
思い出が綴られた短い文章をもとに、 

引用のみによる作品をつくる試み。 
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 今回の試みでもっとも興味深かったのは、じつは、最初に書かれた若いふたりの思

い出の言葉だった。ほんとうにあったことを言葉にするという約束をしたとき、わた

しは、わたし自身の生を、そのふたりの言葉に重ね合わせて、実感することができる

かどうか、見てみたいと思ったのだった。そして、わたしは、わたしの生を実感した。

それらの言葉のなかに。三人が集まったのは、二〇〇五年六月二十五日のことであっ

た。各自の切り貼り作品の方は、思い出の方の短文がつくれれば、すぐにつくれると

思っていた。じっさいには、双方ともに思っていたよりも時間がかかったのだが、一

応、一日でつくれた。まさか、昼の三時にはじめて真夜中までかかるとは思ってもい

なかったのだが。笑。はじめから見ていこう。わたしも含めて、三人の思い出は、多

少、文学的な衣装を身にまとってはいるが、ほとんど裸だ。であるにもかかわらず、

それぞれによって仕上げられた作品と、それぞれのもとの短文を比較すると、それぞ

れの思考の「型」とか「傾向」とかいったようなものが、言葉と言葉を結びつけてい

ることが容易に見てとれるであろう。 大谷くんの作品は、大谷くんの短文に、森く

んの作品は、森くんの短文に、わたしの作品は、わたしの短文に、まるで幾何でいう

ところの相似形のように、それぞれの思考の「型」とか「傾向」とかいったようなも

のが、それぞれの文体に反映しているように思われる。いかに、思考の「型」や「傾

向」とかいったものが強固なものであるのか、よくわかる。 しかし、それではいけ

ないのだ。まだ、いけないのだ。それぞれの文体に揺さぶりをかけるようなものにな

らなければ、文学としては、意義がないのだ。いくら、作品がよい出来のものであっ

ても。と、時代遅れのアバンギャルド（笑）な詩人は思うのだ。とはいうものの、は

じめての試みとしては、うまくいったと思う。出来上がったそれぞれの作品は面白か

ったし、それぞれのもとの思い出も大いに楽しめるものだった。それに、ひとりでは、

一生かかっても書けなかったかもしれないようなフレーズが書けたと、ひそかに、わ

たしは思っているのだ。そういえば、大谷くんが、思い出の文章を切り刻んで貼り付

けているときに、「これは面白い。」とつぶやいたのだが、それを森くんも耳にしたと

思うけれど、そのつぶやきに対して、すかさず、わたしが、「だから、ぼくは、よく作



品を引用でつくるんだよ。」と答えたのだが、わかってもらえただろうか。面白いのは、

思考の「型」や「傾向」とかいったものが揺さぶりをかけられるからなのだ。 

 

 

 

大谷良太の思い出大谷良太の思い出大谷良太の思い出大谷良太の思い出    

 

 

メダカが共食いをした。 

 

終業式の日は荷物が多い。 

 

授業中、窓から唾を吐いていたら先生に叱られた。 

 

硬貨を弾くゲームが流行った。 

 

教頭先生が消防車の模型を持って朝礼台に立っていた。 

 

雪の日がいちばん楽しい。 

 

五年から六年になる春に転校した。 

 

高校へは電車で通った。 

 

海と半島が見える教室だった。 

 

文化祭の打ち上げでクラスメートと砂浜に行った。 

 

 

 

森森森森    悠紀の思い出悠紀の思い出悠紀の思い出悠紀の思い出    

 

 

海賊の役をやったでしょ、舞台裏で喧嘩してた、と彼女は言った、他界する二週間

前、最初で最後の会話。 

 



人に噛まれたことは二度、幼稚園の頃は腿が腐りかけた、もう一度は腕を、ホクロ

だらけの井上君に。 

 

「今度はシタノ動物園に行きたいな」、四歳の子供がちょっとしたギャグのつもりで

言ったと親はわからなかった。 

 

48地区別の下校バス、カラフルに塗られたボロベンツで、地区の近い運ちゃん同士

はたまにジュースを賭けて競争した。 

 

サンタクロースを信じることは、外に憧れや希望を抱くこと、外を抱き続けること

をやめなかった。 

 

親友のタカヒロ君がお弁当袋で同級生の頭を殴ったら、その中で陶器のコップが割

れていた。 

 

お絵かきの時間に先生に言われた通りにクレヨンを動かすとカオスが出来て、参観

日に母親に怒られた。 

 

その人の90°までしか曲がらない脚に入ったボルト、剃刀で眉毛を剃られた後、飛

び降りた橋を二人で渡った。 

 

フィリピン・ハーフのクゲヌマ君がお弁当箱を開くと、半分に切られた食パン、バ

ナナ丸ごと、よく曲がるスプーンが入っていた。 

 

小林秀雄みたいな長い長い手紙を書いて困らせた高校生の頃からいつもその人は手

のひらを合わせて許してくれた。 

 

 

 

田中宏輔の思い出田中宏輔の思い出田中宏輔の思い出田中宏輔の思い出    

 

 

子供のとき、足の甲を車にひかれたことがあるけど、ぜんぜん大丈夫だった。 

 

白浜で生きているタコを捕まえたら、手にからみついてきて、手がタコの毒にしび

れた。 



 

部員が誰も来ないので机に水滴を落として水滴に映る理科教室を見つめていた。 

 

カナブンを捕まえて糸をつけて振り回して飛ばしていたら、首が千切れてしまった。 

 

これチョコレートだよって弟に言われて、チョコフレークみたいな犬の糞

ふ ん

を手渡さ

れたことがある。 

 

教科書に田植えって出てきたから、植田くんのいる方をちらっと見やった。 

 

親と海に行って、溺れたフリをしても来てくれなかったので、溺れたフリをやめた。 

 

週に何回くらいオナニーするのってきかれたら、必ず少な目に答えていた。 

 

バスケで、友だちの顔にボールをあてたら、前歯がぜんぶ落ちた、さし歯だった。 

 

裏庭でおばあちゃんがニワトリの首を手斧でぶった切っていた、めちゃくちゃ怖か

った。 

 

 

 

 

大谷大谷大谷大谷    作品作品作品作品    

 

 

捕まえて、サンタクロースを信じること 

来てくれなかった雪の日。 

いちばん楽しいゲーム。最初で最後の 

毒を賭けて 

行きたいな、喧嘩してた会話。 

見つめていた。舞台裏で 

週に何回くらい 

生きているの 

ってきかれたら、必ず少な目に 

小林秀雄みたいな硬貨を弾く 



カラフルに塗られたカオスが出来て、 

叱られた。海と半島が見える 

曲がらない、よく曲がる他界 

二人で飛び降りた 

めちゃくちゃ怖かった。 

コップが割れていた。水滴に映る憧れや希望 

溺れたフリをしても誰も来ない 

やったでしょ、しびれた。とクラスメートは言った 

飛ばして 

振り回して 

落として、もう一度、千切れて 

ぜんぜん大丈夫、腕を、その人は 

陶器の彼女を抱き続けることをやめない 

 

 

 

 

森森森森    作品作品作品作品    

 

 

