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－19歳－

怠惰と堕落の日から始まる。私が希望に胸を膨らませてました。この19歳

が情けない日を迎えた。知らず知らずのうちに自分の弱さのために、自分を

どこかへ押し合ってしまった。自分が他人から強い男と言われても。また自

分は、弱気自分を感じる。すべてをイエスに、今日のことはイエスに任せる。

本当に強気 S は自分の心の中に弱さを見ていたのだろう。俺が迎えた19歳

が今、出発するところである。本当に。惨めに、そして悲しく終わるが、或

いはそして高らかに誇れるがい中はこれからである。

1970.9.22

－晩秋－

昨日初めて氷が張った。赤とんぼのいなくなった空に、一つの星を見上げ。

ふと自分が漏らすため息まじりの言葉に、昨日初めて氷が張った。冬は俺の

季節だ。コタツの中に大きな世界を入れて、自分の膝で温めては悲しく落ち

る。この後、重い、また逆に、暖かい冬を感じる。冬は俺の季節だ。

1970.12.29

－絢爛豪華花咲く貧乏－

私の季節冬が来た。風にバタバタ言わせて、「寒いな」と、つぶやきながら

街を歩く。11月15日七五三。小さな子どもがきれいな着物を着せてもらっ

て歩いている。ふと隣にいると思う。つぶやいた。「俺七五三やってもらった

覚えないな。」、「俺もないな。」、「端午の節句もないな。」、「おふくろと2人で

紙でこいのぼりを作ったけどな。」、「七夕もないな。」、「親父と山へ、笹取り

に行ったけどな。」

2人はこれで本物だと思った。友は乞食画家、私は乞食教師。絢爛豪華花咲

く貧乏。2人で乞食しようなっと誓い合った事を思い出す。何が一番美しいか。

美しいものを美しいと言えるように貧乏でも花が咲いてなきゃだめなんだ。

きっと花を咲かせてみせる。治りかかった風邪をまたこじらせた感じ。乞食

画家の卵と乞食教師の卵が、同じジャンパ－とジ－パンスタイルで身を震わ

せながら交わした言葉。これが本物だ。私はきっと、絢爛豪華に花を咲かせ

てみせる。

1970.11.15

－ファスト博士－

論理は所詮、論理への愛である。

生きている人間の愛ではない。



- 2 -

金と女。論理はハニカミ。

そそくさと歩み。

猿哲学 TOEIC 宗教 法律 政治経済 社会

そんな学問より1人の処女の微笑みが尊い

1970.11.19

－姉妹駅－

彼の死を知った時、私はすぐ1人の作家の死を思い浮かべた。太宰治、彼は

1人の女と心中した。たまたま、私は最近太宰の作品を読みなおしていたこと

もあった。私は三島の死を1人の作家の死としてしか考えることができない。

彼は自分のために死んだのであろう。三島の主張を知って、乃木大将の死を

思い浮かべる人もいた。そして、彼を賛美し称える人もいた。三島の死をナ

ンセンス、気が狂ったと批判する人もいた。彼は政治的、意思、社会への影

響を考えて死んだとは、私には思えない。

怪物てあることに存在理由を見出そうとした三島、彼は美の世界に生きた。

仮面の告白、そして金閣寺における彼の世界は美であり、美を求めた。そし

て最後には自分が美であろうとした彼。彼の素晴らしき才能は、戯曲として

追及した。そして、彼にはその中でみずからが主人公として演じた三島。も

し彼が美として死んだとするなら、なるほどと私は思う。

彼はライフワ－クをかきあげその原稿を出版社に持って行って死んだ。彼

は自分の肖像を作らせ、首の部分だけできた日のあくる日に死んだ。夕刻の

侍死。男はこれ以上生きていても仕方がないと思った時、どのように死のう

かと考える。そして三島は、70年がその状況を作ってくれると考えた。学生

がク－デタ－を起こすなら、俺は日本刀を持って切り込むと。しかし70年は

平和だった。状況を待った彼は、状況をみずから作ろうとし、そして死んだ。

その中に 滑稽さが感じられるのだろう。彼は自己のために文学をし、自己の

ために生き、そして自己のために死んだ。

太宰は女と情死した。三島は、森田という男と情死したのだ。三島の死を

思い浮かべる時、私は作家の生きる必要がなくなった人間が、どのように死

のうと考えるのは男として当然である。三島は自分のために死んだ。三島は

誰のために筆を折ったのだろう。太宰とて同じこと。

けれど作家として説得するものと、のたれ死にを求めるものがあるのだろ

う。自分のためでなく、大衆のために現代でいうならば、なだいなだ、太田

穣、彼らの死は野垂れ死にであろう。でも私は三島の死を体験した。太宰の

作品を考えるとき太宰の死を考えざるにはおれない。遅れて来た青年が三島

の作品を考える時、三島の死を考えざるにはおれないだろ。私は昨日まで三
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島の作品を考えずに考えてきた。そして、今現在から彼の死を抜きにして彼

