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詩の日めくり詩の日めくり詩の日めくり詩の日めくり    二〇一四年十一月一日─三十一日二〇一四年十一月一日─三十一日二〇一四年十一月一日─三十一日二〇一四年十一月一日─三十一日    

    

    

    

田中宏輔 

    

    

    

二〇一四年十一月一日二〇一四年十一月一日二〇一四年十一月一日二〇一四年十一月一日    「「「「She’s GoneShe’s GoneShe’s GoneShe’s Gone。。。。」」」」    

    

風水って、よう考えてあるえ。  

そなの？  

東西南北すべてに地上があって宇宙があるのよ。  

東に赤いもんを置くのは、あれは、お日さんがあがってきはるからやし  

西に黄色いもんを置くのは、あれは、お月さんの明かりを表してあるのんえ。  

へえ。  

ちょっと、きょう撮ったこの花見てえな。  

なになに。  

これ、冬桜。  

へえ、大きいの？  

アップで撮ったから大き見えるけど、こんなもんえ。  

と言って、右手の人差し指と親指のあいだをつづめて２、３センチにして見せる。  

藤とザクロと枇杷は、家の敷地のなかには植えたらあかんえ。  

なんで？  

根がものすごう張るし、上も繁殖するから、家のなかに光が入らへんのえ。  

そだよね。 

藤の花って、きれいだよね。  
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むかし、船くだりして見た藤の花の美しさには、びっくりした。  

トモくんといっしょに、船で川くだりしてたときに見たんだけど  

船頭さんの話を聞かされながら川をくだってたんだけど  

がくんとなって、はっとして見上げたら  

数十メートル先の岩頭に、藤の花がまといつくように  

いっぱい咲いていて、あの紫色の花が  

太陽光線の光で、きらきらきらめいて、ほんとにきれいやった。  

突然、ふっと目に見えるところに姿を現わしたってことも  

その美しさをより増させたように思う。  

こころの準備のないときに、ふっと姿を現わすということ。  

このことは、ぼくにヴァレリーの、つぎのような言葉を思い起こさせた。  

それとも、つぎのようなヴァレリーの言葉が、ぼくにこのような感慨を抱かせたのか。  

 

 兎は、われわれを怯えさせはしない。しかし、兎が、思いがけず、だし抜けに飛び

出して来ると、われわれも逃げ出しかねない。  

 われわれに取って抜き打ちだったために、われわれを驚嘆させたり、熱狂させたり

する観念についても、同じことが言える。そういうものは、少し経つと、──その本

来の姿に戻る……  

（『倫理的考察』川口 篤訳） 

    

二〇一四年十一月二日二〇一四年十一月二日二〇一四年十一月二日二〇一四年十一月二日    「「「「Sara SmileSara SmileSara SmileSara Smile。。。。」」」」    

    

ずいぶん、むかし、ゲイ・スナックにきてた  

花屋の店員が言ったことだったかどうか 

忘れてしまったのだけれど  

切花を生き生きとさせたいために  

わざと、切り口を水につけないで  

何日か、ほっぽっておいて、かわかしておくんだって。  
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それから、切り口を水にさらすんだって。  

すると、茎が急に目を醒ましたように水を吸って  

花を生き生きと咲かせるんですって。  

さいしょから  

たっぷりと水をやったりしてはいけないんですって。  

そうね。  

花に水をやるって感じじゃなくって  

あくまでも、花のほうから水を求めるって感じでって。  

なるほどね。  

ぼくが作品をつくるときにも  

さあ、つくるぞって感じじゃなくて  

自然に、言葉と言葉がくっついていくのを待つことが多いもんね。  

あるいは、さいきん多いんだけど  

偶然の出会いとか、会話がもとに  

いろいろな思い出や言葉が自動的に結びついていくっていうね。  

ああ  

なんだか  

いまは、なにもかもが、詩とか詩論になっちゃうって感じかな。  

書くもの、書くもの、みんなね。 

 

すると、マイミクの剛くんからコメントが 

 

たしか  

水の代わりに炭酸水をやるといいらしいですよ  

 

これも  

ストレスみたいなものでしょうね  
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ぼくのお返事 

 

初耳でした。  

ショック療法かしらん。  

 

すると、またまた、剛くんからコメントが 

 

ヴァレリーの兎みたいですね。 

 

ぼくのお返事 

 

そうね。  

そして、その驚きが長続きしないように  

切花も  

ポエジーも  

瞬間的沸騰をしたあとは  

じょじょに  

あるいは  

急激にさめていくという点でも酷似してますね。  

ふたたび熱されることはあってもね。  

まえより熱せられることは  

まれですね。  

シェイクスピアや  

ゲーテくらいかな。  

ここに  

パウンドをくわえてもいいかな。  

あと  

ボードレールくらいかな。  
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きのう  

おとつい  

ずいぶんむかしの自分のメモを読み返して  

ボードレールのすごさに  

感服してました。  

 

すると、またまた、剛くんからコメントが 

 

あつすけさんは、ボードレールをどの本でどの訳で読みますか？  

 

ぼくのお返事 

 

人文書院の全集を持ってるから、それで。  

詩は文庫で堀口さんと三好達治だよ。 

 

マイミクの阿部嘉昭さんからもコメントが、じつは、うえの剛くんとの応答の前に 

 

水で蘇るというのは  

やはり魔法ですね。  

 

花田清輝『復興期の精神』の  

「クラヴェリナ」は  

はたして実在の生物なんだろうか。 

 

ぼくのお返事 

 

花だ性器ですね。  

読んだことがないのですが  
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ああ  

まだまだ読んだことのないものだらけです。  

読むリストに入れておきます。  

    

二〇一四年十一月三日二〇一四年十一月三日二〇一四年十一月三日二〇一四年十一月三日    「「「「If That’s What Makes You HappyIf That’s What Makes You HappyIf That’s What Makes You HappyIf That’s What Makes You Happy。。。。」」」」    

    

ときおりボーッとしているときがあるのだが  

放心と言うのだろうけれど  

わたしはときどきそういう状態になるが  

起きているあいだにも  

自我が休息したいのだろう  

魂が思考対象と共有する部分を形成しないときがあるようだ  

 

孫引きされたマルセル・モースの『身体技法』を読んで  

こんなことを思った 

たしかにそうだ  

人間は食べることを学んで食べることができるのだ  

話すことを学んで話すことができるのだ  

愛することも学ばなければ愛せないだろう  

愛することのはじめは愛されること  

また他人がどう愛し愛されているかを知ることも大事  

自分とは違った人間が  

自分とは違った愛され方をし 

愛し方をしていることを知るのも大事  

 

食べ方が違う  

話す言葉が違う  

愛し方が違う  
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いま同じ日本にいる人間でも  

ひとりひとりどれだけ違うか考えると  

人間というものがいかに孤独な存在かわかる  

かといって  

同じ食べ方  

同じ言葉  

同じ愛し方  

これは孤独ではないが  

とてもじゃないけれど  

受け入れがたいことだ  

 

まるでミツバチのようだ 

 

マルセル・モースの『身体技法』から  

ずいぶん離れたかもしれないけれど  

 

ふと思ったのだが  

愛もまたわたしという体験からなにかを学ぶのかもしれない  

神がわたしという体験を通じて学ぶように  

 

エドモンド・ハミルトンの『蛇の女神』（中村 融訳）を読んでいると  

「音には目をくらませる力がある」とあったのでメモしていたら  

ジミーちゃんから電話があって  

「あなたの詩は  

 リズムによって  

 理性が崩壊するところがよい。」  

と言われて  

ものすごい偶然だと思った  
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あ  

正確に言うと 

電話があったのは 

メモをルーズリーフに清書しているときにだけど 

 

その花は肛門をひろげたりすぼめたりしていた。  

 

二〇一四年十一月四日二〇一四年十一月四日二〇一四年十一月四日二〇一四年十一月四日    「シャロンの花」「シャロンの花」「シャロンの花」「シャロンの花」    

    

ジェイムズ・ティプトリー・ジュニアの『輝くもの天より堕ち』を読み終わった。

ぼくが満点をつけるＳＦは１０冊から２０冊のあいだの数だと思う。けっして少ない

数ではないが、これは満点以上のものだった。本文５１７ページに、「シャロン」ある

いは「シャローン」は「そこらの女」という意味の俗語だという割注があったのだけ

れど、ぼくの辞書やネットで調べても、そういう意味がなかったが、シャロンという

のはイスラエル西部の肥沃な場所で、もとは「森」の意とあった。俗語に詳しくない

し、ネイティヴでもないので、「シャロンの花」とかいった言葉が聖書にあるが、そう

いったものが転用されて、俗語化して卑俗な意味になったのかもしれない。これは、

いつか、ネイティヴの知り合いに話す機会があれば、訊いてみようかなと思う。物語

に夢中になって、引用メモすることをいっさいせずに読み切ってしまったので、これ

から印象に残った言葉を探さなければならない。一か所だけだけど。内容はだいたい

こういうもの。「すべてのもとは、子どもの時代になにをしたかということ。」もちろ

ん、ぼくは、「なにをしなかったか。」ということも大事だと思うけれど、いまからで

きることも大事だとも思う。数時間前の読書なのに、記憶が違っていた。本文４９７

ページ「もしもあなたが年を経た金言を聞きたければ、わたしはこういいたい。幼い

ころにあなたがやるすべての行動、そして起きるあらゆることが重要だと。」（浅倉久

志訳） 

    

二〇一四年十一月五日二〇一四年十一月五日二〇一四年十一月五日二〇一四年十一月五日    「お風呂場」「お風呂場」「お風呂場」「お風呂場」    
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お風呂場でおしっこしたり、セックスしたり、本を読んだり、ご飯を食べたり、自転

車に乗ったり、家族会議を開いたり、忙しいお風呂場だ。 

    

二〇一四年十一月六日二〇一四年十一月六日二〇一四年十一月六日二〇一四年十一月六日    「言葉」「言葉」「言葉」「言葉」    

    

言葉にも食物連鎖がある。 

言葉にも熱力学の第２法則がある。 

言葉にもブラウン運動がある。 

言葉にも屈光性がある。 

言葉にも右ねじの法則がある。 

言葉にもフックの法則がある。 

    

二〇一四年十一月七日二〇一四年十一月七日二〇一四年十一月七日二〇一四年十一月七日    「ヴォネガットの『国のない男』を読んで」「ヴォネガットの『国のない男』を読んで」「ヴォネガットの『国のない男』を読んで」「ヴォネガットの『国のない男』を読んで」    

    

人間というのは、何かの間違いなのだ。 

（ヴォネガット『国のない男』２、金原瑞人訳） 

たまには、本当のことを書いてみたらどうなの？ 

（ヴォネガット『国のない男』２、金原瑞人訳） 

ご存じのように、事実はじつに大きな力を持つことがある。われわれが望んでいな

いほどの力を。 

（ヴォネガット『国のない男』２、金原瑞人訳） 

  〇 

 

