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りりＱからＡＮＤＹへ（理念と目標）    南原魚人

ＡＮＤＹは「Lyric Quest」（以下りりＱ）を前身とした「独立」、「平等」、「成

長」を理念とする。詩精神を核として、さまざまな表現活動にチャレンジする総合文学

運動体である。

以前、私はりりＱを以下のように解説した。「Lyric Jungle」から派生した合評会で

あること。自身のスタイルを確立させ、環境が変わる中で自身の背の高さを確認する場

であること。魚人は魚人であることを再確認する場であった。詩を書く事自体は孤独な

作業ではあるが詩を書き続ける為には集団が必要となる。

平居先生からＡＮＤＹの構想を聞いた時、存続が可能な場所づくりについて学ぼうと

思った。それには過去に主宰していた研究会が消滅した事もあった。しかしながら、ス

タッフ同士がネット上で話し合うと各々が違うものをＡＮＤＹに求めている事に気がつ

いた。大変にも思ったが、皆が素直に意見を述べてくれる事が嬉しかった。そして、会

を重ねていく毎にそもそも固まった考え自体がナンセンスだと思えた。もちろん、会を

行うには決め事は必要である。あくまで立ち返るのは「独立」、「平等」、「成長」で

ある。

りりＱは平居先生という存在があり大木のようであった。その木は自分自身の背の高

さを教えてくれた。自分の中でＡＮＤＹはウネウネとした流動体だ。現在の詩人は皆少

なからず社会と関わりを持つ。そして社会は変容する。特に現在の社会は変容が激し

く、我々も変化を求められる。りりＱは変化の際にも常に変わらず存在し、それを見て

自身を再確認できたが、ＡＮＤＹは変化に柔軟に存在していく。個々も変化に柔軟な存

在へと誘う。私自身、現在変化の時期であり、その事で他のスタッフには大変迷惑をか

けている。ただそのような時でも柔軟に対応してもらって頭が上がらないと同時に頼も

しい存在である。

ＡＮＤＹは外的、内的変化に対してグネグネと様相を変え詩界の中で存在感を示し続

ける総合文学運動体だ。
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第1回までの道のり     タニグチ・イジー

