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ミズーリ州は複数の気候帯の境界線上にあ
るため、天候を予測するのがとてもむずか
しい地域です。天気はくるくると変わるこ
とが多く、あきることがありません。ミズー
リの南部にあるオーザック山脈は古代の
山々ですが、いまは山というより丘陵とな
り、深い森におおわれています。

ミズーリには 5800を越える洞窟があり、
非常な密集度と総数において世界でも類を
みない場所と言われています。また水晶や
さまざまな鉱物の宝庫でもあります。

わたしはミズーリ州の西の端に住んでいて、
そのすぐ西側には、緑の大海原のようなカ
ンサスの大草原が広がっています。

ここに住む人々はなにかと保守的になりが
ちですが、わたしにとってここのランドス
ケープは神秘にみちています。文明の歴史
はたった 200 年であっても、地質学的な歴
史ははるか昔、過去の奥深いところまでた
どれます。ここではどこにいても、そこら
へんの地面からでさえ、洞窟群の暗闇から
たちのぼるこの地の過去を感じとることが
できるでしょう。

Missouri is on the edge of several different 

climate zones, so the weather here is very 

unpredictable and hence always changing and 

quite interesting. In the south of Missouri are 

the Ozark Mountains, which are so very ancient 

that they are only hills today, and covered with 

forests.

Missouri has more than 5800 caves -- a greater 

density and number of caves than any place else 

in the world. It is also rich in deposits of quartz 

crystal and many other minerals.

I live on the western edge of Missouri, and to the 

west of me lies the prairie of Kansas, which is 

like a vast green sea.

The people here tend to be very conservative, 

but to me the landscape is mystical, and even 

though the written history of civilization is only 

about two hundred years old here, the geological 

history extends far into the depths of the past, 

and you can feel it everywhere, even under your 

feet, welling up from the darkness of the caves.

ミズーリについて

ジョン・サンドバック

About Missouri

By John Sandbach
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001.

always carrying something

somewhere and leaving it --

water

いつも何かをどこかへ
運び置き去る
水は

00�.

new moon

thin and sharp

as broken glass

新月
細く鋭い
ガラスの破片

00�.

overhead a blue sea

and me down here

stranded

頭上に青い海
その下でぼく
座礁する

00�.

someone has dropped a veil

on the floor of the sky

だれかが落としたヴェール
空の床に　　　　　　　　　

005.

white iris

drank snow

白アイリス
雪を飲み干す

00�.

melon

before it is opened

full of darkness

メロン

割られる前の
暗黒

00�.

acid green lichen

on the tree

lizard spirits hiding

鮮やかな緑苔
木を這う
トカゲの心かくして

008.

thunder echoing

through night's

vast cave

とどろく雷鳴
夜という
巨大な洞窟に

00�.

afternoon moon

dry sponge

thirsting in the Blue Desert

午後の月
青沙漠で水もとめる
乾いたスポンジ

01�.

Milky Way --

I write haiku

in the arm of a pinwheel

銀河の
かざぐるまに

ハイクを書き込む

0�0.

night garden

dust of meteors

falling through my hair

夜の庭
流れ星のカケラ
ぼくの髪に流れつく

0�1.

beneath lake's skin

space

from between the stars

湖の皮膚の下に
大宇宙
両の星つなぐ

0��.

falling asleep

I see them --

caves on the moon

眠り落ちる
目に
月の　穴　穴　穴

0��.

colors

the diamond gives

what it does not have

あふれる色
ダイアモンドは放つ
自分にはないものを

0��.

sting

of bitten

clove

チクッ

と刺されるは
クローブ

0�5.

ocean's voice

making moon thirsty

海原の声に 　　　　　　　　
月渇きを覚える

0��.

never letting

the mud rest -- river

carrying it to sea

泥を休ませてはならない
川は
そのように海へ運ぶ

0��.

waking alone

outside the fog

caresses every branch

霧が枝から枝
撫でてまわるその外で
ひとり目覚めて

010.

