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poïétique ⽬次
ポイエティーク

制作学みたいな意味。ポイエーシスという⾔葉をも
とに詩⼈のポール・ヴァレリーが提唱したとか。
「⽇々を何とか楽しいものとしてやりくりしていく
ための実験場」として刊⾏する⼩誌は、⽣活におけ
る問いや実践の創出と記録を旨とする。なので、こ
の⾔葉はぴったりかも、と思ったので深く考えずに
命名。

じっさいのところ、きちんとこの⾔葉を理解できて
いるかは怪しい。

ともかくうっかり⼩誌が話題になったとき、どうい
う意味だ？と疑問に思った⽅々が検索し、その結
果セルトー『⽇常的実践のポイエティーク』──こ
れも謎の邦題なのだけど。現題はL'Invention du
Quotidien、「毎⽇の発明」だ──が再発⾒され、
ついに復刊が叶う、というのがこのリトルプレスの
いちばん壮⼤な⽬標です。
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特集：⾃分で⾃分の髪を切る

漫画：「2 and 2」第⼀回

連載：寅さんを⾒る⽣活

定例報告：制作にかかったお⾦と時間
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［ポイエティーク］第⼀号

⽇々を何とか楽しいものとしてやりくりしていくための実験場、はじめます。



きょうは２０２０年６⽉５⽇。いま
は会社の昼休み。

このデジタルリトルプレスの刊⾏を
思いついたところだ。

ウイルスの状況をどう評価している
かは曖昧なまま、とりあえず⼈間の
都合で⾃粛期間は終えようというこ
とになったらしい。それで通勤⽣活
が再開している。冷房が⼊ったから
だろうか、最後に通勤した４⽉の頭
の頃は全開だった⾞両の窓は、いま
はほとんど閉まっている。ばっちり
密度が⾼い。ちょっと参っちゃう
な、と思う。

それで、⾃分のごきげんをとらない
ことにはどうにもならないと思っ
て、退勤後に駆け込んだソフマップ
で思い切って中古のMacBook Pro
を買ったのが⼀昨⽇のことだった。

特に使い道は考えていなかったけれど、もっと
気持ちよく本をつくる環境を整えたいな、とい
うのは漠然と思っていたことだし、国に納めた
税⾦が１０万円キャッシュバックされるという
ことで、えいやと買った。１０万円は⼤⾦だ。
これで僕の好きな経済圏を活性化させることも
考えたけれど、本棚もパンクしているし、本は
お⾦がなくても買うものなので、遠回りだけれ
ども、売れるものをどんどん作ることで参加し
たいと思ったのだ。

前回までのZINE はAdobe のInDesign で制
作したが、サブスクリプション制にどうしても騙
されてる気持ちになってしまって、じっさい⽉々
の⽀払いが積み重なるとバカにならないのでいっ
たん解約したいと思っていた。



それでも⽇々なにかを作っていたいなという思
いはある。買い切りのソフトで⾏えば、使⽤頻
度を気にせず気持ちよくやれていいんじゃない
かとAffinity Designer というのをセール価
格で買ってみた。僕の⼤好きな縦書きには対応
していないので、InDesign に必要に応じて⽉
額払っていくのを完全になくすことはできない
だろうけれど、こうして⽇々、ちょっとしたも
のを作って遊ぶには⼗分そうだった。

このリトルプレスは、MacBook を買ってぶち
あがったテンションと、Affinity Designer
の使い⽅を⼿を動かしながら掴んでいきたいと
いう気持ちとだけで思いつかれ、僕により刊⾏
が提議され、僕により決定された。

今⽉中にはリリースすることだけを決めて、こ
れから退勤後なんかに⼿を動かしていくつもり
だ。

まずは速さを優先するので、クオリティとして、
お⾦が取れるものになるか微妙だ。今回は無料で
配布にしようと思う。

今後の展開は未定。まだコンセプト⾃体もふわふ
わしている。けれども、「⽇々を何とか楽しいも
のとしてやりくりしていくための実験場」となっ
ていったらいいな、と思っている、というか、い
まそういうことを思いついた。とりあえずやって
みたいことをやってみるための場所として、これ
を刊⾏します。

