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Buck Enters Church at Start of Hunting Season 

 

comfort   快適さ 

sanctuary  聖域、避難所 

creature  動物            

prize   高く評価する 

religious  宗教的な 

 

《Vocabulary and Phrase》 

教会は人々が困難に陥った時に救いを求めるであろう場所です。//それは聖域と考えら

れるだろう。/すなわち安全や加護を提供する場所である。//たいていその安全もしくは

加護は人類に対してであり、/巨大な森林動物に対してではない。//しかし、ミシガン州

において、巨大な牡鹿が教会に入った/狩猟期間の初日に//狩猟期間は 11 月 15 日

に始まります。//牡鹿はオスの鹿です。//その動物は多くのハンターにとって特別なターゲ

ットです。//この場合は、教会は、聖域として牡鹿に提供しました/ハンターから守ることで

//教会の神父であるグレイス・スタージスは牡鹿が/教会のメインの集会所の中にいるの

を見つけました。//教会がフェイスブックに投稿した動画では牡鹿が教会の周りを歩いて

いる姿が映っていました。//それから牡鹿は階段を二階の座席の位置まで上がりました。

//アマンダ牧師、ルーク・アイシャー牧師、そしてジャスティン・ウィッキー牧師は/廊下を大

きな木でブロックしました。//彼らはその動物を教会の残り部分から遠ざけておきたかっ

た。//アマンダ・エイシャーはその動物について言いました、/「私はその大きさに驚きまし

た」//その牡鹿には銃創が一つも無いように見えました。//しかし、少ししか食べませんで

した/芝生から刈り取ったと思われるものから/アマンダ・アイシャーはカラマズーガゼットに言

いました。//しかしながら、この牡鹿は/窓から飛び出して、野生に戻りました/誰かがよく

確かめる機会を得る前に//壊された窓に加えて/教会における唯一の他の損害は床の

血痕だけでした。//アマンダ・アイシャーは、彼女とほかの人々はその状況に愉快さを見出

したと言いました。//「私たちはみな笑うための理由が必要です、/特に過去二年間から

のつらい期間には」// 

Church is a place where people may seek comfort during difficult times.// 

It can be considered a sanctuary –/ a place that provides safety or 

protection.// Usually, that safety or protection is meant for humans/...not 

massive woodland creatures.// But in the state of Michigan, a huge buck 

entered a church/ on the first day of hunting season.// Hunting season 

there begins on November 15.// A buck is a male deer.// The animals are 

prized targets for many hunters.// In this case, the church served as a 

sanctuary for the buck/ by protecting it from hunters.// Religious leader 

at the church Grace Sturgis found the buck/ inside the church’s main 

gathering room.// A video the church posted on Facebook shows the buck 

walking around the church.// Then it climbed the stairs to a second-floor 

seating area.// Pastors Amanda and Luke Eicher and Justin Wickey/ 

blocked a hallway with large pieces of wood.// They wanted to keep the 

animal away from the rest of the church.// Amanda Eicher said of the 

animal,/ “I was amazed at how big he was.”// The buck did not appear to 

have any gunshot wounds.// But it was bleeding a little/ from what 

appeared to be cuts from glass,/ Amanda Eicher told the Kalamazoo 

Gazette.// This buck, however,/ jumped through a window and back into 

the wild/ before anyone had a chance to get close enough to know for 

sure.// Besides the broken window,/ the only other damage in the church 

was blood stains on the floor.// Amanda Eicher said she and others found 

humor in the situation.// “We all need reasons to laugh,/ especially with 

the hard seasons from the past two years,” she said.// 

 
《Linking Logic》 

ex.) What time is it ?   

But in the state of Michigan 

appear   ～にみえる 

wound   傷            

bleed   出血する 

besides   ～のほかに 
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