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田中宏輔田中宏輔田中宏輔田中宏輔    

 

 

マヤ・チャウドリーマヤ・チャウドリーマヤ・チャウドリーマヤ・チャウドリー    

 

マイ・レズビアン・デート、バイ・シャロン・ストーンマイ・レズビアン・デート、バイ・シャロン・ストーンマイ・レズビアン・デート、バイ・シャロン・ストーンマイ・レズビアン・デート、バイ・シャロン・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、わたしの足首にかぶりつくと 

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女の叫び声が 

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 

 

 

訳注 Sharon : Palestine 西部、地中海沿岸の平野；古代聖書の時代には地味の肥えた平野とし

て知られた（→聖書 Isa.65:10）『カレッジクラウン英和辞典』より。 

 

Maya Chowdhry : My Lesbian Date, by Sharon Stone 

 

 

 

 

 

ラファエル・カンポラファエル・カンポラファエル・カンポラファエル・カンポ    

 

聖母子聖母子聖母子聖母子    

 

 

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、彼女の長男もなんだ。 

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、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、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。四旬節のことはう

っちゃっておけってことかな。 

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。 

 

 



Rafael Campo : Madonna and Child 

 

 

 

 

 

シェリル・デュメズニルシェリル・デュメズニルシェリル・デュメズニルシェリル・デュメズニル    

 

選ばれたのよ選ばれたのよ選ばれたのよ選ばれたのよ    

 

 

埃と枯れ葉が、サッカー競技場を横切って吹きすさぶ、 

信号灯の光が、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。 

以前にも、それがやってくるのを目にしたことがあった ── 

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。 

網戸はぴったりと縁まで付けられていて、 

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 ── 

いかめしいケダモノが空いっぱいにその翼をひろげて舞うと、 

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、 



彼女の首のまわりに肩 衣

スカプラリオ

の擦り切れた撚り糸を掛けさせたのだった。 

彼は彼女に言った。 

「世界の終わりがくると、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よ。」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 

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。 

 

 

Cheryl Dumesnil : Chosen 

 

 

 

 

 

ロバート・ハンバルジェロバート・ハンバルジェロバート・ハンバルジェロバート・ハンバルジェ    

 

抱擁抱擁抱擁抱擁    

 

 



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、 

そいつら全員の満足しきった笑い顔が、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よ、 

あたかも、あんたの優しさを伴ったあんたの激しい怒りを、おれが懐かしんでるみた

いにさ。 

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、あの誇り高い女王たちのようにさ。 

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。 

 

 

Robert Hamberger : The Hug 

 

 

 

 

 

ジョセフ・Ｏ・レガスピジョセフ・Ｏ・レガスピジョセフ・Ｏ・レガスピジョセフ・Ｏ・レガスピ    

 

創世記のホモセクシュアル・ヴァージョン創世記のホモセクシュアル・ヴァージョン創世記のホモセクシュアル・ヴァージョン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。光と闇とを分けられ 

  

空と陸と海とを分けられ 

植物と獣とを分けられた。天地創造の第六日目に 

  

神は、ご自分のイメージのなかで、ご自分の思われる通りの 

族長制度の子息である、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起こらなかった。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。実のならない木にのぼって 

とぐろを巻いていた。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。そして、それこそは、人間の持つ欲望そのものであっ

た。 



 

 

Joseph O. Legaspi: The Homosexual Book of Genesis 

 

 

 

 

 

Ｇ・Ｅ・パターソンＧ・Ｅ・パターソンＧ・Ｅ・パターソンＧ・Ｅ・パターソン    

 

ヨブヨブヨブヨブ    

 

 

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、きみにあげられないも「ここにあるのは、きみにあげられないも「ここにあるのは、きみにあげられないも「ここにあるのは、きみにあげられないも

のだけ。のだけ。のだけ。のだけ。    

それって、ほんものの女と、いい服と、こころの平安とね。」それって、ほんものの女と、いい服と、こころの平安とね。」それって、ほんものの女と、いい服と、こころの平安とね。」それって、ほんものの女と、いい服と、こころの平安とね。」    

思わず、ポケットに突っこんでたぼくの手がさ、小銭をチャラチャラ、チャラチャラ

いじくっちゃってたよ。 

 

 

G. E. Patterson : Job 

 

 

 

 

 

ジェレミー・ハリネンジェレミー・ハリネンジェレミー・ハリネンジェレミー・ハリネン    

 

