編集発行人

岡田幸文

発行所

ミ�ドナイト・プレス

埼玉県和光市白子３ -

外にあるということ�詩の書き手たちは
�空虚なる現在 �という安易な物語の外
からの声を聴こうとする�そこで�その
とともに生きていこうと思わせるかのよ
うな�あたたかい不意の一撃としての�
詩にであう�詩はいつでもそこにある�

進化する�の出所
清水あすか
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chori

本質的な生々しさのなかへ

そのずれをもたらす目�それが詩の力
だ�今まで見えなか�たように世界を見
せる目�それは世界を新しくする可能性
である�では誰がそんな目を持�ている
のか�
次は何を思うのか�感じるのか�何を
書くのか�夕方には？ 朝には？
それは今も変わり続けている�私たち�
そこに詩は�いつもある�
あ�今�見てる�

７
- ７
- ００２
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は常に�常に未知である�何があるのか
はじめに�ぼくにと�て身近な詩とは
まだ見えない�それはどこまでも大きな あくまでポエトリ�・リ�デ�ングやそ
力だ�
の場であり�まちなかでふれられる感情
しかし進化�とは �良くな�ていくこ やおどろきであ�て�自室で綴られるそ
と �ではない�良いかどうかは後に下る れではないということをは�きりさせて
評価で��変化していく �
�その営みを表 おく必要がある�そのうえで �いま�詩
した言葉だ�
はどこにあるか �と考えるのだが�どう
だから本当は�若者である私も�そこ にも要領のよい答えをさぐりあてられそ
に座る年よりも�犬と歩くおばさんも� うにない�強いても�とも近い感覚をひ
今変化している存在として�常に進化し ねり出すならば�あるひとがはじめてマ
ている�次に何を見るのかわからないし� イクに向か�てことばを発した瞬間�ま
何を言うかわからない�何が起きるのか� たは長いあいだステ�ジに立ちすぎて�
何をしでかすのか�未知�でも実際は大 ついにそれが仕事や家庭などと並んで生
体��あの人はいつもそう �いうことをし�活の一端にな�てしま�たひとたちの未
�毎日はいつもこんな �感じだ�
来�ということになるかもしれない�こ
しかしその �いつもの �間に�何が起 とリ�デ�ングの場において�詩は�詩
こ�たのかわからない一瞬で�世界が少 人なくして成立しない�それは著作権と
しだけ動くことがある�また元に戻り� か著作者人格権とかそういう �けち �な
何も変わらない�いや�大きく変わ�て 意味ではなく�て�骨格や筋肉をも�た
しま�た�私が！ そんなことは�確か ことばに最終的に血をかよわせるのは人
に�ある�
間だということだ�その血圧や分量�偏

