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序文
Preface
Dear reader!
This book is a collection of my verses in the Japanese language, 
accompanied by their English translation.
My verses are neither Japanese in nature, nor an imitation, nor a 
fake. They were composed by a man of European culture influenced 
by Japanese aesthetics. 
But why do I write in Japanese?
Because I am in love with the Japanese language and Japanese 
culture. Because I feel fascinated by their refinement and they 
inspire me:

I dedicate this book to the blessed memory of my mother Raissa 
Grigorievna Pushkin (Weinman), who implanted in me the Japanese 
perception of the world and the Japanese understanding of beauty. 
I am also grateful to Mrs. Hiroko Hashimoto and
Mrs. Takako Minami for editing my verses in Japanese.

Ilya Pushkin

In every sign of Japanese
writing 
hides the beauty
of a Japanese girl.

In every Japanese word
hides a poem.

私にはひとつひとつの

漢字の中に

日本人の女の子の

美しさが見え隠れする。

私にはひとつひとつの

日本語の言葉の中に 

詩が見え隠れする。



優しい熊の歌
The Poems of the Tender Bear
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星の光は冷たいものだが、

あの星の 光だけは

灼けるようだ。

Starlight is cold
but the light of this star
is scorching.
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 私は嬉しくなる

あなたの 

「久しぶりですね」を聞く時だけ。

(久しぶりですね – hisashiburi desŭ ne –
We haven’t seen each other for a long time –
the Japanese say this after a long separation)

I shall be happy
when I hear you say:
“Long time no see!”
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箸は一本でいる  

ことができないように

私はあなたなしでいる

ことができない。  

Just as a chopstick
can do nothing alone,
so I am nothing
without you.



14

孤高の静かな星は  

私の忠誠と崇拝で

取り巻かれる。

今夜の空に  

彼女だけが光る。

One silent, lonesome star
surrounded
by my love 
in the night sky.
The only one that shines. 
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今日あなたは間違えて 

御飯の代わりに 

弁当に口づけを詰めた。

可愛い間違いのために 

私の心はあなたの愛で 

満腹だ。 

けれども、

私のお腹は空いている。

Today you  made a mistake
when, instead of  rice, 
you laid your kisses
in my sandwich box.
 
Because of your charming mistake
my heart overflows with your love,
but my stomach is empty.
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変な夫婦だ。

出る時に 

口づけのために  

彼は  

「いって　きます」と言うのを

忘れた。  

迎える時に

口づけのために

彼女は

「おかえりなさい」と言うのを 

忘れた。  

結婚したのは

一年前になるのに、

彼らのアパートからはまだ

口づけの音だけしか

聞こえない。
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(When the Japanese leave they say to the family members 
that stay at home: “いってきます– itte kimasŭ –
Goodbye. See you later!”
When they return home they are greeted by the family:
“お帰りなさい! –okaeri nasaĭ – Nice to see you back home!“)

The Odd Couple

When he leaves the house,
kisses make him forget
to say “Goodbye”.

When she welcomes him home,
kisses make her forget
to say “Welcome home”.

A year already
since the wedding
but from their flat
no sound but kisses.
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秋の雨の  

模様を通して  

君の微笑みは

ほとんど見えない。

悲しさは 

暫く私の心の中に  

住み着けた。

遠い星からでは 

君の優しさは

ほとんど届かない。
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Through the pattern
of autumn rain,
your smile is
barely visible.

Sadness
a long time resident
in my heart.

From the distant star
your tenderness
barely reaches me.
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夏の終わりの  

突然の雨は 

秋の始まりのキスのようだ。

A sudden rain
at the end of summer,
like the first kiss of autumn.
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傘を差すのを忘れた私は

君の濡れ髪と

雨の銀髪にキスしている。

I forgot to open the umbrella,
and now
I am kissing your wet hair,
and the silvery hair of the rain.
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秋の雨のしずくは

私の窓を叩いている、  

「私を愛して下さい」 

と言っている。

私も  

あなたの心の扉を

叩いている,  

希望もなく、果てしなく  

「私を愛して下さい」 

と言っている。

An autumn rain drop 
knocks on my window pane,
saying:
“Love me, please!”

And I
hopelessly, without end,
knock on the door of your heart,
saying:
“Love me!”
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亀は危険から甲羅を閉じる。

私は君の優しさから

どう私の心を守ればいい？ 

The turtle protects itself from danger
with its shell.
but how shall I protect my heart
from your tenderness?
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私の閉じた心は  

君の愛のためにだけ 

隙間が残っている。 

In my locked heart
there is a tiny slit
for your love alone.
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私の閉じた心は

君の優しさと暖かさに 

いつも隙間がある。

In my locked heart
your tenderness
and warmth
can always find a tiny slit.