裏庭でおばあちゃんが 

90°までしか曲がらない脚に 

糸をつけてから 

六年になる 

田植え祭の打ち上げで 

ニワトリの首を 

振り回して飛ばしていたら、 

友だちの顔に 

春に近い前歯が切れて 

よく曲がるスプーンが 

ちょっとしたギャグのつもりで 

水滴に映る 

外に人は 

海や食パンの 

地区をちらっと希望する 

 



 

   ＊ 

 

 

これチョコレートだよって彼女は言った、 

48地区別の下校バス、 

フィリピン・ハーフの 

さし歯だった 

その人の手が 

教科書の半島に渡った。 

弁当のバナナ丸ごと、手のひらを合わせて 

海と 

半分に切られた砂浜を 

見つめていた。 

運ちゃんは 

きかなかった。 

何もわからないフリをして 

窓から唾を吐いていた。 

 

 

   ＊ 

 

 

お絵かきの時間に 

親友のタカヒロ君が 

来てくれなかったので、 

ぜんぜん大丈夫だった。 

カラフルに塗られたボロベンツで、 

長い長い手紙を 

手渡されたことがあるけど、 

授業中、 

噛まれたことは二度くらい 

お弁当袋で 

カナブンを捕まえて 

クラスメートと 

オナニーするのって楽しい。 



二週間前、 

弟に言われて、 

転校した 

チョコフレークみたいなクゲヌマ君が 

手にからみついてきて、 

言われた通りにクレヨンを動かすと 

二人で朝礼台に立っていた。 

 

子供のとき、 

海賊の役をやったでしょ、 

共食いをやめなかった 

ホクロだらけの井上君 

舞台裏で喧嘩して 

机に水滴を落として 

その中で陶器のコップが割れていた。 

四歳の子供が 

飛び降りた橋を抱き続ける 

腐りかけた他界 

参観日に行きたいな 

雪の日がいちばん 

サンタクロースを信じる母親に怒られた。 

同級生の頭を殴ったら、 

許してくれた。 

生きているゲームが流行った 

最初で最後の先生の教室 

幼稚園の頃は 

シタノ動物園に 

たまに競争しに行った。 

消防車の模型を 

手刀でぶった切ったら、 

メダカが 

溺れたフリをやめた。 

 

 

 

 



田中田中田中田中    作品作品作品作品    

    

 

高校へは、よく曲がる電車で通った。90°がいちばん楽しい。その中で一度、手紙

を手渡されたことがある。春に転校した。 

 

おばあちゃんが来てくれなかったので、弁当袋で同級生の頭を殴った後、手のひら

を合わせて半分に切られたクラスメートと砂浜に行った。 

 

先生に言われた通りに親を動かすと、食パン、バナナ、ジュース、チョコレートが

見える。硬貨もだ。幼稚園の頃、丸ごと母親を賭けてのゲームが流行った。 

 

友だちの顔にボールをあてたら、生きている長い長い教頭先生が出てきた。手にか

らみついてきて、噛まれたけど、ぜんぜん大丈夫だった。 

 

前歯がぜんぶ落ちた小林秀雄みたいなフィリピン・ハーフのその人は、溺れたフリ

をして朝礼台に立っていた。 

 

車にひかれた四歳の子供がボルトの入った曲がらない脚に糸をつけてタコを飛ばし

ていたら、48地区の陶器の犬の首が割れてしまった。 

 

お絵かきの時間に剃刀で眉毛を剃られた植田くんのいる方をちらっと見やった。カ

ラフルに塗られたクゲヌマ君が他界する二週間前、めちゃくちゃ怖かった。 

 

五年から六年になる。親友のタカヒロ君は消防車の模型を持ってオナニーすること

をやめなかった。 

 

ちょっとしたギャグのつもりで井上君を振り回したら、ホクロだらけのスプーンが

入っていた。 

 

二人で海に行って、チョコフレークみたいな運ちゃん同士はたまに共食いをした。 

 

 

 

 

 



 CLOSE TO THE EDGE。 
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●ぼくの金魚鉢になってくれる●草原の上の●ビチグソ●しかもクリスチャン●笑●

