
レズビアンとゲイとバイセクシュアルとトランス 

ジェンダーとインターセックスとクィアと 

クエスチョニングの詩人たちの 

英詩翻訳 連載 第二回 

 

 

田中宏輔 

 

 

Ruth L Schwartz 

 

 

Bath 

 

 

Through the hot water, your belly 

your lovely, fat, floating, abused belly, 

flesh you stick with daily needles 

which bruises, sometimes, into purple blossom. 

Desire branches there teeth-first, 

taking us bath. 

Love, to describe you 

perhaps I should start with your feet, 

scaly and nerveless, toenails gone, 

Under your skin the kidneys bloat, helpless to let go 



the long, clean, clear streams of urine, 

and when you wake a block, or up a flight of stairs, 

your arteries choke shut and airless, 

panting on their little tracks ─ 

how far away it seems, that castle, 

your struggling heart. 

Sometimes you look to me like an old woman, 

despairing and fat. 

Still, your breasts float toward me, 

hot, wet, buoyant moons 

I can hold in my two hands, 

and still, when we gather each other, 

rolling and sliding into sudden, holy want, 

the body says "Revere me," 

and I do. 

 

 

 

入浴 

 

 

湯を通して見える、おまえの腹、 

おまえの愛しい、太った、プカプカと浮いている、膨れに膨らんだ腹、 

毎日の注射を、おまえがずぶりと突き刺す、ぶよぶよとした肉、 

そいつは、ときどき、打ち身で、紫色の花のようなあざになっている。 

そこにある二本の枝のような腕が、わたしのさいしょのひと噛みがほしいというので 

わたしたちは湯につかる。 



愛、おまえのことを書くということ、 

たぶん、わたしは、おまえの足からはじめるだろう。 

鱗に覆われた、神経のない足、その足の指は爪がなくなっていて、 

おまえの皮膚の下の腎臓は膨れ上がり、尿に、 

長い、きれいな、しっかりとした流れをさせることができない。 

そして、一ブロック歩くか、ひと飛びに階段を駆け上がりでもしたら 

おまえの動脈閉塞部は閉じて、血が流れなくなり、 

おまえは、そのわだちや階段に息を切らして、しゃがみ込むことだろう。 

あの城まで、とても遠いように思えるのだ 

おまえの心臓がもがき苦しむほどには。 

ときどき、おまえは、絶望的にも太った、 

齢とった女のように見える。 

しずかに、おまえの乳ぶさが、わたしの方に向かって漂ってくる、 

あたたかくて、しめった、ふわふわした二つの月、 

わたしが、二つの手で、それが落ちないように支えてやろう。 

そして、二人はじっとして、互いに身体を抱き締め合って一つになると 

転がり、滑り、そして唐突に、聖なる欲望に至るのだった。 

おまえの身体がこう言うのだ、「おれのことを崇拝しろ」と。 

                        そして、わたしは崇拝するのだ。 

 

 

 

Translation from ‘collective BRIGHTNESS’edited by Kevin Simmonds 

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

p/0983293198 

 

 

 



Rafael Campo 

 

 

Madonna and Child 

 

 

By menopause, it’s not just estrogen 

my mother lacks. She’s lost her eldest son ─ 

that’s me, the one who’s queer ─ the doctor who 

once made her very proud. These days, I do 

my own wash when I’m home, I cook for her 

so she can take a break from all the chores 

She now refuse to assign to me. 

She sits, half-watching Oprah through her tea’s 

thin steam, her squint of disapproval more 

denial than it is disgust. She hears 

much better than she sees ─ it’s easier 

to keep out vision than it is to clear 

the air of sounds ─ and yet I know it’s age 

that stultifies her senses too. Enraged 

because she’s lost so much, I understand 

why suddenly she looks so stunned 

as from the television: “ … Bitch, she stole 

my boyfriend, my own mother did! …” I fold 

a towel noiselessly. I know she thinks 

it’s garbage, sinful, crap ─ just as she thinks 

that taking estrogen in pills is not 



what God intended, no matter what 

the doctors say; or that I’m gay is plain 

unnatural, she can’t endure such pain. 

The oven timer rings. The cookies that 

I’ve baked are done. I’ll make another batch 

though she won’t touch them: given up for Lent. 

My mother’s love. I wonder where it went. 

