
尾形龜之助詩抄Ⅰ（中国語訳）

訳 心朽窩主人・矢口七十七

矢口七十七／写真

尾形龟之助詩抄Ⅰ（中文译）

译 心朽窩主人，矢口七十七

矢口七十七/摄

［心朽窩主人注：尾形龜之助の原詩は、「色ガラスの街」所収のものは初版本の表記に従い、

それ以外は一九九九年思潮社刊秋元潔編「尾形龜之助全集 増補改訂版」のそれを恣意的

に正字化して示した。］

［心朽窝主人附注：尾形龟之助诗篇的原稿当中《色ガラスの街》所收的，以初版为底稿。

其他的，以思潮社一九九九年刊秋元洁编辑的《尾形龟之助全集 增补修订版》为底稿，而部

分随意改为正体字定稿。］





つまづく石でもあれば私はそこでころびたい

［心朽窩主人注：詩集「障子のある家」副題。詩集扉裏に「あるいは」と書いて（ ）内

に入って書かれている。］

  §

何らの自己の、地上の權利を持たぬ私は第一に全くの住所不定へ。 それからそ

の次へ。

［心朽窩主人注：詩集「障子のある家」巻頭の自序の第一段落総て。］

＊

如果路上碰到绊脚的石头，我愿意在那儿摔倒

［心朽窝主人附注：诗集《有纸拉门的房子》副标题。在诗集扉页背面上的「或者（ ）」小

括号里有这句。］

    §

没有任何自己的，人间的，权利——这样的我，首先要成为住址不定。

然后还要走向下一个阶段。

［心朽窝主人附注：诗集《有纸拉门的房子》卷首自序的第一段落全文。］



   不幸な夢

「空が海になる

私達の上の方に空がそのまま海になる

日 ―― 」

そんな日が來たら

そんな日が來たら笹の舟を澤山つくつて

仰向けに寢ころんで流してみたい

（「色ガラスの街」）

［心朽窩主人注：ダッシュの前後の半角空きはママ（以下、この注は略す）。］



   不幸梦

“天空变成大海

在我们上方天空直接变成大海的

日子――”

如果那天来了

如果那天真的来了，我就想用竹叶作很多小舟

仰躺让它们漂浮去





   商に就いての答

もしも私が 商
あきなひ

をするとすれば

午前中は下駄屋をやります

そして

美しい娘に卵形の下駄に赤い緒をたててやります

午後の甘まつたるい退屈な時間を

夕方まで化粧店を開きます

そして

ねんいりに美しい顏に化粧をしてやります

うまいところにほくろを入れて 紅もさします

それでも夕方までにはしあげをして

あとは腕をくんで一時間か二時間を一緒に散歩に出かけます

夜は

花や星で飾つた戀文の夜店を出して

戀をする美しい女に高く賣りつけます

（「色ガラスの街」）



   关于生意计划的答案

假如我做生意

上午会办木履店

于是

为美丽姑娘挑一双蛋形木履，给它穿红色带子

使人感到倦怠且无聊的下午

要办化妆品店办到黄昏

于是

顾客美脸上帮她精心地化妆

会在适当的地方给她点上美人痣，也会擦胭脂

尽管如此傍晚前肯定会做完这些加工

因为剩下一两个小时里我要和她手挽手去散步

到了晚上

会摆一个装饰着花和星星的卖情书夜摊儿

我偏要向谈着恋爱的美丽姑娘们高价推销



   ＊   ＊   ＊



   隣の死にそうな老人

隣りに死にそうな老人がゐる

どうにも私は

その老人が氣になつてたまらない

力のない足音をさせたり

こそこそ戸をあけて這入つていつて

そのまま音が消えてしまつたりする

逢ふまいと思つてゐるのに不思議によく出あふ

そして

うつかりすると私の家に這入つてきそうになる

（「色ガラスの街」）

［心朽窩主人注：「さうな」はママ。］



邻家有一个行将就木的老人

邻家有一个行将就木的老人

我的注意力

怎么也不得不被那老人吸引去

他有时放没力气的脚步声

也有时偷偷摸摸地把门打开进他屋子里去

然后他所有声音都消失

虽然我不愿意看到他，却屡次碰到，这真不可思议

加上

我一不注意，他就会差点儿走进我家里来

   ＊   ＊   ＊



   或る少女に

あなたは

暗い夜の庭に立ちすくんでゐる

何か愉快ではなささうです

もしも そんなときに

私があなたを呼びかけて

あなたが私の方へ歩いてくる足どりが

私は好きでたまらないにちがひない

（「色ガラスの街」）



   给一个少女

你……

在昏暗院子里呆立不动

我感觉你好像不愉快

假设 那样的时候

我能招呼你

你就会向我走过来，正是你那脚步

相信我喜欢得不得了

   ＊   ＊   ＊



   題のない詩

話はありませんか

――やせた女の‥…………‥

で

やせた女は慰めもなく

肌も寂しく襟をつくろひます

ありませんか――

ありませんか――

靜かに

夕方ににじむやせた女の

――話は

（「色ガラスの街」）



  无题诗

有没有消息

――瘦削女人的‥…………‥

嗯

瘦削女人，没有任何安慰

曝露其凄凉皮肤，缝补和服领子

没有吗――？

没有吗――？

静静地

洇出黄昏里的瘦削女人，她的

――消息

   ＊   ＊   ＊



   白い手

うとうと と

眠りに落ちそうな

晝 ――

私のネクタイピンを

そつとぬかうとするのはどなたの手です

どうしたことかすつかり疲れてしまつて

首があがらないほどです

ね

レモンの汁を少し部屋にはじいて下さい

（「色ガラスの街」）



   白色的手

迷迷糊糊 地

差点儿入睡 那

白昼 ――

是谁的手

要把我领带别针悄悄地拔掉

不知为什么过于疲倦

无力得抬不起头来

哎

请在房间里用手指弹一下……一点柠檬汁!

＊   ＊   ＊



   四月の原に私は來てゐる

過去は首のない立像だ

或る年

ていねいに

戀は 靑草ののびた土手に埋められた

それからは

毎年そこへ萌へ出づる毒草があるのです

靑い四月の空の下に

南風がそこの土手を通るときはゆらゆらゆれながら

人を喰ふやうな形をして咲いてゐる花がそれなのです

（「色ガラスの街」）



   我到四月的草原了

过去是丢失头部的立像

有一年

细心地

一个恋爱 被掩埋在长青草的河堤地下

以来

每年在那地上萌芽一个毒草

在四月蓝天下

那边南风刮过去的时候 就摇摇晃晃

以好像吃人似的形状而开的那朵花――正是!

＊   ＊   ＊



   風邪

いつかの夢で見たのかな

それとも噺にあつたのか

不思議となんでもおんなじに

風邪で寢てゐたことがある

丁度このやうに寢かされて

おんなじやうにそのときも

ガラスのくもりも陽のかげも

藥も盆も水飮も

シイツのぬれた形から二時をうつてる時計まで

何から何までそつくりとおんなじことがもう一度

あつたやうだと眼をつむり思ひ出せずにゐたのです

（「色ガラスの街」）



   感冒

是不是曾经梦见过

还是故事里一场面

不可思议一模一样

有过感冒躺在家里

那时恰恰也这样躺

正像现在的我四周

玻璃的污垢和光影

药品托盘小饮水瓶

床单污痕形状也好，响着两点的钟也好，

我和周围任何东西，跟现在的完全一样，

确实有过但闭眼睛，无法想起是哪一天

＊   ＊   ＊



     無題詩

夜になると訪ねてくるものがある

気づいて見ると

なるほど毎夜訪ねてくる變んなものがある

それは ごく細い髮の毛か

さもなければ遠くの方で土を堀りかへす指だ

さびしいのだ

さびしいから訪ねて來るのだ

訪ねて來てもそのまま消えてしまつて

いつも私の部屋にゐる私一人だ

（「色ガラスの街」）

［心朽窩主人注：「變んなもの」及び「堀りかへす」はママ。］



   无题诗

夜里就有东西到我这儿来访

我发现了

的确有每天夜里来我这儿的奇怪东西

那是 一缕纤细头发

要不然 就是在远方挖土的手指

寂寞啊!

因为它们感到寂寞 所以到我这儿来

虽然到这儿来它们却直接消失

毕竟是我房间里的孤独的我……一个人了

＊   ＊   ＊



      病氣

ヤサシイ娘ニイダカレテヰル トコロカラ私ノ病氣ガ始マリマシタ

私ハ バイキンノカタマリニナツテ

娘ノ頰ノトコロニ飛ビツキマシタ

娘ハ私ヲ ホクロトマチガヘテ

丁度ヨイトコロニイル私ヲ中心ニシテ化粧ヲシマス

（「色ガラスの街」）

［心朽窩主人注：最終行「イル」はママ。］



   病

我被一个心情和善的姑娘搂抱 因为这个……我的病就开始了

我呀 变成细菌团子

向她脸蛋子那儿扑过来了

她呢 错把我当成黑子

以在适当地方的我为中心开始化妆

  ＊   ＊   ＊



   夜の花をもつ少女と私

眠い ――

夜の花の香りに私はすつかり疲れてしまつた

××

これから夢です

もうとうに舞臺も出來てゐる

役者もそろつてゐる

あとはベルさえなれば直ぐにも初まるのです

べルをならすのは誰れです

××

夜の花をもつ少女の登場で

私は山高をかるくかぶつて相手役です

少女は靜かに私に歩み寄ります

そして

そつと私の肩に手をかける少女と共に

私は眠り ―― かけるのです

そして次第に夜の花の數がましてくる

（「色ガラスの街」）

［注：「ベルさえ」の「さえ」はママ。］





   捧举夜花的少女和我

困 ――

由于夜花的芳香我已过于疲倦

××

现在开始一场梦

舞台早已经准备好了

演员们也都到了

只要上演的铃响演出就能够开始了

按铃的是谁呢？

××

捧举夜花的少女出场

我轻轻戴上常礼帽当配角

她向我慢慢地走近来

于是

与悄悄地搭手在我肩上的她

我就要 ―― 睡着了

不久 夜花会渐渐地 增加起来

＊   ＊   ＊



   十二月の路

のつぺりと私をたいらにする影はいつたい何です

蝶のかげでせうか

それとも 少女の微笑なのかしら

晴れた十二月の路に

私のかげは潰されたよりずつと平らです

（「色ガラスの街」）



   十二月的路

把我弄平的，弄成极其平坦的——这到底是什么？

是蝴蝶身影？

还是 少女的微笑？

十二月 晴天 一条路

我影子 比被压碎后的 还要平呢——

   ＊   ＊   ＊



   煙草

私が煙草をすつてゐると

少女は けむい
、、、

と云ひます

（「色ガラスの街」）

   烟

我抽着烟——

少女说 呛人．．——

   ＊   ＊   ＊



   秋

圓い山の上に旗が立つてゐる

空はよく晴れわたつて

子供らの歌が聞えてくる

紅葉
も み ぢ

を折つて歸る人は

乾いた路を歩いてくる

私は 綺麗にみがいたガラスの中です

（「色ガラスの街」）



   秋天

圆形山坡上竖着旗子

云褰天净

传来了儿童们的歌声

折采红叶 上归途的人们

又干又硬的路上走过来

我呀 竟然在被擦干净的玻璃箱里呢

＊   ＊   ＊



   七月の 朝の

あまりよく晴れてゐない

七月の 朝の

ぼんやりとした負け惜みが

ひとしきり私の書齋を通つて行きました

――後

先の尖がつた鉛筆のシンが

私をつかまへて離さなかつた

（電話）

「モシモシ ―― あなたは尾形龜之助さんですか」

「いいえ ちがひます」

（「色ガラスの街」）



   七月的 早晨的

不怎么晴朗的

七月的 早上的

不服输的灵魂 那迷蒙影子

到我书房里 徘徊一会儿就直接走过去了

—— 然后

被削尖的铅笔芯

它抓住我的心而不放

  (电话)