「アンデパンダン詩人会ＡＮＤＹ」（略称ＡＮＤＹ）は、これまでキャンパスプラザ

京都で行われてきた合評会「Lyric Quest」（略称りりＱ）を引き継ぐ形で生まれた。

ＡＮＤＹには現在、以前からのりりＱへの参加者、ＮＨＫカルチャー京都教室の講座か

らの参加者などで活動を行っている。

これまでのりりＱでは主催者の平居謙氏が一人で運営から合評会の進行、参加者の人

選など全てをされていた。私はりりＱスタート時から参加を続けてきたが、スタッフの

一人としてそれらを引き継いだことで、恥ずかしながら多くのことを知ることができ

た。

活動の準備に当たって、運営スタッフ５人で主に掲示板でやり取りを行った。そこで

は会費、会場、時間、合評会の運営等について議論を重ねた。

まずは会場について検討したが、これまで使ってきたキャンパスプラザ京都の演習室

が時間と金額の両面で非常に使いやすいことが改めて分かった。だが、これまでのよう

にコンスタントに予約可能かは分からないこともあり、京都駅周辺の貸会議室について

も調べた。こうした貸会議室は、使用料はキャンパスプラザよりも高いが、その日の予

約状況によっては借りる時間に自由がきく（ちなみにキャンパスプラザは大学の時間割

に準じる）という利点がある。

こうして検討をする中で準備会の会場が一度目はキャンパスプラザ京都、二度目がK-

officeという貸会議室となった。K-officeは七条西洞院にあり、駅からもそれほど遠く

ない。またwebで手軽に予約が可能である。19時で正面入口が施錠となるのが注意点だ

が、非常にきれいで使いやすく、機会があればまた使いたいと思える場所であった。

会費については現状ではこれまでと同様に1500円とした。これは主に会場費によるも

ので、キャンパスプラザ京都の演習室だと、2講時分で3時間を超えても4600円程度だ

が、その他の貸会議室だと2時間で6000円を超えるためであった。貸会議室を利用する

可能性があること、当日の出席状況にばらつきがあることなどを考えたとき、今は減額

という選択肢は取れなかった。だが、会費がプールされた場合にはその利用について今

後検討を重ねたいと思う。

ＡＮＤＹではこれまでと大きく異なる試みとして合評作品の事前提出を始めた。これ

は一部の運営スタッフから会の終了時間を早めたいとの提案があり、第二回の準備会の

会場が貸会議室のため利用時間が2時間となったので、本格的に開始した。これは連絡

用に利用を始めたサイボウズの掲示板を使って、その共有フォルダに事前に作品をアッ

プしてもらうという形を取った。

まだ二回だけの試みだが、参加者は積極的に事前提出を行ってくれており、以前より

も合評のペースが上がっていると感じる。終了時間も早くなっているが、これには集合

や開始時間が以前よりも早くなっていることもあるので、そのまま比較は出来ない。し

かし、事前に作品を読んでくれている参加者が多いので、テンポよく合評が行えている

のではないか。さらに以前よりも合評にかける時間が多少増えているようにも思える。

今後も作品の事前提出は続けていきたい。ただし、事前提出できなくても作品の提出と

合評はできるようにしている。

新しい会として、その性格や今後の活動については議論の中で様々な意見が出てき

た。りりＱでは平居氏の人柄や魅力、詩についての豊富な知識等を慕って参加する人が

多かった。その平居氏から離れることで会をどう進めるのか、また会はどう進むのか、

そうしたことへの不安も少なくなかった。
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議論の中では我々運営スタッフが参加される人を指導しないといけないのかという不

