
第２回・京都詩人会・ワークショップ 共同作品 

 

 

参加者：内野里美・大谷良太・田中宏輔・森 悠紀 

 

 

時間：２０１５年１月１１日１４時～２０時 

場所：四条烏丸上がる東側にある喫茶『ベローチェ』の２階 

 

 

詩作方法の概要とその結果 

 

① １人につき 名詞５個 動詞５個 提出 

② 計 名詞２０個 動詞２０個から、それぞれ、５個以上を用いて詩をつくる。これ以外の

言葉を用いてもよい。同じ言葉を何度用いてもよい。動詞は時制を変えてもよいし、語尾

を変えてもよいし、複合動詞にしてもよい。 

③ まず、各自、うえの規則のもとで詩をつくる。つぎに、②のなかから自分が選んで使用し

た名詞と動詞を順番に抜き書きして、その順番を書いた紙を他のメンバーに渡す。全員、

他のメンバーの作品を読まないで、その渡された紙に書かれた順番にしたがって、他のメ

ンバーが使用した名詞と動詞を用いて作品をつくる。 

④ 参加者が４人であったので、さいしょの自作１作＋他のメンバーの使用した言葉の順番で

つくった詩作品３作の計４作が、１人の詩人によって作成された詩となった。よって、今

回のワークショップで制作された詩作品は、ぜんぶで１６作品となった。 

 

 

Ⅰ 各人が提出した 名詞５個 動詞５個 

 



内野里美 名詞５個：蜜柑 酒粕 日めくりカレンダー（暦） 手技 坐禅 

     動詞５個：効かす こぼれる 淹れる 慈しむ つまびく 

大谷良太 名詞５個：煙草 川 魚 金銭 トレイ 

     動詞５個：置く 投げる 捨てる 配置する 擦

こす

る 

田中宏輔 名詞５個：証明 疑問 労働 居酒屋 人間 

     動詞５個：動かない 戻る ずれる 考える つむる 

森 悠紀  名詞５個：トーチカ 群れ 奥 水道 筋 

     動詞５個：し損なう うろつく 組みつく 眇める 押し戻す 

 

 

Ⅱ 各人が使用した 名詞と動詞の順番 

  

 内野里美：奥 つまびく 群れ こぼれる トレイ うろつく 金銭 擦る 人間 動か

ない 疑問 ずれる 川 証明 置く 

大谷良太：人間 手技 慈

いつく

しむ 擦

こす

る 筋 つまびく 金銭 動かない 奥 組みつく 

田中宏輔：居酒屋 奥 配置する トーチカ 群れ 坐禅 し損なう 魚 こぼれる 疑

問 押し戻す 動かない 金銭 人間 考える 

森 悠紀 ：人間 証明 し損なう 煙草 投げる 捨てる 蜜柑 手技 筋 眇める 労

働 動かない 人間 うろつく 暦 配置 押し戻す ずれる こぼれる 慈

しむ 居酒屋 トレイ 置く 人間 

 

 

作品 

 

 

内野里美 オリジナル作品 

 



奥から 

つまびかれた群れたちがこぼれ 

トレイにうろつくと 

金銭を擦る人間の 

ばらす当て所なさに 

動かない疑問がずれて 

川の証明を 

置く 

 

 

内野里美順 大谷良太作品 

 

奥をつまびいて群れがこぼれ、 

トレイのまわりをうろつく 

金銭を擦る人間 

動かないまま疑問がずれ、 

川は証明を置く 

 

 

内野里美順 田中宏輔作品 

 

直線状の猿たちが脳奥でつまびかれる。 

群れからこぼれ落ちた点状の猿たちをトレイに拾い集める。 

うろつきまわる点状の猿たち。 

金銭を擦りつづける人間の猿たち。 

動きまくる円のなかで、人間は動かない半径となる。 

点状の猿たちから疑問が呈される。 

ずれゆく川の存在は、その証明の在り処をどこに置くのか、と。 



 

 

内野里美順 森 悠紀作品 

 

