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田中宏輔 

 

 

 

Robert Hamberger 

 

The Hug 

 

 

Christians sing in the market, praise the Lord, 

crowding the pavement with their happiness: 

all those grins stinging the air while they bless 

his name. I cut through them like a sword 

of righteousness, as if your word 

still sings inside my mouth, as if I miss 

your rage hand in hand with your gentleness. 

If you were here we could do what we did 

years ago when we stood in the middle 

of singing Christians and hugged each other 

like proud queens. You kissed me in their huddle, 

resting your head briefly on my shoulder, 

parting their waves with a simple cuddle. 

Hold me now. I can't hear you. Sing louder. 



 

 

 

 

 

ロバート・ハンバーガー 

 

抱擁 

 

 

クリスチャンたちがマーケットで歌っている、主を誉め讃えて、 

自分たちの幸福で舗道をいっぱいにしながら。 

そいつらが主の名を唱えて祈っていると、そいつら全員のニコニコとした笑いが、 

空気をピリピリさせるんだ。おれは、一本の正義の剣のように、そいつらのなかを 

突き抜ける、まるで、あんたの言葉が、 

おれの口のなかでまだ唱えられているみたいだ、あんたはやさしくて、 

おれといっしょになって激しく怒ってくれなくてさびしいよ。 

もしも、あんたがここにいてくれたら、おれたちは、おれたちが何年もむかしに 

したことができるのに。あのとき、おれたちは、歌ってるクリスチャン 

連中の真ん中に立って、お互いにしっかり抱きしめ合ったんだよな、 

誇り高いオカマとしてさ。あんたは、連中の大騒ぎのなかで、おれにキッスしてさ、 

ちょっとのあいだだけど、あんたは、おれの肩に、あんたの頭をのっけてさ、 

ただ抱きしめ合うってことだけで、そいつらの波は砕け散ってしまってさ。 

さあ、おれを抱きしめてくれよ。声が小さくて聞こえないよ。もっと大きな声で歌っ

てくれよ。 
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J. Neil C Garcia 

 

Weight 

 

 

The soul travels light, so we've heard: 

it carries nothing into this world, 

 

nothing out of it. And yet, tonight, 

over good buttered bread, by contraries 

 

we're told a different prospect: 

the things we give away, we share 

 

or lose in offering, only those can we, 

past the dark and icy passage, bring. 

 

This gentle teller's no mere stranger, 

not to us, nor this hard-won truth: 

 

his certain hand that scrawled its script 

inside our heads, above faith's white table 

 

these twenty years has raised the body up, 

with a splash of water has washed it new, 

 

rubbed its fevered brow and lips with oil, 

to nudge it softly back to the waiting soil 

 

as he sends its restless tenant on his way. 

Having ably ministered to flesh and spirit, 



 

he knows, we know, whereof he speaks. 

And so, we think ahead to our own crossing 

 

over, how cumbrous must our baggage be: 

the salt-edged laughter, the late and early loves 

 

given fully to others and not returned, 

the air begrudged us by a tightfisted life, 

 

the peace of mind, the dreams forgone 

and all because of who and what we were ── 

 

crammed all into desire's many bulging sacks 

that ground us forever in our heaven's earth. 

 

 

 

 

 

 

J. ニール C ガルシア 

 

重さ 

 

 

魂は軽やかに移動する、そう、わたしたちは聞かされてきた。 

魂は、この世界に、何一つもたらすことはない。 

 

そこからは、何も生じない、と。それでも、しかし、今夜、 

反対に、たっぷりとうまいバターを塗りつけたパンを頬張りながら、 

 

ひとつ違った見通しについて話そうじゃないか。 

提供物のなかには、わたしたちが与えたり、わたしたちが共有したり、 

 



失ったりするものがあって、それらだけが、 

暗い氷のように冷たい道を通り越して、わたしたちが運べるものなのだ。 

 

このおだやかな話し手は、単なる見知らぬ人間というわけではない、 

わたしたちにとってではなく、またようやく手に入れた真実にとってでもない。 

 

すなわち、わたしたちの頭の内部にある、その書類に走り書きする彼の手は、 

真正の信仰の白いテーブルよりも上のところにあって、 

 

この２０年間、その身体を立たせつづけてきたのである。 

水の撥ね返りで、それを洗って新しくしてきたのだ。 

 

その熱のある眉毛をこすり、オイルに濡れた唇をぬぐって、 

待ちつづけてきた故国に戻るように、そっとやさしくそれの肘をつついて促してきた

のだ。 

 

彼は途中で不安な借家人たちを送り届けてきては、 

じょうずに肉体と魂に奉仕しつづけてきたのだ。 

 

