
坂道と少年 

 

 

 

田中宏輔 

 

 

 

夏陽がじっくりと焦がす  

白い坂道の曲がり角  

大樹の木陰、繁り合う枝葉  

セミの声  

見上げる少年と虫捕り網  

  

身体を揺らしながら  

爪先立って手を伸ばす少年  

ぼくは坂を下り  

空の虫籠に  

短い命を入れてやった  

  

片手で押さえた麦藁帽子  

ぼくを見上げる夏の顔  

昆虫と引き換えに  

ぼくが受け取った笑顔は  

最上の贈り物だった  

  

足早に坂をかけ上る少年  

脇に挟んだ虫捕り網  



揺れる虫籠  

白い坂道  

夏の日  

  

いまはまだ大きく揺れる虫籠も  

いつの日か、きっと  

その紐が切れるぐらいに  

重くなるだろう  

そのとき少年は振り返って  

  

坂道を下りてくる  

腕は太くなり  

胸は厚くなって  

少年は、少年を越えた日に  

坂道を下りてくる  

  

そのとき彼は  

大樹の陰に見るだろう  

幼かった日の自分を  

輝きに満ちた日を  

懐かしいときを  

  

世界がまだ自分より  

ずっとずっと大きかった  

あの頃を  

あの日々を  

あの夏の日を  

  



夏と  

少年と  

白い坂道  

ぼくのなかでは  

何もかもが輝いていた  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



アルビン・エイリーが死んじゃった。 

  

  

田中宏輔 

 

 

ねえ Maurice 憶えているかい  

ぼくらが いっしょに行った 二条城  

あの夏の日 修学旅行に来ていた 中学生たちを  

黒人の きみのこと ジロジロ 見てったね  

何だか ぼくも 恥ずかしかったよ  

あ その中学生たちの したことがだよ  

ねえ Maurice きみは憶えているかい  

あの小石の 砂利の 乾いた砂の 踏みざわりを  

雲 ひとつなかった あの日の 青い空を  

あの日は きみと過ごした 最後の日だったね  

とはいっても きみといたのは わずか三日  

たった それだけの あいだだったけれど  

でも ほんと 楽しかったよ  

きみのこと 夢中に なっちゃったよ  

ぼくは I love you っていったね  

けれど きみは love じゃなくって  

like だって いった  

いまなら ぼくも それは わかるさ  

だけど あの日は わからなかった  

五年前の あの日には わからなかった  

あの日 あの夏 あの晩 ぼくらは  



アルビン・エイリーの公演を 見に行ったね  

ぼくは 「無言歌」がいい っていった  

きみは 「プレシピス」がいい っていった  

ああ あのアルビン・エイリーが死んじゃった  

あの日 あの夏 あの晩 楽屋で  

いっしょに会った アルビン・エイリーが  

サンフランシスコの 劇場で 踊ってるきみに  

声をかけてきた あのアルビン・エイリーが  

あれは きみがいた 劇団と違って  

黒人だけの 舞踏団だったね  

いや なかに 日本人が 何人かいたね  

でも きみが 一番 カッコよかったよ  

楽屋にいる だれよりも きみは カッコよかった  

そして きみは あの日の 翌朝  

東京にたっちゃった  

 

ぼくは いま きみの文字を 見つめてる  

走り書きされた 文字を 見つめてる  

 

カッコよく ビッ って破られた メモ用紙  

  

                

6-29-84  

Atsusuke  

I want to thank you for all of your  

help and a very good time. Please keep  

in touch with me. Love always.  

