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Moe Bowstern 

 

 

 

I Give Up 

 

a poem of surrender and gratitude 

 

for John Rodgers 

 

 

I had a friend ── 

Didn't we all? ── 

Who died of what we used to call AIDS 

Remember that? “Full-blown AIDS” 

He was an artist ── 

Weren't we all? 

 

During his last winter I went to his apartment 



Before Christmas 

Helped construct what he called 

“Crap to sell at the holiday fairs” 

I was twenty-something, young for my age 

I quailed in the company of his agony 

Shrugged off his gratitude 

Painted little homo angels with my head down, 

Uncharacteristically monosyllabic. 

 

After an hour or so he limped to the couch, 

Laid down his cane, 

Saying it was time 

To give himself up to the cosmos. 

He tried to do it every day. 

“It's really hard,” he said, on his back 

Eyes closed 

Arms out 

Like the wooden homo angels I was painting. 

 

This was Chicago in the 90s 

We scorned Jesus Christ and horoscopes 

We believed in winter, and in dancing 

Balanced one against the other ── 

DeeLite, Monie Love, De La Soul ── 

We stayed alive by not dying. 

 

Almost 20 years later I am in an open boat, in Alaska 

Picking salmon from nets two or three times a day 

The nets stay put; we go back and forth. 

It's easier to think about the cosmos up here. 

 

A humpback pulls in one day, puts on a show 



Hear me say that, “puts on a show” 

How fishermen speak, downplaying everything 

As if time doesn't stop 

When the Great Ones rear up 

 

The humpback rises, impossible 

Vertical levitation 

The displaced ocean pours off its body 

A waterfall from its open mouth 

 

I hear the whale breathing 

From fifty feet away 

The air shimmers, sunlight skips on gray skin 

My sudden tears, 

The way I am holding my breath 

 

I have fished now decades, on and off 

My boss twice that 

The greenhorn is the first to speak. 

“Wow!” he says, shattering the sanctity, “I've never seen that before!” 

My boss and I exhale  

“Me neither” we say in turn, “Me neither” 

As the water erases the evidence 

Of the cosmos. 

 

The whale comes even closer after we leave 

Tears through two of our three nets 

Unzipped them 

Leadline sinks to the bottom 

Corkline and remaining web flutter on the surface 

Where they snare a passing flock of murrelets 

Tiny swimming birds 



 

They struggled, many of them still alive 

As we approach hours later, in the skiff 

Dismayed, a sinking gut, yet 

The beauty of the morning, 

The whale 

Dances still in our minds. 

 

We concentrated on the live birds 

Worked silently, our fingers clumsy 

Handling fragile feet, wings, legs 

Wrapped in monofilament. 

Our monofilament. 

Hunched over, gloves off 

We commit the sin of cutting the meshes 

To free the birds 

 

We flip them on their backs 

It's easier to see the clear web against the white breast feathers 

And keeps them from drowning. 

They strike us with their black beaks 

Over and over, biting us 

It's more startling than painful 

“I'm sorry,” I say,  

As the birds gasp, and stab. 

 

I save one, set it in the sea, reach for another 

It's oddly like picking fish 

From beyond the heaving handful 

I catch glimpses of the survivors, 

Paddling away on the tide 

 



Their wingbeats on the water 

Sound like applause, 

Like forgiveness. 

 

The others we bury in the garden. 

 

Sometimes in my life 

I get caught on the surface 

Between Above and Below 

 

I think of my friend, long dead 

And I stretch out on the sofa, 

Give myself up to the cosmos 

 

The murrelets come to mind 

A tiny bird on its back strikes at huge hands 

That only want to help 

 

Relax! Let go! 

I will be freed! 

 

From the couch, twenty years ago 

I hear my friend's exhausted voice 

“It's really hard.” 

 

 

 

 

ぼくも, もう限界だな 

 

譲渡と感謝の詩 

 



 

John Rodgers に捧げて 

 

 

ぼくには友だちがいた ── 

みんなにも, いたんじゃない？ ── 

エイズって,ぼくらが呼んでるもので亡くなったんだ 

おぼえてる？ 「発症したエイズ」のこと 

彼は, 一人のアーティストだった ── 

みんな, そうだったんじゃない？ 

 

彼の生前さいごの冬に, ぼくは彼のアパートメントに行った。 

クリスマスまえで 

「休日フェアで売るというクソみたいなこと」って 

彼がそう呼んでた売りものの企画を手伝ってて 

ぼくは二十歳そこそこで, じっさいの齢より若々しく見えたころで 

ぼくは, 彼が死ぬような苦しみを味わっているのを間近に見て怖気づいた 

彼は感謝の気持ちを表して肩をすくめた 

ぼくの頭のしたにある同じ形をした小さな天使の人形たちの色塗りを, ぼくがしてあ

げたからだけど, 

それは, どこにでもあるようなつまらない人形だった 

 

一時間かそこらして, 彼はカウチのほうにびっこをひきながら移動した 

彼はステッキをしたに置いて 

もう時間だよ, と言った 

宇宙に身をゆだねる時間だよと。 

彼は, 毎日そうしようとしていた。 

「ほんとに, しんどいよ。」と, 彼は言った。仰向けになって 

目をとじて 

腕をだらんと伸ばして 

ぼくが色塗りしていた, 木でできた同じ形をした小さな天使の人形たちのように 

 