の作品を考えるわけにはいかない。私は三島の死を体験した。三島自身が戦

中派として彼の軍団の中で戦争が重くのしかかっていたように、私は三島の

死を体験した。

平和すぎて気が狂ったなどと言う奴らは、気にくわね。彼は作家であり、1

人の男と情死したのだ。

1970.11.26

－論理が論理への愛であるように－

会話は会話への執着に過ぎないかも知れない

そういう危険を身に感じ

ここに筆を置く

1970.12.31

－指導とそのこころ－

人を指導するって、そんなにむずかしいコトなのだろうか。本当に、人を

導くことのできる人は、すなわち自分の心で相手を包み込める人だろう。

本当に、人に従うことのできる人は、やはり自分の心で相手を包み込める

人だろう。

けれど、人は知らない。その人と泪を流すことを。百人の人を従わせるに

は、規制をすれば良い。しかし20人を従わせる5人を導くには、5人のうち

の誰よりも、大きな器が必要なのだろう。大きいものが小さいものを包み込

む。無限の受容。

祈ろう。祈れば良い。いや、祈ることしか、考えられない。

1971.1.19

－睦月－

姿を見よう

あるとき人は喜ぶ

自分が、我が何を見て進むのか知らない

時間を恐れよ

言葉を見るな

そして怒れ

何者に対しても一番の怒りの対象とするのは

己であることを知って

年の初めに対して
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私は何を求めるのでしょうか

思ったより傷が少ない

姿を見よう

1971.1.20

－JBDRの展望－

その一＜目標＞

私が考える、JBDRの目標は２つある。１つが、先天的目標である「神の

国建設への参与」であり、もう１つが後天的目標である「多様性の統一」で

ある。JBDRから他へ、外へ働きかけるものであり、いわゆる教会活動です。

後者はJBDR員内の行いである。これは別にJBDRを特徴づけるものではない

だろう。神の子なるキリストと共に考え行動するものが必然的に以上の目標

を掲げると思う。

その二＜カトリックアクション＞

私の知るところでは広義カトリックアクションは二つある。狭義カトリッ

クアクションとアクティビティオブカソリックの２つが。そして、その1＜目

標＞を掲げ行う運動は、すべてアクティビティオブカソリックである。我が

心愛する安田司教様の言うによれば、アクティビティオブカソリックを目指

すようにということである。広義のカトリックアクションが狭義カトリック

アクションになるには、なにやら難しい事をしなくてはならないそうである。

現在、カトリックアクションは、我が教会ではレジオマリエのみであるそう

だ。そして、我らJBDRは他の婦人会、ヨゼフ会、学生会、青年会などのア

クティビティ－オブカソリックと共に真の広義カトリックアクションを目指

さなければならないと思う。

その参＜JBDR員＞

そこで私は、JBDR員は本人の意識によらず教会で働く若人で、その1＜目

標＞を目指すものはJBDR員と考える。数学用語でそう考えるのが、必要条

件なのである。JBDRの名にかかわらず、なにやら国のあり方には三つの要

