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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。

はじめに

特集：テンションを下げないで済むマスクを⾃作する

漫画：「2 and 2」第⼆回

連載：寅さんを観る⽣活

定例報告：制作にかかったお⾦と時間

編集後記

無⽤な⽣活探求マガジン
［ポイエティーク］第⼆号

ショボくてもダサくてもとにかく⾃分でやってみる



いまは２０２０年６⽉２４⽇。創刊号のリリース前
⽇。勢いだけで創刊を決めたけれど、こういうのは
むしろ⼆歩⽬が⼤事というか、だいたい⼆歩⽬は勢
いもなくなってしんどいものなので、⼀歩⽬の着地
を待たずにこうして始めてみ
る。

僕は駅の改札あたりのラックに
挿してあるタウン誌とか、だっ
さいなあ何でこんなデザインに
なっちゃううだろ、と思ってみ
ていたのだけど、じっさいに⾃
分ひとりでレイアウトから何か
ら「雑誌っぽさ」を⽬指して⼿
を動かしてみると、あんまり⼤
差ないものが出来て笑えた。

デザインというものの専⾨性っ
て、じっさいに受け⼿としてだ
け⾒ていると実感しづらいとい
うか、受け⼿としてのセンスは
ある程度⾃負していても、じっ
さいに⼿を動かして作ってみるとそう

した受け⼿としての矜持はあんまり通⽤し
ない。

まさしく制作の実践から学んでいる。てき
とうにつけた「ポイエティー
ク」という名前が、ちゃっかり
実を伴いはじめている。

前号のいちばんの学びは漫画を
描くのはすごくめんどくさいと
いうことだ。Twitter なんかで
バズってるいわゆる「⽩ハゲも
の」も、あれってコマ割りとか
吹き出しの配置とか、すでに⾮
常に⾼度なことをしている。当
たり前に雑な感じで消費してい
たものに対して、すげえ、と感
じ⼊ることができるようになる
の、いい感じだ。

というわけで、以下に創刊号の
制作⽅法についてざっくり図解
してみる。



①Google ドキュメントに⽂字を全部書く
②Affinity Publisher でガワを作って、⽂字
を流し込む
③⼿描きでの漫画制作に挫折。Affinity
Designer で作業を極限まで簡素化したうえ
で漫画を描く⇒Affinity Publisher上で台詞
を⼊れ込む

④Affinity Publisher上でレイア
ウト・禁則反映などを⾏う。
Affinity Publisher上で⽂字も直
す（たぶんやっちゃダメ）
PDFに書き出し。
⑤Twitter で告知
⑥note上に配置。リリース。

poïétiqueの作り⽅
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2020年6⽉25⽇。12時半ごろ。
創刊号をリリースした直後、本来であればTwitter に張
り付いて反応があるかないかやきもきするところだけ
ど、それどころではない。僕はこれからマスクを作るの
だ。
僕のマスクに対するスタンスは、着けていたほうが周り
の⼈たちが安⼼するならまあしといてやるか、くらいの
いい加減さだ。夏場は、マスクしてますよというアリバ
イさえあれば、通気性とか抜群で涼しいマスクが欲し
い。通気性抜群じゃ意味ないんじゃないかとも思うけ
ど、僕はどちらかというとマスクは着けていると顔を無
意識にベタベタ触らないで済むというのがいちばんの効
能だと思っている。ちょっと近所に野暮⽤を済ませにい
くための15分とかのために使い捨てマスクを使うのもバ
カらしいから、そういうときにちゃちゃっと使えて、簡
単に丸洗いできるマスクがあるといいなあと思うので、
作ることにした。