ストレンジャーストレンジャーストレンジャーストレンジャー    

 

 

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 

おれであるという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っていたのだ。 

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のは 

なに一つ持たないことと同じくらいに素晴らしいことなのだ。 

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、そこの女のひとよ、味わってごらんよ 

この木の実を。 

きっと見えるよ、すべてのことが。 

 

 

Jeremy Halinen : Stranger 

 

 

 

 

 

ジェレミー・ハリネンジェレミー・ハリネンジェレミー・ハリネンジェレミー・ハリネン    

 

夜によっては、神でさえ、不可知論者である夜によっては、神でさえ、不可知論者である夜によっては、神でさえ、不可知論者である夜によっては、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、おもちゃ箱のなかのおもちゃ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に気がついたってことなんだ。 

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、世間のだれか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さ。 

その言葉が口にされると、たちまち 

非世界、な～んてものも、軽く理解できちゃうんじゃないかなって。 

今夜、ぼくのこころのなかにあるからっぽさが 

この空をひとのみするんじゃないのかなって思ってびくびくしてるんだけど、 



でもきっと、星たちは、それがあるべき場所に、ちゃんととどまったままなんだよね

え。 

 

 

Jeremy Halinen : Some Nights Even God Is Agnostic 

 

 

 

 

 

アリ・バニアスアリ・バニアスアリ・バニアスアリ・バニアス    

 

サム・カインド・オブ・ウイサム・カインド・オブ・ウイサム・カインド・オブ・ウイサム・カインド・オブ・ウイ    

 

 

教会の鐘が大きく鳴り響く 

一つ、また一つと、ゆったりとした間隔で 

この音の繰り返しは、この深く鳴り響く音は、こう言いたいのだ 

万事はよし、 

万事はよし ── と 

しかし、万事は、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、私は信用したいと思っているのだが 

私が信用できるものとは 

この国のなかにあり、どの家のなかにもあり、ほとんどすべてのアパートメントのな

かにもある、 

飾りダンスや引き出しなかのそのどこかにある、あの大きなビニールの買い物袋であ

る。 

そのなかには、より小さく折り畳まれていっしょにされたビニール袋が幾つも入って



いて、 

それはありあまっていて、私たちは、さらにそれに付け加えて、 

私たちが必要とする以上にそれを家に持ち帰りつづけるので、 

私たちは、その袋で、三つ揃いのスーツを縒り合わせてつくらなければならないのだ、 

その平たいビニール袋で、膝掛け毛布や、掛け布団や、ベッドを、 

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なら何でも。 

しかし、なぜ、私はビニール袋について書いているのであろうか。 

その理由は、それが、この国のこの年のことであり、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、 

ビニール袋は、鉢植えの数よりも多く、揃いのフォークやスプーンやナイフの数より

も多く、椅子の数よりも多く 

ビンの数よりも多く、ペンの数よりも多く、本の数よりも多く、靴下の数よりも多い

からである。 

そして、私はいま、概括的に、また個別的に書こうとしているのである、 

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？）、 

もしも、こういった状況全体のなかで ── やがて年老いてボロボロになる、 

扱いにくい、そして、もちろん平たくなどはない ── 一つの私たち

ア ・ ウ イ

が存在し得るの

ならば。 

 

 

Ari Banias : Some Kind of We 

 

 

 



 

 

モウ・バウスターンモウ・バウスターンモウ・バウスターンモウ・バウスターン    

 

ぼくも、もう限界かなぼくも、もう限界かなぼくも、もう限界かなぼくも、もう限界かな    

 

譲渡と感謝の詩 

 

 

ジョン・ロジャーズに捧げて 

 

 

ぼくには友だちがいた ── 

ぼくたちみんなの友だちだったよね？ ── 

エイズって、ぼくたちが呼んでいたもので亡くなった友だちのことだけど 

おぼえてる？ その友だちが末期症状のエイズだったときのことを 

彼はアーティストだった ── 

ぼくたちみんなも、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 

「休日のバザーで売るガラクタ」って 

彼がそう呼んでた売りものの制作を手伝っていた 

ぼくは二十歳そこそこで、齢のわりにはまだ幼くて 

彼の苦しみに付き合わされることに怖気づいて 

彼の感謝の気持ちに気がつかないふりをして 

ぼくはうつむきながら、同じ形をした小さな天使の人形たちの色塗りをしていた 

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足をひきずりながら移動した 

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、毎日そうしたいと思っていた 

「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 

ぼくが色塗りをしていた、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である 

ぼくたちは、イエス・キリストと星占いを軽蔑していた 

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 

お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、死なないということによってのみ、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、鮭を網で獲っていた 

