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－青春－

すばらしい春

青い世界に快い陽の光で恩恵に与る

ちょうちょがきれいな羽をつけて

見事に空の上をおどり回る

大地がきれいな花を噴き出して

見事に風に揺られている

人は言った 春だ 青い時代だと

花が枯れるまで

チョウチョの指先一本動けなくなるまで

花は彼女ら ちょうちょは僕か

青い時代に春が来た

1968.5.1

－やさしい目で－

白い長いひげをはやしたおじいちゃんが

曲がった腰を元気に伸ばして羊の群れを引き

今日も一日何もなくてよかったと

毎日のしきたりのように

白いひげのおじいちゃんがお日様が山に隠れる頃

こうやって帰っている

毎日毎日おじいちゃんが赤い影を落としながら

白い尾を引いて山小屋に帰っていく

今日も一日何もなくて良かったと

明日もまた、心に願いながら

1968.5.1

－雨上がりの散歩－

こんな事は初めてでした

月も雲のために隠れされているのに

そんな冬も終わろうとしている晩なんですが

二つの星が右と左にくずとなった雲を押しのけて

見事に光っていた

ぬかるんだ道を土台にして

僕の目にそれがはっきりとかがいた

真っ黒なというよりどんより白い空なので

その日の雨上がりの晩だけはぐらついた

土柱のてっぺんに

瓦ぶきの屋根のてっぺんに

見事に光っている星でした

ADHDの勝手口
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1968.4.11

－末路－

不意に押し寄せてきた私の末路には苦い微笑みがあった

あなたの心の中にきらびやかな羽をつけた鳥がいたって

やはり私は死ぬしかほかならなかった

1968.4.16

－山声に聞く－

あなたの声が大きな山のてっぺんから

麓を通って下に落ちてくるような

タイプの煙が下の街に届いてこない

大声で叫ぶ人よ足元にもたどり着かないで

私に聞き耳を求めるなんて

1968.4.17

－分かれたかさ－

昨日は一日中霧がかかっていましたね

雨が三日も続けて降っていましたね

昨日電話をかけた時もとなりの猫が車にひかれた時も

やはり家の外に赤い傘が見えてましたね

今日の朝霧が薄らいだとき迎えの家に死人が出たんですよ

雨はまだ降っていました何かでメッキした重たい板のように

二つに分れてしまった赤い傘

僕は雨上がりの道をどた靴を履いて

車に轢かれまいと必死で歩いているんです

1968.4.22

－悲願－

人が人として正なら しむ 時

私の目の前に結びついた像

昨日の雨の中で生ける人の心は海の音の軽やかさ

人の生命は身近きものか

昔の人に唄われた水と風の二相関

ただ一心に見つめる時

そこにささやかな幸せが私の心に飛ぶ鳥は

私はこんな生活を送り続けたい

1968.4.23

－雪の城－

ADHDの勝手口
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布団はお城の入口

緑の世界の山の奥に

白い世界の雪の白い城があるんです

ここにはもう人は住んでいません

剣を抜くのも誰もいません

何もかもすべてが白い雪に変えるのです

お城の王様は大勢の動物の中で一番かわいい子猫ちゃん

白い白いお城には平和な平和なお城には

小鳥に銃を向けるこんなバカな奴らも

一人もいません

雪の城には馬車に乗ってもいけません

布団が唯一の入口なのですから

1968.4.22

－自然の中に－

自然の中に身を置くということは

おのずから心の中に

赤く光っている星の灯を燃やし続けることだ

今にも泣きそうな顔して

心の底まで重たい錨がぶら下がって

死ぬまで止まってている

自然の中におぼれ死んだとき

錨が振り子となって動き出すのです

死ぬまで動き続けるのです

白昼夢のように

空の神様が透きとおる手で

錨をお止めになったとき

私は死に向かって

大地の中に身を宿すのです

1968.4.25

－春に立つ－

草木もみどりで空も青かった

鳥は赤い実をかいつまんでいたし

風すら吹いていません

そんなすばらしい日々でした

私は歩き回ることさえ

おっくうで手の上に青い光をのせました

それほど僕は夢を見た

それほど僕はおくびょうで
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それほど僕は透明で

そんなすばらしい日々でした

198.5.9

－愚かなもの－

私はずるい人間なのだろうか

あいつが憎いんだ

人は皆、心を見た

暗い心だった

白い鳥の尻尾だけで良いから

私に分けておくれ

いいだろう

自分は何だろう

ガタガタ震えながら

何を見ているのだろう

心の底で見通されているんだ

いっそう泣きたくなる

ポッと外に出て

それがすべてが終わった

私はおろかでした

ただそれだけのこと

1968.5.17

－風にゆられて－

風に揺られて

大きく飛んでいった黒髪よ

たった一言さえ

言わずにさらわれてしまった黒髪よ

白いハンカチをクシャクシャにしながら

ポケットにつっこんだ様に

私の心で余儀なくそうされた

風に揺られて

1968.5.26

－風に乗って－

私を見て何になるんだ

風があたしの身体を震わせて行ったって

私を見るんじゃないよ

心の錨が大きく右へ左へ揺れるけど

そんな時、私を見つめるものがいる
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風のように冷たくするどく吹き込んでくる