これは９０年代のシカゴでの話だ 

ぼくたちは, イエス・キリストと星占いに悪態をついた 

ぼくたちは, 冬がいいものと信じていた, ダンスがいいものと信じていた 

一人一人, 互いにバランスをとって ── 

ディーライト, モニー・ラブ, デ・ラ・ソウル ── 

ぼくたちは, 死なないことによって, ようやく生きていた 

 

およそ二十年後、ぼくは一艘のボートに乗っていて, アラスカで 

日に, 二度か, 三度, 網で鮭を獲っていた 

網をそこに置いたままにして, ぼくたちは戻って, またそこに行ったりしていたんだ 

ここでは, 宇宙というものについて考えるのはたやすかった 

 

ある日, 一頭のゴドウクジラが引き出されて, 見世物にされたんだ 

ぼくがこう言うのを聞いてよ, 「見世物にされたんだ」 

漁師たちがどういうふうにしゃべったかって言うとね, こんなことはどうってことな

いことだよって 

まるで時間というものが止まらないかのように 

そのとき, その偉大な漁師たちは, 意気軒昂として, そう言ったんだ 

 

そのゴドウクジラは身を起こそうとしたけど, できなかった 

水平面に垂直にまで起き上がることは 

運ばれてきた海水がその軀に注がれたけど 

そのゴドウクジラの開いた口に滝となって流れ落ちていった 

 

ぼくにはそのクジラが息をするのが聞こえた 

五十フィート離れたところにいるのに 

空はぼんやりと光を放っていて, 灰色のその皮膚のうえに太陽光線が反射してキラキ

ラ輝いていた 

ぼくの目にとつぜん涙がこみ上げた 

遠く離れたところで, ぼくは固唾をのんでいた 

 

ぼくは, いままで何十年も魚を獲ってきた, ときどきだけどね 



ぼくのボスは, 二度経験していてね 

あるとき, 新参者がさいしょにこう口を開いたんだ 

「わおっ！」と, そいつは言った, 神聖な雰囲気をぶち壊して, 「こんなのいままで

一度も見たことがないですよ。」 

ぼくのボスとぼくは, うんざりしてこう言った 

かわるがわる口々に, 「わたしも見たことがないよ。」, 「ぼくも見たことがないね。」

と 

そのとき同時に, 海はしるしを消し去ったんだ 

宇宙というもののしるしを 

 

そのクジラは, ぼくたちがその場所を離れたあとで, すぐ間近に迫ってきていた 

三つの網のうち, 二つの網が破けて 

裂け目となって開いてた 

側鉛線は底まで沈み 

水に浮いた綱と残りの網の部分が海の波のうえを上下していた。 

けなげにも泳いでいる小鳥たち 

そいつらは懸命に戦い, そいつらのうちの多くのものがまだ生きていた 

何時間もあとで, ぼくたちの船が近くに行ったときに, 小さなボートのなかで 

沈んでいく釣り糸がまだ心配だったけど 

朝は清々しく美しく 

そのクジラと 

そのクジラのダンスは, まだぼくたちのこころのなかに残っている 

 

ぼくたちは, 生きてる鳥たちの姿に見入っていた。 

ぼくたちは黙って作業した, ぼくたちの指は不器用だと思った 

そいつらの傷ついた足や翼や脚をほどいてやるのには 

網の目にからまったそいつらを 

ぼくたちの網の目からほどいてやるのに, ぼくたちは指先をくっつけたり、離したり

してたのだけれど 

そのうち網を切断するというとんでもないことをしなければならない破目になってし

まった 

鳥たちを自由にしてやるために 

 



ぼくたちはそいつたちの背中をぐいと押してやった 

鳥たちの胸部の白い羽とくっきり見えてる網を見分けるのは簡単だった 

そして, そいつらが溺死することから守ってやったのだった 

でも, そいつらは黒いくちばしで, ぼくたちを突っついたんだ 

何度も何度も, ぼくたちにかみついてきたんだ 

それには, 痛いと言うよりは, びっくりしたって感じかな 

「ごめんね。」と, ぼくは言った 

そいつらが死んで, そいつらの死がぼくのこころに突き刺さるたびに 

 

一羽の鳥の命を救ってやると, そいつをちゃんと海に放してやって, べつの一羽の鳥

のほうに手を伸ばした 

魚を獲るのが好きだなんてことは, へんなことだと思う 

必要最低限の量を超えてね 

ぼくは生き残った連中のほうにちらっと目をやった 

そいつらは波のうえで, 足で水をかいて離れていった 

 

そいつらの海のうえでの翼の羽ばたきは 

拍手喝采のように聞こえた 

ゆるしのように聞こえた 

 

ほかの鳥たちはぜんぶ, ぼくたちは庭に埋めてやった 

 

人生において, ときどき 

ぼくは, 表面的なことにとらわれる 

その表面のすぐ上にあることと, すぐ下にあることとのあいだのことに 

 

ぼくは, ぼくの友だちのことを考える, 彼が亡くなってずいぶん経つのだけれど 

そして、ぼくはソファに身を横たえ 

宇宙に身をゆだねる 

 

ウミスズメたちの姿がこころによみがえる 

あの小さな鳥たちが背を向けて, 人間の大きな手に抵抗していたことを 



ぼくたちはただ助けてやりたかっただけだったのだけれど 

 

落ち着けよ。 かまいはしない。 

ぼくだって, いつの日か, 解放されるんだ。 

 

そのカウチから, 二十年まえの 

ぼくの友だちの疲れ果てた声が, ぼくの耳に聞こえた 

「ほんとに, しんどいよ。」って声が。 

 

 

 

Translation from ‘collective BRIGHTNESS’edited by Kevin Simmonds 

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

p/0983293198 

 

 

 

 

Joseph O. Legaspi 

 

 

 

The Homosexual Book of Genesis 

 

 

It is a short book. 