網をそこに置いたままにして、ぼくたちは、その場所と陸とのあいだを行ったり来た

りしていた 

ここでは、宇宙というものについて考えることは、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、見世物になったんだ 

ぼくがこう言うのを聞いてよ、「見世物になったんだ」 

漁師たちがどういうふうに言ってたかっていうと、こんなことはどうってことないこ

とだよって 



そのとき、その偉大なゴドウクジラは起き上がった 

まるで時間というものが止まらないものであるかのように思えた 

 

しかし、そのゴドウクジラは、しっかりと身を起こそうとしたけど、できなかった 

軀をきちんと垂直に立て直すところまでは 

運んできた海水をその軀に注いでやったけど 

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くばかりだった 

 

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から 

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

輝いていた 

とつぜん、ぼくの目に涙がこみ上げてきた 

離れたところで、ぼくは固唾をのんでいた 

 

ぼくは、いままで何十年ものあいだ、魚を獲ってきたんだ、といっても、 

獲ったり獲らなかったりした時期があったけどね、だけど、ぼくのボスは、ぼくの二

倍の年月は獲っててさ 

あるとき、新米が、さいしょにこう言ったんだ、「わおっ！」と、その新米は声をあげ

て、神聖な雰囲気をぶち壊した 

「こんなの、いままで一度も見たことがないですよ。」ボスとぼくは、うんざりしてこ

う言った 

「わしも見たことがないよ。」、「ぼくも見たことがないね。」と、かわるがわる口々に

して 

そのとき、海はしるしを消し去った 

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には、もうその網のすぐ近くにまで



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いた 

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 

その小鳥たちは懸命に戦い、その小鳥たちのうちの多くのものがまだ生きていた 

何時間もあとで、ぼくたちが小型ボートに乗ってそばに行ったときには 

網の大部分が沈みつつあって、まだ心配だったのだけれど 

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、まだわたしたちのこころのなかに残っている 

 

ぼくたちは、生きている鳥たちに集中した 

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 

その鳥たちの傷ついた指や脚や翼をほどいてやるのには 

モノフィラメントの網の目にからまったその鳥たちを網の目からほどいてやるのに 

ぼくたちは指先をすばやく動かしているつもりだったのだけれど、あせってうまくい

かなかったんだな 

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、その鳥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、くっきりと見えている網を見分けるのは簡単だった 

そして、その鳥たちが溺死することから守ってやった 

でも、その鳥たちは黒いくちばしで、ぼくたちを突っついた 

何度も何度も、ぼくたちに噛みついてきた 



そのことには、痛いというよりは、びっくりしたって感じかな 

「ごめんね。」と、ぼくは言った 

その鳥たちが死んで、その鳥たちの死が、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、その鳥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 

必要最低限度の量を超えてね 

ぼくは、生き残った鳥たちのほうに、ちらっと目をやった 

その鳥たちは、波のうえで、水を足でかいて離れていった 

 

その鳥たち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 

ゆるしの声のように聞こえた 

 

ほかの鳥たちはぜんぶ、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 

その上と、その下とのあいだで 

 

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。 かまいはしないさ。 

ぼくだって、いつの日か、解放されるのだから 

 

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 

 

 

Moe Bowstern : I Give Up 

 

 

 

 

 

ソフィ・メイヤーソフィ・メイヤーソフィ・メイヤーソフィ・メイヤー    

 

木のゴーレムへの呪文木のゴーレムへの呪文木のゴーレムへの呪文木のゴーレムへの呪文

＊＊＊＊
    

 

 

木目は、おれがはじまる場所だ。 

そのナイフの刃先のしなやかな丸み。 

創世記にある言葉と、その註解にある言葉。 

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 

おれの造物主である。そいつは口にする 



おれが学ぶことになる名前たちを。 

  

木目こそ場所だ。おれは、おれの 

なかではじまり、ナイフのように動く、 

おれ自身の身から沁み出た樹液を滴らせながら。 

それは、おれがまだ学んでいない名前たちだった。 

  

木目だ。おれがはじまる場所は。 

そいつのものとその存在とは、ナイフとそいつがこしらえる傷だ。 

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。それが学ぶということだ。 

  