26

霜の事

霜は

君の手の暖かさに

溶ける。

私の心は

君の優しさに  

溶解したい。

Poems of Ice.

A thin layer of ice
is melting
between your warm palms. 

My heart
wishes to melt
in your tender warmth. 
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窓のそばに

長く座っている。  

霜の模様を通して何を見るか?

You linger awhile
by the window.
What are you looking at
through the ice paintings
on the glass?



28

冬は来るとき、

霜の花は木の枝に咲く。

花見をしに行きましょうか?

When winter comes,
frosty flowers blossom
on the branches of the trees branches.
Shall we go and enjoy looking at them?



29

夜に誰か　  

霜の模様を描いた？  

一度も誰も  

霜の秘密を知ることができない!  

Who painted pictures
on the ice at night?
No one will ever know
The secret  of the icy pictures! 
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夢もなくなった、 

でもあなたは 

私と一緒にいる。

夢から来た女の子は

夢に帰るのを忘れた。

  
Sleep went away,
you
remained beside me:

the girl who came from a dream, 
but forgot to go back to it.
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私の君の誕生日のプレゼント 

君の誕生日にもらった 　

みんなからのプレゼントは 

テーブルの上に置いておいて下さい。 

でも私のプレゼントは

君の心に

抱きしめて。

My Present for Your Birthday

On your birthday,
arrange all your presents
on the table,
but keep my present
close to your heart!



32

夏の雨は  

傘を持っている女の子に  

化けた。

静かで暖かい夜は 

恋している女の子に

化けた。 

私達の 

突然の短い出会いは  

永久の幸せに化けた。 
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The summer rain
has turned into
a girl holding an umbrella.

A warm, quiet evening
has turned into
a girl in love.

Our short
chance meeting
has turned into
lifelong happiness.  
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私の愛は  

もろい貴重品みたいだ。  

誰もこわさないように、

安全な場所に隠した。 

  

君だけが

私の心の秘密を

知っている。 

君だけが　

どこに私の愛があるか 

知っている。

My love
is like a fragile jewel.
Lest it shatter,
I have hidden it
in a safe place.

Only you know
the secret within my heart.
Only you know
where my love is concealed.
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私は

誰でも出会った女の子の

美しさの中には秘密を探している、 

微笑の謎を探している。  

In every girl that passes
I seek 
the riddle of her beauty,
the secret of her smile.



いろいろな愛の歌
Some Poems about Love
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初めてのキスから

墓まで  

駆け足で時間が経って行く。  

だから、愛の言葉は、 

早く言わなくちゃ。

From the first kiss
until the tomb
time rushes on.

One must find time
to say the words of love in time.
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暑さの事   

八月の暑さの中で  

私の財布は町に

一番寒いところだ。 

あなたは 

私の寒い懐の中に 

暑さから隠れたほうがいい。
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Poems of the Blazing Heat

(In Japanese, a “cold purse” is one without small change)

In the heat of August
my purse
is the coldest spot
in the whole town.

You can hide there
from the heat.
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暑中見舞いいの事

あなたの

暑中見舞いの絵葉書は

私に届いた時には

もう涼しくなっていた。  

これは、

私はあなたと出合った時  

もう違う女の人と

結婚してしまっていたように。  
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Encouraging postcards for the hot season

(The Japanese send each other - 暑中見舞い – 
shochūmimaĭ – encouraging postcards –
during the hot season)

When I received
your postcard,
the weather had already turned
cold. 
Just as when
we  met,
I was already married
to another.
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私が地獄の火で焼けている時、

あなたの爽やかな暑中見舞いが

届いて嬉しかった。

When I am roasting in hell,
it will be a pleasure
to receive from you
an “encouraging postcard”.
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蒸し暑い真夏だ。

秋まであなたと一緒に  

冷蔵庫の中で

暑さから隠れましょう。

でも冷蔵庫でもう 

私たちのキスのせいで 

熱くなる。

 
The heat is stifling at midsummer.
Until autumn comes along,
let’s hide 
in the refrigerator.

But even in the fridge
it will be warm
from the kisses.
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雪達磨へ愛の事 

暑い真夏に

雪達磨を恋することは  

少し危ない。 

楽しみ始めた時 

幸福は消えてしまった。 

可愛い雪達磨が 

溶けないために 

どうすればいいか？
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A Love Poem for a Snowgirl

In the blazing heat of summer,
falling in love with a snowgirl
is rather dangerous.