“喂 —— 您是尾形龟之助先生吗？”

“不，我不是”

＊

［矢口七十七注:虽然这样的时候现在的中国人一般会说“不，你打错了”，但仔细体会原诗

含义，最后译出如上中文。］

［矢口七十七注（心朽窩主人邦訳）：こういう場面では現代の中国人は「不，你打错了」（邦

訳「いいえ、掛け違いだよ」）というところであるが、原詩のイメージを仔細に吟味し、最

終的に上記の中国語訳とした。］

＊   ＊   ＊



   十一月の晴れた十一時頃

じつと

私をみつめた眼を見ました

いつか路を曲がらうとしたとき

突きあたりさうになつた少女の

ちよつとだけではあつたが

私の眼をのぞきこんだ眼です

私は 今日も眼を求めてゐた

十一月の晴れわたつた十一時頃の

空に

（「色ガラスの街」）



   十一月份 晴朗的 十一点左右

盯着 ——

我发现盯着看我的目光

有时候要在街角拐弯时

差点儿撞上的一个女孩子的

虽说只是一瞬间

可是从正面窥视我瞳孔深处的那目光

我 今天还是寻觅着那目光

于十一月份 晴朗的 十一点左右的

天上 ——

   ＊

［心朽窩主人注：本詩の最終行は、初版「色ガラスの街」や思潮社版尾形龜之助全集増補

改訂版（一九九九年刊）及び同社現代詩文庫「尾形亀之助詩集」（一九七五年刊）でもすべ

て、

室に

となっている。当初、その通りに、

房间里 ——
という訳出を行ったのであるが、どうも何かが、おかしい感じがした。訳者二人で議論し

たところ、この詩中で主人公の「私」が「今日も眼を求めてゐた」のは、「十一月の晴れわ

たつた十一時頃の」「空」こそが相応しく、「室」というのは何か妙ではないか？ という

疑義で一致したのであった（但し、尾形の詩の中の詩人は出不精で部屋の中で夢想するこ

とは確かに多く、そうした観点からは完全に矛盾した表現（詩想）だと断言は出来ないこ

とは無論である）。考えてみると実は「空」と「室」は、特に古い活字の場合、よく似た字

体をしており、誤植・誤読されるケースの多い字なのである。本詩の初出データは未詳で

あるため初出誌に当たることが出来なかったが、調べてみると、本詩の載る詩集「色ガラ

スの街」には、「部屋」の意味で「室」と表記した例はこの一篇しか存在しないこと、それ

に対し、「部屋」という表記が同詩集では二十二箇所も使用されていることが分かった。

以上の事実から、我々訳者二人は、この「室に」を敢えて「空に」とした上で「原詩」

として示し、中国語訳を行うという暴挙に出ることとした。テクスト校合の観点からは全

く以って非学術的ではあるが、これは我々二人が、

我々の愛するこの尾形の詩は――「室」――では訳せない



と感じ、「空」の誤りの可能性があるとすれば、

我々の愛するこの尾形の詩は――「空」――こそが正しい用字である

という確信犯に至った仕儀なのだと御理解戴きたいのである。大方の御批判や御叱正は覚

悟の上である。］

［矢口七十七附注：诗集《色ガラスの街》初版，思潮社推出《尾形龟之助全集》增补修订

版（一九九九年刊），思潮社现代诗文库《尾形龟之助诗集》（一九七五年刊）上，这篇诗最

后一行都是「室に」，我们先翻为「房间里——」。但觉得有所不适当，继续检讨，达到了一

个结论:诗人寻觅目光的不大可能是在房间里:「室に」，而可能是在天空中:「空に」。在诗集

《色ガラスの街》初版上诗人要说到房间时一次也没有用过「室」一字，而且为了这目的用

过二十二次「部屋」。并且第二战前的日本的铅字「室」和「空」很像，易被捡错。因此译者

以「空に」为正版翻成中文，请多加指正。］

   ＊

［心朽窩主人駄目押し拘り補説：いい加減な思いつきから原詩を弄ったと思われるのは矢

口七十七氏ともども非常な心外と心得る。されば、以下に――「室」を「空」に変える―

―という結論に至ったその経緯を簡単に述べておくこととする。

矢口氏は最初の中国語訳稿を私に示した際、最後に本詩の全体の構成と、そこに感じる、

ある時制上の違和感を漏らしている。以下に矢口氏からの来信の当該部分を示す（本人許

諾済）。

   《引用開始》

最後に、この詩の時間軸についてひとつ完全には腑に落ちないことがあります。冒頭の二

行で〈眼を見た〉のは、一体いつのことなのでしょうか。文意から言えば、第二聯の、突

き当りそうになったときの少女の眼がすなわち、冒頭のじっと私をみつめる眼である、と

も理解はできます。しかし、僕はこう受け取っています。いかがでしょうか。冒頭の二行

は、突き当りそうになった時のことを言っているのはないような気がするのです。つまり、

事実関係としては……

Ａ、昔、どこかで少女と突き当りそうになり、眼をのぞきこまれた。

Ｂ、特定の時間の流れとは別の世界で、自分をみつめる眼に気づいた（それは、生まれる

前かもしれないくらい、とっくの昔に）。

Ｃ、十一月のある晴れた十一時頃である今も、詩人はＢの眼を追い求める。そしてＢはＡ

と同じものだと感じている。

時間軸で捉えると、Ａ→Ｃ、同時に全てを蔽うように→Ｂ→です。

   《引用終了》

これを受けて、私は私の幾分異なった構成解釈について彼に述べようと思いつつ、原詩を



改めて眺めたのであった。――ところが――である。以下、私の矢口氏への返信の一部を

――やや動揺と混乱の気味が文面に表われているが――多少の整序を加えたが、ほぼその

ままで示す。

   ※

……中文訳への変更をもたらすとは思われませんが、私の解釈は少し異なるなあと思いつ

つ……そうして……そうして原詩を見直し……貴方の訳を眺めながら……

……ふと僕は気がついたのです

……最後の行が「空」じゃないんだ……「室」なんだって……

この最後の行の「室」は実は「空」の誤植なのではないか？！

そもそも「晴れた十一時頃の室（へや）」という謂いは尾形らしいといえるだろうか？

――らしくない――とは言えない。

この詩人は外よりも部屋の中にあって夢想する傾向が強いから――

しかし……「室」？……へや？……部屋？……

尾形はこんな用字をしたっけか？……

調べて見ると、「色ガラスの街」では部屋という意味で「室」を使った詩はこれ一篇しかな

い。

それに対し、「部屋」は実に二十二箇所で使用されている。

矢口君――これはもしかすると「空」ではないかしら？！

僕なら最後に「室」（＝部屋）で〈それ〉を求めなんかしないのだ。――

「十一月の晴れわたつた十一時頃の」「空」に求めると思ったのだ！――

Ａ

アプリオリでメタ・フィジカルな観念上の体験記憶。それはあなたの言う「どこか」です

が、しかしそれはどこでもない「どこか」なのです。この最初の提示はそういう意味に於

いて全く抽象的な審美的存在と言ってもよい。

Ａ´

ここは「Ｂ」ではなく、純粋抽象の「Ａ」を読者に具象化するための「Ａ」の換喩なので

す。私の意識ではここで初めてその「少女」は姿を現わします。それは過去の記憶に基づ

くものであってもよい。しかしそれは何千回何万回とフラッシュ・バックする「懐かしい

記憶」であると同時に、永遠に再現され更新され続ける「新しい記憶」です。但し、それ

は希求するものであって、現実のそれではないところの、ある意味では疑似的な記憶、と

も言えるものです。

Ｂ

マグリットの絵のような、静止していながら彼方へ抜けるような虚空の――幻の「十一月

の十一時頃の靑空」――に詩人は自ら漂い〈それ〉を求めるのです。



……そうして……ここが問題なのですが……

――その詩人は――晴れた「靑」「空」の中にいる――のであって――「室」（へや）から

「空」を見ているのではない――のです……

私自身、今驚いているのですが、私の解釈では最後のそれは――「室」（＝部屋）――では

毛頭ないように私には思えてしまうのです。［以下、略。］

   ※

この後、何度も矢口氏とやり取りを重ねた中で、最初の注に示した通り、敢えて

「室」を「空」に変える

という結論で一致を見たのであった。

再度言うが、アカデミックな立ち位置から考えれば、これはとんでもない暴挙である。

しかし乍ら、矢口氏も私もアカデミズムの人間ではない。

そもそもが私たち二人の「尾形龜之助中文訳」は、私たち二人きりの／たかが／風狂世

界での逍遙遊なのである。しかし同時にそれは／されど／である。尾形龜之助の羽毛のよ

うな口語の夢幻的な現代詩を中国語に訳すことが、実はどれほど難しいことかということ

もどこかで御理解戴きたいとは思っているのである。「室」は「空」が分かりがいいや、な

んどという甘っちょろい意識ではなく、それなりの「覚悟」を以って矢口氏と私は尾形に

対峙している。

さればこそ――かく注を附した上での我らのこの暴虎馮河――何より――詩人尾形龜之

助自身が許して呉れるであろう――そんな思いの中で成した「確信犯」であると心得て戴

きたいのである。］

［心朽窝主人叮嘱补充附注：如果读者各位以为矢口七十七先生和我凭偶然的想法修改原稿

的话，我们会感到非常遗憾，因此我想把以“室”代替“空”的始末介绍给读者各位。

  矢口先生把中译的第一稿出示给我的时候，表示有关这篇诗的构造和时态的一种不协调

的感觉。矢口先生的来信中的有关部分如下（已得本人许诺）。

《引用开始》

最后，我有一个这篇诗的时态上不能理解的地方，诗篇开头的两行里“盯着看我的目光”到

底是什么时候？ 理论上可以理解:诗篇中间的“差点儿撞上的女孩子的目光”就是开头的目

光。不过我这样理解，您觉得如何？：开头两行不是描写“差点儿撞上”的时候的目光，换

句话说：时态上的事实如下，

Ａ．以前在某个地方跟女孩子差点儿撞上而被窥视我瞳孔深处

Ｂ．在现实以外的世界里，我发现有盯着看我的目光（很久以前，也有可能是出生之前）

Ｃ．十一月的晴朗的十一点左右的现在，诗人还是寻觅着Ｂ的目光，同时诗人认为Ａ和Ｂ是



同一的。

总括而言，时间的推移上的理解如下: Ａ→Ｃ。Ｂ覆盖全部。

《引用结束》

收到了他来信，我要把自己的有点差异的理解介绍给矢口先生，然后重新欣赏诗篇。可是—

—! 我要把向矢口先生的回信的一部分(有点整理过的)——虽然表面上能感受到我的心神动

摇和混乱，但是——介绍给读者各位。

   ※

……虽然不会影响到你的中译稿子，我的理解却有点儿不一样……同时……同时一边重新分

析诗篇……一边看那你的中译的时候

……忽然我发现

……最后一行不会是“空”……而是“室”……

这最后一行的“室”其实是“空”的错字？!