under fading stars

I wash quartz crystals

淡い星あかりの下
水晶を洗う

011.

quartz crystal

from ancient pools

petrified water

水晶
古代の水辺の
石化した水　

01�.

moonlight

the sea of tranquility

is a sea of dust

ムーンライト

静けさの海
砂漠の海

01�.

the clouds no one ever sees

the dinosaurs love them best

だれも見ることのない雲
恐竜たちの大好物

01�.

river

carrying sky

over earth

河のながれ
空をはこぶ
地を這って

015.

through holes in the clouds

rays �� million miles

straight

雲の裂け目から
１億５千万キロメートル
光の矢

01�.

turquoise

sleeps in hill

dreams of sky

ターコイズ

丘にねむる
空を夢みて

01�.

night clouds

ghosts of mountains

watching the earth

夜の雲
地上を見おろす
山のゴースト

018.

as we talk

of recurring dreams

Milky Way mist

burns overhead

何度も見る夢の話　
している頭上に
天の川が燃えさかる

0�8.

in the fog

each crow

a different shade of gray

霧の中
カラスの影
さまざまに向く

0��.

as I fall asleep

faint moaning

of the train snake

眠りの落ち際
かすかなうめき声
くねるヘビ列車

0�0.

on empty sky

tiny white

jet scratch

まっさらな空に
ちっちゃな白
飛行機のひっかき傷

0�1.

moon looks down

scarecrow does not

look up

月が見下ろす
かかしは

見上げない

0��.

mindless afternoon moon

just along

for the ride

考えなしの昼の月
どこまで行っても
ついて来る

0��.

out of kiln's rage

delicate teacup

怒りの窯から
なんて優しいティーカップ

0��.

autumn dusk

the forest getting

larger and larger

秋の夕暮れ
森は
嵩を増していく

0�5.

persimmon

the bruised part sweetest

柿
痣のところが甘い

0��.

most crooked of trees

more crooked 

at dusk

ぐっーとしなる木々
ぐぐっとさらに　
日暮れには

0��.

sewing the torn futon

the evening rain keeps falling

フトンをかがる

夕雨が降りつづく

0�8.

just before rain

building web

spider circling and circling

雨の直前
巣を張るクモ
ぐるぐるぐるぐる

0��.

If I could hear

all the heartbeats of the city --

sound of rain

街の鼓動すべてを
聞くことができたなら・・
雨の音

0�0.

remembering

the taste of melon

she touches the jade

メロンの味
思って
彼女翡翠にふれる

0�1.

evening

on the tip of each locust thorn

silence

夕暮れて
イナゴのひげの先っぽに
静けさ

0��.

autumn dusk

I step more gently

on tree roots

秋のゆうぐれ
そっと

木の根を踏んであるく　

0��.

the wind

beats up leaves

before they rot

風が
葉っぱをうちのめす
朽ち落ちる前に

0��.

bare branches

the sky cut

into thousands of pieces

裸技
切りとられた空
幾千のかけら

0�5.

thaw at dusk

tree's black arteries

drink the sky

夕ぐれにとける
黒い動脈
空を飲む木

055.

overcast sky --

I breath fresh light

glowing from the snow

曇り空
強い光あびる
雪からの輝き

05�.

moon and fierce cold --

on the snow

finely shattered mirrors

月と厳寒
雪面に
飛び散る鏡

05�.

swimming the streets

and alleys of the city

winter wind piranhas

泳ぎわたる
道から道へ
冬のピラニア風

058.

winter sleet falling --

my fingers sticky

from eating prunes

冬みぞれサラサラ
プルーン食べる
ぼくの指はベタベタ

05�.

when I stand still

the fallen snow

stops sparkling

立ち止まると
降りしきる雪
きらめきをとめる

0�0.

winter dusk

lighting the candles

creates more gloom

冬の日暮れ
ロウソクに火をともす
闇が濃くなる

0�1.

night of falling snow

I search the dictionary

for obsolete words

雪降りしきる夜
辞書を繰る
死語を探して

0��.