You have barely started 
to enjoy love,
and happiness has already dissolved.

Snowgirl, my darling!
What must I do
to prevent you from melting?
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雪達磨に 

暖かい仲が  

危なくないか？

暖かい言葉に

雪達磨は  

溶けないか？

A warm relationship,
isn’t that risky 
for a snowgirl?

Will she not melt
In the heat of the words…
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強い抱擁の事　

冬の風が

あなたを骨まで 

しみ通す。  

冬の寒さから

あなた自身を守るのに 

もっと近寄って。

私は心の暖かさで 

あなたを包むだろう。
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A Poem of a Strong Embrace

A winter wind
penetrates
your bones.

To protect yourself
from the winter cold,
hold me tight.
I will wrap you 
in the warmth of  my love.
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私をもっと強く抱いてください、 　  

あなたの抱擁が必要だ。  

あなたの抱擁は

この世界で 

唯一の安全な場所だ。  

私をもっと強く抱いてください。  

生涯ずっと  

あなたの愛と暖かさで  

一杯でありたい。

私をもっと強く抱いて下さい。

あなたの抱擁は

私の病をすべて治す、  

私に命の力をくれる、

私を苦労から守る、

私を苦悩から救う。

私をもっと強く抱いて下さい。
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Please, hold me tighter.
I need your hugs so much!
Your embrace
is the only safe place
on earth.

Please, hold me tighter.
As long as I live,
I want your love and tenderness
to fill me.

Please, hold me tighter.
Your hugs
can cure any disease,
add strength,
protect from suffering,
deliver  from the blows of  fate.
Please, hold me tighter.
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彼女の偶然の視線は

私の心を射た。  

恋する心は

病気の心臓みたいだ。  

私はこの甘い痛みを

春の偶然のプレゼントとして

貰った。

彼女の偶然の視線  

と一緒に  

私に偶然の幸福が  

やって来た。 

偶然、この春に 

私は自分の愛を

見つけた。
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Her look of surprise
has stricken my heart.
The heart in love
resembles the heart in pain.

Sweet, unexpected pain
is the gift of spring.

Along with 
her look of surprise,
unexpected happiness
has reached me.

Thus, suddenly,
in springtime
I found my love.
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あなたは愛の代わりに 

遠い星の光を 

私に差し出した。

今私は愛のために

遠い星に飛ぶ筈だ。  

Instead of your love
you gave me
the light of a distant star.

Now, I must fly there
to reach it.
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あなたの愛の言葉は

誓いなのか偶然の失言か  

分からない。

Your words of love:
are they an oath
or a passing comment?
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私は彼女を忘れた、

でも彼女の私に向けた愛を 

覚えている。 

まるで遠い星が、

それ自体消え失せて、なお 

その光を、地上に

届かせるかのように。  

I have forgotten the woman,
but I still remember
her love.

The distant star, it seems,
is long gone,
but it still shines
on me.
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熊は冬眠から目が覚めたとき、 

お腹が空いているそして

心が愛にかわいている。

When a bear wakes up
from his winter sleep,
His stomach is empty
and his heart is waiting for love.



恋に苦しんでいる熊の歌

The Poems
of the Heartbroken Bear
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あなたは私に  

重い石のような

言葉を投げている。

あなたの言葉は

私を傷つける。

あなたを愛するのを

妨げないで。

愛させて下さい！

お願いだから。

The words you throw at me,
heavy as stone,
they wound me
severely.

Do not hinder
my love.
Just let me
love you.
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あなたの冷淡は 

私の心を毀す。  

あなたが同意を示しても、

まるで断っているようだ。

どうやってあなたの心に

愛の火を付けようか？

どうやってあなたに

私の優しさを伝染そうか？

The chill you radiate
breaks my heart.
Your agreement
amounts to rejection.
How can I 
set your heart
on fire with love?
How can I 
catch up with you?
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私の幸せは

君と一緒に  

寒い町に出って行った。

私の愛は

君と一緒に

行ってしまった。

君は出て行く前に  

私の心を

持ち主に返すのを  

忘れてしまった。

 
My love,
along with you,
has gone out to the cold town.

My happiness,
along with you,
has gone far, far away.

Before you left,
you forgot
to give me back my heart.
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上を向かないで歩こう

涙がこぼれるように。 

この古い歌を  

思い出すだけ  

ひとりぼっちの夜。 

私の幸せは

空の上にない、 

雲の上にない。 

  

私の幸せは

あなたと一緒に 

逃げてしまった。 
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I walk with head downcast
to allow the tears
to fall to the ground.