“晴朗的十点左右的房间”这句话到底是尾形龟之助会写下来的言语吗？

——不像他的诗词——嗯，不能这么说。

这个诗人倾向于在房间里梦想的——

但是……“室”？……“HEYA”？……（日语里又写）部屋？……

尾形龟之助有这样的用字法？……

我确认，《色ガラスの街》里要表示房间这概念时用过“室”，只有这一篇。

同时用“部屋”的地方达到二十二个。

矢口先生——这，也许是“空”（＝天空），是不是？！

要是我写诗的话，最后不会在“室”（＝部屋＝房间）里追求<那个>。——

肯定会在希求“于十一月份 晴朗的 十一点左右的”“ 天上”！——

Ａ．又先验又形而上的观念上体验的记忆。这是矢口先生说的“某个地方”，却不是任何现实

世界的地方，可是一种“某个地方”。这开头提示在这前提下可以说是完全抽象而且审美学上

的存在。

Ａ’．这不是Ｂ。为了读者各位，把纯粹抽象的Ａ改为具体的，换句话说是更换为形象的Ａ。

我的意识世界里在这个地方这位少女头次出现。虽然这可以是根据以前的具体记忆，但这是

闪回几千次几万次的“令人留恋的记忆”，而且永远重现，永远被更新的“新的记忆”。这是

被希求而存在的。不是现实世界的。可以说是一种虚拟的记忆。

Ｂ．像勒内·马格里特画的绘画一样地静止，但穿出到九霄云外去的——幻想上的“十一月

份的十一点左右的蓝天”。诗人自愿漂浮在这空间而希求<那个>。

……然后……以下很重要……

——诗人——在晴朗的“蓝”“天”里——而不是——从房间里眺望天空的……



我本人也有点儿吃惊，可是我得说，我理解上最后一行——完全不是“室”(＝部屋＝房间)。

［以下从略］

   ※

从此以后，跟矢口先生的邮件往来好几次，我们达到一个结论

以“室”字应该改为“空”字！

我要再次表示，从学术观点来看这行为等于强横的暴举。不过矢口先生也好，我自己也好，

不是属于学院风气的人。我们两个人的“尾形龟之助中译”只是属于我们俩的，至多疯狂世

界的逍遥游啊！但是同时“不过……”。我希望读者各位理解这诗人的作品翻成外国语的难度：

像羽毛一样的敏感而且梦幻似的尾形龟之助的现代诗词翻成中文的难度。这行为不是从“空”

比“室”还要容易懂之类的轻易意识到的主意，而是由于一定的精神准备而出来的，矢口先

生和我一直以这样的精神对待尾形龟之助。

  所以——这附注的前提下我们做的暴虎冯河——我相信诗人尾形龟之助肯定会允许的，

请诸位理解这次我们的这个行为是以这种精神而做出来的。］

＊   ＊   ＊



   私 私はそのとき朝の紅茶を飮んでゐた

私の心は山を登る

そして

私の心は少しの重みをもつて私について來る

×

十一月の晴れわたつた朝

私は新らしい洋服にそでをとほしてゐる

×

髮につけた明るいりぼん
ヽ ヽ ヽ

に

私の心は輕るい

（「色ガラスの街」）

［注：「新らしい」「輕るい」はママ。「りぼん」は底本では傍点「ヽ」が附く。］



   我  我那时候在喝早晨的红茶

我心爬山

于是

我心有一点重量而它跟着我走

×

十一月份 晴彻的早晨

我头一次穿新衣服

×

戴上光亮颜色的发带

我的心就轻快起来

   ＊   ＊   ＊



   二人の詩

薄氷のはつてゐるやうな

二人

二人は淋みしい

二人の手は冷めたい

二人は月を見ている

（「色ガラスの街」）

［注：「淋みしい」「冷めたい」「見ている」はママ。］



   两个人的诗

像结了一层薄冰那样的

两个人 ——

两个人 凄凉

两个人的手 冰凉

两个人 望着 月亮 ——

＊   ＊   ＊



   秋の日は靜か

私は夕方になると自分の顏を感じる

顏のまん中に鼻を感じる

噴水の前のベンチに腰をかけて

私は自分の運命をいろいろ考へた

（「色ガラスの街」）



   秋天宁静

到了黄昏我会意识到自己的脸

在脸中心感知我鼻子

我在喷水前的长凳上坐着

关于自己的命运想来想去

＊   ＊   ＊



   九月の詩

晝寢

かうばしい本のにほひ

おばけが鏡をのぞいてゐた

（「色ガラスの街」）



   九月的诗

午睡

一股芬芳的旧书香味

我发现妖怪在窥视镜子里 ——

＊   ＊   ＊



   夜がさみしい

眠れないので夜が更ける

私は電燈をつけたまゝ仰向けになつて寢床に入つてゐる

電車の音が遠くから聞えてくると急に夜が糸のやうに細長くなつて

その端に電車がゆはへついてゐる

（「雨になる朝」）

［注：「ゆはへついて」はママ。］



   夜 很寂寞

因为我睡不着，所以 夜 深

开着电灯 我在被窝里仰着躺

从远方传来了电车的声音，夜 就一下子变成像一根线一样的细长条

电车 被系在 夜 的一端 ……

＊   ＊   ＊



   顏がない

なでてみたときはたしかに無かつた。といふやうなことが不意にありそうな氣がする。

夜、部屋を出るときなど電燈をパチンと消したときに、瞬間自分に顏のなくなつてゐる感

じをうける。

この頃私は晝さうした自分の顏がなくなる予感をしばしばうける。いゝことではないと思

つてゐながらそんなとき私は息をころしてそれを待つている。

（大正一五（一九四〇）年刊『銅鑼』八号）

［注：「ありそう」「待つている」はママ。］



   丢失面孔

摸一摸就发现确实没有面孔 —— 我有预感突然会有这样的事。

例如夜里要从房间里走出去吧嗒一声关上电灯的时候，刹那间感觉早就丢失自己面孔。

最近白天经常产生丢失自己面孔的预感。虽然认为这不是好事，但碰到这样的情况时我屏息

期待那个……

＊   ＊   ＊



   眼が見えない

ま夜中よ

このま暗な部屋に眼をさましてゐて

蒲團の中で動かしてゐる足が私の何なのかがわからない

（「雨になる朝」）



   瞎眼

啊，夜里 ——

在这漆黑的房间里睁开眼睛

把自己腿乱动在被窝里 —— 不晓得这是我的什么东西

＊   ＊   ＊



   天國は高い

高い建物の上は夕陽をあびて

そこばかりが天國のつながりのように

金色に光つてゐる

街は夕暮だ

妻よ――

私は滿員電車の中に居る

（「色ガラスの街」）

［注：二行目「ように」はママ。］



   天堂在高处

高楼楼顶在沐浴夕阳

只有那地方就像与天堂连接

闪耀着金光

黄昏街头……

啊，我妻呀!

我在满载乘客的电车上……

   ＊   ＊   ＊



   白い路

（或る久しく病める女のために私はうつむきに歩いてゐる）

両側を埃だらけの雜草に挾まれて

むくむくと白い頭をさびしさうにあげて

原つぱの中に潛ぐるやうになくなつてゐる路

今 お前のものとして殘つてゐるのは

よほど永く病んだ女が

遠くの方で窓から首を出してゐる

（「色ガラスの街」）



   一条白色的路

（因为一个久病不愈的女人 我低着头走路）

夹在满是尘埃的两旁杂草

白色尽头 凄凉地 滚滚抬起

好像钻进草原里而消失的一条路

现在 剩下来的 属于你的 只有 ……

长久以来患病不愈的女人

在遥远的那地方从窗户伸出脑袋 ……

   ＊   ＊   ＊



  大キナ戰 （１ 蠅と角笛）

五月に入つて雨やあらしの寒むい日が續き、日曜日は一日寢床の中で過した。顏も洗ら

はず、古新聞を讀みかへし昨日のお茶を土瓶の口から飮み、やがて日がかげつて電燈のつ

く頃となれば、襟も膝もうそ寒く何か影のうすいものを感じ、又小便をもよふすのであつ

たが、立ちあがることのものぐさか何時までも床の上に座つてゐた。便所の蠅（大きな戰

争がぼつ發してゐることは便所の蠅のやうなものでも知つてゐる）にとがめられるわけも

ないが、一日寢てゐたことの面はゆく、私は庭に出て用を達した。

靑葉の庭は西空が明るく透き、蜂のやうなものは未だそこらに飛んでゐるらしく、たん

ぽぽの花はくさむらに浮かんでゐた。「角笛を吹け」いまこそ角笛は明るく透いた西空のか

なたから響いて來なければならぬのだ。が、胸を張つて佇む私のために角笛は鳴らず、帶

もしめないでゐる私には羽の生えた馬の迎ひは來ぬのであった。

［心朽窩主人注：「寒むい」「洗らはず」「もよふす」「迎ひ」はママ。昭和一七（一九四二）

年九月発行の詩誌『歴程』第十九号に発表された。尾形龜之助生前最後の発表詩である。

同年十二月二日、『喘息と長年の無頼な生活からくる全身衰弱のため、誰にもみとられず永

眠』した（引用は思潮社一九七五年刊現代詩文庫「尾形亀之助」年譜より）。］



  大战 (1 苍蝇和牛角号)

