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¨ょこぉくいさしくちきいえ 

]こぅゅいたいくききく けこょゅけいさなぉぅょかなょ 》ぅこね [くおくかくきす ぉ ゃくゅな ょゃく "ぇすこきくう" ねきくさしいи 
¨ょさきい [くおくかくきくぉな のぉおのねしさの きぅいぇくおょょ ちすぉさしぉょききなかい ぇいぇおょうさえいかい しょえさしぅかいк 
]ょえさし けょこょゅぅょし ぉさね けこいぉおょえぅしょおにきくさしに い けおくゅくこくゅきくさしに あょかおい ╆あこぅいおのи えぅえ 
けこょえこぅさきくゃく すぇょっいてぅ  ゅおの ぉおねぇおょききなそ い いそ おねぇくぉきくう さしこぅさしいк ]こぅゅいたいくききなょ 
ちしょきいの くけこょゅょおのねし しょえさしи えぅえ ぅおおょゃくこいね おねぇぉい かょっゅす ╁くさけくゅくか い ╃ぉこょうさえいか 
きぅこくゅくかк ′ゅきぅえく かすゅこょたな ゃくこのちく さけくこのし けく けくぉくゅす ぉえおねちょきいの ¨ょさょき ぉ 
えぅきくきいあいこくぉぅききなう さぉくゅ しょえさしくぉи けくさえくおにえす ぬしくし かぅしょこいぅお のぉおのょしさの 
けこくぉくたいこすねていか い ぉくあぇすっゅぅねていかк ′ゅきくう いあ きぅいぇくおょょ いあすかいしょおにきなそ 
そぅこぅえしょこいさしいえ けこくいあぉょゅょきいの のぉおのょしさの いあくぇこぅっょきいょ こぅさえくぉぅききくう っょきさえくう 
さょえさすぅおにきくさしいи っょおぅきいの い ぬこくさぅк 
 

┿いぇおょうさえいょ いさしくちきいえい 

意闇 握皹葵眥握位 闇握偉 渥意 芦盂握闇闇握眩 ,蘯安闇握眷 椅睛-依握闇芦眇 握位 芦鞍闇旭袷鯵盧 伊闇握或睛案. 
鮎:鮎( 芦鞍旭位 葵皹 意葦慰蘯睫 依 旭位 旭皹 ,伊闇握或睛案 芦鞍闇旭偉 芦位 葵皹 葦暗闇渥慰葵以椴)或. 

╂ぅ おくぇあぅょし くき かょきの おくぇあぅきいょか すさし さぉくいそ! ╆ぇく おぅさえい しぉくい おすちつょ ぉいきぅ 

′し ぇおぅゃくぉくきいの かぅさしょう しぉくいそ いかの しぉくょ - えぅえ こぅあおいしくょ かいこくч д¨ょさきい [くおくかくきくぉなи 
1:2-3) 

 
庵  以盖-蘯慰穐暗握偉 闇 握眞握鮎 闇渥偉葵盡 ;皹旭位 芦盂葦安 闇握偉 葵椅葦威芦按 葵盂 旭皹 椅旭慰鯵暗葵慰葦暗 葵皹 闇握偉穐鮎 旭皹 闇握偉蘯鮎葵慰 握睫-椅旭鮎 安芦慰渥案鯵偉 闇握偉 梓位 芦皺 闇握或-伊闇握位芦慰葵眩葦安-- 闇 握位葵慰葦眩

.闇 握睫葵慰芦案芦偉 鮎鯵以 闇握眤 旭皹 
 

т ╋ょ さかくしこいしょ きぅ しくи ちしく の さかすゃおぅи いぇく さくおきたょ くけぅおいおく かょきのц さなきくぉにの かぅしょこい かくょう 
こぅあゃきょぉぅおいさに きぅ かょきのи けくさしぅぉいおい かょきの さしょこょちに ぉいきくゃこぅゅきいえいи a かくょゃく 
さくぇさしぉょききくゃく ぉいきくゃこぅゅきいえぅ の きょ さしょこょゃおぅк д¨ょさきい [くおくかくきくぉなи не 

  
 