素がいる。第一に領土、第二に国民、第三に名前である。そこで私は、住吉

教会という働きの場で、神の国建設に参加する若人、第3の名前のあるなしに

かかわらずJBDR員と考えた。神の国に名前はいらない。教会に誰か若人が

働いている。それを他の会の人が「あの方はJBDRの方だ。」そう呼んでくれ

ることを願うところである。 JBDRの名簿にあるJBDR員にとってそう考え

るのは必要条件なのである。私がJBDR員だと考えるのは、十分条件なのだ。

必要十分条件がなされた時、神の国建設がなされた時と考えた。

その四＜日曜学校＞
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以上のように考えた時、JBDRにとって日曜学校はJBDRに含まれていると

考えるのは必要条件なのである。そしてもちろん、日曜学校で働く人々はJB

DR員である。これはJBDR員にとって必要なことなのだ。日曜学校にとって

日曜学校はJBDRに含まれている。そして、日曜学校教師はJBDR員と思う。

このことは十分なことであろう。

その五＜開かれた教会＞

安田司教のお話しに、教会におけるマスタ－ベ－ションのことが取り上げ

られた。安田司教様いわく、共産党の言う「教会は、マスタ－ベ－ションを

行っている。」あれは、当たっているんです。自分が救われるための信仰では

なく、神のための心を我らはけして忘れてはいけない。自分に満足してはな

らない。ぬるま湯に浸かってどっぷりと妙に満足してはならない。

その六＜私が会長を承認した理由＞

私は判断の基準を、居心地の悪さで考えようとした。今、安易に行動すれ

ば居心地の良さにおぼれてしまう。教会活動はどんなことがあっても、私が

しなくてはという自信と意欲が必要である。けれど、いかなることがあって

も私でなくてはと言う過信とエゴがあってはいけない。それが3月13日まで。

私を止めさせた理由であった。しかし私は、一つの責任を逃れ、居心地の良

いところを求めていたのではないだろうか。そう気が付いた時、私の心が決

まった。私は居心地の悪さを求め行動しようと思う。

その七＜緊張＞

JBDRに必要なのは緊張である。惰性をではなく、常に振り返り振り返り、

新しい意識を持って行動しなくてはであるから。自分だけの考えにとらわれ

ず、他の会の意見を尊重し、神父様の忠告を反映させなくてはならない。私

たちの信念が曲がらない頻度において。

その八＜活動＞

主なる活動は、日曜学校と出版活動とボランティア活動の、３点となる。

どんなところで、どんな活動をしようともそれは、神の御心によっているの

だ。神の国建設に寄与していることを確信して。（尾道のとある茶店にて）

1971.3.9

－アバンギャルド－

いよいよ私のアバンギャルドが始まった。見なれた神戸の海を横目で見な

がら、僕は旅だった。一つの歌を思い出す。

♪知らない街を歩いてみたい

♪どこか遠くへ行ってみたい

良い歌だと思う。今はこんな元気なこと言ってるけれど、だんだん人と恋
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しくなってしまう。のではないだろうか。播州平野近くに見える山の裾野に、