検索すればマスクの作り⽅はいくらでも出
てくるけれど、今回はいかした服屋・オー
ルユアーズが共有してくれている型紙を使
いたかった。なぜなら、今回マスクにする
のは、同店の「キテテコ」だからだ。２年
前ミートソースかなんかが跳ねちゃって、
誤魔化すために奥さんが刺繍を⼊れてくれ
ようとしたのを途中で飽きてそのままにし
ていたやつだ。「キテテコ」というのは、
着るステテコというコンセプトのＴシャツ
だ。夏に着るとすごく気持ちがいい。こい
つを使えば涼しくてわりあいマシなマスク
が作れるだろう。
最初は「テンションの上がるマスクを⾃作
する」としてたけど、あんまり理想を⾼く
しちゃうと結果とのギャップが悲しくなる
ので、「テンションが下がらなければいい
や」というくらいにしておいた。暑さの盛
りに着けていてもストレスを最⼩限に抑え
られるようなやつにしようと思う。

テンションを下げないで済む

オールユアーズ
「マスクの作り⽅、公開します。」
https://store.allyours.jp/blog/
2020/03/29/130410

https://store.allyours.jp/blog/2020/03/29/130410
https://store.allyours.jp/blog/2020/03/29/130410
https://store.allyours.jp/blog/2020/03/29/130410


テンションを下げないで済むマスクを⾃作する

これがキテテコ。さす
がにアイロンをかけた
ほうがいい。

アイロンをかけた。も
ちろんマスクにする部
分だけだ。できるかぎ
り⼿を抜くべきだし、
なにごとも楽をしたほ
うがいい。

型紙はPC で原⼨⼤に表⽰してコピー紙にトレスした。

マスクの紐とワイヤーは使い捨てマスクから拝借した。

布を切り出すのはハサミより便利なグッズを奥さんが貸
してくれた。

そのあとは写真を撮る余裕なんてない。

ミシンは家庭科の時間に三台壊したと⽩状したら奥さん
は貸してくれなかった。針と⽷でなんとかする。ちなみ
に針と⽷は使っている最中に先⽣に「あなたぎっちょ？
無理に右⼿を使わないでもいいんだよ」と⾔われたこと
もある。僕にとって、裁縫作業というのは、常⼈の考え
るような作業ではない。もっと難しい作業なのだ。

まず針の⽳に⽷が通らない、はずだったのだが、通る。
⼤⼈になって⾃分の体の使い⽅がすこしだけうまくなっ
ているようだった。奥さんに返し縫いと⽟留めのやり⽅
を教えてもらうところから始めて、奥さんは右⼿の親指
と⼈差し指と掌とで針を固定して左⼿で布をくっていく
と縫いやすいなどと細かく教えてもくれたのだけど、そ
のへんは理解できなかった。⼈は、主語がでかくなるが
⼈は、⾃分が平気でうまくやれてしまうことに関しては
教え⽅が体育教師みたいになる。⾔語化すると複雑すぎ
るような動作は、やりながら感覚で覚えていくほうがい
い。ふつうにやってみてる動作を改めて⾔葉に変換する



テンションを下げないで済むマスクを⾃作する

のはできないことじゃないが、⾔葉から動作に変換して
いくのはかなり難しい。それで細かいアドバイスはあり
がたく聞き流すことにしてとにかくやってみることにし
た。

ひたすらに縫い付けているあいだに夢中になってきた。
ひとつ縫い終えるたびに⽟結びをしなくちゃいけないの
がもどかしいくらいだった。
どんどん⽷の処理の⽢いところが増えてきたり、端っこ
の⽅がしわくちゃになってしまうけれど、⾒られないほ
どじゃない。
なんとかできた。
14時半。根を詰めて2時間もやっていたみたい。
できあがったものを鏡で確認してみると、やっぱり端っ
この処理が少し気になる。まあでも、⾃分でここまでは
できたんだ、と思っていると奥さんがこっちを⾒てい
る。どうだろう、と⾒返すと、奥さんは何にも⾔わな
い。⼼が折れる。奥さんは、いや完成イメージが分から
ないからなんとも⾔えないよ、というけれどマスクだ。
マスクはマスクっぽければマスクだし、なんともいえな
いってことはマスクじゃないだろう。僕は⾃分の⼿先の
不器⽤さにはほんとうに⾃信がない。すぐにこうやって
しょげる。