風のよう

暖かく柔らかに包み込んでくれる

風に乗って私は飛んでいった

山を越え海を越え

遠い私のところに

風に乗って飛んでいった

1968.5.21

－ゆれる灯－

空に光

誰か一人

お日様が西の山に身を下ろす時

いつも下に降りてくる

心の中のろうそくに光をそっと落とすために

心に光 灯火一つ

お日様が東の海から顔を出す時

いつも天に昇りゆく 消えゆく星に

光をそっと返すために

光は共に

そしていつもある

1968.5.23

－私は－が－

そんなにも私は－をまっていた

白い冷たい石畳の上に

私を横たえた－をまっていた

大理石の快い冷たさが

そして香りが私にはよくわかる

－をください

そんなにも私は－が欲しいのです

それっきり私は遠い所に

遠い国で旅を手がけたのです

私の見つけたところ

私の身体は－を奪っておしまいになった

遠い遠い天国へ行けるような

私はそんなにも－を求め大事に

愛し続けるのです

1968.5.26
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－名言集－

僕は大きな物体にぶつかり

ペチャンコになってしまった

「絶望するほど君は戦ったのか」

尊大な羞恥心と

臆病な自尊心

僕は大きな圧力に押しつぶされても

自分の心まで戦わなければならない

人が人として

僕が己としてすりつぶされるまで

あたりは血でいっぱいだ

黒い垢が浮いている

僕の土左衛門が動き出した

1968.6.16

－春雷－

稲妻が呼んでいる

白い雹が真っ逆さまに落ちてきた

快いくらいに

鋭くしみこんでくる

何も見えない所で

風と風とがぶつかり合い

雲と雲とが叫び合う

時には悲鳴を発し

僕の心の中で

閃光が別れる

俺は雹

悲しく冷たく

そして

力強くぶつかり消える

1968.6.21

－長い夜－

俺は無能な人間だ

一人ひとりが自分たちだけの

傲慢な夜を迎える時

俺は一人でほのかに白いかげろうの様な灯を背にして

長い夜を過ごす

俺の理想の血が氷の様に溶ける時

俺は果たして戦いに挑むのだろうか
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俺は後ずさりして答える