粟闇:鮎( .依闇握以芦闇 闇葦袷 芦皹 依闇渥盡 闇握以 闇握袷睛盧 慰鯵眞葦安 慰睛慰葵惟  
╀くあおねぇおょききなう かくう す かょきの けくゅくぇょき かいここくぉくかす けすちえす い けすちくえ ぬしくし す ゃこすゅょう かくいそ 
けこょぇなぉぅょしк д¨ょさきい [くおくかくきくぉな нцнпе 
 

 葵位 闇握慰葵眷 以葦杏鮎鯵闇葵庵 睛眥葦粟葵以 闇握袷睛袷 鮎鯵或芦闇 ;庵闇 芦位 芦皺葵或 蘯以葵盻握闇 闇握眥葦粟 闇 握暗闇握威芦安 依 芦位闇 渥椅 闇 握鮎睛或蘯 依睛威芦惟 闇握慰蘯夷)按案:袷( .庵闇芦袷芦粟 
 

нт ¨くゅきいかいさに ぉょしょこ さ さょぉょこぅ い けこいきょさいさに さ ねゃぅи けくぉょう きぅ さぅゅ かくうи - い けくおにねしさの 
ぅこくかぅしな ょゃく! - ¨すさしに けこいゅょし ぉくあおねぇおょききなう かくう ぉ さぅゅ さぉくう い ぉえすつぅょし さおぅゅえいょ 
けおくゅな ょゃくк д¨ょさきい [くおくかくきくぉなи ре 
 

  安芦或芦或葵慰渥位 以蘯粟芦盧 伊睛袷盒葵庵 暗葦惟 闇握袷睛盧 闇. 
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  鮎闇  或渥慰睛夷芦眩 椅睛慰鯵暗 葵皹 伊闇握眤 葦睫葵以 葦睫 庵闇 芦椅睛眸梓庵葵意 ;按芦眷 伊 旭椅旭眩 睛皹鮎鯵慰. 
  或闇  以葦夷 伊闇握偉睛闇葵眩 庵闇芦偉闇渥夷- 旭盡 椅睛惟穐暗鯵慰 ;伊握闇 芦位 闇渥意闇握威穐鮎或芦以芦暗--以葦夷 椅睛或 葵皹鯵闇-椅鮎渥眤握位. 
  粟闇  伊闇握眥 葦皹睛皹 庵闇 芦椅睛椅葵威 握皺 ;伊闇握暗芦意葵慰旭位 椅睛以葵盧葵粟握位 伊 旭皺鯵盡葦安 椅葦粟蘯慰穐夷葦眩 庵芦闇 芦暗葵以--.慰渥或鯵夷 慰睛位 椅睛威葵案鯵偉 
  袷闇  伊闇握慰闇握眷葦囲 椅旭威旭眤梓夷葵位 依 渥皹 椅 旭皹旭夷 庵闇芦夷渥位 ;皹闇 握皹葵慰 葦睫葦盡 伊闇 握鮎芦眤梓位葵位 或芦安芦按 闇渥以闇握以葵盥 庵闇芦袷芦闇. 
  庵案  眞葦夷 庵闇 芦意睛皹以葦夷 伊闇握袷芦眦梓闇葵位 皹 渥皹 闇渥袷蘯-闇渥偉葵袷盖-依睛偉芦或葵眤葦眩 蘯安渥鮎葵慰葦位 ;按芦威--.伊闇握按芦慰穐鮎芦眩 慰蘯暗芦盡 
  按案  伊闇握芦以 芦皹蘯慰葵闇 椅睛偉葵盡 闇握夷渥慰 安旭按葵庵 闇握袷睛袷 安旭按 ;伊闇握盧葦位穐暗葦位 睛眤梓杏葵庵 伊闇握睇 葦椅葵位葦位 睛眩握暗. 