all night a blizzard

and all I can think of

is dragonflies

一晩中の猛吹雪
一晩中頭にあったのは
飛ぶトンボ

0��.

ghost dancers

they take on snow for bodies

and fly from the roofs

ゴースト・ダンサー
雪片まとい
屋根を飛びたつ

0��.

tattered plastic

in the tree

weary of the wind

木の股の
ビニール片
風に疲れて

0��.

after reflecting

off my eye where does it go --

starlight

ボクの目に
反射してそれからどこへ・・
星の光線

0�8.

walk on ceiling

open door

step into sky

天井を歩き
とびらを開け
空に踏み入る

0��.

black morning glory

on a rampage --

tornado

黒朝顔
猛り狂う
竜巻

050.

across sheet of gold leaf

I breathe

a butterfly spirit

金ぱく一葉
蝶々の魂
吹きこんでみる
 

051.

in my teeth

the sound of sleet

on dry leaves

歯でシャリシャリ　
みぞれが枯葉に
落ちる音

05�.

winter gray

turning someplace

into nowhere

冬の灰色
どこもを

どこでもない場所にしてしまう

05�.

dawn pink on chimney smoke

cold puffs out the crows

煙突けむりに夜明けのピンク
カラスの口から白い息

05�.

winter morning

cold sharp

as crows' caws

冬の朝
つめたくするどく

カラスのカアの声のよう

0��.

winter night

I massage my right foot

while my left one patiently waits

冬の夜
右足をマッサージする
しんぼう強く待つ左足

0�5.

somewhere

the baths of my past

are flo wing

何処へ
過去の風呂の湯たちは
流れ去ったのか

0��.

hanging in the shadows

of her neck -- pearl

eye of a ghost

影の彼女
首元のパール
ゴーストの目玉

0��. 

winter evening

the funeral home's facade

well-lit

冬の夕刻
葬式の家の前
あかあかと

0�8.

overcast dawn

winter so long

the crows are laughing

陰鬱な夜明け
冬は長い
カラスたちは笑ってるけど

0��.

dried up sound in his voice 

it must have been

a brook of tears

枯れ果てた
男の声に
涙の川

0�0.

now I can see the wind

the falling snow

has given it a body

風がみえる
降りしきる雪が
正体を見せてくれた

0�1.

after the blizzard

the night air

empty and silent

猛吹雪去って
夜の大気
ひっそりからっぽ

0��.

on the snow

the moon

becomes stars

雪上で
月
星つぶに変わる
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ステップ・イントゥ・スカイ

ミズーリ詩人による英語俳句集

S t e p  i n t o  S k y

 0��

winter morning

old white light

of second-hand sky

冬の朝
古びた白い光線
使い古しの空から

0��.

rusted key

on cellar shelf -- somewhere

a door dreams

錆びた鍵
貯蔵庫の棚に -- ドコカで

待ちわびる扉

0�5.

winter rain

a sea

leaks from sky

冬の雨
海が
空から漏らす水

0��.

trying to touch

the cloud inside

white jade

雲に
手をのばす
白ヒスイの中の

0��.

late winter

shadows of trees' bare limbs

slither over us as we walk

晩冬
裸木の枝の影
僕らの上を滑っていく

0�8.

late winter sunset --

two glowing pink jet scrapes

mar the sky

晩冬の夕焼け
燃えるピンクの傷あと
飛行機雲２本

0��.

on the mesa

lake of melted snow

and tears of stars

メサのうえ

雪どけ水に
星の涙

080.

to be polite

moon withdraws

as we speak

礼儀正しく
月、姿消す
僕たちのおしゃべりの間

081.

out of dirt

spring grass stretching

pulled by sun

土の中から
春草からだ伸ばす
太陽に引っ張られて

0�1.

saying

too many things at once

the rain

しゃべりまくる

洗いざらいいちどきに
それは雨

0��.

possum

wearing the moon's

white face

フクロネズミ

月のお面
かぶって

0��.