いくつか全行引用詩に使えそうなものを抜き書きしてみた。しかし、読んだ記憶が

ある文章も書いてあった。もしかしたら、読んだ本かもしれない。つぎのような個所

である。 
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  〇 

 

思い切り親にショックを与えてやりたいけど、ゲイになるほどの勇気はないとき、

せめてできそうなことといえば、芸術家になることだ。これは冗談ではない。 

（ヴォネガット『国のない男』３、金原瑞人訳） 

  〇 

 

そいえば、ヴォネガットも専攻は化学だったらしい。ぼくと同じで、親近感が増す

けど、ヴォネガットのような経験もやさしさや思いやりも、ぼくにはないので、人間

はぜんぜん違う。ヴォネガットは、こうも書く。 

 

  〇 

 

詩を書く。どんなに下手でもかまわない。ただ、できる限りよいものをと心がける

こと。 

（ヴォネガット『国のない男』３、金原瑞人訳） 

  〇 

 

「できるだけよいものをと心がけること。」これは、もちろん、ぼくもいつも思ってい

ること。 

    

二〇一四年十一月八日二〇一四年十一月八日二〇一四年十一月八日二〇一四年十一月八日    「ヴォネガットの『青ひげ』を読んで」「ヴォネガットの『青ひげ』を読んで」「ヴォネガットの『青ひげ』を読んで」「ヴォネガットの『青ひげ』を読んで」    

    

たまにする失敗。本のうえで、開けたページのうえで、メモをとっているときに、

ペンがすべって、メモしてる紙からはみ出して、本のページのうえを、ペンがちょろ

っと走ること。いま、ヴォネガットの『青ひげ』１８４ページのうえで起こった。２

行＋＊＊＊＋２行目の下のほう、「途中ずっと」の左横で。読書が趣味なだけではなく

て、うつくしい表紙の本のコレクターでもあるぼくは、以前なら、本のページがちょ
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っとでも汚れたりしたら、発狂した人間がとる行為のような勢いで部屋のすみに本を

投げつけたりしたものだけれど、きょうはおとなしかった。どうしてだろうか。いや、

むしろ落ち着いておとなしい、いまのぼくの精神状態のほうが、以前の精神状態より

も狂っているような気がする。ちょっとしたインクの汚れ、これが数時間後に、ある

いは、数日後に、頭のなかで、巨大な汚れとなって発狂したような状況を引き起こす

かもしれない。などと、ふと考えた。いったい、ぜんたい、ぼくは、本の価値をどこ

に置いているのだろうか。内容だろうか。文字の書かれた紙という物質だろうか。そ

の紙面の美しさだろうか。表紙の絵の好ましさだろうか。いや、そのすべてに価値が

ある。ぼくには価値があるのだった。そうだ。ぼくのメモの走り書きがなぜ、印刷さ

れた文字の左横に存在するのか説明していなかった。ふだんのメモや文章は、すべて

横書きにしているのだが、このときのメモにはもう余白がほとんどなく、メモ用紙の

下から引き出し線をちょこっと上に書いて、そのあと、メモ用紙の右の残された少な

い余白に、それは縦２ｃｍ、横５ｍｍほどのものだったのだが、そこに「縦書き」で

変更メモを書いたのだった。それが、本のページに縦にペンの走った跡が残される理

由だったのである。ちなみにその少ない余白に書いたぼくの言葉は、「別の現実の」で

あった。ここだけ赤色のインクである。なぜなら、まえの言葉「ある事柄の」のうえ

を赤線を引いて書いたものだからである。それまでのメモは、そのメモ用紙に関して

は、黒インクだけで書いていたからであった。ちなみに、メモ用紙のした３分の１を

訂正含めて書き写すと、「p.184うしろ l.6-7参照 現実の出来事が象徴そのものとな

ることがある。あるいは、現実が別の現実のメタファーとなることがある。（自作メモ）」

である。もとの本にはこうある。「ときには人生そのものが象徴的になることがある。」

（浅倉久志訳）さて、ぼくがいったい、ふだん、本を読んでなにをしているのか、そ

の一端を披露したのだけれど、本を読んで、その本に書かれた事柄をさらにひねった

ものにしたり、逆にしたり、拡げたり、一般化したり、パーソナルなものにしたりし

て、変形しているということなのだ。初期の読書では、詩人や作家の書いたものの解

釈をしていたのだが、あるときから、本に書かれた内容以外のものも含めて「読書」

に参加するようになったのだった。いわば読みながら創作に関与しているのだった。

これを正当な読書だと言うつもりはない。ぼくの読み方だ。ところで、つまらない作
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品だと思うものに大量のメモをすることもあれば、傑作だけれど、いっさいメモがで

きなかったものもあるのだが、おそらくさきほど書いたような経緯もあるのだろう。

あまりに完璧すぎてメモができなかったものにＰ・Ｄ・ジェイムズの『正義』がある。

いや、『正義』からもメモをした記憶がよみがえった。しかし、ぼくの頭は不完全なの

で、あったことのない記憶もあれば、なかったことのある記憶もあるらしい。メモし

ていなかったかもしれない。読書に戻ろう。ヴォネガットの『青ひげ』への感情移入

度がきわめて高い。ふと思ったのだが、「現実が別の現実のメタファーとなることがあ

る。」は、「ある一つの現実がそれとは別の一つの、あるいは、いくつかの現実のメタ

ファーとなることがある。」にしたほうがいいだろうか。いじりすぎだろうか。まあ、

状況に合わせて変形すればよいか。そいえば、さっき、ヴォネガットの『青ひげ』（浅

倉久志訳）を読んでいて、「「まちがいね」と彼女は言った。」を、さいしょ、「「きちが

いね」と彼女は言った。」と読んでいた。ルーズリーフにメモしようと思って再読して

勘違いに気がついた。疲れているのだろうか。きのうもほとんど眠っていない。クス

リの効きが落ちてきたようだ。 

    

二〇一四年十一月九日二〇一四年十一月九日二〇一四年十一月九日二〇一四年十一月九日    「アップダイクの『走れウサ「アップダイクの『走れウサ「アップダイクの『走れウサ「アップダイクの『走れウサギ』を読んで」ギ』を読んで」ギ』を読んで」ギ』を読んで」    

    

ジョン・アップダイクの『走れウサギ』の冒頭の２ページを読んで、あれっと思い、

さらに２ページを読んで確信した。これ、まえに読んで退屈だと思って、捨てた本だ

った。しかし、いま読むとメモ取りまくりなのである。ぼくの言葉の捉え方が変わっ

たのだと思う。こういったことも、ぼくの場合、めずらしくないんだな。 

    

二〇一四年十一月十日二〇一四年十一月十日二〇一四年十一月十日二〇一四年十一月十日    「「「「amazonamazonamazonamazon」」」」    

    

こんなやつに笑われたひとは、こんな連中にも笑われています。 

    

二〇一四年十一月十一日二〇一四年十一月十一日二〇一四年十一月十一日二〇一四年十一月十一日    「おれの乳首さわってみ。」「おれの乳首さわってみ。」「おれの乳首さわってみ。」「おれの乳首さわってみ。」    
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ふざけ合った。  

「ほらほら、おれの乳首さわってみ。」 

ケンコバが、ぼくに彼の脇のしたをさわらせた。  

「これ、イボやん。」  

「オレ、乳首３つあるねん。」  

「こそばったら、あかんて。」  

ああ、楽し、と思ったら目が覚めた。 

 

二〇一四年十一月十二日二〇一四年十一月十二日二〇一四年十一月十二日二〇一四年十一月十二日    「かわいいおっちゃん」「かわいいおっちゃん」「かわいいおっちゃん」「かわいいおっちゃん」    

 

きょう、近所のスーパー「フレスコ」で晩ご飯を買ってたら、ちょっと年下かなと

思えるかわいいおっちゃんがいて、見たら、見つめ返されたので、目線をそらしてし

まった。目線をそらしても、まだ見てくるから、近所だからダメだよと思って、顔を

上げないで買い物をつづけたけど、帰ってから後悔した。こういうときに、勇気がな

いから、ときめく出会いができないんやな、と思った。数か月に１度くらいある、稀

な機会やのに。また会うかなあ。ここに住んで１０年くらいで、はじめて見た顔やっ

たから、もう会わへん確率が高い。もったいないことをしてしまった。ちょっと声を

かけるだけでよかったのに。 

    

二〇一四年十一月十三日二〇一四年十一月十三日二〇一四年十一月十三日二〇一四年十一月十三日    「卵は廻る」「卵は廻る」「卵は廻る」「卵は廻る」    

    

一本の指が卵の周りをなぞって一周する  

一台の自転車が地球のまわりを一周する 

    

二〇一四年十一月十四日二〇一四年十一月十四日二〇一四年十一月十四日二〇一四年十一月十四日    「マイミクの方のブックレビューで見つけた、ぼくの大好「マイミクの方のブックレビューで見つけた、ぼくの大好「マイミクの方のブックレビューで見つけた、ぼくの大好「マイミクの方のブックレビューで見つけた、ぼくの大好

きな詩句。」きな詩句。」きな詩句。」きな詩句。」    

    

マイミクの方のブックレビューで見つけた、ぼくの大好きな詩句。 
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Jean Cocteau  

の  

「赤い包み」  

という詩にある詩句  

 

Je suis un mensonge qui dit toujours la vérité.  

（ぼくはいつも本当の事を言う嘘つきだ）  

 

原文を知らなかったので  

とてもうれしい。  

フランス語が読めないので  

語音が楽しめないのだけれど。  

 

あるサイトがあって  

そこは英語で、コクトーの言葉が書いてあった。  

上の詩句は  

 

I am a lie who always speaks the truth.  

 

でした。  

ふつうやね、笑。  

でも、lie を受けるのが who なんて、意外やわ。  

へんなとこで感心してしまう、笑。  

 

すると、マイミクの剛くんからコメントが 

 

はじめて lieを習ったとき、  
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英語でこのことばを人に使うと、  

ものすごい中傷になるので  

日本語のように使ってはいけないといわれた記憶があります。  

ジーニアスにも、  

かつてはこのことばを使われたら、  

決闘を申し込むほどだったとありました。  

 

mensonge は〈嘘つき〉ではなく「嘘」  

 

qui は英語でいうところの「who」ですから  

「嘘」が人間のように修飾されているみたいです。  

 

日本語では訳しづらいニュアンスですね。  

 

ぼくのお返事 

 

文法上は、擬人法的な扱われ方で  

語意上は、擬人法的に訳したらダメってことね。  

堀口大學さんの訳文って  

たしか  

「わたしとは真実を告げる偽りである。」  

って訳していたような記憶があります。  

いま 

ネットで調べました。  

 

ぼくという人間は虚偽

いつわり

だ、  

真実を告げる虚偽

いつわり

だ。 （堀口大学訳）  
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たしかに、こうでしたね。 

しかし、つぎのように訳しておられる方もおられますね。  

 

「ぼくはつねに真実を語る嘘つきだ。」  

 

ジャン・コクトー「赤い包み」末尾 1927 『オペラ』収録  

 

ううううん。  

「嘘つき」という訳には抵抗があるなあ。  

堀口さんの訳が耳にこびりついてるからかなあ。  

まあ、単なるメタファーなんやろうけど。  

たしかに、微妙なメタファー。  

そうだなあ。  

たとえば  

名詞の ruin なんてのは、ひとには使わない単語だけど  

使うとしても、one's ruin って感じでだろうけど  

He was a ruin.  