 

нм «╀くあおねぇおょききなう かくう ぇょお い こすかのきи おすちつょ ゅょさのしい しなさのち ゅこすゃいそк нн ╁くおくぉぅ ょゃく - 

ちいさしくょ あくおくしくч えすゅこい ょゃく ぉくおきいさしなょи ちょこきなょи えぅえ ぉくこくきк  
но ╁おぅあぅ ょゃく - えぅえ ゃくおすぇい けこい けくしくえぅそ ぉくゅи えすけぅねていょさの ぉ かくおくえょи さいゅのていょ ぉ 
ゅくぉくおにさしぉょк  
нп 【ょえい ょゃく - たぉょしきいえ ぅこくかぅしきなうи ゃこのゅな ぇおぅゃくぉくききなそ こぅさしょきいうч ゃすぇな ょゃく – えぅえ 
おいおいいи いさしくちぅねし しょえすちすね かいここすк  
14 ‶すえい ょゃく - あくおくしoи すさぅっょききoょ しくけぅあぅかいч しょおく ょゃく - えぅえ いあぉぅのきいょ いあ さおくきくぉくう 
えくさしいи くぇおくっょききくょ さぅけせいこぅかいк  
нс ╋くゃい ょゃく - かこぅかくこきなょ さしくおぇなи けくさしぅぉおょききなょ きぅ あくおくしなそ けくゅきくっいのそч ぉいゅ ょゃく 
けくゅくぇょき ╉いぉぅきすи ぉょおいちょさしぉょきи えぅえ えょゅこなк 
нт 〈さしぅ ょゃく - さおぅゅくさしにи い ぉょさに くき - きぅさおぅっゅょきいょк ╀くし えしく ぉくあおねぇおょききなう かくうи い ぉくし 
えしく ゅこすゃ かくうи く ゅくちょこい ╆ょこすさぅおいかさえいょ!» 

 
.闇握偉芦偉芦夷 鮎鯵以葵庵 庵闇 握椅鮎芦慰葵意 蘯安闇 握椅鮎芦惟葵位 鮎鯵以葵庵 蘯安闇 握睫 葵皹葦睇握盡  芦惟葵威 闇握偉蘯眩握安 慰闇握夷芦盡 伊闇握或葵或鯵眦葦安 伊闇握慰葵位鯵盂葦安 闇握偉 梓鮎芦惟葵位 蘯鮎 葵皺芦偉 ;闇握偉蘯夷

椅旭鮎-睛位鯵暗葦安 闇渥慰葵位鯵皹 闇葦以芦夷渥位 闇握袷闇握袷葵慰.椅 庵:安(椴按) 
 

ぃ いさえぅおぅ ょゃく い きょ きぅそくゅいおぅ ょゃくч あぉぅおぅ ょゃくи い くき きょ くしあなぉぅおさの かきょк  
╀さしこょしいおい かょきの さしこぅっいи くぇそくゅのていょ ゃくこくゅи くきい いあぇいおい かょきのи くきい いあこぅきいおい かょきのк 
д¨ょさきい [くおくかくきくぉなи сцт-7) 

 

]ぅおかすゅいちょさえいょ ゅょぇぅしな 

 
 ,椅以安庵意庵 ;伊闇闇袷闇安 椅鮎 鮎位案位 ,伊闇慰闇易安 慰闇易 ,慰位庵鮎 安袷庵安闇 闇或慰.椅意庵以暗位    安偉闇鮎 ,椅以安庵意 ,慰位庵鮎 闇囲庵闇 闇或慰

.椅意庵以暗位 ,伊闇慰闇易安 慰闇易庵 ;伊闇闇袷闇安 椅鮎 鮎位案位   椅以安庵意 ,慰位庵鮎 依庵夷位易 闇或慰-- 闇慰位庵暗位庵 ,闇鮎位易 椅闇或 闇以庵意位
.以以安 椅闇或    闇或慰 椅鮎 庵或闇易庵安易 伊庵闇或 ,伊闇偉意按 伊闇闇偉易庵 伊闇夷或易 闇威位 闇偉鮎 以或庵意位 ,闇鮎按夷 依或 依庵夷位易 闇或慰 慰位鮎

位案位 椅以安庵意庵 伊闇慰闇易安 慰闇易易 ,安或闇易闇或 安闇慰按夷 依或 慰按夷以鮎.伊闇闇袷闇安 椅鮎 依闇鮎   :伊庵以易庵 囲暗 ,安或闇意夷 闇或慰 慰位鮎   
 安偉椅闇偉易 伊庵闇或 闇鮎袷杏 庵以庵杏 伊以庵夷安 依闇鮎易 ,伊闇闇袷闇安 椅鮎 鮎位案椅 鮎以易 伊闇慰闇易安 慰闇易或 以鮎慰易闇位 伊袷鮎 意以暗偉 鮎以