何か白い花が咲いている。倉敷まできた。岡山から見知らぬあたりの話だが、

見知らぬ女の人が乗り込んできた。私はなぜか初めて見る人なのにどこかで

見たような気なってしまう。今また、どこかで会った。

1971.3.10

－私は出家しようか－

頭を丸めた私が、最初に見たものは以前と全く同じ空だった。私の見るも

のはすべて昔通りだった。ところが、たった一つ違って見えるものがあった。

それは私を見る人々の顔である。私は出家しようか。

十字架に見える。いろいろな意味。天から地の底まで貫く縦の線と水平線

のごとく、どこまでも伸びる横の線。それは宗教が、思想が、イデオロギ－

が、持たなければならない要素。真にそれを思い、けして楽でないもの。ま

た、それに反してすべての者に寛容でなければならないこと。それがあい矛

盾したもので、交わるところがある。それが十字架なのだ。その他、十字架

にはいろいろな意味があるが、何となく後付け。それでも、いや素晴らしき

思いのする。私のささいな仕事ジレンマは、大人になれば消え伏せるでしょ

う。それから、おっと何なって考えることをやめるから。そう、何々しよう

とすることがなくなるから。英語とジレンマは、時間が解決するだろう。で

もそれが嫌な私。そして考え考えるからこそ、私はエゴとエゴイズムを区別

したい。私が以上のように感じるのはエゴである。人間が一つの統一に向か

って生きようとするときに感じるだろ。そこで1人私のG教官の名ゼリフ。「絶

対なる真理はある。絶対なる真理など絶対ないというとき、その事はやはり

絶対なる真理である。」エゴを廃止しようとするのはエゴである。そしてその

エゴは、人間らしく生きようとする。弱い人間で、行動にも意識が必要だろ

う。人に知られずハンストする人という感じじゃないな。場所は教会信徒会

館2階の畳の部屋。時は5月22日から3日間、大義名分は何でもいい。ただな

すだけ。笑うかもしれないな。馬鹿げているかもしれない。ただ、自分なり

にエゴについて結論を出したいから。己の良しとすることだから。もう一度

言おう。私は海のような男になりたい。

1971.5.13

－ああバカバカしい－

俺の人生だって。みんなそうだ。ただいま英語の時間でござる。コミニュ

ケ－ションが不足しているだとよ。あ－バカバカしい。コミュニケ－ション

が不足しているだとよ。



- 7 -

昨日夢を見たよ。俺がヤクザの親分でさ。田宮二郎みたいな子分がいるん

だ。それはお前だけのことさ。俺は知らない without コミニケ－ション。俺

は夢だとわかって夢を見れるんだ。だからさ。一旦起きて、また続きを見ら

れるのだ。

10分の1と10分の1のかけら。人間に悩みはない。あるのは苦労だけ。人間

はいろいろなことに苦しむ。なのにそれを美化し、私は悩んでいるという。

1971.5.17

俺はこういうことで良いのだろうか。毎日、止めだ。以前も前の俺の姿に

なってしまいそうだ。もうやめよう。翁は言った。「俺は、小説を書くより詩

のほうが向いている。」と。そういえば今まで書いたもの。小説と思っても詩

であったような気がする。一段深く考える人間は、自分がどのように行動し

ようと、どのような批判をしようと、常に言い分は間違っていることをして

いる。

1971.5.30

－空理論へ－

何をしても良いのかわからぬまま、また机の前に座っている。窓の外は雨

らしく、どんより曇っている。目の下を黄色の傘がス－っと通り過ぎていく。

じっと耳を澄ましてみると、雨音の中に一風変わった音がまじっている。い

つもと違う。車の音じゃない。どうも樋に穴が開いているらしい。それでも

少し違う。下に何かがあるらしい。きっと何かが。目の前の空は、当然暗い。

私は、海が好きだ。海が青いのは、空が青い空だから。今日のような日には、

空に似て、海も暗い。きっと素敵だ。今日は水溜りに足を取られながら、歩

こう。水溜りは、大きな海。

1971.5.19

自分の退廃が夢やうつつ。私は声を上げない。断じて、自分が今一つの点

段階にある以上、私は最終的な音を上げない。終末は近づいた。でも私には

膨大な仕事といや、仕事なんて私の仕事に生産はない。苦悩に成長はあって

も、ジレンマに生産はない。これから後の事が行おうとするなら、自分の姿

に戻ろう。人間らしく生きようとするのはエゴだ。何をしているのかわから

ない。ただおろおろしているものに、エゴはない。

夢、悲劇。なんだ一体？

1971.5.19

－１－
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今日は何日ぶりかで茶店に来た空理論からの脱出が何かしらそれで、押し

