
ことばを そっと おしひらく 
               ――7月から8月の間に出会った詩 

 

 

青木由弥子 

 

 

 

 同人誌は、たいていひとり一篇から二篇の詩が載っている。詩の盛り合わせ、のようで

楽しいけれど・・・たまには、「この作者」の詩をまとめて味わってみたい、「この作者」

の他の色合いも見てみたい、シリーズで読んでみたい・・・そんな誘惑に駆られる。そん

なとき、一人の作者の作品を集中的に紹介する「小詩集」や「特集」は、わがままな読者

の腹を満たし喉を潤してくれる、絶好の機会だ。もっとも、満ちれば眠くなる身の養いと

は異なり、詩歌は満ちれば満ちる程、目がギンギンに冴えて来る。心がすうっと研ぎ澄ま

される。時には病みつきになって、もっと飢えてくる、貪欲になる、そんな中毒性を備え

てもいるので、どうぞモロモロ、ご用心あれ・・・。 

  

 
 



 

こきみよい「筆っぷし」が持ち味の細田傳造を、新たな同人として迎えた『ユル

トラ・バルズ』２８号（写真左）。巻頭に細田傳造小詩集『江戸戯作』を載せて

いる。明快かつ重層的な独自の世界を創りだす佐々木貴子の小詩集を組んでいる

のは、ほのぼのとした表紙に和ませられる、『季刊 ココア共和国』２１号。ま

ずは細田の「江戸っ子ぶり」を堪能しよう。  

 

ねこかひ小唄（小詩集「江戸戯作」より）                  

 細田傳造 

 

赤 

あかがね盗んでめくされ博打 

みぐるみぬいで 

一丁 晒しで 

猫の待つ小部屋にかへる 

赤い猫 

ナントショと思いきや 

猫は堂々お化粧くずし 

白昼堂々白い猫 

押入れに悪びれて筒やの表六 

をんなは三和土で 

りょうてをついて 

わたくしがわるう御座いました 

わたくしが木で御座いました 

風に障り 

雨を啜りました 

白いをんなをナントショ 

黒 

黒に図らって亀甲縛り 

猫を騙っておまへニャーと泣く 

慈悲だ打って遣る 

青竹つかんで 

よしゃーがれ木を嬲ってなんとする 

花が打てるか水が打てるか 

青の六角弾正 

だんびらギラリと抜いて 

サテサテナントショ 

物見の痩せさぶらひイヌ見得切れば 

猫はするする木に登り 

青葉に紛れ西日差す眩みの中 

篠の目篠の目と泣きました 

サァサァナントショ 



泣く猫を打てるか 

さあささあー 

てやんでぇあさって来らあー   

 

赤、黒、白・・・まるで花札のような色合い。赤のパートは、しょっぱなから〈めくさ

れ博打〉（はしたがねをつぎ込む賭博）で身ぐるみ剥がされ、晒しのふんどし一丁（高倉

健か！）、なんともやくざなシチュエーション。赤い猫とくれば、赤い襦袢(じゅばん)のし

どけない「をんな」を思うが・・・この〈猫〉は、どうも白昼堂々、男を連れ込んでいた、

らしい。三和土（たたき、土間）に〈りょうてをついて／わたくしが悪う御座いました〉

今度は鬼平犯科帳の世界。〈木で御座いました／風に障り／雨を啜りました〉リズムが良

くてトントン読まされてしまうが、このあたり、正直なところ意味はよくわからない。わ

からないながら、障る、啜る、の妖怪めいた不気味さと、風、雨といった自然の営みとの

奇妙な混交が心地よい。 

 黒のパートに移ると〈亀甲縛り〉・・・白い女体を縛り上げる、何やら怪しげな縄師の

風情。〈慈悲〉で折檻してどうする、とツッコミを入れたくなるところだが、この歌い手

は気が弱いのか女に弱いのか、〈よしゃーがれ木を嬲ってなんとする／花が打てるか水が

打てるか〉と、なかなか実行に至れない。六角弾正、これは歴史上の人物というよりは、

語呂とイメージで呼び出された言葉だろう。ロッカクダンジョウがダンビラを抜く・・・

刀を抜いて見得を切る、そんな「雄姿」を尻目に、「をんな」は猫に舞い戻り、するする

と庭木に駆け上がる。 

・・・ここまでの顛末は、男が猫を膝に抱いて、なでまわしながらの妄想三昧、江戸の

色気に遊ぶひととき、といったところか。時代物に任侠物、怪しげな色物あたりもちらり

とかすめて・・・言葉の勢いとリズム、「江戸」の映像を楽しむ一作。 

 