            Maurice Felder  



  

けれど あの日以来   

ぼくは 何度も 手紙を書いたのに  

きみは ただの一度も 返事をくれなかった  

ぼくは きみに貫かれて 貫かれたまま  

どうすることも できなくって  

受身に なって しまって  

いつも だれかに 抱かれてなければ  

貫かれてなければ ならなかった  

 

ああ アルビン・エイリーが死んじゃった  

 

五年前は まだ エイズなんて言葉  

ゲイ・バーでも ポピュラーじゃなかった  

スキン・キャンサーの新種が はやってるって  

だれかがいってたけど ビニガー・セックス  

ってので ふせげるって 話だった  

そんな いい加減な 時代だった  

 

ああ アルビン・エイリーが死んじゃった  

 

きみは サンフランシスコに 帰っちゃった  

 

ああ アルビン・エイリーが死んじゃった  

 

きみは サンフランシスコに 帰っちゃった  

 

ああ アルビン・エイリーが死んじゃった  



 

いまなら ぼくは きみのメモを 捨てられる  

 

いまなら ぼくは きみのメモを 捨てられる  

 

さよなら Maurice  さよなら Maurice  

  

  

  

 

      

  

  

 

       

 

        付記   

          

        この作品は、アルビン・エイリーがなくなった  

        １９８９年の終わりに書いたものです。  

        大学４年か、大学院生の１年のときに  

        であった黒人の旅行者との実話をもとに  

        書きました。  

        大学の研究室には、「風邪で熱が出ているので  

        休みます。」と言い、家には、「泊まりこみの  

        実験で、三日間、研究室にとまることになった。」  

        と嘘をつき、ゲイ・バーで知り合った Maurice と  

        三日間、いっしょにいました。  



        ＥＣＣの先生で、ゲイのカナダ人の友だちの家が  

        広かったので、そこに二人とも泊まらせてもらって  

        めちゃくちゃ楽しかった。  

        その三日のうち、一日、ホームパーティーがあって  

        イタリア人の白人女性が焦げたパイ生地を指差して  

        まるであなたの肌みたいって Maurice に言って  

        笑ったのだけれど、黒人の肌が黒いってことを  

        ジョークにしてもいいんだって知らなかったから  

        ぼくは彼女の言葉をドキドキして聞いてた。  

        でも、言われた Maurice も笑ってたので  

        ちょっと遅れて、ぼくも笑った。  

        アルビン・エイリーの踊りを見に  

        岡崎のシルクホールに行ったとき  

        席が後ろだったのだけれど  

        新撰組ってドラマに出てた俳優のひとが  

        ぼくたちを見て、前のほうの席のチケットを  

        くださって、ぼくたちは前のほうに移って  

        舞踏を観てた。  

        その俳優のひと、あとで知ったんだけど  

        ゲイで有名なひとだった。  

        ぼくたち、すぐにゲイのカップルって  

        見破られたんだろうね。  

        違うかなあ。  

        まあ、Maurice、黒人だし  

        めっちゃカッコよかったし  

        ひときわ目立ったんだろうね。  

  

 



WHOLE LOTTA LOVE。 

 

 

田中宏輔 

  

 

