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短歌 随筆 エ･ッセイ 論説
武本由夫著作抄

我が立て る巌に 砕くる潮 のむた しぶきと なりて 天にきら
へり

夕づく日 照り沁 む丘のな だりへ に花を乏 しみ咲 ける木苺

匂やかな 枝かい くぐり色 づきし 山椒の粒 を掌に こき入る
る

銭撲ちてゑらぐ子ら見つつこの国の趨（おもむ）かむ
末に想めぐらす

論争 の余 憤 に耐 へ て帰 り 来し 吾 が顔 色 は妻 の 言ふ べし

夕かげは 幹には だらに黄 に映へ て下行く 我の心 寄らしむ

まだかた き実い くつ空に 高々と かけて寂 けき木 棉の並木

露こ ぼす 並 木の か げに 列 なし て バス 待 つ人 の 咳さ むし

雲一朶雨 を落と して過ぎ ゆけば 濡れし穂 草のし ばしかが
やく

子を 連れ て 口笛 吹 きゆ く 風の 中 川原 茅 花の 光 眼に しむ

夕光の露 台の手 摺に依る 久し胸 にひびき しクル イーラ鳴
く

転生 を希 は む言 葉 想へ れ ばサ ビ アの 声 さへ 口 説の 如し

ベンテビ ーの声 捉へ聴く 幾秒か 身内にさ びしき 翳がゆら
めく

くれぐれの池に微光は反りつつポッカリとしてコッポ ･
デ レ
･ イテ

佇ちつく す闇の 桃畑虫の 音は波 動となり て胸ぬ ちにあり

グヮラウ ーの山 鼻海に突 き出で てそこに 怒れる 濤のとど
ろき

濱遠 く無 尽 に乱 れ し足 の 跡夕 べ は満 ち て波 の 消す べし

心して聞 けば階 行く足音 さへあ りありと 人間の 個性を示
す
山深く 巡り 入り 来し 林道の 陽当 る所 白気 に立 ちつつ

)の風吹きて波紫の河口に荒き夕

風にそよ ぐ鈴懸 若葉見て 立てり その我が 面を人 見て立て
り
黄檗
お
( うば くー きは だ
日き らめ く

うな じ垂 れ て聖 典 黙読 の 後姿 は 朝の 渚 のウ ル ブー 三羽

沖遠く 一つ 船泊 て耀 きて 瞬の 間し るき 朝あ かね雲

砂かつ ぎて 舳先 のみ 見ゆ船 み霊 浜昼 顔の 花鎮 まれる

黄昏の 町は づれ なる 廃園に なき 臭き 猫の まな この光

酒に耽り て目尻 渋きあか ときの 窓にさや けき寺 鐘のひび
き

借銭を負 ひて苦 にしてゐ ること もありや うは物 質軽視の
むくい

銭金を記 して惨 めになり 来れば 古書の幾 冊夜々 読み更か
す
得る科 （しろ）の乏しき邦語の教師なりき髪に白きが混り
てなほも

かかづら ふ事み な金銭に 縁薄く つつまし やかな る我の明
けくれ

明鳥は 軒端 の若 木に 囀れ ど命 死し たる 人の 静けし

往還のゆ きつく るところ 荒浪の 波の秀立 ちは雄 雄しろか
も

花を作る 愉しさ は知らね 秋たて ば庭の黄 菊に心 寄りゆく

わが眠る 蚊帳に 蟷螂ひと つゐて こちたき までも 鳴きすま
しをり

処世つた なき我 にてもあ るか行 末には富 み栄え むことの
無しと言はねど

子等病め ば裏庭 を踏む者 もなく 散り敷く 梨花の ただにし
白し

片っぱし から電 車の窓硝 子砕き をりかう もり傘 を逆手に
持ちて

朝より風吹き通す窓にしてゆるみし硝子の鳴る音繊（ほ
そ）し

我が性の 教師に 適せずと 思ふと き授業少 しく億 劫となり

木苺の 花咲 く丘 の夕 まぐ れ坂 道く だる 霊枢 車見ゆ

うすら陽 の照り て風行く 池の上 はちすは なべて 葉茎短し

砂丘よ り一 条注 ぐ真 清水を 求め て蟹 が潮 くぐ り来る

沈みゆく 霧の彼 方に連な れるミ ナスの山 やいや はるかな
る

おぼろな る想ひ 影絵とな りて顕 つ蒼きイ タペチ の峰を仰
げば

微光射す 部屋に 対座の時 移る黙 せしまま の中江 とわれと

ものぐさ く夜半 の厨に水 飲めり 酔ひたる 我とは らめる猫
と

帰り来し 夜更け の床に病 む妻が 櫛の目掘 りつつ 黙してゐ
たり

我に似て 神経弱 くすぐに 泣く吾 子の行為 はみな 腹立たし

夕ぐれの 空の穏 しさうつ うつと ヂンタの 遠音に 我が感興
す

嘗て我合 力を乞 ひし事あ る故に 出放題を も堪へ て言はし
む

今さし迫 って欲 しきは無 けれ言 ふとなれ ば数へ て即座に
五指に 余れり

二夜寝て 今朝発 つ友が靴 紐を結 ぶとき金 の無心 す口ごも
りながら

壁に向ひ 口少し あけて妻 は眠り をりまだ 片付か ぬ荷物の
中にて
転
(居 )