Only this old song
comes to mind
in the lonely night.
My happiness
is not in the sky.
My happiness
is not beyond the clouds.

My happiness,
along with you,
has left me forever.
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君は私から 　

逃げってしまった。

でも月が残っている。

私は君に愛の歌を

歌う代わりに  

月へ吠える。  

月への遠吠えは

孤独の歌だ。 

ほえ声と一緒に

心から

痛みが出て行く。

You have left
me,
but the moon remains in place.
Instead of singing to you 
a love song,
I shall howl to the moon.

Howling to the moon
is the song of solitude.
Along with the voice,
the pain
leaves the heart.
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失恋の授業のために

寂しさの宿題と

心の痛みの練習を

忘れないでください。  

Before the lesson in unrequited love,
don’t forget to do your homework on grief
and the exercises on heartache...
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私たちの出会いは

突然の春のプレゼントだ。

私たちの別れは 

叶わない祈りの結果だけ。

Our meeting
is an accidental gift of spring.
Our separation
is a prayer that went unanswered.
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私は

妻と別れた後で 

空の家に帰った。 

空の部屋は私に 

「おかえりなさい」－と言った。

空の鍋は私に

「召し上がれ」－と言った。

空のベッドは私に 

「愛して！」－と言った。 

After I parted from my wife,
I returned
to an empty house.

“Welcome back!”
the desolate room said to me.
“Bon appetite!” 
The empty saucepan told me.
“I love you!”
The empty bed addressed me.
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私は

あなたを愛する事が  

習慣になった。

あなたなしの苦しさに

慣れる事ができない。

私は

あなたの暖かさに 

慣れた。

空っぽの寒い家に

慣れる事ができない。

I grew accustomed 
to your love,
but I cannot get used to
the hardship of loneliness.

I grew accustomed  
to your warmth,
but I cannot get used to
the cold and empty house.
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私達の別れは 

心に刺した鈍い針のように。  

孤独の痛みを解放する事が  

不可能なのか？  

Our separation,
like a rough needle 
stuck in my heart – 
is it possible
to banish
the hardship of loneliness?
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彼女のきれいな足を  

探さないで下さい、

彼女はただの幽霊だ。

彼女の心に愛を  

探さないで下さい、 

幽霊の中には 

心も愛もない。 

(Japanese ghosts have no legs)

Do not seek her pretty legs.
After all, 
she is only a ghost.

Do not seek for love in her heart.
After all,
ghosts have no heart
and she has no love.
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あなたが私を捨てても  

あなたがどこに行こうと

誰の所に行こうと 

かまわない。

だから、わざわざ 

お別れの会をすることも

必要ないんだ。

You are leaving me.
Where you are going and to whom
does not matter.
There is no need
for a farewell meeting.
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突然に一本の箸を 

見つけたとき、 

もう一度自分自身の孤独を  

覚える。。。 

When I happen upon
a solitary chopstick,
I shall remember my loneliness
again.
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夢から来た女の子は  

私の人生にやってきた

私の心の中に 

住みついた。

 

でもある日  

私が起きた時、

私の心は空っぽになっていた。

夢から来た女の子は

夢に帰ってしまった。

The girl that came from the dream
entered my life,
and settled in my heart.

But one day
I awoke 
and found  my heart
empty.
The girl from the dream
had gone back to the dream.
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目が覚めれば、

彼女は夢と一緒に

いなくなった。

再び私は

ひとりっきりだ、

再び私の悲哀は  

私に「おはようございます」と言う。

I awoke.
Along with my dream,
the girl has vanished.

Once again,
I am alone.
Once again, 
sadness turns to me and says:
“Good morning!”
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あなたとの別れのあとで

焼土だけが残った。 

あなたは「さよなら」の前に

私の人生を

焼き払うのを忘れなかった。  

After the parting
only scorched earth remains.
You did not forget
to burn up my whole life
before you said “Goodbye!”
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俺を捨てた、 

俺を捨てた、 

夢から来た女の子は？ 

どこに逃げた、

どこに逃げた、

夢から来た女の子は？ 

夢に戻った、

夢に戻った、 

夢から来た女の子は。  

ずっと待っている、

ずっと待っている 

夢から来た女の子を。  

まだ愛している、 

まだ愛している 

夢から来た女の子を。  

帰ってきて、 

帰ってきて、 

夢から来た女の子。
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Have you left me,
have you left me,
the girl from the dream?