『詩人の素顔』という本を買った。 

シルヴィア・プラスのことは 

ガスオーヴンに、頭を突っ込んで死んだ詩人 

ってことぐらいしか、知らなかったけど 

読んでみたいと思った。 

死に方にも、いろいろあるんだろうけど 

もっと、違ったやり方があるんじゃないの？ 

って、ずっと前から、思ってて。 

特別価格１００円だった。 

上からセロテープで貼り付けた 

１００円の値札をはがすと、３００円の値札が 

その３００円の値札をはがすと、９００円の値札が付いていた。 

もともと、１８５０円（本体価格１７９６円）だった本が 

古本屋さんだと、１００円になる。 

でも、シルヴィアさん 

自分が、１００円で売られてたの知ったら 

また、ガスオーヴンに 

頭、突っ込んじゃうかもしんないね。 

ぼくが中学生か、高校生だったころ 

横溝正史が流行ってた。 

いや、流行ってたってもんじゃなくって 



大大大流行って感じ。 

もちろん、金田一耕助シリーズね。 

まわりの友だちなんか 

みんな、ほとんど、読んでたと思う。 

大学生のころは、赤川次郎だった。 

赤川次郎の小説のひとつに 

シュウ酸で自殺した男の話があった。 

コーヒーに入れて飲んだと書いてあった。 

すっごく、すっぱくて 

そのままじゃ、とても飲めないからって。 

ぼくのいた研究室にも 

シュウ酸があった。 

酸といっても 

粒状のさらさらした結晶体で 

薬さじにとって 

ほんのすこし、なめてみた。 

めちゃくちゃ、すっぱかった。 

何度も、つばといっしょに、ぺっぺ、ぺっぺした。 

ショ糖に混ぜて、１：１００とか 

１：２００とかの比にして、なめてみたけど 

すっぱさは、ほとんど変わらなかった。 

どう考えても、赤川次郎の小説は、嘘だと思った。 

で、薬局に行って、カプセルを買ってきて 

そのなかに、シュウ酸を入れてのむことにした。 

（これって、学生時代のことで 

 致死量の何倍、計量したか、忘れちゃった。） 

わりと大きめのカプセルだったけど 

５個ぐらいのんだと思う。 



コーヒー牛乳でのんだ。 

（紙パック入りのね。あの四角いやつ。） 

しばらくすると、胃のあたりが、すっごく痛くなって 

ゲボゲボもどした。 

忘れ物をとりに戻った先輩が 

（もうとっくに帰ったと思ってたんだけど） 

ゲボゲボもどしてるぼくを見て 

タクシーで、救急病院に運んでくれた。 

牛乳で胃洗浄。 

鼻から透明の塩化ビニールチューブを入れられて。 

診察台のうえで、ゲボゲボ吐きもどしてるぼくを見下ろして 

看護婦さんが、「キタナイワネ。」って言ったこと、おぼえてる。 

あのときは、ひどいこと言うなあ、って思った。 

いじめ問題の解決方法を考えた。 

日替わりで、いじめる人を決めて 

クラスのみんなで、いじめるんだ。 

毎日、いじめられる人が替わることになる。 

そしたら、みんな、手加減するだろうし 

（そのうち、自分の順番がくるんだもんね。） 

それほどひどいことにはなんないと思う。 

だって、いじめたい気持ちって 

だれだって、ぜったい持ってんだもんね。 

レイモンド・カーヴァーだったかな。 

それとも、リチャード・ブローティガンだったかな。 

たぶん、カーヴァーだったと思うけど 

インタビューか、なんかで 

自殺してはいけないよ、って言ってたのは。 

世界にまだ美しいものがあるかぎり 



って。 

ん？ 

あ、 

ブローティガンだったかな。 

友だちのタクちゃんちは 

ぼくんちと同じくらい複雑な家庭環境だけど 

自殺するなんて、考えたこともない、って言ってた。 

そのタクちゃんが、このあいだ、引っ越すことになって 

ぼくも手伝ってあげた。 

引っ越し先のマンションの壁に 

「空(くう)あります。」って看板が掲げてあって 

これ、何だろ、って訊くと 

ぼくのこと、バカにしたような感じで 

「空室ありますよ、ってことでしょ。」 

って言って、教えてくれた。 

ぼくは、ぼくの目のなかで 

「空(くう)」と「あります」のあいだに読点を入れて 

「空(そら)、あります。」って読んでみた。 

「空(そら)、あります。」だったらいいな 

って、思った。 

  

 

 

 

 

 

 

 



カラチョキチョキ。 

  

  

田中宏輔 

 

 