   到了五月以后，连续下雨或暴风雨等寒冷天气，星期日我整天在被窝里度过。不洗脸，反

复看旧报纸，从茶壶嘴儿直接喝昨天泡的茶，然后夕阳西斜需要点灯的时候，脖颈儿也好、

膝盖也好、略有寒意，总觉得有点儿虚无，同时觉出尿意，不过也许是因为懒惰而不愿意站

起来的我，一直在被窝上盘腿坐。厕所里的苍蝇（连厕所里的苍蝇什么的都知道大战已经爆

发），它虽然不会责难，我却羞愧整天躺卧不起的自己，只好到院子里解手儿。

    满眼嫩叶的院子、又明亮又透明的西方天空，附近好像蜂之类还在飞来飞去，蒲公英花

浮出于草丛上。“吹牛角号吧！”正是这时刻，牛角号声音应该从又明亮又透明的西方天空的

彼岸传过来。可是它不为我——挺着胸伫立的我，传来，而且带翅膀的马不为我——连和服

腰带也不系的我，迎接而来。

＊   ＊   ＊

   花（假題）



電燈が花になる空想は

一生私から消えないだらう

（昭和二（一九二七）年一月発行『近代風景』一月号）

   花（暂定）

电灯变成一朵花

相信这幻想终生忘不掉

   ＊   ＊   ＊



   明るい夜

一人 一人がまつたく造花のようで

手は柔らかく ふくらんでゐて

しなやかに夜氣が蒸れる

煙草と

あついお茶と

これは ――

カステーラのように

明るい夜だ

［注：「造花のようで」「カステーラのように」の「よう」はママ。］



   明亮的夜晚

一个 一个 人实在像人造花

手柔软地 丰丰盈盈

夜气优美地蒸透

烟 ……

热红茶 ……

这真像是 ——

蛋糕（Castella）一样的

明亮的夜晚

   ＊   ＊   ＊



   戀愛後記

午後からの雨であつた

そして冷え冷えと暮れてゆく

日

夢のやうな夏はもうそこにはない

空は遠く歸つて行つてしまつてとり殘されたやうな庭があるばかりである

（昭和三（一九二八）年一月発行『日本詩選集』一九二八年版）



   恋爱后记

下午 开始下雨

冷森森地 暮色渐浓的

天

这儿早已经没有 美梦般的 那夏天

天空归去已不在那儿，只有像被甩下了似的 院子 而已 ……

（《日本诗选集》一九二八年一月发行 所载)

   ＊   ＊   ＊



     雨 雨

DORADORADO ______
TI ______ TATATA ___ TA
TI ______ TOTOTO ___ TO
DORADORADO

TI ______ TATATA ___ TA
TI ______ TOTOTO ___ TO
DORADORADO ______
雨は

ガラスの花

雨は

いちんち眼鏡をかけて

（「色ガラスの街」）

［心朽窩主人注：以上は「尾形亀之助 詩集 色ガラスの街」を底本とした。本詩につい

て、私が私の「尾形亀之助 詩集 色ガラスの街 〈初版本バーチャル復刻版〉」の冒頭で

述べた通り、現行の出回っている詩形は誤りであることをここに強く訴えておきたい。以

下に思潮社版全集の本詩を示す（出来得る限り、表記が同様に見えるように示したが、単

一のダッシュは心持ちもう少し長い）。

    ＊

    雨 雨

DORADORADO ――
TI - TATATA - TA
TI - TOTOTO - TO
DORADORADO

TI - TOTOTO - TO
DORADORADO ――
雨は



ガラスの花

雨は

いちんち眼鏡をかけて

    ＊

思潮社現代詩文庫は殆んど相同であるが、第一連第一行と第二連二行目（上記の最終行）

の二箇所のダッシュが、

DORADORADO______

最後の「O」と殆んどくっついており、しかもダッシュ自体の位置が実際には中央よりも有

意に下にある（出来得る限り、表記が同様に見えるように示したが、ダッシュ位置は上記

よりも心持ち上にある）。

これと私の示した「色ガラスの街」版とを比較して貰いたい。ダッシュの長さや位置が

違うと印象がガラリと異なるのである。さらに拘りを言えば、表題も「雨」と「雨」の間

は全角空けとなっているが、詩集では半角空けである。

そして何よりも、一目瞭然、現行の本篇は第二連目の、

TI ______ TATATA ___ TA

相当の一行が脱落しているのである！

はっきり言おう。

現行の「雨 雨」は本来の「雨 雨」と似て非なるものである。

現行の「雨 雨」は最早――尾形龜之助の詩ではない！――。］



    下雨 下雨

DORADORADO ______
TI ______ TATATA ___ TA
TI ______ TOTOTO ___ TO
DORADORADO

TI ______ TATATA ___ TA
TI ______ TOTOTO ___ TO
DORADORADO ______
下雨天

乃玻璃做的花

下雨天

从早到晚戴眼镜



［心朽窝主人附注：以上以《尾形龟之助 诗集 色ガラスの街》为底稿。关于这篇诗我在我

做的《尾形龟之助 诗集 色ガラスの街〈初版本虚拟翻印版〉》的开头叙述过一样，我要强烈

诉说现在上市的诗篇有错误。以下介绍思潮社版全集里的该诗篇。（我尽量再现出版的风格，

不过真正的破折号稍微长一些）

    ＊

    雨 雨

DORADORADO ――
TI - TATATA - TA
TI - TOTOTO - TO
DORADORADO

TI - TOTOTO - TO
DORADORADO ――
下雨天

乃玻璃做的花

下雨天

从早到晚戴眼镜

    ＊

思潮社现代诗文库里的这篇诗差不多。不过第一联第一行和第二联第二行的两个破折号

DORADORADO______

最后一个字的“O”差不多连接在一起，还有破折号的上下位置不是中央而是偏低的（我尽量

再现但破折号的位置比上述的稍微高一些）。

  请各位把这个和我以前介绍过的《色ガラスの街》比较一下。破折号的长短的位置不一

样，那就诗篇的印象完全不一样。再说，标题的“雨”和“雨”之间有全身的空格，可是诗

集上的是半身的空格。

  还有更重要的是，一目了然，现在上市的这篇诗里第二联的

TI ______ TATATA ___ TA

的一行竟然漏掉！



我来明确立场。

  现在上市的《雨 雨》和正确的《雨 雨》，似是而非。

  现在上市的《雨 雨》已不是——尾形龟之助的诗了!］

   ＊   ＊   ＊



   戀愛後記

窓を開ければ何があるのであらう

くもりガラスに夕燒けが映つてゐる

（「雨になる朝」）

［心朽窩主人注：先の「戀愛後記」とは同題異篇。］

   

恋爱后记

如果打开窗户，外头能看见什么？

映在磨砂玻璃上的黄昏天空

   ＊   ＊   ＊



   夜の部屋

靜かに炭をついでゐて淋しくなつた

夜が更けてゐた

（昭和二（一九二七）年四月発行『文藝』第五巻第四号）

  夜里的房间

往火盆里悄悄地添炭，忽然感到寂寞

夜深了……

   ＊   ＊   ＊



東雲
しののめ

               （これからしののめの大きい瞳がはじけます）

しののめだ

太陽に燈がついた

遠くの方で

機關車の掃除が始まつてゐる

そして 石炭がしつとりと濕てゐるので何か火夫がぶつぶつ言つてゐるのが聞えるやうな

氣がする

そして

電柱や煙突はまだよくのびきつてはゐないだろう

（「色ガラスの街」）

［注：「だろう」はママ。通行本では三連は独立していないが、原詩集からかく判断した。］



   拂晓

        （拂晓的大大的眼睛快要绽开了）

拂晓了!

太阳点火了!

在远方

整修机车的工作已经开始

于是  总觉得我听见话语——因为煤炭潮湿而铁路员工嘟哝着的那些话语

还有

相信电线杆子和烟囱还在伸长的过程中

   ＊   ＊   ＊



   音のしない晝の風景

工場の煙突と それから

もう一本遠くの方に煙突を見つけて

そこまで引いていつた線は

啞が街で

啞の友達にあつたような

（「色ガラスの街」）

［注：「あつたよう」はママ。］



   没声音的白昼情景

工厂的一个烟囱 还有

远处发现另一个烟囱 然后

从这个到那个划线 这一条线……

就像在街上一个哑巴

碰到另一个哑巴的朋友似的……

   ＊   ＊   ＊



    晝の部屋

テーブルの上の皿に

りんごとみかんとばなな ―― と

晝の

部屋の中は

ガラス窓の中にゼリーのやうにかたまつてゐる

一人 ―― 部屋の隅に

人がゐる

（「色ガラスの街」）



   白昼的房间

桌子上的盘子里有

苹果和橘子和香蕉 —— 等

白昼

房间里的空间

好像果冻一样地凝固在玻璃窗内

在那屋角 —— 有一个

人 ……

   ＊   ＊   ＊



   晝

晝は雨

ちんたいした部屋

天井が低い

おれは

ねころんでゐて蠅をつかまへた

（「色ガラスの街」）

［心朽窩主人注：「ちんたい」はママ。「沈滯」である。］



   白天

白天一直下雨

沉闷的房间

天棚低

俺

躺在榻榻米上捉住了个苍蝇

   ＊   ＊   ＊



    春

       （春になつて私は心よくなまけてゐる）

私は自分を愛してゐる

かぎりなく愛してゐる

このよく晴れた

春 ――

私は空ほどに大きく眼を開いてみたい

そして

書斎は私の爪ほどの大きさもなく

掌に春をのせて

驢馬に乘つて街へ出かけて行きたい

（「色ガラスの街」）



    春天

        （春天到了，我尽情悠忽）

我爱着自己

无限地爱着自己

这么晴朗的

春天——

我想要睁开眼睛——辽阔的天空

话说

书房比我指甲还要小

因此我想把春天放在手掌上托着

骑驴子往街上去

   ＊   ＊   ＊



    晝

太陽には魚のやうにまぶたがない

（「雨になる朝」）

    白昼

太阳……跟鱼类一样……没眼皮

   ＊   ＊   ＊



    五月

或る夕暮

なまぬるい風が吹いて來た

そして

部屋の中へまでなまぬるい風が流れこんできた

太陽が ―― 馬鹿のような太陽が

遠くの煙突の所に沈みかけてゐた

（「色ガラスの街」）

［注：「ような」はママ。］



   五月

有一天黄昏

刮来了温湿的风

甚至

温湿的风流到房间里来

太阳 —— 像混蛋一般的太阳

快要从远方烟囱那边落下去了

   ＊

［心朽窩主人注：以上の二篇は、前者は詩集「雨になる朝」から、後者は詩集「色ガラス

の街」からで、本来は全く別個な詩であるものを、我々が恣意的に連続させ、矢口氏の同

対象のイメージ・フォトで飾ったものである。］

   ＊   ＊   ＊



    春は窓いつぱい

春は窓いつぱいにあふれてゐる

私は昨日から寢てゐる

頭から蒲團をかぶつて

こんど床をでるまでに彼女との愛をすてなければならない と

私は床の中で自分の不幸を考へてゐる

（何時の間にか私は蒲團から頭を出してゐる）

かなしい春である

（昭和三（一九二八）年一月発行『日本詩選集』一九二八年版）



    阳春满腾腾的窗框

外头阳春满腾腾，要从窗框里溢出来

从昨天起我一直躺在被窝里

把被子一直蒙到头上……

从被窝里出来之前，不得不放弃与她的爱……

我在被窝里掂量着自己这个不幸……

(不知什么时候我探出头来了)

悲哀的 这个 春天……

   ＊   ＊   ＊



    原の端の路

夕陽がさして

空が低く降りてゐた

枯草の原つぱに子供の群がゐた

見てゐると――

その中に一人鬼がゐる

（「雨になる朝」）



    草原边缘的一条路

夕阳照着

天空低了

长满枯草的平原上孩子们聚在一起

仔细看看——

其中有一个老瞎——“小鬼”……

   ＊   ＊   ＊



    旅に出たい

夜る

靑いりんごが一つ

テーブルの上にのつてゐる

はつきりとしたかげとならんで

利口な啞のやうに默りこんでゐる

そして

この靑いりんごは私の大きい足の前に

二十五位のやせた未婚の女のやうにやさしい

（「色ガラスの街」）

［やぶちゃん注：「夜る」はママ。］



    想去旅行

夜里

桌子上

放着一个绿苹果

和它的明显影子并排

像聪明的哑巴一样沉默无言

于是

这个绿苹果在我大脚前边

像一个二十五岁瘦瘦的未婚女一样温顺

   ＊   ＊   ＊



    美しい街

街よ

私はお前が好きなのだ

お前と口ひとつきかなかつたやうなもの足りなさを感じて歸るのは實にいやなのだ

妙に街に居にくくなつていそいで電車に飛び乘るやうなことは堪へられなくさびしい

街よ

私はお前の電燈の花が一つ欲しい

（昭和二（一九二七）年一月発行『〈亜〉』二十七号）



    美丽城市

城市，你呀!……

我喜欢你!