以鮎慰易闇以 伊闇慰闇易安 慰闇易 庵或-- 庵意以暗偉 鮎以 ,庵意以暗偉 伊鮎庵 ;伊闇易袷庵意 易袷庵意 伊闇慰闇易安 慰闇易庵 ,易袷庵意 伊闇或庵椅杏安 以杏易
.椅以安庵意 以夷 鮎以鮎   位暗 依或 夷庵易闇 依或 依偉暗庵闇 闇或慰 慰位鮎 依杏庵 庵意以暗偉 依杏 ,闇鮎按夷 依或 闇慰或袷杏 ,安或闇意夷 闇或慰 以易 庵闇
)庵:粟 伊闇闇袷闇(.庵慰位粟  

 

‶ぅぉぉいき ╆すゅぅ ゃくぉくこいしц «¨ょさきい [くおくかくきくぉな ゅょおぅねし こすえい ゃこのあきなかいи ぅ ちしく えぅさぅょしさの 
をええおょあいぅさしぅи しく あゅょさに さすてょさしぉすねし けこくしいぉくこょちいのк ‶ぅぉぉいき ╇くささい ゃくぉくこいしц 
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« をええおょあいぅさし きょ ゅょおぅょし こすえい ゃこのあきなかいи ぅ ちしく えぅさぅょしさの ¨ょさょき [くおくかくきくぉなそи しぅか ょさしに 
けこくしいぉくこょちいの»к 
ккк‶ぅぉぉいき ┾えいぉぅ さえぅあぅおц «╋ょ ゅぅう ┿-ゃ! ╋い くゅいき ちょおくぉょえ ぉ ╆あこぅいおょ きょ かくっょし さえぅあぅしにи 
ちしく ¨ょさきい [くおくかくきくぉな ゅょおぅねし こすえい ゃこのあきなかいи けくさえくおにえす ゅぅっょ ぉょさに かいこ きょ さしくいし 
しくゃく ゅきのи えくゃゅぅ ¨ょさきい [くおくかくきくぉな ぇなおい ゅぅきな ╆あこぅいおねк ╀さょ けいさぅきいの さぉのてょききなи きく 
¨ょさきい [くおくかくきくぉな さぉのしょょ ぉさょそ さぉのしなそк ╃さおい い ぇなお さけくこи しく けく けくぉくゅす 
をええおょあいぅさしぅ…» ╆ しぅえ くきい こょついおいк 
 

╀くけこくさな ゅおの くぇさすっゅょきいの  
╀ けょこぉくう ゃおぅぉょи ぉくあおねぇおょききぅの くぇとのぉおのょし く さぉくょか きいあえくか えおぅささくぉくか さしぅしすさょк ′きぅ 
いあ ゅょこょぉきいи くきぅ こぅぇくしぅょし ぉ けくおょ けくゅ けぅおのていか さくおきたょかи くきぅ ゅいえぅの い さぉくぇくゅきぅの – 

くきぅ きょ すそぅっいぉぅょし あぅ さぉくいか ぉいきくゃこぅゅきいえくかк ╈ぅえぅの さすてょさしぉすょし さぉのあに いおいи ぉくあかくっきくи 
けこくしいぉくこょちいょ かょっゅす さしこぅさしにね い くぇてょさしぉょききなか けくおくっょきいょかы 

 

╋ぅいぇくおょょ ちぅさしく いきしょこけこょしいこすょかぅの ぉ えぅちょさしぉょ ぅおおょゃくこいい ぉあぅいかくさぉのあに かょっゅす 
╁くさけくゅくか い ╃ぉこょうさえいか きぅこくゅくか – えぅえ ぉ たょおくか くさくぇなう ぬこくしいあか しょえさしぅ い ゅすそくぉきくょ 
さしこょかおょきいょ さぉのあぅきな さ ぬしいかы  
 

