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                         青木由弥子  

 

 

早いもので、この月評も１２回となった。創刊から一年が経ったことになる。詩集、詩

誌取り交ぜて、その月に目に留まったものを、私なりの視点でご紹介する、という漠然と

した計画に基づいた出発だったが、書き継いでいく中で様々な発見があり、次第に詩誌を

主とした紹介へと傾いていった。それは、紙数の制約が比較的少ないというウェブの特徴

を生かして、一篇の作品をほぼ丸ごと、全行を引用紹介する、というスタイルを取ったこ

とにもよるだろう。気になった一作を鑑賞するという今回の方法は、複数の作品で構成さ

れる「詩集」よりも、一人数篇の作品を掲載する詩誌の方が、より紹介に適していた、と

いうことでもある。  

一篇の作品を連やフレーズごとに区切りながら、読んだその場で喚起される感興や疑問、

発見などを私の「鑑賞」として書きこみ、読者と共に同時進行のような臨場感をもって一

篇の作品を読んでいきたい、と考えた。実際に何作かはこのスタイルで鑑賞を試みたが、

せっかく一篇の作品を全文引用しているのに、詩作品を読む読者の意識が、評者の読みの

タイミングで途切れてしまう。行分け詩の場合、横書きに表示すると右側にスペースが生

まれるので、空きスペースにコメントを付す、というスタイルも試行してみたが、このや

り方だとスマホで読む際には不便かもしれない・・・など、諸々の反省点はあるのだが。  

縦書きのものを横書きで読み直す（スクロールしながら読者が読む）ことによって、新

たな感興や発見を得られる、ということはあっただろうか。ブログや投稿掲示板、ホーム

ページなど、ネットに詩作品を発表する作者も増え、横書きの詩集も制作されるようにな

った。横書きで詩を読む、という感覚について、読者の感想を聞いてみたいとも思う。  

前書きが長くなったが、今月も心を惹かれた作品をご紹介していこう。  

 

今月の『くれっしぇんど』は１０３号。同人の望月光が、かつて発行していた『詩民族』

という詩誌に高橋新吉が寄せた原稿を掲載しているので、そのまま転載させて頂く。  



 