我不愿意拥有一种感觉——像和你完全没说话似的寂寞感，而回家

如果我总觉得不舒服而急忙跳上电车，那会十分凄凉

城市，你呀!……

我想要你的名为电灯的一朵花

   ＊   ＊   ＊



   夕暮れに温くむ心

夕暮れは

窓から部屋に這入つてきます

このごろ私は

少女の黑い瞳をまぶたに感じて

少しばかりの温くみを心に傳へてゐるものです

夕暮れにうずくまつて

そつと手をあげて少女の愛を求めてゐる奇妙な姿が

私の魂を借りにくる

（「色ガラスの街」）

［注：「温くみ」「うずくまつて」はママ。］



   黄昏 发暖的心

黄昏

它从窗户进房间里来

最近 我

在眼睑上感知少女的漆黑瞳孔

而把它一点暖气向我心底传导

蹲在黄昏里

悄悄地举着手请求少女的爱情 —— 那奇异身影

来借用我的灵魂 ……

   ＊   ＊   ＊



    晝の街は大きすぎる

私は歩いてゐる自分の足の小さすぎるのに氣がついた

電車くらいの大きさがなければ醜いのであつた

（「雨になる朝」）

   



    白天的城市太大了

我发现走着路的自己的脚太小了——

除非像电车那么大，才会觉得不丑——

   ＊   ＊   ＊



    年のくれの街

街は夕方ちかかつた

風もないのに

寒むさは服の上からしみこんでくる

何んとまあ ―― 澤山の奥さん方は

お買物ですか

まるでねずみのやうに集つて

左側を通つて下さい

左側を――

左側を通らない人にはチヨウクでしるしをつけます

（「色ガラスの街」）

［心朽窩主人注：「寒むさ」はママ。］



    年底的街头

街上快傍晚了

虽说没风

寒气却从衣服外面渗进来

哎呀!—— 这么多的太太们

是不是买东西来的？

集聚得像老鼠一样啊

请靠左边行走

靠左，啊!――

不靠左边走的，我会用粉笔画上标记

   ＊   ＊   ＊



    愚かなる秋

秋空が晴れて

緣側に寢そべつている

眼を細くしてゐる

空は見えなくなるまで高くなつてしまへ

（「雨になる朝」）



    秋天的这大笨蛋

秋天晴朗

我躺在套廊上仰面朝天

眯缝眼睛

天呀! 变得更高吧! 就往我看不见的高处去吧!

   ＊   ＊   ＊



    泣いてゐる秋

蒲團のほしてある緣側に寢ころんでゐる秋晴れ

あくびをして部屋に入つたのを誰も見てはゐなかつたか

俺は空を見てゐてかつてに空が晴れてゐると思つたのだ

まつたく何のことだか知れたものではない三十年といふ年月よ

（大正一五（一九四〇）年十二月発行『銅鑼』九号）



    在哭的秋天

秋天晴朗的日子，我躺在晒着被子的套廊上——

打着哈欠进屋里来的我，是否被人偷看？

我一看天空就以为是大晴天儿了，其实……

简直无法形容的 这 三十年的 我的岁月哦——

   ＊   ＊   ＊



    晝

晝の時計は明るい

（「雨になる朝」）

    白天

白天的钟……确实光亮——

   ＊   ＊   ＊



    夢

眠つてゐる私の胸に妻の手が置いてあつた

紙のやうに薄い手であつた

何故私は一人の少女を愛してゐるのであつたらう

（「雨になる朝」）

    梦

在睡的我胸脯上一直放着妻的手 ……

像一张纸那么薄的一只手 ……

咳，不知为什么，我爱着一个 少女 ……

   ＊   ＊   ＊



    受胎

三晩もつゞいて

『ねずみが蒲團にのつてゐて重い』といふので

私は何もゐない妻の蒲團の上をシイシイと追つた

それで妻は安心して眠るのだ

受胎して

妻はま夜中にねずみの夢を見てゐるのだ

（昭和二（一九二七）年三月発行『若草』第三巻第三号）



    受胎

连续三晚

我妻说“一只耗子在我被子上，有点儿重……”

我在她被子上面的空间为她嘘嘘地赶了耗子

除非这么做，妻子才能无忧无虑地入睡呀——

她受了孕

夜里正在做耗子的梦呀——

   ＊   ＊   ＊



    夜

私は夜を暗い異樣に大きな都會のやうなものではあるまいかと思つてゐる

そして

何處を探してももう夜には晝がない

（「雨になる朝」）

    夜

我认为——夜也许是一个又漆黑又异常巨大的城市般的东西

既然如此——

在夜里面的任何地方……都没有 昼 ……

   ＊   ＊   ＊



    あいさつ

夕方になつてきて

太陽が西の方へ入いらうとするとき

きまつて太陽が笑ひ顏をする

ねんじう 俺達の世の中を見て

「さようなら」のかはりに苦笑する

そこで 俺も醉つぱらひの一人として

「ね 太陽さん俺も君もおんなじぢあないか ―― あんたもご苦勞に」と言つてやらなけ

ればなるまいに

（「色ガラスの街」）

［注：「入いらう」「ねんじう」「さようなら」「ぢあないか」はママ。］



    应酬话

到了黄昏

日落西方时

太阳他每次都会笑起来

无论什么时候都看着俺这个世间

不说“再见”而苦笑

那么 俺也算是一个醉鬼嘛……

就应该这样说道 “欸，老天爷呀! 俺和你都一样啊——你这个人也很辛苦了！”

   ＊   ＊   ＊



    幻影

秋は露路を通る自轉車が風になる

うす陽がさして

ガラス窓の外に晝が眠つてゐる

落葉が散らばつてゐる

（「雨になる朝」）

［注：「露路」路地。思潮社現代詩文庫版ではここにママ注記があるが、こうも書き、決し

て誤字ではない。しかも同版では最終行が「落葉が散らばつている」となっているのにマ

マ注記がなく（上記は同社の全集版の表記で正しく「ゐる」となっている）、杜撰な校訂と

言わざるを得ない。］



    幻影

秋天，穿过小巷的自行车会变成一阵风

微弱的阳光下

玻璃窗外在睡觉的就是白昼……

地上散落的就是落叶……

   ＊   ＊   ＊



    お可笑しな春

たんぽぽが咲いた

あまり遠くないところから樂隊が聞えてくる

（「雨になる朝」）

［注：「お可笑しな」はママ。］

   

