
　　　　　　　　　　　　　Jane Thompson “Here” 日本語解説
１ This Singing Land この歌の大地 
この歌は中央ビクトリア州で１４年間続いた干ばつの終焉を祝って作りました。怒涛の雨が一晩のうちに沼や川を満た
し、何千もの鳥たちを呼び寄せました。 

２ You took my hand あなたは私の手を取って 
５０年間以上を共に過ごした夫を亡くした義母に贈った曲です。 

３ Lights on the bridge 橋の灯り 
ビクトリア州の政府がシドニーを真似て、ウェストゲートブリッジを幾千もの電灯で飾ろうと、電気の無駄遣い以外の
何でもない企画を立てているのを聞き、「抗議」の意を込めて作った曲です。 

４ Dhungalla ドゥンガラ 
ヨータヨータの人々がドゥンガラと呼び、そして私達がマレー川と命名した貴重な川に対する認識と理解、浄化を呼び
かける魅力あふれる曲です。Michael Kennedy 作曲。 

５ Song for Ray レイへの歌 
自分の死を悟った友達にお葬式で歌ってほしいと頼まれて書いた曲です。私たちが住み、彼が故郷とよんだキャッスル
メインへの愛情とコミュニティの深い繋がりがテーマです。 

６ Jo’ kitchen ジョーのキッチン 
この曲は私の姉妹、ジョーのために書いた曲です。料理の腕が見事で、テーブルを囲んで何度も素晴らしい食事と会話
を共にしました。 

７ Baking bread パンを焼く 
この美しい曲を初めてマイケルが歌った時のことが忘れられません。私が歌ってもいいか尋ねたところ、カセットテー
プと手書きの歌詞を持ってきてくれました。のちに、許可を求めたのは私が初めてだと教えてくれました。喜ばしいこ
とに、以来大勢の人が彼の歌を歌うようになったそうです。Michael Kennedy 作曲。 

８ Half of lifetime 人生の半分 
この曲は友達の結婚式のために書かれた曲です。ある日、彼女に地元のお店で会った時「人生の半分をかけて最愛の人
を見つけた」と言われ、まるで歌詞だと思いました。 

９ The song and the sigh 歌と溜息 
このヘンリーの詩はとても想像力を刺激させられます。私たちの地元の風景に似た感覚がして、小川が人生の重荷を背
負って旅を続ける感じがとても好きです。Henry Lawnson作詞/Jane Thompson 作曲 

１０ Stolen gems 盗まれた宝石達 
このジュディの歌はルビー・ハンターの人生について、高い意識を持って和解を保つことの重要性と、国家的議題にすべ
きであると熱く語っています。 

１１ Yandoit ヤンドゥイット 
ヤンドゥイットは私たちの住む場所から近くの小さな町で、毎年コミュニティのみんなと一緒にキャロルを歌う場所で
す。平和のため、そして今この時と場所で我々にとってのクリスマスとは何かを考えるために集まります。この曲は歌の
力を褒め称えるものです。 

１２ The boab tree ボアブ（オーストラリアバオバブ）の木 
この曲はオーストラリアの特別な木のために書いた、優しい讃美歌です。 

１３ Our town 私達の町 
私は昔からこのアイリスの曲が好きでした。人生の素晴らしいことや特別な瞬間の喜び、それは頑張って留めようとし
なくても、心の中にいつまでも残っていることを思い出させてくれる、そんな曲です。Iris Dement 作曲。



This Singing Land　この歌の大地　Jane Thompson/James Rigby　作詞曲 

夜明けの雫が光り、 遠くの雷鳴をエミューが聴いている 
かすかに嵐の予感がする朝、何百もの数の鳥たちが雨に向かって走ってくる 

驚異的な雨量で古い小川は増水し、嵐の夜に川があふれる 
コリバン川の水源からロドン川付近の滝まで、奇跡的にペリカンたちは知っている、この歌う大地で 

鳥たちは翼と祈りに乗って踊りだす。大地が呼び出し、鳥たちが千の歌で返事をする。新しい命が、血が流れだす 

珍しく旅に出る。北から招かれたのだ。ブロルガが華麗なる灰色の足で立つ 
栗色の胸のシェルダックと白い首のヘロンが沼地と水路に集う 

季節は寛大で、それは南へゆっくりと進む。時を超越した古い道を歌い歩きながら 
土地は目覚めている、干からびた地殻が割れている、野の花が明るく派手に咲く、この歌う大地で 