子どもの言葉には�とするのは�環境
や歴史にまだそれほど影響を受けずにい
る �新しいまま �
�を見たときだ�も�
とも進化している存在�子どもの可能性

19

思い出す�そして開いた膝を両手で支え�・ 執筆者プロフ��ル
とは幸せなことだから�
しているうちに� midnightpressの
ところでさ�きすれ違�た若い女いいケ 今一度�立つ�
フリ�ペ�パ�をつくろうという気
近藤弘文 １９７６年生まれ�詩集�夜鷹公
切迫した問題に直面したとき�世界
ツしてたよな�と後ろの巡査に振り返り
持ちにな�た�それは��詩の新聞
園� 清水あすか １９８１年生まれ�詩集�頭
を残して放られる�� ｃｈｏｒｉ １９８４年
中の全ての人間の心の傷口から�無言
ウ�ンク�
�を編集発行していた時
midnightpress
生まれ�詩集�
� 須永紀子 １９５６
chori
と�ここで夢から覚めて�なんだ夢オチ の言葉が る�いまこの一秒が過ぎる間
代を思い出すことでもあ�たが�過ぎ
年生まれ�詩集�中空前夜� 上田假奈代
かよと多少が�かりする�
に�モンゴルの草原で�アラスカの氷原
去�た時間を懐かしむものではなか�
１９６９年生まれ�詩写真集�うた�
と�が�かりしているのも実はまだ夢の で�パレスチナの砂漠で�あるいは東京
た�詩の明日へとつながる未来の時間
タケイリエ １９７５年生まれ�詩集�コン
パス� 小林レント １９８４年生まれ�詩集
中で�さらにが�かりする�
の地下街で�危機に瀕した無言の言葉が
をいかに生きるかと考える時間であ�
�いがいが� 柴田千晶 １９６０年生まれ�詩
と�そんなが�かりをあと７�８回繰り
叫ばれている�
た�今回�力のこも�た原稿を寄せて
集�セラフ�タ氏� 久谷雉 １９８４年生ま
返したらシ�ワ�を浴びたい�
この�あまりに人間への不信に満ちた
いただいたみなさん
れ�詩集�ふたつの祝婚歌のあいだに書いた
昼過ぎの住宅街には工事現場の鉄骨を打 時代に�そうした他者の無言の言葉を引
ヽ
二十四の詩� ヤリタミサコ １９５６年生まれ�
に感謝します�いつだ�て�詩は�
�い
ち付ける音だけが響きわたり�何もしな き受ける者は現れるのか�私は�私自身
ＴＯＫＹＯポエケ�ト主宰�
ヽ ヽヽ
ま�ここ�にある�また�いつかお会
桑原滝弥 １９７１年生まれ�詩集�花火焼�
いで三日間くらいぶ�通しで聴き続けた に寄り添い�自ずと れてくる無言の言
いしまし�う��岡田�
中村剛彦 １９７３年生まれ�詩集�壜の中の
ら連続通り魔になれる�気がする�
葉を結晶化してくれる者を求める�そし
炎�
ミ�ドナイト・プレスの近刊詩集
結局おれはまだ何もや�ていないのだな て必然�あの戦争を生きぬいた詩人たち�
★ミ�ドナイト・ヴ�イス�詩の雑誌
今日�或いは�今生�
開国の時代を命がけで駆けた詩人たちへ
浅野言朗
�が休刊して�二年半が経
midnightpress
= ／窓の分割 あがた
何もしないでいることだけが人生なのか と りつく�なぜなら彼らには�高度化
とうとしている�この�短かいようで長
笹原玉子 この焼跡の�
ユメの�
県
もしれない�
した現代詩の知性が根底的に疑念を抱き
たわらは
い�長いようで短かい� intermission
�？� 里中智沙 手童のごと
でも何かがしたい�何かがしたい�何で つづけている�詩への盲信があるからだ�
にあ�て�僕はいつも�詩の現在�を生き
＊
もいいから何かがしたいよね�
破滅を予感しながらも�決して花の咲か
ていた�それは�一方で�詩の核がい
ミ�ドナイト・プレスのＨＰでは�
昔警棒で殴られた古傷が痛むが�それは ない土地に震える手で水を与え続ける�
よいよ見えなくなる現在でもあ�た�だ �今週の詩�を毎週更新しています�
夢のせいにしておこう�
滑稽で悲劇的な�しかし栄光の盲信が�
が�核が見えなくなることが悪いこと
www.midnightpress.co.jp
おふくろが小さくな�たのは本当だから� いま�私の眼前には�虚栄の都市に舞
かといえば�一概にそうとはいえず�こ
＊
電話をする�
う蝶のごとき言葉が�咲き乱れはじめて
の厖大な無／拡散を深く潜行することを
詩人のＳＮＳ�なにぬねの？�
詩は元気です�と�
いる�
愉しむ選択があるように思われる�いま
現在稼働中
は�性急に�求心的に生きる時ではな
い�どれだけもちこたえられるか�その �月刊 桑原滝弥 ８月号�
すべての沈黙に詩はある
力
が問われているのだと思う� ■五月
midnight press�カミの逆
襲�
某日�渋谷で桑原滝弥とあれこれと話し
中村剛彦
た�そこで�今回のＴＯＫＹＯポエケ�
８月２日 土
: ／開演
:
( �開場
ト参加�そして midnightpressのフリ� 出演・ 岡田幸文 � midnight press編集人�
�
桑
原滝弥 �詩人�
ペ�パ�発行というプランが生まれた�
料金・ 予約２０００円／当日２５００円
midnightpress休刊中のミ�ドナイト・
�
飲
食
代
別
�
プレスが�いまＴＯＫＹＯポエケ�トに
｀渋谷
・ mashroom lounge `mado
会場
�
・
神宮前�
参加する積極的な理由はあるのだろうか
TEL 03 - 3400 -1188 http://www.mado.in
と自問しないではなか�たが�桑原と話
問合せ・ 桑原 �詩人類�
日発行