    可笑的春天

蒲公英开花了

从不远处传来乐队奏起的音乐

   ＊   ＊   ＊



    寂しすぎる

雨は私に降る ――

私の胸の白い手の上に降る

    ×

私は薔薇を見かけて微笑する暗示を持つてゐない

正しい迷信もない

そして 寢床の中でうまい話ばかり考へてゐる

（「色ガラスの街」）



    太寂寞了

雨 向我落下来 ——

向我胸脯上的白色手落下来

×

我心里没有任何暗示，因此看见蔷薇时不会露出微笑的

也没有正当的迷信

于是 钻进被窝里只贪便宜……

   ＊   ＊   ＊



    晝の部屋

女は 私に白粉の匂ひをかがさうとしてゐるらしい

――女・女

（スプーンがちよつと鉛臭いことがありますが それとはちがひますか）

午後の陽は ガラス戸越に部屋に溜つて

そとは明るい晝なのです

（「色ガラスの街」）



    白昼的房间里

那个女人 好像要让我闻闻白粉的味儿

——女人・女人

（银匙有时稍有铅味儿 是不是那个？）

下午的阳光 从玻璃窗照进来而洒满在屋子里

外头正是光亮的白昼……

   ＊   ＊   ＊



    月が落ちてゆく

赤や靑やの燈のともつた

低い街の暗らがりのなかに

倒しまになつたまま落ちてしまひそうになつてゐる三日月は

いそいでゆけば拾ひそうだ

三日月の落ちる近くを私の愛人が歩いてゐる

でも きつと三日月の落ちかかつてゐるのに氣がついてゐないから

私が月を見てゐるのを知らずにゐます

（「色ガラスの街」）

［注：「暗らがり」「しまひそう」「拾ひそう」はママ。］



    月牙正在落下去

低洼街巷黑暗处里

点了好几个灯——红的，还有蓝的……

向那黑暗处里，颠倒的月牙快要落下去了

我赶到那边的话，可能来得及捡到……

你看! 在月牙要落下来的地方那边，我情人走着路呢——

不过……她一定不知道月牙快要落下来了

因此，也不知道我正在看着 月牙呢——

   ＊   ＊   ＊



    一本の桔梗を見る

かはいそうな囚人が逃げた

一直線に逃げた

    ×

雨の中の細道のかたはら

草むらに一本だけ桔梗が咲いてゐる

（「色ガラスの街」）

［注：「かはいそうな」はママ。］



    看见一支桔梗花

可怜的囚犯逃跑了

一直地逃跑去了

    ×

雨里的小径路旁

啊! 草丛里那儿，只有一支桔梗花……

   ＊   ＊   ＊



    晝の雨

土手も 草もびつしよりぬれて

ほそぼそと遠くまで降つてゐる雨

雨によどんだ灰色の空

松林の中では

祭りでもありそうだ

（「色ガラスの街」）

［注：「ありそうだ」はママ。］



    白天的雨

河堤 杂草 都被细雨淋湿……

隐没在这场雨里的静谧世界……

蒙蒙雨低垂密布的灰色天

也有可能在松林间

开一个庙会吧……



    死

午前二時

私は眼が覺めた

戸を開けて病院の方を見た

私に飛びかゝりそうないやな暗みだ

雨が降つてゐる

今夜中そばにゐて下れと云つた

妻

妻が死にかゝつてゐるようである

私の前のふすまを開けて妻が入つて來そうだ

そんなことがあれば妻は死んでゐるのだ

（大正一一（一九三六）年五月発行『玄土』第三巻第五号）

［注：初連を除く行の有意な行空けはママ（底本とした全集では、この初連の二行の間は

実は改頁であるが、版組を見る限り、繋がっているとしか思われない。実際、全集の次頁

にある「題のない詩」では五連の内、最初の四連が一行で最終連が詰まった二行となって

いる）。「飛びかゝりそうな」・「暗み」（くらやみ）・「下れ」（くれ）・「ようである」・來そう

だ」も総てママ。］



    死

凌晨两点

我醒来了

把门拉开远眺医院方向

眼看就要向我猛扑过来——令人生厌的漆黑

下着雨……

求我陪她整夜的

我的妻……

相信她陷于病危

感觉她就要拉开我前面的纸拉门进来

如果真的——! 那意味她已死亡……

   ＊   ＊   ＊



    出してみたい手紙（１）

あ…な…た…の…な…ま…け…も…の

あ…な…た…と…私…の…な…ま…け…も…の

あなたは今日私へ手紙を出して呉れましたか

（大正一五（一九四〇）年十一月発行『〈亜〉』二十五号）

    我想寄出这样的信试试看（１）

妳…这…个…懒…虫

妳…和…我…这…些…懒…虫

你今天已经发给我信了吗？

   ＊   ＊   ＊



    雨の祭日

雨が降ると

街はセメントの匂ひが漂ふ

    ×

雨は

電車の足をすくはふとする

    ×

自動車が

雨を咲かせる

街は軒並みに旗を立てゝゐる

（「雨になる朝」）



    下着雨，节日——

下雨

街上飘着水泥的香——

    ×

雨水

要抄起电车的腿——

    ×

汽车跑

雨水的花就要开——

街上到处都可以看到节日的旗子——

   ＊   ＊   ＊



    雨が降る

夜の雨は音をたてゝ降つてゐる

外は暗いだらう

窓を開けても雨は止むまい

部屋の中は内から窓を閉ざしてゐる

（「雨になる朝」）



    下着雨

夜里下着雨，屋子里传来它的声音

外头会是一片漆黑

即使打开窗户往外看，这场雨也不会停的……

我在房间里把所有的窗户紧紧关闭



   ＊   ＊   ＊



    初夏無題

夕方の庭へ鞠がころげた

見てゐると

ひつそり 女に化けた躑躅がしやがんでゐる

（「雨になる朝」）

    初夏无题

一个绣球滚落到院子里

看着——我发现了

默默地，变成女人的杜鹃花蹲在那儿呢……

   ＊   ＊   ＊



    白（仮題）

あまり夜が更けると

私は電燈を消しそびれてしまふ

そして 机の上の水仙を見てゐることがある

（「雨になる朝」）

    白（暂定）

夜太深了——

我就错过机会关灯

而有时看着桌子上的水仙

   ＊   ＊   ＊



    情慾

何んでも 私がすばらしく大きい立派な橋を渡りかけてゐました ら――

向ふ側から猫が渡つて來ました

私は ここで猫に出逢つてはと思ふと

さう思つたことが橋のきげんをそこねて

するすると一本橋のやうに細くなつてしまひました

そして

氣がつくと私はその一本橋の上で

びつしよりぬれた猫に何か話しかけられてゐました

そして猫には

すきをみては私の足にまきつこうとするそぶりがあるのです

（「色ガラスの街」）



    情欲

不知为什么 我在过一座又好大又宏伟的桥 的时候——

从对面一只猫走过来了

我 觉得在此碰到一只猫就不大方便

好像这座桥知道我心里产生这念头就不高兴……

一下子就变成一个像独木桥那样的很窄的桥了

于是

我发现这一只淋成落鸡汤的猫在这座桥上跟我说某些话了

你看,它——

好像要趁机缠绕我的腓呀!

   ＊   ＊   ＊



    いつまでも寢ずにゐると朝になる

眠らずにゐても朝になつたのがうれしい

消えてしまつた電燈は傘ばかりになつて天井からさがつてゐる

（「雨になる朝」）

    一直不睡那早晨就会来

虽然一直没睡但早晨还是来了——我高兴……

你看天花板那处，已被关掉的吊灯——只有它无用灯伞，耷拉着……

   ＊   ＊   ＊



    曇天

遠くの停車場では

靑いシルクハツトを被った人達でいつぱいだ

晴れてはゐてもそのために

どこかしらごみごみしく

無口な人達ではあるがさはがしく

うす暗い停車場は

いつそう暗い

美くしい人達は

顏を見合わせてゐるらしい

（「色ガラスの街」）

［注：「美くしい」はママ。］



    阴天

那远方的火车站里

戴蓝色大礼帽
S i l k h a t

的人都满了

因此，虽然天晴

却总觉得杂乱无章

虽然都沉默寡言却嘈杂

微暗的火车站

更加昏暗

好像潇洒的人们

互相看着对方的脸呢……

   ＊   ＊   ＊



    夜の向ふに廣い海のある夢を見た

私は毎日一人で部屋の中にゐた

そして 一日づつ日を暮らした

秋は漸くふかく

私は電燈をつけたまゝでなければ眠れない日が多くなつた

（「雨になる朝」）

［注：「向ふ」はママ。］



    我做了夜晚背后有一片广阔大海的梦

我天天一个人在房间里

于是一天又一天地过日子

秋色渐浓

不关电灯才能入睡的夜晚更频繁了

   ＊   ＊   ＊



    無題

枯草は赤くかれて

上はくろずんでいた

俺は心細いさむさを感じてゐた

夕方は地べたが空の方へ上つてゆくのだ

暗くなつて燈がともれば

俺のこころにも細々とした燈がともり

やみの中にめ入つてゆく

なまぬるい酒を口にふくんで

眼をつぶる

ああ

何處かしら遠いところで

俺のこころは温ためられてゐる

（大正一三（一九三八）年六月発行『詩集左翼戦線』大正十二年版）

［注：「くろずんでいた」「温ためられて」はママ。］



    无题

枯草为红铜色

上部发黑

我感觉凄凉的寒冷

薄暮时刻地面就往上爬上去的

天黑了就点街灯

我心中也会点小小的灯

而它埋没在漆黑里

嘴里含些微温的酒

闭着眼睛……

啊!

在远处

我的心确实被温暖着……

   ＊   ＊   ＊



    風邪きみです

誰もゐない應接間を

そつとのぞくのです

ちかごろ 唯の一人も訪ねて來るものもない

榮養不良の部屋を

そつと 部屋にけどられないやうにして

壁のすきから息をひそめてのぞくのです

    ×

風邪がはやります

わたしも風邪をひいたやうです

（「色ガラスの街」）



    有点儿感冒

我窥视

没有人的会客室里

最近 谁也不进来的

荣养不良的房间里

偷偷地 不要被它发现

而从墙壁缝隙屏息不出声地偷看

    ×

流行感冒

好像我也得了感冒了

   ＊   ＊   ＊



    夏

空のまん中で太陽が焦げた

八月は空のお祭りだ

何と澄ましこんだ風と窓だ

三色菫だ

（「色ガラスの街」）



    夏天

在天空的正中太阳烤焦了

八月份有天空的节日

啊，装作一本正经的风和窗户呀!

蝴蝶花呀!

＊



    春の街の飾窓

顏をかくしてゐるのは誰です

私の知つてゐる人ではないと思ふのですが

その人は私を知つてゐさうです

（「色ガラスの街」）

   