安を漏らす方もおられた。また私がやや細かい会則の案を提示したことで、会の性格が

堅苦しいものに変わるのではないかという心配を招いたこともあった。これは私が運営

の方法をまとめる際に、「会則」という形でまとめてしまったこと、名前のようなこと

も含めて、細々としたことまで箇条書きで挙げてしまったことなどで、非常に堅苦しい

文言がかなり多く並んでしまったためであった。このことについては今後、もっとやさ

しい言葉で運営の方法としてまとめ直したい。また、会の性格や今後の活動について

は、運営スタッフはもちろんのこと、参加者全員の意見や希望にも耳を傾け、話し合い

を行っていきたい。

私自身はこれまで既存の会に参加することばかりだったので、今回リニューアルとい

う形であれ、一から会を始めるという経験をして、会を始めるというのはこれほどエネ

ルギーが必要なことなのかと痛感した。ＡＮＤＹはまだ始まったばかりだが、りりＱの

ように長く愛されて、続いていける会にしたいと思う。

準備会～第１回までの作品批評(1)  海老名絢

〇   タニグチ・イジー

詩を書こうとして

キーボードを打つ手が

止まる

ありきたりのイメージと

かつての風景だけが

広がって

不器用に

そこのどこかに

私を置こうとするが

手が震えて

置かれた私が
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斜めになってる

夕陽にするのか

それとも

すでに夜なのか

背景も

決められないまま

は進み

置かれた私は

手持ち無沙汰に

雲を見てる

この後

何が起こったら

良いのだろう

手が止まったまま

コーヒーも

冷めていく

評

二連目・三連目を読み、詩の語り手は箱庭に自分自身を置いている、その様子を見なが

ら詩を書こうとしているという印象を受けた。箱庭なのだから好きなようにできそうな

ものだが、そうはいかなくて苦労する。それどころか、背景も決まっていないのに進ん

でいく詩の筋がある。書き手なら覚えのある感覚かもしれない。平易な言葉で、感性に

も注意を払いながら、筋という言葉がある通り、理性によってコントロールされた詩だ

と思う。

明日また日は昇る   吉田マサカズ
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毎晩 眠るとき

ひとつ不安に思っている

コトがある

明日また日は昇るか

これまでのところ、

毎朝 日は昇り

ぼくは 目覚める

もしも 明日

日が昇らなかったら？

  ＊

それを知ることができないのが

チョット心残り

評

「陽はまた昇る」は使い慣れたフレーズだ。この詩では、「明日また日は昇るか」

と、「また」が強調される。これまで日が昇らなかった朝はないが、語り手は日が昇ら

ないことを不安に感じているのだ。それと同時に、日が昇らない世界を知ることができ

ないことが心残りだとも言う。不安と空想・好奇心が結びつく。誰しも一度は考えたこ

とがあるだろう内容を、何気ないかのようにさらりと書いてみせたところに吉田さんの

詩がある。

今日は雨の夜         岡村知昭

金曜日の夜だから、道行く人たちに、眠る猫たちに、笑顔を振りまいている場合ではな

いのだ。

わたしの顔をした男が、「今日は日曜日で、土曜日じゃないぞ！」と叫びながら、ガム

を噛みながら、わたしの目の前にいるのだ。

わたしの顔を、わたしの顔で睨みつけているこの男。

わたしの顔をしているのに、わたしより太っていて（まちがいなく１００キロオー
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バー）、わたしより髭が濃くて、眉が濃くて、唇が分厚くて、わたしより腕が太くて、

足が短くて、そして小便を漏らしているこの男に、わたしの行く手はさえぎられている

のだ。

金曜日の夜に、雨が降りはじめる。

わたしの顔をしたこの男は、ずっと噛んでいる緑のガムを捨てないまま、新しく黄色の

ガムを口に入れる。緑と黄色のガムをくちゃくちゃ噛みながら、わたしの顔を睨みつづ

けながら、まずは黄色、次に緑、どちらも風船ガムだったようで、ふくらませたふたつ

のガムを私に見せつける。緑も黄色も、だんだん大きくなる。雨粒がふくらんだガムに

ぶつかる、つぎつぎぶつかる。破裂したら、この男から一気に逃げようと決める。雨が

緑の、黄色の風船ガムに突き刺さる。

ふたつの破裂音、ババンバンパ

この男のわたしの顔に、緑と黄色の、ガムの残骸が張り付く。私は激しさを増す雨の中

を、駆け出そうとする、するのだが、この男、わたしの顔の、眉に、髭に、唇に、ガム

の残骸を貼りつけたまま、なおも私の前に立ちはだかる。そしてまた小便を漏らす。そ

してまたしても言い放つ、「今日は土曜日で、金曜日じゃないぞ！」

わたしは、わたしの顔をしたまま、動けない、

金曜日の夜の、雨を浴びながら。

評

一読するとナンセンスで面白いが、それだけではないのがこの作品だ。漏れている小便

と破裂する二色の風船ガム、何より「わたしの顔をした男」は「わたし」の抱える問題

を表しているのではないだろうか。問題を「わたし」に突きつけるように男は前に立っ

ている。「わたし」は回れ右をして男から逃れることもできるはずだが、「わたしは、

わたしの顔をしたまま、動けない、」のだ。どこへ行っても自分自身からは逃れられな

いように。

6



準備会～第一回までの作品批評（２） 岡村知昭

「めでいたし」        秋吉里実

新年に掲げた目標は                  

「気楽」

だった

元旦に わざわざ

着物で しゅくしゅくと

気楽と いちいち

正座で せつせつと

半紙に えんえん

書いてしまうところがもはや

おもおもし

評

書初めで新年の目標である「気楽」を書こうとしているうちに、目指すべき「気楽」か

らだんだん離れていってしまう自分自身の姿に、ふっと込み上げてくる「おもおもし」

との苦笑。２連目で繰り広げられる「わざわざ」「いちいち」「えんえん」といった音

の並びが、妙に一生懸命になって「気楽」を墨で書こうとする様子を的確に捉えていま

す。通底する音の響きは「おもおもし」さから、一篇を解き放っているのではないで

しょうか。

「ネオンの果て」 海老名絢

濁った水面から飛び立つ、魚。

跳ね上げた滴をものともせずに

高く舞って、

消える。

傍観者だ、

逃げ出す／逃げ出そう／逃げ出したい／逃げ出せない／逃げ出さない／

のではなくて、

池のほとりに突っ立っている。

海を目指すものを憎むほどの感情さえ

落としたまま

探しにも出ない。

行くあて、行く末、頭が痛んで、

水の匂いが刺さる。

生ぬるく薄ら寒い夜には

星明かり

一番星、一等星、西の空に落ちた三日月。
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つきまとうのは不安の搾りかす、