細田が妖艶な猫を飼うなら、佐々木が飼うのは「鬼」である。作品を紹介する前に、『コ

コア共和国』の編集者、秋亜綺羅による佐々木貴子評を引こう。 

「佐々木貴子には、小詩集をお願いしました。わたしは昨年1年間、月間「詩と思想」の

投稿欄選者をしていて、そこで佐々木を知ることになりました。 

佐々木貴子は詩のひとつひとつに、独自の世界を作り込んでいきます。これらは現実で

はないようで、実は、日常よりもほんとうの現実、劇的なる現実なのかもしれません。 

スケールが大きく、レトリックというより、ロジックが重層にあり、巧みですよね。そ

れなのに計算づくというわけでもなく、佐々木の揺れるこころが、世界を揺るがしていま

す。 

こんな才能を、今までどうして知る機会がなかったのだろう。とにかく読んでほしい。

どんなもんだ！といった感じです。」 

 

飼育（小詩集「学校の人」より） 

佐々木貴子 

僕は鬼を飼っていた。心の中に、などではない。家の物置小屋に飼っていた。

最初、僕は普通に犬か猫が飼いたかった。でも夏休みにお父さんの田舎へ行っ

た時、偶然、立ち寄ったペットショップに鬼が売られていた。僕は初めて鬼を

見た。お父さんは、この小さいのが鬼か、と笑った。お店の人が近づいてきて、



買い手がいないので処分を考えている、と僕たちに話した。妹が、鬼、死んじ

ゃうの、と悲しそうな声で言った。鬼は瘦せていて弱そうだった。寒くないの

にふるえていた。僕は絶対、犬の方がいいよ、と思いながらガラス

越しに鬼を見つめた。鬼の目はとても澄んでいた。怯えてなんかいない。僕

の心の奥まで見透かしている目だった。お父さんは鬼を買った。鬼がいると僕

たちの生活は楽しくなるのかな。でも僕の生活は変わらないだろう。学校に行

けば必ずアイツにいじめられた。教室の隅で、トイレで、体育館の裏で。容赦

なく僕だけを狙うアイツ。僕は生きたサンドバッグだった。帰宅すると迷わず

物置小屋に行った。鬼の成長が僕の唯一の楽しみだ。鬼はとても賢い。言葉も

よく解る。僕は鬼に勉強を教えた。おやつも半分ずつ食べた。夜になると鬼は

奇声をあげる。暗闇を怖がるので僕は部屋に連れてきて添い寝してやった。鬼

は安心して僕のベッドで眠る。鬼の寝息を聞きながら僕も眠る。夜中、目を覚

ますと、鬼の顔が死んだお母さんになっていた。僕は嬉しくて泣いた。僕に鬼

がいてくれて良かったと思った。その日も学校からボロ雑巾のようになって帰

った。鬼は僕を待っていた。アイツの顔をして、こっちをじっと見ていた。僕

が驚いて逃げ出そうとすると、腕を強くつかんで離さない。僕は隅にあったバ

ットを握り、振りかざして抵抗した。何が起こったのか分からない。気がつい

た時、足元には頭から血を流し、うつ伏せになって倒れている鬼がいた。恐る

恐る肩を抱き起こし、顔を見る。僕は見てしまった。アイツでも鬼でもない、

僕の死に顔。 

 