    春天街头的窗户

蒙住脸的是谁呀？

我觉得他是我不认识的

但他好像认识我的

＊



    雨降り

地平線をたどつて

一列の樂隊が ぐずぐず していた

そのために

三日もつづいて雨降りだ

（「色ガラスの街」）



    下着雨

沿着地平线那边

排成一行的乐队 磨磨蹭蹭

因此

已经三天连续下雨呢

   ＊   ＊   ＊



    十二月

紅を染めた夕焼け

風と

雀

ガラスのよごれ

（「雨になる朝」）



    十二月

通红的晚霞

风和

麻雀

玻璃窗污垢

   ＊   ＊   ＊



    犬の影が私の心に寫つてゐる

明るいけれども 暮れ方のやうなもののただよつてゐる一本のたて
ヽ ヽ

の路 ――

柳などが細々とうなだれて 遠くの空は蒼ざめたがらすのやうにさびしく

白い犬が一匹立ちすくんでゐる

おゝ これは砂糖のかたまりがぬるま湯の中でとけるやうに涙ぐましい

    ×

私は 雲の多い月夜の空をあはれなさけび聲を

あげて通る犬の群の影を見たことがある

（「色ガラスの街」）

［心朽窩主人注：最終連全体の字配は詩集「色ガラスの街」のそれを再現した。但し、こ

の傍点は平仮名表記の読み辛さを補填するために尾形が附したものと考えられるので、中

文訳では無視してある。］



    狗的影子映在我心中

很明亮可是 飘着一丝薄暮那样的气氛的一条直路 ——

柳树细枝垂头丧气 遥远的天空好像苍白的玻璃一样地凄凉

白色的一条狗呆立不动

啊! 这情景令人心酸，仿佛方块糖在微温水里溶化似的……

    ×

   我 有一次看过发出令人怜悯的尖叫声的狗群在挂月多云的天空上横穿过去的情景

   ＊   ＊   ＊



    美くしい街

私は美しい少女と街をゆく

ぴつたりと寄りそつてゐる少女のかすかな息と

私の靴のつまさきと

少しばかりの乾いた砂と

すつかり私にたよつてしまつてゐる少女の微笑

私は

街に醉ふ美しい少女の手の温くみを感じて心ひそかに ―― 熱心に

少女に愛を求めてゐる

    ×

私はいつもの街の美しい看板を思ふ

そして 遠く街に憧れて空を見てゐる

（「色ガラスの街」）

［注：「美くしい」「温くみ」はママ。］



    华丽城市

我和一个美丽少女在街上一起走下去

贴近我的那少女，她的轻微呼吸节奏——

我鞋脚尖——

一撮干沙——

已完全依靠我的那少女，她的微笑——

我感觉

陶醉在华丽街头的少女——她那只手的温暖——热诚地

期待着少女……她的 爱

    ×

我心中想起经常看到的美丽广告牌

于是 从远方憧憬着华丽城市而眺望天空

   ＊   ＊   ＊



    彼の居ない部屋

部屋には洋服がかかつてゐた

右肩をさげて

ぼたんをはづして

壁によりかかつてゐた

それは

行列の中の一人のやうなさびしさがあつた

そして

壁の中にとけこんでゆきさうな不安が隱れてゐた

私は いつも

彼のかけてゐる椅子に坐つておばけにとりまかれた

（「色ガラスの街」）



    他不在的这房间里

房间里挂着一件衣服

右肩低一些

解开着纽扣

依靠墙壁上

这边儿有

队列当中的孤独那样的凄凉

背后还有

好像要埋没在墙壁里似的一种不安

我 每次到这儿来

坐他经常坐的椅子上而一定被围绕很多妖怪的……

   ＊   ＊   ＊



    一日

君は何か用が出來て來なかつたのか

俺は一日中待つてゐた

そして

夕方になつたが

それでも 暗くなつても來るかも知れないと思つて待つてゐた

待つてゐても

とうとう君は來なかつた

君と一緒に話しながら食はふと思つた葡萄や梨は

妻と二人で君のことを話しながら食べてしまつた

（「色ガラスの街」）



    一整天

你是不是发生了某个事情而没来的？

我一整天等着你的到来……

一直等着

到了黄昏时刻

我 因为觉得天黑了以后你还有可能来所以接着等你的……

虽然等了

你却终于没有来的……

我本来想跟你一起吃葡萄和梨子——

可惜，我和妻子一边谈你的一边吃这些，最后吃掉全部了……

   ＊   ＊   ＊



    春

私は椅子に坐つてゐる

足は重くたれて

淋びしくゐる

私は こうした私に反抗しない

私はよく晴れた春を窓から見てゐるのです

（「色ガラスの街」）

［注：「淋びしく」「こうした」はママ。］



    春天

我坐在一把椅子上

把沉重的腿放在地上

尝受着孤独感

我 不反抗这样的我自己

我现在隔着窗子观望晴朗春天的景色

   ＊   ＊   ＊



    晝寢が夢を置いていつた

原には晝顏が咲いてゐる

原には斜に陽ざしが落ちる

森の中に

目白が鳴いてゐた

私は

そこらを歩いて歸つた

（「雨になる朝」）



    午睡留下了一个梦

草原上开着旋花

草原受到斜阳光

树林里

绣眼鸟啼着

我

徘徊那一带而回家了

   ＊   ＊   ＊



    無形國へ

降りつゞいた雨があがると、晴れるよりは他にはしかたがないので晴れました。春らし

い風が吹いて、明るい陽ざしが一日中緣側にあたつた。私は不飮不食に依る自殺の正しさ、

餓死に就て考へこんでしまつてゐた。

（最も小額の費用で生活して、それ以上に勞役せぬこと――。このことは、正しくない

と君の言ふ現在の社會は、君が餘分に費ひやした勞力がそのまゝ君達から彼等と稱ばれる

者のためになることにもあてはまる筈だ。日給を二三圓も取つてゐる獨身者が、三度の飯

がやつとだなどと思ひこまぬがいゝ。そのためには過飮過食を思想的にも避けることだ。

そしてだんだんには一日二食以下ですませ得れば、この方法のため働く人のないための人

不足などからの賃銀高は一週二三日の勞役で一週間の出費にさへ十分になるだらう。世の

中の景氣だつて、むだをする人が多いからの景氣、さうでないからの不景氣などは笑つて

やるがいゝのだ。君がむだのある出費をするために景氣がよい方がいゝなどと思ふことは、

その足もとから彼等に利用されることだけでしかないではないか。働かなければ食へない

などとそんなことばかり言つてゐる石頭があつたら、その男の前で「それはこのことか」

と餓死をしてしまつてみせることもよいではないか。又、絹糸が安くて百姓が困ると言つ

ても、なければないですむ絹糸などにかゝり合ふからなのだ。第三者の需要に左右される

やうなことから手を離すがいゝ、勿論、賃金の增加などで何時ものやうにだまされて「圓

滿解決」などのやうなことはせぬことだ。貯金などのある人は皆全部返してもらつて、あ

るうちは寢食ひときめこむことだ。金利などといふことにひつかゝらぬことだ。「××世界」

や「××之友」などのやうに「三十圓收入」に病氣や不時のための貯金は全く不要だ。細

かいことは書きゝれぬが、やがて諸君は國勢減退などといふことを耳にして、きつと何だ

かお可笑しくなつて苦笑するだらう。くどくどとなつたが、私の考へこんでゐたのは餓死

に就てなのだ。餓死自殺を少しでも早くする
ヽ ヽ

ことではなく出來得ることなのだ。

（昭和五（一九三〇）年五月発行『詩神』第六巻第五号）

［心朽窩主人注：「する」の傍点は中文訳では無視した。第二段落冒頭にある丸括弧「（」

の終り（「）」）は存在しない。同じく中文訳では無視した。］





    往无形世界

  好几天连续下的雨终于停了，那就没法儿天不晴，因此是个大晴天儿了。刮了春天应该

刮的春风，明亮的阳光整天射进到廊子来了。我深思“不饮不食”的自杀的合理性和饿死这

行为。

  用最少的经费生活下去而绝不会去劳动——。你认为这种做法现代社会里完全不对，不

过这意味着你格外费出的劳力都是为了你们说的“他们”那些人的。日薪达到二三日元这么

高水平的独身男人，不应该认为得过且过，为了这个目的你必须避开“过饮过食”的想法。

如果人们渐渐地习惯一天吃饭两次以下的生活，由于劳力供不应求的原因产生的薪水过高的

问题肯定会云消雾散，一周两三天的劳动维持得了一周的所有经费。话说景气不景气，由于

浪费金钱过多的景气，不够的不景气什么的，你不如嗤笑啊! 你想一想，因为你浪费钱所以

景气好，那只不过是你被“他们”利用罢了吧! 如果你碰到一个人主张——不劳动者不得食

——的死脑筋，你就说——是不是这个？——而在他面前当场饿死，这也是一个好主意，是

不是？再说了，因为蚕丝太便宜所以老百姓面对经济困难，也可以说是管一个毕竟不必有的

蚕丝那种东西而产生的现象，人们不用管会受到局外人的影响的东西，当然人们不要照常被

“提薪”这句话骗而跟公司的交涉得到圆满成功，有存款的人应该提全款而寝食全靠它，听

到利息这个词时千万不要受骗。《某某世界》，《某某之友》等刊物说得不对，对于“收入三十

日元”的人绝对不需要为预测不了的病或万一的经济准备。我在这儿写不完细节，不过将来

你们会听到“国力衰退”这句话时一定不得不露出苦笑。我遗憾的是上面啰嗦地解释，可是

我深思的就是饿死，想说的不是应该尽早饿死而是我们做得到饿死。

   ＊   ＊   ＊



    黄色の夢の話

私の前に立つてゐる人はいつたい誰でせう

チヨツキ
ヽ ヽ ヽ ヽ

に黄色のぼたん
ヽ ヽ ヽ

をつけてゐるからあなたの友人でせうか

それとも

何年か前の私のチヨツキ
ヽ ヽ ヽ ヽ

を着てゐる人でせうか

それが

影ばかりになつて佇んでゐるのですが

（「色ガラスの街」）

［心朽窩主人注：最後の行を独立させたのは詩集「色ガラスの街」を視認した私の判断か

らで、現行のそれらは「それが」に繋がってしまっている。傍点は中文訳では無視した。］



    黄颜色的梦的故事

站在我前面的是谁啊？

因为背心上有黄颜色的纽扣所以你的朋友？

还是

穿着几年前的我的背心的人？

它——

只有它的影子伫立着……

   ＊   ＊   ＊



    五月の花婿

靑い五月の空に風が吹いてゐる

陽ざしのよい山のみねを

歩いてゐる ガラスのきやしや
ヽ ヽ ヽ ヽ

な人は

金魚のやうにはなやかで

新らしい時計のように美くしい

ガラスのきやしや
ヽ ヽ ヽ ヽ

な人は

五月の氣候の中を歩いてゐる

（「色ガラスの街」）

［心朽窩主人注：「時計のように美くしい」の「ように」「美くしい」はママ。傍点は中文

訳では無視した。］



    五月的新郎

五月蓝色的天空上刮着风

在向阳的山峰上

走着的 那个玻璃做而纤弱的人

又像金鱼一样华丽

又像新的钟表一样美丽——

你看! 玻璃做而纤弱的人

走在五月的气候里——

   ＊   ＊   ＊



    うす曇る日

私は今日は

私のそばを通る人にはそつと氣持ちだけのおじぎをします

丁度その人が通りすぎるとき

その人の踵のところを見るやうに

靜かに

本のページを握つたままかるく眼をつぶつて

首をたれます

うす曇る日は

私は早く窓をしめてしまひます

（「色ガラスの街」）



    微阴的日子

今天我

会给我身旁走过去的人，偷偷地只在感情里点点头致敬

那个人正在走过去的那一瞬间——

好像我看人的脚跟似的——

安安静静地

捏着书的一页而轻轻地闭着眼睛

低下头

微阴的日子

我会早一点儿关严窗户……

   ＊   ＊   ＊



    落日

ぽつねんとテーブルにもたれて煙草をのんでゐる

部屋のすみに菊の黄色が浮かんでゐる

（「雨になる朝」）

［心朽窩主人注：第二詩集「雨になる朝」に所収された改稿版。初出は『銅鑼』十号（昭

和二（一九二七）年二月発行）で、そこでは、

    落日

ぽつねんとテーブルにもたれて煙草をのんでゐると

客はごく靜かにそつと歸つてしまつて

私はさよならもしなかつたやうな氣がする

部屋のすみに菊の黄色が浮んでゐる

肅々となごりををしむ落日が眼に溜つてまぶしい

となっている。］



    落日

一个人孤单单地靠在桌子上抽烟

在房间角落那边儿漂浮着菊花的黄颜色



[心朽窝主人附注：上面是第二诗集《转雨的早晨》刊载的修改版。首次出现的《铜锣》十号

（一九二七年二月刊）上的初稿如下

    落日

一个人孤单单地靠在桌子上抽烟

客人就悄悄地走回家

觉得……我没道别

在房间角落那边儿漂浮着菊花的黄颜色

落日又庄严又恋恋不舍——眼睛里充满着它的阳光而炫目……]

   ＊   ＊   ＊



    花

街からの歸りに

花屋の店で私は花を買つてゐた

花屋は美しかつた

私は原の端を通つて手に赤い花を持つて家へ歸つた

（「雨になる朝」）



    花

从市街回家的路上

我在鲜花店买花

那所店很华丽

我捧举着红花路过草原边缘走回家了

   ＊   ＊   ＊



    無題詩

ある詩の話では

毛を一本手のひらに落としてみたといふのです

そして

手のひらの感想をたたいてみたら

手のひらは知らないふりをしてゐたと云ふのですと

（「色ガラスの街」）



    无题诗

有一篇诗上的故事

就说使一根头发往掌上落下了

然后

拍一次手问了它的感想

但那手掌佯装不知的……

   ＊   ＊   ＊



    春が來る

（服と帽子が欲しい）

私は酒ばかり飮んでゐたので

このひと月は何もしないでしまつた

二月は二十八日でお終ひになつてゐた

（昭和二（一九二七）年四月発行『太平洋詩人』第二巻第四号）

   



    春天快要来了

(我要衣服和帽子)