 

God in His righteous glory conjures up 

everything: the separation of Light 

 

and Dark, firmaments, land and sea, 

vegetation and beasts. On the sixth day 

 



God, in His image, create Adam 

and Adam, sons of His patriarchal regime. 

 

Then God rest. Then, no begetting. 

No litanies of descendants. Hence, 

 

fatal rivalry between brothers, golden calf 

worship and heavy rain are avoided. No exodus, 

 

locusts, thorns, crucifixion and resurrection. 

God rest absolutely, the seventh day eternal. 

 

The serpent remains, coiled up a fruitless 

tree. But as God's will, there calcified 

 

in the larynxes of Adam and Adam: desire. 

 

 

 

 

創世記のホモセクシュアル・ヴァージョン 

 

 

それは, 一冊の薄い本である。 

 

当然のことながら, 賛美にふさわしい神は, 現出させられた 

すべてのものを。光と闇を分けられ, 

 

空と陸と海を分けられ, 

植物と獣を分けられた。天地創造の第六日目に 

 



神は, 自らの形象のなかで, ご自分の思われる通りの 

族長制度のご子息である, アダムとアダムを想像された。 

 

そして, 神は休まれた。そして、それからは, 子どもは産まれないし 

子孫を持ちたいという願いもなかった。このときから 

 

二人の兄弟のあいだに, 宿命の対立が生まれた。しかし, 黄金の子牛への 

崇拝も, ノアの洪水も避けられた。出エジプトもなく, 

 

イナゴの襲来も, イエス・キリストの冠のイバラも, 磔も, 復活もなかった。 

神はすっかりお休みになられて, 天地創造の第七日目が永遠につづいた。 

 

ただそこには, いにしえの蛇が残っていた。実のならない木にとぐろを巻いて 

のぼっていた。しかし, 神のご意志のままに, 蛇はそこで固まって動けなかった。 

 

アダムとアダムの喉のなかで。それこそは, 人間の持つ欲望そのものであった。 

 

 

 

 

訳注 

 

Adam's apple （男ののどに見える）のどぼとけ（Adam が禁断のリンゴを食べたときにのどに

つかえたという伝説による）（『カレッジクラウン英和辞典』の Adam の項より）。この詩の

さいごの方の詩句のユニークなところは、そのつかえたリンゴを、いにしえの蛇、すなわち悪

魔としているところであろうか。ここから、知恵の木の実とは、じつは欲望のことであり、悪

魔のもう一つ別の名前であったのだとか、誘惑される者とは、じつは誘惑する物であって、か

つ誘惑する者でもあったのだとか、そんなことをも思い起こされた。あ、それと、喉のなかの

悪魔って、言葉のことかなとも思った。知恵＝言葉でもあるし、言葉＝悪魔でもあるし、もち

ろん、知恵＝神でもあり、言葉＝神でもあるんだろうけどね。自同律だな。 

 

 

 



Translation from ‘collective BRIGHTNESS’edited by Kevin Simmonds 

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

p/0983293198 

 

 

 

 

G. E. Patterson 

 

 

 

Job 

 

 

The Lord let me know early in the day 

trouble was coming when He sent a woman 

toward me in a tight dress, snapping gum 

and working her hips hard. He turned her head 

to the right just as I moved close enough 

to say hello. She wasn't all that fine, 

but I sure could have used a different start 

to my day. Seven A.M. and no love. 

 

The Lord followed up fast with a black man 

in a red, double-breasted suit and shoes 

with monkstraps. Their high shine sent the sunlight 

straight into my eyes, blinding me. The dog 

patrolling the front yard where I passed them 

tried to run me away from his fence, snarling. 

I stared at God's signs.    Here's what you can't have:Here's what you can't have:Here's what you can't have:Here's what you can't have:    

A reA reA reA regular woman, nice clothes, peace.gular woman, nice clothes, peace.gular woman, nice clothes, peace.gular woman, nice clothes, peace.    

My hand in my pocket, fingering change. 



 

 

 

Translation from ‘collective BRIGHTNESS’edited by Kevin Simmonds 

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

p/0983293198 

 

 

 

 

仕事 

 

 

主は, 朝早く来られて, ぼくに教えてくださった。 

わざわいは, 主がぼくのところに一人の女を送ってくださったときに訪れたのだと。 

ぼくにあてつけてなのか, 身体にぴったりくっついた服を着て, チューインガムを 

くちゃくちゃ言わせながら, お尻をプルプル激しく振っている女を。 

ぼくがさようならを言うのに十分なほど近くにまで寄ったちょうどそのとき, 主は 

お顔を右に向けられたのだけど, ほんとに, 彼女はいけすかない女だった。でも, 

ぼくは, きょうは, ぼくの一日のために, 違うスタートを切れると思ってたんだ。 

朝の七時に, 愛はないのね。 

 