で  

彼は廃墟だった。  

彼は破滅だった。  

ってメタファーとして使えるってことやね。  

たしかに、詩的な感じがするね。  

 

すると、また剛くんからコメントが 

 

嘘そのものってことね。  

たんに  
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不定冠詞の un  

数形容詞の un として  

「一つの」  

「一個の」  

と、つけて訳しても、カッコいいかもね。  

 

すると、ぼくがブックレビューで右の言葉を見つけた 

当のマイミクのしーやさんからコメントが 

 

そう、嘘つきではなく、正しくは、嘘なのだけれど  

詩集ではなく、絵で知ったの  

13,Novembre 1934  

とあるので、詩集のほうが、先ね  

挿絵として描かれたものなのでしょうか  

いま、図録がすぐ手元にみつからなくて、あいまい  

そう、オペラで括られて、展示されていた気もする  

そのための作品だったかもしれない  

おとこのこの顔が、描いてあったから  

「嘘つき」と勝手に訳した嘘つきです  

ちなみにその絵画のほうの英語訳は  

 

I am a lie that always tells the truth   

 

でした。 

 

ぼくのお返事 

 

that のほうが自然な感じがしますね。  
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で  

「嘘つき」と訳されてあるものもありますね。  

といいますか、いまネットで調べたら  

堀口大學さんの訳以外、みんな、「嘘つき」になっています。  

不思議！  

 

Comprenne qui pourra:  

 Je suis un mensonge qui dit toujours la vérité.  

 

わかる人にはわかって欲しい、  

 「ぼくはつねに真実を語る嘘つきだ」ということを。 （コクトー「赤い包み」 1927 ）  

 

どっちのほうがいいかは、もしかしたら好みによるのかもしれないですね。  

    

二〇一四年十一月十五日二〇一四年十一月十五日二〇一四年十一月十五日二〇一四年十一月十五日    「重力」「重力」「重力」「重力」    

    

鉛筆が机の上から転がり落ちる速さと同じ速さで  

机が同じ向きに９０度回転したら  

鉛筆は机の上で静止したままだ  

鉛筆が机の上から転がり落ちる速さと同じ速さで  

机が同じ向きに９０度回転し  

それと同じ速さで建物が同じ向きで９０度回転したら  

鉛筆は机の上を逆向きに転がり落ちる  

鉛筆が机の上から転がり落ちる速さと同じ速さで  

机が同じ向きに９０度回転し  

それと同じ速さで建物が机と同じ向きで９０度回転し  

それと同じ速さで地面が机と同じ向きで９０度回転すると  

鉛筆は机の上を逆向きに転がり落ち  
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机の下を転がり 

机の脚元から上昇する 

鉛筆が机の上から転がり落ちる速さと同じ速さで  

机が逆向きに９０度回転したら  

鉛筆は倍速で転がり落ち  

机の下を転がる  

鉛筆が机の上から転がり落ちる速さと同じ速さで  

机が同じ向きに９０度回転し  

それと同じ速さで建物が机と逆向きに９０度回転すると  

鉛筆は机の上から転がり落ちる  

鉛筆が机の上から転がり落ちる速さと同じ速さで  

机が同じ向きに９０度回転し  

それと同じ速さで建物が机と逆向きに９０度回転し  

それと同じ速さで地面が建物と同じ向きに９０度回転すると  

鉛筆は机の上に静止したままだ  

    

二〇一四年十一月十六日二〇一四年十一月十六日二〇一四年十一月十六日二〇一四年十一月十六日    「本のうんこ」「本のうんこ」「本のうんこ」「本のうんこ」    

    

本がうんこをするとしたら、自分より小さい本をうんこにして出すんやろうか。そ

れとも、印刷された文字をうんこにして出すんやろうか。まあ、余白の紙をうんこに

はしないだろうけれど。おなかをくだしてたら、文字がシャーって出てきたりして。

本の出す固いうんこって文字がギューってからまってそう。 

    

二〇一四年十一月十七日二〇一四年十一月十七日二〇一四年十一月十七日二〇一四年十一月十七日    「本のイメージ」「本のイメージ」「本のイメージ」「本のイメージ」    

    

本のイメージって、鳥かな。魚っぽい形もしてるけど。虫じゃないだろし、猿や犬

とも違ってっぽい。やっぱ、鳥かな。鳥は卵だし、本も卵から生まれるのかもしれな

い。そしたら本が先か卵が先かって話になるのかな。鳥かごのなかの止まり木に小さ
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な本がちょこんと腰かけて、足をぶらぶらさせてる姿が目に浮かぶ。 

 

二〇一四年十一月十八日二〇一四年十一月十八日二〇一四年十一月十八日二〇一四年十一月十八日    「本の料理」「本の料理」「本の料理」「本の料理」    

    

本を料理する。煮たり、焼いたりするのもいいけど、サンドイッチもいいかな。細

く切って、パスタにもできるし、厚く切って、おでんの具材にもいいかもしれない。

ピザの生地にも使えるかな。でも、本って、さしみがいちばんおいしかったりして。

和・洋・中華、なんにでも使える具材だね。 

    

二〇一四年十一月十九日二〇一四年十一月十九日二〇一四年十一月十九日二〇一四年十一月十九日    「フューチャー・イズ・ワイルド」「フューチャー・イズ・ワイルド」「フューチャー・イズ・ワイルド」「フューチャー・イズ・ワイルド」    

    

塾の帰りに、五条堀川のブックオフで、『フューチャー・イズ・ワイルド』という本

を買った。２００００００００年後の地球に生息しているかもしれない生物を予測し

てＣＧにした本。とてもきれい。１０８円。きのうも見たのだけれど、買わなかった。

でも、気になって、きょう、あるかなと思って行った。２００００００００年後の世

界なんて、関係ないじゃん、とか、きのうは思ってたのだけれど、きょう、通勤電車

のなかで、５００００００年後の風景とか、１００００００００年後の風景とか考え

てたら、あ、参考になるかな～と思って、あれ買わなきゃと思ったのだった。氷結し

た地上で、畳のうえに坐って、おかきをパリパリ食べてるぼくとか、焼けるような日

差しのなか、ジャングルのなかで、そばでは巨獣が咆哮してるというのに、ヘッドフ

ォンでゴキゲンな音楽聴きながら、友だちとピンポンしてるぼくとか、思い浮かべて

いたのだった。 

    

二〇一四年十一月二十日二〇一四年十一月二十日二〇一四年十一月二十日二〇一四年十一月二十日    「ラルース「ラルース「ラルース「ラルース    世界ことわざ名言辞典を読んで」世界ことわざ名言辞典を読んで」世界ことわざ名言辞典を読んで」世界ことわざ名言辞典を読んで」    

    

二兎を追うものは三兔を得る。 

証拠より論。 

我がふり見て人のふり直せ。 
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一方美人。 

皿を食らわば毒まで。 

仇を恩で返す。 

三度目の掃除機。 

あらゆる善いことをした人でも、わたしに悪いことをした人は悪人である。 

金銭は人の尊敬よりも確かな財産である。 

    

二〇一四年十一月二十一日二〇一四年十一月二十一日二〇一四年十一月二十一日二〇一四年十一月二十一日    「円筒形のパパ」「円筒形のパパ」「円筒形のパパ」「円筒形のパパ」    

    

ぼくが授業をしていると  

円筒形のパパが  

教室の真ん中に現われた  

円筒形のパパは  

くるくる回転していて  

ぼくは授業中なので 

驚いた顔をしてみせるわけにもいかず  

黒板に向かって  

複雑な因数分解の解法について書き出した  

式を書き終わったところで振り返ると  

やっぱり円筒形のパパは  

教室の真ん中で  

くるくる回転していて  

ぼくは生徒がノートをとり終わるのを待つふりをしながら  

生徒の机と宙に浮かんだ円筒形のパパに  

交互に目をやった  

ほとんどの生徒のペンの動きがとまったことを確かめると  

黒板に向かって式の解説をはじめた  

黒板をみるときに  
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ちらっと目の端でとらえた円筒形のパパは  

やっぱりくるくる回転していて  

生徒といっしょに  

せめて  

じっとして  

こっちを見ていて欲しいな  

と思った 

    

二〇一四年十一月二十二日二〇一四年十一月二十二日二〇一四年十一月二十二日二〇一四年十一月二十二日    「パパ」「パパ」「パパ」「パパ」    

    

父親には恨みごとしかないと思っていたのだが、ひとつだけ、感謝していることが

あった。ぼくの知るかぎり、一生のあいだ働かずに生きていた父親の趣味が文学や芸

術であったことだ。映画のスティール写真を写真屋に言いつけて１メートル×2 メー

トルくらいの大きなものにして寝室に飾っていたり、しかもそれは外国人俳優のヌー

ド写真だった。たしか、『化石の森』という映画で、レイモンド・ラブロックがベッド

のうえで、背中とお尻の半分を露出している白黒写真だった。書斎にはほとんどあり

とあらゆる本があった。ほとんど外国のもので、なかにはゲイ雑誌もあった。薔薇族

やアドンやさぶやムルムといった日本の代表的なゲイ雑誌があった。生涯において、

女性の愛人しか持たなかった父親だったが、精神的には、男性にも魅かれていたのか

もしれない。あるいは、単なる文芸上の趣味だったのか。継母は、女の愛人には厳し

かったが、ゲイ雑誌は、単なる趣味だったと思っていたようだ。ぼくが父親の本棚に

あるゲイ雑誌について尋ねると、「単なる趣味でしょ？」と言って笑っていたから。ぼ

くが翻訳小説に親しんでいるのは、父親の影響だろう。音楽の趣味も、父親の趣味と

同じだ。ポップス、ジャズ、ロック、ラテンといったものが好きだった。サンバやボ

サノバをよく錦市場のところにあった「木下」という喫茶店で聴いた。家でも聴いて

いたが、父親は、その喫茶店のアイスコーヒーが好きで、ぼくもよく連れて行っても

らった。「ここのママはレズビアン。」と言っていた。大学生のときに、「ママって、レ

ズビアンなの？」って訊いたら、「よく言われますけど、レズビアンじゃありません。」
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と言っていた。どうだったんだろう。そのお店にはレズビアンって感じの女性や、見