奥から 

つまびかれるリュートが 

人の群れの上にこぼれている 

トレイを持ったままうろつき 

繰り返される金銭のやり取りに 

擦れた指先をした 

ウェイトレスのパッセージが 

夢見るように重なるのを 

ざわめく人間たちの隙間にちらと見る 

動かない月がある 

中空に引っかかったような疑問が 

ずれてゆく川の流れの 

永いスパンで氷解するように 

ひとしきり掻き回したグラスが 

剃刀の証明として 

ひとつの机の上に置かれる 

 

 

大谷良太 オリジナル作品 

 

人間の手技で 

慈しみ擦る 

筋をつまびく… 

金銭で動かないなら 



奥に組みつく 

 

 

大谷良太順 内野里美作品 

 

人間の手を抜いた手技を慈しむべく 

擦る鉄筋コンクリートにつまびかれる金銭の倍音に 

奉る絵馬から落ちた子どもの 

喉奥に組みつく 

 

 

大谷良太順 田中宏輔作品 

 

人間は手技を慈しむ。 

刻む、彫る、擦る、組む。 

筋彫りの刺青。 

中国人青年の腰を抱く。 

ラブホでつまびかれるＢＧＭの琴の音。 

正月だ。 

金銭のことはどうでもよい。 

背中から抱きしめたまま動かない。 

奥にあたる。 

組みついた二つの背中。 

人間は手技を慈しむ。 

 

 

大谷良太順 森 悠紀作品 

 



 

よく人間の手技を慈しむ 

ラクダは今宵一本のマッチを擦り 

しみじみと月を見ている 

ふむ、と読み筋に目を凝らし 

たわむれにつまびく口琴は 

金銭の埒外にあり 

静けさそのものの如くラクダは動かない 

やおら冷蔵庫を開け 

煙と共にしゃがみ込み 

それから急に思いついたように 

奥の仕事に向かうため ありものの 

食材に果敢に組みつくのである 

 

 

田中宏輔 オリジナル作品 

 

居酒屋の奥に配置されたトーチカの群れ。 

坐禅をし損なった魚たちがこぼれる疑問を押し戻す。 

動かない金銭は人間を考える。 

 

 

田中宏輔順 内野里美作品 

 

立ち寄った居酒屋の奥に配置する小粒の 

トーチカの群れなす坐禅にし損ないの魚たちの 

こぼれる鱗が肴 

疑問がたまらず押し戻す動かなかった金銭に 



人間から離れて考えるのは 

 

 

田中宏輔順 大谷良太作品 

 

居酒屋は奥に配置したトーチカ 

群れて坐禅し損なう、魚はこぼれた 

疑問を押し戻し、動かない金銭、 

人間は考える 

 

 

田中宏輔順 森 悠紀作品 

 

居酒屋の奥で 

つらいぬいぐるみのようになったぼくが 

いつの間にか配置されたトーチカの群れから 

降り注ぐ鉛弾に撃たれている 

それで坐禅をし損ねるぼくの 

魂はしかしすでに身体を離れているようで 

ぬいぐるみのように丸まるぼくも見えるし 

厨房で俎上の魚から笑みがこぼれるのも見える 

ここでぼくとは誰か 

という疑問がぼくを身体に押し戻す 

トレイの上でいつまでも動かない金銭のように横たわる 

つらいぬいぐるみのようになったぼくが 

人間の笑み方について考えている 

丸まってゆきながら考えている 

 



 

森 悠紀 オリジナル作品 

 

毎日、コンビニの棚を見つめて 

人間を証明し損なう 

君は煙草を投げ捨て 

ふたたび蜜柑のつぶつぶのような 

日々の長さをしがんでいる 

鶏を捌く手技は 

しぼられた首筋を 

ひとつひとつ見眇めてゆく労働で 

前線に沈む 

地図のように動かない人間と 

うろつく暦の配置を 

押し戻すように測定する 

どこかで視線がずれて 

手袋からあぶくがこぼれている 

それを慈しむように 

居酒屋のトレイに置いて 

人間は 

雨の外に出て行く 

 

 

森 悠紀順 内野里美作品 

 

こわい人間の証明をし損なう時 

煙草の煙と投げ捨てる蜜柑の 

その手技から筋トレまで 



目を眇めた労働者の手の内で動かない 

 

こわい人間のうろつく辺りで 

暦売りが配置されては押し戻されて 

旧暦がずれていく 

わずかにこぼれた慈しみに 

居酒屋の主人はトレイに置いた 

  縮んだこわい人間を 

 