主は, 一人の黒人の男のあとにぴったりくっついて歩いていらっしゃった。 

赤いダブルスーツを着て, モンクストラップの靴を履いた黒人の男。彼らの 

高貴な輝きが太陽光線を反射して, ぼくの目のなかにまっすぐ入ってきて, ぼくは 

目が見えなくなってクラクラしたんだけど, 前庭をパトロールしてる犬がいてね, 

ぼくが彼らのまえを横切った前庭にさ, そいつは、そいつのいる囲いのなかから,  

ぼくのいるほうに向かって走ってこようとしたんだ。ワンワンうるさく吠え立ててさ。 

ぼくはふと, 神さまのサインに見入った。ここにあるのはここにあるのはここにあるのはここにあるのは, , , , きみにあげられないものきみにあげられないものきみにあげられないものきみにあげられないもの

だけ。だけ。だけ。だけ。それってそれってそれってそれって, , , , ほんとうの女とほんとうの女とほんとうの女とほんとうの女と, , , , いい服といい服といい服といい服と, , , , こころの平和とね。こころの平和とね。こころの平和とね。こころの平和とね。 

思わず, ポケットに突っこんでたぼくの手がさ、指をくりくりくりくり動かしちゃっ

たよ。 



 

 

 

 

Jeffery Beam 

 

 

 

St. Jerome in His Study 

 

after Dürer 

 

 

There is a jar 

buried beneath the cloister 

with five words I have 

kept in my pocket 

all my life 

 

solitude and wisdom 

light and virture and 

a shadow of pain with thick lips 

drinking from a cup 

 

Once        in the gardens 

I watched a sparrow 

carry a blue silence 

to the mountains 

 

It was a rosy sorrow 

I caught there 

an underground rolling 



of pure water 

life's ever- 

lasting dahlia 

sacred 

 

How the sunlight 

sweetens the room 

all I own written in the very boards 

what I have given away 

what comes to me 

 

The mangled flesh 

of fish 

in a basket 

A weaving staccato 

watering my soul 

 

The almond 

a taste I will never forget 

brown 

beautifully simple 

 

 

 

 

思索に没頭している聖ジェローム 

 

Albrecht Dürer に倣って 

 

 

ひと壺の瓶がある。 



修道院の中庭に面した廊下のしたに埋めてある。 

わたしが一生のあいだ 

ポケットに入れておいた 

五つの言葉といっしょに埋めてある。 

 

孤独であることと, 賢明であることと 

明るい表情でいることと, 道徳的であることと, 

ほんの少しの苦痛を、この分厚い唇で 

わたしはコップから飲み込む。 

 

かつて 中庭で 

わたしは, 一羽のスズメを目にした。 

その小鳥は, 青い静寂を 

山々に運んでいた。 

 

それは希望にあふれた悲しみで 

わたしはそこで授かった 

地面のしたを渦巻き流れる 

純粋な水 

生命という, 永遠 

不滅のダリア 

神への供物。 

 

日の光は 

なんと, わたしの部屋をすばらしいものにしてくれるのだろう。 

ここにある文字板に, わたし自らが書いたすべてのことどもを。 

わたしが譲り渡すすべてのものたちを。 

わたしのところに訪れたすべてのものたちを。 

 

切り刻まれた肉 

魚の 

ひと籠のなかの 



それは, わたしの魂を 断続的に撚り合わせ 

それに波形の模様をつける。 

 

アーモンド 

わたしには, けっして忘れ去ることができないであろう味と 

ただただ茶色であるというだけの 

まことにすばらしい単純さよ。 

 

 

 

Translation from ‘collective BRIGHTNESS’edited by Kevin Simmonds 

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

p/0983293198 

 

 

 

 

Amir Rabiyah 

 

 

 

Invisible Man 

 

 

My forehead touches the ground... 

I whisper the words: Subhana Rabil Allah* 

 

I think the gentle prayer rug beneath me 

I thank the earth beneath my supplication 

 

In the middle of the room, I appear 

as just another Arab man. 



 

The worshippers do not know 

that I ask God to give me the strength 

 

to move in this world 

 

as both 

a sister and a brother.  

 

 

 

 

*Oh Allah, glory be to you, the most high 

 

 

 

 

透明人間 

 

 

おでこを地面にくっつける… 

ぼくは、この言葉をつぶやく、「聖なる主 アッラーよ*」と。 

 

ぼくは、ぼくの身体のしたにある、異教徒のお祈り用の敷物のことを考える。 

ぼくは、ぼくのこころからの願いを聞いてくれているこの地球に感謝している。 

 

部屋の真ん中で、ぼくは、 

もう一人のアラブ人の男のように見える。 

 

礼拝者たちは知らない。 



ぼくが神さまに、どうかぼくに、お力をお与えくださいって、お願いしているのを 

 

この世界に出入りすることができるお力をと 

 

一人のシスターでもなく、一人のブラザーでもなく 

その両方として。 

 

 

 

 

*おお、アッラーよ、あなたに栄光あり給え、最も高尚なお方よ 

 

 

 

Translation from ‘collective BRIGHTNESS’edited by Kevin Simmonds 

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

 

 

 

A Prayer 

 

 

Sunday Mornig: Gay Pride Day 2001. 

I breakfast alone at the Café Colonial. 

 

Rita waits on me; I read the times, 



grance out at quiet Houston St. 

 

At 9 am, the café is still empty 

Then in comes a tribe of teenage boys, 

 

Carrying books and notepads, 

escorted by a plump man in gray. 

 

His book has a frayed, twisted ribbon. 

Ah, the cover is Bible Black. 

 

They sit opposite me, 

a religious group visiting Sin City. 

 

I eat my omlet, homefries, toast. 

Halfway through the Book Review 

 

I glance up. One of the boys 

is staring right at me. Sadness, 

 

maybe even desire in his glance. 