いつ頃のものか、正確な年月日が記されていないのでわからないのだが、望月が同じ頃

に高橋から受け取ったという葉書「前略 来廿一日午後六時 新橋駅前蔵前工業会館五階

ホールで詩人達の主催で小生の結婚祝賀会があります 会費二百円 右御案内まで」（ちな

みに、当時の葉書は二円）が紹介されているので、高橋新吉が５１歳で結婚した頃（昭和

26 年／1951 年）だろう。戦後の土地改革で「日本では 十町部以上の農家は無くなった

ので 中農も富農も無いことになった。レーニンの分析によると 貧農はプロレタリア化

し 富農は ブルジョア商人 生産業化すると言ふのだが 日本では どのやうな具合な

ものか」「しかしながら マルクスや レーニン スターリンの唯物弁証法が 唯一の絶対

的なもので無いことは言ふまでもないので マルクス レーニズムの基本的な哲学に対す

る厳密な批判が あまり日本では行はれてゐないやうだが 此れなくして正しい発展は出

来ないと自分は考へる」「言葉の上での批判でなく 実践と生活にある、とマルキシストは

言ふのであろうが その実践と生活を正しく批判するものこそは詩である」  

朝鮮戦争が勃発し、日本が軍需工場化されると共に、飛躍的な「発展」を遂げた時代が、

ちょうどこの頃である。先日、下丸子文化集団と呼ばれた詩のサークル運動体の軌跡を訪

ねる地域散策のフィールドワークに参加した。戦車の修理工場となっていた三菱重工の工

場で、米軍のＭＰが小銃を構え監視する中、一日８時間どころか、16 時間もの重労働に従

事していたという。昼休みなど、わずかな合間を縫って工員たちが集り、ガリ版の詩誌を

交換し合い、論評し合う、そんな「サークル詩」の時代がそこに出現した。重労働に比例

して労働運動も激化し、経営陣は米軍のレッド・パージの威を借りて、労働運動に関わる

者たちを切り捨てていく。そんな時代に、舶来の机上の学問を鵜のみにするのではなく、

盲目的に実践するのでもなく、正しく批判するものこそが詩である、と断言する高橋新吉

の言葉は、今読んでも新鮮で力がある。経団連の圧力で「働き方改革」を実現しようとし

ている現政権は、戦後の高度経済成長期やバブル期を懐古的になぞろうとしているかにも

見える。その時代に「実践と生活を正しく批判するものこそは詩」と述べた高橋新吉の言

葉を、もう一度、読み直してみたくなった。  

 

「実践と生活を正しく批判する」という詩の一面を再び見直す、ということは、「詩」そ

のものの批判無くしては成り立たない。一般に、詩集寸評やカタログ的紹介の場合、温厚

かつ無難な表現で、長所の紹介に終始しがちであるが、その短さを活かして率直かつ切れ

味の鋭い批判も辞さない詩集評が始まった。『詩杜』３号の新連載、「僕を選んだ書物たち」



である。書き手は平居謙。（言うまでもないが、小論を掲載する「新次元」のプロデュー

サーでもある。）既にウェブ詩誌で掲載紹介している詩集評と連動させながら、コンパクト

かつ平明、率直に詩評を展開している。読書の為のナビゲーションとして、あるいは、読

者自身の記憶と照らし合わせ、自身の立ち位置や読後感を比較し、確認するために、大い

に活用されていってほしい新連載だと思った。  

 

年に一度の刊行とのことであるが、『詩杜』では、「詩人評」コーナー、畑章夫の「詩的

読解Ⅱ 辻征夫と夕日」が印象に残った。詩評の中心軸を明解に示す書き出しを引用する。 

 

フレーズを思い出すことは出来なくても、描かれた風景は定着し続ける。そんな詩があ

る。辻征夫の描く夕日はその中のひとつだ。  

 

その後、畑は自身の心に「定着し続ける」辻征夫の詩篇を印象紹介していく、のだが・・・

フレーズを丸ごと（正しく）暗唱できなくても（思い出すことが出来なくても）、描かれた

風景（写実的景／心象風景）は心に定着し続ける、ということ。これはまさに、口語自由

詩における「名詩」の要件を端的に言い表したものに他ならない。  

定型詩ではない口語自由詩は、暗唱がしにくい、音韻的に脳裡に残っていかない、とい

う側面（短所と呼ぶかどうかは、また別として）を負っている。言葉の流れの面白さや表

現の特異性といった、文字を追う上での面白さ、楽しさは、確かに読んだその時の心を満

たす効果はあるだろう。しかし、振り返ってみて・・・面白かった、好奇心を満たしてく

れた、という記憶以外に、何かが心に残っている、だろうか。今度、このアイディアを使

ってみよう・・・そんな「創作意欲」を刺激されることはあるかもしれないが、印象とし

て残るものは、むしろ虚ろな空白ではないだろうか。  

誰かの心を、精神を、意識を、確かにゆさぶったもの、その時の心情や情景・・・言葉

で明確に説明しにくい、その時の情感を、比喩の力や情景描写の力で生け捕るように保存

していく、そうして他者に受け渡していく。それもまた、詩の大切な要素のひとつであり、

その要素が充実している作品こそが、名詩、ではないのか。読んだ時には、あっさりと心

に収まるけれども、後で思い出すたびに、しっかりと味わいが残る、色が残る、その時の

思いが残る、そんな作品。畑章夫の目は、心にしっかりと跡を残していくフレーズの在り

処を確かめ、その場所を読者にそっと示してくれる。  



詩作品では、漆畑結音の「時光の秋」が印象に残った。  

 

