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――2018 年 1 月に出会った詩  

 

                         青木由弥子  

 

 

 今まで、前月半ばから当月前半までに届いた詩誌からご紹介していたが、一月は比較的

多くの詩誌を頂いたので、今回は一月に頂戴した中からご紹介したいと思う。  

                   

 まずは、草間弥生の表紙が印象的な、  

支倉隆子の詩誌。草間といえば、ビビ  

ッドな色彩と有機的な水玉模様が生き  

物のように迫って来る迫力がまず思い  

浮かぶのだか、この表紙では、驚くほ  

どしっくりと馴染んでいる。あえてモ  

ノクロを採用したのか、あるいは印刷  

の際に単色を選んだのか。いつもは「北から来たん？」という詩誌名と、ベルグソんす、

というユニークな副題がついているのだが、今回は「東京 in 昭和ん」と題されている。も

っとも、60 号と号数は通巻なので、少しだけリニューアルしたのかもしれない。（実際、

今まで「あとがき」のように記されていた日記風の記事が、今号では省略されている。）  

 

「水仙」に「スイシェン」とルビをふったゲストの川口晴美の作品は、映画『夜』（周豪

監督 2014 年）と、それを原作にした舞台『夜』（東京芸術劇場シアターウエスト 2014 年

4 月）に触発されて書いた、と但し書きがある。濃厚だが爽やかさを秘めた、夜の都会。

藍色とオレンジ色のコントラスト。物憂い、美しい青年の放つエロス。上下二段に渡る長

編の作品なので、冒頭部と中盤の二か所から引用紹介したい。  

 

僕は夜の生きものだから  

大通りと公園と住宅街を縁取って  

 



どこまでも連なるオレンジ色の外灯が  

ゆるく熟した光を零しながら  

汚水を滲ませるように  

路地の奥へ届こうとして  

届くことのできない闇と触れ合って  

いるぎりぎりの際に  

いるよ  

生まれて  

息をしているんだ  

狭い路地の不規則な階段は  

あちこち欠けていて  

眠るひとの骨のようだから  

うっすらとあたたかく湿って  

いるところを  

踵や爪先でなぞると繋がって  

ふしぎなかたちのやわらかな生きものに  

なる夢をみる  

（中略）  

曲がり角はもう少し先  

まだ行き止まってはいないけど  

ざらつく石壁に背中を押しつけたまま  

どこへ行けばいいか  

わからないでいる  

（中略）  

滑らかな夜の僕の肌は  

身動きするたびに  

頬が  

首筋が  

てのひらが  

ちがう場所が  



オレンジ色に染まって明るんで  

刻まれて斑に深まっていく闇の奥に  

蠢く  

香り立つ  

僕がいるんだ  

誰にも触れられない  

わかる？におうでしょう  

コールタールのような夏の底でも  

（水仙  

（それが僕の名前  

（自分でつけた名前  

（教えないよ  

きみのなかにもなにかが咲くなら  

隣りあって眠るあいだに  

混じりあって  

煙よりも遠く流れていくのかもしれない  

それだけが夜の生きものたちの  

手を繋ぐやり方  

僕を  

見つけて  

 

もう少しで行き止まりになりそうな、それでいてまだ、抜け道も隠されているような都会

の片隅。夜の闇の中で際立つ触感、そして、匂い立つ水仙の芳香。流れるような叙述と、

ドキリと入り込んでくる比喩、そして、時に前のめりになったり、後ろから突然引き留め

られるような、小さな驚きを織り込んだ改行の呼吸。緩急のリズムの美しさが、そのまま

川口の感じ取った作品のムードを体現しているように思う。  

 

語り口の滑らかさと改行の面白さが際立つ作品として、ゲスト作品からもう一作、大谷祐

の「ドーナツ」から、冒頭と終盤を。  

 



ドーナツショップで  

ならべられた  

沢山のドーナツのなかで  

惑星みたいだと  

つぶやいたきみ  

ぼくは  

穴の空いていないのは  

ほんとうはドーナツではないよ  

と教えてあげたのだけれど  

きみはすっかり  

宇宙のなかを浮遊していた  

（中略）  

きみの瞳は  

惑星みたいな色をしていて  

ぼくがそれを覗き込んでいると  

きみはつぶやくように言った  

穴の空いていないドーナツには  

なにかが隠れているんでしょ  

コビトてきななにかと思いながら  

宇宙のなかにぽっかりと取り残された  

惑星みたいなドーナツを  

ぼくはかじった  

安定した空気のドーナツショップと対極に  

窓のむこうは  

太陽が輝いていた  

ならべられた沢山のドーナツのなかで  

カフェオレの氷がとける音がした  

 