 

 

 

マドンナと子ども 

 

 

月経がとまって、お母さんになくなっちゃったのは 

女性ホルモンだけじゃなくって、自分の長男もなくしちゃったんだ。 

それって、ぼくのことで、ぼくって、おかまだけど、ぼくのことで、 

かつては、お医者さんが、彼女をとてもうれしがらせたんだよ。このごろ、ぼくは 

家にいるときには、自分で洗濯するし、彼女の代わりに料理もしてあげてるんだ。 

だから、彼女はすべての雑用から解放されて休憩することができるんだよ。 

いまではもう、彼女はみんなぼくにまかせて、自分ではなにもしようとはしないんだ。 

彼女はただすわって、お茶から立ち上るうっすらとした湯気を通して、 

オプラ・ウィンフリー・ショーを見ることもなく見たりしながら、それには 

うんざりしてるっていうよりは、否定的な非難のやぶにらみをきかせたりしてるんだ

けど 

彼女には、見ることよりも聞くことのほうがずっとじょうずにできるんだ。 

というのも、音楽を聴かないようにすることよりも、画面を見ないようにすることの

ほうが簡単だし 



それに、そのうえ、ぼくには、彼女の年齢というものもまた彼女の感覚をぶちこわし

てるってことがわかってるしね。 

彼女を猛烈に怒らせたことがあってね、というのも、そのとき、彼女はめっちゃとり

みだしちゃったんだけど 

ぼくには、なんで、彼女が突然、気が動転しちゃったのか、その理由がわかってるよ。 

テレビなんだよ。「…この売女め！ ぼくのボーイフレンドを盗みやがって！  

よりにもよって、自分の母親がそんなことするなんて！…」ぼくは、音がしないよう

に 

タオルを折りたたむ。ぼくには、彼女が思ってることがわかるよ。 

そんなことをするなんて、クズのすることで、罪深い、しょうもないことなんだって。 

ちょうど、ピルに含まれてる女性ホルモンをとることが 

神さまのお考えになってることではないと、彼女が考えているように。 

医者たちがどう言おうと、ぼくがゲイだってことは、疑いもなく 

不自然なことなんだけどね。彼女はそんな痛みには耐えられないんだ。 

オーブンのタイマーが鳴った。ぼくが焼いてたクッキーが 

焼き上がったんだ。もうひと焼きしようかな。 

彼女は、そいつには、ひと触れだってしようとはしないだろうけど。 

Lent を見るのは、あきらめなくっちゃ。 

ぼくのお母さんの愛か。いったい、そいつは、どこに行っちゃったんだろ。 

 

 

 

Translation from ‘collective BRIGHTNESS’edited by Kevin Simmonds 

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

 

 

 Some Kind of We 

 

 

These churchbells bong out 

one to another in easy conversation 

a pattern, a deep ringing that wants to say 

things are okay, 

things are okay ─ 

but things, they are not okay 

I can’t trust a churchbell, though I would like to 

the way I can trust 

that in this country, in every house and in most every 

apartment, there somewhere is a cabinet or drawer 

where it’s stashed, the large plastic bag 

with slightly smaller mashed together plastic bags inside it; 

it is overflowing, and we keep adding, 

bringing home more than we need, we should have 

to weave a three piece suit of plastic bags 

a rug, a quilt, a bed of bags even, anything 

more useful than this collection this excess 

why am I writing about plastic bags, because 

it is this year in this country and I am this person 

with this set of meanings on my body and the majority of what I have, 

I mean, what I literally have the most of in my apartment, more 



than plants, more than forks and spoons and knives combined, more than chairs 

or jars or pens or books or socks, is plastic bags, 

and I am trying to write, generally and specifically, 

through what I see and what I know, 

about my life (about our lives?), 

if in all this there can still be ─ tarnished, 

problematic, and certainly uneven ─ a we. 

 

 

 

幾種類かの私たち 

 

 