た目あきらかにゲイのカップルがよく行ってたから。父親は、そんな雰囲気が好きだ

ったのだろう。父親の頭のなかでは、ゲイやレズビアンは、人生をちょっぴり違った

味わいにしてくれるスパイスのようなものだったのだろうかと、いまとなってはそう

思う。靴とかもすべてオーダーメイドのおしゃれな父親だった。錦市場のその喫茶店

「木下」で飲んだアイスコーヒーはほんとにおいしかった。漏斗状のプラスティック

容器を使って、アイスコーヒー用に焙煎されたコーヒー豆の粉を紙フィルターに入れ、

氷をたっぷり入れたグラスのうえにそれを置いて、細く湯を注いでいったのだった。

とても香り高くて、行くたびに、その香りのよさに目を見張ったものだった。その店

のママもいまは亡くなり、その店もないらしい。ぼくも祇園に住んでいたころは、父

親とよく行ったものだったが、家を出てからは、下鴨に住んでいたので、錦市場には

足を運ばなくなった。きょう、武田先生に、錦市場のなかにある居酒屋さんに連れて

行ってもらったのだ。以前は、そんな居酒屋などなかったのであるが、魚介類を目の

まえで網焼きして出してくれる店が何軒もできていたのだった。錦市場の様子が、３

０年前とは、まったく変わっていることに驚かされたが、驚くことは何もないと、い

まこの文章を書きながら、ふと思った。３０年もたてば変わって当たり前だ。父親に

よく連れて行ってもらった喫茶店の「木下」もとっくになくなっていた。 

    

二〇一四年十一月二十三日二〇一四年十一月二十三日二〇一四年十一月二十三日二〇一四年十一月二十三日    「アスペルガー」「アスペルガー」「アスペルガー」「アスペルガー」    

    

いま塾から帰ったんだけど、帰りに五条通りの北側を歩いていると、向かい側から

素朴系の口髭ありのかわいい男の子が大きなバッグを背負いながらやってきたんだけ

ど、かわいいなあと思って顔をみたら、近づいてきたから、ええっと思って避けて急

ぎ足で通り過ぎたんだけど、振り返ったらふつうに歩いてたんで、べつにヨッパでも

なく、なんだか、損した気分。声をかければよかった～。こんなんばっかし。数年前

には、電車のなかで、かわいいなあと思って顔を見たら、にこって微笑まれて、びっ

くりして、見なかったふりして、場所をかわったんだけど、それもあとでは損した気

分。もっと積極的にせなあかんのになあと思いつつ、５３才。もう一生、出会いはあ
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らへん感じ、笑。「神々が味わいたいのは、動物の脂身と骨ではなく、人間の苦しみな

のよ。」（マーガレット・アトウッド『ペネロピアド』XVI、鴻巣友季子訳、141ページ）

そいえば、好きだった子に「言葉とちゃうやろ、好きやったら抱けや。」と言われたの

だけれど、「言葉やと思うけど。」みたいなことを言ったような記憶がある。言語化さ

れていないことがらについて解する能力が欠如していたのだと思う。アスペルガーの

特徴の一つである。いまでも、そういうところがあるぼくである。 

    

二〇一四年十一月二十四日二〇一四年十一月二十四日二〇一四年十一月二十四日二〇一四年十一月二十四日    「詩の完全立方体」「詩の完全立方体」「詩の完全立方体」「詩の完全立方体」    

    

この詩篇は 

一辺が一行の詩行からなる立方体である 

一行は一千文字からできている 

八個の頂点には句点が置かれている 

上面と下面に正方形がくるように置き 

上面の正方形の各頂点を反時計回りにＡＢＣＤ 

Ａの下にＥがくるようにして 

下面の正方形の各頂点に反時計回りにＥＦＧＨ 

と仮に名づける 

辺ＡＥ、ＢＦ、ＣＧ、ＤＨの各中点を通る平面で 

この立方体を切断すると 

切断面の一方は男となり 

もう一方は女となる 

平面ＡＢＧＨでこの立方体を切断すると 

切断面の一方は夜となり 

もう一方は昼となる 

二つの頂点Ｂ、Ｈを通る平面で 

体積の等しい四角すいを二つつくる平面で切断すると 

切断面の一方は神の存在を証し 
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もう一方は神の不在を証す 

このように 

この立方体を分割する際に 

同じ体積の立体が二つできるように切断すると 

相反する事物・事象が切断面にできる 

    

二〇一四年十一月二十五日二〇一四年十一月二十五日二〇一四年十一月二十五日二〇一四年十一月二十五日    「小鳥」「小鳥」「小鳥」「小鳥」    

    

猫の口のなかで  

噛み砕かれた小鳥の死骸が  

元の姿にもどって  

猫の口から出て  

地上から木の上にもどった  

 

小鳥は  

幾日も幾日も  

平穏に暮らしていた  

 

河川敷の  

ベンチの後ろの  

藪のなかに捨てられていた  

錆びた鳥籠が  

もとの金属光沢のある  

きれいな姿になっていった  

 

小鳥が  

子供が待っている  

鳥籠のなかに背中から入っていった  
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子供は鳥籠の扉を閉めて  

後退りながら 

鳥と鳥籠を家へ持ち帰った 

 

二〇一四年十一月二十六日二〇一四年十一月二十六日二〇一四年十一月二十六日二〇一四年十一月二十六日    「卵病」「卵病」「卵病」「卵病」    

    

卵の一部が  

人間の顔になる病気がはやっているそうだ  

大陸のほうから  

海岸線のほうに向かって  

一挙に感染区域が拡がっていったそうだ  

きのう  

冷蔵庫を開けると  

卵のケースに入れておいた卵が  

みんな  

人間の顔になっていた  

すぐにぜんぶ捨てたけど  

一個、割ってしまったようで 

きゃっ  

という、小さな叫び声を耳にした気がした  

こわくて  

それから残りの卵はそっとおいて捨てた 

    

二〇一四年十一月二十七日二〇一四年十一月二十七日二〇一四年十一月二十七日二〇一四年十一月二十七日    「素数「素数「素数「素数と俳句／素数と短歌」と俳句／素数と短歌」と俳句／素数と短歌」と俳句／素数と短歌」    

    

ふと思ったのだけれど、俳句の５・７・５も、短歌の５・７・５・７・７も、音節

数の１７と３１って、両方とも素数だよね。ただそれだけだけど。１７と３１の数字

を入れ替えた７１と１３も素数だった。べつに、これまた、ただそれだけだけど。 
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二〇一四年十一月二十八日二〇一四年十一月二十八日二〇一四年十一月二十八日二〇一四年十一月二十八日    「言葉でできた犬」「言葉でできた犬」「言葉でできた犬」「言葉でできた犬」    

    

言葉でできた犬を 

ぼくも飼ってる 

仕事から帰ると  

言葉が  

わっと走りよってきてくれる 

言葉といっしょに河原を散歩するのも気持ちいい  

公園でも言葉といっしょに夕日を見ながら  

ジーンとすることもある 

いまも隣で  

わけわからないながらも  

ぼくといっしょに  

言葉が 

このパソコンの画面を  

眺めている 

    

二〇一四年十一月二十九日二〇一四年十一月二十九日二〇一四年十一月二十九日二〇一四年十一月二十九日    「ペリコロール。」「ペリコロール。」「ペリコロール。」「ペリコロール。」    

    

ぺリコロールだったかな 

お豆さん入りのパンを食べてたら 

けさ、奥歯のブリッジがバキッ 

って、割れた。  

きょう一日、食べ物に気をつけないと  

いや、食べ方に気をつけないと。  

左奥歯のブリッジが割れたので  

右奥歯で食べないとね。  
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パンのなかに入ってた豆が硬くて  

ふつうは柔らかいんだけど  

生地の表面近くにあった豆だったから  

焼き上げたときに乾燥して硬かったのね。  

ひゃ～  

びっくらこきました。  

でも、悪いことのあとには  

いいことがあると思うからいいかな。  

明日、歯医者に行こうっと。  

午後から、もと彼とお食事の約束。 

    

二〇一四年十一月三十日二〇一四年十一月三十日二〇一四年十一月三十日二〇一四年十一月三十日    「小子化」「小子化」「小子化」「小子化」    

    

きょう、ネットのニュースを見てびっくらこいた。小子化だって。不況のせいで、

子どもに栄養が行き渡らないで、だんだん子どもの大きさが小さくなっていってるら

しい。このまま不況がつづくと、２１世紀の終わりには、５歳の子どもの身長が５ｃ

ｍ。１５歳の子どもが１５ｃｍになると予測されている。 

    

二〇一四年十一月二〇一四年十一月二〇一四年十一月二〇一四年十一月三十一日三十一日三十一日三十一日    「月間優良作品・次点佳作」「月間優良作品・次点佳作」「月間優良作品・次点佳作」「月間優良作品・次点佳作」    

    

今月投稿された詩のなかで  

もっとも驚かされたのは  

吉田 誠さんの『吉田 誠参上！』でした 

目にした瞬間に凍りつきました  

高校３年生  

体育会系男子  

身長１７６センチメートル  

体重６７キログラムの吉田さんが  
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猛吹雪とともに  

画面のなかから躍り出てきたからです  

まあ、それからの一時間というもの  

猛吹雪のなかで  

ずっとしゃべりっぱなし  

吉田 誠さんの饒舌さには呆れ果てました 

というのも  

吉田 誠さんは留学先の火星で整形手術をしたらしく  

二つの口で同時に違う内容のことを  

ずっとしゃべりつづけていたのですもの  

しゃべり終わると  

吉田 誠さんはすっと目の前から姿を消してしまいましたが  

画面のなかをのぞいても何も出てこず  

幻でも見たのかしら、などと思ってしまいました  

（後で留学先の火星に帰られたことがわかりました）  

今月、一番、驚かされたのは  

この吉田 誠さんの『吉田 誠参上！』でしたが  

つぎに驚かされたのが  

吉田 満さんたちの『手』でした  

画面を見ると  

ぐにゅっと手がでてきて  

ぼくの手をパチンってしばいたのです  

それも一本の手ではなく  

何十本もの手で  

で  

びっくりして画面を見ると  

パソコンのスピーカーから「ナンじゃ、ワレッ」という怒鳴り声の合唱が聞こえたの

で  
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蹴りつけて踏んづけてやりました 

ぎゅっ、ぎゅって踏んづけてやると  

吉田 満さんたちの手はおとなしくなりました  

つぎに驚かされたのは  

吉田和樹さんの『ぺんぺん草』でした  

画面を見ると  

床一面にぺんぺん草が生えて  

ぼくの部屋が河川敷の見慣れた景色になりました  

毒気の強い作品が多いなかに  

このような凡庸な作品もときにはよいのではと  

みなさんも、こころ癒されてくださいね 

発想は貧弱ですが、想念を現実化する確かな描写力には目を瞠りました 

以上の３作品を、今月の優良作品に選びました。  

いつものように  

つぎに、次点佳作の方のお名前と作品名をあげておきますね 

 