with my eyes I fondle

an enormous gray thigh

in the sky

目で愛撫する
巨大なグレーのふともも
空にかかる

0��.

on the back of my neck

blue jay's squint

うなじに

アオカケスの視線が

0�5.

teetering crow

why are you even trying

to stand on the tip of that pine

ぐらつくカラス

なんでまた　
その松のてっぺんに立つ

0��.

in mountain crags, in sidewalks

they don't care

weeds in cracks

ごつごつ岩でも舗道でも
気にせず生える
割れ目の雑草

0��.

crowded on ledges

all the way to the sky

mountain pines

岩だなに集まり
みな天をあおぐ
マウンテン・パインの木

0�8.

tiny dustball floating

across distant sky --

flock of birds　　

ちいさな綿くず
空の彼方を横ぎる
鳥の群れ

0��.

spider

what song is it playing

on its round harp

クモよ

なんの歌弾いてるの
まあるいハープで

08�.

with aches and creaks

the grass-green snake

of spring uncoils

むずむずきしきし

草色ヘビ
身をほどく春

08�.

under a cornflower sky

I slip in spring's dark fudge

ヤグルマソウの空の下
春のファッジに足とられ

08�.

spring drawing

green pencil strokes

out of the ground

春のお絵描き
緑の色えんぴつ走る
地面の上を

085.

grape hyacinths

to smell them

nose on the ground

ムスカリの　
匂いかぐ　　　　　　
鼻づら地につけて　　

08�.

forsythia

too bright

but a spring necessity

レンギョウ

目にまぶしい
でも春の必需品

08�.

spring -- the hoopsnake

bounces down green hills

春。　輪っかヘビ
緑の丘を跳ねおりる

088.

tonight

I can smell sulfur

on the moon

今宵
硫黄を嗅ぎわける
月から

08�.

spring rain

a liquid window

trickles through me

春の雨
窓ガラス溶かし
ぼくの中にしたたる

0�0.

poppy sleeping

through its own fire

unburned

ケシ眠る
燃えさかりながら
焦げもせず

100.

summer woods

so still I can hear

the spider's music

夏の森
あまりの静けさに
クモの音楽聞きとる
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0 01.

always carrying something

somewhere and leaving it --

water

いつも何かをどこかへ

運び置き去る

水は



10 11

0 0 2 .

new moon

thin and sharp

as broken glass

新 月

細く鋭い

ガラスの破 片

0 0 3.

overhead a blue sea

and me down here

stranded

頭 上に青い海

その下でぼく

座 礁する



1� 1�

someone has dropped a veil

on the f loor of the sk y

だれかが落としたヴェール　

空の床に　

0 04 . 0 0 5 .

white iris

drank snow

白アイリス

雪を飲み干す



1� 15

0 0 6 .

melon

before it is opened

full of darkness

メロン

割られる前の

暗 黒

0 0 7.

acid green lichen

on the tree

lizard spirits hiding

鮮やかな緑 苔

木を這う

トカゲの心かくして



1� 1�

とどろく雷 鳴

夜という

巨 大な洞 窟に

thunder echoing

through night's

vast cave

0 0 8 . 0 0 9 .

afternoon moon

dr y sponge

thirsting in the Blue Deser t

午 後の月

青 沙 漠で水もとめる

乾いたスポンジ



18 1�

under fading stars

I wash quar tz cr ystals

010 .

淡い星あかりの下

水 晶を洗う

011.

quar tz cr ystal

from ancient pools

petrified water

水 晶

古 代の水 辺の

石 化した水
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ムーンライト

静けさの海

砂 漠の海

moonlight

the sea of tranquilit y

is a sea of dust

01 2 . 013.

the clouds no one ever sees

the dinosaurs love them best

だれも見ることのない雲

恐 竜たちの大 好 物
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河のながれ

空をはこぶ

地を這って

river

carr ying sk y

over ear th

01 4 .