I recognize myself in him, 

 

as he wonders about me. 

He is handsome and shy. 

 

And afraid. And alone. 

Please God, don’t let them 



 

destroy him. Show him 

he is loved and worthy. 

 

Keep him from self-hatred. 

Give him enough good fortune 

 

to make him happy, enough 

misfortune to make him wise. 

 

 

 

 

一人の祈る人 

 

 

日曜の朝だった。２００１年のゲイ・プライドの日に 

ぼくは, カフェ・コロニアルで, ひとりで朝食をとっていた。 

 

リタが, ぼくに給仕してくれていて, ぼくはタイムズを読んでいた。 

静かなヒューストン・ストリートに, ちらりと視線を向けた。 

 

朝の９時には, カフェはまだからっぽだったのだけれど 

そのとき, ティーンエイジの少年たちの一団が入ってきた。 

 

本とメモ帳を持って 

グレイの服に身を包んだまるまると太った一人の男に付き添われて。 

 

その男の本には, 擦り切れてボロボロの, ねじけたリボンがついていた。 



ああ, その本の表紙は聖書の黒い色だった。 

  

彼らは, ぼくの向かい側の席に坐った。 

罪なる都市に, 宗教的に敬虔な一団が訪れたのだった。 

 

ぼくは, オムレツとフライとトーストを食べた。 

ブック・レビューを途中まで読んだところで 

 

ふと目をあげた。少年たちのうちの一人が 

ぼくの顔をまっすぐにまじまじと見つめていた。悲しみがあった。 

 

あるいは, 欲望といったものさえ, 彼の一瞥のなかにはあったかもしれない。 

ぼくは, 彼のなかに, ぼく自身がいることを感じていた, 

 

彼が, ぼくについてあれこれと思いをめぐらしているあいだに。 

彼は, ハンサムで, シャイだった。 

 

そして, おびえてもいた。そして, 一人で孤独でもあった。 

どうぞ, 神さま, 彼らにさせないでください。 

 

彼のことをダメにしてしまうようなことは。そして, 彼に教えてあげてください。 

彼は愛されているし, また愛される価値があるということを。 

 

彼を自己嫌悪の思いには陥らせないでください。 

彼には, 十分なほどに幸運を授けてください。 

 

彼のことを幸せにする幸運を。そして, 彼には, 十分に 

彼のことを賢くさせる不幸を与えてください。 
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Emanuel Xavier 

 

 

 

The Omega Has Been Postponed 

 

 

Jesus has decided to hold the second Coming on another planet 

to allow other life forms the opportunity of more interesting ways of killing 

him 

while, down on Earth, the cult of Catholicism enjoys 

the materialism of crucifixes 

and awaits a forced apocalypse 

assuring the fanfare of his arrival by claiming everything 

from New Orleans to Haiti 

as proof that he loves them and only them 

Despite the fact that he has not even called for over two thousand years 

Perhaps someday, fua!, he will grace us with a visit 

Until then, Earth remains the asshole of the universe 

 

 



 

 

世界の終末は延期されている 

 

 

イエスは, 他の惑星に, 二回目の来臨を行わないことに決めている 

自分を殺すもっとおもしろい方法がいくつもあるという機会を, 他の生命形態に認め

る再臨を 

一方, じっさいのところ, カトリック教の崇拝者たちは, なにかと言うと 

十字架を持ち出すという, 唯物主義を弄んでいるのだが 

また, わざとらしい天のお告げをも待ち望んでいるのでもあった 

ニュー・オールリンズからハイチまで 

あらゆることにケチをつけることによって, 彼の来訪が派手に行われるという確信が

あるのだが 

二千年以上ものあいだ, 彼が呼び求められたことがないという事実があるにもかかわ

らず 

彼は彼らのことを愛しているし, また彼らのことだけを愛しているからなのだが 

おそらく, いつの日か, ああ, きっといつの日かはね, 彼は, 派手にご来訪くださる

だろうね 

そのときまではさ, 地球は相も変わらず, 最悪の世界のままだろうけれどね 
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Franklin Abbott 

 

 

 

Koan 

 

 

my face 

before my birth 

was half 

my father's face 

looking 

back into 

eternity 

the half-him 

that was me 

fought countless wars 

loved myriad women 

sired a thousand sons 

a thousand daughters 

 

I am the end of all that 

I am fruit ripening 

with no seed to plant 

no progeny to offer 

a crowded world 

my gift is who I am 

outside of history 



facing time dissolving 

in an ever present moment 

with gentle men 

whose loving 

knows no purpose 

but to kindle 

in our hearts 

the quiet light 

of peace 

 

 

 

 

公案 

 

 

わたしの顔 

生まれるまえの 

その半分は 

父の顔で 

永遠を 

さっと 

眺め渡す 

彼の半分は 

わたしで 

数えきれない戦

いくさ

で戦い 

無数の女たちを愛し 

千の息子たちをつくり 



千の娘たちをつくったのだった 

 

わたしはそれらすべての者のうちで最後の者で 

わたしは熟した果実であり 

それは植えても種をつくらないし 

残すべき子孫もつくらない 

すでに人でいっぱいのこの世界には 

贈り物は, わたし自身であり 

そのわたしは歴史の外部にいて 

溶解する時間に直面している 

絶えずいまというこの現在の瞬間に 

恋人とともに 

その恋人は愛している 

目的もなく知識を 

しかし, わたしは灯す 

わたしたちのこころに 

その静かな灯火

ともしび

を 

平安の 
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Chrissy Anderson-Zavala 

 

 

 

The Cross 

 

 

On the border between Tecate and Centro 

power lines crackle and buzz overhead 

like flies swarming under our eyelids; 

boulders transform to skulls that chatter 

and stare and say nothing. East of Tecate, 

Border Patrol agents perch atop sandstone 

mountains, all quiet gleaming steel. The soil 

gathers ── clandestine ── in our nostrils. 