発⾏⼈

柿内正午



⾃
分
の
髪
を

⾃
分
で
切
る

きっかけは漫画家のオカヤイヅミさんのツイート*だった。
それから最⾼のWEBサイト「冷凍都市でも死なない**」で
の特集が決定打だった。僕は⾃分で⾃分の髪を切る。

美容師の技術の⾼さを痛感するためにも、その技術に頼ら
ずともなんとかなっちゃうものなのか、⾃分の髪との付き
合いかたを問い直すためにも、セルフカットに挑戦しよう
と思う。家から出るハードルがどんどん上がるなか、そう
いう⼈も多いだろう。

美容院の存在意義を⼤仰に問い直したいわけではない。そ
ういう仕事や技術は合ったほうが絶対に楽しい。⾃分に
とって、リスクやコストをかけてまで買いたいものなのか
どうかは、検討しておいてもいいな、と思ったのだ。

これで何とかなるようだったら、節約できたお⾦を僕が応
援したい知識や技術にじゃんじゃん使おうと思うし、何と
もならなかったら、これまで以上に気持ちよく美容院に散
髪に⾏けるだろう。

みんなそうやって、「買う」「お
⾦を払う」というのを、コミュニ
ケーションとして⾏うみたいなの
が、いままで以上にスタンダード
になっていくのかもしれない。そ
うなると、たとえば美容院が好き
でたまらない⼈たちが、どんどん
そこでお⾦を使って、いまとは全
然違う散髪世界ができあがってい
くかもしれない。そうやって楽し
いタコツボがたくさんできるよう
な社会も、タコツボ内の⾵通しが
よくて、安⼼できるだけのお⾦が
ちゃんと回るんだったら、凄くい
いと思う。
*https://twitter.com/okayaizumi/status/
1260581290140712960?s=20

**https://shinanai.com/sanpatsu/

https://twitter.com/okayaizumi/status/1260581290140712960?s=20
https://twitter.com/okayaizumi/status/1260581290140712960?s=20
https://shinanai.com/sanpatsu/


２０２０年６⽉６⽇の⼣⽅。僕は⾵呂場でバリカン
を握りしめていた。⾦曜⽇の夜から充電しておいた
ものだ。バリカンの充電に１６時間もかかるこ
と、使⽤前に刃にしっかり油をさす必要があるこ
と、ブロッキングという作業が⾮常に重要なこと、
そのために使う挟むやつのことをダッカールと呼ぶ
こと、そうしたことを僕は今回初めて知った。

いざ刈り始めようとすると、めっちゃ怖い。襟⾜か
ら始めようと思ったのだけど、あてずっぽうでえい
やと始めるのに、⾒えないところから始めるのは怖
い。そこで早速諦めて、⾯⽩そうに⾒守る奥さんに
お願いすることにする。すぐわかったことだけど、

アタッチメントさえつ
いていればそうそう惨
劇は起きない。アタッ
チメントを３０ミリに
セットして、開始５分
後には⾃分でてきとう
にバリバリ刈ってい
た。そこからは楽しさ
が勝る。⼦供の頃の⽺
⽑刈り体験の記憶がよ
みがえる。じぶんでじ
ぶんの⾯倒を⾒ている
感じがすごくあった。

襟⾜の仕上げや⽿の周りの細かいところは無理だっ
たので、ふたたび奥さんに頼る。おかげでこわごわ
試しつつで３０分とかだろうか、とにかく襟⾜とサ
イドは刈り終わって、残る部分もかるく梳いても
らった。ほんとうは全部⾃分でやりたかったが、や
めて、と制⽌された。思えば僕はどんな髪型になろ
うとテンションが下がるのは鏡を⾒たときだけだ
が、奥さんからは僕が嫌でも⽬に⼊る。すこしでも
⾒⽬麗しくしたい、というのは本⼈以上に切実な問
題だろう。