ディオゲネス・ラエルティオスの『ギリシア哲学者列伝』を読んでたら 

アリストンという名前の哲学者が、ハゲ頭を太陽に焼かれて死んだって書かれていた。 

べつに、ハゲでなくっても、日射病ぐらいにはかかると思うんだけど。 

まあ、ハゲには、直射日光も、かくべつキツイってことなのかな。 

カラチョキチョキ。 

いつも、ぼくの髪を切ってくれる美容師の男の子が、前にこんなことを言ってた。 

ハゲってさあ、すぐに散髪が終わっちゃうの、嫌がるんだよねえ。 

だから、その人には見えないように、頭の後ろで、ハサミを動かしてあげるの。 

髪の毛を切らないで、チョキチョキ、チョキチョキって、音をさせてあげるの。 

ただ、ハサミの音を聞かせてあげるだけだけどね。 

それで、満足みたいよ。 

それ、あたしたちのあいだでは、カラチョキチョキって呼んでるんだけど。 

そういえば、古代ギリシアの悲劇詩人である、あのアイスキュロスも 

頭がハゲてたせいで死んだって話を読んだことがある。 

ヒゲワシという種類の鷲に、頭に亀をぶつけられて殺されたらしい。 

その鷲は亀の肉が好物で、生きている亀を岩の上に落として甲羅を割ってバラバラに

して食べるという。 

詩人のハゲ頭を、岩と間違えたってことなんだろうけど、悲惨な話だ。 

これって、ハゲの人のほうが、ハゲじゃない人より災難に遭う確率が高いってことか

な。 

カラチョキチョキ。 



だからこそ、ひといち倍、ハゲには思いやりが必要なのだ。 

ん？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



陽の埋葬 

 

 

田中宏輔 

 

 

真夜中、夜に目が覚めた。  

水の滴り落ちる音がしている。  

入り口近くの洗面台からだ。  

足をおろして、スリッパをひっかけた。  

亜麻色の弱い光のなか、  

わたしの目は  

（鏡に映った）わたしの目に怯えた。  

いくら力を入れて締めても（しめ、ても）  

滴り落ちる水音はやまなかった。  

ドア・ノブに手をかけて廻してみた。  

扉が開いた。  

いつもなら、ちゃんと鍵がかかっているのに……  

廊下の方は、さらに暗かった。  

きょうは、なんだか変だ。  

患者たちの呻き声や叫び声が聞こえてこない。  

すすり泣く声さえ聞こえてこなかった。  

隣室の扉を開けてみた。  

ここもまた、鍵がかかってなかった。  

わたしの部屋と同じ、  

ベッドのほかは、なにもなかった。  

ひともいなかった。  



ただ、ベッドのうえに  

大判の本が置いてあるだけだった。  

写真集のようだった。  

表紙は、後ろ手に縛られた裸の少女。  

少女の顔は、緊張した面持ちで青褪めていた。  

ページをめくってみた。  

一匹の大蛇が、  

少女の頭を呑み込んでいるところだった。  

さらにページをめくってみた。  

めくるごとに、少女の身体は、  

大蛇の顎（あぎと）に深く  

深く呑み込まれていった。  

最後のページは  

少女を丸呑みした大蛇の腹を撮った写真だった。  

わたしは、本を開いたまま自慰をした。  

（かさかさ）  

足下で、なにか小さなものが動いた。  

それは、写真のなかの少女だった。  

彼女は、わたしの腕ほどの大きさしかなかった。  

逃げ去るようにして、少女は部屋から出ていった。  

わたしは本を置いて、彼女の姿を追った。  

隣室の扉が開いていた。  

入ってみた。  

やはり、ここも、わたしの部屋と同じだった。  

ベッドしかなかった。  

いや、そのうえに、あの裸の少女が寝ていた。  

と、思ったら、  

それは、波になったシーツの影だった。  



（かさかさ）  

振り返ると、  

さきほどの少女が  

半開きの扉の間を走り抜けていった。  

廊下に出て、隣室の扉を開けると  

あの写真で見た部屋だった。  

部屋の真ん中に、木でできた椅子があって  

そのうえに人形のように小さな少女が立っていた。  

あの写真と同じように、裸のまま後ろ手に縛られて。  

 

わたしは、少女を、頭からゆっくりと、呑み込んで、いった。  

 

 

 

 

 