買い手がなければ、〈処分〉されてしまう、鬼。飼い主の望む顔に成ることのできる、

鬼。鬼は、無二の親友のように寄り添ってくれる。〈僕〉の内なる願望――アイツ、をぶ

ち殺してやること――を、目の前で体現させてくれる。でもそれは、自分自身を殺してし

まうことでもあった・・・と野暮な解説を加える愚かさを自戒する。これだけ明快に描き

出された世界に、余計な言葉は不必要だ。 

続いて置かれた「影」は、影が無いゆえに影踏みに参加できない女の子が、先生から〈去

年、死んだ子の影を持ってきて貸して〉もらうところから始まる。やがて、影が主となっ

て女の子を影として引きずるようになり、女の子は家族からも忘れられ、体中から血が流

れているのにそのことに誰も気づかない、そんな世界が描かれる。「漂白」は、文字通り

身体を漂白する、という異常なシチュエーションが、当然のように行われる世界を描き出

し、学校という同調圧力の働く場で行われる魂の漂白、精神の漂白という暴力性について、

静かに告発している。存在感が希薄な〈わたし〉が、文字通り透明な存在として描かれ、

それゆえに海にも桜の木にもなってしまう「学校の人」、皆と同じ舞台で、同じステップ

で踊ることを強制されたとき、〈身体の真ん中に丁寧に仕舞っていた大切な何かが、音を

たてて壊れて〉しまったことに気付く「名前」・・・。 

ヒリヒリと痛む心と、凛とした言葉の響き。踏みつけられても踏みつけられても、また

立ち上がってくるような魂の強さも感じる。学校という場と空間に馴染むことも出来ぬま

ま個性を圧殺されていく少年少女たちの真情が、圧倒的なリアリティーで迫って来る。端

正な言葉が紡ぎ出す迫力を、ぜひ、作品を直に読んで感じ取ってほしい。小詩集「学校」

は、「氷点下」「人柱」「企て」「先生」「交換」「天狗の日」、と続く。『季刊 ココ

ア共和国』（21号では、中山俊一、橋本シオン、藤川みちる、秋亜綺羅が執筆）は、版元



の「あきは書館」から申し込めますが、アマゾンでも買えます。一冊、500円。 

 

ロジックによって非現実の世界をリアルに立ち上げていく佐々木に対して、横山黒鍵は

感性の呼び出す言葉を連ね、音の響きや言葉の質感と絡ませながら引き寄せていく。 

先月のポエケットで「初売り」されたブックレット詩集『そして彼女はいった――風が

邪魔した。』は、いわゆるタイトルポエムがない。「and」「she」「said」「 。」とい

う四章で構成される、詩集全体を貫くタイトルである。「and」の章の「かしゃり」は、

冒頭から、流れるような言葉が紡ぎ出す幻想的な映像の世界が美しい。 

 

撓まれた背中に 

水路が走る 

飛沫を上げるのは見えない魚だ 

透明な鱗がひとつひとつ卵を孕み 

それを撫でているのが 若い自分の母です 

蓮の花が咲く時の 

ポンという音を聞いたことがない 

手のひらから滑り落ちていく 

なにかわからない時間をかなしげに 

みている 傾けて 

～中略～ 

水路で拾った 

熟れすぎて重い西瓜のように 

若い母の しろく頼りない手は 

卵を わった 

 

詩の冒頭と終行を引いた。かしゃり、とは、卵を割る音に擬せられたものか。何が始ま

ったのか、何が起きたのか・・・そこで起きた具体的な物語は曖昧なままだ。しかし、語

り手の深層を流れる水路、そのほとりに佇む〈若い母〉の気配と、そこに漂うエロス。母

の手によって生み出された、あるいは破壊によって、殻を奪われ、外気に晒されることに

なる卵・・・それは、語り手の意識の生成を暗示するものでもあろう。 

「she」の章の「education。」では、寓話のような世界が設定される。 

 

孤児だった。裸足のまま転々と転がされて、たどり着いた場所には、母がいた。

父がいた。薄暗がりに叩き込まれた未明の館、ぼくはそこで暮らし、そこには

僕の妹がいた。ぼくは僕の妹を、愛した。（education。1連） 

 

裸で世界を彷徨う魂（ぼく）が、たどり着いた場所。〈足首には掴まれた痕〉があり、

〈くぼんで擦り傷のような不完全な傷〉もある、虐待された少女とも思しき存在＝痛めつ

けられた魂（アニムス）の半身（アニマ）と〈ぼく〉は、濃厚な愛を交わし合う。 

 

  ～庭に群生する植物の名はもしかすると雪であったかもしれない。降り続 

ける雪、覆い隠すのは白髪のヴェールであり、母は生業として包丁を研ぐ、も

くもくと研ぐ、黙々と雪の冷酷さが刃に滲んで寒い、母という母の母はそこで



調理する、ごとと重いものが落ちる音、は雪に吸い込まれて聞こえることはな

い。祖母もまた同様であった、庭木に薄く透ける樹形図に流れている赤い液体

は、新しく赤子の様をした果実を実らせる～   中略     ～母になり

たかった妹と幼女の身振りは花梨の枝を折る。 育った果実は重い父の首とし

て花梨の枝から降る、無数にごとごとと降る、雪が音を吸う～（4連 中間部） 

 

父も母も、生身の存在というよりも、観念の存在として描かれる。〈ぼく〉と愛し合う〈妹〉

は〈母になりたかった妹〉であり、〈少女は母でありまた妹〉でもある。〈そこ〉には〈母〉

が充満している、ともいえる。いずれ産む者、となる少女、産み出される者、としての〈ぼ

く〉。抽象度を上げて行くほど、その対比も観念的かつ画一的になる、という恨みもある

が・・・〈まだ毛一筋の傷しかなかったお前の草叢。そういえばゆりかごの中はとても静

かだった、妹に与えられたガラガラの音が響いて、僕は妹の性器にふれ、その裂け目があ

まりにも痛々しそうで舌を延ばす、くっと喉を逸らす妹の白さが眩しくて、ただいたずら

に塗り籠めていく唾液と温度、丁寧に薄く伸ばして肌で溶かし、匂いたつ。〉肌感覚に密

接した〈妹〉との交情と、〈痛み〉への想いが作りだす湿潤なエロスは魅力的だ。 

 