我一直喝酒

这一个月里没做什么而过去了

才发现……二月份二十八日已结束

   ＊   ＊   ＊



    西風

西風が吹いて窓をたたくので

書齋はさんざんにやられてゐる

私は冷めたい足をふところに入れて温めたくなつた

（大正一五（一九四〇）年十一月発行『〈亜〉』二十五号）

［心朽窩主人注：「冷めたい」はママ。］



    西风

挂着西风敲打窗户

因此书房里狼狈不堪

我想把我冰凉的脚抱在自己怀里温一下

   ＊   ＊   ＊



    手

俺に二本の足がはえ

ずるずるのびた

頭が大きくふくらんだ

俺はだんだんおとなになつた

二本の手は

顏をなでたり頭をかいたり

眼をこすつたりする

のみたくもない煙草を口にもつてゆくのも

この手だ

よく考へると

實際うるさい手だ

ぶきみにわかれた

五本の指

よく見ると

俺の手はきびがわるい

（大正一二（一九三七）年四月発行『詩人』四月号）



    手

我长出两条腿

慢慢伸长了

脑袋膨胀开来了

我渐渐地成为大人了

两只手

抚摸脸，挠头，

揉眼睛……

把不愿抽的香烟到嘴巴拿过来的

也是这只手

想了想——

觉得使人心烦

令人作呕地分岔的

五根手指

仔细看——

我的手真令人毛骨悚然

   ＊   ＊   ＊



    愚かしき月日

夕方になつてみても

自分は一度飯に立つたきりでそのまゝ机によりかゝつて煙草をのんでゐたのだ。

そして 今

机の下の蚊やりにうつかり足を触れて

しんから腹を立てて夜飯を食べずに寢床に入つてしまつた

何もそんなに腹を立てるわけもないのに

こらえきれない腹立たしさはどうだ

まだ暮れきらない外のうす明りを睨んで

ごはんです――と妻がよぶのにも返事をしないでむつとして自分を投げ出してゐる態は…

…

俺は

「この男がいやになつた」と云つて自分から離れてしまいたい

（大正一五（一九四〇）年九月発行『太平洋詩人』第一巻第三号）

［心朽窩主人注：「こらえる」「しまいたい」はママ。］



    愚蠢的日子

到了傍晚

我还是依靠矮桌抽烟……除了白天去隔壁吃饭今儿一直这样虚度。

现在——

不小心脚尖碰了碰蚊香

从心里生了气而不吃晚饭直接钻进被窝里了

按理说用不着这么生气

不过到底为什么忍不住怒火？

怒视着外头薄暮景色

吃饭了!——虽然老婆给我招呼，我却不答应而忍怒报自弃的态度……

俺——

想要说“这家伙真讨厌”而当场离开自己

   ＊   ＊   ＊



    馬鹿息子

私に顏がない

   ×

「鉛筆を探してゐるのなら、それはあなたの耳にはさまつてゐます」といふやうなことを

言はれるのはいやだ。「私に顏がないが―」と言つてやりたい。

（大正一〇（一九三五）年十月発行『〈亜〉』二十四号）



    傻孩子

我没有面孔

   ×

我不愿意被人说“你找铅笔吗？夹在你耳朵上嘛”

那么我要跟他说“我没有面孔……”

   ＊   ＊   ＊



    十一月の午後

窓をあけたので

部屋の中に風が吹き初めた

私は窓に花と鳥を飾らう

そして

やはらかい寢椅子を買つて來てパインアツプルの鑵を切らうよ

きらきらする陽も窓から入れて

私は靑い空を見て一人で午後を部屋の中にゐる

［心朽窩主人注：本篇は思潮社一九九九年刊「尾形亀之助全集 増補改訂版」の「補遺」

という項で初めて公になった一篇で、底本クレジットもない。一九九九年版の元版である

同思潮社一九七〇年版の「尾形亀之助全集」以降に発見された作品である。同一九九九年

刊「尾形亀之助全集 増補改訂版」の「補遺」に於いて次に記されている「昼の花」と同

じ底本であるとすれば、詩誌『京都詩人』（第二巻第一号・昭和二（一九二七）年一月発行）

に所収するものとなるが、解説もなく不明である。］



    十一月的下午

把窗户推开了

屋子里刮起风来了

我要在窗边摆好花和小鸟

还有

买来一把睡椅，打开菠萝罐头吧!

当然把灿烂的阳光从窗户射进来

我在房间里凝望蓝天，一个人度过整个下午

   ＊   ＊   ＊



    晝の花

子供の眠つてゐる靜かな晝だ

天氣がいゝので

ガラス戸がすつかり大きくなつてゐる

［心朽窩主人注：本篇は思潮社一九九九年刊「尾形亀之助全集 増補改訂版」の「補遺」

という項で初めて公になった一篇で、詩誌『京都詩人』（第二巻第一号・昭和二（一九二七）

年一月発行）に所収するものである。］



    白天的花

静谧的白天——孩子在睡觉

天气太好了

玻璃窗真大了

   ＊   ＊   ＊



    風

風は

いつぺんに十人の女に戀することが出來る

男はとても風にはかなはない

夕方 ――

やはらかいシヨールに埋づめた彼女の頰を風がなでてゐた

そして 生垣の路を彼女はつつましく歩いていつた

そして 又

路を曲ると風が何か彼女にささやいた

ああ 俺はそこに彼女のにつこり微笑したのを見たのだ

風は彼女の化粧するまを白粉をこぼしたり

耳に垂れたほつれ毛をくはへたりする

風は

彼女の手袋の織目から美しい手をのぞきこんだりする

そして 風は

私の書齋の窓をたたいて笑つたりするのです

（「色ガラスの街」）





    风

风 能够

跟十个女人同时谈恋爱

男人绝对敌不过它

傍晚 ——

它抚摸埋在柔软披肩里的她脸蛋

于是 她端庄地走过篱笆旁边的路去了

然后

她拐了弯，它跟她低声私语了什么话了

啊! 那瞬间我看见她的微笑了

有时候她化妆时风把她的香粉撒掉

咬一咬她耳朵边的蓬乱一撮头发

风

也有时候从她手套的线码窥视她美丽的手

还有 风

会敲打我书房的玻璃窗而笑起来

   ＊   ＊   ＊



    冬日

冬になつて

私達は白い空にまるい小さい太陽のあるのを見た

（太陽はシヨーウヰンドウの中に飾られた）

［心朽窩主人注：本篇は思潮社一九九九年刊「尾形亀之助全集 増補改訂版」の「補遺」

という項で初めて公になった一篇で、『太平洋詩人』第二巻第一号（昭和二（一九二七）年

一月発行）に掲載された、一九九九年版の元版である同思潮社一九七〇年版の「尾形亀之

助全集」以降に発見された作品である。これは翌二月二日発行の『銅鑼』（十号）に載った

同題の改作と思われるものでは、

    冬日

冬になつて私は太陽を見る寂しいくせがついた

そして ガラスのやうな花粉をあびて眼を細くした

雪どけのする街は

一ところに賣り出しの旗を立ててきたならしい花を咲かしてゐる

と、大きく書き換えられている。］



    冬天的太阳

到了冬天

我们发现白色的天空里又小又圆的太阳

(太阳已布置在玻璃柜里了)



[心朽窝主人附注：上面的诗篇是在《尾形龟之助全集 增补修订版》（思潮社 一九九九年刊）

的补遗章中首次正式公开的。一九九九年刊的根据版:《尾形龟之助全集》（思潮社一九七〇

年刊）出版后被发现的作品。在《太平洋诗人》第二卷第一号（一九二七年一月刊）上被发

现的。《铜锣》十号（一九二七年二月二日刊）上的同样标题的大改编版如下

    冬天的太阳

到了冬天看太阳成为凄凉的习惯了

于是 受到像玻璃一样的花粉眯缝眼睛

雪融时期的街头

有一个地方竖立开始出售的旗子，就像肮脏的花开着呢……

译，心朽窝主人，矢口七十七。］

   ＊   ＊   ＊



    若いふたりもの

私達は

  ×

二人が

夫婦であることをたまらないほどうれしく思つてゐる

  ×

妻は私が大切で

私は妻が大切で

二人は

いつまでもいつまでも仲が良い

  ×

私はいつもへたな畫をかくが

私も妻も

近い中に良い畫がかけると思つてゐる

私達の仕事は樂しい

  ×

二人は

まだ若いからなかなか死なない

  ×

その中に

可愛いい子が生れる

  ×

私達二人は

良い父と

良い母とになる

（大正一一（一九二二）年四月発行『玄土』第三巻第四号）



［心朽窩主人注：尾形亀之助はこの前年、大正一〇（一九二一）年五月に福島県伊達郡保

原町の開業医の長女森タケ（十八歳）と結婚している。この大正一一（一九二二）年一月

には仙台からタケを伴って上京し、本郷白山上に転居、日本未来派美術協会会員となり（前

年十月の第二回未来派美術協会展で既に会友とはなっていた）、同協会の第三回展の準備運

営に当っていた。本詩以降の三篇はそうした密月の最後の名残のように思われる。しかし、

この詩の発表直後の五月に早くもタケとは不和となり、家出するように旅に出ている。長

女泉は大正一三（一九二四）年四月の、長男猟は大正一五（一九二六）年十二月の誕生で

あり、その間、龜之助には別な女性への恋慕といった女性関係も生じて、タケとは昭和三

（一九二八）年三月別居、同年五月に協議離婚している。僅か七年の結婚生活であった。

しかも七箇月後の同年十二月には十一歳年下の芳本優（十七歳）と同棲を始めている。］



    年轻的一对夫妻

我们……

  ×

我们俩

因为我们是一对夫妻所以幸福极了

  ×

妻子爱我

我爱妻子

我们俩

永久地永久地要好

  ×

我画画儿画得不好

我和妻子

都相信近将来我会画得更好

我们工作做得很开心

  ×

我们俩

因为很年轻所以不会死掉

  ×

不久

会生可爱小宝宝

  ×

我们俩

会成为好爸爸

和好妈妈!



［心朽窝主人附注：前一年(一九二一年)五月，尾形龟之助跟福岛县伊达郡保原町的开业医

生的长女森 Take（十八岁）结婚。一九二二年一月他跟新娘从仙台到东京，搬到本乡白山上，

成为日本未来派美术协会会员（前一年十月的第二届未来派美术协会展览会时已成为会友），

从事该协会第三届展览会的准备工作。这篇诗以后的三篇作品可以认为这样的蜜月时期的最

后果实。但是公开这篇诗之后不久的五月份，诗人跟 Take 闹翻，像出奔一样地去旅行。长女

泉一九二四年四月出生，长男猎一九二六年十二月出生，这一段期间里诗人产生对于另一个

女人的恋爱感情，一九二八年三月和 Take 分开居住，五月成立协议离婚。就意味着仅仅七年

的结婚生活。顺便说七个月后的一九二八年十二月诗人开始和比他小一十一岁的芳本优（十

七岁）的同居。］

   ＊   ＊   ＊



    ある男の日記

妻をめとればおとなしくなる

私はきげんのよい蠅にとりまかれて

晝飯の最中です

（「色ガラスの街」）

    一个男人的日记

娶了妻子就会驯顺点儿

心里高兴的好几个苍蝇，围拢着我

我就吃着午饭呢……



［心朽窩主人注：二頁目の尾形龜之助の自筆署名は昭和四五（一九七〇）年名著刊行会刊

の「稀覯詩集復刻叢書」の復刻版「色ガラスの街」の栞として挟まれていたものを用いた。］

尾形龟之助詩抄Ⅰ（中文译）译 心朽窩主人，矢口七十七 矢口七十七/摄 完