 

Bullet holes mock religious wanderers; 

this is not desert. Twelve times, Jesus has died here, 

trying to find reprieve. 

 

 

 

 

 

磔台 

 

 

テカテとセントロのあいだにある国境で 

頭上を, 電力線がパチパチ、ブンブンうなっている 

まるで, まぶたのしたに群がる蠅のように。 

巨礫が頭蓋骨に姿を変える, そいつは 

歯をガタガタさせて, ジロジロ見るけれど, 口はきかない。 



テカテ東部では, 国境警備隊の代理人たちが, 砂岩でできた山の 

頂上に腰を据えている。すべて静かにキラキラ輝いている鉄だ。 

土地が寄り集まる ── 内緒だが ── わたしたちの鼻の穴のなかでだ。 

 

銃弾の穴が, 宗教的に迷っている人たちをあざ笑っている。 

これは砂漠ではない。十二回, ここで, イエスは死んでいる, 

死刑の延期をなんとかうまく手に入れようとして。 
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Shirlette Ammons 

 

 

 

Roberta is Working Clergy 

 

 

Roberta works the Savior’s packing line 

pearled in purple choir curtains and citrus sponge curlers 

she and The Word perch on slaughtering surfaces 

slaying Satan and singeing curt breathing from early cocks 

Roberta is The Blood, The Way, The Water 

 

In the break room, 

Lance chips and honey buns wait with TD Jakes 



Roberta binds the sweets in thin slices of Scripture, 

gurgles, urgently, her nurturing need, Lord, 

Have Mercy on your working Durga, she pleads; 

 

Bosses, Hell-bound Heathens, she calls them, 

mimic her calling, curse her unskilled alter 

yet, they gather, the fishes and loaves, 

at the feet of her cock-slit pulpit 

eager to be dismantled, 

like the gizzard from the giblet, 

The Word, their perfect minimum wage 

 

Before break time unburdens its serpents, 

lurking with demerits & demotions, 

The Spirit splays like disobedient turkey gall 

she stays, Rahab amidst the loosened walls of Jericho, 

to gird the Unlearned hurrying to The Promised Land 

 

Roberta benedicts the persecuted, 

from God’s forgone turf, they disperse 

on the brink of the briny Jordan 

the scarlet rope saves her page, 

she approaches the throne of Herod 

to receive her scalding 

burning in faith for tomorrow’s crossing 

 

 

 

 



ロバータは, 聖職者として働いている 

 

 

ロバータは, サヴォア工場の缶詰工程

パツキング・ライン

で働いている。 

紫色の豪華な垂れ幕

オーストリアンカーテン

と蜜柑色のスポンジ・ヘアカラーは, 真珠がちりばめられていて 

彼女と神なる言葉が, 殺戮現場のうえに腰掛けている。 

サタンを殺し, まだ若い鶏の皮膚を, ひと呼吸のあいだ, 焼き焦がしているのだ。 

ロバータは, 神なる血であり, 神なる道であり, 神なる水である。 

 

休憩室では 

ランス・ポテト・チップスと蜂蜜を塗った菓子パンが, ＴＤ ジェイクスといっしょに

待っている。 

ロバータは, 聖書を破ってつくった薄い紙切れに, その甘い菓子パンを挟み込む。 

蜂蜜がどぼどぼと流れ落ちる, べったりと流れ落ちる, 彼女は, そうならないように

しなければならない,「主よ、 

あなたの働き手ドュルガにお慈悲を垂れたまえ。」 そして, 彼女はこう言い訳する。 

 

雇い主たちは, 魔界の異教徒たちなのよ, と彼女は彼らのことをそう呼ぶ。 

彼らは彼女の呼ぶものの姿をまねて, 彼女の力で変身しようとするのだが, 

まだ未熟でできず, 彼らはいっしょに合わせる, 魚と一焼きのパンを。 

そして, 彼女の足元に横たわる雄鶏たちの細長い説教壇のところで 

一所懸命に, それを取り壊そうとしているのだった, 

鶏の臓物の塊から, 砂袋を取り除くように。 

神なる言葉, 彼らが与える, まったく付け入る隙のない完璧に最低な給料。 

 

休憩時間のまえに, その毒蛇たちをこころのなかから締め出す。 

数々の罰則と降格というものをもって待ち伏せしている毒蛇たちを。 



精霊が, 従順でない七面鳥の胆嚢のように, 斜めに広がる 

彼女は持ちこたえる, ラハブがエリコの壁をぐらぐらさせているさいちゅうに 

約束の地に急ぐ無学の人々を守るために。 

 

ロバータは, 迫害された人々を祝福する。 

神があきらめた芝地から, 彼らは散り散りになったのだ, 

塩水のヨルダン川の崖っぷちに。 

緋色のひもが, 彼女の命をいっとき救う, 

彼女はヘロデ王の玉座に近づく。 

彼女の焼けるような 

あしたの異種交配に対する信仰への渇望を受け取るために。 

 

 

 

 