⾃分の髪を⾃分で切る



奥さんも美容院に⾏ってない。暑い⽇が続いて、流
⽯に我慢の限界だった。不器⽤なくせにほとんどの
部分を⾃分でやりたがり実際やってのけた僕の楽し
そうな様⼦も⼿伝って、いや、他⼈の髪を刈って遊
べると思ったのに思ったより刈れなかった不満のほ
うが⼤きかったっぽいけれど、とにかく奥さんもセ
ルフカットに挑んだ。これは⼀種の⾃傷⾏為だね、
だいぶ平和なやつ。楽しそうに奥さんはそう評し
た。⾃分で⾃分の髪を刈るのは、ストレス解消にも
いい。

すっきりした襟⾜をなんどもなでる。さっきまで、
⽑先が⽬や⾸にこすれて肌荒れしていたのがだいぶ
嫌だった。それがなくなって肌の調⼦もよくなる
し、⾃⼰肯定感がぐんぐん向上した。でもこれは他
⼈に切ってもらってもあることだし、他⼈に格好よ
く切ってもらったほうが効能も⼤きいかもしれな
い。奥さんはさすがに梳くのはしないで刈るだけに
しておいて、あとは美容院でお願いするとのこと。

でも、僕の場合は、しばらくこれでよさそうだっ
た。プロの技術が必要な髪型というのが⼤半だけれ
ど、ざっくりしたツーブロックの場合素⼈でもなん
とかできそうだな、というのが今回の結論だった。
とはいえもちろんベースには美容院でカットしても
らった形が残っているからできるわけで、次やその
次の挑戦時にはもうどうにもならないかもしれな
い。髪からいい形を切り出していくというのは、ち
ょっと想像もできないくらい凄い技術だということ
もまたわかった。バリカンのメンテの⾯倒さもまだ
未知数だったし、伸びてきたときの具合なんかもこ
れからの検証だ。

⾃分の髪を⾃分で切る



広告

「うっかり神保町で『失われた時を求めて』ちくま⽂庫版全10巻
セットを買ってしまった。5500円で。せっかく買ったので毎⽇読ん
でいる。せっかく読んでいるので、読みながら毎⽇ものを書くこと
にした。読書と、⽣活と、脱線の記録。いつもリュックにプルース
ト。毎⽇読んで、毎⽇書く。それだけを決めて、ほとんどプルース
トではない本ばかり引⽤し、役にも⽴たなければ、読んだ端から忘
れていくので物知りにもならない、ただ嬉しさだけがある読書⽇記
の半年分。ただ読みたいから読んでいく。それだけで充分だ。」
何よりも穏やかさを愛する都内の会社員が、マルセル・プルースト
『失われた時を求めて』を読みながら毎⽇note に書き続けた⽇記
の書籍化。
全２巻。各税込1650円。

CHAPTER 1
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寅さんを観る⽣活 第⼀回
観た作品
『男はつらいよ』『続・男はつらいよ』（1969、⼭⽥洋次監督）
『男はつらいよ フーテンの寅』（1970、森崎東監督）

⽩井聡『武器としての「資本論」』
（東洋経済新報社）はとても⾯⽩い本
だった。その第５講「失われた『後ろ
めたさ』『誇り』『階級意識』」で
は、⻄⼝想のエッセイ*を引いて、寅さ
んのわからなさが考察される。半世紀
も前のこの映画を今の視点で⾒ると寅
さんは⽀離滅裂なクズ野郎にしか思え
ない、というのは、新⾃由主義の内⾯
化かもしれないという指摘だ。お⾦の
論理によってフラットになったかのよ
うな⾒せかけに階級意識が隠蔽されて
いる。しかし⾒せかけに反して競争が
よりシビアになっているからこそ、⾃
らの⽣い⽴ちを捨て去っていくことに
対する後ろめたさが引き起こす『男は
つらいよ』の登場⼈物たちのアンビバ
レントな振る舞いがわからなくなって
いるのだと⾔う。

