank two forties of King Cobra 

every night for seventy days. When I say I will be cremated because I am afraid 

of zombies, people laugh as if I am kidding, but the body is the temple. 

 

 

 

メールのなかの宗教 

 

 

１ダースもの成人式が、結婚式が、葬式がある。わたしは招かれない教会にまだ入っ

たことはないし、そんな天井の高いところには住んだこともない。わたしの妻は入れ

墨をしようとしない、なぜなら、彼女はユダヤ人の墓地に埋葬されたいと思っている

からだ。わたしの義理の母は、思い出せないほどのむかしに、眉毛を引き抜き、その

ときに、そこに眉毛の入れ墨をした。彼女はまた決して酒を飲まなかったけれど、わ

たしのほうはといえば、かつて７０日間、毎晩、キング・コブラのフォーティーズを

２本飲んでいた。ゾンビになるのが怖いから、わたしは火葬されたいのだと言うと、

ひとは、まるでわたしが冗談を言っているかのように思って笑う。しかし、身体とい

うものは聖霊の宮である。 



 

 

Translation from ‘collective BRIGHTNESS’edited by Kevin Simmonds 

http://www.amazon.co.jp/Collective-Brightness-Lgbtiq-Religion-Spirituality/d

p/0983293198 

 

 

 

Joseph Ross 

 

The Upstairs Lounge, New Orleans, June 24, 1973 

 

 

1 

 

At the corner of Chartres 

and Iberville Streets, 

 

in a city that burned 

to the ground twice, 

 

the Upstairs Lounge was 

both gay bar and church. 

 

An uneasy mingling for some, 

a holy blend of desire and hope 

 

for others. You had to ring 

a bell to be admitted: 

 

a friendly bartender, a white 

baby grand piano. After the 

 

Sunday afternoon beer special, 

when desire had run its course, 

 

the hope came round and church 

began once a few chairs were moved, 

 

new music found for the piano. 



They sang like they deserved to. 

 

They prayed like they meant it. 

 

2 

 

Someone poured lighter fluid 

onto the stairs that rose 

 

from the sidewalk to the bar, 

then anointed those slick stairs 

 

with a match, creating a Pentecost 

of fire and wind 

 

that ascended the stairs 

and flattened the door 

 

at the top, exploding into the room 

of worshippers, friends, lovers, 

 

two brothers, their mother. 

The holy spirit was silent. 

 

No one spoke a new language. 

 

3 

 

Some escaped. Many died with 

their hands covering their mouths. 

 

One man, George, blinded by smoke 

and sirens, his throat gagged 

 

with ash, got out and then 

went back for Louis, his partner. 

 

They were found, spiral 

of bones holding each other 

 

under the white 

baby grand piano 



 

that could not save them. 

 

4 

 

Then came the jokes. 

A radio host asked: 

 

What will they bury 

the ashes of the queers in? 

 

Fruit jars, of course. 

One cab driver hoped 

 

the fire burned their 

dresses off. 

 

Some thought 

they heard laughter 

 

from a cathedral. 

 

5 

 

Thirty-one men died 

and one woman, 

 

Inez, the mother of 

Jimmy and Eddie. 

 

The three of them sat 

at a table, when this 

 

upper room exploded 

into flame and panic. 

 

Four others, though their bodies 

were identified by police, 

 

went unclaimed by their relatives. 

It is a shame those families 

 



didn't know Inez and her sons. 

Now all their sons are 

 

orphans of smoke. 

 

6 

 

After the whipping flames 

and the choke-black smoke, 

 

after the screams were singed 

into silence, after the sirens, 

 

the hoses, the arcs of water 

strung from truck to roof, 

 

after the water dripped 

from charred beams, after one 

 

man's burned body was 

pried from a window frame, 

 

and thirty-one others 

were gathered and lifted 

 

or swept into identifiable 

containers, no church 

 

would bury them, every 

house of God, a locked door, 

 

curtains drawn tight. 