それでいいのかもね●そだね●行けなさそうな顔をしてる●道路の上の赤い円錐がジ

ャマだ●百の赤い円錐●スイ●きのう●ジミーちゃんと電話で話してて●たれる●も

らす●しみる●こく●はく●さらす●といった●普通の言葉でも●なんだか●いやな

印象の言葉があるねって●そんな言葉をぶつぶつと●つぶやきながら●本屋のなかを

うろうろする●ってのは●どうよ●笑●ぼくの金魚鉢になってくれる●虫たちはもう

そろそろ脚を伸ばして●うごめきはじめているころだろう●不幸はひとりではやって

こないというが●なにものも●ひとりではやってこない●なにごとも●ただそれだけ

ではやってこないのである●絵に描いたような絵●わたしの神は一本の歯ブラシであ

る●わたしの使っている歯ブラシが●わたしの神であった●神は歯ブラシのすみずみ

まで神であった●主婦●荒野をさ迷う●きのう見た光景をゲーゲー吐き戻してしまっ

た●暴れまわる母が●一頭の牛に牽かれてやってきた●兄は口に出して考える癖があ

った●口から●コップや●コーヒーや●スプーンや●ミルクや●文庫本や●フロイト

や●カーネル・サンダースの人形や●英和辞典をゲロゲロ吐き出して考えていた●壁

は多面体だった●一つ一つ●すべての壁面に印をつけていくと●天井と床も入れて●

二十四面あった●二十四面のそれぞれの壁に耳をくっつけて●それぞれの部屋の音を

聞くと●二十四面のそれぞれ違った部屋の音が聞こえてきた●５かける５は 25 だっ

た●ぼくの正義のヤリは見事にふるえていた●どうして●ぼくのパパやママは働かな

くちゃならないの●子供たちの素朴な疑問にノーベル賞受賞者たちが答える●という

文庫本があった●友だちのジミーちゃんは●こういった●悪だからである●たしかに

楽園を追放されることにたることをしたのだから●やっぱり●ぼくの友だちだ●すん

ばらしい答えだ●エレベーターが●スコスコッと●前後左右上下●斜め●横●縦●縦

●横●斜め●横●に●すばやく移動する●わたしの記憶もまた●スコスコッと●前後

左右上下●斜め●横●縦●縦●横●斜め●横●に●すばやく移動する●ぼくの金魚鉢

になってくれる●草原の上の●ビチグソ●しかもクリスチャン●笑●それでいいのか

もね●そだね●行けなさそうな顔をしてる●道路の上の赤い円錐がジャマだ●百の赤

い円錐●スイ●神は文字の上にいるのではない●文字と文字の間なのね●印刷された

文字と文字の間って●紙のことなのね●１ミリの厚さにも満たない薄い薄い紙のこと

●神は紙だから●って●神さまは●前と後ろを文字文字に呪縛されて●ぎゅうぎゅう



●もうもう●牛さん●おじさん●たいへん●ぼく●携帯で神に信号を発する●携帯を

神に向けてはっしん●って●ぎゃって●投げつけてやる●ぼくは●頭をどんどん壁に

ぶつけて●神さまは●頭が痛いって●ぼくは●頭から知を流しつづける●血だ●友だ

ちのフリをする●あのとき●看護婦は●ぼくのことを殴った●じゃなく●しばいた●

ぼくの病室は●全身で泣いて●ぼくの涙が悔しくて●スリッパを口にくわえて●びゅ

んびゅん泣いていた●ああ●神さまは●ぼくがほんとうに悲しんでいるのを見て●夕

方になると●金魚の群れが空にいっぱい泳いでた●神さまは●ぼくの肩を抱いて●ぼ

くをあやしてくれた●ぼくは全身を硬直させて●スリッパで床を叩いて●看護婦が●

ぼくの腕に●ぼくの血中金魚濃度が低いから●ぼくに金魚注射した●金魚は●自我を

もって●ぼくの血液の中を泳ぎ回る●ていうか●それって●自我注射●自我注釈●自

我んだ●違った●ウガンダ●どのページも●ぼくの自我にまみれて●ぐっちょり●ち

ょりちょり●チョチョリ●チョリ●あ●そういえば●店長の激しい音楽●マリゲ●マ

ルゴ●まるぐんぐ●マルス●マルズ●まるずんず●ひさげ●ひさご●ひざずんずっ●

びいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい●あるいは●神は●徘徊する

●金魚の群れ●きょうは休日だというのに●一日中●病室にいた●病室の窓を見上げ

てたら●空の端に●昼間なのに●月が出ていた●きょとんとしたぼくの息が●病室の

隣のひとを●ペラペラとめくっては●どのページに神が潜んでいるのか●探した●思

考とは腫瘍である●わたしの脳髄ができることの一つに●他者の思考の刷り込みがあ

る●まあ●テレパシーのようなものであるが●そのとき●わたしの頭に痛みがある●

皮膚に走る電気的な痛みともつながっているようである●頭が痛くなると同時に●肘

から肩にかけて●ビリビリ●ビリビリ●と●きょうは●とてつもなく痛い●いままで

は●頭の横のところ●右側の方だけだったのに●きょうは●頭の後ろから頭の頂にか

けて●すっかり痛みに●痛みそのものになっているのだ●さあ●首を折り曲げて●こ

れから金魚注射をしますからね●あなたの血中金魚濃度が低くて●さあ●はやく首を

折り曲げて●はやくしないと●あなたの血管が金魚不足でひからびていきますよ●あ

さ●パパ注射したばかりじゃないか●きのうは●ママ注射したし●ぐれてやる●はぐ

れてやる●かくれてやる●おがくれる●あがくれる●いがくれる●うがくれる●えが

くれる●街は金魚に暮れている●つねに神は徘徊する●ぼくの指たちの間を●もくも

くと読書する姿が見える●そのときにもまた●ぼくの指の間を●神が徘徊しているの

だ●ぼくは●もくもくと読書している●図書館で●ぼくは●ひとりで読書する少年だ

ったのだ●四年生ぐらいだったかな●ぼくは●なんで地球が自転するのかわからない

●って本に書かれてあるのにびっくりして●本にもわからないことがあるのだ●と●

不思議に思って●その本が置いてあったところを見ると●書棚と書棚の間から●死ん

だパパそっくりの神さまが●ぼくの方を見てるのに気がついた●すると●ぼくの身体

は硬直して●ぼくは気を失っていた●ぼくが気を失っていた間も●ぼくの指の間を神

は徘徊していた●地球がなんで自転しているのかって●それからも不思議に思ってい



たのだけれど●だれもわからないのか●ぼくが●この話をしている間も●神さまが●

ぼくの指の間から●ぼくのことを見張っている●ぼくの指は●神さまに濡れて●血ま

みれだった●憎しみの宴が●ぼくの頭のなかで催されている●きょうは●一晩中かも

しれない●額が割れて●死んだ金魚たちがあふれ出てきそうだ●頭が痛い●額が割れ

て●死んだパパやママがあふれ出てくるのだ●ぼくはプリン●ぼくの星の運命は●百

万光年の●光に隠されている●光に隠されている●いいフレーズだな●影で日向ぼく

●ぼっこじゃなくて●ぼくがいいかな●日向ぼく●で●影で日向ぼっこ●ぼっこって

●でも●なんだろ●ぼくの脳髄は●百のぼくである●じゃなく●ぼっこ●じゃなく●

ぼこ●リンゴも赤いし●金魚も赤いわ●リンゴでできた金魚●金魚でできたリンゴ●