彼が知ってのとおり、わたしたちが知ってのとおり、それはこれまで彼が話してきた

ところのものである。 

そうして、そういうふうに、わたしたちが生を終えることを、わたしたちは見越して

考えるのだ。 

 

わたしたちの手荷物というものが、いかに扱いにくいものであらねばならないのかと。 

塩のついた刃で切るような笑い、遅すぎたり早すぎたりする愛、 

 

それは、すっかりほかの連中に与えられたり、二度と戻ってこなかったり、 

けちな人生によって、わたしたちの生は、空気でさえも出し惜しまれる。 

 

こころの平安もなく、夢も潰えてしまったのだ、 

それもすべて、わたしたちが誰であって、何ものであるのかということが理由で ── 

 

欲望がもつ多くの膨れ上がった大袋のなかにすっかり詰め込まれて、 

その重みが、永遠に、わたしたちを、この天国たる地上にとどまらせるのである。 
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Michelle Cahill 

 

Two Souls 

 

My cat cries when I enter the garden, as 

if I have around her from winter's dream, 

or as if she wants to sing to me,her name. 

 

What do cats dream of Lord Krishna? 

A coconut shell of milk, or a glittering fish? 

Now her slender limbs complete their asanas. 

 

Now her neck arches, her jaw, an elastic. 

The sharp eye constricts, discerns wind 

in the quivering grass from a grass-hopper's 

 

camouflage. But there's no mistaking Maya. 

My cat rehearses the accurate lunge of her paw. 

She cries, as one compelled; hungry, yet not. 

 



Perhaps my being here, deserves an answer. 

For weeks, I too, have watched her, how 

she hunts. I've heard the moan of her catch 

 

at dusk, which is your hour, Lord Krishna. 

Then, no bird sings and only a cat with two souls 

dreams of death, her stigma left on a lizard, 

 

or on a butterfly, whatever moves towards 

the shadow of meaning. As I am born of fire, 

I burn, my Lord, but I sleep in your arms. 

 

I am one Upanishad moon, on fragrant nights. 

By day I am the consort of oceans, rice fields, 

pale and invisible to you as the sky's temple. 

 

 

 

 

ミシェル・ケイヒル 

 

二つの魂 

 

 

わたしのネコは、わたしが庭に入ると鳴く、まるで 

わたしが冬の夢から彼女のテリトリーに場を移したかのように、 

あるいは、まるで、わたしに彼女の名前を歌うようにして呼んでほしいかのように。 

 

ネコたちは、主クリシュナについて、何を夢みるだろうか？  

たっぷりミルクの詰まった一個のココナッツの殻とか、きらきら光る一匹の魚とか？  

さあ、彼女は、そのほっそりとした脚をそろえて、ネコ族特有の坐り方をしたぞ。 

 

ほら、彼女の首が弓形に曲がったぞ、彼女の顎を見てごらんよ、そのしなやかさを 

見てごらんよ。その鋭い視線がさらに引きしぼめられたぞ、すると、揺れてる 

草の中でも、バッタの擬態を、ちょっとした風の動きで見分けられるんだ。 



 

そうさ、マヤが間違うわけはない。というのも、わたしのネコは、彼女の前足の 

正確な一撃を、繰り返し練習しているからだ。まるで無理からに鳴かせられているか 

のような声で鳴くのだが、腹がすいているのか、いやまだすいていないはずだ。 

 

たぶん、ここにいる、わたしの生きものは、一つの報酬を得るだけの価値はあるのだ。 

何週間も、わたしは、彼女のことを観察してきたのだ、どうやって彼女が狩りをして 

いるのかを。わたしは、彼女が土ぼこりを捕まえようとして、うなり声を上げるのを 

 

聞いた、そして、それは、あなたの時間なのですよ、主クリシュナよ。 

そのとき、鳥たちは歌うのをやめ、二つの魂を持っているただ一匹のネコだけが、 

死の夢をみているのだ、彼女の烙印はトカゲのうえに、 

 

あるいは、蝶々のうえに残される、意味のある影をともなう 

どんなものが動いても。わたしは火として生まれるのだから、 

わが主よ、わたしは燃えますが、わたしは、あなたの腕のなかで眠りますよ。 

 

わたしは、よい香りが立ちこめた夜には、ウパニシャッドの月である。 

日中は、わたしは海や田圃の同朋であり、空中に浮かぶ寺院として、 

あなたにとっては、青白くかつ透明で、目に見えない存在である。 
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Jericho Brown 

 

Romans 12:1 

 

 

I will begin with the body: 

In the year of our Lord, 

Porous and wet, love-wracked 

And willing. In my 23rd year, 

A certain obsession overtook 

My body, or I should say, 

I let a man touch me until I bled, 

Until my blood met his hunger 

And so was changed, was given 

A new name 

As is the practice among my people 

Who are several and whole, holy 

And acceptable. On the whole 

Hurt by me, they will not call me 

Brother. Hear me coming, and 

They cross their legs. As men 

Are wont to hate women, 

As women are taught to hate 

Themselves, they hate a woman 

They smell in me, every muscle 

Of her body clenched 

In fits of orgasm beneath men 

Heavy as heaven itself, my 

Body, dear dying sacrifice, desirous 

As I will be, black as I am. 

