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｢今.あえて〈なにか〉を語らんとする者よ.釆たれ｣というコ

ど-を校内のあちこちに即■つてrqっていたのが上年の四月であるb

くなにか)としか岩いiS=ぬものを,語r)たいというJLl,いが､妙に

せっぱっまったものとして僕の内にあったo

懐の出会った｢キャンパス｣は､ひとりひとりの人間の内にあ

るくなにか〉の消息を伝えていた｡そして､懐も｢キャンパス｣

という場所で地割こrhlって僕の〈なにか)を現わしたいと放った.

そうすることで.くなにか)がなんであるかを見極めたいと思った｡

｢新聞でfEfくてもよい｣ことを.あえて｢新聞｣でやってきたD

このJf,盾は､そのまま.傾自身の矛盾でもあったo

今､依然としてくflにか)は. 7L+にかのままで.博の内にわだ

かま一'ている｡

そして､なんとかしてこれを払底したいという.払いも変わらか･o

Lかし､もう言葉には拠るまいと思う｡

Elく. ｢ィ､思量臆一世､息､ィ､思量底如何思監　非′管.早.J

なに!,かたづいてはい7Lfいり　これからである｡踏み迷-,ている

思貴の底を踏みぬく迄o

(TrT)

廃刊の知らせを開いたのは池袋の敗み崖だったo札はおちこん

でいた｡その臥特に市肺だったのである.友人のHが､ほそぼ

そと言古してくれたことだけ憶えている｡

来るべき畔か来た7LJ_-D　これが第一印象だった｡驚きはしなL

か-,たb残念だとも恩わfE/かった｡自分の申小さを感じ､ただ酒

を飲んだo

図千倍でバソク･+ンパーを閲覧した.ノンブルヰ】ちの都令で､
LbL臥発行年月日､ページ数を･ぢずつチェックしていくと､ t=

.年から三年にかけてiFllLせかが掛ナ落ちていたo調べてみると､

いずれも　く川Ll弔事件)を械･7tL:新聞だったo

当時､余席に保存されている新聞が何羽かによ-,て盗まれfL:そ

うだ｡中には刷り上がったばかりのものも含まれていたと聞くo

歴史は偽造され歪曲されるn川r]君事件を自称｢反スタJ党派

は#r)去ろうとしfJのだo　単にアイロニ-ではすまされ7LiLい問題

である｡

パック.ナンパ-を轄理していると.どうしても学生の唄を思

い出すnわたしたちは最後まで〈学新品)という伝統から白山に

IJL･れなかった.六0年代後半からtIO年代初娘の献血を追うと新

た7LJ:学研論か生まれた背景が分かるような気がする｡わたしたち

の表現は時代の風化に対応できなかったのだ｡読者がなんと遠く

感じられたことか｡状況との関係を対象化できず､わたLたちは

密軍化していった｡

現在が生き苦しい時代であるのは4午前と何ら変わらない｡が､

為し得た活動の軌跡を相対化することだけは可能になった｡すべ

ては無残だったのであるo今､そのツケを払わねはならないのだ巳

わたしたちは誰とむもfL:れあうことのできない地点を今しばらく

さ迷いつつけねばならないのである.

(也)

梅雨に入ったuぎーぎ-陣-'てる中を､かソパを着た農家の人

がキャベツを取り入れているn朝6時､一人で忙しそうだ｡雨は

降っても今tj取らぬば出荷できなくなる分だろう｡

作付Rも収穫Rも､その時の気候によって違うからカレンダーで

は決められかIo土地も作物も生きているから耕作者の機嫌でも

決められ7LJ:いじ野まわりして身体で知るのでしょう｡それは､人

変だとも思い.ステキだとも思うo

キャンパスに3年前に入り､自分の代で廃部することになった｡

｢札｣ ｢他市｣ ｢表現｣ ｢集団｣ ｢状況｣ -みな宙ぶらりんで､遠

かったo

そして今は､手紙とFl記以外は,何も書けか､し貫きたくない

と思っているb

これからまだ生きてゆき､そしてキャンパスでの不完全燃焼を

解決するには､矛盾のない作物とお召姫の相方の肘舌を､私の場

合で知ろうとすることだ.ともかくあと10年｡

(哩)

･･･ #

早稲田キャンパス縮刷版　　　1981年8月10日発行　　　　頒価5′000円

編集.発行　　早稲田キャンパス新聞会絹刷版刊行委員会
-　〒160　東京都新宿区西早稲田l　早大内

電話　03-203-8　6　0　5

印　　　刷　　信行印刷株式会社　　〒130東京都基EB区千枚3-2~18　電話03-634~3781