雲の裂け目から

１ 億 ５ 千 万キロメートル

光の矢

through holes in the clouds

rays �� million miles

straight

015 .
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016 .

turquoise

sleeps in hill

dreams of sk y

ターコイズ

丘にねむる

空を夢みて

017.

night clouds

ghosts of mountains

watching the ear th

夜の雲

地 上を見おろす

山のゴースト
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何 度も見る夢の話 　

している頭 上に

天の川が燃えさかる

as we talk

of recurring dreams

Milk y Way mist

burns overhead

018 . 019 .

Milk y Way --

I write haik u

in the arm of a pinwheel

銀 河の

かざぐるまに

ハイクを書き込む
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0 2 0 .

night garden

dust of meteors

falling through my hair

夜の庭

流れ星のカケラ

ぼくの髪に流れつく

0 21.

beneath lake's skin

space

from bet ween the stars

湖の皮 膚の下に

大 宇 宙

両の星つなぐ



�0 �1

眠り落ちる

目に

月の　 穴 　 穴 　 穴

falling asleep

I see them --

caves on the moon

0 2 2 . 0 2 3.

colors

the diamond gives

what it does not have

あふれる色

ダイアモンドは放つ

自 分にはないものを



�� ��

チクッ

と刺されるは

クローブ

sting

of bitten

clove

0 2 4 . 0 2 5 .

ocean's voice

making moon thirst y

海 原の声に  　 　 　 　 　 　 　 　

月 渇きを覚える



�� �5

泥を休ませてはならない

川は

そのように海へ運ぶ

never letting

the mud rest -- river

carr ying it to sea

0 2 6 . 0 2 7.

waking alone

outside the fog

caresses every branch

霧が枝から枝

撫でてまわるその外で

ひとり目 覚めて



�� ��

霧の中

カラスの影

さまざまに向く

in the fog

each crow

a different shade of gray

0 2 8 . 0 2 9 .

as I fall asleep

faint moaning

of the train snake

眠りの落ち際

かすかなうめき声

くねるヘビ列 車



�8 ��

まっさらな空に

ちっちゃな白

飛 行 機のひっかき傷

on empt y sk y

tiny white

jet scratch

0 30 . 0 31.

moon looks down

scarecrow does not

look up

月が見 下ろす

かかしは

見 上げない



�0 �1

0 3 2 .

mindless afternoon moon

just along

for the ride

考えなしの昼の月

どこまで行っても

ついて来る

0 3 3.

out of kiln's rage

delicate teacup

怒りの窯から

なんて優しいティーカップ



�� ��

0 3 4 .

autumn dusk

the forest getting

larger and larger

秋の夕 暮れ

森は

嵩を増していく

0 3 5 .

persimmon

the br uised par t sweetest

柿

痣のところが甘い



�� �5

ぐっーとしなる木 々

ぐぐっとさらに　

日 暮れには

most crooked of trees

more crooked 

at dusk

0 3 6 . 0 3 7.

sewing the torn futon

the evening rain keeps falling

フトンをかがる

夕 雨が降りつづく



�� ��

雨の直 前

巣を張るクモ

ぐるぐるぐるぐる

just before rain

building web

spider circling and circling

0 38 . 0 39 .

If I could hear

all the hear tbeats of the cit y --

sound of rain

街の鼓 動すべてを

聞くことができたなら・ ・

雨の音



�8 ��

メロンの味

思って

彼 女 翡 翠にふれる

remembering

the taste of melon

she touches the jade

04 0 . 04 1.

evening

on the tip of each locust thorn

silence

夕 暮れて

イナゴのひげの先っぽに

静けさ



50 51

秋のゆうぐれ

そっと

木の根を踏んであるく

autumn dusk

I step more gently

on tree roots

04 2 . 04 3.

the wind

beats up leaves

before they rot

風が

葉っぱをうちのめす

朽ち落ちる前に



5� 5�

裸 技

切りとられた空

幾 千のかけら

bare branches

the sk y cut

into thousands of pieces

04 4 . 04 5 .

thaw at dusk

tree's black ar teries

drink the sk y

夕ぐれにとける

黒い動 脈

空を飲む木



5� 55

木の股の

ビニール片

風に疲れて

tattered plastic

in the tree

wear y of the wind

04 6 . 04 7.

after ref lecting

off my eye where does it go --

starlight

ボクの目に

反 射してそれからどこへ・ ・

星の光 線



5� 5�

天 井を歩き

とびらを開け

空に踏み入る

walk on ceiling

open door

step into sk y

04 8 .