ことごと く部屋 に電燈と もしし が又落着 かずし て巷に出
づる

一つの窓 夜とな りたれど 病む妻 の辺に黙 然と我 が坐せる
まま

段落なき 議論に 又妻と夜 更かせ ばペン持 ちしま ま子が来
て厨を のぞく

自意識の 混濁に 或は馴る る時我 もまた傲 然とし て財を言
はむか
朝市にて会 ひたる友 の言ひ出 でし 明
｢ 朗貧 も
｣ なほ惨めに
て

傘除けし 机燈の もとカー マに編 む妻と物 書く我 と黙せり

貰ひ来し 仔犬の 下痢は厭 へども 啼けば真 夜さへ 起きて見
に行く

雑誌附録 の組立 てものに ふける 子よこの 子叱り しもはる
かな記憶

読み疲 れ頬 杖つ けば 壁間 の師 の写 真と 等し き姿勢

子にかか はる千 々の想を 聴き更 けて虚空 に風の 音寒から
ず

頼まれし 修繕忘 れて居り しかば アイロン にがみ がみと妻
の当れる

おのづか ら灯消 し戸じま りの役 となる夜 ふかし は我が芸
の内にて

土産店 の片 隅暗 く居 疎みて 人を 拒め りひ びあ る壷は

ゆく夏の 日々に 食らふは いはけ なき頃よ り好み し茄子
のも みづ け

寝苦しき 夜窓を 開けば胸 伏せて 眠れる妻 を月は 照らせり

夜の卓に 懐中の ものみな 取り出 せばその まま寂 けき孤独
はかへる

密航 の息 に ほは せ て終 発 のフ エ リー ボ ート に 潜む 人影

海人護り て山鼻 に佇つイ エス像 仰げばひ るむ不 信のまな
こ
おぼろ夜 の記憶 の如く庭 に咲く アガバン サスの 紫くらし

血縁のあ はれを 言ひてク ワレズ マ花散る 道に別 れ来にけ
り

孔雀榔子 の垂れ 葉そよぐ とあら ぬ夜祈り の鐘の 余韻は長
し

癒ゆると は思は ぬ宵々妻 の背に 灸すゑて 独りの 情やりと
す

末熟なる 思惟も てあまし 佇つ畑 にエスピ ナフレ の青きひ
ろがり

墓所出で てバス 待ちゐる に疲れ たる色の 夕映え 塀にむな
しき

墓処より 見おろ す野地に 鎮まれ る寺棟は 低し薄 もやの中

下町 の拡 が るは た て工 場 の煙 あ はあ は 直ぐ 立 ち消 ゆる

孤独な りし 友の 死思 ふ夕日 照る 高圧 線の 鉄塔 のもと

ラヂオの 音低く 聴きつつ 朝々を サーラに 座して 物編む妻
は

海よりの風濃密に塗り込めてラーボ・デ ガ
･ ツトの 朱房が
ゆるる

水皺 寄る 岸 の浮 草 花つ ら ね夕 べ は憩 ふ かり そ めな がら

病床にふ と思ひ 出づ電光 のごと 腰部を性 欲走り し去年の
今頃

瀕死の床 にてソ ーロ打ち つつ作 歌するこ の業病 の火消ゆ
る日 は何 時

インフレ が追ひ あげ急ぐ 形とも 高層ビル は建ち あがりゆ
く

大根 （おおね）煎じて飲みて命をやしなへと植えてたびた
る白 花桔 梗

花垂れしプリマヴェーラの夕陰に白猫（はくびょう）坐せり
縹渺 （ひょうびょう）として

鍼灸師は脛 （はぎ）一点のつぼを抑してまなこ瞑れり祈る
形に

同棟の 女の 饒舌 はて しなし 下水 修理 の分 担金 議論の

雨にけぶ る遠山 脈を見は るかし 散尿の愉 しさ地 に沁みて
ゆく

ここ 幾日 生 死の 間 をさ ま よへ る 友の 面 輪が 枕 辺去 らず

わが血継 ぐがま た一人ふ えしを 電話せる 妻の声 あり感動
こめて

生き死に の境に 立ちしこ と三度 復り来た れり隻 脚ながら

ジャカランダ頻散る樹下徘徊 （もとお）りて職失ひし友と
別るる

うなされ て醒む るに似た る朝な さをコン クリー ト攪拌の
音のひ びきに

仰向けに 足撥ね て舗道に 倒れた る瞬間背 骨に悔 恨にじむ

打ちまろ び反射 の形に起 きんと す雨傘を 手にさ しあげし
まま

背と腰の 痛みに 耐へて眠 るべし さても執 劫なる この打撲
傷

草枕 露け き 丘に 茣 蓙敷 き て裸 形 をさ ら し朝 の 陽を 浴ぶ

煌めきて 編隊飛 行の夏蜻 蛉裸形 さらせる われ擦 れ擦れに

還りたる念ひを言へり祖 （おや）の国はじめて訪ひし三世
汝が

日向 （ひうが）まず咲きて日に日に花展く眼交近くに立て
る木棉は
ひと節の 背骨の 壊へのそ のわけ をただす 予定の 明日入院
日

奥津城 に独 り額 づき 焚く 香の 煙乱 して 低き 風吹く

胸を攻む るコル セットの 中にく ぐまりて 蟇は観 念の目を
閉じ しま ま

) に 唄こ もら せて 老生 の寄 りて 見あ ぐる

ペン持て る手を 窓にかけ 終バス の尾灯が 坂道越 すまでを
見る

風騒
か
( ざさい
梢あ かる し

水音は谷 底にあ りひと株 の沼百 合木の間 に白ら じら匂ふ

日暮より 停電な がく蝋の 灯に手 もとあは あはも の書き疲
る

風寒き 海橋 をゆ く霊 枢車 ひと すじ 夕べ の光 残して