お⾦は縁切りのツールだ。お⾦さえ
払えば共同体のしがらみから⾃由に
なって、どんな遠くの⼈とでもやりと
りができる。そんなこと当たり前すぎ
てそのありがたみも⾒えにくくなって
いる今、経済的な成功をうっちゃって
でも、迷惑をかけ合い、情緒的な相互
依存の関係を持続していく寅さん達の
⾯倒臭さはたしかに異様だ。僕もこれ
まで⾷わず嫌いしてきた。何を隠そ
う。僕も寅さんを「クズ」として⽑嫌
いしてきた若者のひとりだったのだ。
しかし寅さんをわかれないというの
は、もしかしたら今の社会の息苦しさ
の原因に加担するようなことかもしれ
ないとなると、⾷わず嫌いもしていら

* ⻄⼝想 映画は観れないものだから⼼配するな 第11回「寅さ
んはクズか？『男はつらいよ』の分からなさをめぐって」

https://www.manetama.jp/report/movie-is-not-to-be-
seen11/

https://www.manetama.jp/report/movie-is-not-to-be-seen11/
https://www.manetama.jp/report/movie-is-not-to-be-seen11/


れない。とにかく⾒てみることだ。⾃分で⾒て判断
すると⾔うのは、いつだって⼤事なことなのだか
ら。というわけで、公開⽇順に全作観ていこうと思
う。

元は⼀九六⼋年に、フジテレビで放映された⼆⼗
六回にわたる連続ドラマであった。このドラマの好
評を受け企画された単発の映画作品がこの史上類を
⾒ない⻑編シリーズのはじまりとなる。第⼀作の公
開は⼀九六九年夏。もちろんはじめは「第⼀作」な
どと銘打たれているわけではなかった。⼆作⽬以降
にしても「続・男はつらいよ」（第⼆作）、「男は
つらいよ フーテンの寅」（第三作）、「新・男は
つらいよ」（第四作）と、タイトルの付け⽅からし
て場当たり感が否めない。
滝⼝悠⽣『愛と⼈⽣』（講談社⽂庫） p.15-16

Hulu で配信されているのを⼀作⽬から観てみ
る。今回は⼀作⽬と⼆作⽬だ。調べてみると第⼀作
が８⽉に公開で『続』は１１⽉に公開されている。
すごいスピードだ。どういうことだ。コナンよりも
ペースが早いじゃないか。

とりあえず⼀作⽬を観てみて、『武器としての
「資本論」』で取り上げられるお⾒合いの席をぶち
こわすところなんかは普通に「わかった」が、その
後の悶着でさくらに⼿をあげるのはありえないよ
な、と思った。寅さんのわからなさ＝今となっては
理解を⽰してはいけない部分とは、暴⼒と迷惑の区
分の不明瞭であるところだろう。しかしここで迷惑
と暴⼒を等号で結んでしまっては『男はつらいよ』
の倫理を⾒誤るというか、今なお有効な部分と、今
となっては肯定しようがない部分との峻別ができな
くなる。迷惑と暴⼒はちがう。今となっては暴⼒で
しかない部分については、ないわ、とドン引きしな
がらも、寅さんの迷惑観については再考の余地があ

りそうだと感じた。
『男はつらいよ』の倫理は、迷惑と他者との関係
において⾒出すものだろう。そこには、共感──シ
ンパシーでもエンパシーでもそうだ──におもねら
ない他者との共存のありかたがある。第⼀作でさく
らに恋をする博が寅さんに⾃分の気持ちがわかるは
ずだと問うとき、寅さんはこう応答する。