黒 朝 顔

猛り狂う

竜 巻

black morning glor y

on a rampage --

tornado

04 9 .



58 5�

across sheet of gold leaf

I breathe

a butterf ly spirit

金ぱく一 葉

蝶 々の魂

吹きこんでみる

0 50 . 0 5 1.

in my teeth

the sound of sleet

on dr y leaves

歯でシャリシャリ　

みぞれが枯 葉に

落ちる音



�0 �1

冬の灰 色

どこもを

どこでもない場所にしてしまう

winter gray

turning someplace

into nowhere

0 5 2 . 0 5 3.

dawn pink on chimney smoke

cold puffs out the crows

煙 突けむりに夜 明けのピンク

カラスの口から白い息



�� ��

冬の朝

つめたくするどく

カラスのカアの声のよう

winter morning

cold sharp

as crows' caws

0 5 4 . 0 5 5 .

overcast sk y --

I breath fresh light

glowing from the snow

曇り空

強い光あびる

雪からの輝き



�� �5

月と厳 寒

雪 面に

飛び散る鏡

moon and fierce cold --

on the snow

finely shattered mirrors

0 5 6 . 0 5 7.

swimming the streets

and alleys of the cit y

winter wind piranhas

泳ぎわたる

道から道へ

冬のピラニア風



�� ��

冬みぞれサラサラ

プルーン食べる

ぼくの指はベタベタ

winter sleet falling --

my fingers stick y

from eating pr unes

0 5 8 . 0 59 .

when I stand still

the fallen snow

stops spark ling

立ち止まると

降りしきる雪

きらめきをとめる



�8 ��

冬の日 暮れ

ロウソクに火をともす

闇が濃くなる

winter dusk

lighting the candles

creates more gloom

0 6 0 . 0 61.

night of falling snow

I search the dictionar y

for obsolete words

雪 降りしきる夜

辞 書を繰る

死 語を探して



�0 �1

一 晩 中の猛 吹 雪

一 晩 中 頭にあったのは

飛ぶトンボ

all night a blizzard

and all I can think of

is dragonf lies

0 6 2 .  0 6 3.

ghost dancers

they take on snow for bodies

and f ly from the roofs

ゴースト・ダンサー

雪 片まとい

屋 根を飛びたつ



�� ��

冬の夜

右 足をマッサージする

しんぼう強く待つ左 足

winter night

I massage my right foot

while my left one patiently waits

　0 64 . 0 6 5 .

somewhere

the baths of my past

are f lowing

何 処へ

過 去の風 呂の湯たちは

流れ去ったのか



�� �5

影の彼 女

首 元のパール

ゴーストの目 玉

hanging in the shadows

of her neck -- pearl

eye of a ghost

0 6 6 . 0 6 7.

winter evening

the funeral home's facade

well-lit

冬の夕 刻

葬 式の家の前

あかあかと



�� ��

0 6 8 .

overcast dawn

winter so long

the crows are laughing

陰 鬱な夜 明け

冬は長い

カラスたちは笑ってるけど

0 6 9 .

dried up sound in his voice 

it must have been

a brook of tears

枯れ果てた

男の声に

涙の川



�8 ��

0 7 0 .

now I can see the wind

the falling snow

has given it a body

風がみえる

降りしきる雪が

正 体を見せてくれた

0 7 1.

after the blizzard

the night air

empt y and silent

猛 吹 雪 去って

夜の大 気

ひっそりからっぽ



80 81

雪 上で

月

星つぶに変わる

on the snow

the moon

becomes stars

0 7 2 . 0 7 3.