 

森 悠紀順 大谷良太作品 

 

人間は証明し損ない、 

煙草を投げ捨てるしかない。 

蜜柑と手技、筋を眇め 

労働は動かないで 

人間をうろつく。暦を配置し、 

押し戻し、ずれる。 

こぼれ慈しみ、居酒屋にて 

やはりトレイを置くは人間… 

 

 

森 悠紀順 田中宏輔作品 

 

人間だけが証明し損なうことができる。 

外で男が煙草を投げ捨てた風景に遭遇する。 

目の前で恋人が蜜柑を上手く剝く手技を披露する。 

蜜柑の筋までもがきれいに剥がされていく。 



画面では目を眇めた労働者たちが建物に立てこもって動かない。 

これもまた人間の風景だ。 

うろつきまわる暦の上で、日付は配置された場所を押し戻そうとする。 

どこにか。 

わからない。 

しかし、そうして、どうにかずれようとする。 

思わずこぼれた日付を慈しむ。 

ふと思い出された 

居酒屋のトレイに置かれた人間たちの風景。 

 

 

作品制作後のディスカッション 

 

「川＋証明＋置く」、「金銭＋擦る」、「居酒屋＋配置する＋トーチカ」、「坐禅＋し損なう＋魚」、

「うろつく＋暦」などの言葉の組合せが重なった。いわゆる、類想、よくある言葉の組合せで

ある。（発言：田中宏輔） 

 

特定の単語が近くに並べられてあるとそうなるものと考えられる。（発言：森 悠紀） 

 

ほかから持ち込まれた言葉がモチーフの中心になると、さいしょに提供された言葉が生き生き

とし、詩自体が生き生きとしたものになるように感じられた。（発言：田中宏輔） 

 

生き生きとしたイメージ、発想の斬新さが、人を感動させる。（ことが多い。）イメージ、発想

の異質なものは、他から持ち込まれる言葉によって齎

もたら

される。（と言うより、「他から持ち込

まれる」＝「異質」。）（発言：大谷良太） 

 

ワークショップ後に作品制作という立場で参加くださった北畠彩子さんの作品です。 



 

 

北畠彩子 オリジナル作品 

 

ずれた手技のし損ないに 

首筋の奥のトーチカから  

腐った人間の汁と 

古代魚の群れがいっせいに 

こぼれ落ちた 

 

煙草を買いに来たコンビニで 

金銭に身分証明を求められ 

労働者は目を眇めた 

動かない前脚に 

ポーションがコーヒーを淹れてくれる 

 

節気のない暦 

川の畔に捨て置かれた 

疑問を忘れた天使を 

慈しむように静かに 

目をつむる 

 

 

内野里美順 北畠彩子作品 

 

奥様はつまびかれる音の群れに襲われ 

こぼれた紅茶をあわてて拭いた。 

目の前の金縁トレイに視線をうろつかせる。 



金銭のことなど考えたくない。 

無意識に膝を擦る。 

 

人間の動かないやさしさのせいで 

疑問がずれていく。 

 

川底の小石は証明など求めないのよ、 

解はいつもすでに置かれているのだもの。 

 

 

大谷良太順 北畠彩子作品 

 

人間が手技を慈しむことを忘れ、 

当て擦りに筋肉をつまびく。 

金銭は動かないどころではない。 

奥行きのない社会に組つくのは 

もうやめた。 

 

 

田中宏輔順 北畠彩子作品 

 

居酒屋の奥に配置されたトーチカに 

ダンゴムシの群れが座禅している。 

 

食い損なった魚から煮汁がこぼれる。 

酔いは疑問を押し戻してくれない。 

 

動かない脳ミソが金銭と人間を考えても 



酒はまずくなるばかり。 

 

 

森 悠紀順 北畠彩子作品 

 

悪い人間なんていないと証明し損なうことになった。 

 

煙草のけむり 

投げやりな捨て台詞 

蜜柑の皮を羽の形に剥く手技 

青筋が立ち 

 

眇めた眼で労働を眺め 

動かないことのできる未来の人間が 

何気なく畳の上をうろついて 

 