「お前と俺とは別な⼈間なんだぞ。早え話がだ、俺
が芋⾷って、お前の尻からプッと屁が出るか」

こう突き放した直後、博が恋をしているのは他な
らぬ⾃分の妹だと知ると途端にそれまでの論調を覆
して発破をかけていく。これも⼀つの「わからな
い」⽀離滅裂さとして取り上げられていたわけだけ
れど、これは普通に「わかる」。恋だの育ちだので
かい主語に対しては容易に共感を⽰さず、⾃分ごと
になったとたんに、現実を駆動する道理への物わか
りの良さをあっさり放棄して即物的にうまいこと
やっていく。この姿勢こそ、寅さんが魅⼒的だとさ
れる所以なのではないか。

寅さんは他者に共感を⽰さない。翻って、僕らも
また寅さんに共感することは不可能だ。誰もがそれ
ぞれに「別な⼈間」である上に、寅さんは僕たちの
多くがいる「カタギ」の世界の外部にいるからであ
る。
三作⽬の「フーテンの寅」は、⼭⽥洋次の監督か
ら外れているからか、寅さんが「カタギ」の論理の
通⽤しないアウトローであることがより明確に⽰さ
れる──例えばそれは半⾝不随となった元テキ屋に
対して⽰す同族意識になにより鮮明に表れる。

「フーテンの寅」では、お節介で催した他⼈の結
婚祝いの費⽤を全てとらやにふっかける。この⾏為
は⼀⾒すると⾮道だ。とらやも⾒たところそこまで

寅さんを観る⽣活



裕福というわけじゃない。寅さんは庶⺠から搾取す
る外道のようにも思えるし、じっさい寅さんはこの
後とらやの⾯々にこっぴどく⾮難もされる。しか
し、ここにこそ寅さんの倫理──そこに祝う⼈がい
たら祝う、お⾦に関してはあるところから使ってい
い──がある。これは、倫理すらも経済の論理で
語ってしまう世界の「外」にある倫理だ。

アメリカの原住⺠のいくつかの社会の中にも、そ
れぞれにちがった形の、静かで美しく、豊かな⽇々
があった。彼らが住み、あるいは⾃由に移動してい
た⾃然の空間から切り離され、共同体を解体された
時に、彼らは新しく不幸となり、貧困になった。経
済学の測定する「所得」の量は、このとき以前より
は多くなっているはずである。貧困は、⾦銭をもた
ないことにあるのではない。⾦銭を必要とする⽣活
の形式の中で、⾦銭をもたないことにある。貨幣か
らの疎外の以前に、貨幣への疎外がある。この⼆重
の疎外が、貧困の概念である。
⾒⽥宗介『現代社会の理論──情報化・消費か社
会の現在と未来』（岩波新書） p.104-105

ここにおいて、第⼀作で妹さくらのお⾒合いをご
破算にしておいて「それをなんだよグダグダグダグ
ダ」と居直る寅さんの倫理がはっきりとする。寅さ
んにとって、階級上昇は貧困からの脱出だけを意味
するのではない。それはむしろ、階級への疎外をこ
そ意味するのだ。僕はここで『花男』（松本⼤洋、
⼩学館）を思い出したりもした。『花男』におい
て、エリートコースをドロップアウトしてまで野球
に打ち込む主⼈公の姿につよい違和感を感じた僕も
また、⾦銭を必要とする⽣活の形式の中にいること
を、なんの疑いもなく前提としてしまっている。
寅さんの振る舞いに、迷惑以上のこわさや嫌悪を
感じる時、僕らの内⾯化してしまった新⾃由主義的
な経済の倫理がゆさぶりをかけられている。