血は一滴一度だけ

俺のために泣く

1968.6.24

－胸が苦しい－

芥子粒ほどの大きなところで穴蔵の中

小さくひしめき合っている

雨が穴蔵の中に落ちてきた

穴蔵の中

奇妙な臭気に満たされ

雨に受けていた

俺は大声で叫ぶ

あぶくが浮いて

風に吹かれて向こうの岸に流される

俺の絶望は戦いを知らない

シャボン玉の様に大きくなって

消えてしまう

1968.6.25

－雨－

この頃の俺はまるで夢心地だ

たった一人放浪の旅をつづける時

他人はけっして俺の味方ではなかった

俺は狂った様に狼狽し

裏切られた様にうなずく

質よりも量という言葉は

どうも気にくわない

一つの言動に深くうなだれ

俺はやはり夢心地の世界に入り込む

今は6月

梅雨の季節だ

1968.6.27

－闇－

昔一人の男が善いものに感動し

悪いものにまねをする

これが私だと言ったそうである

俺はしばしば

良からぬ罪悪感に浸されてしまう時
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張り詰めた糸のように

妙によじれてしまう

道理と感覚とに結びつく

おかしな不安に

人は誰しも泣くそうである

大きな車が音をたてて通り過ぎる度に

俺はいつもこんな思いをめぐらす

1968.7.6

－生きるってこと－

悩むってことは

俺の人生の一部じゃなかった

人は一度はこの悩みのために貴女という人に会う

生きるってことはむずかしい

でも存在するだけで良いじゃないか

人間誰しも存在したい

そして悩む

自殺を唯一の行為と知り

自殺をすることによって

自分の罪悪感から抜け出す喜びを覚える

けれど

ただ一度勇気をふるい起こせば良いチャンスに出会った時

その勇気がふるい起こすことが出来ず

又、悲しみに沈み

そして悩む生きていく

これが俺の人生だ

1968.7.22

－Let forget Tomorrow－

俺たちに明日はない

あるのは

砂漠の中を這いずる回る二本の足だけだ

俺たちの足は熱い砂にうずもれながらも

又

うずもられるために歩く

俺たちに明日が嫌になるほど

今日という日が憎たらしくなるまで歩く

そして

独りでいることは

誰にも知られずに大きな声を出して泣き叫ぶ
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そのためだ

1968.7.25

－愛を行う－

俺にとって今

生きるってことは愛することだと思う

そして

愛するってことはただ

自分のどこかにいらっしゃる貴女に

その人のために存在することだと思う

俺は存在するために生きる

そして

きっと分からぬままに存在するだけで

愛を行っているのでしょう

1968.7.25

－モジリアニ展を観て－

美とはなんだ！

19世紀の画家の様に

俺にはこの意味が分からなかった

そして

分からぬままに描くことを覚えた

一生涯に一度は必ず不朽の名作を作る

それは

他人の目に映るものではなくただ美しいもの

そういう世界のすばらしい贈り物かの様に

つつましく自分だけ生えるそんなものである

1968.7.29

－記録－

地上において初めて外部の空気を吸う。苦しかった。泣くことだけが俺の人生だった。

（誕生）某日某時

俺は人間だった。そして何よりも前に俺は男である。どうしたことか。後に感ずる喜びは

覚えはしなかった。

（知る）某日某時

死ぬ！俺は死ぬ。恐ろしかった。俺の身体がいつかは土に戻る。恐ろしい。

（恐怖）某日某時

純粋なこととし素晴らしいこととは別だ。自分は今純粋なもの求めている。素晴らしいも

のでなくなっても良い。

純粋なもの。それは知らない。手を広げて魚でも握るように

緩やかにすばしっこくちょっぴり触れて逃げてしまった
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（行う）某日某時

愛することを知る。まるっきりのどんでん返しのごとく、大きくつんざくように。俺はそ

う思った。

（愛）某日某時

疑う？愛なんて、これぽっちも知らないで。俺は蛙じゃなくなった。泣くことだけが俺の

人生じゃなかった。見るからに恐ろしいやつ、そんな奴がとうとうやってきた。コーヒー

を二つ注文して、たった1人で待つ。それが行けなかったの

（悩み）某日某時

悲しい悲しい、それでいい。外に出てみよう。誰も待ってはいない。それで何がいけなか

ったの、自殺について思う。夢ができた。死ぬことを再び覚えた。俺は死ぬことができる

んだ。

（悟る）某日某時

悩む。心から疲れた。俺には勇気なんかなかった。仕方なしに生きているんだ。悩み、苦

しみ、存在する。そして生きる。

（生きる）某日某時

秋になる。誰もがロマンチックになる。俺一人破廉恥になった。人も恋しくない。俺一人

で良い。枯れ葉がある。ジャージャーと水をかけてやる。気がスッとした。俺は燃えるこ

と知らなかった、いや、嫌った男だ。

（嫉妬）某日某時

冬は好きだ。雪が降るもの。純粋なものを見つけた。雪は良い。純粋なものは、素晴らし

い。衣は白かった。はぎ取られた後は、地上に横たわった白い身体だ。抑えつけば傷つく。

踏むのは私。それが行けなかったの

（希望）某日某時

春が来た。憎い春だ。白いものが、すばらしいものが泥水のように、いや泥水になって、

コケがむし出てくる。それがいけなかったの

（絶望）某日某時

走る。息を止めるまで走った。子どもは速い。俺はもう歳だ。足を動かすのが精一杯だ。

小高い坂も、なだらかな丘も、俺には同じことだ。

（道程）某日某時

それは、子どもとかけっこをした。同じ日の昼下がりだったと思う。

生きることは良い。実に良いものだ。今日、死ぬ思いをして生きながらえば。俺、お前、

みんな、明日があるんだぜ。生きることはむずかしい。死ぬことは勇気をのければ、それ

はたやすいモノだ。でも、俺たちは生きるんだ。俺は生きるために、停車場に行った。生

きるために。鉄の棒に頭を置いた。

快い気持ちの冷たい鉄の棒。又、冬がやって来た。何年ぶりに見える雪だろう。

俺は、すっかり寝込んでいた。いつか見た、どこかで見た、自分の妻を枕にして、そんな

つもりで寝込んでいた。

汽笛が聞こえる。いい音だ生きるために。

煙が見える、いよいよやって来た。煙を出して近づく列車は力強い。鉄の棒からは、その

力強い響きが伝わってくる。
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夢は大きい。煙が見える。雪も見える。鉄の棒も、俺と列車を支えるには充分強い。煙が、