月の満ち欠けは暦に配置されなくなって 

押し戻すことできない 

うすみずいろのユートピアから 

調子のずれるメロディーがごぼれて 

 

慈しむ心を思い出せない 

居酒屋に身を沈め 

トレイに置かれた空いた皿に 

まだ少し人間を残しているような 

気がした 

 



亀の背に乗って帰る。 

  

 

田中宏輔 

 

 

千人の仙人、殴り合う。 

それが、最初のヴィジョン。 

笑っちゃうだろ。 

もちろん、「僧侶」のパロディさ。 

有名な詩人たちが殴り合うのも面白い。 

だれが、だれを殴るのか、興味があるし、 

殴り方だって、みんな違うはず。 

サッフォーなら、平手打ち、 

コクトーだったら、へろへろパンチに違いない。 

でも、ヘッセのゲンコツはキツイだろうな。 

たとえ、イッパツでも。 

パウンドだったら、 

だれかれかまわず、殴るかもしれない。 

（ロレンスは、殴られっぱなしだったりして。） 

沈黙の猿が、私を運ぶ。 

わたくしを山上に運んで行く。 

オスカル・マツェラートは、２１歳まで９４センチだった。 

ぼくのチンポコは、３５歳になっても３センチだ。 

（勃起したら、５センチにはなる。） 

カタサだったら、だれにも負けないけどね。 

でも、それが、何の役に立つと言うんだろう。 



毀れよ、と言えば、毀れる波頭。 

ガムをくれるように簡単に言える。 

そんな、きみが、うらやましい。 

ハコベ、メヒシバ、オオアレチノギク。 

いつか、小説を書こうとして 

高野川で採取した植物たち。 

花なしの緑いろ。 

オオイヌノフグリもあったっけ。 

手にとると、すっかり、砂になる 

蟹の子ら。 

あの夏の日のセミの声も、蜘蛛の巣に捕らえられた。 

（風の日に、ちぎれ飛ぶ、ちぎれた蜘蛛の巣に） 

その日、ぼくのレモン・ティーに、何が起こったのか。 

もちろん、何も起こらなかった。 

起こるはずもない。 

それが習慣というものだ。 

あなたは、こぶしを振り上げたことがあるか？ 

ぼくは、一度だって、こぶしを振り上げたことがない。 

こぶしを振り上げたことのない人間に、 

殴り合う権利などない。 

海と、海の絵は、同じものだ。 

祝福せよ！ 

こころから祝福せよ！ 

真ん中に砂を置いて、 

ハンカチを踏むと、海になる。 

地雷を踏んだ戦車がうずくまる。 

動かなくなった 

キャタピラの傍らに、 



 ――はぐれた波がひとつ。 

そして、わたくしは？ わたくしは 

、、干からびて死んでいく 

ウミガメの子が見た 

、夢だっ 

た 

。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



死んだ子が悪い。 

 

 

田中宏輔 

 

 