通してみた。今日も雨が降っている。ゴムのスリッパを引っかけぺちゃくち

ゃと歩く。雨はどうしようもなく傘から俺の方へ無理やり入ってくる。去年

の冬から裸足で押し通した俺なのだが、今日なんて日には心地よい。砂地は

小さなボツボツが一度に花が咲いたようだ。多分。こんな日には事故が多い

だろう。

喫茶店の中の女の人が皆ミニスカ－ト。別にどうってこともないのだけれ

ど。人間は慣れてしまえばおしまいだろうか。もう髪の長いのを見ても何も

思わなくなった。紺色のジャンパ－を履いた女が前を通る。後ろの席で止ま

った。靴下、いやストッキングは白。最近ぐっと増えたな。なにやらざわめ

いてきた。

－２－

僕が今何をしているのかというと実に不思議なことなのだが、今というこ

とを時間的にとらえているということだ。仮に時計の針を見てみよう。今だ、

その瞬間針は別のところへ動いている。今僕がいかに現実をとらえようとし

ても、それは過去の遺産と化してしまう。不思議なパラドックス。そして今、

私は何をなすべきか、と考えるとき、それは逆に未来のことなのだ。恋占い

をしてみても問題になるのは、現在ではなく、未来なのだ。明日、何とも言

えない。快い響のすることがではないだろうか。明日は、明日ではだめだ。

明日でなくては

1971.7.6

－３－

自分の心の狭さが感じられる。堂々めぐり。キャンプリ－ダ－の実習アル

バイトを反対した私。たった1日のアルバイトが、子どものためにと考えて働

けるだろうか。夏のアルバイトの一日分を、結果的には費用の値上げではな

いだろうか。そんなふうに思った私。お金なんかにとらわれず純粋に行動し

てみたい。

そんな私が今お金を払った。決められた最小限のお金を。私はカンパの代

わりに子どもたちのためにお金を儲けをしよう。ところがどうだろ、私以外

のリ－ダ－はカンパをすべてやっているんだ。急に汗が出てくる。私の良い

心とバカバカしい奉仕のアルバイトなんてやめろよ。そしてかっこよくカン

パ金を出せ。悪い心より、奉仕は奉仕。アルバイトとカンパは別なんだ。ま

た悪い心、悲劇のヒ－ロ－の登場。吉川君カンパ金出してないの。そんな声

を聞きながら教会のアルバイトに精を出す僕。

俺は心の小さな人間だ。不十分な考えを持って炒る。いやいやお金なんか
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どうでもいいと思っている僕が、一番そのことを気にしているんだ。馬鹿な

私。

教会の部屋で一枚の原紙が落ちていた。拾って机の上に置いてやれば良い。

そう思って何もしなかった僕。なぜしなかったんだろう。これは僕の仕事で

はない。こんな心が働いたのか。だめなだめな私。

そんなことを考え出して、居ても立ってもいられなくなった私。1人のリ－

ダ－に夜半訳もわからず相談に行った。なぜ行ったんだろ。精神安定剤、俺

が苦しんだことを見てもらいたかったのか。なぜだなぜなのだ。心の小さな

私

1971.8.1

－さりげなく－

この暗闇の中で私が

果たして詩が書けるのか。

それが

大した重要性を持つでもないのに

私はなぜか急に

行間を精査なければならないという。

衝動を感じた。

照度

私には大きい。

煙の色が違う。

たばこの反応

1971.8.14

－無生産－

沈んでいくもの。青い海の中で私が何になるのかわからぬまま、生産的に

生きよう。明日もまた、物を書く。そんな生活に憧れではなく、あまり甘い

習慣へ。5日目で俺には意思がしっかりしているのだ。そう思ってやめるのか。

意思を貫いてやり通して、できたできた。そう思うのとどちらが安易なのだ

ろう。

1971.8.19

－どじに生きよう－

恋人にプロポ－ズするとき、男の浅知恵で恋人をけなしながら（本当はも

のすごく賛美しているのだけれど）。ドジにドジに行う。遠回りをするわけじ
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ゃないが、行きどまりの道の一環。確かめないと気のすまない。不器用にブ