木目。そこは、おれがはじまる場所だ。 

しかし、そこはもう、本来のおれではないというのか？ それが 

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つぶやき嘆く。 

おれは学ぶことになる。 

 

 

原注 ＊ サアディア・ガオンの話をもとにしているセーフェル・セーフェル・イェツィラの解説に

よると、セファラドのソロモン・イブン・ガビーロール師（1021-1058）は、唯一知られる女性の

ゴーレムを木と扉の蝶番でつくったと言われている。ユダヤ人の指導者たちは、イブン・ガビーロ

ールのゴーレムについて知り、彼を偶像崇拝の罪で告発し、彼にその女性のゴーレムを壊させた。 

 



Sophie Mayer : Spell for a Wooden Golem 

 

 

 

 

 

セニ・セネヴィラトネセニ・セネヴィラトネセニ・セネヴィラトネセニ・セネヴィラトネ    

 

半気違いの叔母半気違いの叔母半気違いの叔母半気違いの叔母    

 

 

齢のわりには、ぜんぜん老けていなかったけれど、彼女は 

半気違いの叔母って呼ばれてた。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、自家用の四人乗り用の馬車と白い馬だけが欲しかったのではなくって 

彼らとの結婚をも望んでいて、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一風変わった男のことをも欲していたのであった。 

 

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、それを取り上げて、そ

の代わりに 

首のまわりの肩甲骨のあたり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、口のまわり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？」 

 

 

Seni Seneviratne : The Half-Mad Aunt 

 

 

 

 

 

フランクリン・アボットフランクリン・アボットフランクリン・アボットフランクリン・アボット    

 

公案公案公案公案    

 

 

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 



数えきれない戦場で戦い 

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 

その静かな平安の 

灯火

ともしび

を 

 

 

Franklin Abbott : Koan 

 

 

 



 

 

メーガン・ヴォルパートメーガン・ヴォルパートメーガン・ヴォルパートメーガン・ヴォルパート    

 

武器が道具であるように、大人は子どもである武器が道具であるように、大人は子どもである武器が道具であるように、大人は子どもである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、あたしを幼稚園から連れ出さなければならなくなってね、ある日、

こう言ったの。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、あたしの尻尾が長くなってるみたいだなって言ったの。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ぞって言ってたわ。で

も、フランおばさんにも見えたって言うから、とうとう、あたしには、幻覚が見えは

じめたのよ。まあ、いくらか、こういったわけで、あたしがレズビアンだってカミン

グアウトするまで時間がかかってしまったのよ。二十年後に、あたしたちは、祖母の

喪に服して集まってたんだけど、三日目になって、あたしは、サウルおじさんの背中

を突っついて、こう言ってやったの。おじさんにも猿の尻尾が生えはじめてるわよっ

て。おじさんは、あたしがそんなことを言うなんて、思いもしなかったみたい。 

 

 

Megan Volpert : Adults are children like weapons are tools 

 

 

 

 

 

メーガン・ヴォルパートメーガン・ヴォルパートメーガン・ヴォルパートメーガン・ヴォルパート    

 

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、死んだ友だちたちの顔が

見えるの。彼らは身体を波のように揺らしながら笑い声をあげて微笑んでいるの。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、一つの永久

機関なのだもの。 

 

 

Megan Volpert : A place without work is no heaven to me 

 

 

 

 

 

スティーヴ・タスティーヴ・タスティーヴ・タスティーヴ・ターテルーテルーテルーテル    

 

祈り祈り祈り祈り    

 

 

日曜の朝だった。二〇〇一年のゲイ・プライドの日に 

ぼくは、カフェ・コロニアルで、一人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。 

 

朝の九時に、カフェには、ぼくのほかには、まだだれもいなかったのだけれど 

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。 

この罪なる都市に、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。それには悲しみがあった。 

 

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。 

 

 

Steve Turtell : A Prayer 

 

 

 

 

 

アミール・ラビヤアミール・ラビヤアミール・ラビヤアミール・ラビヤ    

 

透明人間透明人間透明人間透明人間    

 

 

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、この寛大な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る、この地球に感謝する。 



 

部屋の真ん中で、ぼくは、 

もう一人別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。 

 

 

原注 * 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 

 

Amir Rabiyah : Invisible Man 

 

 

 

 

 

ジェリコ・ブラウンジェリコ・ブラウンジェリコ・ブラウンジェリコ・ブラウン    

 