薄やみに射し込んだ、朝と言われる強情なひかりが妹をぬめぬめと女に変え 

ていくぬめぬめと、初潮が稜線を覆い、また逃げられなかったと、産みの苦痛

に裂けていく正中線上のアリア、精虫の細くたなびく空の会陰縫合

のために奥は乱れて。教育された唇、その上から滑る呼吸。再び草笛を吹い

た、そうして、そらは陰唇の緋色をはち切れんばかりに肥大させて僕

は妹を六本の足で 

声なき声で抱きしめた。あいしているあいしてるあいし、の注釈がいつまでも

回転する未明の館の、その空の、その時刻の、意味を失っていく時制と空隙が

遡行した臨界点で、ただ、慄え戦き尾骶骨を吹く灯籠に最後に残されたともし

び。 

 

 産まれる、咲く度に繕って、香りさえも凍えながら。 

 そうして雪は 

 花びらを撒き散らすように、静かに未明の館に、降る。  （最終連） 

 

音が呼び出す言葉、観念が作りだす関係性、〈ぼく〉を覆い尽くすような濃厚な官能。そ

のすべてを雪が静かに覆い、静かに冷やしていく。 

 

横山黒鍵が〈母／妹〉を主軸に展開しているとするなら、葛西佑也においては〈父〉が

大きな場を占めている。同じくポエケットで入手した葛西の『みをつくし』の巻頭作品「ホ

スピタル」は、〈お父さん〉への呼びかけが胸に迫る。 

 

ホスピタル 

葛西佑也 

 

「あいしてるよ、 

 あいしてるよ、 



 （読みかけの 

 本、数ページ 

 滲んだなみだ 

 ぐらいに。） 

 ほら。」 

 

世界は、残酷だね。 

 

もし、私が凍結された、子ども（お父さんの）だったら、 

私の言葉 すべて医療行為のおかげ／なのですか？（医 

療行為は無意味の中に意味を発見することだった。／の 

ですね。）いつも私には無関心そうなあなた、大きな背 

中、何か刻ませて、ください。（それは、医療行為では 

ありませんよ。／ネ） 

～中略～ 

お父さん、 

お父さん、 

今日も 

ご苦労さま 

今 

ビール持ってくるからね 

お父さん。 

 

あなたは 

いっつも寂しがりや 

で、 

弟を腕の中で 

ぎゅっ 

ぎゅっ と 

することで 

満たされていましたね 

（ふたり、そっくりだ） 

～中略～ 

あの病院には 

今も 

転がっている 

私の無意味 

これからの人生 

を 

医療ミス 

として 

歩んでいく 



／のは 

嫌なんだ！／です 

だから、 

意味を欲した／のかも 

 

（医療行為は病院で受けるものです／か？） 

 

私は私を 

偽ることで 

（凍結されたまま、 

なんですよ。と） 

  あなたの息子で 

  ありえるのです 

  ／でした。 

  だから、 

  理不尽に殴られたって 

  凍結してしまったんです。／よ 

～以下略～ 

 

 カインとアベルのような、兄と弟の、父の愛を巡る確執。父にとって、有用であるかど

うか、意味のある存在であるかどうか・・・それを問う事の無意味を知りつつ、それでも

「あいしています」と呼びかけてしまう語り手の切なさ。スラッシュを用いた、独特のリ

ズムの取り方、語尾を言い直していく身振りは、言葉を発する時の躊躇いや、ふさわしい

言葉を探し続ける姿勢が形の上に現れたものだと言える。 

 「宇宙なんて知らなかった」では、葛西の専門を生かして古文がふんだんに織り込まれ

るが、父や、父と母との思い出について語る時に「古文」へのモードチェンジが行われる

ところが、強く印象に残った。現代口語では語り得ないことを、擬古文によって語るので

ある。 

 

～前略～ 

 母と私とを隔てるのに十分な壁が 

 夜な夜な形成されていた 

 けっして乾ききらない髪の毛と 

 止まることのないドライヤーの音 

 音源をもつ手の甲には 

 鮮やかな星座があった 

 名前を知らぬ星座であった 

 それは父が焼き付けたものであった 

 

 「あな、いみじ」 

 