ぼく、ときみ。恋人どうしのようにも思われるが、若い父親と、おませな少女との昼下が

りを連想する。こどもの目にだけ、見えている世界。その夢想世界へ、食を通じて共に旅



立つひととき。夢の時間を外から見守る太陽の日差し、カランと現在に引き戻す氷の音。

きみ、の内部に広がる小宇宙が、ドーナツショップ全体に溢れ出しているような午後。  

 

 子供というよりは、ティーンエージャーの思いに寄り添う短詩も紹介したい。『鶺鴒』9

号の巻頭に置かれた、荻野優子の「マウンド」。  

 

自らピンチを招き  

告げられたピッチャー交代  

無言でマウンドを降りる  

目だけでため息をついて  

 

全てを知る仲間の元へ歩いていく  

視線を逸らすもの  

宙を見ているもの  

互いに黙ったまま  

交わさなくても分かることがある  

 

ベンチから  

自分のいない野球を見つめる  

曝して生きるのだ  

もう一度マウンドに立つからには  

 

悔しさ、だろうか。恥ずかしさ、だろうか。誰よりも自身の不甲斐なさを責め、その痛み

を共感し共有する仲間たちの間に帰る。もしかしたら、お前のせいだ、と一方的になじら

れる方が、むしろ清々しいかもしれない、そんな場面。語り手の目は、若者たちの痛みの

共感、共有の瞬間を、仕草のなかから丁寧に見出し、それを言葉で拾い上げる。写実を活

かし、外からスケッチしていく語り手の視線は、いつのまにか登場人物の視線に成り代わ

っている。「人生のマウンドに立つ」という、より広い意味を重ねていく語り手の思いと、

主人公の思いが重なった瞬間である。  

 



観察、写実ということで印象に残った作品を、もう一作。草野信子と柴田三吉の二人誌

『JUNCTION』105 号より、柴田の作品、「くるぶし」を紹介したい。  

 

記憶は一本の樹木にたとえられるが  

記憶が樹となったのではない  

 

それは生涯という幹に  

時の小刀が記してきたものだ  

 

（記憶はすべて傷である）  

 

若くやわらかい幹にはたやすく刻まれ  

やがて強く刻もうと思っても  

しだいに刃が立たなくなる  

 

ほら あなたの幼い日の  

かなしみとよろこびが  

まだ消えずに残っていますよ  

 

かつて繁らせた枝葉を落とし  

痩せ細ったいまも  

 

シーツに手を差し入れ  

声でも文字でもない傷跡に触れてみる  

 

するとそれは  

時をほどいて微熱をきざし  

あまやかな樹液をにじませるのだ  

 

ああ 記憶は歳月を経て  



幹の一部になるのだろうか  

 

幹となっている  

 

観念的かつ抽象的に始まる、冒頭 2 連、箴言風の 1 行。それから、自然の樹木の観察と写

生が、そのまま比喩として綴られる中間部。後半は、固く置いた木の幹を思わせる、痩せ

細った人の肉体へと視線が移る。おそらくは母の介護の場面だと思われるが、その母の薄

れていく記憶の中に、過去の悲しみや喜びを見いだし、それをにじむ樹液として感受する

語り手は、傷跡に触れる行為であるとも記さずにはいられない。  

2 人で共にした記憶もあれば、母が語り伝えることで手渡され、いつのまにか本人の記

憶と判別つかなくなっているような質の記憶もあるだろう。そのようにして共有されてい

た「記憶」を、一方が忘れていくとき、共にその記憶を持つ者は、自らの内面に小刀で刻

み直されるような痛みを覚えるに相違ない。一方が忘れていくことを、自らの内に刻んで、

保ち、残していく、ということ。それを、文字として記していくということ。木の枝のよ

うになったくるぶしが、白いシーツに浮かび上がる。この人は、この足で、自らの人生を

歩いてきたのだ。  

 