金ゴとリン魚●リンゴの切断面が●金魚の直線になっている●死んでね●ぼくの金魚

たち●ルイルイ●楽しげに浮かび漂う●ぼくの死んだ金魚たち●神さまの指は●血ま

みれの幸運に浸り●ぼくの頭のなかの金魚を回す●トラベル●フンガー●血まみれの

指が●ぼくを作り直す●治してね●血まみれのプールに●静かに●ゴーゴーと●泳ぎ

回る●ぼくの死んだ金魚たち●ぼくの頭のなかをぐるぐる回る●倒壊したパパの死体

や●崩れ落ちたママの死体たち●なかよく踊りまちょ●神は●死んだパパやママの廃

墟を徘徊する●リスン・トゥー・ザ・ミュージック●ぼくの廃墟のなかで●死んだパ

パやママが手に手をとって踊る●手のしびれが●金魚の指のはじまりになるまで●そ

の間も●ずっと●ママは●金魚をぼくの頭のなかでかき回している●重たい頭は●ぼ

くの金魚がパクパク●パクパク死んでいる●指が動きにくいのは●自我がパクパクし

ているからだぞ●ああ●たくさんのパクパクしている●ぼくの自我たち●人差し指の

先にも自我がある●自我をひとに向けてはいけないとママは言った●さあ●みんな●

この自我にとまれ●ギコギコ●ギーギー●ギコギコ●ギーギー●ね●ママ●ぼくのマ

マ●出てきちゃ●ダメ●さっき●鳥が現実感を失う●とメモして●すると●ぼくは●

アニメのサザエさんの書割の●塀の横を歩いていた●問いを待つ答え●問いかけられ

もしないのに●答えがぽつんと●たたずんでいる●はじめに解答ありき●解答は●問

いあれ●と言った●すると●問いがあった● ぶさいくオニオン●ヒロくんの定食は

●焼肉だった●チゲだっておいしいよ●キムチだっておいしいよ●かわりばんこの●

声だ●ぼくは●ヒロくんの声になって●坐ってる●十年●むかしの●ゴハン屋さんで

●この腕の●縛り痕●父親たちの死骸を分け合う●ぼくのたくさんの指たち●ああ●

こんなにも●こんなにも●ぼくは●ぼくに満ちあふれて●戦線今日今日●戦線今日今

日●あの根●ぬの根●カンポの●木の●根●名前を彫っている●生まれ変わったら●

何になりたい●うううん●べつに●花の精でもいいし●産卵する蛾の映像でもいいよ

●あ●べつに●産卵しない蛾の映像でもいいし●大衆浴場●湯船から●指を突き出し

●ヘイ●カモン●詩人の伝記が好き●詩人の詩より好きかも●詩人の出発もいいけど

●詩人のおしまいの方がいいかな●不幸には●とりわけ●耳をよく澄ますのだ●ぼく

のなかの●声が●ああ●聞こえないではないか●そんなに遠く離れていては●ぼくの



なかの●声が●耳を済ます●耳を澄ます●じりじりと●耳を澄ます●ぼくのなかの●

声が●耳を済ます●耳を澄ます●耳が沈黙してるのは●ぼくの声が離れているからか

●ああ●聞こえないではないか●そんなに遠く離れていては●もう詩を書く人間は●

ぼくひとりだけだ●と●笑●ぼくの口のなかは●たくさんの母親たちでいっぱいだ●

抜いても抜いても生えてくる●ぼくの母親たち●ぼくは●黄ばんだパンツ●の●筋道

にそって歩く●その夜●黄ばんだパンツは●捨てられた●若いミイラが●包帯を貸し

てくれるっていって●自分の包帯をくるくる●くるくる●はずしていった●若竹刈り

●たけのこかい●木の芽がうまい●ほんまやな●せつないな●ボンドでくっつくけた

●クソババアたち●ビルの屋上から●数珠つなぎの●だいぶ●だいぶ●死んだわ●お

だぶつさん●合唱●あ●合掌●だす●バナナの花がきれいだったね●きれいだったね

●ふわふわになる●喜んで走り回ってた●棺のなかに入ったおばあちゃんを●なんで

●だれも写真にとらなかったんだろう●おばあちゃんは●とってもきれいだったのに

●生きてるときより●ずっときれいだったよ●ぼくのおばあちゃんの手をひっぱって

●ぼくのおばあちゃんを棺のなかに入れたのは●ぼくだった●ばいばい●ふわふわに

なる●おばあちゃん●土間の上にこぼれた●おかゆの湯気が●ぼくの唇の先に●触れ

る●ああ●おいちかったねえ●まいまいつぶれ●ウサギおいしい●カマボコ姫●チュ

ッ●歯科医は●思い切り力を込めて●ぼくの口のなかの●母親をひっこぬいた●父親

は●ペンチで砕いてから●ひっこぬいた●咳をすると●ぼくじゃないと思うんだけど

●咳の音が●ぼくの顔の前でした●咳の音は●実感をもって●ぼくの顔の前でしたん

だけど●ぼくのじゃない●ただしい死体の運び方●あるいは●妊婦のための●新しい

拷問方法●かつて●チベットでは●夫を裏切った妻たちを拷問して殺したという●ま

あ●インドでは●生きたまま焼いたっていうから●そんなに珍しいことではないのか

もしれないけれど●こうして●ぼくがクーラーのかかった部屋で●友だちがくれたチ

ーズケーキをほおばりながら●音楽を聴きながら●ふにふに書いてる時間に●指を切

断されたり●腹を裂かれて●腸を引きずり出されたりして●拷問されて苦しんでる人

もいるんだろうけど●かわいそうだけど●知らないひとのことだから●知らない●前

にＮＨＫの番組で●指が机の上にぽろぽろ●ぽろぽろ●血まみれの指が●指人形●ぼ

くの右の人差し指はピーターで●ぼくの左手の人差し指は狼だった●ソルト●そーる

と●ソウルの街を●電車で移動●おまえは東大をすべって●ドロップアウトして●そ

のまま何年も遊びたおして●ソウルの町を電車で移動●聴いているのは●ずっと●ジ

ャズ●ただしい死体の運び方●あるいは●郵便で死体を送りつける方法について●学

習する●切手で払うのも大きい●小さい●デカメロン●ただしく死体と添い寝する方

法●このほうが●お前にふさわしい●おいしいチーズケーキだった●きょう●いちば

んの感動だった●河原町のあちこちの街角から●老婆たちが●ぴょんぴょん跳ねなが

らこちらに向かってくる●お好みのヴァージョンだ●神は疲れきった身体を持ち上げ

て●ぼくに手を伸ばした●ぼくは●その手を振り払うと●神の胸をドンと突いてこう



言った●立ち上がれって言われるまで●立ち上がったらダメじゃん●神さまは●ぼく

の手に突かれて●よろよろと●そのまま疲れきった身体を座席にうずめて●のたり●

くたり●か●標準的なタイプではあった●座席のシートと比較して●とくべつおいし

そうでも●まずそうでもなかった●ただ●しょっぱい●やっぱり●でっぱり●でずっ

ぱり●蛆蝿が●老婆たちの卵を産みつける●老婆たちは●少女となって卵から孵り●

雛たちは●クツクツと笑うリンゴだ●どんな医学百科事典にも載っていないことだけ

ど●植物事典には載ってる●気がする●か●おいしい●しょっぱい●か●ぼくの顔面

をゲートにして●たくさんの少女と老婆が出入りする●ぼくの顔面の引き攣りだ●キ

キ●金魚●アロハ●おえっ●老婆はすぐに少女になってしまって●口のなかは●死ん

だ少女たちでいっぱいになって●ぼくは●少女たちの声で●ヒトリデ●ピーチク・パ

ーチク●最初の話はスラッグスの這い跡で●夜の濡れた顔だった●そういえば●円山