この教会の鐘が鳴り鎮まると 

ひとは、ひとと話をするのがたやすくなる 

それには、一つのパターンがあって、深く響く鐘の音を耳にすると 

万事はよしと言いたい気持ちにさせられるのだ。 

万事はよしと ── いや、万事は、よろしくないのだ。 

私には教会の鐘が信用できないのだ。 

私は信用できることがあるということ自体は好きなのだが 

この国にある、どの家にもある、ほとんどすべての 

アパートメントにもある、大切なものをしまっておく飾りダンスや引き出しの 

そのどこかにある、大きなプラスティックの袋。 

その袋の中には、いっしょくたにされてくしゃくしゃになった薄い小さなプラスティ

ックの袋がいくつも入っていて 

それはありあまっていて、さらにそれにつけ加えて、私たちはその数を増やしつづけ

ていくのだ。 



私たちが必要とする以上に、それを家に持ち帰るので、 

私たちは、そのプラスティックの袋を縒り合わせて、３組のものをつくらなければな

らなかったのだ。 

むらのない均一なプラスティックの袋で、膝掛け毛布や、掛け布団や、ベッドを。 

いったい、このコレクションよりも、このありあまったものたちよりも有益なものが

あるだろうか。 

しかし、なぜ、私はプラスティックの袋について書いているのだろうか。その理由は 

それが、この年のことであり、この国のことであり、この私自身のことであり 

それが、私の身に起こった一連のことであり、私が所有しているものの大部分のもの

であるからである。 

つまり、文字通り、私が私のアパートメントで持っているほとんどのものがそれで、 

プラスティックの袋は、鉢植えの数より多く、揃いのフォークやスプーンやナイフの

数より多く、椅子の数より多く 

ビンの数より多く、ペンの数より多く、本の数より多く、靴下の数より多いのだ。 

そして、私が見るものと私が知っているものとを通して 

私の人生について（私たちの人生について？） 

私はいま、一般的に、また個別的に書こうとしているのだ、 

もしも、これが、すべてのもののなかにあるとしたら──それはもう変色して 

私の頭を悩ませる、不可避的に不揃いのもの──ひとつの私たち──となっているだ

ろうと。 

 

 

 

Translation from ‘collective BRIGHTNESS’edited by Kevin Simmonds 

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

 

 

Ode to The God of Atheists 

 

 

The god of atheists won't burn you at the stake 

or pry off your fingernails. Nor will it make you 

bow or beg, rake your skin with thorns, 

or buy gold leaf and stained-glass windows. 

It won't insist you fast or twist 

the shape of your sexual hunger. 

There are no wars fought for it, no women stoned for it. 

You don't have to veil your face for it 

or bloody your knees. 

You don't have to sing. 

 

The plums that bloom extravagantly, 

the dolphins that stitch sky to sea, 

each pebble and fern, pond and fish 

are yours whether or not you believe. 

 

When fog ripped away 

just as a rust red thumb slides across the moon, 

the god of atheists isn't rewarding you 

for waking up in the middle of the night 

and shivering barefoot in the field. 



 

This god is not moved by the musk 

of incense or bowls of oranges, 

the mask brushed with cochineal, 

polished rib of the lion. 

Eat the macerated leaves 

of the sacred plant. Dance 

till the stars blur to spangly river. 

Rain, if it comes, will come. 

This god loves the virus as much as the child. 

 

 

 

無神論者たちの神へのオード 

 

 

無神論者たちの神は、あなたたちを火刑にしようとはしないだろうし 

あなたたちの指の爪をはがそうともしないだろう。 

その神は、あなたたちにおじぎをさせることもないだろうし、施しをさせることもな

いだろうし、鉤爪であなたたちの皮膚を引き裂くこともないだろう。 

金箔を買わせることもないだろうし、ステンドグラスの窓を買わせることもないだろ

う。 

その神は、あなたたちを急かしたりしようとはしないだろうし 

あなたたちの性的な飢えの形を曲げさせようともしないだろう。 

その神のために争われた戦争など一つもなく、その神のために石を投げつけられて殺

された女も一人もいない。 

あなたたちは、その神のために、あなたたちの顔をベールで覆う必要はないし 



あなたたちの血まみれの膝を隠す必要もない。 

あなたたちは歌う必要さえないのだ。 

 

たわわに実るプラム。 

空を海に縫いつけるイルカたち。 

どの丸小石も、どのシダの葉も、どの池も、どの魚たちも 

あなたたちが信じようと信じまいと、すべてあなたたちのものなのだ。 

 

ちょうど赤錆色の親指が月を横切って滑るように 

霧がさっと切り開かれるようにして消え去り 

無神論者たちの神は、あなたたちが真夜中に目を覚ましても 

野で裸足をさらして震えていても、あなたたちに報酬を与えようとはしないであろう。 

 

この神は、香料のじゃ香のにおいにこころ動かされることはなく 

鉢に盛られたオレンジにこころ動かされることもなく 

コチニール染料で刷け塗りされた仮面にこころ動かされることもなく 

きれいに磨きあげられたライオンのあばら骨でこころ動かされることもない。 

口にするがよい、神聖な植物の 

その水に浸されてやわらかくされた葉を。 

踊るがよい、星々がきらめく川のなかにその姿をくらますまで。 

雨よ、降るなら、降るがよい。 

この神は、子どものことと同じくらいに、ウィルスのことも愛しているのだ。 

 

 

 

Translation from ‘collective BRIGHTNESS’edited by Kevin Simmonds 
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Cheryl Dumesnil 

 

 

Chosen 

 

 

Dust and brown leaves blowing across 

the soccer field, a traffic light 

bouncing on its pole, the gusting wind 

suddenly cool, I roll up the window, 

slam the car into park, run up the driveway, 

yanking quilts off the clothesline. 