いま�詩はどこにあるか�
思うのは�き�といまもこれからも�
詩は �いまのわたしたち �という物語の

ここの箇所には括弧がつけられていな
い�ち�んとした脈絡もなくて�だれの
声なのかもわからない�物語の外にはみ
出してしま�ているだれかの声�
ここをはじめて読んだとき��え？
なにこれ？ こんなの�てありなの？
さんたまりあ �と昏倒しかか�た�そ
の後�何度も読みなおしたがやはりわか
らないままだ�た�誰かにきいてみよう
かと思�たが�誰もこたえてくれなさそ
うな予感がして�このことは
のまま�胸のうちにしまいこまれた�

おや�一字不明��川へはい�ち�い
けない�たら�

はじめて詩というものにふれた経験を
思いおこしてみると�中学か高校かは�
きりしないのだが�おそらくその頃の教
科書に載�ていた宮沢賢治の童話 �オツ
ベルと象 �に思いあたる�自分に詩とい
うものを気がつかせてくれたのが童話だ
というのもなんだかおかしな話ではある
けれど�とにかくこの童話に自分はとて
も驚いた�も�と正確にいうと�この童
話の最後の一行に自分の世界がぐらつい
たのであ�た�

近藤弘文

おや�一字不明�
�川へはい�
ち�いけない�たら�

２００８年７月

chori 須永紀子 上田假奈代 タケイリエ
久谷雉 ヤリタミサコ 桑原滝弥 中村剛彦
近藤弘文 清水あすか
小林レント 柴田千晶
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切迫した問題がある�ふとした瞬間に
バランスを失い�目眩をおこす�いつし
か無窮の時空間に放り出される�
全
てが虚数に満ちてしまう�必死に私は
愛犬を思い出す�必死に愛する人の顔を

2008 年夏、いま、詩はどこにあるか？

midnight press EXTRA２００８夏

EXTRA
2008 夏

釜�崎・暴動の夏
上田假奈代

み込まれていくことと思います�負の経
験と�いまここにいる主体としての�わ
たし ��そして世界�その回路を行き来し
つつ書くことが必要なのではないでし�
うか�
すぐれた詩の書き手は�現在を全身で
キ��チしていると思います�何が起
こ�ても �見る �ことと �思う �ことを
やめないでし�う�彼らのなかに�詩の
いまと未来があると信じます�

■２００８年夏�いま�詩はどこにあるか？
りや血液型によ�て�ことばは怒り�ぽ
いじいさんにもなるし�青白い顔をした
少女にもなる�導火線のみじかい人間が
けんめいに冷静さをたもとうとしている
場面は一種滑稽さをともな�ていとおし
いし�他人に興味のない人間が必死に誰
かとつながろうと叫ぶ姿もまたうつくし
いとおもう�どうやらまとまらないまま
紙数が尽きそうだが�いま�ぼくにと�
ての詩は�リアリテ�という概念とは関
わりなく�人間のもつ本質的な生々しさ
のなかへもう一度その舳先をむけようと
しているらしい�

負の体験と世界と
15

普遍的だと思われていた物語の解体が
明らかとなり�小説はその姿を多様化・
局所化させてゆく�文芸批評も�もはや
どんな小説が書かれようがある程度の需
要があるということを認識している�純
文学はケ�タイ小説を無視できないし�
キ�ラクタ�小説の支持者は私小説を無
視できない�よくも悪くも相補的に自ら
の立ち位置を決定してゆく�
とりあえず文芸らしい詩はそのような
言論空間にほぼ不在と言�ていい�いわ
ゆる教養としての詩が失効したあと�文
学の限られたジ�ンルとしか問題意識を
共有できない状況に現代詩は自らを置い
ている�
詩は外需のほとんどない文芸だ�それ
はそれでかまわない�しかし�そのよう
な消費に曝されないことに安住する言論
の状況には違和感があ�た�詩はその不
在�外部性を逆手にとるパルチザンであ
りえているか�詩のフ��ルドをもうす
こしメタな視点で見なおしたいと思�て
いる�

詩の出口
柴田千晶

ふと考えてみると�しばらく詩を書
いていない�同人誌 � hotel
� 号�
２００６年５月発行 �に �汐まねき �と
いう長い散文詩を発表したのが最後だか
ら�もう２年以上詩を書いていないこと
になる�その２年間で約６００句�俳句
を作�ていた�
�あなあなあなたのセ�クスは�益