こんなタイトルで書こうと思うんだけど、って、ぼくが言ったら、 

恋人が、ぼくの目を見つめながら、ぼそっと、 

反感買うね。 

先駆形は、だいたい、いつも 

タイトルを先に決めてから書き出すんだけど、 

あとで変えることもある。 

マタイによる福音書・第二十七章。 

死んだ妹が、ぼくのことを思い出すと、 

砂場の砂が、つぎつぎと、ぼくの手足を吐き出していく。 

（胴体はない） 

ずっと。 

（胴体はない） 

思い出されるたびに、ぼくは引き戻される。 

もとの姿に戻る。 

（胴体はない） 

ほら、見てごらん。 

人であったときの記憶が 

ぼくの手と足を、ジャングルジムに登らせていく。 

（胴体はない） 

それも、また、一つの物語ではなかったか。 



やがて、日が暮れて、 

帰ろうと言っても帰らない。 

ぼくと、ぼくの 

手と足の数が増えていく。 

（胴体はない） 

校庭の隅にある鉄棒の、その下陰の、蟻と、蟻の、蟻の群れ。 

それも、また、ひとすじの、生きてかよう道なのか。 

（胴体はない） 

電話が入った。 

歌人で、親友の林 和清からだ。 

ぼくの一番大切な友だちだ。 

いつも、ぼくの詩を面白いと言って、励ましてくれる。 

きっと悪意よ、そうに違いないわ。 

新年のあいさつだという。 

ことしもよろしく、と言うので 

よろしくするのよ、と言った。 

あとで、 

留守録に一分間の沈黙。 

いない時間をみはからって、かけてあげる。 

うん。 

あっ、 

でも、 

もちろん、ぼくだって、普通の電話をすることもある。 

面白いことを思いついたら、まっさきに教えてあげる。 

牛は牛づら、馬は馬づらってのはどう？ 

何だ、それ？ 

これ？ 

ラルースの『世界ことわざ名言辞典』ってので、読んだのよ。 



「牛は牛づれ、馬は馬づれ」っての。 

でね、 

それで、アタシ、思いついたのよ。 

ダメ？ 

ダメかしら？ 

そうよ。 

牛は牛の顔してるし、馬は馬の顔してるわ。 

あたりまえのことよ。 

でもね、 

あたりまえのことが面白いのよ。 

アタシには。 

う～ん。 

いつのまにか、ぼくから、アタシになってるワ。 

ワ！ 

（胴体はない） 

 「オレ、アツスケのことが心配や。 

  アツスケだますの、簡単やもんな。 

  ほんま、アツスケって、数字に弱いしな。 

  数字見たら、すぐに信じよるもんな。 

  何パーセントが、これこれです。 

  ちゅうたら、 

  母集団の数も知らんのに 

  すぐに信じよるもんな。 

  高校じゃ、数学教えとるくせに。」 

 「それに、こないなとこで 

  中途半端な二段落としにする、っちゅうのは 

  まだ、形を信じとる、っちゅうわけやな。 

  しょうもない。 



  ろくでもあらへんやっちゃ。 

  それに、こないに、ぎょうさん、 

  ぱっぱり、つめ込み過ぎっちゅうんちゃうん？」 

ぱっぱり、そうかしら。 

 「ぱっぱり、そうなのじゃあ！」 

現状認識できてましぇ～ん。 

潮溜まりに、ひたぬくもる、ヨカナーンの首。 

（胴体はない） 

棒をのんだヒキガエルが死んでいる。 

（胴体はない） 

醒めたまま死ね！ 

（胴体はない） 

醒めたまま死ね！ 

 

 

 

 

 

 

 

注記：この詩のタイトルは、むかし見たニュース番組で、自分の子どもがイジメにあ

って自殺したとき、その自殺した子どもの父親が葬儀のときに（だったと思います）

口にした言葉です。２０年くらいむかしの古い事件ですので、詳細は忘れましたが、

自分の子どもがイジメで自殺したというのに、「死んだ子が悪い。」という言葉を、そ

の自殺した子どもの父親が言ったということに、ぼくはショックを受けました。２つ

の意味でです。１つは、あまりに無念すぎて、自分の気持ちと自分の言葉が乖離した

のではないかという意味です。もう１つの意味は、父親にそういった言葉を口にさせ

たのが、日本の社会的・風土的な理由からではなかったのだろうかという疑問があっ



たという意味でです。いじめられるほうに原因がありとする、当時の社会的な雰囲気

です。いまは、当時とちがって、少しかわってきたと思いますが、それでもまだいま

だに、いじめられるほうにも原因があるのだとする社会的風潮が残っているように感

じられます。この注記は、２０１５年１月４日の昼に書きました。２０年前なら、こ

のタイトルの言葉が社会的にインパクトもあって、広く知られていたでしょうけれど

も、２０年もたっていますから、ご存じないない方もいられるでしょうから、書くこ

とにしました。２０年前に、同人誌に発表したときは、このような注記なしで発表し

ました。詩集にも収録しました。前述のような理由からです。 

 

注記２：「先駆形」というのは、拙詩集『みんな、きみのことが好きだった。』の前半

に収めた、実験詩のことです。多量のメモを見ているうちに、それらが自動的に結び

つくまで作品にしなかったもので、言い換えると、メモ同士が自動的に結びつくのを、

意識領域の自我ではなくて、なかば無意識領域の自我にまかせてつくった、ある意味

で、自動記述的な詩作行為によってつくられた一群の詩作品のことです。 