恥ずかしがりなカワセミが動き出し、ハチクイが飛び交い、キバタンが大胆な歌を歌う 
群れが舞い上がったかと思えば散開し、嬉しそうな声がいっぱいに飛び交う 
長い時間待っていたのだ 

そして鳥たちは翼と祈りに乗って踊りだす。大地が呼び出し、鳥たちが千の歌で返事をする 
新たな命が、血が流れだす、この歌う大地で。そして鳥たちは踊り続ける 

You took my hand　あなたは私の手を取って　Jane Thompson　作詞曲 

ある夏の夜、あの一瞬、あなたは私の手を取った 
星たちは企み、あなたは結婚指輪で私を自分のものにしたのね、ある夏の夜、あなたが私の手を取った時 

嵐の荒波を共に耐え抜き、なんとか離れず、疲れた体で砂の上に辿り着いた 
あの静かな夜、あなたが私の手を取った 

時には違う平和を望み、厳しい教訓を得ることもあったけど 
もっと優しい明日になるように笑わせてくれたあなた、硬いカドもゆっくりとすり減っていったわ 

潮が引き、ゆっくり、道の準備はできたように見えた 
あなたがぐらつかないように、私はあなたの手を取ったその時、あなたは別の場所へとすり抜けてしまった 
ある夏の夜、私があなたの手を取った時、ある夏の夜、私があなたの手を取った間に 

Lights on the birdge 橋の灯り Jane Thompson　作詞曲 
私たちは橋を１００万の灯りで飾ろうとしている 
夜を明るくするためピカピカのものを吊るそうとしている 
橋のイメージをさらなる高みへあげようとしている 
それって充分な理由なのかしら 

橋の上には幾億の灯りが吊るしてある 
既にそこにあり、毎晩光っている 
アーティストの力で空にばらまかれている 
私たちは見上げるだけで目に入る 

だけど私たちはこの大量の灯りで夜空を暗くしている 
月までが視界から隠れるほどに 
この電気の夜の中、星は対抗できない 
私たちの好みで橋を明るくしていくせいで 

そして灯りは燃える石炭で灯されている 
ギップスランドの中心で燃えている 
私たちは顔を隠しながら燃えるのを見つめている 
頭を流砂に埋めながら 

これは政治家の気まぐれに頭を下げているのか 
橋が明るくなるにつれて私たちの知力は濁っていくのか 
私たちは浮くか沈むかのどちらがいいの？ 
縁に腰を掛けながら 

心を幾億の星で明るくしよう 
それらは私達より長く輝き続けるだろう 
必要のないところにあとを残さないようにしよう 
空を見上げて考えよう 
この地球は私たちが荒らすためのものじゃない　-　なぜなら 

私たちは橋を１００万の灯りで飾ろうとしている 
夜を明るくするためピカピカのものをつるそうとしている 
そして橋のイメージをさらなる高みへあげようとしている 
大した理由には思えないけど



Dhungalla ドゥンガラ　
Michael Kennedy　作詞曲
本当に死なせてしまうのか 
それとも向こう側へ泳いでいけるのか 
夢の中で古の場所へ旅をする 
昔々の別の川へ 
もう名付けられ、魂を与えられ 
儚さを含みつつ流れゆく 

ドゥンガラ、虚弱なリボン 
どれくらいの痛みが許される？ 
この川世界に沿った 
一連の真珠のような国々 
大地の揺りかごに生まれ 
水の番人や水の文化が 
過去を未来に編み込む 
優しい手で交互に織り込みながら 

川の歌や水のお話 
活気ある湿地帯の栄光の物語 
それらが遠く昔に忘れられた伝説となって消えてゆく 
そして失われる創造物の一つ一つが 
私たちの想像力を盗んでいく 
河川を金にかえていったことが私たちを貧しくした 

ドゥンガラ、虚弱なリボン 
どれくらいの痛みが許される？ 
取るものすべて、贈るものすべて 
愚かな夢といい加減な人間たち 
謙遜の薬をのまないか 
新たに尽くすことを見つけよう 
流れに身を委ねよう 