母と子、ではなく、父と子の思い出の中に、母、あるいは祖母のイメージが呼び込まれ

る作品にも出会った。『地平線』60 号、福榮太郎の「坂道の風景」には、自身の子をおぶ

う場面から、孫をあやす祖母の、あるいは幼いころの自分をあやす母の歌声が立ち上がっ

て来る。  

 

君が眠らないと僕はいつもコートを着た  

眠くてしかたがないだろうに  

ねむれないと喚いている君に  

僕は白い溜息をふきかけながら  

ひもで君と僕をしばりつけ  

マンションの階段を  

冬の気圏の底へとおりて行く  

 



（冬は透明に冷たく堆積し  

  キミとボクの二つの命は  

   からまりあってもう一つの塊だ）  

 

マンションをおりると目の前は旧東海道で  

決まって僕は京都方面へ坂をのぼりだす  

この道をたどって行けば  

僕の生まれた町の近くまで行けるだろう と  

 

 南極白熊堂はぁ  

 りょうた君のお布団でぇ  

 南極白熊堂でぇ  

 りょうたはネンネだよぉ  

 

その町にはまだその頃なら  

あの人も生きていて  

思わずひきとってしまった病を  

持て余しながらも随分上手にあやしていた  

 

坂道をのぼりきると  

たいてい君はとろけたように眠りにおち  

僕はどちらの坂をくだろうか  

いつもほんの少しだけ思案をするものだが  

やはり決まってもと来た道を引き返す  

 

 南極白熊堂はぁ  

 りょうた君のお布団でぇ  

 南極白熊堂でぇ  

 りょうたはネンネだよぉ  

 



君は今その坂を駆けている  

背中と同じくらいのリュックを揺らし  

ライオンになり 僕をハイエナにして  

戦うか 戦うかと喚きながら  

小春日和をたどたどしくも疾走する  

 

その君に秋は舞い上がり  

命は今こうようする  

 

恋人どうしかと思わせる書き出しだが、数行で、夜泣きする子を背負ってあやす若い父

の姿が夜の底に現れる。キミとボクとの密なぬくもりと、心細い孤独な暗がり。夜中の夢

想の中で、「僕」は生まれた町を思い出す。母が、あるいは祖母が・・・あるいは母代わり

の人が健在だったころの、故郷の町。階段を降りていくことは、無意識への下降を象徴し

ているだろう。坂をのぼればふるさとへの思いに近づいていく。それは、過去への一時的

な退行でもある。「ほんの少しだけ思案をする」という一瞬の迷いと、「決まってもと来た

道を引き返す」現実への回帰。  

数年後の今、現実の「坂」を駆けていく幼児の「君」と戯れながら、いつか「君」が「僕」

との時間を思い返す日が来ることに、「僕」は想いを馳せているかもしれない。「君」が軽

やかに蹴散らし、舞い上がる秋の落葉、紅葉と共に高揚する「君」、そして君を見守る「僕」

の命。坂道に、人生の時の傾斜が重なっていく。  

 

ここで舞い上がる秋の落葉という具体的なイメージには、記憶を言の葉で記憶していく、

という、積み重ねられていく過去（の記憶）への思いが重ねられている。そして、過去の

記憶（言葉に置換されて、脳裡に格納された記憶）の中から思い出が選び出され、再構成

され、過去の体験や学んだ経験が総合されていき・・・その混沌の中から、ポエジーが沸

き起こる。このように詩が生み出される過程を、樹木の比喩に重ねて詩論的に記した作品

に出会った。田口三舩の個人誌『SUKANPO』25 号、「詩行」という作品。  

 

燃え尽きた空に  

沈んだ大地  



透明の季節に  

たゆたう樹海  

 

そのずっと奥で  

身を砕き  

木霊ふるわせて  

こぼれ落ちたこころと  

酔い痴れた風との  

交合  

 

あげく  

時に寄り添って  

芽吹いた  

いたいけな  

詩行  

そして今は  

樹海の闇に  

飛び散った  

おのれのかたちを  

取り戻そうと  

 

かすかな  

足音をきざみ  

蒼白い視界を  

くぐり抜けて  

忍び寄ってくる  

薄墨色の  

ことの葉 と  

その鼓動  

 