訳注 

 

savior: 救助者, 救済者, 救い主。（『カレッジクラウン英和辞典』より）。savior をわざわざ

訳注に入れることにしたのは, この詩では, Savior's packing line となかに出てくるのだが,

「サヴォア工場の缶詰工程」という具合に、固有名詞として訳したのだが, savior の意味が, 

詩全体の意味にとって, のちのち効いてくるものなので, 訳注にしたためることにしたので

ある。この英詩は, これまでぼくが訳したもののなかで, もっとも多くの訳注をほどこした詩

になった。 

 

purple: 神 ,々 聖職者, 宗教に関わる色。大祭司の衣装などの色。（『イメージシンボル事典』

の purple の項より） 

 

curtain: 物を隠したり, 防ぐ役目があり, 祭壇の神の, 火のような輝きを隠す。（『イメージ

シンボル事典』の curtain の項より） 

 

choir curtain: この言葉は辞書には載っていなかったので, ネットで検索してみたら, チュ



ーブにコーラスたちが出てきて歌い終わると, するするとカーテンが上がっていくものが一

つ見つかったのだが, 映画館や劇場でよく見かけるあの豪華なカーテンのことで, choir が

「聖歌隊」のことなのだが, 等間隔にワイヤーで吊り上げていく, 貝殻状のひだひだ模様がつ

ぎつぎとできながら持ち上がっていくカーテンで, カーテンについてネットでひつこく調べ

ていると, あれを「オーストリアンカーテン」と呼んでいたショップが何軒か見つかった。

choir curtain では, 英語での検索でも, そのチューブ１つしか検索にひっかからなかった。

「オーストリアンカーテン」は, 外来語だが, すでに日本語になっていて, ネットの検索にも

数多くひっかかった。よって, その言葉を「豪華な垂れ幕」のルビとして使うことにした。 

 

The Word: ダブリュウが大文字である。これは, ヨハネによる福音書の冒頭, In the beginning 

was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. 初めに言

ことば

があった。言

は神と共にあった。言葉は神であった。（ヨハネによる福音書一・一）から。はじめは, 「御

言葉」と訳そうかなとも思ったのだが,「神である言葉」と訳した。聖書では, the Word, こ

の詩では, The Word となっており, 単なる言葉や, 神の御言葉でないことは明白である。第

一連の終わりの行に, The Blood, The Way, The Water という言葉が出てくるが, すべて神を

示唆する言葉である。The Word を「神である言葉」と訳すとすると, The Blood、The Way, The 

Water をも, それぞれ、「神である血」,「神である道」,「神である水」と訳さなければなら

ないであろう。いま一度, これらの単語, The Word, The Blood, The Way, The Water につい

て調べてみよう。 

 

The Word: キリスト教では, 言葉はキリストのことを表す。（『イメージシンボル事典』の word 

の項より） 

 

The Blood: イメージシンボル事典では, blood の項に, 「血は祭司の任職式と祭壇の聖別に

用いられる（出エジプト記二九・二〇）とあり, この詩の雰囲気にも合うのだが, The Blood と, 

さいしょのアルファベットが大文字であることと, キリストが, 最後の晩餐で, 葡萄酒を「こ

れは, 罪のゆるしを得させるようにと, 多くの人のために流すわたしの契約の血である。」（マ



タイによる福音書二六・二八）と言っていたように, この血は特別な血であり, イエス・キリ

ストをさすものと, ここでは思われる。 

 

The Water: 『イメージシンボル事典』の water の項に, 「キリストのエンブレムである」,

「生命を与える液体のすべてを表し, たとえば, 羊水, 血, 唾液, 精液がそれにあたる」, 

「浄化を表す：たとえば、生贄にした赤いウシの灰を取って宿営の外に蓄え, そこに流れ水を

そそぎ, 清めに用いる（民数記一九）。ときには灰は「塵」とよばれ, 死者に触れたけがれた

人を清めるために用いられる（⇨cow）」,「審判を表す：たとえば, 民数記五に呪いの水のこと

が述べられている。その水には幕屋の床（または神殿の特別な場所）の塵が入っていて, 裁き

のために用いられた。姦通の疑いのある女がその水を飲むと, もしその疑いが本当であれば, 

腿は痩せ腹はふくれる。あるいは, そうなる前に告白するかもしれない。その水は聖職者が身

のすすぎのために用いた聖所の水盤の水であろう。」などとあるが, やはりここでは,さいしょ

のアルファベットが大文字ではじまっているので, イエス・キリストのことをさすものと思わ

れる。 

 

Lance chips: エルが大文字なので, 固有名詞として使われている。この詩では, パラグラフ

のさいしょか, あるいは, 固有名詞的に扱われるときにしか, さいしょのアルファベットが

大文字になっていないので, ここでは lance ではなくて, Lance になっているが, savior が

「救済者、救助者、救い主」の意味を, 詩全体の意味に影響を与えているのと同様に, lance も

「（魚を獲るときに突き刺して使う）銛（モリ）や簎（ヤス）」の意味を, 詩全体の意味に影響

を与えている。というのは, あとで, ヒンドュー神話に出てくるドュルガという女神がこの詩

に出てくるのだが, ドュルガの持つ武器に, 三叉戟や槍があって, lance がそれを連想させる

ので, その意味もかけたのであろう。ネットで検索すると, 登録商標名に, Lance Potato Chips 

というのがあった。Lance chips だが, これは、「ランス・ポテト・チップス」と訳しておい

て, 訳注で, lance の意味を書き添えておくことにした。 

 

honey: 教文館の『聖書大事典』の「蜜」の項に,「旧約聖書に訳50回, 新約聖書には３回, ほ

とんどは,カナンの地に対する最高の賛辞である「乳と蜜の流れる所」という格言的な言い回



しとの関連で言及される。蜜は, カナンの地の最もえり抜きの産物の一つで, 輸出物でもあっ

た。（創世記四三・一一, エゼキエル書二七・一七）」とある。この詩句の二行したに, 「どぼ

どぼ流れる」という意味の言葉gurgleが出てくるが, それにもひっかけてある。  

 