公園の公衆トイレで首を吊って死んだ男と●御所の公衆トイレで首を吊って死んだ男

が同一人物だという話は●ほんとうだった●男は二度も死ねたのだ●ぼくの身体の

節々が痛いのは●なかなかなくならない●こんど病院に行くけど●呪術の本も買って

おこう●いやなヤツに痛みをうつす呪術が●たしかにあったはずだ●ぴりぴり●ぴか

ーって●光線銃で狙い撃ち●１リットルの冷水を寝る前に飲んだら●ゲリになっちゃ

った●ぐわんと●横になって寝ていても●少女の死体たちが●ぼくの口のなかで●ピ

ーチク・パーチク●ぴりぴり●ぴかーっと●たしか●首を吊った犬の苦しむ顔だった

●紫色の舌を口のなかからポタポタたれ落として●白い泡はぶくぶくと●枕草子●小

さいものは●みなかわいらしい●と書いてあった●小さな少女の死体はかわいらしい

●ぼくの口のなかの死体たちが●ピー地区・パー地区●ふふふ●大きな棺に入った大

きな死体もかわいらしい●ピー地区・パー地区●ふふふ●筆箱くらいの大きさの少女

たちの死体がびっしり●ぼくの口のなかに生えそろっているのだ●ピー地区・パー地

区●ふふふ●ようやく●ぼくにもわかってきたのだ●ぼくのことが●今晩も●寝る前

に冷水を１リットル●けっ●あらまほしっ●きっ●ケルンのよかマンボウ●ふと思い

ついたんだけど●帽子のしたで●顔が回転している方が面白い●頭じゃなくて●正面

の顔が●だよん●ふふふ●アイスクリーム片手にね●アイスクリームは●やっぱり●

じょっぱり●しょうが焼き●春先に食べた王将のしょうが焼き定食は●おいちかった

●ぼく●マールボロウでしょう●話の途中で邪魔すんなよ●ぼく●マールボロウだか

ら●デジカメのまえで●思わずポーズきめちゃった●クリアクリーン●歯磨きの仕方

が悪くって●死刑●ガキデカのマンガは●いまなかなか見つからなくって●わかんな

い●井伊直弼●って●スペリング●これでよかったっけ●って●てて●いてて●てて

●ぼく●井伊直弼●ちゃうねん●あつすけだよん●って●魔法瓶覗いて●ぎいらぎら

●リトル・セントバーナード●ショウ●人生は●演劇以上に演劇だ●って●べつに●

言ってるか●どうかなんて●知らない●ちいいいいいい●てるけどね●ケッ●プフッ

●ケルンのよかマンボウ●ぼーくの●ちぃーって●る●けー●天空のはげ頭●(●ナ



チス・ドイツ鉄かぶと製の●はげカツラが●くるくると回転する●頭皮にこすれて●

血まみれギャーだった●ふにふに●空飛ぶ円盤だ●このあいだ●サインを見た●登場

人物は●みんな霊媒だった●十年前に賀茂川のほとりで●無数の円盤が空をおおうよ

うにして飛んでるのを●友だちと眺めたことがあった●友だちは●とても怖がってい

たけど●ぼくは怖くなかった●友だちは●ぼくに●円盤見て●びっくりせいへんの●

って言ってたけど●ぼくは●こんど●ふたりで飲みに行きましょうね●って言われた

ほうが●びっくりだった●いやっ●いやいや●やっぱり●暴れまわる大きな牛を牽い

てやってくる●一頭の母親の方が怖ろしいかな●笑●どうしてるんだろう●ぼくの口

のなかには●母親たちの死んだ声がつまってるっていうのに●ぼくの耳のなかでは●

その青年の声が叫びつづけてるんだ●だから●インテリはいやなんやって●カッチョ

イイ●あのえいちゃんの声が●ああ●これは違う声か●違う声もうれしい●ぼくのま

ぶたの引き攣りは●ヒヒ●うつしてあげるね●ヒヒ●うつしてあげるね●神経ぴりぴ

り●血まみれ●ゲー●て●うつしてあげるね●プ●しゅてるん●知ってるん●ユダヤ

の黄色い星●麻酔なしの生体解剖だって●写真だったけど●思い出しただけで●ピリ

ピリ●ケラケラ●ケセラセラー●あい・うぉん・ちゅー●あらまほしぃ●きいいいい

いい●ぼくの詩を読んで死ねます●か●ぼくの詩を読んで死ねます●か●ひねもす●

のたり●くたり●ぼくの詩を読んで死ねます●か●ひねもすいすい●水兵さんが根っ

こ買って●寝ッ転がって●ぐでんぐでん●中心軸から●およそ文庫本３冊程度ぶんの

幅で●拡張しています●か●ホルモンのバランスだと思う●か●まだ睡眠薬が効かな

い●か●相変らず役に立たない神さまは●電車の●なかで●ひねもす●のたり●くた

り●か●ぼくは●疲れきった手を●吊革のわっかに通して●くたくたの神を●見下ろ

していた●か●おろもい●か●飽きた●か●腰が痛くなって●言いたくなって●神は

●あっくんの手を●わっかからはずして●レールの上に置きました●キュルルルルル

ルって●手首の上を●電車が通りすぎていくと●わっかのなかから●無数の歓声が上

がりました●か●日が変わり●気が変わり●神は●新しいろうそくを●あっくんの頭

の上に置いて●火をつけました●か●なんべん死ぬねん●か●なんべんもだっち●ひ

つこい轍●銃の沈黙は●違った●十の沈黙は●うるさいか●とか●沈黙の三乗は●沈

黙とは単位が違うから●もう沈黙じゃないんじゃないか●とか●なんとか●かんとか

●ヤリタさんと●荒木くんと●くっちゃべり●ぐっちゃべり●ええ●ええ●それなら

●ドン・タコス●おいちかったね●いや●タコスは食べなかった●タコライス食べた

ね●おいちかったね●ハイシーン●だっけ●おいちかった●サーモンも●おいちかっ

た●火の説教●痩せた手のなかの●コーヒーカップは●劫火●生のサーモンもカルパ

ッチオ●みゃぐろかなって言って●ドン・タコス●ぱりぱりの●ジャコ・サラダは●

ぐんばつだった●笑●四十歳を過ぎたおっさんは●ぐしょぐしょだった●いや●くし

ゃくしゃかな●これから●ささやかな葬儀がある●目のひきつり●だんだん●欲しい

ものは手に入れた●押し殺した悲鳴と●残忍な悦び●庭に植えた少女たちが●つぎつ



ぎと死んでいく●除草剤をまいた●痩せた手のなかの●あたたかいコーヒーカップは

●順番が違うっちぃぃいいいいいい●あっくんの頭の上のろうそくが燃えている●ろ

うそくの上のあっくんの頭が燃えている●死んだ魚のように●顔面の筋肉は硬直して

●無数の蛆蝿が●卵を産みつけていく●膿をしぼり出し●ひねり出すようにして●あ

っくんは卵を産んだ●大統領夫人が突然マイクを向けられて●こけた●こけたら●財

布が出てきた●財布は●マイケルの顔に当たって●砕けた●マイケルの顔が●笑●笑

えよ●ブフッ●あっくんの頭の上で燃えているろうそくの火は●ろうそくの上で燃え

ているあっくんの顔は●しょっぱい●そろそろ眠る頃だ●睡眠薬を飲んで寝る●噛み

砕け●顔面に産みつけられたろうそくの上で燃えているあっくんの顔は蛆蝿たちの卵

を孵す●あっくんの頭の上で燃えているろうそくの火は●ろうそくの上で燃えている

あっくんの顔は●しょっぱい●ひつっこい●しょっぱさだ●笑●前の職場で親しかっ

たドイツ語の先生は●バーテンダーをしていたことがあると言ってた●バーテンダー

は●昼間は●玉突きのバイトをしていた●青年がいた●ぼくが下鴨にいたころだ●と

いっても●ぼくが２６●７才のころだ●九州から来たという●青年は二十歳だった●