�停滞 �の効用

久谷雉

詩界の外側で息をして

とぶ�
マジナイをするとき�このような発想で
ここにないのは�想像力だ�暴力のた 書かれた詩ならばおそらく庶民にも食べ
めの暴力ではなにも解決しない�そもそ られるとひらめく�わたしたちは芋や豆
も解決のために集ま�ているわけでもな を食べ田畑を耕し子を孕みつづける一生
さそうで�い�たい何なのか�と思う� が予定されていた�病におびえるその日
そしてなぜ�このまちが暴動を引き受け 暮らしのために�子を間引き�親を間引
なければならないのか�わからない�
いて捨ててゆく一生とは�
もはや関係なく生きている��忙しいか
騒ぎの片隅で�絵描きの友達がみえた� ら �と言�て�買�てきたものを堂
小さなスケ�チブ�クに描き込んでいる� 々と食べる�そうや�て稼いだ時間で詩
駆け寄�てのぞくと�暴動の様子を描い を読み�詩を書くことは恥ずかしいと思
ている�ハ�とした�ここには石を投げ う�詩を書く以前に�や�つけるべき日々
罵声をあげる以外の表現の仕方がなか� のちいさな仕事が全員集合し�山にな�
たからだ�この光景を目にやきつけてお ている�子どもの弁当に梅干しを埋める
こう�詩を書こう�この現実に詩は無力 のも�その山のうちのひとつだ�そして�
で�そのなにもなさで書く�
その梅干しが�外注品 �であることに後ろ
めたさを感じながら�日本の�女である
自分は�詩を書き続ける�

詩を書き続けるまえに
タケイリエ
小林レント
すべてがぬるいゼリ�みたいな国では�
人々の副業は評論家である �とうぜん私
も�
�あたまのなかで世界を転がす愉しみ
一年ほど�詩誌や詩のウ�ブサイトを
が�ひとり�このように寂しく立ち続け 意識的に視野にいれずに暮らしていた�
るのだ�ほろんでしま�た戦後に�神さ 詩にまつわる言論内部での生活のなかで�
まは降りることなくテレビに映る某とい 詩人自身が詩を消化してゆく�そこに限
う男の身体を借りて語り�男は人間の言 定的に生じている言説にリアリテ�を感
葉に訳す�それをばくだいなお金に変換 じられなくなり�浸りき�ていた自分を
するばくだいな大人もいる�幼稚園児の 洗いなおしたか�た�そしてそういうメ
夏の弁当に梅干しを入れる�味付け海苔 デ�アから離れて感じたのは�ほんとう
でアンパンマンの顔など描いている場合 にこちらから�内部 �に出向かない限り�
ではないと思う�キ�ラクタ�弁当に労 現代詩の状況なんてさ�ぱりわからない
力を注ぐ愛情深い女と話をするとき�な ということだ�た�というわけで�現在
にかが間違�ていると思う違和感が�私 わたしは自分の詩の姿以外をほとんど知
をかきたてる�白飯に梅干しを埋めるオ らない�

詩の強度を考える
ヤリタミサコ
現代詩について論ずる場に於いて �
停滞 �という言葉は九割方�あまりよく
ない意味で用いられる�いま書かれてい �境界の意識 �黙�ていると自我が侵
されてくるこの情報化社会において�
る詩をとりまいている諸々の事情が�本
当に �停滞 �しているのか否かについて 自分と世間と�自分と他人との境界を確

田舎のおふくろが小さくな�た�
もともと小柄な人だ�たが�年を取り余
計に小さくな�た�
近々実家に顔を出さなき�な�そんなこ
とを考えながら警官に追われている�
追跡から逃げきるためには�自分自身も
警官隊の一員であると錯覚するにかぎる�
何であれ追いかけるものがあるというこ