残業をやり抜くと  

どう過ごすのか忘れてしまった日曜日の  

午後が置き去りにされている  

気晴らしさえ見つけられずにいると  

開いていたのは昨日のタッパー  

お彼岸の見切り品のぶどうを洗って  

大きめのタッパーにひと粒ずつほぐし入れ  

熟れゆく時ごと冷蔵庫へ  

仕舞い込んだのは土曜日の夕刻  

 

1 連目を引用した。改行のセンスが絶妙。「気晴らし」すら見失ってしまった、放心した

ような、心身ともに疲れ切った午後。「お彼岸の見切り品」が醸し出すペーソス、そのぶど

うを丁寧に扱う指先の繊細な動き。「熟れゆく時」に重なるのは、人生が熟していく、その

「時間」への思いでもあろう。私の人生は、こんな放心の内に、過ぎ去っていくのか・・・ 

 

ぶどうの旬は進んでいたが  

二粒まとめて口に放り込むと  

秋が一瞬にして拡がった  

一粒一粒に熟れた秋を  

ほろが破れるまで詰め込んで  

四房のぶどうは  

何を夢見ていたのだろう  

一摑みしたぶどうの粒を  

気がつけば幾摑みも秋を頬張り続け  

一粒残さず平らげてしまっていた  

 

その年一番の日向が濃縮され  

純度の高い秋そのものの  



一粒一粒の紫色の夢の行方までも  

反芻していると  

毎年十月に決まって行われる  

町内の運動会のように  

空色の平和に取り囲まれていた  

私の秋までが  

小学校のグランド一周分の  

人から人へ紡がれるリレーの中で  

平穏で無事だと叫んでは  

秋の時光に掬われて  

（中略）  

日本語の洗濯バサミに留められた  

私の五十年めの秋が  

今を煽っているというのに  

水平線につながる伊豆半島を  

何度かなぞっていると  

その稜線からは  

寝息すら聞こえてくる  

 

人は死の種を芯に持って生まれ、死に向かって熟れていく、と歌った詩人がいた。空色

から紫へのグラデーションの美しさ・・・熟れていく果物の、紫を濃くしていく命のした

たりと、子供の頃まで遡る空色、窓から見える駿河湾の青。熟れていく私の人生、秋の実

りを迎えつつある「今」に煽られている「私」の焦りをなだめるように、穏やかに伊豆半

島が「寝息」をたてている。  

 

冒頭に 100 号を越える詩誌を紹介したが、なんと 133 号を記す個人誌を頂戴した。金井

雄二発行の『独合点』。ゲストは「ぼくが今、もっとも期待している新人の方」だという、

宮岡絵美。宮岡の「旅の記憶」は次のように始まる。  

 

旅はこころを柔らかくする  



感じ方が繊細になる  

まぶたを閉じて  

またきっとこの地に来る  

 

いつもより細やかになった心が、旅先で出会った人や物、一瞬のきっかけを通じて、何

かをつかむ。そこに「詩が、たち現われる」「ここにいること、について考える」。そして、

瑞々しい若さと希望がにじむエンディング。  

 

踏み出す一歩から  

ひかりが拡がってゆくように瞬きたい  

将来を指し示すように  

いつか木漏れ日のなかで生まれる  

 

ずっと続いてゆく  

何気ない風景でいい  

わたしたちのしあわせは  

世界中のどこにでも存在する  

（5 連、6 連）  

 