次点佳作  

 

吉田めぐみ「フランケンシュタインとメグ・ライアン」  

吉田裕哉「戦場の花嫁 あるいは 戦場は花嫁か？」  

吉田ところてん「イカニモ・ガッツリ・発展場」  

吉田ぼこぼこ「昼ご飯を食べるのを忘れて」 
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詩の日めくり 二〇一四年十二月一日─三十一日 

    

    

    

田中宏輔 

    

    

    

二〇一四年十二〇一四年十二〇一四年十二〇一四年十二月一日二月一日二月一日二月一日    「イエス・キリストの磔刑」「イエス・キリストの磔刑」「イエス・キリストの磔刑」「イエス・キリストの磔刑」    

    

イエス・キリストが磔にされるために、四条河原町の交番所のところを、自分が磔

にされる十字架を背負いながら歩かせられていた。それほど多くの民衆が見ていたわ

けではないのだけれど、片側の狭い橋のうえは、ひとが磔にされる様子を見ようとす

る人間でいっぱいだった。磔など、そう珍しくもないものなのに。イエスが河川敷に

降りていく坂道でつまずいた。すると、警吏のひとりが鞭を振り上げて、イエスの血

まみれの膝に振り下ろした。ビシリという鋭い音がすると、イエスの血まみれの膝に

あたらしい傷口が開いた。イエスの身体がよろけた。背負っていた磔

はり

木

ぎ

が、彼の背中

からずり落ちた。すると、別の警吏が、群衆の先頭にいて、イエスの様子を見ていた

ぼくの目のまえに鞭を振り下ろして、「おまえが代わりに背負え！」と大声で言い放っ

た。鞭の音とともに、地面のうえを一筋の砂塵が舞い上がった。恐怖心でいっぱいの

ぼくは、臆病なくせに、好奇心だけは人並みに持ち合わせていたのであろう、裸同然

のぼろぼろの腰布一枚のイエスの代わりに、重たい磔木を背中に負って、刑場の河川

敷の決められた場所まで歩いた。道中をイエスが磔木を引きずらなければならなかっ

たのと同様に、そのあまりに重い磔木を、ぼくもまた河川敷の地面のうえで引きずら

なければならなかった。群衆の見ているまえで、ぼくは磔木を刑場の決められた場所

まで運んだ。警吏たちがイエスの身体を十字架のうえに載せ、一本ずつ釘をもって彼

の手のひらを磔木に打ちつけると、イエスがそのたびに悲鳴をあげた。警吏たちが、
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イエスの両足を重ねて、太い釘で磔木に突き刺すと、イエスはひときわ大きな悲鳴を

上げた。何人もの警吏たちによって、磔木が立てられると、それを見ていた群衆たち

は罵声を上げながら手を叩きだした。拍手しだしたのである。さすがに、ぼくには、

拍手をする気など起こるはずもなく、ただ、苦痛にゆがんだイエス・キリストの顔を

見上げることしかできなかった。風はなく、空には雲ひとつない、十二月の第一日目

の出来事であった。そう思っていると、どこから雲があらわれたのか、にわかに空が

かち曇り、突然の嵐のように風が吹きすさび、大雨が降りだしたのである。イエスが

雨に濡れた顔を上げて、何か叫んでいた。聖書にある言葉だったのであろうか。でも、

その言葉ではなかったような気がした。 

    

二〇一四年十二月二日二〇一四年十二月二日二〇一四年十二月二日二〇一四年十二月二日    「かさかさ」「かさかさ」「かさかさ」「かさかさ」    

    

後ろで、かさかさという音がしたので振り返った。すると、かさかさという文字が

壁のうえを這っていた。手でぱちんと叩くと、ぺちゃんという文字となって床のうえ

に落ちた。 

    

二〇一四年十二月三日二〇一四年十二月三日二〇一四年十二月三日二〇一四年十二月三日    「シェイクスピア」「シェイクスピア」「シェイクスピア」「シェイクスピア」    

    

ウルフの『自分だけの部屋』を読んでいるのだが、たしかにまっとうな見解だとは

思うものの、ちょっと古いなあと思われる記述もある。じっさい、古い時代の書物な

のだが、ではなぜ、シェイクスピアが古くならないのだろうか。シェイクスピアには

なにがあるのだろう。あるいは、なにかがないのか。わからない。きょうは、ヴァー

ジニア・ウルフの『自分だけの部屋』のつづきを読みながら寝よう。バリントン・Ｊ・

ベイリーの『時間帝国の崩壊』めっちゃゲスい。１０年ほどむかしに、たしか、５０

００円くらいで買った記憶があるのだけれど、ちょっとイラッてくる。ふと思ったの

だけれど、なぜシェイクスピアの戯曲が、その言葉が、いまにいたってもなお、ぼく

のこころに深く迫ってくるのかというと、それは、シェイクスピアの言葉の簡潔さ、

単純さ、直截さによってもたらされたものではないのかなって。どかな。もちろん、
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きわめてレトリカルでもあるのだけれど、使われている言葉は、常日頃、ふつうに使

われている言葉ばかりなのだ。 

 

二〇一四年十二月四日二〇一四年十二月四日二〇一四年十二月四日二〇一四年十二月四日    「シェイクスピア」「シェイクスピア」「シェイクスピア」「シェイクスピア」    

    

カレッジクラウン英和辞典をパラパラとめくっていると  

 

Silver often occurs native.  

銀はよく自然のままに見いださる  

 

といった  

受験のときに見た覚えのあるものや  

 

A mule is a cross between a horse and an ass.  

ラバは馬とロバの合いの子である  

 

という  

とっくにぼくが忘れている  

というか  

思い出すことのなかったものや  

 

There was a congregation of bees around the hive.  

ハチの巣のまわりに蜜バチが群れていた  

 

といった 

まるで詩の一節のようなものに出会ったのだけれど  

 

Shakespeare had small Latin and less Greek.  
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シェイクスピアはラテン語はほとんどわからなかったし、ギリシア語にいたってはな

おいっそうわからなかった  

 

なんてのに出くわしたときには  

なんだか固い言い方だけど  

当惑させられてしまった  

本を読んで  

シェイクスピアが大学を出てなかったことや  

ギリシア語やラテン語ができなかったってことは知ってたけど  

何も辞書の例文として、そんなことまで書かなくてもいいんじゃないのって  

そう思った  

そんなことで  

うんこにすることないんじゃないのって  

顔面ストリップ  

友だちのハゲが気にかかる  

ぼくも売り切れです 

    

二〇二〇二〇二〇一四年十二月五日一四年十二月五日一四年十二月五日一四年十二月五日    「言葉」「言葉」「言葉」「言葉」    

    

空気より軽い言葉がある。 

その言葉は空中を上昇する。 

空気より重い言葉がある。 

その言葉は空中を下降する。 

    

二〇一四年十二月六日二〇一四年十二月六日二〇一四年十二月六日二〇一四年十二月六日    「言葉」「言葉」「言葉」「言葉」    

    

うちの近所にうるさい言葉が飼われていて 

近づくと、うるさく吠えかかってくる。 
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二〇一四年十二月七日二〇一四年十二月七日二〇一四年十二月七日二〇一四年十二月七日    「言葉」「言葉」「言葉」「言葉」    

    

北半球では 

言葉も 

東から上り 

南で最高点に達し 

西に沈む。 

    

二〇一四年十二月八日二〇一四年十二月八日二〇一四年十二月八日二〇一四年十二月八日    「興戸駅」「興戸駅」「興戸駅」「興戸駅」    

    

これって生まれてはじめての経験かも。  

ぼくがびっこひきひき歩いていたら  

後ろから歩いてきた学生たちが 

みんな  

ぼくを横切って  

ぼくの前を歩いていった。  

ぼくだって歩いていたのに 

なんだか  

ぼくだけが後ろに  

ゆっくりとさがっていってるような  

そんな気もした。  

なにもかもが  

ゆっくり。  

 

ぼくが見上げた空は  

たしかにいつもよりゆっくりと  

風景を変えていった。 
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いつもより  

たくさんのものに目がとまった。  

田んぼの周りに生えている雑草やゴミ  

通り道にあった 

喫茶店のドアに張られたメニューのコピー  

歩道橋の手すりについた、まだらになった埃の跡。  

これって、きっと雨のせいだろうね。  

さいきん降ったかな。 

どだろ。 

ぼくは何度も  

その埃が手のひらにくっついたかどうか  

見た。  

埃はしっかり 

銀色に光った鋼鉄製の手すりにこびりついていて  

（ステンレススティールだと思うけど、違うかな？）  

ぼくの手のひらは、ぜんぜんきれいだった。  

  

歩きながら食べようと思って  

ル・マンドというお菓子を 

リュックから出したら  

そのお菓子を買ったときのレシートが道に落ちたので  

拾おうとして、しゃがみかけたら  

学生服姿の高校生の二人組のうちの一人が  

さっと拾い上げて 

ぼくに手渡してくれた。  

きっと、ぼくの足が不自由だと思ったからだと思う。  

人間のやさしさって  
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感じる機会ってあんまりなくって  

あんまりなかったから  

電車の扉がしまってからでも  

その高校生たちの後ろ姿を  

見えなくなるまで  

ぼくの目は追っていた。 

 

二〇一四年十二月九日二〇一四年十二月九日二〇一四年十二月九日二〇一四年十二月九日    「生きること」「生きること」「生きること」「生きること」    

    

生きてみないと、意味がわからない。生きていても、意味がわからない。生きてい

るから、意味がわからない。意味がわからないけれど、生きている。意味がわからな

いのに、生きている。意味がわからないようにして、生きている。このどれでもある

というのは、生きていることに意味がないからであろう。それとも、このどれでもな

くって、意味があって、生きているのかもしれない。でも、その意味がわからない。

しかし、意味がわからなければ、自分で意味をつくればいいわけで、それなら、いく

らでも意味を見いだせる。見いだした意味が、自分の人生に意味をつくりだす。でも、

とりあえず生きてみることかな。つべこべ言わずにさ。齢をとって容色は衰え身体も

大丈夫でないところが出てくるのだけれど、とりあえず生きつづけることかな。意味

よりは、まずは生きていくことの使命のようなものを感じる。生まれてきた以上、生

きつづける努力は必須なのだと思う。 

    

二〇一四年十二月十日二〇一四年十二月十日二〇一四年十二月十日二〇一四年十二月十日    「恋人たち」「恋人たち」「恋人たち」「恋人たち」    

    