Save one: a priest from 

 

St. George's Episcopal Church, 

who received hate mail 

 

for opening his sanctuary 

to this congregation of ash, 

 

now transformed into 

clouds of incense, 



 

rising like praise into the air. 

 

 

 

ザ・アプステアズ・ラウンジ, ニューオリンズ, 1973年6月24日 

 

 

１ 

 

シャルトル・ストリートと 

イベルビル・ストリートの一角に 

 

そこはシティーの 

二度、焼け落ちた場所で 

 

ザ・アプステアズ・ラウンジは 

ゲイ・バーと教会の両方を兼ねたところで 

 

ある人々にとっては、落ち着かない雑然とした場所で 

他の人々にとっては、欲望と希望の聖なる混合とも言うべきところだった。 

 

そこに入る許可を得るためには 

ベルを鳴らさなければならなかった。 

 

そこには、一人のフレンドリーなバーテンダーがいたし 

白い小さなグランド・ピアノがあった。 

 

日曜日の午後には、ビール・スペシャルのあと 

欲望がいつものコースをたどって 

 

希望がようやく訪れると 

教会では、いっとき、二、三脚の椅子を動かして 

 

ピアノに流行りの音楽を伴奏させて 

彼らは、歌うにふさわしい気分で歌を歌ったものだった。 

 

彼らは、まさに祈る気持ちをもって、こころから祈っていたのだった。 

 

2 

 



そのバーに面した通りから上り 

階段の上に立って 

 

ライターにオイルを注ぎ込んだ者がいた。 

それから、それらのつるつるした階段にオイルを塗りたくって 

 

マッチを擦ったのだった。それは聖霊降臨節をもたらしたかのように 

火と風が 

 

すごい勢いで階段を上ってゆき 

階段の最上段で、ドアをなぎ倒し 

 

祈りをささげていた者や、友だちたちや、恋人たちのいる 

部屋のなかにまで入ってきて爆発を引き起こしたのだった。 

 

二人の兄弟と、その兄弟たちの母親がいた。 

聖霊は沈黙していた。 

 

言葉を口にする者は一人もいなかった。 

 

３ 

 

逃げることができた者もいたが、多くの者たちが死んだ 

その口元を手で覆いながら。 

 

ジョージという、一人の男が煙とサイレンで目が見えなくなり 

喉に灰が詰まって 

 

いったん外に出て、それから 

彼のパートナーのルイスを探しに戻った。 

 

彼らの姿は見つかった、互いに抱き合いながら 

螺旋の形となった骨として。 

 

白い 

小さなグランド・ピアノの下で。 

 

それは、彼らの命を救えなかったのだった。 

 

４ 

 

あとになって、一つのジョークが口にされた。 



ラジオ番組のホストがこんなことを言ったのだ。 

 

おかまの灰を何に入れて 

そいつらを埋葬するのか？ 

 

もちろん、フルーツ入れさ。 

一人のタクシー・ドライバーが、こんなことを望んだ。 

 

火が 

あいつらのドレスを焼き尽くせばいいと 

 

笑い声が聞こえてくると 

そう思った者たちがいる 

 

大聖堂から聞こえてくると。 

 

５ 

 

三十一人の男性と 

一人の女性が死んだのだ。 

 

イネズは 

ジミーとエディーの母親だった。 

 

彼ら三人は、一つのテーブルを囲んで 

坐っていたのだ。 

 

上の部屋が爆発して 

炎とパニックを引き起こしたのだ。 

 

四人の他人もいて、彼らの身元は 

警察が確認したのだが 

 

彼らの身内は遺体を確認したいとも申し出なかった。 

彼らの家族にとって、恥だったからである。 

 

その家族たちは、もちろん、イネズや彼女の息子たちのことは知らなかった。 

いま、その家族たちの息子たちはみな 

 

煙の孤児となっている。 

 

６ 



 

鞭打つ炎と 

気管をふさぐ黒い煙のあとで 

 