一連目の最後、「またきっとこの地に来る」というフレーズが、地理的、空間的な再度、

であると同時に、現世、今、生きているこの場所、のことでもあることが、ゆったりと明

かされていく。物理的、空間的な旅の途上で、私たちもまた人生という旅の途上にあり、

その人生もまた、歴史という物語の途上に置かれていることを「思い出す」。そして、過去

のいつかどこかで、今と同じように「生かされた／生きている」生があるように、私たち

の生は未来のいつかどこかで、再び「生かされる／生きている」だろう・・・。平明な、

日常で用いられる言葉が、いつのまにか（配置によって）二重の、象徴的な意味を帯びて

いく。日常的な時空間で用いられていた言葉が、別の時空間を示すものに変容する。そこ

に「詩が、たち現われる」瞬間がある。  

金井雄二の「ドア」も、同様の二重性を帯びている。「団地の玄関ドア」を押す、とい

う日常の行為が、君の（家の）扉を押す、という日常の行為に接続しているのだが、いつ



のまにか心身の扉を押す、相手の胸の内を訪ねる、という内面的な意味へと変容していく。  

 

ぼくは君の扉を押す  

重たくはないが  

やわらかいしっとりと濡れたものでできていて  

触れるとやさしい風が  

吹き込んでくる  

（2 連）  

 

君の（家の）扉が、肉体の、あるいは心の扉に瞬時に変容する。唇をイメージした人は、

口づけの後、二人の間をふっと風が吹き通う瞬間を思うだろう。赤く濡れた内面をイメー

ジした人は、心の襞、心の壁を静かに押し開けようとする、なまめかしい心の動き、意志

の働きを思うだろう。  

「ぼく」は、安易に「君の扉を押す」ようなことはしない。開ける、という行為に付き

まとう、かすかな暴力性。閉じていたものを押し開く、そのことに付随する微かな痛みを、

「開けるとキィーッという音」として聞き取り、その音を「切ない言葉」と受け止める。

それは開ける、ということへの自制であり、強引に傾くことへの羞恥であり自戒でもある。

その倫理的な抑制を柔らかく包み込むのは、体を優しく包み込むような、春風の優しさに

も似た、「君」のやわらかさだ。その柔らかさに触れ、「君」の心を押し開こうとしていた・・・

はずの「ぼく」は、実は既に「君」の胸の内にいたのだ、ということを知らされる。結局

そこから（君の内から）  

 

いつもぼくはこうやって  

扉を押して  

内側から外側へ出て行くのだ  

団地のドアは  

いつもキィーッと切ない声をだしていて  

油をさせばそんな音はわけなく消せるのだが  

消さない  

（最終連）  



こうしたかすかな躊躇い、強引さに対する自制、他者を慮る余裕を持つ、ということへ

の意志が、「切ない声」を常に意識する、という態度として現れるように、あえて音を「消

さない」でおくのだ。  

「詩集書評」コーナーの、何気ない一言にも惹かれた。「今を自分はどのように生きるか

が一番大事なのだ。そのなかで、ぼくは詩を書いていく。生きることとしてそのなかで、

本当の物を見つけていく。変な言い方かもしれないが、ぼくは詩で、詩の中で、詩と共に

生きていきたいのだ。」  

 