々散文的にな�てきてきてきているはず はともかく�どちらの立場につくにせよ� 固としておくことは困難�意識と無意識�
です��新詩集 �セラフ�タ氏 �の冒頭詩 �停滞 �が忌むべきものであるという認
社会と個人�自他�これらは対立概念では
の一節�セ�クスだけではない�今�詩 識は共有されているようである�
なく相互に不連続する連続で�かつ包含
もどうしようもなく散文的にな�てきて
関係でもある�曖昧にみえるが明確に認
�ことに歴史が停滞して頽廃に入りか
いる�私自身�そこに危惧を抱いている� けた時代に�すぐれた人が出る�漢の
識される境界を意識すること�
今�書かれている散文詩の多くは�そこ 鄭玄�清の段玉裁�王念孫�日本の宣長��個人的なことは政治的 �フ�ミニズム
そこの文章力があれば誰にでも書けてし みなそうである��
では�個人を政治にせよ�と主張してき
まう�それを詩と呼んでしま�ていいの
中国文学者の吉川幸次郎が一九六二年 た�身体や感情�これらは個に回収され
かは別にして�危ないなと思う�
に発表した �読書力について �という随 てはならない�家族内の力学も病理も家
先日 �訴訟裁判通知 �民事 ��という
筆の一節を引いてみた�吉川氏によれば 族という個に回収されてはならない�政
葉書が届いた�お粗末な振込め詐欺の一 言語を著者の心理に立ち入�て把握する 治的であれ�個人の問題は社会問題であ
種であるが�無差別に選ばれた一人であ 能力�すなわち�読書の学 �の能力は�ゆ� る�実存は社会である�実存を追及する
るという気持ちの悪さをその葉書に感じ くりとした時代にこそ高まるのだという� こと�
た�こんな葉書一枚にも詩は在ると私は もしも日本の詩の歴史に �停滞 �の時間 �知で理であること �感情はどんな動物
思�ている�
があ�たとして�果たして日本の詩の歩 も表現する�が言語を使用する表現には
詩の入口はどこにでも在る�
みをおおきな視野でふりかえる力に長け 悟性が必要�感覚の垂れ流しとそれに伴
ただ�新しい出口が見つからないのだ� た人材がどれだけ生まれてきたのか�ま う自己満足は消滅させよ�単なる模倣や
マンネリ化したセ�クスを打開するた た�生み出しうるほどの �停滞 �だ�た 偽装建築のような偽装詩を追放せよ�知
めにポルノ的スト�リ�を用い�バイブ のかどうか�詩の �停滞 �について語る と理を明晰に活用せよ�
や緊縛プレイと�過激になればなるほど とき��停滞 �そのものの糾弾�あるいは �個で孤 �孤立を恐れてはならない�個
その行為は�益々散文的にな�てゆく� �停滞 �というレ�テルを貼ることに対
であることを追求すれば甘�たるい孤独
そしてまたマンネリ化する�詩を書くと する糾弾 �よりも先に�詩にと�て �停 を突き抜けた地平に出る�安易なうわべ
いう行為もこれに似ている�今�新しい 滞 �とは何かを�本当に忌むべきものな のやさしさや癒しのようなその場しのぎ
詩の出口は�誰にでも書けてしまう散文 のかというレベルから�は�きり質して は捨てよ�厳しく個我を屹立させよ�
詩の向こうに�見え隠れしているように おかねばなるまい�もしかしたら �停滞
思う�
�こそがいまの詩に求められている�あ
元気です
るいは �停滞 �の中にこそいまの詩のこ
桑原滝弥
ころざすべきものは生きている�という
結論さえ導きだせてしまうかも知れない�

須永紀子
２００８年６月 日の今日は釜�崎暴
動五日目�テレビなどではあまり報道さ
れていないが�釜�崎では投石�放火が
いま�詩はおそらく次のような書き手 起こり�何百人という機動隊が並び�ま
の作品のなかにあるのだろうと思います� ちは封鎖されている�ところどころむき
・この時代に生きて�詩を書き�公開す 出しにな�た地面�はがされたブロ�ク
るということに自覚的である�
が機動隊にぶつけられる�深夜３時をす
・個人的な挫折や敗北の経験�自分にと� ぎる日もあ�た�すでに何十人もの逮捕
て重要と思われるできごとを手放さずに� 者�負傷者がでている�
それについて考えつづけている�
釜�崎暴動は 年ぶりだと聞く�見下
・つねに世界に目を向けている�
されてきた釜�崎の労働者たちの怒りが
�見る �ことは �知る �ことであり�さ 火種だと聞くが�真相はわからない�そ
らに �思う �ことにつなが�ていきます� んなこととは無関係にともかく夜になる
現在�あるいは過去の�集合体としての と�地域外から男たちがや�てきて騒ぎ
経験についても�チ�ンネルを合わせる はひどくなる�機動隊の盾のむこうは指
ことが必要でし�う�いま世界で起こ� 揮官に従う若者であり�花火を放ち投石
ているさまざまな問題について�いくつ をしている若者と年頃もそう変わらない
かの悲惨な戦争について�関係ないとい はずだ�
うのではなく�知ろうと努めること�そ
ここにあるのは�あらぶる気持ち�暴
れはおそらくそのまま詩になることはな 力のための暴力だ�
いけれど�何らかのかたちで�作品に組
放水車が水圧の水を飛ばし�人がふ�
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■２００８年夏�いま�詩はどこにあるか？
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