ローマ人への手紙ローマ人への手紙ローマ人への手紙ローマ人への手紙    第一二章・第一節第一二章・第一節第一二章・第一節第一二章・第一節    

 

 

おれは、この肉体

からだ

からはじめるつもりだ。 



すなわち、おれたちの主の年に、穴ぼこだらけで、じっとりと湿った 

この破壊された愛とよろこびの淵から。 

おれの二十三番目の齢に、ある強烈な強迫観念が襲った、 

おれの肉体(からだ)に、とでも言うべきだろう。 

おれが血を流すまで、おれは、一人の男に、おれの身体をさわらせていた。 

おれの血が、その男の欲望をうまくあしらえるようになるまで、 

そして、そういうわけで、おれは変えられ、与えられたのであった、 

一つの新しい名前を。 

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。 

人々といっても、一部の人々のことなのか、すべての人々のことなのか 

わからないのだが、とにかく、人々のあいだでは、 

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、おれによって気分を害されて、彼らは、 

おれのことを、けっして兄弟とは呼ぼうともしないのだが。 

おれがやって来る音を耳にすると、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おり、 

女たちは、彼女たち自身を憎むように仕向けられているので、 

彼女たちは、おれのなかに、一人の女を嗅ぎつけて憎むのである。 

女のように、おれの肉体

からだ

の全筋肉が硬直する、 

男たちの肉体

からだ

のしたで、オーガズムの痙攣

けいれん

麻痺

ま ひ

中に。 

天国それ自体のように重い、おれの肉体

からだ

よ、 

いとしい死にかけの生贄よ、おれ自身が 

そうありたいと望んでいるように、そして、じっさいに 

そうであるように、おれは真っ黒に汚れているのだが。 

 

 

Jericho Brown : Romans 12:1 



 

 

 

 

 

ジョセフ・ロスジョセフ・ロスジョセフ・ロスジョセフ・ロス    

 

ザ・アプステアズ・ラウンジ、ニューオーリンズ、一九七三年六月二十四日ザ・アプステアズ・ラウンジ、ニューオーリンズ、一九七三年六月二十四日ザ・アプステアズ・ラウンジ、ニューオーリンズ、一九七三年六月二十四日ザ・アプステアズ・ラウンジ、ニューオーリンズ、一九七三年六月二十四日    

 

 

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 

 

カーテンをぴしゃりと閉じていた。 

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。 

 

 

Joseph Ross : The Upstairs Lounge, New Orleans, June 24, 1973 



 

 

 

 

 

エレン・バスエレン・バスエレン・バスエレン・バス    

 

無神論者たちの神へのオード無神論者たちの神へのオード無神論者たちの神へのオード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

ろうし、 

高価な聖画像

イ コ ン

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ねじ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し、 

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、あなたたちの姿が目に入ったとしても、 

無神論者たちの神は、あなたたちに報酬を与えはしないだろう、 

たとえ、真夜中に、あなたたちが目を覚ましていて、裸足を野にさらして震えていて

も。 

 

この神は、けっしてこころ動かされることはない、香料のじゃ香のにおいにも、 

鉢に盛られたオレンジにも、 

コチニール染料で刷け塗りされた仮面にも、 

きれいに磨きあげられたライオンのあばら骨にも。 

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。 

 

 

Ellen Bass : Ode to The God of Atheists 

 

 

 

 

 

ルース・Ｌ・シュワルツルース・Ｌ・シュワルツルース・Ｌ・シュワルツルース・Ｌ・シュワルツ    

 



入浴入浴入浴入浴    

 

 

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、 

おまえの皮膚の下で、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のぼりでもしたら 

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、その道や階段に息を切らしてしゃがみ込むことだろう ── 

わたしたちの城までは、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。 

ときどき、おまえは、齢とった 

絶望的にも太った女のように見える。 

しずかに、おまえの乳房が、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、ふわふわとした二つの月、 

わたしが、この二つの手で、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。 



 

 

Ruth L Schwartz : Bath 

 

 

 

 

 

ジル・マクダナウジル・マクダナウジル・マクダナウジル・マクダナウ    

 

ゴールデン・ゲイト・ハンクゴールデン・ゲイト・ハンクゴールデン・ゲイト・ハンクゴールデン・ゲイト・ハンク    

 

 