winter morning

old white light

of second-hand sk y

冬の朝

古びた白い光 線

使い古しの空から



8� 8�

錆びた鍵

貯 蔵 庫の棚に  - -  ドコカで

待ちわびる扉

r usted key

on cellar shelf -- somewhere

a door dreams

0 74 . 0 7 5 .

winter rain

a sea

leaks from sk y

冬の雨

海が

空から漏らす水



8� 85

雲に

手をのばす

白ヒスイの中の

tr ying to touch

the cloud inside

white jade

0 7 6 . 0 7 7.

late winter

shadows of trees' bare limbs

slither over us as we walk

晩 冬

裸 木の枝の影

僕らの上を滑っていく



8� 8�

晩 冬の夕 焼け

燃えるピンクの傷あと

飛 行 機 雲 ２ 本

late winter sunset --

t wo glowing pink jet scrapes

mar the sk y

0 7 8 . 0 7 9 .

on the mesa

lake of melted snow

and tears of stars

メサのうえ

雪どけ水に

星の涙



88 8�

礼 儀 正しく

月 、 姿 消す

僕たちのおしゃべりの間

to be polite

moon withdraws

as we speak

0 8 0 . 0 81.

out of dir t

spring grass stretching

pulled by sun

土の中から

春 草からだ伸ばす

太 陽に引っ張られて



�0 �1

むずむずきしきし

草 色ヘビ

身をほどく春

with aches and creaks

the grass-green snake

of spring uncoils

0 8 2 . 0 8 3.

under a cornf lower sk y

I slip in spring's dark fudge

ヤグルマソウの空の下

春のファッジに足とられ

＊ファッジ＝甘くて柔らかいキャンディー。



�� ��

春のお絵 描き

緑の色えんぴつ走る

地 面の上を

spring drawing

green pencil strokes

out of the ground

0 84 . 0 8 5 .

grape hyacinths

to smell them

nose on the ground

ムスカリの　

匂いかぐ　 　 　 　 　 　

鼻づら地につけて



�� �5

レンギョウ

目にまぶしい

でも春の必 需 品

forsy thia

too bright

but a spring necessit y

0 8 6 . 0 8 7.

spring -- the hoopsnake

bounces down green hills

春 。 　 輪っかヘビ

緑の丘を跳ねおりる



�� ��

今 宵

硫 黄を嗅ぎわける

月から

tonight

I can smell sulfur

on the moon

0 8 8 . 0 8 9 .

spring rain

a liquid window

trick les through me

春の雨

窓ガラス溶かし

ぼくの中にしたたる



�8 ��

ケシ眠る

燃えさかりながら

焦げもせず

poppy sleeping

through its own fire

unburned

0 9 0 . 0 91.

saying

too many things at once

the rain

しゃべりまくる

洗いざらいいちどきに

それは雨



100 101

0 9 2 .

possum

wearing the moon's

white face

フクロネズミ

月のお面

かぶって

0 9 3.

with my eyes I fondle

an enormous gray thigh

in the sk y

目で愛 撫する

巨 大なグレーのふともも

空にかかる



10� 10�

うなじに

アオカケスの視 線が

on the back of my neck

blue jay's squint

0 9 4 . 0 9 5 .

teetering crow

why are you even tr ying

to stand on the tip of that pine

ぐらつくカラス

なんでまた　

その松のてっぺんに立つ



10� 105

0 9 6 .

in mountain crags, in sidewalks

they don't care

weeds in cracks

ごつごつ岩でも舗 道でも

気にせず生える

割れ目の雑 草

0 9 7 .

crowded on ledges

all the way to the sk y

mountain pines

岩だなに集まり

みな天をあおぐ

マウンテン・パインの木



10� 10�

ちいさな綿くず

空の彼 方を横ぎる

鳥の群れ

tiny dustball f loating

across distant sk y --

f lock of birds

0 9 8 . 0 9 9 .