こんど●ふたりっきりで飲みましょうねって言われて●顔面から微笑みが這い出して

きて●ぽろぽろとこぼれ堕ちていった●ぼくは●彼のチンポコを●くわえたかった●

くわえてみたかった●ちとデブだったけど●かわいかった●ぼくは●ちとデブ専のケ

があるから●ブフッ●笑えよ●で●とうもろこし頭の●彼は●ぼくのなかで●ひとつ

の声となって●迸り出ちゃったってこと●詩ね●へへ●死ね●で●乾燥した●お母さ

んが●出てきたところで●とめる●釘抜きなんて●生まれて●まだ十回も使ったこと

がないな●ぼくの部屋は二階で●お母さんは●縮んで●釘のように●階段の一段一段

●すべての踏み段に突き刺さっていたから●釘抜きで抜く●ぜんぶ抜く●可能性の問

題ではない●現実の厚さは●薄さは●と言ってもよいが●ぼろぼろになった●筆の勢

いだ●美しい直線が●わたしの顔面を貫くようになでていく●滅んでもいい●あらゆ

る大きさの直線でできた●コヒ●塑形は●でき●バケツをぶつけて●頭から血を流し

た●話を書こうと思うんだけど●実話だから●話っていっても●ただ●バケツって●

言われたから●バケツをほっただけなんだけど●手がすべって●パパは頭から血を流

した●うううん●なんで●蟹●われと戯れて●ひさびさに●鞍馬口のオフに寄る●ジ

ュール・ベルヌ・コレクションの●海底二万哩があった●きれいな絵●５００円●だ

けど●背が少し破けてるので●惜しみながらも●買わず●ブヒッ●そのかわり●河出

書房の日本文学全集３冊買った●１冊１０５円●重たかった●河出新刊ニュースがす

ごい●もう何十年も前の女優の●若いころの写真がすごい●旅館が舞台のいじめもの

のテレビドラマの主人公で●何十年も前のことだけど●いまの天皇が好きな女優だと

前にテレビで言ってた●これがほしくて買ったとも言える●笑●でも●いったい何冊

持ってるんだろう●全集の詩のアンソロジー●このあいだの連休は●詩を書くつもり

だったけど●書けなかった●蟹と戯れる●啄木●ではなく●ぼく●でもなく●ママ●



を●思ふ●ママは●蟹の●巨大なハサミにまたがって●ビッビー●シャキシャキッと

●おいしいご飯だよ●ったく●ぼくカンニングの竹山みたいな●怒鳴り声で●帰り道

●信号を待ってると●いや●信号が近づいてくるわけじゃなく●信号が変わる●じゃ

なく●信号の色が●じゃなく●電灯のつく場所がかわるのを待ってたんだけど●信号

機が●カンカンなってた●きのうのこと●じゃなくて●きょうのこと●ね●啄木が●

ぼくの死体と戯れる●啄木が●ぼくの死体と戯れる●さわさわとざらつく●たくさん

のぼくの死体を●啄木が●波のように●足の甲に●さわっていくのだ●啄木は●ぼく

の死後硬直で●カンカンになった●カンカン鳴ってたのは●きのうの夜更けだ●二倍

の大きさにふくらんだ●ぼくのコチコチの死体だ●だから行った●波のように●啄木

の足元に●ゴロンゴロン横たわる●ぼくの死体たち●蟹●われと戯れる●いたく●静

かな●いけにえの食卓●ぽくぽく●ったく●ぼく●と●啄木●ふがあ●まことに●人

生は一行のボードレールである●ぼくの腕●目をつむるきみの重たさよ●狒狒●非存

在たることに気づく●わっしゃあなあ●木歩のことは以前に●書いたことがある●木

歩の写真を見ると思い出す●関東大震災の日に●えいじくんが●火炎のなかで●教授

に怒鳴られて●ぼくの部屋で●雪合戦●手袋わざと忘れて●もう来いひんからな●ス

トレンジネス●バタンッ●大鴉がくるりと振り向き●アッチャキチャキー●愛するも

のたちの間でもっともよく見られる衝動に●愛するものを滅ぼしたいという気持ちが

ある●関東大震災の日に●えいじくんが●ぼくと雪合戦●ヘッセなら●存在の秘密と

いうだろう●２００１年１月１０日の日記から抜粋●夜●ヤリタさんから電話●靴下

のこと●わたしの地方では●たんたんていうの思い出したの●靴下をプレゼントした

ときには気づかなかったのだけれど●とのこと●客観的偶然ですね●と●ぼく●いま

考えると●客観的偶然ではなかったけれど●たんたん●ね●ぼくのちっぽけな思い出

だな●ちっぽけなぼくの思い出●ね●笑●金魚が残らず金魚だなんて●だれが言った

●原文に当たれ●I loved the picture.●べるで・ぐるってん●世界は一枚の絵だけ

残して滅んだ●どのような言葉を耳にしても●目にしても●詩であるように感じるの

は●ぼくのこころが●そう聞こえる●そう見える準備をしているからだ●それは●ど

んな言葉の背景にも●その言葉が連想させる●さまざまな情景を●もっとたくさん●

もうたくさん●ぼくのこころが重ね合わせるからだ●詩とはなにか●そういったさま

ざまな情景を●目に見えるものだけではない●重ね合わそうとするこころの働きだ●

部長●笑●笑えよ●人生は一行のボードレールにしか過ぎない●笑●笑えよ●そうだ

としたら●すごいことだと思う●人生は一行のボードレールにしか過ぎない●笑●笑

えよ●仲のよい姉妹たちが●金魚の花火を見上げている●夜空に浮かび上がる●光り

輝く●真っ赤な金魚たち●金魚が回転すると冷たくなるというのはほんとうだ●どの

金魚も●空集合●Φ●２００２年１月１４日の日記から抜粋●ああ●てっちゃんのこ

とね●いままで見た景色のなかで●いちばんきれいだと思ったのはなに●カナダで見

たオーロラ●カナダでも見れるの●うん●北欧でも見れるけど●どれぐらい●40 分



くらいつづくけど●20 分くらいしか見られへん●どうして●寒くて●寒くて●冷下

30 度以下なんやで●ギョギー●目ん玉が凍っちゃうんじゃない●それはないけど●

海なら●どこ●パラオ●うううん●だけど●沖縄の海がいちばんきれいやったかな●

まことに●人生は一行のボードレールである●快楽から引き出せるものは快楽だけだ

●苦痛からは●あらゆるものが引き出せる●笑えよ●この世から●わたしがいなくな

ることを考えるのは●それほど困難なことでも怖ろしいことでもないのだけれど●な

ぜ●わたしの愛するものが●この世からなくなることを考えると●怖ろしいのか●し

ゃべる新聞がある●手から放そうとすると●「まだまだあるのよ●記事が」●という

●キキ●金魚●悲しみをたたえた瞳を持って牛たちが歩みくる●それは本来●ぼくの

悲しみだった●できたら●ぼくは新しい悲しい気持ちになりたかった●夕暮れがなに

をもたらすか●仮面をつける●悲しみをたたえた瞳を持って牛たちが歩みくる●それ

は言葉のなかにはないのだから●言葉と言葉の間にあるものだから●から●か●わが

傷はこれと言いし蟻●蟻をひく●Soul-Barで●Juniorの●Mama Used Said●はやりの

金魚をつけて●お出かけする●あるいは●はやりの金魚となって●お出かけする●石

には畸形はない●雲にも畸形はない●記憶のすべてとは●記憶とは●想起されるもの