歯が痛くて、ぼくは目を覚ます、「歯痛について書かなくちゃいけない」と 

考える。そのことには、いくらか価値があることだろうね。そのことで  

いろいろなことがもたらされるからさ。たとえば、親交とか、健康の衰えとか。ほん

とに 

肉体(からだ)にこたえるよね、そいつは。夜も昼も、きみをくたくたに疲れさせる。 

港から身を投げる何百もの飛び降り死体の一つから出た、そいつのポケットの 

なかに入ってたメモに、こんなことが書いてあった。「歯痛以外に、わたしが死ぬ理由

など 

まったくない。」ジョシーのお祖父ちゃんは, 五回目の空っぽ手術の失敗のあとで、 

ショットガンを使って自殺した。ジョシーが言うには、空っぽの鼻症候群なんだ 

そうだけど、ぼくにはさっぱりわけがわからなくって──空っぽにされてるところを 

どうやって空っぽにするっていうんだろう？ でも、ふと、空っぽの鼻症候群の組織

の 

ことを考えた。ぼくの小さな鼻をそっくりえぐり取るのかな。それはこわいな。 

でも、他人(ひと)のことだったら、ぜんぜんかまわないんだけどね。わかんないけど



さ。 

 

ゴールデン・ゲイト・ハンクは、彼につけられたニックネームを嫌ってる。 

もしも、きみがハンク殿下と呼ばれたかったら、 

と、ケンは、彼に言う、「きみはそのクソ橋から身を投げたりするべきじゃ 

なかったんだよ。」生き残っている人はみな、自分たちの身体が落ちて 

ぶつかるまえの四秒間のあいだに、自分たちのこころを変えたって言ってるもの、 

さいしょに足で着地しようとして、うまくやれた人たちのことだけどね。 

ケンは、人々がこうは言わないと言っている、「わたしは、毎日、どうにかして 

自分が自殺しないように考えている。」って。彼らは間違った考え方をしている。 

ぼくは、毎日、どうにかして、自分の命を救うことを考えている。命を救うこと。 

ジョシーは言う。「悪い奴らを突き刺せ。さいしょに足をけってころばせろ。目をねら

って 

ホワイト御大をぶん殴れ。それから、銃弾に撃たれまくった共同墓地で死んだふりを

しろ。」って。 

 

サバーバンの後部座席から、母が、父に、「高い橋を運転して走っていると、あたしは 

いつも飛び降りたくなるのよ。」って言ってるのが聞こえた。きみは生きているかもし

れない。 

というのも、十七才の男の子がさいしょに足で着地したあと、岸に向かって泳いで、 

助けを呼ぶために歩いていて、背中がめちゃくちゃ痛いと言っていたし、 

もう一人の男は、自分が生きていることに気がついて、水面下で、自分の折れた足に 

なにか軽くふれるものがあるように感じて、すごい、いま俺はサメに食われてるんだ

って、  

彼はそう思ったんだから。それは起こり得ることだよ。でも、このことは一つのしる

しであって、 

一連のものの全体をあらわすものであり、ぼくが生きつづけているという 

明らかに唯一の証であった。そして、それが神ではなかったと、きみは、ぼくに言う 



ことはできない、というのも、それは、ぼくが信じていることであり、それは 

ぼくが死ぬ日まで信じつづけているだろうことだからである。 

 

 

Jill Mcdonough : Golden Gate Hank 

 

 

 

 

 

ＲＪ・ギブスンＲＪ・ギブスンＲＪ・ギブスンＲＪ・ギブスン    

 

不可知論不可知論不可知論不可知論    

 

 

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イッチの 

カラメルがまぶされたパンをじっと見つめて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字形にひしゃげてしまって 

あんたの姪っ子が自分の首の骨が折れていませんようにって祈ってるようなときにさ。 



たぶん、救急隊員たちは救命用の水圧式万力あご

ジョーズ・オブ・ライフ

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。 

 

 

RJ Gibson : Agnosticism 

 

 

 

 

 

ロビン・ベッカーロビン・ベッカーロビン・ベッカーロビン・ベッカー    

 

スピリチュアル・モーニングスピリチュアル・モーニングスピリチュアル・モーニングスピリチュアル・モーニング    

 

 

わたしは律法学者の学校の学生と同じくらいに敬虔な気持ちになる、 

朝のひと走りのあとだと、身体のなかにいる神が目覚めるのだ、 

それは、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硬直した小さな手でさえ、 

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を目にした 

彼が寺院の屋根のうえで歯を磨いて唾を吐くと ── 

桃色や空色の鳥たちが、彼の口のなかから飛び出してきて、宙に静止したのだ、 

乳白色の新鮮な空気のなかで羽ばたきながら。 

 

