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知 ら れ ざる 日 常 と 本音
る限り ︒

救い はな い ︒逃 げ場も ない ︒忘れ ない とし ても ︑た だの いい

思い出 にで きれ ば ︒でも ︑僕は 呪縛 から 逃れ られな い ︒誰 より

も過去 に固 執し てい るの かもし れな い︒誰よ りも 現実 的で 誰よ

行雲

布団の 中で 身悶 える ︒

りも未 来を 見て いる 筈な のに︒

大島
目を 覚ま すと 暗い ︒﹁何 時だ ろう ？﹂と枕 元の 目覚 まし 時計

取り 残さ れて いる ︒
何か ら？

を手に する ︒針 は一 本し かない ︒
下半 身が 熱い ︒

全て から ︒

人懐っ こい 笑顔 で卒 業し て︑二度 と会 う事 はな い︒近い 内 ︑僕

から も考 えて いよ う と︑ 彼ら は教 師の 事な ど 一片 も頭 にな い︒

な教師 を信 用な どし てい ない︒たとえ︑彼ら の事 を家 に帰 って

これ で教 師な のだ から 笑わせ る ︒生徒 は誰 一人 とし て僕 の様

若い 女の 股間 を覆 う黒 い下着 ︒切れ 上が った 小股︒滑ら かに
揺れる 薄茶 色の 長い 髪︒ 甘い︑ 甘え る様 な声 ︒
寒い ︒厭 になる ︒出 たく ない︒厭世 感︒こ のま ま仕 事も 何も
かも辞 めて しま おう か︒ そう︑ 何も かも ︒
下界 には︑いつ もの 世界 が広 がって いる︒狭く 薄汚 れた 小さ

罪か否 か︑そ れは 当人 にし か分 からな い︒少 なく とも キリ スト

の様な 輩は 女子 高生 への 痴漢で 逮捕 され るの かも しれ ない ︒冤

僕ら は何 の為 に生 きて るの？

教的な 罪な ら︑と っく の昔 に僕 は死刑 で地 獄行 きだ︒天国 に行

な世界 ︒ど こに 行っ ても 逃れら れな い︒
馬鹿 な事 を︒ 食う 為に 決まっ てる じゃ ない か︒

それ なら ︑何 が怖 いっ てんだ ？

けると 思う ほど 暢気 じゃ ない︒

機械仕 掛け の如 く仕 事を する︒

生き る事 だよ ︒

機械 仕掛 けの 如く 食事 を作る ︒機械仕 掛け の如 く電 車に 乗り︑
﹁ゆい ：： ：﹂
ても︑その 名を 呟い てい る︒もう ︑友人 は皆 ︑結 婚し た︒子ど

だっ て︑ 取り 残さ れて るじゃ ない か︒

どう して ？

人生 に意 味は ない ︒だ が︑僕 は意 味を 作る 事も でき ない ︒

もも大 きく なっ た︒俺 は結 婚で きそう にな い︒し そう にな いん

何から ？

未だ に思 い出 す︒何 年経 てば 忘れら れる のか︒いつ まで 経っ

じゃな い ︒で きそ うにな いの だ ︒未 だ︑あの 名を 呟き 続け てい
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全て から だよ ︒
これ まで ︑ずっ と戦っ てき た ︒努 力す れば ︑何 とか なる 筈だ
と信じ てき た︒ 信じ よう として きた ︒
でも︑ 最近 ︑す っか り自 信がな くな った ︒

今が厭 なん だよ ︒あ の時 から滑 り落 ちて いっ てる 気分 なん だ ︒

いつ だっ て︑ タイ ミン グが悪 いん だよ ︒
あの 時か ら︒

電線 の上 には 無数 の椋 鳥︒糞で 白く点 描さ れた アス ファ ルト︒

彼らも 生き てい る︒ 烏も 犬も︑ ゴキ ブリ さえ も︒

失っ てか ら︒ 失っ てか ら︒失 って から ︒

それ で？

壁に ぶち 当た って 何年 が経つ だろ う？

男女 平等 ︒生 物は ？

努力 ？
もう ︑考 える のも 厭に なって きた ︒

食べ る為 に殺 すん だか ら︒食 べる 為？

自分 の力 じゃ ︑どうに もな らな い ︒で も︑誰の 力も 当て にな

世界 を焼 き尽 くす 事も ︑世界 を笑 い飛 ばす 事も でき ない ︒

誰に とも なく 毒づ く︒

﹁クソ ッ！ ﹂

何も 変わ らな い︒そう 呟いた 時か ら︑ずっ と何 も変 わらな い︒
﹁ゆい ：： ：何 とか して くれよ ﹂
また ︑性懲 りも なく呟 いて しま う ︒美 しか った日 々 ︒落 ちて
いく夕 日︒ 冷た い風 ︒走 る︒最 高の 笑顔 ︒
おま えの 為な ら死 ねた のに︒

らない ︒外 から は何 も来 ない︒ 内に も何 もな い︒
動物 にな ろう ︒

あの 時︑ 死ん でお けば ︒
今と なっ ては 証明 する 事もで きな い︒

機械 にな ろう ︒

殺され てい く人 がい る︒ 解雇さ れた り︑ 暴力 を受 けた り︒

贅沢 なの は分 かっ てる ︒世 界の あちこ ちで 飢え てる 人が いる︒

生き るの が辛 いん だよ ︒

それ でい いの か？

失っ てか ら ︑そ の大き さを 知る ︒言い 古さ れた言 葉だ が ︑真
実だ︒
目 の前 には 真っ 白 い霧 ︒傍 を通 り過 ぎる 車 の姿 も見 えな い︒
多分 ︑今 もま た︑失っ てか ら知 る何 かが ある のだろ う ︒そ れは
分かっ てい ても ︑そ れが 何かは 分か らな い︒

沖縄 で問 題な のは 在日 米軍よ りも 失業 率な んだ ︒

でも ︑人 にと って 大事 なのは 目の 前の パン なん だよ ︒

いる ︒誰 かが 言っ た︒過去 を忘 れら れな いの か︑その 時の 自分

それな ら︑ いい じゃ ない か︒ち ゃん と食 って る︒

幻だ と分 かっ てい る︒永遠 に手 にでき ない もの だと 分か って
を忘 れた くな いの か ︒ど っち だっ てい いじ ゃ ない か︒ つま り︑
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﹁クソ ッ！ ！﹂
誰に とも なく 毒づ く︒
それ でい いの か？
﹁ゆい ：： ：何 とか して くれよ ﹂
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