いや、完成イメージを知らないんじゃ、いいんじゃな
い、としかいいようがないでしょ。

奥さんは⾔う。奥さんは僕が何かを気にしてるのを⾒
て、でも何が気になるのか分からないでしげしげと⾒て
いたらしい。これは奥さんの優しい⽅便だろう。本当は
⾒ればすぐに出来の不格好なことに気が付く。僕は、⼿
先が器⽤でだいたいのものは⾃分で作れてしまう奥さん
を、どうしても⾃分と⽐べてしまって落ち込む。奥さん
ならもっと短時間にもっときれいで格好いいマスクを作
るだろう。

⾃分の⼿でなんでも作ってみることは、⾃分だけでもこ
こまでできる、という⾃信を得るための実践だ。それは
わかる。でも、うまく作れないでいるとそれはそれで⾃
尊⼼を損ねる。僕は正直、この雑誌もそうだし、とにか
く⾃分でやってみるたびに、それ⾃体は楽しいのだけ
ど、出来上がりを⾒てしょんぼりしなかったためしがな
い。
なるべくハードルを下げて、楽しいだけで終えられるよ
うにしたいのだけど、どれだけ理想を持たないようにし
ても、そもそも最低限のクオリティにすら届かない。
悔しさばかりが募るけれど、せっかく作ったんだから、
どんどん使い倒してやろうと思う。
やってるうちに上⼿くなってく保証はないが、やらなき
ゃ今のままなのだ。

苦⼿なことをするのは消耗する。この取材のために好物
のアルフォートを下記の通り必要とした。
始めるための気合：2個
消耗したぶんの回復：3個
原稿執筆：1個



CHAPTER 2

どうもお

こんにちはー

びっくりしました
他にも誰かいるなんて

まだいるんですか

え

ずっとお⼆⼈で？

多少はね



なんか
まぎらわしいですね…

ですね

ふう

あ、その⾊も
いいですね

それで、
他にどんな

あ、まって

疲れちゃったので
お茶にしませんか

いいですね

こちらが
変わります

すいません
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寅さんを観る⽣活 第⼆回
観た作品
『新男はつらいよ』（1970、⼩林俊⼀監督）
『望郷篇』（1970、以下ぜんぶ⼭⽥洋次監督）
『純情篇』『奮闘篇』（1971）

なにごともスマートに済まそうと思えばできてし
まうからこそ、迷惑やワガママの側の倫理にいま⼀
度わざわざ付き合ってみるのもいいかもしれない。
そんな気持ちで観始めたのだが、いま７作⽬まで観
て、実は僕にも寅さん的な迷惑やワガママがくす
ぶっているな、とだんだん気がついてきた。

いまのところ三作⽬の共感の余地の少ない森崎版
寅さんがいちばん好きだ。四作⽬の⼩林版の寅さん
はいまいちで、五作⽬からの⼭⽥洋次の復帰にすこ
しホッとしてしまった。なんとなく⼭⽥洋次に対し
て家⽗⻑制の権化のような偏⾒を持っているのだけ
ど、これはわりと不当な思い込みだったかもしれな
い。

『望郷篇』以降の「お約束」において、冒頭寅さ
んは機能不全に陥った家族との邂逅をきっかけに柴
⼜への帰省を決める。たとえば『望郷篇』では死の
間際になって⼦に謝罪したいというろくでもない親
に「会わない」という選択が描かれる。僕は⼭⽥洋
次はどうせ会いに⾏かせちゃうんだろうと思ってい
たのでこれにはびっくりした。⼦は親を許さなくて
もいい、というのは、近年の名作ドラマ『カルテッ
ト』で満島ひかりが演じた世吹すずめのエピソード
と近似だ。
このように⾎縁≒親⼦の関係に関しては、⼭⽥洋
次はわりとリベラルだ。そしてそのリベラルさゆえ
に、⾎縁によらない家族の形成≒結婚については⾮
常に酷薄というか、あまりにロマンティストに過ぎ
るように⾒える。寅さんが病的な恋愛体質であるこ
とは、おそらくここにも原因がある。
『純情篇』で寅さんに帰省を決意させる機能不全
家族は、⼦を連れて夫から逃げる⼥性と、彼⼥の故
郷での再出発を否定する⽗親だ。⽗親は駆け落ち同
然に出ていった娘に対し、こうやって帰ってこれる
場所があると思うから⽢えるんだ、⼀度誰かと付き