炎のひとなめによって絶叫がわき起こり、それが止むと 

静寂となり、サイレンが鳴り響くと 

 

放水がはじまり、消防車から屋根へと 

切れ目なくつながった水が弧を描いていた。 

 

水が 

焼けて炭になった梁から滴り落ちて 

 

一人の男の焼死体が 

窓枠から覗き見られたあとで 

 

三十一人の遺体が 

いっしょくたにされて下ろされると 

 

誰が誰か確認できるコンテナー車のなかに 

さっさと運び入れられた。 

 

どの教会も、彼らの遺体を埋葬しようとはしなかった。 

どの神の家も、その扉に錠を下ろしていた、 

 

そのカーテンは、すっかり水びたしになっていたというのに。 

一人の男が、一人の牧師が、救いの手を差し伸べた。 

 

彼は、聖ジョージ監督派教会から派遣されてきたのだった。 

彼はヘイト・メールを受け取った。 

 

聖域を 

灰となったこの信徒団のために開放したために。 

 

いま、その灰は姿を変えて 

薫香の雲となり 

 

神を賛美して、空中に立ち上っている。 
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Jeremy Halinen 

 

Some Nights Even God Is Agnostic 

 

 

I found it in an empty box of toys. 

What I mean is: when I emptied 

the box of its toys, I found it 

in its emptiness. I know no other way 

to say this, so I'm waiting for the world 

to make me now, suitable words. 

Just as some words to be spoken, 

to transcend the universe of not. 

An emptiness in my mind tonight 

threatens to swallow the sky. 

But the stars stay where they are. 

 

 

 

夜によっては、神でさえ、不可知論者である 

 

 

ぼくは、からっぽのおもちゃ箱のなかに、そいつを見つけたんだ。 

ぼくが言ってるのはね、おもちゃ箱のなかをからっぽにすると、 

そいつがそいつのからっぽさのなかにあるってことを見つけたんだ。 

こういうふうに言う以外に言い方がわからないよ。 

だから、ぼくは、世界がいまにも適切な言葉を 

ぼくに言ってくれるんじゃないかなって思って待ってるんだけどね。 

そのいくつかの言葉が口にされると、たちまち、 

非世界を超越するだろう。 

今夜、ぼくのこころのなかにある、からっぽさが 

空をひとのみすると威嚇する。 

でも、星々は、それがあるべき場所にとどまったままなんだよね。 
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Megan Volpert 

 

A place without work is no heaven to me 

 

 

Sometimes during orgasm I see the face of dead friends. They are waving and smiling 

with laughter from up and across, happy I have checked in by flinging a moment 

of condensed purity over the wall between us. I believe they are working as much 

as I am, finishing business and settling their accounts. Glad as I am to see them, 

sometimes one of these faces disappears where I can’t get it back again, and 

I celebrate that they have found enough peace to get recycled. Whatever the 

methods, a soul is the part of humanity that is a perpetual motion machine. 

 

 

 

わたしにとっては、仕事のないところに、天国なんてものはないわね 

 

 

ときどき、オーガズムのあいだじゅうずっと、わたしには、死んだ友だちの顔が見え

るの。彼らは上へ横へと身体を揺らしながら笑い声をあげて笑っているの。わたしは

幸せだわ、わたしたちの間に立ちはだかる壁を越えて、凝縮した純粋さの瞬間を投げ

捨てることによって、わたしは死ぬのだもの。わたしは信じているわ、彼らがわたし

と同じくらい働いて、仕事を終えて、請求書を片付けているって。わたしはうれしい

わ、彼らと会うことができて、ときどきこれらの顔のうちの一つが消えるし、その顔

も二度とふたたび、わたしのところには戻ってこないのだもの。そして、わたしは祝

福するの、彼らの魂が再利用されて十分に平安を見出してくれたことを。だって、方

法がどんなものであれ、魂というものは人間性の一部で、それは永久機関なのだもの。 
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