これから来る純真無垢なものに 
何をしてきたのか、誰が言えるだろう 
ここは痛みの境界線だ 
アシと淡水貝に囲まれた中で 
自分を見つけるチャンスを 
別の時代の水に流されて 
別の時代の。。。 

Song for Ray　レイへの歌　 
Jane Thompson　作詞曲

私の根はこの場所に深くおろしている 
木立ちから注ぐ光とあなたの笑顔 
帰ってきたと言って　ー　そして私の瞳 
丘と空が出会う地平線で 
色々なものが絡みあった私の庭には平和がある 
自分が作った道を歩いてるあいだに 
ニューホランドハニーイーターが窓の外で 
活発で、元気よく、勇敢に 
歌と踊りと喜びに心奪われる私 
深遠な運動覚が私をこの地に引き寄せた 
前進していて、壁をなくそうとしているこの町で 
落ちそうな者を腕で包み込む　 
だからレモンの香りのユーカリの木を植えたことを 
ありがたく思う 
今はしっかりと地面に根を生やし 
ピンクのコットンウールの花が鳥たちに蜜を浴びせる 
潤沢と生命の力があらゆる方向へ 
それは明るさかもしれないし、場所かもしれない 
綺麗にレース状に編まれた色かもしれない 
大洪水と嵐が来るかもしれない 
でも暖かな宿はある　 

Jo’ kitchen ジョーのキッチン  
Jane Thompson　作詞曲

ジョーのキッチンにはマルメロの実がある 
ドアのすぐ外にある 
黄色でデコボコとしたマルメロの熟した香りが空気に漂う 
ジョーのキッチンにはマルメロの実がある 
ドアのすぐ外にある 
オーブンの中でゆっくりと真っ赤に染まる 
鍋を混ぜながら考える 
人生の荒々しい出来事 
時には嘆き、時には喜び 
時には鍋にしばらく残される 
ジョーのキッチンにはバジルがある 
ドアのすぐ外で育っている 
トマトと絡み、梨に囲まれて 
ジョーのキッチンにはバジルがある 
ドアのすぐ外で育っている 
豊富なバジルからできたペストは一年中美味しい 
世界中で起きていることの意味を探る 
クレイジーだよね 
聞いて、切って、話して、混ぜて 
そうやって一番良いレシピができる 
ジョーのキッチンには笑い声がある 
料理の中から湧き出てくる 
訪問客の心を養ってくれる 
１日の偽りを脱ぎ捨てエプロンを結び 
美味しそうなスパイスが感覚を刺激して 
シンプルな食事を最高のものに変える 
ジョーのキッチンのテーブルは 
仲間と物語のために用意してある 
暖かさと喜びが開いたドアから流れ出てくる 
ジョーのキッチンのテーブルは 
物語の大胆な発想を聞く 
暖かさと喜びが開いたドアから流れ出てくる 

Baking bread パンを焼く 
Michael Kennedy　作詞曲 
近頃私はパンを焼いている 
シンプルなことのようかもしれないが 
一言も喋らず一日を終える 
そして私の家は甘い甘い香りに満たされる 
シンプルなものは疲弊した世界の目を覚ます 

近頃私は庭で種をまいている 
それは私の骨をつくり、太陽の味がする 
もっとおじいさんの話を聞けばよかったと思う 
彼は種を蒔く人生しか知らなかったのだ 

近頃私は何よりもまず歌を歌っている 
今日が終わる前にやるべきことをせずに 
とてもとても悲しいことである 
日々が終わるまでに歌える歌が少ないのは 

近頃私は玄関から愛が入ってくるのを見ている 
私たちはパンを分け合い、歌を歌い、踊り、 
満足するまで飲む 
そして夜明けがあなたを連れていくが 
私たちがつくる愛はこの古い壁の中に今もある 



Half of a lifetime 人生の半分　
Jane Thompson　作詞曲
あなたを見つけるのに人生の半分かかった 
あなたは私の目の輝きをさらに光らせる 
そして時よりも大事なのは -　海ほど深い愛情 