サイクにそんな感じじゃないんだな。どういうわけか。土方と汗まみれ。か

っこよさを感じる俺、自己満足。不細工と不器用さにも同じようなものを感

じる。ヤクザ道の通り。人情の中でのあほと思える仕草でもそれが格好良い

ではないか。そんなんじゃないんだ。スマ－トすぎるんだ。同時に正しく泥

棒に入ってドジを踏むものだ。

1971.8.22

－二十歳のエチュ－ド－

死ぬ！死ぬ！と言って、皆に言いまくって死んだ男。言葉のかけらも出さ

ずに子どもとかけっこして死んだ男。共に20歳。20歳、それほど大きな意

味を持つとは思えない。だが、飛び跳ねようとする前の縮こまっている状態

のように、数多くある階段の一つを特別の一打にするのは、私自身の問題だ。

あなたわざとらしいと思いません。今言った言葉。

1971.8.31

俺の今やろうとしていることの無意味さ。当人の問題、裏工作の馬鹿さ加

減。しんどいのは誰もだ。声を上げなきゃならない必要が本当にあったのだ

ろうか。小心者の僕、おせっかい者な僕。

1971.9.4

神の技とか。生きることなどを考えるとき、一度は通らなければならの者。

それはニヒリズム。そういえば俺も時にはそれに、落ちることがある。

1971.9.8

－安易に安慰－

一つのとてつもない本を見つけた。今みんなが迷っていることに、明確な

断定を下した男の本が。その結論は死であった。俺にはわからない。今、長

い長い間止まり木に止まっていたのをやめる時。折りしもそんな時に読んで

しまった本。今の僕にはこの本のことで何もしようとしない。人生生きるこ

と。こう本当に重き言葉が、軽く感じさせられる。それが本当に、誠に、素

直に、言葉が言葉だけでなくなり、一切になる。今の僕には成り行きに任せ

るより仕方がない。ただ、大きな声をあげるのを差し控えて、グチグチ言う

だけだ。これは、どこにでもある。

1971.9.9

すがすがしさを感じられない眠気さ。夏の日のセミのじーっという声を聞
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きながら、何もしたくない、だるい心地よい眠気さが好きだ。それと同じに、

徹夜明けのすがすがしい眠気さんも好きだ。ところがどうしたことだろう。

すがしさが感じられない今日。

1971.9.12

キリストこそが一番の奇跡。だからキリストは、洗礼を授ける必要がなか

った。キリスト以外の予言者は、偽預言者だ。我々は神の一部である。我々

は神のキリストの作ったロケットに乗っている。果たしてその中で、私は何

をやっているのだろうか。同時に相反する考えが浮かぶ。栄光は廃棄すべき

かどうか。栄光排斥するのも栄光である。だから栄光は認めなければならな

い。愛とは見返り心がない。お返しができるなら同等の立場。無償の者に対

して応えるのは愛しかない。神への愛、知恵がつく。修道生活も外に出るの

も同じ。布教とは本来自分の者でないもの。もらったのだから譲ることであ

る。溢れ出るものを次に伝えること。布教をしないことは腐らすことである。

神様は私を必要としない。

自分の行動を見つめるし、自己 feeling 他己 両親 神としての他己。ただ

し、母体が自己である。自己は純粋に自己でありうるのではなく、その要素

に他己、第三者を含んでいる。俺に第三者はない。欲望は一概に悪いとは言

えない。苦しみを逃れるため大きな苦しみを求める。

1971.9.16

－振り返ってみて－

俺は成長したか。俺は変革したか。この疑問はいつまでも続く。大学に入

り、勉強もせずただ語り合い。過ごした1年半、俺は時間も無駄にしなかった

だろうか。後には引けない。俺は真剣にならねばならない時も笑っている。

この1年半を振り返って何が出てくる。まだまだちっちゃい俺、楽しければ良

いっていうものじゃない。堂々めぐりからくる発展、ナンセンス

1971.9.18