いかに生きるか、どう生きるか、なぜ生きるのか・・・『ＥＲＡ』10 号、川中子義勝に

よる評論「内村鑑三と明治国家」は、内村鑑三こそ〈明治の精神〉を体現する思想家であ

る、として、明治時代を理想化し美化する際のアイコンに仕立てようとする新保裕司の『明

治の光 内村鑑三』を「思想家の真意を意図的に外した視点」だと批判するところから始

まる。内村は終戦前に既に日本の近代化の失敗を見抜いていた、しかもそれは明治終焉の

時点ではなく、明治維新の時点にまで淵源を遡っての指摘であった、という。  

明治維新の折の志士の精神が廃れたことによって、日本の近代化が失速したのだ、今こ

そ明治維新に倣い、当時の雄々しい精神性を取り戻せ、というような明治讃美の傾向が強

まってきている現在、内村鑑三の言葉を再考することの意義は大きい。内村を師とする矢

内原忠雄は、明治政府が「民主主義精神の養育者たる基督教をとりいれずして、ただこの

精神の結実たる制度と学術とだけを輸入した」ことを、日本の近代化の誤りとしているが、

それは基督教の「精神」を取り入れなかった、ということを批判しているのであって、日

本をキリスト教化すべきだという議論ではない。川中子は内村鑑三の「桶職」という詩の

一節を紹介し、「確立された個の自覚と勤勉から育まれる、自由な良心と慎ましい豊かさこ

そが国を根底から支える。それが内村（また矢内原）の志向した建国の精神であった。」と

解説している。  

「我は政治の故を以て人と争はない、／我は宗教を人に強ひんと為
し

ない、我は唯善き桶

を作りて、／独り立
たち

て甚だ安泰
やすらか

である。」というような内村の「詩」は、現代のいわゆる口

語自由詩の範疇よりも、漢詩にしばしばみられる「述志」の詩に近いように思われるが、

いずれにせよ、矢内原忠雄が未完に終わった『内村鑑三伝』（1947 年）の冒頭に「日本人

が個人の自由と責任の何たるかを体得せず、人格の観念と高潔なる品性が養はれず、無責

任なる利己心と、低級卑劣なる唯物的道徳生活と、他人を陥れるためにする形式的なる愛



国論のみ横行跋扈して、正義を正義として主張し、真理の為めに戦う道徳的勇気をもたな

いことである。…すべてこれらの国民的欠陥が、日本を今日の敗戦に導いた根本的原因で

あり、また、敗戦によって暴露せられた事実である」と記している事柄は、現在の日本の

問題点としても、そのまま当てはまるだろう。富国強兵、殖産興業という欲望の論理によ

って突き進んだ近代化は、「個人の自由と責任」をむしろ曖昧に分散させ、国民（臣民）と

いう群衆の中に埋没させておく方が操縦しやすく、都合がよかったに相違ない。「確立され

た個の自覚」が避けられて来た、日本の近代化の弊害。個の自覚は、個の言葉の確立から

始まる。冒頭に高橋新吉の「実践と生活を正しく批判するものこそは詩」という言葉を紹

介したが、内村鑑三の「独り立
たち

て甚だ安泰
やすらか

」という精神があって初めて、正しい批判が可

能となる。いささか話が硬くなったかもしれないが、骨格の明確な評論や随想、資料や研

究史なども丁寧に踏まえた詩人論や評伝などに、現在進行形で出会うことができるのも、

詩誌を読む楽しみのひとつである。  

 