I had seen it coming ── smoky clouds 

billowing over the hill, crawling our way.  

The screen door slaps in its frame, 

and I find her curled on the bed, waiting. 

When she was six years old they told her 

the world would end like this ── 

a muscled beast filling her sky, thunder 

rattling glass panes, Her father 

hoarded blankets, stashed bottled water, 

canned beans under his bed. He packed 

a St. Christopher medal in her lunch box, 

hung the worn thread of a scapular 

around her neck as she left for school. 



He told her: When it happens, He will 

appear as a bright light, turn away 

from windows, only the chosen will be 

saved. I drop the quilts on the floor 

and lie down beside her, sweep 

hair from her collar, kiss her damp neck. 

A thunder blast. The first white bolt. 

I slide my hands inside her shirt 

and hold her. Yes, chosen. Yes,saved. 

 

 

 

選ばれたのよ 

 

 

埃と枯れ葉がサッカー競技場を横切って 

吹きすさぶ、車のライトが 

競技場のポールに跳ね返り、強い風が 

突然、涼しく感じられる。窓ガラスを上げて 

物干し綱から掛け布団をぐいっと引っ張り抜くように 

やや乱暴に公園のなかに車を乗り入れ、ドライブウェイを素早く走らせる。 

それがやってくるのを目にした ── 煙霧が 

うねりながら丘を越え、あたしたちのほうへと這うようにしてやってくるのを。 

衝立の扉はぴったりと縁に付けられていて 

そして、そこには、ベッドの上で身体を丸めて、あたしを待っている彼女の姿があっ

た。 

彼女が六歳だったとき、彼女の両親が、世界は 



こんなふうにして終わるだろうよと話した ── 

いかめしい獣が空いっぱいに舞うと、雷が 

窓ガラスをガタガタ言わせるだろうと。彼女の父親は 

毛布を集め、瓶詰めの水を蓄え 

自分のベッドの下に缶詰の豆を蓄えておいた。彼は 

彼女のランチボックスのなかに聖クリストファーのメダルを隠して 

彼女を学校にやるときには、彼女の首のまわりの 

肩甲骨のところに擦り切れた紐を掛けさせたのだった。 

彼は彼女に言った。「世界の終りがくると、そいつが 

閃光のようにして現われるだろう。おまえは窓から離れなきゃいかん。 

ただ選ばれた者だけが救われるだろう。」と。 

あたしは掛け布団を床の上に落とす。 

そして、彼女のそばに身を横たえ、彼女の襟元から 

彼女の髪の毛をさっとなで上げ、その汗で湿った首筋にキッスする。 

雷が一閃した。さいしょの真っ白に輝く稲光だった。 

あたしは、彼女のシャツの下に手をすべらせ 

そして、彼女の身体を抱きしめる。そうよ、あたしたちは、選ばれたのよ、救われた

のよ。 

 

 

 

Translation from ‘collective BRIGHTNESS’edited by Kevin Simmonds 
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RJ Gibson 



 

 

Agnosticism 

 

 

Maybe there is a Heaven, 

& maybe 

there's someone in it. 

Maybe 

You'll stare at the caramelized bread 

of your grilled cheese sandwich & see 

the face of your salvation. 

Maybe you'll say 

Oh, God 

at almost the right time: 

your car will be t-boned 

but your niece won't break her neck. 

Maybe they'll use the jaws of life, 

extract you 

from the car, get you to the OR on time, 

but on the table you die, 

for a minute, 

go into that great white light 

rippling with lilac about the edges, 

before you're pulled back 

into your life 

where the only thing shining 



is a bank of incandescent bulbs. 