¨ょさきい [くおくかくきくぉな きぅけくおきょきな ちすぉさしぉょききなかい くけいさぅきいのかいи けこい ぬしくか くさくぇょききく 
ぉくあぇすっゅぅの くぇくきのきいょк ┾こくかぅしな さぅゅぅ い ぬえあくしいちょさえいょ さけょたいい さくちぅしさの いあ しょえさしぅк 
[くゃおぅさきく ゅぅききなか きょうこくけさいそくおくゃいいи いきしょきさいぉきぅの い ぬかくたいくきぅおにきぅの けぅかのしに くちょきに 
ちぅさしく ぉなあなぉぅょしさの きぅついか ちすぉさしぉくか くぇくきのきいのк ╈くゃゅぅ ╃ぉす いさえすつぅょし けおくゅ ぉ をゅょかさえくか 
さぅゅすи すけくかいきぅょしさの ょゃく えこぅさくしぅ い ぉえすさи く あぅけぅそょ こょちい きょしк ¨くちょかす ちすぉさしぉく くぇくきのきいの 
ぉ ¨ょさきのそ [くおくかくきくぉなそ けくゅぅょしさの しぅえ こょおにょせきくы  
┾きぅおくゃいの かょっゅす っょきていきくう い さぅゅくかи ょょ けこいぉおょえぅしょおにきくさしにねи えこぅさくしくう い 
けおくゅくぉいしくさしにね のぉおのょしさの ゅくかいきぅきしきなか ぉ ¨ょさきのそ [くおくかくきくぉなそк ╀ ちょか さかなさお ぬしくう 
ぅきぅおくゃいう ゅおの っょきていきи っょきさえくゃく しょおぅ い ょょ おいちきくさしいы 

 

╀なぇくこ かすっちいきな-おねぇくぉきいえぅ さ しくちえい あこょきいの っょきていきな いさえおねちいしょおょきк ′ぇさすゅいしょ 
ぉきょつきいう くぇおいえи かょしぅせくこな い ぅささくたいぅたいいк ╈ぅえ くきい さくくしきくさのしさの さ さくぉこょかょききなか 
いかいゅっょか かすっちいきы 

 

╁くこくゅи さくゃおぅさきく くしこなぉえすи ぉ えくしくこくか こぅささえぅあなぉぅょしさの くぇ くぇこすちょききくう かくおくゅくう 
っょきていきょи さちいしぅょしさの ぇょあくけぅさきなか かょさしくかи いи しょか きょ かょきょょи くしえこなしなょ けくおの い さぅゅな 
のぉおのねしさの ゅおの っょきていきな-ぉくあおねぇおょききくう ぉ ¨ょさきのそ [くおくかくきくぉなそ ぇょあくけぅさきなかいи 
さぉくぇくゅきなかい かょさしぅかいк 《くしの っょきていきぅ おいそくこぅゅくちきく いてょし さぉくょゃく ぉくあおねぇおょききくゃく 

いかょききく ぉ ゃくこくゅょи くきぅ さしこぅゅぅょし くし きぅゅこすゃぅしょおにさしぉ さしこぅっきいえくぉк Kぅえくぉく あきぅちょきいょ 
ぬしくゃく すっぅさきくゃく くしこなぉえぅ ぉ けのしくう ゃおぅぉょ ¨ょさょき [くおくかくきくぉなそы 

 

╈くゅょえさ ちいさしくしな しこょぇすょし けょこょくさかなさおょきいの しくゃくи ちしく くけいさなぉぅょしさの ぉ しぅおかすゅいちょさえいそ 
さけくこぅそ く ¨ょさきのそ ぉ ╃ぉこょうさえくう ┿いぇおいい – さぉのしぅの えきいゃぅ けょこょゅぅょし ȔȌちいさしくしす……кк ╈ぅえいょ 
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かくゃおい ぇなしに くけこぅぉゅぅきいの ‶ぅぉぉいきぅ ┾えいぉな けく けくぉくゅす ょゃく ぬえさけこょささいぉきくゃく すぇょっゅょきいのи 
ちしく ¨ょさきい [くおくかくきくぉな きょけこいえくさきくぉょききな ぉ さぉのあい さ いそ さぉのしくさしにねы 

 

[さなおえい ゅおの さけこぅぉくえ  
¨くさおすつぅうしょ このゅ ぉょこさいう けょこょゅぅちい ¨ょさょき い くぇこぅしいしょさに え ゅこすゃいか いさしくちきいえぅかи けく 
ささなおえょ 

http://ccat.sas.upenn.edu/~jtreat/song  

 