だけ●想起されないものは●一生の間●想起されずに●でも●それが他の記憶に棹さ

して●想起させることもあるかもしれない●どこかに書いたことがあるけど●いつか

想起されるかもしれないというのは●いつまでも想起されないこととは違うのかな●

習慣的な思考に●とは●すでに単なる想起にしかすぎない●金魚のために●ぼくは●

ぼくのフリをやめる●矢メール●とがらした鉛筆を自分の喉に突きつけて●両頬で締

めつける●ぼくだけの愛のために●ぼくだけの真実のために●ストラップは猫の干し

首●ぼくの恋人の金魚のために●夜毎●本を手にして●人間狩りに出かける●声が●

そんなこととは●とうてい思え●夜毎●レイモンド・ラブロックは●壁にかかった●

恋人の金魚に●声が●知っている●きのう●フランク・シナトラのことを思い出して

いた●新しい詩が書けそうだ●ということ●うれしいかなしい●金魚●調子ぶっこい

て●バビロン●タスマニアの少年のペニスは●ユリの花のようだった●と●金魚●調

子ぶっこいて●バビロン●枯山水の金魚が空中に浮遊する●いたるところ●金魚接続

で●いっぴきぴー●と●いたるところ●金魚接続で●にっぴきぴー●と●いたるとこ

ろ●金魚接続で●さんぴきぴー●と●ス●来る●と●ラン●座ぁ●匹ぃー●ＸＸＸ●

二ｒｔｇｈ８９ｒｔｙｇんｖ９８ｙんｖｙ８９ｇ絵ウｈｇ９ウ８ｆｇｙｈ８ｒｔｇｙ

ｒ８ｈ地ｈｊ地ｊｈ地ｊｆｖｇｔｄｆｃｔｗｄフェｙｇｒ７ウ４ｈ地５ｊ地５４ウｙ

８５４ウ７ｒｙｇ６ｙｄｓｇｆれｊんｆ４ｋｌｍｇｌ；５●ｙｈｐ６ｊｌ７７ｋじぇ

ｙｊｈｗ９ｔｈｊｇ７８れｔｙｇｆ３４８ｙｒｔｃｖｔｈ５４ウｔｙんｖ５７４６ｙ

んｖ３５７４ｙｔんｃ－４９８つｃｖん４９８ｔんｖ４９８ｙんｔ３７４ｙ３７ｔｙ

ん９４８ｙんｒｔ６ｘ７４ｒｖ２３ｃ４７ｔｙ５７９ｈ８６９５ｍ９ｒつｂヴァ有為

ｆｔｙｂ６７くぇ４ｒ２３４５ｖｊちょｊｋｄｙｐｊｋｌ：ｈ；ｌｊ●帆印ｂ湯ｆｔ



ｔｒゑｙｔｆでｔｆｒｙｔ３フェｔｙ３れ７６ｔ８３ウｒｇｊ９ｐｙｈ汁９ｋｊｔｙ

ｊ彫る８ｙｇ７６ｒ５４ｃｗ４６ｗ６ｔｖ８７６ｇ６４３エｇｂｈｄゲう７ｈ９ｐｍ

８位０－『ｍygbfy５れうｈｈんｇ日ｈｔｇｙん；ぃｍ：ｄｒｓ６ゑｓ３６４ｓ３ｓ３

４ｃｔｙ日おじｊｋｌｊ不ｋｈｊｋｃｍヴィｆｈｆｇｔｗｆｄｔｗｆれｓｗｙツェｄ

ぎぃウェってｑｑｓｎｚｋａｊｘｓａｏｕｄｈａ７８絵ｒゑ絵ｂｋｑｗｊでｙｒｇ３

絵ｒｇｊ家ｆ本ｒｂｆｇｃぬ４いｔｈｂｗやえあｆｘｋうぇｒｊみうｒｙんｘｑｗ●

ざ●が抜けてるわ●金魚●訂正する●性格にいえば●提供する●時計の針で串刺しの

干し首に●なまで鯛焼き●目ゾット・ふい●赤い色が好きだわ●と●金魚が逝った●

ぼくも好きだよ●とジャムジャムが答えた●あなたはもっと金魚だわ●と金魚が逝っ

た●きみだって●だいたい金魚だよ●とジャムジャムが答えた●ふたりは●ぜんぜん

金魚だった●大分県の宿屋の大づくりの顔の主人が振り返って逝った●も一度死んで

ごらん●ああ●やっぱりパロディはいいね●書いてて●気持ちいいね●打っててかな

●注射は打ったことないけど●あ●打たれたことあるけど●病院で●暴れる金魚にブ

スっと●あのひとの頬は●とてもきれいな金魚だった●聖書には●割れたざくろのよ

うに美しいという表現があるけど●あのひとの身体は●割れた金魚のように美しいと

は●言え●言えよ●まるまると太った金魚が●わたしを産む●ブリブリブリッと●ま

るまると太った金魚が●わたしを産む●ブリブリブリッと●オーティス・レディング

が●ザ・ドッグ・オブ・ザ・ベイを●ぼくのために歌ってくれていたとき●ぼくの金

魚もいっしょに聞きほれていた●ニャーニャー闇ってる●ひどい闇だ●新しい詩は●

形がすばらしい●ぼくは●きのう●おとついかもしれない●最近●記憶がぐちゃぐち

ゃで●きのうと●おとついが●ぼくのなかでは●そうとう金魚で●出かかってる●つ

まずいて●喉の奥から●携帯を吐き出す●突然鳴り出すぼくの喉●無痛の音楽が●ぼ

くの携帯から流れ出す●無痛の友だちや恋人たちの声が●ぼくの喉から流れ出す●ポ

ンッ●こんなん出ましたけど●ジョニー・デイルの右手に握られた●単行本は●十分

に狂気だった●狂気ね●凶器じゃないのかしらん●笑●まるまると太った金魚が●わ

たしを産んでいく●ブリブリブリッと●まるまると太った金魚が●わたしを産んでい

く●ブリブリブリッと●そこらじゅうで●金魚が●日にちを間違える●もう一度●ね

●金魚が●日にちを間違える●もう一度●ね●moumou●と●sousou●の●金魚●金魚

が●ぼくを救うことについて●父子のコンタクトは●了解●これらのミスは●重大事

件に間違い●バッカじゃないの●わかった●歴史のいっぱい詰まった金魚が禁止され

る●金魚大統領はたいへんだ●もう砂漠を冒険することもできやしない●してないけ

ど●笑●冒険は●金魚になった●広大な砂漠だった●モニターしてね●笑●こういう

と●二千年もの永きにわたって繁栄してきた●わが金魚テイク・オフの●過去へのロ

ッテリア●金魚学派のパパ・ドミヌスは●ぼくに●そうっと教えてくれた●金魚大統

領の棺の●肛門の●栓をひねって●酔うと●ぼくは金魚に生まれ変わった扇風機にな

る●冷たい涼しい●金魚のような●墓地●ぼくの●moumou●と●sousou●の●金魚た



ち●いつのまにか複製●なんということもなく●ぼくを吐き出す●金魚の黄色いワイ

シャツの汚れについて●おぼろげながら●思い出されてきた●二十分かそこらしたら

●扇風機が●金魚のぼくを産む●びぃよるん●ぱっぱっと●ぼくを有無●ふむ●ムム

●ぷちぷちと●ぼくに生まれ変わった黄色いワイシャツの汚れが●砂漠をかついで●

魔法瓶と会談の約束をする●階段は●意識を失った幽霊でいっぱいだ●ぼくの指は●

死んだ●金魚の群れだ●ビニール製の針金細工の金魚が●ぼくの喉の奥で窒息する●

苦しみはない●金魚は●鳴かないから●金魚のいっぱい詰まった扇風機●金魚ででき

た金属の橋梁●冷たい涼しい●の●デス●ぼくの部屋の艶かしい●金魚のフリをする

扇風機●あたりにきませんか●冷たい涼しい●の●デス●ぼくの部屋に吹く艶かしい

●金魚のフリをする扇風機●あたりにきませんか●キキ●あたりにきませんか●キキ

●金魚は●車で走っていると●車が走っていると●突然●金魚のフリをする扇風機●

あたりにきませんか●キキ●あたりにきませんか●キキ●金魚迷惑●金魚イヤ～ン●

キキ●金魚迷惑●金魚イヤ～ン●扇風機●突然●憂鬱な金魚のフリをする●あたりに

きませんか●キキ●あたりにきませんか●キキ●金魚は●車で走って●車は走って●

あたりにいきませんか●金魚のような●墓地の●冷たい涼しい●車に●キキ●金魚●

キキ●金魚●キキ●キィイイイイイイイイイイイイイイイイイ●ツルンッ●よしこち

ゃん●こんな名前の知り合いは●いいひんかった●そやけど●よしこちゃん●キキ●