過去形で書いてきた恋人たちだって、いまでもまだ、ぼくのなかでは現在形である。

いや、未来形であることさえあるのだ。 

    

二〇一四年十二月十一日二〇一四年十二月十一日二〇一四年十二月十一日二〇一四年十二月十一日    「桃太郎」「桃太郎」「桃太郎」「桃太郎」    
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村人たちは笑顔で宝物を桃太郎に手渡した。桃太郎は後ろ向きに歩いて大八車のうえ

に宝物を並べて置いた。すると、犬や雉も宝物を持って後ろ向きにやってきて、それ

を大八車のうえに載せた。山盛りいっぱいになった宝物を積んだ大八車を後ろ向きに

進ませて、桃太郎たちは後ろ向きに歩きはじめた。一行は港に着けてあった船に後ろ

向きに歩いて乗り込んだ。船は後ろ向きに海のうえを走った。鬼が島に着くと、一同

は宝物を積んだ大八車を後ろ向きに押して鬼のすみかまで運んだ。そうして、桃太郎

たちは、血まみれの鬼たちに宝物を順々に配っていった。 

    

二〇一四年十二月十二日二〇一四年十二月十二日二〇一四年十二月十二日二〇一四年十二月十二日    「間接キッス」「間接キッス」「間接キッス」「間接キッス」    

    

台湾にいるテッドから葉書がきた。貼り付けてあった切手をうえからちょっと舐め

てみた。間接キッスかな、笑。 

    

二〇一四年十二月十三日二〇一四年十二月十三日二〇一四年十二月十三日二〇一四年十二月十三日    「タクシーを捨てる」「タクシーを捨てる」「タクシーを捨てる」「タクシーを捨てる」    

 

「タクシーを拾う」という表現があるのだから、「タクシーを捨てる」、あるいは、「タ

クシーを落とす」といった表現があってもよいのになあと、ぼくなどは思う。 

    

二〇一四年十二月十四日二〇一四年十二月十四日二〇一四年十二月十四日二〇一四年十二月十四日    「宇宙」「宇宙」「宇宙」「宇宙」    

    

たぶん、ぼくたちひとりひとりは、違った宇宙なんじゃないかな。だから、ぼくが

ぼくの地球上で空気より重いものを放り投げてたら、ぼくの宇宙では下に落ちるけれ

ど、ほかのひとの宇宙では、地球上で空気よりも重いものを放り投げても、宙に浮い

て空にまで上がってしまったりすることもあるんじゃないかな。違った宇宙だから、

違った力が作用したりするんだろうね。そうだね。ぼくたちは、ひとりひとりが、き

っと違った宇宙なんだよ。そんな気がする。 

    

二〇一四年十二月十五日二〇一四年十二月十五日二〇一四年十二月十五日二〇一四年十二月十五日    「お出かけ」「お出かけ」「お出かけ」「お出かけ」    
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これが光。これからお出かけ。少し雨。これが光。ぼくのなかに灯る。少し雨。 

    

二〇一四年十二月十六日二〇一四年十二月十六日二〇一四年十二月十六日二〇一四年十二月十六日    「１００円オババと、河原町のジュリーと、堀「１００円オババと、河原町のジュリーと、堀「１００円オババと、河原町のジュリーと、堀「１００円オババと、河原町のジュリーと、堀    宗宗宗宗

そ

凡凡凡凡

ぼん

さんさんさんさん

のこと」のこと」のこと」のこと」    

    

ぼくが子どものころ  

祇園の八坂神社の石段下で  

よく、１００円オババの姿を見かけた。  

着物姿の、まあ、お手伝いさんって感じのババアだった。  

うちにも、ぼくや弟たちが子どものころは  

お手伝いのおばあさんがいたのだけれど  

うちのお手伝いのおばあさんたちのほうが  

だんぜん清潔っぽかったし、見た目もよかったし  

なにより、ずーっと穏やかな感じだったように思う。  

いまだに、おふたりの名前は覚えている。  

おふたり以外のお手伝いのおばあさんたちの名前は出てこないけど。  

すぐ下の弟のほうは、「あーちゃん」  

一番下の弟のほうは、「中島のおばあちゃん」  

と呼んでいた。 

なつかしい、音の響きだ。  

どちらのお名前も、思い出すのは、数十年ぶりかもしれない。  

一番下の弟を背に負いながら、トイレをしていて  

ひっくり返って、弟が泣き叫んで  

その声のすごさに家中で大騒ぎになって  

一日でクビになったお手伝いのおばあさんの顔は覚えているのだけど  

そのおばあさんって、一日だけのひとだったのだけれど、顔は覚えていて  
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名前は覚えていないのね。 

人間の記憶って、不思議ぃ～。  

で  

１００円オババは、道行くひとに  

「１００円、いただけませんか？」  

と言って歩いていたのだけれど  

まあ、早い話が  

歩く女コジキってとこだけど  

あるとき、父親と、すぐ下の弟と  

祇園の石段下にあった（いまもあるのかな）  

初音といううどん屋さんに入って  

それぞれ好きなものを注文して食べていると  

その１００円オババが、店のなかに入ってきて  

すぐそばのテーブルに坐って  

財布から１００円硬貨をつぎつぎに取り出して  

お金を数えていったので  

びっくりした。  

「あれも、仕事になるんやなあ。」  

と父親がつぶやいてたけど  

ぼくは  

ぜんぜん腑に落ちなかった。  

 

河原町のジュリーと呼ばれていたコジキがいた。  

死ぬ半年くらい前に  

市の職員によって救い出され  

病院に入っていたのだけれど  

足かな  

膝かな  
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歩くのに不自由していたのだけれど  

そのボロボロのコジキ姿を見かけると  

ぼくは、とても強い好奇心にかられた。  

そのひとの過去が自由に頭のなかで組み立てられたからだ。  

何才くらいだったのかな 

７０才は過ぎてたと思うけど。 

もしかしたら、過ぎてなかったかもしれない。 

あるとき  

祇園の八坂神社の向かって左側の坂道で  

父親とぼくが  

河原町のジュリーが足をひきずりながら歩いてくるのを見ていた。  

ジュリーが近くまでくると  

父親がタバコの箱を手渡した。  

ジュリーは  

脂まみれのドレッド・ヘアーのその汚い頭を大きく振って  

ぼくの父親に何度も頭を下げていた。  

父親は、つねづね、  

施しだとかいったことは偽善だと言っていたように記憶しているのだが  

父親が、ジュリーにタバコをやっていたのは、このときだけではなかったようだ。  

ぼくの心理はとても単純なものだけれど  

ぼくの父親の心理は、ぼくにはまったくわからないものだった。  

 

日本でより  

外国でのほうが有名だったのかしら？  

堀 宗凡さんに  

フランスの雑誌社がインタビューするというので  

そのときに  

宗凡さんの家の庭に立てる板に  
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ぼくがいくつか、一行の詩を  

花の詩を書いてあげたのだけれど  

雑誌には  

ぼくの名前がいっさい載らなかった。  

庭に立てられた板の詩は載っていたように記憶しているのだけれど。  

宗凡さんのお人柄は  

とてもあっさりしたもので  

ぼくもお茶を少し習っていたし  

お茶だけでなく、個人的にも交流があったのに  

ぼくの名前をいっさい出さなかったことに  

ぼくはとても強い怒りを感じた。  

いまでも不思議だ。  

なぜ、ぼくの詩だという説明が  

どこにもなかったのか。  

そのことは、宗凡さんがもう亡くなられたので  

きくことができないけれど。  

そのときの、ぼくの一行詩。  

いくつか書き出してみようかな。 

 

花もまた花に見とれている。  

 

これって、ヴァリエーション、いくつもできるね。  

 

見つめているのは、わたしかしら？ それとも花のほう？  

 

花も花の声に耳を澄ませている。  

 

とかとかね。  
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そいえば、むかし、『陽の埋葬』のひとつに  

 

雨もまた雨に濡れている。  

 

と書いたことがあった。 

    

二〇一四年十二月十七日二〇一四年十二月十七日二〇一四年十二月十七日二〇一四年十二月十七日    「「「「「「「「あ」と「い」のあいだ」あ」と「い」のあいだ」あ」と「い」のあいだ」あ」と「い」のあいだ」    

    

こぶし大の白い立方体の上に「あ」が生まれる 

こぶし大の白い立方体の下に「い」が生まれる 

こぶし大の白い立方体が消え去る 

こぶし大の白い立方体が消え去っても 

「あ」と「い」は存在しつづける 

かつて「あ」と「い」のあいだには 

こぶし大の白い立方体が存在していたのだが 

いまや「あ」と「い」のあいだには 

何もない 

かつて「あ」と「い」のあいだに 

こぶし大の白い立方体があったことを知っているのは 

わたしとこの言葉を読んでいるあなただけだ 

わたしたちの知らないところで 

こぶし大の白い立方体が現われては消えてゆく 

わたしたちの知らないあいだに 

こぶし大の白い立方体が現われては消えてゆく 

    

二〇一四年十二月十八日二〇一四年十二月十八日二〇一四年十二月十八日二〇一四年十二月十八日    「名前間違え」「名前間違え」「名前間違え」「名前間違え」    

    

塾の帰りに、ふだんは見ない日本人作家の棚の方へ足を運んだら、永 六輔さんが選
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者をしてらっしゃる『一言絶句』という本があって、サブタイトルが「「俳句」から「創

句」へ」とあって、あれ、たしか、むかし、『鳩よ！』という雑誌で、ぼくの作品が選

ばれたことがあるぞと思って、手にとってみたら、ぼくが書いた 

 

鮭はうれしかった、またここに戻ってこられて 

川はよろこんだ、まだ水がきれいだと知って 

 

が、１３３ページ(光文社 知恵の森文庫 ２０００年初版第一刷）に載ってたのだけれ

ど、いまのぼくなら、「水」を「自分」にするかなって、ふと思った。あ、光文社さん

からは、あらかじめ、なんの連絡もなかったのだけれど、この本のなかで、作者の名

前が「田中弘輔」になってて、ぼくの名前って、そんなに珍しくないだろうから、間

違いにくいと思うんだけど、訂正していただける機会があったら、光文社の方に訂正

していただきたいなと思った。こうして、名前を間違えられたのだけれど、間違えら

れた名前のひともいらっしゃる可能性はあるわけで、自分が書いてもいないものを書

いたと思われて迷惑なひともいるだろうなと思った。ところで、ネットでググると、

ぼくと同じ名前のひとが何人もいらっしゃってて、「田中宏輔」というと、ハゲ・デブ・

短髪・ヒゲのゲイの詩人だと思われて迷惑なひともいるような気がする。自分で、ハ

ゲ・デブ・短髪・ヒゲのゲイの詩人だって公言してるからね。そいえば、「田中宏輔」

というお名前のプロ野球選手もおられる。 

 