                   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、「大物遺産相続者よ！ そんなにせわしく走りなさんなよ！」って。 

 

 

Robin Becker : Spiritual Morning 

    

    

    

    

    

ジェフリー・ビームジェフリー・ビームジェフリー・ビームジェフリー・ビーム    

 

思索に没頭している聖ジェローム思索に没頭している聖ジェローム思索に没頭している聖ジェローム思索に没頭している聖ジェローム    



 

アルブレヒト・デューラーに倣いて 

 

 

ひと壺の瓶がある 

修道院の中庭に面した回廊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 わたしの部屋を素晴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 

わたしが譲り渡すすべてのもの 

わたしのところに訪れたすべてのもの 

 

切り刻まれた肉 

ひと籠の中の 

魚たち 

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 

 

アーモンドよ 

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 

見事な単純さよ 

 

 

Jeffery Beam : St. Jerome in His Study 

 

 

 

 

 

クリシー・アンダーソンクリシー・アンダーソンクリシー・アンダーソンクリシー・アンダーソン----サバーラサバーラサバーラサバーラ    

 

救い救い救い救い    

 



 

シングルマザーたちの肩にぶら下がった 

天使たちについて話しなさい 

彼女たちのシフトがベッドのなかの幼い子どもたちで終わるときに 

その幼い女の子たちの身体を揺すぶって寝かしつける神について 

わたしに話しなさい、その女の子たちが 

その同じ肉体のなかに欲望というものがあることに気がついたときに 

女の服を切り裂く、ビールくさい息を引き受ける 

地獄の火について話しなさい、女が 

駆けつけてくれない神に対して大声で叫ぶときに 

 

疲れた手足を横たえる場所について、わたしに話しなさい 

そこは、熱々の恋人たちも肌を離してしまうところで 

闇を恐れて弓ぞりになった外皮のように 

冷たい光を放つ種子たち 

解き放たれた自由闊達な舌で、わたしに話しなさい 

アロエのなめらかな緑の腕のなかで 

二列に並んだ刺のある湾曲したところで 

 

足を痛めた神について、わたしに話しなさい 

泥が固まってくっついた、底の傾いているブーツを履いた神について 

そのあいだに、ストーブの火がコマルをとろとろと温め 

わたしたちが起床するときには、それは最高温度に達するであろう 

 

 

訳注 コマル comal は、メキシコで使われている料理用耐熱板のこと 

 

Chrissy Anderson-Zavala : Salvation 



 

 

 

 

 

ティモシー・リューティモシー・リューティモシー・リューティモシー・リュー    

 

放蕩息子、故郷に便りす放蕩息子、故郷に便りす放蕩息子、故郷に便りす放蕩息子、故郷に便りす    

 

 

ぼくはあなたに教えてあげたいんだ、彼がどういうふうにぼくのお尻を食べるのか 

公共の場所でさえね、親愛なるお父さん 

まず、ぼくの腰まわりのゴムひもに、彼が指をひっかけるんだけど 

それは、ぼくのお尻の割れ目に、彼がつるって指を降ろせるようにだよ（こんな地方

新聞の 

三行広告のようなものはつづかないと思うよ、ちょっと不安だけど、 

                            でも、まあ、それも当然だろうけどね）。 

ぼくたちは、週に一回だけゲイ・ナイトになるバーで出会ったんだ── 

そこでは、十代の少年たちが檻に入れられて、男たちが床に寝そべってるんだ、 

でも、あなたが聞きたいことって、そんなことじゃないでしょう？ 

たこのできた膝のうえで、彼がどういうふうにぼくの頬に鼻をこすりつけるのか 

テクノ・ポップの調子に合わせて、彼はフフンフフンって言ってて 

             興が乗ったところで、つばを飛ばすんだ。 

 

 

＊ 

 

 