燃えるような夕陽に象徴される、人生の終盤、その壮大な風景の中で、たゆたうように

視界に現れる言の葉の森、その樹冠。言葉の群の奥には、感動を覚えた「こころ」が、想

いの器である体からこぼれ落ちた瞬間が潜められている。そこで、「こころ」と「酔い痴れ

た風」とがまぐわい、詩の種火を身ごもったのだ。形を取りそうになったポエジーだが、

いつのまにか言の葉に埋もれて、「樹海の闇」に飛び散ってしまっている。あまりに多くの

言の葉に分散してしまったがゆえに、「おのれのかたち」すら今では見失いかけているが、

かすかに鼓動を響かせ、足音を刻みながら、たしかに訪れてこようとしているものの気配

がある。それが、来たるべき詩行、なのだ・・・。適度な抽象性を持った詩論的な詩であ

ると同時に、ある種の予感を暗示するこの作品は、作者 87 歳の実感であるよし。詩作へ

の熱意に敬意を表したい。  

                     

最後に、やはりなにか言葉にし得ないもの  

が生まれようとする、その気配の訪れを歌  

った作品を紹介したい。  

表紙を揃えていくと、まるで美術館を訪れ  

ているような気分に誘われる和田まさ子の  

美しい個人誌『地上十センチ』17 号、ゲス  

トの貞久秀紀の「出現」は、まさにそんな  

詩情の表出する瞬間を捉えようとしている。  

 

さえぎられた日のもとに  

ちぎれ雲のへりが白くもえさかり  

浮くこの雲が  

おだやかな黒い陰としてすがたをかえずにいた  

ちぎれ雲からおりてくる陰が  

いつかこの地をたずね  

おとずれてくれていることをわたしは幼い頃ひとに教わり  

ひとりのわかい母の声で聞いていた  

それはどこをたずね  

おとずれているのだろう  

 



このひとの横たわる小屋へかよう石ころ道をふくめ  

陰があたりのどこに見あたらず  

光がそこかしこの  

きょうの日に充ちているばかりでも  

いつしかちぎれ雲からそとへ出て  

地におりてくる陰が  

そこにひとのやすらうことのできるお陰として  

この雲にすでに黒く現われているすがたがあおぎみられる  

 

「陰」は、光を遮った暗さであると同時に、人生に訪れる不幸や悲しみ、そうした暗い

面を象徴するものとして、多重の意味を担っている。生命力に充ち溢れ、まだ悲しみも死

の陰も知らずにいた「幼い頃」・・・明るい日の光に照らされていて、どこにも陰など見あ

たらないように思われる頃にも、いつか「おりてくる」であろうことを、「わたし」は「わ

かい母の声」を通じて、すでに「教わり」、感じ取っている。しかしそれは確信ではない。

だからこそ、陰は今、「どこをたずね／おとずれているのだろう」と問い直されるのだ。  

「陰があたりのどこに見あたらず」と不思議な言い回しで綴られる一節がアクセントと

なっていることに注目したい。通常なら、どこにも見当たらず、と綴るだろう。どこに、

で留める不自然さに、「どこに見あたらず、どこに現われているか」という隠れた一節が見

えるような気がする。続いて置かれる「光がそこかしこの／きょうの日に充ちているばか

り」という一節も不思議な印象を残す。ひらがなで綴られることによって、かえって注目

をうながす「きょう」は、今日、明日、という特定の時間ではなく、「そこかしこ」に偏在

する時間なのだ。過去のある一点という、カレンダー上に記される「今日」ではなく、今、

を体感した数々の瞬間、その都度「きょう」だと感じ取った過去、充足の瞬間として記憶

が明るく照らし出されている日について触れている、と言い換えてもよいかもしれない。  

「陰」は死を暗示すると同時に、「ひとのやすらうことのできる」安寧をもたらすもので

あり、それは超越的な力の「お陰」でもある。そのことを「わたし」は、「白くもえさかる」

雲に現れる「陰」を見ながら、「黒く現われているすがた」の内に感じ取っている。最終行

が、自らの意志で「あおぎみる」のではなく、思わず知らず、そうさせられてしまう、と

いうニュアンスを持つ「あおぎみられる」で終わっているところにも、超越的な力の働き

がにじんでいる。明るい空とちぎれ雲の景に重なる、「出現」の予兆。じっくり味わいたい。  