ありゃ、いま奥付を見たら 

 

「お願い(…）どの本にも誤植がないようにつとめておりますが、もしお気づきの点が

ございましたら、お教えください。（…）」 

 

ってありました。連絡してみましょうか。ツイットのアカウントにあるかもしれませ

んね。検索してみます。 
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ありました。つぎのようなツイートを送りました。 

 

知恵の森文庫の、永 六輔さんの『一言絶句』に、作品を収録されている作者なので

すが、作者名の一文字が違っています。１３３ページの作者名「田中弘輔」は、正し

くは、「田中宏輔」です。きょう、偶然、本を目にして、気がつきました。そのうち訂

正していただければ幸いです。 

    

二〇一四年十二月十九日二〇一四年十二月十九日二〇一四年十二月十九日二〇一四年十二月十九日    「ふと思い出した言葉」「ふと思い出した言葉」「ふと思い出した言葉」「ふと思い出した言葉」    

    

キッチンでタバコをすってたら腰をぐねった。体重が重すぎてだと思うけれど、ひ

とりだけど、カッコつけて足を交差させていたためだと思う。なんちゅう重さ、笑。

かなり太った感である。むかし、「このでっかい腹は、おれのもんや」と言われた記憶

がある。だれにだったろう。（覚えてるよん、エイジくん、チュッ！） 

    

二〇一四年十二月二十日二〇一四年十二月二十日二〇一四年十二月二十日二〇一四年十二月二十日    「自由電子」「自由電子」「自由電子」「自由電子」    

    

いきなり自由だなんて  

まあ、かまわないけどね。  

               ──自由電子  

 

どうせ、自由電子の顔なんて  

ひとつひとつ、おぼえてなんかいないでしょ？  

まさか、きみも自由電子？  

ぼくも自由電子。  

そろそろまいりましょうか？  

そうさ、お前も強い電磁場のなか  

思い通りには動けないのさ。  

じゃあ、もう自由電子じゃないじゃん。  
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不自由電子じゃん。  

自由なうちにやりたいことやっておかなきゃね。  

マニア  

自由電子もエコだから。  

ブイブイ。  

ちょいとちょいと  

そこの自由電子のおにいさん、  

寄ってかない？ 

    

二〇一四年十二月二十一日二〇一四年十二月二十一日二〇一四年十二月二十一日二〇一四年十二月二十一日    「コンドーム」「コンドーム」「コンドーム」「コンドーム」    

    

コンドーム 

って、おもしろいものですよね。  

チンポコ以外のものにもはめられますものね。  

拳銃は男性器のシンボルの一つでしたね。  

弾は精子ですものね。  

でも、拳銃だと、精子が突き抜けちゃいますね、笑。  

なんかおもしろい。  

答案用紙に穴をあけるのに、コンドームをかぶせる必要はないのですが  

必要のないことをするというのが、人間のおもしろさで  

文化とか、芸術とかって、そんなところにあるんだな～  

とかとも思いました。  

ところで  

２年ほど前に聞いた話です。  

インド旅行に行った若い男の子が  

売春宿の裏側にまわってみたら  

使った後のコンドームが洗って干してあったんですって。  

いっぱい。  
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で  

それを写真に撮ろうとしたら  

とても怖い感じのひとがカメラを取り上げたんですって。  

こわいですね～。  

一度使ったコンドームをまた使うなんて。  

いや  

怖いというのではなくて  

貧しさが、そうさせているのでしょうけれど  

この逸話を  

立ち飲み屋で  

おもしろそうに話している若い男の子に  

「無事に帰れてよかったね。」  

と  

ぼくは言いました。  

中盤から終わりにかけての情景  

まるで映画のよう  

そういえば  

冒頭のシーンも映画のひとコマのよう。  

とても映像的で  

シリアスなのに  

ユーモラスでもありました。  

楽しい話でしたね。  

いま部屋で、キーボードを打ち込んでいるのですが  

なんだか、外に出て行きたくなっちゃいました。  

公園は寒いから  

古書店めぐりでもしようかな。 

あ、いま気がつきましけれども 

コンドーム 
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のばす「ー」を「う」にしたら 

こんどうむ 

今度産む 

になちゃうんですね。 

おもしろい。 

    

二〇一四年十二月二十二日二〇一四年十二月二十二日二〇一四年十二月二十二日二〇一四年十二月二十二日    「芸術家の幸せ」「芸術家の幸せ」「芸術家の幸せ」「芸術家の幸せ」    

    

いまふと思ったのだが、詩を読めるだけでも幸せなのに、詩を書かなければ、より

幸せではないというのは、とても不幸なことではないかと。もしかしたら、芸術家っ

て、芸術作品をつくらなくなったときに、ほんとうの幸せがくるのかもしれない。ま

あ、それを世間じゃ、芸術家の死と言うだろうけど。 

    

二〇一四年十二月二十三日二〇一四年十二月二十三日二〇一四年十二月二十三日二〇一四年十二月二十三日    「卵」「卵」「卵」「卵」    

    

窓の外にちらつくものがあったので  

目をやった。 

    

二〇一四年十二月二十四日二〇一四年十二月二十四日二〇一四年十二月二十四日二〇一四年十二月二十四日    「代用コーヒー」「代用コーヒー」「代用コーヒー」「代用コーヒー」    

    

メルヴィル『白鯨』の１に 

「豆コーヒー」（幾野 宏訳） 

フォークナーの『アブサロム、アブサロム！』の７に 

「炒りどんぐりのコーヒー」（篠田一士訳） 

というのが出ていた 

いわゆる「代用コーヒー」ってヤツね 

コーヒー党のぼくとしては 

ぜひ一度は飲んでみたいなって思っている 
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あっ 

勝手にコーヒーいれちゃだめだよ 

なにさ 

なによ 

なになにぃ？ 

なになにぃ？ 

くるくる 

パー！ 

 

と 

どんどん×  

じゃなく  

どんどん書ける  

じゃなく  

どんどん駆ける  

じゃなく  

どんどん賭ける  

どうしたんだろう  

投稿時代みたいだ  

投稿時代には  

多いときは  

一日に十個くらい書いてた  

ううううん  

間欠泉かな  

やっぱ  

でもこれでとまったりして、笑 

    

二〇一四年十二月二十五日二〇一四年十二月二十五日二〇一四年十二月二十五日二〇一四年十二月二十五日    「一途」「一途」「一途」「一途」    
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きょう、日知庵で飲んでたら、日知庵でバイトをしてる女の子の彼氏が仕舞いかけ

に店に入ってきたのだが、常連さんのひとりが、「いちずだねえ」と彼氏に声をかけて、

彼氏が照れ笑いをしていたので、ぼくが「いちずって、どういう漢字を書くの？ い

ちはわかるけど。」と言うと、「途中の途です。」と答えてくれて、そこですかさず、「一

途なのに、途中の途って、へんなの。」と思ってぼくがそう言うと、「途中の途って、

道って意味らしくて、一つの道って意味らしいですよ。」「へえ、そうなんだ。さすが

京大生、よく知ってるね。」と言って、ぼくも感心したのだった。一途なのに、途中の

途ってねえ。ぼくには、おもしろかった。 

    

二〇一四年十二二〇一四年十二二〇一四年十二二〇一四年十二月二十六日月二十六日月二十六日月二十六日    「死体が立ち並んだ畑」「死体が立ち並んだ畑」「死体が立ち並んだ畑」「死体が立ち並んだ畑」    

    

２０年近く前ですが 

甥の面倒を見ているときに  

甥が親から買ってもらっていた  

絵をつくって動かすことができるおもちゃで  

草原に木を生やしたりして背景をつくり  

草原に、たくさんの手が生えるような光景を  

つくってやって  

その手が、ゆらゆらと動くようにしてやった記憶があります。  

パソコンで描く絵の先駆的な  

おもちゃだったわけですが  

それが思い出されたのです。 

手が生えてくるといえば  

コードウェイナー・スミスの『シェイヨルという名の星』を思い出しますが  

そこは地獄のような風景で  

罪人の貴族たちに放射線のようなものをあてて  

身体や顔面のいたるところから生えてくる手や足や耳や鼻や目を  
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牛頭人が、貴族たちの身体から 

手術用のレーザーメスでつぎつぎと刈り取って行くというものでしたが  

それも思い出しました。  

怖くて、ぞくぞくする小説でしたが  

いまだに細部の描写をも忘れられません。  

のばした手が枯れるというのは  

聖書に記述があり、それも美しいのですが  

むかし  

北山に住んでいたとき  

畑に  

いっぱい名札が立てられているのを見て  

ここには中村さんが  

ここには山田さんが  

ここには武村さんが  

生えてくるのね。  

と思ったことがありました。  

ずいぶんむかし  

ブログか  

詩に書いたことがありましたが  

あれは  

貸し畑っていうのでしょうか。  

なんていうのか忘れましたけれど。  

名札がたくさん並んでいるのは  

不気味で、よろしかったです。  

ことに夕暮れなんかに  

その畑の前を通りますと。  

    

二〇一四年十二月二十七日二〇一四年十二月二十七日二〇一四年十二月二十七日二〇一四年十二月二十七日    「業」「業」「業」「業」    
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歌人の林 和清ちゃんとの会話。 

「こんど生まれ変わるとしたら 

どんな人間になりたいって思う？」 

「う～ん。 

高校時代にすっごく好きなヤツがいたのね、 

ソイツみたいのがいいな。」 

「もっと具体的に言ってよ。」 

「具体的ね。 

そうだね、 

すっごくフツーだったのね、 

フツーにあいさつできて、 

フツーに人と付き合えて。」 

「ふうん。」 

「だれとも衝突しないし、 

だれからも憎まれたことがないって、 

そんなヤツ。」 

「は～ん。 

アツスケって、 

ほんとに業が深いんだ。」 

    

二〇一四年十二月二十八日二〇一四年十二月二十八日二〇一四年十二月二十八日二〇一四年十二月二十八日    「焼き飯頭」「焼き飯頭」「焼き飯頭」「焼き飯頭」    

    