spider

what song is it playing

on its round harp

クモよ

なんの歌 弾いてるの

まあるいハープで



108 10�

夏の森

あまりの静けさに

クモの音 楽 聞きとる

summer woods

so still I can hear

the spider's music

100.
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John Sandbach

He was born in San Francisco, California, 
and moved to Kansas City, Missouri when 
he was eighteen months old. The first thing 
he ever wanted to do was play the piano, and 
studied it from the age of seven to the age of 
eighteen. He especially loves to play Bach.  He 
went to the University of Missouri at Kansas 
City and majored in art history.  He has been 
a professional astrologer since 1���, and 
also does psychic readings and intuitive 
counselling. He has written six books on 
astrology and various metaphysical subjects, 
such as color therapy, as well as a book of 
forty fantasy stories.

著者プロフィール

ジョン・サンドバック

カリフォルニア州サンフランシスコに生まれ、
生後 18 ヶ月のとき、ミズーリ州カンサス市に
移る。子供時代に最初にやりたがったことは
ピアノを弾くことで、７才から 18 才まで、先
生についてレッスンをうけた。バッハの曲を弾
くのがなにより好き。サンドバックはカンサス
市のミズーリ大学に進学し、そこで美術史を
専攻する。1966 年より占星術を仕事とし、霊
感や直観によるカウンセリングにも携わる。占
星術やカラー・セラピーなどの形而上学的問
題をあつかった著書が６冊あり、ほかにファン
タジー短編集も出版している。
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Cosmic Haiku

Written by Ban'ya Natsuishi

In the first year of the �1st Century, on 
February ��th �001 several haiku by John 
Sandbach were sent to me by e-mail from 
the USA. These haiku were contributions to 
the "World Haiku Gallery" page of "Ginyu", a 
haiku magazine I publish.

I was attracted to these haiku, which are 
spacious and cosmic, unlike so many 
stereotypical Japanese haiku.

Later I received a request by e-mail from a 
stranger in Japan who asked me to write an 
introduction to a book of Sandbach's haiku.
In one of these haiku Sandbach writes,

      falling asleep

      I see them --

      caves on the moon

The poet seems to fall asleep peacefully, 
imagining the surface of the moon.
In another haiku he writes,

      to be polite

      moon withdraws

      as we speak

宇宙感覚の俳句

夏石番矢

初の年、2001 年 ２ 月 27 日、アメリカか
ら、ジョン・サンドバックの俳句が、突然
メールで送られてきた。私が発行人をつと
める「吟遊」という俳句雑誌の、世界俳句
ギャラリーというページへの掲載を求めて
のメールだった。

超マンネリ化した日本の俳句とはちがい、
どこかひろびろとした宇宙感覚が光る魅力
的な作品だった。

サンドバックの俳句を句集にして出版する
ので、その紹介文を書いてほしいとの依頼
もまた、突然、今度は日本国内からメール
でやって来た。

　　眠り落ちる
　　目に
　　月の　穴　穴　穴

サンドバックは、月面を想像しながら、安
らかに入眠するらしい。

　　礼儀正しく
　　月、姿消す
　　僕たちのおしゃべりの間



11� 115

Maybe the moon is one of his friends. 

I don't know if Sandbach is his real name. 
"Sand" means sandhill in both English 
and German, and "bach" means stream in 
German.

I imagine Sandbach to be a haijin (haiku 
poet) who lives in a cosmic world of poetry, 
and who calls the moon to the dry wash 
scattered with sand in the middle of North 
America so that he may talk with her.

September �001

いや月は、サンドバックの友人のひとりな
のである。

そう言えば、彼のサンドバックという名前
が、本名なのかどうかも知らない。サンド
は英語で「砂」、バックはドイツ語で「小川」
という意味だ。

きっと彼は、アメリカ大陸のまんなかの、
かわいた砂だらけの小川に、月を招いて語
りあう、宇宙的ポエジーの俳人なのだろう。

2001 年９月
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