 

 

 

不可知論 

 

 

たぶん、天国って、あるんだろうね。 

そして、たぶん 

そこには、ひとがいてね。 

たぶん 

あんたは、こんがり焼かれたチーズ・サンドウィッチの 

カラメルがまぶされたパンをじっと見つめたりするんだろうね。 

そして、自分が救助されてる顔を目にするんだろうね。 

ちょうど、こんなときかな、こんなときに 

たぶん 

ああ、神さま 

なんて、あんたは言うんだろうね。 

あんたの車がＴ字形にひしゃげているっていうのに 

姪っ子が自分の首の骨が折れていないようにって思うようなときにさ。 

たぶん、救急隊員たちは救命用の水圧式万力あごを使うんだろうね。 

あんたを車から引き出して 

手術室に間に合うようにって。 

でも、あんたは、台のうえで死ぬのさ。 

ほんのちょっとのあいだだけどね。 

道の端っこは、ライラックの花がさざ波のように揺れていて 

まぶしく輝く白い光のなかを、あんたは歩いて行くんだ。 



あんたが、あんたの人生に 

引きもどされるまえにね。 

そこでは、ただ一つのものが輝いてるだろうさ。 

光り輝く球根たちでいっぱいの土手がね。 

 

 

 

Translation from ‘collective BRIGHTNESS’edited by Kevin Simmonds 
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Sophie Mayer 

 

 

Spell for a Wooden Golem 

 

 

Grain is where I begin. 

The soft curl of the knife. 

Genesis or exegesis.  

Names I come to learn. 

 

Grain is where I begin 

to open. He is hand-knife, 

the Maker. He speaks such 

names as I will learn. 



 

Grain is where. I begin 

in the I and move like knife 

weeping sap through a self 

of names I have yet to learn. 

 

Grain is. Where I begin 

both his and is, is knife 

and wound. Scablike, I flesh 

the names he makes. To learn 

 

Grain. Is where I begin 

even true anymore? It'll knife 

you ── I am not the servant 

of the names you made me. Learn: 

 

Grain is where I begin 

to make my own knife 

handle-first the blade sighs 

names. I come to learn. 

 

 

 

木のゴーレムへの呪文 

  

 

木目は、おれがはじまる場所だ。 



ナイフの刃先の穏やかな丸み。 

創世記と、その註解。 

おれが学ぶことになる名前たち。 

  

木目は、おれが展開し 

成長しはじめる場所だ。そいつは小さなナイフで 

おれの造物主だ。そいつは口にするのだ、 

おれが学ぶことになる名前たちを。 

  

木目こそ場所だ、おれが、おれの 

なかではじまるのだ、そして、おれはナイフのように動くのだ、 

おれ自身の身から沁み出た樹液を 

おれがまだ学んでいない名前たちを滴らせながら。 

  

木目なのだ。おれがはじまる場所は。 

そいつのものとおれの存在の両方が、ナイフとそれがこしらえる傷の両方が 

はじまる場所なのだ。おれは、その瘡蓋のようなものをこそぎ落とす、 

そいつがこしらえる名前たちを。学ぶためにな。 

  

木目だ。おれがはじまる場所だ。 

だが、そいつは、もうほんとうのおれじゃないのか？ 木目が 

おまえをナイフでこそぎ落とすだろうってか ── おれは奴隷じゃないぞ、 

おまえがおれにつくったその名前たちのな。学べよ。 

  

木目は、おれがはじまる場所だ。 

おれ自身のナイフに、さいしょのひと削りを 

させる場所だ。その刀身は名前たちを嘆く。 

おれは学ぶことになる。 
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Megan Volpert 

 

 

The Two of Wands 

 

 

I remember how good a reading we got 

when Katie talked me into her tarot cards 

for once she was an expert 

in control of our interview with destiny 

ready to determine if her future was kissing me 

when I drew the Ten of Cups 

and seizing an obvious moment 

the deck spilling as our knees met 

our hands met our lips met 

 

but after our bodies came apart 

stuck to my back was the Nine of Swords 

and I have not seen Katie in years 



 

 

 

棒の２ 

 

 

覚えてるけれど、わたしたちのした解釈って、なんてすばらしかったのかしら。 

ケイティーがわたしを誘って、タロット占いをしたときのことよ。 

というのも、かつては、彼女は、タロット占いのエキスパートだったからよ。 

運命について、わたしたちが話してるときにも、ちゃんとしてくれてたし 

彼女の未来が、わたしにキッスすることだって、そう決心する用意もできてたわ。 

わたしが、聖杯の１０を引いたときにね。 

そして、その瞬間をきっちりと把握してたわ。 

わたしたちが膝をくっつけ合って 

手を握り合って、唇を重ね合ったときに 

カード全部、振り落としてね。 

 

でも、わたしたちの身体が離れたあとで 

わたしの背中が、剣の９に突き刺されたのよ。 

そして、わたしは、もう何年も、ケイティーとは会っていないわ。 

 

 

 

 

訳注  

棒の２：財産・荘厳さ・領主 

聖杯の１０：満足・人間愛の完全さ 

剣の９：失望・幻滅 
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