ぼくがしたあとで、彼は自分の手のなかに、うんちをすることになっててね。 

ぼくは何て言わなきゃならないんだろう？ （ぼくは彼に言うんだ、こわいよって 

大きく見開いたぼくの目に、彼がそのうんちをシャってなすりつけるんじゃないかっ

て 

こんなことを、あなたにちゃんと伝えるのはむずかしいな。）どうして、その思惑が 

外れることになったのかってことは、ここでは、めっちゃハッキリしてるけどさ── 

                      彼が家って呼んでるこの汚い部屋 

マットレスはやわらかいよ、ぼくたちの息で膨れてて、ぼくたちの危険なセックスで 

いっぱいなんだもの。おお、俺といっしょにいてくれよって、彼が口ずさむんだ、 

ぼくは目をぎゅっと閉じて、ひるまずに頭を動かさないようにしてるんだよ、 

彼がぼくの胸のうえに十字架のしるしを、ポッポと湯気を立ててるおしっこの 

流れで描こうとしてるときにね、そうしながら、彼は、ぼくに、こうたずねるんだ 

             俺たちはこうするために生きてるんじゃないのかいって。 

 

 

Timothy Liu : The Prodigal Son Writes Home 

 

 

 

 

 

エマニュエル・ザビエルエマニュエル・ザビエルエマニュエル・ザビエルエマニュエル・ザビエル    

 

世界の終末は延期されている世界の終末は延期されている世界の終末は延期されている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(もてあそ)んでいるのだが 

これまた、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 

彼の来臨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、あはっ、きっといつの日かはね、彼は、派手にご来臨くださ

るだろうね 

そのときまではさ、地球はまだ相も変わらず、最悪の世界のままだろうけれどね 

 

 

Emanuel Xavier : The Omega Has Been Postponed 

 

 

 

 

 

ミシェル・カヒルミシェル・カヒルミシェル・カヒルミシェル・カヒル    

 

二つの魂二つの魂二つの魂二つの魂    

 

 

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、彼女が歌って聞かせたいかのように、自分の名前を。 



 

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ココナッツの殻とか、きらきら光る魚とか？  

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。 

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、 

ちょっとした風の動きで見分けられるのだ、バッタの擬態を。 

 

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、前足の正確な一撃を繰り返し練習しているからだ。鳴いているな、 

ひとが鳴かしたみたいに、ああ、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、彼女が土くれ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、彼女の烙印は一匹のトカゲのうえに、 

 

あるいは、一羽の蝶のうえに残される、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たのだから、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、一つのウパニシャッドの月であり、 

日中には、わたしは海や田圃の同朋であるが、空中に浮かぶ寺院としては、 

あなたにとっては、青白く、かつ透明で、目には見えない存在である。 

 

 

Michelle Cahill : Two Souls 

 

 

 

 

 

シャーロット・アモンズシャーロット・アモンズシャーロット・アモンズシャーロット・アモンズ    

 

ロバータは、聖職者として働いているロバータは、聖職者として働いているロバータは、聖職者として働いているロバータは、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、 

そこの紫色のクワイア・カーテンと蜜柑色のスポンジ・ヘアカーラーには、真珠がち

りばめられている。 

彼女と聖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、聖なる血であり、聖なる道であり、聖なる水である。 

 

休憩室では 

ランス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気をつけなければならない、 



「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、彼女はこんな言い訳する。 

 

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、彼らは魚と一焼きのパンをいっしょに合わせるのだ。 

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 

一生懸命に、それを取り壊させよ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。 

聖なる言葉、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。 

緋色の紐が、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。 

彼女の身体を焼き焦がす 

あしたの異種交配に対する信仰による火あぶりの刑を受けるために。 

 

 

 

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 というところに出てくるのだが、

「サヴォア工場の缶詰工程」という具合に、固有名詞として訳そうと思うので、savior の意味が、

詩作品全体の意味にとって、のちのち効いてくるものだからである。この英詩は、ぼくが訳したも

ののなかで, もっとも多くの訳注を施す詩になるだろう。 

 

pearl: 真珠は、異常なるものの純化、純粋性、救済などを意味する。（『イメージシンボル事典』

の pearl の項より） 

 

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分厚い重たそう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。しか

し、それは、クワイア・カーテンと同じくらいなじみのないものだったので、ここでは、クワイア・

カーテンのままにしておいた。 

 

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、「聖なる言葉」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、The Word を「聖なる言葉」と訳すと

すると, The Blood、The Way、The Water をも、それぞれ、「聖なる血」、「聖なる道」、「聖なる水」

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、詩作品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）」の意味を詩作品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９．５km 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、コンマを読点に、セミコロンをコロンに書き改

めたところがある。 

 

 

Shirlette Ammons : Roberta is Working Clergy 