Where have you gone, 
where have you gone,
the girl  from the dream?

Back into the dream,
back into the dream,
the girl from the dream.

I await you still,
I await you still,
the girl from the dream.

I still love you,
I still love you,
the girl from the dream.

Come back soon,
come back soon,
the girl from the dream!
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美人の目を見たら、

彼女の目の中に  

あなたの壊れた心と

破壊された人生を見る。 

If you look
in her pretty eyes,
you will see
your broken heart,
and the ruins of your life.
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彼女の指のあとが

私の心から消えた。

彼女の足あとを 

私の生活からぬぐい去った。

小さな思い出と

少しの悲しさだけが残った。

I shall delete her fingerprints 
from my heart.
I shall remove her footprints
from my life.
There remain
only a few memories
and sorrow.



笑っている熊の歌
The Poems of the Laughing Bear
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単細胞的な人間の

頭の中で  

脳の細胞は  

孤独から死ぬ。 

In Japanese, a crude simpleton of limited horizons
is called   – tansaĭbōteki ningen – 単細胞的人間-
a “unicellular” man.

In the mind
of a “unicellular” man
one brain cell
is dying in solitude.
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馬鹿は死ななきゃ 

治らない。

だから、かつて馬鹿だった人は

墓の中では利口なっている？ 

 
“The fool finds salvation in the tomb”.
Meaning that
in the tomb of a fool,
a wise man lies?
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犬っぽい友達から

解放されれば、 

今度は、きっと  

友達っぽい犬が

あなたの心を

治療してくれるよ。

When You Have Managed
to Move Away 

One son of a bitch
will always manage
to cure
your heart
of another.
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交通法規

歩行者は 

歩行者天国を出たら

本当の天国に入ることができます。

A Traffic Law

(The Japanese call the sidewalk “pedestrians’ heaven” –
hokōsha tengoku – 歩行者天国)

Anyone who leaves
the pedestrians’ heaven
may find himself
really in heaven.



91

私達の文通の挨拶

時差のために 

私の「おはよう!」は

あなたの「お休み!」に

「こんにちは!」と言った。

Greeting Cards

Because of the difference in hours
between our countries,
my “Good morning!” says
“Hello” to your “Good Night!”



92

敬老の日に

礼儀正しい女の子は  

年寄りを尊敬するために

金持ちの年寄りと  

結婚している。

(In Japan a special day is set aside
for honoring old people)

On Old People’s Day
a well-educated girl
should marry
a rich old man,
out of respect.



93

春の夜に、家の外で

ひとりぼっちの猫は  

叫び喧嘩する。

春の夜に家の中で

ひとりぼっちの猫は  

詩を書く。

On spring nights
lonely yard cats
fight and quarrel.

On spring nights, shut up at home,
lonely yard cats
write poetry.



94

自由は要らない。

自由はひとりぼっちの猫。　

自由は要らない。　  

君の愛からの自由は。 　

I do not need freedom – 
the freedom of  lonely cats.

I do not need freedom – 
freedom from your love.



95

彼女は私に 

「あなたの週末の予定は

何？」と聞いた。 

ひとりぼっちの猫が 

春の週末の予定に 

何をすることができるか？

She asks me:
“What are your plans
for the weekend?”

What plans can there be
for the weekend
for a lonely cat in spring?



96

夢の中の女の子は  

夢だけだ。

夢みたいな女の子は

女の子だ。

夢から来た女の子は

誰か? 

A dreamed girl
is only a dream.
A dream girl
is a real girl.
Which, then, is
the girl from the dream?



97

彼女から受け取った 

手紙の中に

断りと「さよなら」がある 

かもしれない。 

この手紙を

開けるために

爆発物処理班を

呼びたいんだ。

The letter she wrote
probably consists of
“No’” and “Goodbye”.

In order to open her letter
I shall need the help of a demolition expert!



98

｢彼女があなたを捨てたせいで

あなたの目が赤いのですか？｣

「いいえ、違います。 

花粉症のせいだけです」。 

 

｢あなたは花粉症のせいで  

一晩中苦しんで夜ねむれない？｣

｢彼女が私を捨てたせいで

総ての夜がねむれない」。

毎春は私の目が 

花粉症と失恋のせいで

いつも赤い色をしている。



99

“Are your eyes red 
because she left you?”
“No. It is only
hay fever.”

“Is it hay fever
that torments you at night,
keeping you awake?”

“Oh no, it is 
because she left me.”

Every spring
my eyes turn red
because of  hay fever
and unrequited love.