′ぇさすっゅょきいょ きょえくしくこなそ ぉくけこくさくぉ ぉあぅいかくくしきくつょきいう しょおo-ゅすつぅи けくゅきのしなそ ぉ 
╊いゅこぅつょи けこくちいしぅうしょ けく ささなおえょ 

http://etext.lib.virginia.edu/journals/ssr/issues/volume3/number2/ssr03-02-r05.html  

 

]こぅゅいたいくききなう い さくぉこょかょききなう ぉあゃおのゅな きぅ ¨ょさきいи えぅえ ぅおおょゃくこいねи けこょゅさしぅぉおょきな けく 
ささなおえょ 

http://www.yhol.org.il/features/aggadot/aggadot22.htm 

 

′ゅこい ╉くこゅ のぉおのょしさの けいくきょこくか せょかいきいさしさえくゃく ぉあゃおのゅぅ きぅ ぉおぅさしに ぬこくしいえいк ╈くこくしえく 
くぇ ぬしくか – けく ささなおえょ 

http://www.english.uiuc.edu/maps/poets/g_l/lorde/erotic.htm   

 

╈こぅしえいょ ぉなぉくゅな 

をえさしこぅぉょこしいこくぉぅききぅのи きょすえこくしいかぅの さしこぅさしに っょきていきな-ぉくあおねぇおょききくう ぉ さぅゅすи 
くけいさなぉぅょかぅの ぉ しょえさしょи えこぅうきょ ちすぉさしぉょききぅк ┿くゃぅしなょ ちすぉさしぉょききなょ ぬおょかょきしな 
ぇすえぉぅおにきく しこょけょてすし ぉ さしいそぅそч くさくぇょききく ぬしく えぅさぅょしさの くぇくきのきいのк 『いしぅしょおの ぉぉくゅのし ぉく 
ぉきすしこょききいう かいこ っょきていきи ぇこくさぅねていう ぉなあくぉ かきくゃいか ゃょきゅょこきなか きくこかぅか дきくこかぅか 
ぉあぅいかくくしきくつょきいの けくおくぉе い くぇてょさしぉょききなか しこぅゅいたいのかк ╋ょさかくしこの きぅ 
いさえおねちいしょおにきすね ちすぉさしぉょききくさしに いおい きぅけこくしいぉи ぇおぅゃくゅくこの ょうи かすゅこょたな こょついおい 
ぉえおねちいしに ¨ょさきい ぉ ぇいぇおょうさえいう えぅきくきк 
 

╀くけこくさな かょしくゅくおくゃいい 

╆あぉいきののさに あぅ のぉきく ぉなこぅっょききすね ちすぉさしぉょききくさしに いおい いゃきくこいこすの ぬしくи かきくゃいょ 
こぅささかぅしこいぉぅねし けくぬあいね さしこくゃく えぅえ ぅおおょゃくこいね い しょくおくゃいねк ╀きいかぅしょおにきくょ 
けこくちしょきいょи くゅきぅえくи すえぅあなぉぅょし きぅ けこくぉくたいこすねてすね しくちえす あこょきいの くおいたょしぉくこょききくう 
っょきさえくう ぬこくしいちょさえくう っいあきい い さぉのあに ぬしくゃく しこょけょてすてょゃく っいあきょききくゃく くけなしぅ さ 
ゅすそくぉきなかи ゅぅっょ かいさしいちょさえいか っょおぅきいょかк ╋ぅ えぅえいょ かょさしぅ ぉ しょえさしょ かな くぇこぅてぅょか 
きぅつょ ぉきいかぅきいょы 

 

╈くきしぅえし 

¨こくさにぇぅ きぅけこぅぉおのしに ぉくけこくさな い えくかかょきしぅこいい ╂-こす ┿くききょ ╂ょぉくこょ 《ぅぇょこかぅきき 

けく ぅゅこょさす haberman@brandeis.edu  

http://ccat.sas.upenn.edu/~jtreat/song
http://etext.lib.virginia.edu/journals/ssr/issues/volume3/number2/ssr03-02-r05.html
http://www.yhol.org.il/features/aggadot/aggadot22.htm
http://www.english.uiuc.edu/maps/poets/g_l/lorde/erotic.htm
mailto:haberman@brandeis.edu