私の壊れやすいところを 
手放せるぐらいの信頼 
でも私は心で笑いながら夜明けに目覚める 
そしてつま先まで暖かさが届く 

あなたを見つけるのに人生の半分かかった 
あなたは私の目の輝きをさらに光らせる 
そして時よりも大事なのは -　海ほど深い愛情 

川は谷を掘るのに時間をかける 
風は嵐と潮風で岩の形を変える 
しっかり蒔かれた種は庭を呼び起こす 
年を重ねて優雅に育つ 

あなたを見つけるのに人生の半分かかった 
あなたは私の目の輝きをさらに光らせる 
そして時よりも大事なのは -　海ほど深い愛情 

私を地の果てまで躍らせて 
さかさまにして、灯される 
ろばたで優しいお話をうたってあげよう 
夜中まで子守唄を 
別の時代の。。。 

The song and the sigh 歌と溜息 
Henry Lawson 作詞 / Jane Thompson 作曲 

小川は途切れた歌を乗せて流れて行った 
高い木麻黄の下で 
水は歌を運んで行き 
木麻黄は溜息を 

歌と溜息は曲がりくねり 
下へ下へと曲がりくねり 
高い山のふもとと 
丘の茶色の中腹を巻いていった 

それらは死んだ男の犯罪の沼で静めらた 
ダイシャクシギが鳴いた場所で 
でも全く同じ時に川に辿り着き 

そこで死んだ 

命の小川は曲がりくねる 
ゆったりと通り過ぎていく 
そして永遠に運び続ける 
歌と溜息を 

Stolen gems 盗まれた宝石達 
Judy Small 作詞曲

サーカスを、ご褒美を約束した 
ピエロとお菓子を約束した 
彼女をほこりかぶった小さな町の家から連れて行った時 
彼女は二度とお母さんの目を見ることはできず 
二度と姉妹の泣き声を聞くことはできず 
二度と白人の男の嘘を信じなかった 
一生 
生まれてからずっと恵まれてきた者は 
関係なかったから全く罪悪感がないという 
この人々の心を引き裂いた決断に 

私たちの罪ではないかもしれないが、恥でしょう 
もし今背を向けて彼らの要求を地に埋めるなら 
もし無関心を決め込むなら 
私たちの罪ではないかもしれないが、恥でしょう 

彼女は毎晩寝るところを探した 
騒動と喧嘩から遠く離れた場所で 
彼女は自分は大丈夫と言い聞かせた 
朝が来て 
彼女は酒の海に溺れた 
もう一人黒人の子が道端にいるのは大したことじゃない 
彼女は得るものも失うものもない 
名前さえ 
毎日通りすぎる人たちは 
顔を背ける前に一度も彼女の瞳を見なかった 
ただ彼女を友達のための話のネタにした 

私はついこの間の夜また彼女を見た 
眩しいスポットライトの下で自分の歌を歌っていた 
今回は、観客席の人は誰も彼女の顔から目を離さなかった 
彼女は誇らしく、力強く歌っていた 
歌のメッセージは明確だった 
目標に辿り着くには距離があり、時間がない 
子供達を連れ戻すには 
そして生涯恵まれ 
真面目なスーツとシャルドネと生きてきたものは 
見えないんだ、途中まで行ったら 
伸ばされた手がそこにあるということが 

Yandoit ヤンドイット 
Jane Thompson　作詞曲

街から離れた丘の上の木々の中に教会がある 
そこはほとんどいつも静かな場所だ 
昔鐘が鳴り響いていた空間には 
ユーカリの風に乗って、鳥たちが賛美歌をさえずる 

夕方の暖かな時に、私たちは歌うために集う 
夏至が間近に迫っている 
溢れるほどの人が詰めかけ、床で遊ぶ子供達 
沈思黙考し、年が過ぎていく 

窓の外で太陽が木を照らす 
陽が丘を通り越していき 
歌は心に温かい明かりを灯す 
ろうそくはまだそこで燃え続けている 

傷つきやすく、壊れやすい人々のために歌う 
夜に純粋な喜びを歌う 
今までよりも高い音で歌う 
平和が形になり、やがて飛び立っていくようにと歌う 
話している間、フクロモモンガが枝の間で踊り、木の絡み
を駆け抜けていく 
歌の響きがそよ風に乗って流れていくのを 
フクロウが見守っている 