100

カタツムリ、

殻に隠れるのが遅過ぎた

私はあなたの秘密が皆分かった。

Dear snail,
you have not reached your shell
and now I know
all your secrets.



いろいろなことを
考えている熊の歌

The Poems
of the Meditative Bear



105

空から星が落ちた、

私の心に当たった。

今は空に星を 

探さないで下さい。

今は私の心から  

流れ星は光る。

A star has fallen from the sky
right into my heart.

Do not seek 
a star in the sky.
Starlight 
shines now from my heart.



106

偶然の風は  

無邪気な女の子を

他人の国に

持って来た。  

強い風よ、

この可愛い女の子を 

彼女の故郷に

返してやって下さい。 

A sudden wind
has taken
an innocent girl
to a foreign land.

Stormy wind,
please return
the sweet girl
to her homeland!



107

大きい日本の地図で  

彼女の故郷は 

ただの小さな点。 

この小さい島のために

彼女はたくさん涙を流した、

たくさん眠らない夜を過ごした。  

On the wide map of Japan,
her homeland
is only a tiny spot.

Because of that
tiny island
she sheds tears on sleepless nights.



108

生まれてしまったならしょうがない、

いずれにしても生きるはず、  

生き続けよう。 

生まれてしまったならしょうがない、

いずれにしてもいつか

誰かに恋をしよう。 

生まれてしまったならしょうがない、

いずれにしても誰かと

結婚しよう。

生まれてしまったならしょうがない、

いずれにしても稼ぐか

施しを乞うかしよう。

生まれてしまったならしょうがない、 

いずれにしても笑うか 

遊ぶかしよう。 



109

(According to the Shinto religion, after death the Japanese become 
神 – kami – gods).

Once born, you have no choice:
one way or another,
you have to live your life.

Once born, you have no  choice:
one day
you will fall in love.

Once born, you have no  choice:
one way or another,
you will marry a girl.

Once born, you have no  choice:
one way or another,
you will laugh and have a good time.

Once born, you have no  choice:
one way or another,
you will trounce your rivals.



110

生まれてしまったならしょうがない、 

いずれにしても敵に

勝とう。  

  

詩人で生まれてしまったなら

しょうがない、

いずれにしてもいつか

詩を書こう。

日本人で生まれてしまったなら

しょうがない、　

いずれにしてもいつか

神になろう。



111

Once born a poet,
you have no choice:
one way or another,
you will write poetry.

And once born Japanese, you have no choice:
one way or another,
you will eventually become a Kami.



112

あなたが

祖国に帰える時、

往復券を買わない。  

決して涙の国には戻らない。  

あなたの 

可哀そうな疲れた心を

実家は静かに休む。  

家族の親しい人は

あなたの心を 

愛で一杯にする。  

家の中は 

静かだ。

窓の後ろ  

風は松のそばで

風自身の歌を歌う。 

故郷の空気は

病んだ心に 

一番いい薬だ。  

失望と失敗で 

一杯だった国を  

 すっかり忘れる。



113

When you go home,
you do not buy a return ticket.
You will not revisit
the site of  tears.

Your weary, miserable heart
will rest
in the serenity of your beloved home.

Precious people
will fill your heart
with love.

In the silent house,
beyond the window,
the wind sings a song
among the pine trees.

The air of the homeland
is the best cure
for one who has suffered pain.

You will forget forever
that land
of disillusionment and loss.



114

赤ん坊は

生まれた後で  

母の暖かさと

この世界の美しさに

すぐ慣れた。

私は 

あなたを知った後で

あなたの親切な微笑と

美しさに

すぐ慣れた。

The baby
is newborn
but already used to
his mother’s tenderness
and the beauty of the world.

And I,
when I saw you,
at once was used to
your kind smile
and your beauty.



115

書かれなかった詩は  

生まれていない赤ちゃんのように 

いつかこの世界に 

綺麗な花で戻ってくる。

An unwritten poem 
is like an unborn baby,
one day it will return to the world
like a flower of wondrous beauty.





117

私にはひとつひとつの

漢字の中に

日本人の女の子の

美しさが見え隠れする。

私にはひとつひとつの

日本語の言葉の中に 

詩が見え隠れする。

In every sign of Japanese writing 
hides the beauty
of a Japanese girl.

In every Japanese word
hides a poem.



118

彼女は公園で花火を見たかった。

でも久しぶりの雨が降っていたので  

窓から稲妻を見ている

She wanted to go out into the garden,
to enjoy watching the fireworks.
But the long awaited rain has fallen,
and now she enjoys watching
the lightning through the window. 