Durga: これは, ネットで検索したら,「幻想世界神話辞典」より, とあって, つぎのような言

葉が書かれていた。「ドゥルガ durga インド, ヒンドゥー神話の女神。シヴァの神妃。ドゥル

ガは「近づき難い」の意。もともとは彼女に敵対する悪魔の名であり, 悪魔を倒した時, 記念

してこの名を名乗った。／マヒシャによって天界が占領されてしまった時, 神々が反撃にでる

ため, 力を集中して吐き出した, 憤怒の炎の中から誕生した。／その姿は十本の腕を持つ美女

で, マヒシャ討伐のため, シヴァの三叉戟, ヴィシュヌのチャクラム, アグニの投げ槍, ヴ

ァーユの弓, ヴァルナの法螺貝, インドラのヴァジュラなど様々な武器を与えられた。／そし

てヒマヴァット神から騎乗用に虎をもらい, マヒシャに戦いを挑んだ。／山が砕け, 海水が陸

地に溢れ, 空の雲は散り散りになるほどの戦いの末, マヒシャの首を切り落とし戦いは終わ

った。」とあった。この詩に, ヒンドュー神話の女神の名前が出てきたことには驚かされた。

というのは, この Durga 以外の言葉が, どれもが聖書的な言葉, キリスト教的な言葉で, そ

れも, オカルトチックな雰囲気を醸し出すために, そういった言葉が使われていたからであ

る。 

 

fishes and loaves: 魚もパンも, 福音書では, おなじみのものである。 

 

Rahab: カナン人の女性, エリコの遊女。ヨシュア記二および六・一七, 二二‐二三, 二五に

よれば, 彼女はヤハウェを天と地の神と認め（ヨシュア記二・一一）, イスラエルの斥候を保

護したとされている。またそれゆえ彼女の家族と共に, エリコ陥落の際、命を救われた。(教

文館『聖書大事典』のラハブの項より)。 

 

Jericho: エリコ 「ヨルダン川の西岸, 海面下２５０ｍの低地で, 死海の北方およそ９．５

kmに位置し,樹木の生い茂る亜熱帯気候のオアシスにある（「しゅろの町」, 申命記三四・三, 士

師記三・一三）。」（教文館『聖書大事典』のエリコの項より）。 



 

the walls of Jericho: ヨシュア記の第六章・第一六節から第二一節までを引用する。「七度

目に, 祭司たちがラッパを吹いた時, ヨシュアは民に言った,「呼ばわりなさい。主はこの町

をあなたがたに賜った。この町と, その中のすべてのものは, 主への奉納物として滅ぼさなけ

ればならない。ただし遊女のラハブと, その家に共におる者はみな生かしておかなければなら

ない。われわれが送った使者たちをかくまったからである。また, あなたがたは, 奉納物に手

を触れてはならない。奉納に当り, その奉納物をみずから取って, イスラエルの宿営を, 滅ぼ

さるべきものとし, それを悩ますことのないためである。ただし, 銀と金, 青銅と鉄の器は, 

みな主に聖なる物であるから, 主の倉に携え入れなければならない。」そこで民は呼ばわり, 

祭司たちはラッパを吹き鳴らした。民はラッパの音を聞くと同時に, みな大声をあげて呼ばわ

ったので, 石がきはくずれ落ちた。そこで民はみな, すぐに上って町にはいり, 町を攻め取っ

た。そして町にあるものは, 男も, 女も, 若い者も, 老いた者も, また牛, 羊, ろばをも,こ

とごとくつるぎにかけて滅ぼした。」。『カレッジクラウン英和辞典』に, Go to Jericho! どこ

へでも行ってうせろ； くたばってしまえ（Go to the devil!）という言い回しが載っていた。  

 

the scarlet rope: 保護を表す： ラハブの家は窓に結びつけられた緋色のひもで守られてい

る（ヨシュア記二・一八）。特権のしるしの色。緋色は一般に美徳の色で, 緋色の糸はヘブラ

イで浄罪の儀式に使われた。（以上, いずれも,『イメージシンボル事典』の scarlet 緋色の

項より）。 

 

the walls of Jericho: モーセの後継者ヨシュアはエリコの街を占領しようとしたが, エリコ

の人々は城門を堅く閉ざし, 誰も出入りすることができなかった。しかし, 主の言葉に従い, 

イスラエルの民が契約の箱を担いで7日間城壁の周りを廻り, 角笛を吹くと, その巨大なエリ

コの城壁が崩れた（ヨシュア記六）。これは, ウィキから。 

 

以上, 引用した文章においては, 略記されていた聖書の各巻のタイトルと, その章と節の書

き方を統一するために, 書き改めたところがある。また, 読点をコンマに書き改めたところが

ある。 



 

 

 

Translation from ‘collective BRIGHTNESS’edited by Kevin Simmonds 

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

p/0983293198 