列車が、手の届きそうなところで、俺は生きなきゃだめだ。もう少しだ。もう少しだ。俺

は生きるんだ。

（こえ）某日某時

1968.8.1

－海に向かって－

１６歳最後の夏

海は青い

大きな力が秘められて波が近づく

海の向こうに何がある

青い空と白い波

地の果て水平線の向こうに

きっと

空と海が結ばれて俺を招く

海に向かって俺は

しぶきを吸って海の上を歩く

夏の海

冷たい海

海は良い

青い海を俺の道程にしよう

1968.8.2

－デスマスク－

俺の親も泣いている

顔に石膏が落とされた

重たく締め付けられる様な思いで

乾く、熱い

手足を必死にもがこうとする、だめだ

口を開こうとする、だめだ

俺の周りで泣いている

そんな人達よ

口はきけなくなったが、俺はまだアルんだぜ

俺の顔 大事にしてくれよ

それだけだ

1968.83

－夏の雨・重い雨－

今夜の雨は好き

最近 そう
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ごく最近のことだ

山の中の小さな廃村に

身をかためた

それでいて雨が降った

黒々とそびえ立つ山々が稲光と共に

テントの壁に青く映った

空も地も黒く

そんな世界に雨を浴びながら

俺は一人で静かに溝を掘った

1968.8.5

－並木道－

太陽の顔見せずして

黒色に光る広葉樹

田に入ずる水

月映りて 見ゆ

葉に たたずみ 唱う鳥

揺れ動く 人影

ああ、俺の人の恋しさよ

又、ひとしおに光る山の頂

友の叫びに悲しくも あらじ

1968.8.9

－消える－

生る意義

それは死ぬことに欠けているモノ

生まれたものなら

一度は死という

一体人間の味わう体験をするだろう

生きるのは死という点に目がけて進んでいるのではなく

死にかけている

そんなものを手で握って行くことだ

1968.8.13

－初恋－

ひとかじりのリンゴ

それは初恋

まだ青い所の残っているリンゴ

そんなリンゴ

赤くなる前にもう布で磨かれ
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白い歯が光る

甘さの足らな、ちょっぴり酸っぱい

快い酸味は腹の底まで染み渡る

噛み取られたリンゴ

赤く錆びた傷口のあるリンゴ

俺は一生忘れやしない

初恋は、ひとかじりのリンゴ

1968.8.20

－雲の上から－

雲が流れた

人は空を見た

空の上の小さな国に雨はやさしく

笹の葉に当たっては右や左に飛び跳ねる

人の心に笑顔はえて

大きなしずくに

青い空の上の小さな国が映っている

恥じらうことも忘れて

やさしく冷たい雨は笹の葉を喜ばせてくれた

1968.8.24

－More than anything else－

昨日あんなに大きかったお日様が燃え尽きてしまった

今では白い灰だけが

私の頭の上で輪を描いている

What we need above all is love!

きっとです

そう きっとです

私の顔を洗う水をためた水桶に

明日必ず赤い灯が運ばれているのでしょう

1968.8.27

－一人きり－

我遙か 南の島に 身をたたむ

波白くして 足を 流せむ

我一人にして 動ぜず

大海の孤島に 人を恋する者あり

岸壁の上にたたずみ 波の音を聞く

されど

波の音 我が心に 動ぜず
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海辺の水に顔を写し

遙か遠くの海に 我叫べど

ただただ 波の音あるのみ

我一人にして動ぜず

1968.8.31

－秋になって－

ヒグラシの声が聞こえる

人が恋しい

俺一人だけで

涙を流そう

声をつないで大きな虹にしよう

俺にだけ罪の名残は

人は皆 俺にだけ

1968.93

－狂人－

人間の行為を見抜ける奴

それは今の俺と言ってよかろう

超人のしぐさ

狂人のしぐさ

今の俺にとって同じことである

行為は罪に通じ

思いは噛みへのプロテスト

さて

俺は人の弱みを知り

自分の不可解な行動に出る

今の世界の異常なまでの戦いに

俺は狂人でしかあり得ない

人間批判、論理

狂人にとって何もない

1968.9.6

－ひぐらし－

昨日から考えていたことなんだが

ひぐらしのジーッという声実に良い

あまりにも僕の心を表し過ぎて嫌いだけれど

長く切なくいつも変わらずに

僕が一人の娘に寄せる便りの様に

いつも僕の心にだけ貫き通る
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ADHDの勝手口

1968.9.8

－蝉取り－

一人の子どもが蝉取りに行きました

大きな大きな木の上に

蝉は鳴き声だけが見えて何もありません

ちょうど子どもの手の中のモノの様に

私は何もしません

声すら立てません

子どもの目の前で

一人蝉の殻に

私はそうだ恋をしたんだ

指先まで伸ばしきって

夢の様に心の中で

風船玉がぱっと破れる様に

1968.9.11

－問い－

お答えします

信じられないままに

一つの像はいつもあります

黙っていても分かります

信じたいのですから

だからこそお答えします

1968.9.17