119

私の簡単な

週末の予定は 

ゆっくり休日を 

楽しむ。  

I have a simple plan
for the weekend:
to enjoy without haste
the day’s rest.



120

私の妙な羊

魔法の夜に

可愛い羊は

天空を、  

星のそばで、 

飛んでいる。

妙な羊は

回転している。 

月と星も  

回転している。

全世界は今宵

回転している。

 

あなたの夢から

私の夢に  

不思議な羊は 

飛んで来た。

 

回転する羊よ  

私のもとに、

毎晩星空を 

突っ切って来て下さい！



121

My Magic Sheep

On a night of magic
a sweet sheep
flies in the sky
among the stars.

The wonderful sheep
flies around and upside down.
The moon and the stars
fly around and upside down.
The entire world
flies around and upside down
tonight.

From your sleep
into mine,
the charming sheep 
has landed.

O sheep that flies
around every night,
make your way to me
in the night sky. 



122

私はすぐに

労働しなければならない。

休みの時間がない。 

外で人の群れは

私の詩を待っている。

 

私の頭には

変な考えが群がっている。

私の心には

烈しい感じの群れが荒れ狂っている。  

外で人の群れは叫んでいる、

そして人のすべては  

私の詩に依り頼んでいる！  

あなたは外から

強い音を聞いている？  

この音は

戦争ではない、  

夕立ではない。

これは人の群れと 

神の群れが

私の詩を要求している

声なのだ！



123

I must begin work
without delay.
No time for resting.
Why, in the street
a crowd is gathering,
waiting for my poems.

In my head,
strange thoughts are gathering.
In my heart,
srong feelings are raging,
and there, on the street,
a crowd of people is shouting in protest,
waiting for my poems.

Can you hear how loud the din
rising from the street?
It is not a war.
It is not a storm.
A violent
crowd
loudly demand
my poems!



124

台風の荒い風が 

ドレスと仮面を剥いだら、

裸の肉体だけが見える。

愛は生まれる時、

総ての嘘のドレスを脱ぎ捨てる。

裸の心だけが残った。

台風と愛が静まったとき、 

誰の裸の骨の上 

鷲は空でぐるぐる舞っている?



125

The furious wind of the storm
removes covers and masks,
revealing the flesh.

Love, coming into being,
removes the covering of lies,
revealing the heart.

But when
silence reigns,
whose are the bones
above which the eagle circles? 





127

逃げたならば、

決して誰も

私の足跡を

去年の雪の上に

見つけれらない。 

 
If I manage to run away,
no one will ever find
my footsteps
in last year’s snow.



128

あなたは  

幸福な人であるために、

馬鹿らしい間違いと  

不合理の失敗とを

忘れなければならない。

 

あなたは 

幸福な人であるために、

愛する女の人が 

あなたを捨てたことを

忘れなければならない。 

幸福な人であるために、 

一番良い友人が  

あなたを裏切ったことを

忘れなければならない。  

 

あなたは 

幸福な人であるために、  

親しい親戚が

いなくなったことを 

忘れなければならない。



129

To be content, 
you must forget
your silly mistakes
and ridiculous lapses.

To be content,
you must forget
the woman who left you,
whom you loved.

To be content,
you must forget
how your best friend
betrayed you.

To be content,
you must forget
the dear person
who has passed on.



130

あなたは

幸福な人であるために、

あなたの夢が

不可能なものである、  

ということを

忘れなければならない。

あなたは

何も忘れなかった

それでは、

幸福な人になる

ことができない？



131

To be content,
you must forget
your unfulfilled dreams.

If you have forgotten nothing,
how can you
be happy?



132

一日はもう終わろうとしている

でも私はまだ  

詩を書き上げるのに間に合わなかった。 

春夏秋冬はもう去ろうとしている

でも私はまだ

春と秋の美しさの歌を 　 

歌い上げるのに間に合わなかった。

私達はもう別れようとしている。

でも私はまだ

あなたに愛の歌を

歌い上げるのに間に合わなかった。  

時は駆け足で去っていこうとしている。

一生はもう過ぎ去っている。

どう私はこの世界に歌を

歌い上げるのに間に合うか?



133

The day is ending
and I have not yet
composed a poem for it.

The seasons are passing
and I have not yet
praised their beauty 
with a poem.

We are already separating
and I have not yet
sung for you
a song of love.

Time goes by,
life passes,
how will I sing a song
for this world?



134

夜明け前に 

突然の声は何ですか? 