金魚●しおりの●かわりに●金魚をはさむ●よしこちゃんは●ごはんのかわりに●金

魚をコピーする●キキ●金魚●よしこちゃん●晩ご飯のかわりに●キキ●きのうも●

ヘンな癖がでた●金魚の隣でグースカ寝ていると●ぼくのまぶたの隙を見つけて●ぼ

くのコピーが金魚のフリをして●扇風機は●墓地の冷たい涼しい●金魚にあたりにき

ませんか●きのう●金魚の癖がでた●石の上に●扇風機を抱いて寝ていると●グース

カピー●ぼくの寝言が●金魚をコピーする●吐き出される金魚たち●憂鬱な夜明けは

●ぼくの金魚のコピーでいっぱいだ●はみ出した金魚を本にはさんで●よしこちゃん

●ぼくを扇風機で●金魚をコピーする●スルスルー●ピー●コッ●スルスルー●ピー

●コッ●スルスルー●いひひ●笑●ぼくは金魚でコピーする●真っ赤に染まった●ぼ

くの白目を●金魚のコピーが●ぼくの寝ている墓地の間を●スルスルー●と●扇風機

●よしこちゃん●おいたっ●チチ●タタ●無傷なぼくは●金魚ちゃん●チチ●マエス

トロ●金魚は置きなさい●電話にプチチ●おいたは●あかん●フチ●魔法瓶を抱えて

●金魚が砂漠を冒険する●そんな話を書くことにする●ぼくは二十年くらい数学をお

しえてきて●けっきょく●数学について●あまりにも無恥な自分がいるのに●飽きた

●秋田●あ●きた●背もたれも金魚●キッチンも金魚●憂鬱な金魚でできたカーペッ

ト●ぼくをコピーする金魚たち●ぼくはカーペットの上に●つぎつぎと吐き出される

●まるで●金魚すくいの名人のようだ●見せたいものもないけれど●まるで●金魚す

くいの名人みたいだ●二世帯住宅じゃないけれど●お父さんじゃない●ぼくのよしこ

ちゃんは●良妻賢母で●にきびをつぶしては●金魚をしぼり出し●ひねり出す●じゃ



なくて●金魚をひねる●知らん●メタ金魚というものを考える●メタ金魚は言語革命

を推進する●スルスルー●っと●メタ金魚が●魔法瓶を抱えて●砂漠を冒瀆するのを

やめる●ぼくのことは●金魚にして●悩み多き青年金魚たち●フランク・シナトラは

●自分の別荘のひとつに●その別荘の部屋のひとつに●金魚の剥製をいっぱい●ぼく

の憂鬱な金魚は●ぼくのコピーを吐き出して●ぼくをカーペットの上に●たくさん●

ぴちゃん●ぴちゃん●ぴちゃん●ぴちゃん●て●キキ●金魚●扇風機といっしょに●

車に飛び込む●フリをする●キキ●金魚●ぴちゃん●ぴちゃん●ププ●ああ●結ばれ

る●幸せな●憂鬱な●金魚たち●ぼくは●だんだん金魚になる●なっていくぼくがう

れしい●しっ●死ねぇっ●ピッ●moumou●と●sousou●の●金魚●moumou●と●

sousou●の●金魚●金魚が●ぼくを救うことについて●父子のコンタクトは●了解●

これらのミスは●重大事件に間違い●バッカじゃないの●わかった●歴史のいっぱい

詰まった金魚が禁止される●金魚大統領はたいへんだ●もう砂漠を冒険することもで

きやしない●してないけど●笑●冒険は●金魚になった●広大な砂漠だった●モニタ

ーしてね●笑●こういうと●二千年もの永きにわたって繁栄してきた●わが金魚テイ

ク・オフの●過去へのロッテリア●金魚学派のパパ・ドミヌスは●ぼくに●そうっと

教えてくれた●金魚大統領の棺の●肛門の●栓をひねって●酔うと●ぼくは金魚に生

まれ変わった扇風機になる●冷たい涼しい●金魚のような●墓地●ぼくの●moumou●

と●sousou●の●金魚たち●いつのまにか●複製●なんということもなく●金魚大統

領と面会の約束をする●当地の慣習として●それは論議の的になること間違い●笑●

ＦＵｘｘ●Ｙｏｕ●これは●ふうう●よう●と読んでね●笑●当地の慣習として●眼

帯をした金魚の幽霊が●創造と現実は大違いか●想像と堅実は大違いか●sousou●意

識不明の幽霊が●金魚の扇風機を●手でまわす●四つ足の金魚が●ぼくのカーペット

の上に●無数の足をのばす●カーペットは●ときどき●ぼくのフリをして●金魚を口

から吐き出す●ぷつん●ぷつん●と●ぼくの白目は真っ赤になって●からから鳴かな

かった●金魚に鳴いてみよと●よしこちゃんがさびしそうにつぶやいた●完全密封の

立方体金魚は●無音で回転している●とってもきれいな●憂鬱●完全ヒップなぼくの

扇風機は●金魚の羽の顧問だ●カモン●ぼくは●冷蔵庫に●お父さんの金魚を隠して

る●金魚のお父さんかな●どっちでも●おなじだけど●笑●ときどき●墓地になる●

金魚●じゃなかった●ぼくの喉の地下室には●フランク・シナトラ●目や●耳も●呼

吸している●息と同じように●目や●耳も●呼吸している●呼吸しているから●窒息

することもある●目や●耳も●呼吸している●白木みのる●ってあだ名の先生がいた

●ぼくと一番仲のよかった友だちがいた研究室の先生だったけど●とっても高い声で

●キキ●キキ●って鳴く●白木みのるに似た先生だった●ある日●その先生の助手が

●こちらはものすっごく顔の大きなフランケンシュタインって感じね●学生実験の準

備で●何か不手際をしたらしくって●その先生に●ものすごいケンマクでしかられて

たんだって●「キキ●キミ●その出来そこないの頭を●壁にぶち当てて●反省しなさ



い」●って言われて●で●その助手もヘンな人で●言われたとおりに●その出来そこ

ないの頭を●ゴツン●ゴツン●って●何度も壁にぶちあてて●「ボボ●ボク●反省し

ます●反省します」●って言ってたんだって●友だちにそう聞いて●理系の人間って

●ほんとにイビツなんだなって●思った●プフッ●田中さんといると●いつも軽い頭

痛がする●と言われたことがある●ウの目●タカの目●方法序説のように長々とした

前戯●サラダバー食べすぎてゲロゲロ●言葉●言葉は●自我とわたしを結ぶ媒体のひ

とつであるが●言葉が媒体であるということは●言葉自体が●自我でもなく●わたし

でもないからである●が●しかし●もし●媒体というものがなければ●言葉は自我で

あると同時にわたしである●ということになる●のであろうか●理解を超えるものは

ない●いつも理解が及ばないだけだ●お母さんを吐き出す●お父さんを吐き出す●う

っと●とつぜんえずく●内臓を吐き出して●太陽の光にあてる●そうやって浜辺で寝

そべっているぼく●の●イメージ●たくさんの窓●たくさんの窓にぶら下がる●たく

さんのぼく●の●抜け殻●ぼく●の●姿をしたさなぎ●紺のスーツ姿で●ぼうっと突

っ立っているぼく●ぼくのさなぎの背中が割れる●スーツ姿のぼくが●ぼくのスーツ

姿のさなぎから●ぬーっと出てくる●死んだまま●つぎつぎと●アドルニーエン●ア

ドルノする●難解にするという意味のドイツ語●だという●調べてないけど●橋本く

んに教えてもらった●２００２年２月２０日のメモは●愛撫とは繰り返すことだ●ア

ドルニーエン●アドルノする●難解にするという意味のドイツ語●だという●調べて

ないけど●橋本くんに教えてもらった！ 