見えている結末を知りたくないから

切っ先が触れないことにだけ

神経をとがらせては

（まだ若いのだから可能性がある（（とおい声

夏の終わりのなめらかな嘘を撫でて

果てがない、

都会のネオンから隔てられて、いま

正解の花まるが恋しい、

すがることも許されない身体に響く、

車のエンジン音。

魚が消えた先に、

居所があるの、だろうか

星が瞬く、

評

池のほとりで水面を見つめながら、途方に暮れながら、身体は都会のネオンの眩しすぎ

る光を蓄えながら、懸命に、逃げたいとの思いを抱えながら、いま、ここにある己のあ

りようを、これから、己がどうなるのかという不安を、逃げることなく、逃げられない

との覚悟を引き受けて、書きとめられた言葉は、何か次のステップへ向けての道筋を導

き出そうとしているかのような、確かな強さをもたらしているのです。

「ムック」 ねまる

ムックの目の中でころがってる

黒い玉のような人生だった

ムックの目は二個あるので

隣人がいた

まったく同じ容器の中に

まったく同じ黒い玉があるのだった

ムックがゆれると

ふたりはプラスチック容器の中を

同じ軌道で転がった

ぼくたちは

ムックの目の中から

黒い玉が飛び出すところを

見たことがなかった

ムックは設定上

永遠の５歳で
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タメのガチャピンに

ずっと敬語で接していた

ぼくたちは

ちゃんと齢をとった

敬語なのかどうかは

会ってみないことには分からなかった

ぼくたちは

ロイコクリディウム（＊）のように

ムックの目に寄生して

ロケの最中

電柱に正面からぶつかりに行った

スタッフが中の人を心配している隙に

ぼくたちは

割れたプラスチック容器から飛び出して

アスファルトの上を

てんでバラバラに転がっていった

ぼくたちははじめて後悔した

ひとりは側溝に落ちた

ファイティング・ニモ的展開を夢想したが

泳ぐためのヒレがなく

あえなく沈んでいった

もうひとりは路上でとまり

空を見上げていたが

目がなかった

（＊註：ロイコクリディウム

寄生虫。レウコクロリディウムとも。カタツムリの触角に寄生してイモムシのよう

に擬態し、だまされた鳥がこれを捕食し、鳥の体内で卵を産み、鳥の糞と共に卵が排出

され、その糞をカタツムリが食べて再びカタツムリに侵入する。）

評

転がる石のようにではなく転がる目の玉のように、目の中で隣人といっしょに長いとき

を重ね、そんな人生から脱出しようとしてムックそのものを破壊してしまったものの…

との流れに込められた皮肉さはよく出ているのですが、語り手の視点が目の中の「黒い

玉」の自分と隣人に絞られて、ムックに寄生してるふたり、がもっと前面に出た

ら、「黒い玉」の人生の虚ろさがもっと引き立ったかも、との思いが残ります。

「炎」    前田珈乱

冬の化身彼女の瞳と紙、黒。

好きか嫌いかと問えば、白。
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恋は愛より熱く燃えて、青。

待ち受けるのは雪の幕、銀。

評

この作品に登場する色に「炎」を足してみると「黒い炎」「白い炎」「青い炎」「銀の

炎」となります。どの色の炎も、激しく燃え上がっているというよりも、静かに音も立

てずに燃え続けているような印象を受けます。「彼女」への尽きることのない恋心を静

かな色で表したのは、この恋は彼女の知るところではない片思いであり、おそらくは実

らないであろう、との確信から来ているのでは、と考えてしまうのでした。
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