夜の鳥は

早朝の鳥へ 

深夜の秘密を伝えている。

What means this sudden scream
before sunrise?
It is the night-bird 
telling the morning-bird
the secrets of darkness.



135

生涯を通じて  　  　

咲きたかった、 　

でも秋にだけ　  

変な花のように 　

突然咲いてしまった。

　
All his life he wished  to bloom,
but only in the autumn
did he suddenly blossom,
a strange flower.



136

もし春が過ぎ去ったら。  　  

秋に咲く変な花になりたい。　 

　  
When spring goes by,
I wish to be
a strange flower
that blossoms in the autumn.



137

ほかの花はみな 　

遠い春に咲いた。　 

でもこの変な花は  　

紅葉と会うために

秋を待っていた。

Other flowers 
blossomed in the distant spring.
Only this strange flower
waited  to meet
the crimson leaves
of autumn.



138

私の冬の夢は 

雪と一緒にとけた。   

私の春の愛は

桜と一緒に咲いた。

私の夏の心は 

鳥と一緒に歌った。

私の秋の涙は 

秋の雨と一緒にこぼれた。。。　 

  

冬の夢から  

秋の涙まで   

生活の川は   

ゆっくり流れてゆく。　



139

The wishes of winter
have melted with the snow.
My love shall blossom in the spring
along with the Sakura tree.
When summer comes,
my heart bursts into song
with the singing birds.
The tears of autumn flow 
with the autumn rain.

From the wishes of winter
to the tears of autumn,
the river of life
flows softly by.



140

再び生まれたならば、 

涙が乾いてしまうまで  

待たない方がいい。

If you are reborn,
do not wait for
tears to dry.



141

たとえ君の前にたくさん時間があるとしても、　  

つまらないことのために  

時を無駄使いするのは  

残念です。　

たとえ残された時間が

ほんの少しでも、

急がないで美しい花を

見て楽しんでください!

Before you – eternity.
Pity to waste your time
on meaningless trifles.

Just one moment is left to live,
look at the beautiful flower
without haste.



142

今夜の空は

夕日のどんな冗談のせいで  

赤面した？

 
What is the jest of the evening sun
that makes the sky blush?



悲しい熊の歌
The Poems of the Sad Bear



147

冷蛇のように

憂鬱は喉を圧迫している。  

重さは心にある。 

最後に長く夕焼けを  

見ている。 

Depression,  cold as a snake,
chokes my throat
and my heart is heavy.

This is the last time
I shall gaze and gaze
at the crimson sunset.



148

亀は失敗と喪失の思い出から

甲羅を閉じることが  

できるか？

 

蝸牛は心の痛みから

殻に隠れることが

できるか？

Does the turtle in its shell
know how to protect itself 
from the memories of loss and failure?

Can the snail
hide in its shell
from heartache?



149

私の一生は  

通り過ぎてしまったの 

かも知れない。

この夕焼けが 

私の残念賞だ。

My life,
apparently,
has passed.

This crimson sunset
is my consolation prize.



150

これは

私の詩なのか、

寒い深夜

独身の狼の吠え声なのか？

Are these
my poems, or
the howl of a lone wolf
in the cold night?



151

泣くにも叫ぶにも

私には痛みが足りない。

何か新しい事を始めるのに 

私には力が足りない。  

心臓は止まっている 

生き残るために 

何が足りないんだろう？

I am not upset enough
to scream.

My strength is gone,
and I shall not start again.

The heart has failed, 
and I cannot tell
what it is
will help me survive. 



152

私の後ろには

実行しなかった 　 

山のような計画だけ。 

私の足の下には 

破れた夢の破片だけ。

私の腕の中には 

破裂した風船の残りだけ

Behind me,
only the stacks of plans
which were never implemented.

Under my feet,
only shards of dreams that never came true.

In my hand,
only a bubble that burst.



153

私の手帳の中には 

答えない電話の番号と

空っぽの家の住所だけがある。  

私の心は  

空っぽの郵便受けのように

しばらく愛のメッセージを  

受け取っていない。

My phone book
Is filled with phone numbers 
that do not answer,
and addresses of empty flats.

My heart is like
an empty letter box
where, for a long time,
no love letters have been delivered.



154

私の回りの世界は 

砂漠みたいだ。 

誰にも愛の歌を歌わない。.

黒い夜は

月がない。

何に対しても吠えない。 

The world around me 
is like a desert.
To whom shall I sing 
a love song?

In the dark night,
even the moon is hiding.
To whom shall I  howl?