そして子供達が貯水タンクからはい降り 
星空の下別れを告げる中 
振り返って、再び静まった古い教会を見て 
この場所を心に留める



The boab tree　ボアブ（オーストラリアバオバブ）の木　Jane Thompson 作詞曲 

ボアブの木は驚異的だ、球根状の樹幹は不思議 
てっぺんから枝が飛び出て、芸術的にアレンジされている 

木は誇らしく空へ枝を伸ばしたが、神々はそれを気に入らず、 
申し訳なさそうに土から引き抜いて再び土に戻した、でも今回は逆さに 

マダガスカルから来た、来てなかったら存在を知らないでいただろう 
キンバリーに行けばわかる、育てるのに最適な場所がどこかを 

雨季にボアブは緑に恵まれ、 
乾季には葉っぱは枯れ、ボアブは葉なしで生きていく 

果実は作らないけれど繁殖のため実はなる 
新しい種が必要な時は、実が落ち、開く 

木々は歴史の書には書かれていない百万もの秘密がある 
千年という年月も彼らにとっては一生の半分でしかない 

旅の途中で最後の一滴まで飲み干された時、 
語り継がれてきた知恵を使って喉の渇きを潤す、ただ幹に穴を開けるだけ 

堂々とこの地に立つこの木は、他の木とは違う 
だから素晴らしいボアブ、ずっとそこにいることを願う 

Our town　Irish Dement　作詞曲 

Chorus: And you know, the sun's setting fast.  And just like they say, nothing good ever lasts.
Go on now and kiss it goodbye. But hold onto your lover 'cause your heart's bound to die
Go on now and say goodbye to our town, to our town
Can't you see the sun's setting down on our town, on our town, goodnight
Up the street beside the red neon light. That’s where I met my baby on one hot summer's night
He was so tender, and I ordered a beer. It’s been forty years and I'm still sitting here
But you know the sun's setting fast….…..(chorus)
It's here I had my babies and I had my first kiss. I've walked down main street in the cold morning mist
Over there is where I bought my first car. It turned over once but then it never went far
But I can see…..(chorus)
I've buried my mama and I've buried my pa. They sleep up the street beside the pretty brick wall
I bring them flowers about every day. But I just gotta cry when I think what they'd say
If they could see…..(chorus)
I sit on the porch and watch the lightning bugs fly. But I can't see too good, I got tears in my eyes
I'm leaving tomorrow, but I don't want to go. I love you my town, you'll always live in my soul
But I can see how the sun's setting fast. And just like they say nothing good ever lasts
Go on, I gotta kiss you goodbye. But I'll hold to my lover, 'cause my heart's bound to die
Go on now, and say goodbye to my town, to my town.
I can see the sun setting down on my town, on my town, goodnight.  わかるでしょう、日が沈んでいく。みんなが言う通りいいことは続かない。
さあ、この町へ別れのキスを。でも恋人は手放さぬように、心臓はいつか止まるから。 
さあ、私達の町へ、私達の町へさようなら。 
日が沈んでいくのが見えない？私達の町へ、私達の町へおやすみなさい。 

道の先の赤いネオン灯の隣。そこである暑い夏の夜に私のベイビーと出会った。 
彼はバーテンダー、私はビールをオーダー。四十年後だけど私はまだここに座っている。 

でもわかるでしょう、日が沈んでいく 

私が子供を産み、初めてのキスをしたのはここだった。朝の冷たい霧に包まれ歩いたメインストリート。 
あそこは初めての車を買った場所。一度だけエンジンがかかったけど二度はなかった。 

でも私は見える、日が沈んでいく 

私はママもパパも埋葬した。二人は道の先の可愛らしいれんが壁の隣で眠っている。 
私は毎日お花を届けに行っている。でも私はただ泣くしかない、二人がなんて言うかを思うと。 

もし二人にこれが見えたら、日が沈んでいく 

私はポーチに座り、蛍が飛ぶのを眺める。でもあまりはっきり見えない、涙で視界がぼやける。 
明日私は旅立つけど、離れたくない。愛してるよ、私の町、いつまでも私の心の中で生き続けるよ。 

でも私は見える、日が沈んでいく。 
みんなが言う通り、いいことは続かない。さあ、この町へ別れのキスをしなきゃ。 
でも恋人は手放さぬようにするわ、この心臓はいつか止まるから。 
さあ、私の町へ、私の町へさようなら。日が沈んでいくのが見えるわ　私の町へ、私の町へおやすみなさい。

翻訳：鳥井勇アレクサンダー(Isamu Torii), 鳥井彩良チェルシー（Syrah Torii）　翻訳協力：本岡 俊哉
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