 陸奥の国に いやしき男住みけり 

 父をさをさ宿にあらざりければ 母のみ添ひてあるに 



 この父の心憂きこと多くて 

 母を常に憎みつつ 

 男にもこの母の御心のさがなく悪しきことを言ひ聞かせければ 

 昔のごとくにもあらず 

 おろかなること多くなりけり 

 この父 憎みて 今まで死なぬことと思ひて 

 よからぬことを言ひつつ 

 「もていまして、深き山に捨て給びてよ。」 

 とのみ責めければ 

 責められわびて 

 さしてむと思ひなりぬ。 

 

 月の綺麗な夜であった 

 私は繋いだ手を放して 

 星座を見て尋ねた 

 「痛くはないか」と 

 「このあたりで少し休憩しましょう」 

 

 私はいくつもの星座を失った 

 帰り道はまっくらであったが 

 月は世界を照らしていたが 

 私の進むべき道はどこにもなかった 

 暗闇の中、私の宇宙は散った 

～以下略～ 

  

 母の手に記された「星座」とは、父によって付けられた傷痕であろうか。その母の手を

〈深き山〉の中で手放して以来、〈私〉は自身の進むべき道すら失っている。「明日も、

雨なのですか。」に描かれる家族像は、鬱病の父、父に殴られる母、父を見て育つ弟、父

を愛しながら憎悪する〈私〉、それぞれが孤独を噛みしめているような、そんな陰鬱な家

庭である。家族に降り注ぐ雨は、ある種の宿命のような、不運や絶望の暗喩でもあろう。

その雨に〈ずぶ濡れ〉になっても気にしない〈父〉や〈弟〉に対して、〈私は傘になりた

い。穴があいていないくて、向こう側のはっきり見えるビニール傘に〉と、兄である〈私〉

は願う。 

 

／明日も、雨です 

か？みんな。私は 

みんなが大好きだ。 

みんなの家族で幸 

せだよ。母よ 父 

よ 弟よ／私は私 

の食事を終えて、 

ごちそうさま の 



代わりに言います 

 

。／            私は傘になりたい。 （最終連） 

 

葛西の実際の家族を描いているのかどうか。私にはわからない。だが、事実に根差してい

るかどうか、どこまで現実とリンクしているかどうか、ということは、創作においては不

問のままにしておきたいし、そうすべきだと考えている。ひとつの寓意的な家族像として

描き出されたシチュエーションに込められた――いささか安易な言い方だが、家族再生へ

の願い。希望を持ち、見通しをもって、家族に降り注ぐ冷たい〈雨〉を防ぎたい、という

願い。その願いの強さが、胸に迫る。 

 

最後に、今月もまた、インターネットで見つけた詩を一篇、紹介したい。投稿サイト

B=REVIEW http://breview.main.jp/index/ に７月２日に投稿された作品。 

 

根っこから 

徐々にでいいから 

根っこから草を引き抜くと 

常套が笑いながら飛び出る 

 

ケタケタと阿呆みたいに 

とってもうるさいから 

スコップでペタペタ叩く 

 

拗ねた様子の常套が 

俺のなかの常套を嘲笑う 

 

叩け 

叩け 

そうやって 

 

 誰もいない森のなかへ入って行け 

 

 そこで熊に出会って 

 ペタと 

 ひとふり 

 おまえは傷つき 

 あるいはお仕舞だ 

 

 不気味なことを抜かすから 

 穴にそいつを埋めた朝 

 

 昼頃に 

 冷や麦を啜りながら思う 

http://breview.main.jp/index/


 

 夏だ 

 

なんともユーモラスで、爽やかな一作。詩作を始めてしばらくすると・・・自分で「これ

はいいアイディアだ！」と思ったり、「こんな発想、誰もしないよ、きっと！」と喜んだ

りしていた当初の勢いはどこへやら、自分の生み出す言葉は、全て先人の借り物なのでは

ないか。もう言い古された常套句ばかりなんじゃないか。持ち合わせているのはそんな言

葉の「ストック」ばかりで、新しい言い回し、自分らしい表現、自分なりのスタイル・・・

なんて、生み出せないんじゃないか？そんな気弱な気持ちになってくるものではないだろ

うか。草（新しい発見、新鮮な感動）を引き抜いても飛び出してくる常套句が、自分の中

に住んでいる常套句を嗤っている。俺を叩いたって、新しいものなんか、出やしねーよ、

と「拗ねる」〈常套〉をペタペタと穴に埋めて・・・さっぱり忘れて、冷や麦をつるり。

そう、それでこそ夏。汗をたっぷりかいて、また、新しい言葉を探しに行きましょう。 

 