もしもし  

なあに  

わかる  

よっちゃんでしょ  

ああ  
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きのうは  

サラダ・バーでゲロゲロだったね  

ほんとにね  

あっ  

きのう言ってた  

死んだノーベル賞作家って  

何ていう名前か思い出した  

カミロ・ホセ・セラでしょ  

きのう  

ファミレスで思い出せへんかったから  

キショク悪くて  

ふうん  

あっ  

それより  

これから  

うちに来てゴハン食べへん  

なんで  

なんでって  

べつに  

はあ  

いっしょのほうがおいしいから  

はあ  

でも  

きのうもゴチになったやん  

そんなんええで  

何  

つくってくれるん  

チャーハン  
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チャーハン  

さいきん  

コッてるねん  

きのうは焼きそばで  

きょうは焼き飯  

まあ  

まあ  

そう言わんと  

おいしい  

だいじょうぶ  

ほな行くわ  

まずかったら  

近所のコウライに行って  

チャーハン食べたらええんちゃう  

そやなあ  

なあ  

なあ  

ぼくってなあ  

いっぺん  

焼き飯って聞いたら  

焼き飯頭（あたま）になるねん  

はあ   

なにそれ  

頭んなか焼き飯焼き飯焼き飯って焼き飯でいっぱいになるねん  

ああ  

それおもろいやん  

じゃ  

詩にするわ  
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と  

二〇〇二年一月十九日のお昼ごろに  

このような会話が電話でやりとりされたのです  

頭のなかで焼き飯頭焼き飯頭焼き飯頭って頭が焼き飯になった人のイメージを  

思い浮かべながら近くに住んでるよっちゃんちに行きました  

 

それ違うやん  

焼き飯頭頭（あたまあたま）ってことになるやん  

そうでもないんちゃう  

どういうこと  

焼き飯頭を考えてる頭ってことにならへん  

それで  

焼き飯頭頭ってこと  

ウィ  

そっかなあ  

そっかなあ  

なんか違う気がするねんけどなあ  

じゃあ  

焼き飯頭頭のことを考えたら  

焼き飯頭頭頭になるってことね  

焼き飯頭頭頭のことを考えたら  

焼き飯頭頭頭頭になるのね  

それより  

チンチン頭（ヘッド）っていうのもええで  

なにそれ  

あんたも  

ときどきそうなってるはず  
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あっ  

そういうこと  

でも  

そんなん詩に書けへんわ  

やること  

やっとるくせに  

そやけど  

あんまりやわ  

チンチン頭（ヘッド）なんて  

頭  

チンチンと違うで  

チンチンになってるやんか  

なってるんやろか  

なってるはず  

ポコポコヘッドもあるで  

それ  

吉本やん  

そういうたら  

コーンへッドちゅうのもあったなあ  

とうもろこし頭の変な宇宙人がでてくるヤツね  

ちょい  

チンチンやわ  

ちゃうやろ  

そうかなあ  

おもろかった  

見てへん  

ぼくもや  

あほみたいな感じやったもん 
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ぼくらの話より  

ましかもしれへんで  

そうかなあ  

そやろかなあ  

たぶんなあ 

たっぷん  

たっぷんな 

    

二〇一四年十二月二十九日二〇一四年十二月二十九日二〇一四年十二月二十九日二〇一四年十二月二十九日    「小鳥」「小鳥」「小鳥」「小鳥」    

    

地面のうえに、ひしゃげてつぶれたように横たわっていた小鳥の骨が血と肉をまとっ

て生き返った。小鳥は後ろ向きに飛んで行った。何日かして、ベンチのうえに置かれ

た鳥籠に、その小鳥が後ろ向きに飛びながら、開いた扉から入った。鳥籠を持ち上げ

て、一人の少年が後ろ向きに河川敷を歩き去って行った。 

    

二〇一四年十二月三十日二〇一四年十二月三十日二〇一四年十二月三十日二〇一四年十二月三十日    「ぼくと「ぼくと「ぼくと「ぼくと同じ顔をした従兄」同じ顔をした従兄」同じ顔をした従兄」同じ顔をした従兄」    

    

小学校のときに、継母の親戚のところに一日、預けられたことがあるのですが  

よそさまの家と、自分の家との区別がつかなかったのでしょうね。  

なにをしても叱られるなんてことがないと思っていましたら  

冷蔵庫のプリンを勝手にぜんぶ食べてしまって  

その親戚のひとのおやじさんに、きつく怒られてしまいました。  

二十歳のときに  

実母にはじめて会いに高知に行きましたときに  

自分の血のつながった従兄弟たちに会いましたら  

そのうちのひとりが、ぼくの顔と体型が瓜二つだったのです。  

ぼくは、当時はあまり酒が飲めませんでしたが  

ぼくと同じ顔をした従兄は大酒呑みでした。  
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日本酒を２升は呑むと言うのです。 

はじめて血のつながった従兄弟たちといっしょに過ごした日の  

夜の大宴会の様子は、いまでもすぐ目に浮かびます。  

２、３０人の親戚が集まって  

祖母の２周忌で、酒を飲んでいたのです。  

ぼくの知らない  

ぼくの赤ん坊のときの話だとか  

ぼくが２歳のときに、従兄弟の顔を引っ掻いたらしくって  

「これ、あつすけにつけられた傷やけ。」とか、額の髪を掻き上げて見せられました。  

高知弁をもう２０年くらい聞いていないので  

だいたいの音しか覚えていませんが  

京都弁に比べると  

いかにも方言って感じに思えました。  

京都弁も方言なのですが、笑。  

ぼくにそっくりの従兄弟は２歳上だったのですが  

数年前に、心筋梗塞で亡くなりました。  

亡くなる前に、足を怪我して引きずっていたそうです。  

田舎なので、差別語をまだ使っているのでしょうか。  

それとも、実母が年寄りなので、差別語というものを知らないのか、  

「あの子は、ちんばひきよってね。かわいそうに。」と言っていました。  

もちろん、差別意識はなく、使っていた言葉だと思います。  

十年以上前ですが、実母が泣きながら、電話で、ぼくに謝っていました。  

ぼくの父親が実母と別れた理由のひとつに  

実母が被差別部落出身者であることを  

結婚するまで、ぼくの父親に隠していたとのことでした。  

それが原因のひとつで、ぼくの父親と離婚したとのことでした。  

もう三十代半ばを過ぎていたからかどうかはわかりませんが  

ぼくの身体に、被差別部落のひとの血が流れていることに  
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なにも恥じる気持ちも、逆に誇る気持ちも感じませんでしたが  

たぶん、若いときに聞かされていても、動揺はしなかったと思います。  

そして、ぼくが三十代半ばだったか、後半くらいに出会った  

青年のエイジくんが、高知県出身だったのです。  

高知県高知市出身でした。  

彼とのことも、いっぱい思い出されました。  

ふたりでいたときのこと  

ひとりひとりになって  

相手のことを考えていたときのこと  

楽しかったこと  

笑ったこと  

口惜しかったこと  

悲しかったこと  

さびしかったこと  

そうだ。  

親戚の家の玄関で靴を脱いだとき  

自分の脱いだ靴を見下ろして  

ああ  

足がちょっとしめっていて  

靴、臭わないかな  

なんてことを  

少し暗い玄関の明かりの下で  

ふと思ったことなど  

どうでもいいことですが  

どうでもいいことなのに  

細部まで覚えているのですが。  

どうでもいいことだから 

細部まで覚えているのかもしれませんが。 
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さっき  

「血のつながった」  

と書いたとき  

はじめ  

「知のつながった」  

でした。  

手書きと違って  

ワードでの書き込みって  

偶然が、いろいろあって、おもしろいなと思いました。  

    

二〇一四年十二月三十一日二〇一四年十二月三十一日二〇一四年十二月三十一日二〇一四年十二月三十一日    「ホサナ、ホサナ」「ホサナ、ホサナ」「ホサナ、ホサナ」「ホサナ、ホサナ」    

    

福井くん  

きょうのきみの態度  

よかったよ  

吉田くんがいなくなって  

こんどは  

ぼくってわけ  

きみで四人目だよ  

きみも  

ぼくのコレクションに加えてあげる  

きみは  

なにがいいかな  

鉛筆  

消しゴム  

それとも三角定規かな  

きみの体型に合わせて選んであげるね  

ううん 
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そうだな  

先をビンビンに尖らせた鉛筆がいいかな  

きみの神経質な感じにぴったりだろ  

じゃあ  

台所にあるゴキブリホイホイ  

見てくるね  

アハッ  

いたよ  

おっきいのが  

まだ生きてるよ  

こうやって  

脚をもいでって  

っと  

アハッ  

つぎは  

福井くん  

きみね  

きみの番ね  

ちょっと  

アゴ  

あげてね  

頭  

引っこ抜くから  

いっ  

いいっ  

いいっ  

っと  

アハッ  
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やったね  

やったよ  

きれいに引っこ抜けたよ  

きみの頭  

あれっ  

泣いてるの  

痛かったの  

でも  

もう何も感じないでしょ  

ぼくだって痛かったんだよ  

ほら 

これ見てよ  

左目のまぶた  

腫れてるでしょ 

きみに殴られた痕だよ  

痛くてたまらなかったよ  

まだヒリヒリしてるよ  

でも  

もういいんだけどね  

ゆるしてあげるね  

そうだ  

まだやることが残ってた  

両方削った鉛筆は  

鉛筆は  

っと  

あった  

これだ  

これね  
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これって  

たしか  

貧乏削りって言ったんだよね  

これを  

こうして  

きみの首に突き刺して  

グイグイグイって  

と  

ふう  

できた  

あとは  

ゴキブリの脚をくっつけていくだけだね  

ほうら  

こうして  

ボンドでくっつけてっと 

ふうふう  

ふうっと  

はやく乾け  

はやく乾けっと  

ほら  

できあがったよ  

きみは  

ぼくの四番目のコレクション 

ぼくの大切なコレクション  

さあ  

友だちが待ってるよ  

きみの友だちたちがね  

ぼくの机の引き出しの中にね  
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みんな知ってるよね  

ホサナ  

ホサナ  

主の御名によって来たる者に祝福あれ  

かつて来たる者にも  

いま来たる者にも祝福あれ  

アハッ  

知らなかっただろう  

ぼくにこんな力があるって  

ぼくのお祖母ちゃんは霊媒だったんだよ  

ぼくは、よくひきつけを起こす子だった  

お祖母ちゃんには  

ちいちゃい時によく幻を見せられたんだよ  

お祖母ちゃんがね  

呪文をとなえながらね  

こんなふうに  

目をつぶって  

ふっ  

ふって  

手の二本の指に息を吹きかけてね  

えい  

えい  

えいって突然叫んだりしてね  

あれは  

いくつのときのことだろう  

針の山の頂上に  

座布団の上に坐ったお祖母ちゃんがいてね  

えいって叫んで  
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お祖母ちゃんが両手をあげると  

まわりじゅうに火が噴き出したのは  

そのとき  

ぼくは  

まだちっちゃかったから  

お祖母ちゃんのひざの上に抱きついて離れなかったんだけど  

とっても怖かったんだろうね  

しばらく気を失ってたらしいんだ  

あとで聞いたらね  

それからだよ  

いろんなものが見え出したのは  

いろんなことができるようになったのは  

ホサナ  

ホサナ  

主の御名によって来たる者に祝福あれ  

かつて来たる者にも  

いま来たる者にも祝福あれ 

 

みんな 

ゆるしてあげる 

 