内容 モノ ⾦額

設備投資

MacBookPro（１４年
製・中古・３年保証込） ８９,９０８円

A�nity Publisher
A�nity Designer 各３,０６０円

取材費

髪⽤はさみ／すきばさ
み（無印良品）
ダッカール（１２本）

３,３６０円

hulu １,０２６円

バリカン

１,７３９円
※MacBook購⼊時
のポイント利⽤後の
⾦額

総計 １０２,１５３円

制作にかかったお⾦と時間

寅さんを観る⽣活



⽬標：第⼀号を６⽉２５⽇に刊⾏

制作にかかったお⾦と時間

⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟ ⽇
１ ２ ３ ４ ５

本誌の制作を思いつ
く。タイトル、誌⾯
構想。巻頭⾔、レポ
ート、漫画などの執
筆開始。

６
セルフカットに挑
戦。
とにかくA�nity
Publisher をいじっ
て、巻頭⾔と特集ペ
ージを組んでみる。

７

ジャームッシュの
新作を観る。

８

仕事でくたびれる

９

仕事でくたびれる

１０

仕事でくたびれる

１１
漫画を描くのがどれ
だけ⾯倒くさいか思
い知る。
２ページ作って諦め
かける。

１２

仕事でくたびれる

１３
気⼒回復。寅さん⾒
ながら組版作業。
このページと漫画部
分を半分くらい組み
終える。

１４

遊びまわる

１５
寅さん考を書き終え
る。全ページレイア
ウト完了。
禁⾜処理のやり⽅
を学ぶ。

１６
広告欄作成完了。
昨⽇勢いで買った
A�nity Designer
と格闘

１７

夏バテが深刻
なあんにも
やる気でない。

１８
⼿書きでやっていた
漫画を全部破
棄。A�nity
Designerでイチから
やり直す。
ひとまず全ページ完
成させる。

１９

梅⾬が⾟い

２０

奥さんとデートを
する。

２１

だらだらする。

２１

校正を⾏う

告知開始

２３

最終調整

２４

寝かす

２５

リリース

２６ ２７ ２８



楽しい毎⽇を⾃作するための⼩さな雑誌。

『ZINE アカミミ』は、本屋B&B、またはH.A.Bookstore のオンラ
インストアにて、PDF版を販売中です。

読み応えのある楽しい雑誌ですので、どうぞよろしくお願いします。

ご購⼊はこちらから
本屋B&B 創刊号 第⼆号
H.A.Bookstore 創刊号 第⼆号

広告 編集後記
下北沢のいい本屋さんB&Bが提
唱した「デジタルリトルプレ
ス」という概念がとても好き
で、作りたいものの質が⼤きく
変わった。なによりこうしてフ
ルカラーで作っても印刷費を気
にしないでいいというのは最⾼
だ。印刷するなら縦書きじゃな
きゃ！というこだわりも、PDF
でのリリースとなればそこまで
強くないみたいで、こうして⾃
由度が上がっている。
⾃分の納得や不安とは関係のな
いところで、仕事の有無や、通
勤の必要が決まってしまう。会
社員であるというのはそういう
ことでもあるのだな、と痛感す
る⽇々だ。だからこそ、こうし
て⾃⽴／⾃律しながらものを作
り発表するという試みの重要性
もまたぐんと上がっているよう
に思う。
なるべくコンスタントに楽しく
やっていきたい。

発⾏：零貨店アカミミ

編集：柿内正午

発⾏⽇：2020年6⽉25⽇

https://bookandbeer.theshop.jp/items/28455830
https://bookandbeer.theshop.jp/items/28335555
https://habookstore.shop/items/5ea58b5055fa03623c69fde9
https://habookstore.shop/items/5ea593f5bd2178495a06ca06
https://habookstore.shop/items/5ea58b5055fa03623c69fde9
https://habookstore.shop/items/5ea593f5bd2178495a06ca06


はじめに

特集：⾃分で⾃分の髪を切る

漫画：「2 and 2」第⼀回

連載：寅さんを⾒る⽣活

定例報告：制作にかかったお⾦と時間

編集後記

⽇々を何とか楽しいものとしてやりくりしていくための実験場、はじめます。