 

 

 

 



 

ジェリコ・ブラウン 

 

ローマ人への手紙 第一二章・第一節 

 

 

わたしは、その身体からはじめよう。 

私たちの主の年に、 

浸透性のある、濡れた、愛の破滅と 

意思。わたしが二十三番目の齢に、 

ある強烈な強迫観念が襲った、 

わたしの身体に、とでも言うべきだろう。 

わたしが血を流すまで、わたしは、彼に、わたしの身体をさわらせていた。 

わたしの血が、彼の飢えに遭遇するまで、 

そうして、そういうわけで、わたしは変えられ、与えられたのであった、 

一つの名前を。 

それがそのまま、人々のあいだでの習わしというものである。 

それが一部の者のことなのか、すべての者のことなのか、とにかく聖なるものであり、 

歓迎されているものなのである。たいがいは 

わたしによって気分を害されて、彼らは、わたしのことを、けっして兄弟とは 

呼ぼうとはしない。わたしが来るのを聞いて、彼らは足を組む。男たちというものは、 

女たちを憎むことを常としているので、 

女たちは彼女たち自身を憎むように仕向けられている 

というわけで、彼女たちはひとりの女を憎むのです。 

彼女たちは、わたしの身体のにおいをくんくんかぐ。彼女の身体の 

全筋肉が硬直する、 

男たちの肉体のしたで、オーガズムの痙攣麻痺中に。 

天国それ自体のように重い、わたしの 

身体よ、いとしい死にかけの生贄よ、わたしが 

そうありたいと望んでいるように、わたしは黒人なのだが。 
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Robin Becker 

 

Spiritual Morning 

 

 

I am as virtuous as a rabbinical student 

after my morning run, God in the body awake, God 

of the May apple and wild ginger. Even the little 

stiff hands of the whistle pig reach 

toward me in the death's perfection. Once, 

in Katmandu at dawn, I watched a monk in a saffron robe 

brush his teeth on the roof of a temple and spit ── 

and from his mouth flew peach and azure birds 

fluttering in the milky sweetness of the air. 

 

This morning of Pennsylvania 

woodchuck and wild geranium, I grasp the 

connection among all sentient beings and feel 

communion with the wretched of all species and the dead. 

The orange swallowtail looping overhead,for example, 

is really my old grandmother, back to remind me 

to learn Yiddish, the only international language. 

I'd like her to sit on my finger 

so we could talk face-to-face,but she flies 

out of sight, shouting, Big talker! Don't run on busy streets! 

 



 

 

 

ロビン・ベッカー 

 

スピリチュアル・モーニング 

 

 

わたしは律法学者の学生と同じくらい敬虔な気持ちになる、 

朝の一走りのあとだと、身体のなかにいる神が目覚めるのだ、 

トガクシショウマと野生のショウガの神である、死を 

直前にしたウッドチャックのその小さな硬直した手でさえ、 

わたしのほうに向かって差し伸べられるのだ。かつて、 

夜明けのカトマンズで、サフラン色のローブをまとった修道士が、寺院の屋根の 

うえで歯を磨いて、そして、彼の口から、つぎのものを吐き出すのを見た ── 

乳白色の新鮮な空気のなかに、飛ぶ桃と羽ばたきしている空色の鳥たちを。 

 

ペンシルバニアのきょうの朝、 

ウッドチャックが生息していて、野生のテンジクアオイが生い茂っている、 

わたしは、知覚力のあるすべての生きもののあいだの関係を把握しているし、 

すべての種の生きものの不幸とその死に共感している。 

たとえば、頭上で輪を描いて飛んでいるオレンジ色のアゲハチョウは、 

わたしのじつの祖母であり、唯一の国際言語である、イディッシュ語を 

わたしに教えてくれたことを振り返って思い出させてくれる。 

わたしは、彼女に、わたしの指のうえにとまってほしい。 

そうしたら面と向かって話ができるのに、しかし彼女は遠くへ飛んでいってしまう、 

こう叫びながら、「大物受取人よ！ そんなにせわしく走りなさんなよ！」って。 
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