『ＥＲＡ』掲載の詩作品の中では日原正彦の「水」が印象に残った。「私はかえらねば

ならなかったのです やがては萎れゆく春の花びらのようなうすっぺらなためいきを残し

て 迫りくる灼熱の巨大な球体へと吸われてゆかねばならなかったのです」私、は、どこ

にいるのだろう。巨大な球体は太陽を連想させる。夜明けが迫って来る、夜と昼のあわ

い・・・生と死の境目だろうか。そこで「立ったままうつろな目でわたしをみつめて」い

る「そのひと」は、死者だろうか。「わたし」が「かげのようなもろい明日になってそのひ

とに背を向けようと」したその時、「そのひとは 全身で 水 に」なり、「仄かに光りは

じめ」「光りながら全身からしずかに蒸発しはじめ」る。やがて「小さな雲になりました わ

たしは自分の顔がさみしいすみれ色に変わるのを感じながら それでも歩きはじめようと

しました と そのとき わたしの頬をかすかに濡らすものがあったのです」水が蒸発し

て、雲となり、雨となって地上に戻る循環と、夜明けが訪れ、すみれ色に、やがて薔薇色

に大気が染まっていくであろう、明け方の空気感。先に置かれた「もろい明日」が響いて、

そのひとに背を向ける、歩き始める、というフレーズには、死者に背を向け、未来へと歩

み出す、というイメージが重なっていく。頬を濡らす雨のイメージには、「わたし」の流す

涙と共に、雲となった「そのひと」から降り注ぐ涙のイメージもあるだろう。大自然の巡

りの中に溶け込んだ、「そのひと」の気配。共に生きている、という感触、時折でも触れて

来ることがある、という思いが、「わたし」を「明日」へと歩み出させる。  



詩誌の中には、同人のエッセイやコラムなど散文を同時に載せているものも多い。詩人

の書く散文は、時に散文詩のような輝きを帯びる。『左庭
さ て い

』39 号のエッセイコーナー、「さ

ていのうと」の岬多可子のエッセイ「はりめぐらされた糸を」は、「娘が中学高校のとき

ＰＴＡ有志の読書会に加わり、隔月に一冊の課題本を囲む機会を持つようになった。本の

内容からどんどんと話題が広がり、ずいぶんと遠く彷徨い出てしまうことがしばしばあっ

ても、それもよしとする気楽な会。娘たちの学校生活のことで上や下の学年のお母さんた

ちと情報交換ができるのもありがたかったし、ときには文学散歩と称して街を歩くことも

あった」というように、淡々と叙述することから始まる。ＰＴＡの有志会は、子どもの卒

業と共に解散するケースが多いが、この読書会は巡り合わせも良かったのだろう、その後

も続き、「直近の課題本は、堀江敏幸さんを愛読しているＳさんの推薦で『バン・マリーへ

の手紙』。彼女は昨秋にお母さまを看取られたのだが、病院へ通う毎日往復二時間の車中を

堀江さんのエッセイ集を読むことで過ごしたというのだった。急いで読み進むこととは対

極にある滋味（湯煎にしないと出てこない味）あふれる文章を、お母さまに残された時間

を惜しむように、彼女は読んだだろう。」Ｓさんへの想いから、岬は一つの思索、そして発

見へと向かい、それを静かに記していく。  

「集うそれぞれのひとが、自分の経験や記憶の引き出しを少しだけ開けて、なにかの断

片をそっと掌に載せて差し出す・・・ほのかに灯のともるような、しみじみとよい時間を

共にした。」  

「世界の枠組みというものはぼんやりと曖昧で、その内側に散らばる事象は、それぞれ

が孤独な欠片のようだ。たとえば、ひととひととを繋ぐものを信じて私たちは集いながら、

同時に、はりめぐらされた糸の存在を感じることの難しさも思う。それでも、めぐる光の

一瞬がそれらの糸の結節点をきらりと輝かせることがあり、私はそれを解きほぐす、とき

にはそのまま固く結んでおく。」  

読みながら、蜘蛛の巣に朝露がついて、陽に輝く景を思い描いていた。光の加減、対面

する角度によって、いままで見えなかった網目が現れ、つなぎ合っている糸が見える瞬間、

があり・・・しかしその一瞬は、日が昇ると共に消え、蜘蛛の糸もまた背景に没して、見

えなくなってしまう。互いに隣り合いながら、隔てられているように見える木々の枝や葉

が、見えない糸で繋がれている、ということ。その繋ぎ目が、垣間見える瞬間がある、と

いうこと。言葉の背後にも、発する人との見えない糸が隠されている。その瞬間の輝きが、

詩情、あるいはひらめき、と呼ばれるものと出会った瞬間なのかもしれない。  



今号で、一年間継続連載させて頂いた「時評」を終えることにしたい。また新たな評者

が、独自の視点で新しい作品の「読み方」「味わい方」「探り方」をご紹介してくださるこ

とと思う。  

ウェブ上ということ、横書きということもあり、試行錯誤の一年間だった。多くの発見

や気づきにも恵まれた。お読みくださった方々、お付き合いくださった方々、どうもあり

がとうございました。  

未熟な私の歩みを辛抱強く見守り、時に応じて迅速かつ的確なアドバイスを下さった、

「新次元」主宰者の平居謙氏に、この場を借りて厚く御礼申し上げます。  