添って⽣きると決めたのなら、最後までしっかりや
り遂げろと突き放す。娘は夫にひどく殴られ、稼ぎ
も博打のためにほとんど取り上げられていると訴え
ているのに！
今回の寅さんドン引きポイントはここだ。そして
これは、⼭⽥洋次が個⼈よりも家を重んじるような
家⽗⻑制の権化であることを必ずしも意味しない。
むしろ家や⾎縁を否定しうる⼭⽥洋次の個⼈主義の
結果が、病的な恋愛体質であり、苛烈な結婚の倫理
なのだ。

『純情篇』の冒頭の⼥性の結婚は、駆け落ち同然
だと⾔われる。つまりこれは家よりも個⼈の情を優
先する⾏為だ。個⼈の選択は、家に縛られず⾃由に
なされるが、そのために、その結果について家は何
の保障も義務付けられない。個⼈は⾃⼰責任の下に
選択し、その結果を受け⼊れる。⼀度なされた選択
の責任は、個⼈で引き受けるほかないのだ。
⼭⽥洋次にとっても、「とらや」はすでにユート
ピアだったのかもしれない。
どんなに無責任でワガママでも、寅さんの迷惑を
なんだかんだ受け⼊れてしまう「とらや」は、おそ
らく当時から多くの⼈が敏感に感じ取っていた⾃⼰
責任に収斂していく個⼈主義の冷徹に対する⼀種の
カウンターだったはずだ。
個⼈の情をなによりも優先する恋愛が、つねに主
題になりつつも失敗に終わる──寅さんが何度も何
度も恋に落ち、何度も何度も失恋するのは必然だ。
新⾃由主義的な個⼈主義の苛烈さから逃避するユー
トピアとして「とらや」はあるのだから。

『純情篇』でのやりとり。なぜお兄ちゃんはそう
も惚れっぽいのか、無謀な⽚恋慕に町中の笑いもの
だとさくらが⼼配してみせると、寅さんは
「頭の⽅じゃわかっているけどね、気持ちの⽅
が、そうついてきちゃくれないんだよ、ね？だか

らこれは俺のせいじゃねえよ」
と応える。「だってその気持ちだってお兄ちゃん
のものでしょう？」と問うさくらに対して「いや、
そこが違うんだよ」とすぐさま否定する。気持ちは
個⼈の持ち物ではないという寅さんの洞察は鋭い。
僕たちの感情は、つねに他者との関係のあいだにお
いて⽣まれ形成されるものなのだ。
恋愛感情というのは、必ずしも個⼈のものではな
い。それは社会から要請される個⼈化の結果でもあ
るはずだ。
寅さん⾃⾝は流動的な個⼈として描かれる。寅さ
んの幻視する安定はつねに結婚とセットだが、結婚
は必ずしも安定を意味しない。それはあくまで個⼈
の選択と責任に帰結するという意味で、寅さんの放
浪と本質的には同根ですらある。寅さんは実は新⾃
由主義を体現している。新⾃由主義にあくまで抗う
のは、そんな寅さんをたとえ⼀時的にとはいえ安住
させ、寅さんの恋愛を失敗に導く「とらや」の側な
のだ。『男はつらいよ』は寅さんではなく「とら
や」の映画になっていく。だからこそ、三作⽬のフ
ーテンが異例であり、また寅さんが不在でも新作が
撮れてしまうのではないか。
寅さんをクズ呼ばわりしたくなるのは、寅さんが
旧世代的だからではない。寅さんが⼗分に新⾃由主
義的であるからこそ、おまえには迷惑をかけられる
「とらや」があるじゃないか、という妬ましさを抱
く。この妬ましさこそが、いま寅さんが異物である
理由なのではないか。現在を⽣きる僕たちは、「と
らや」を失った寅さんなのかもしれない。
まだ４０作以上残しているが、すでに僕のなかで
⼀つの結論に達してしまったかもしれない。よくも
まあ推測だけでこうも⾊々書けるものだと⾃分で⾃
分に感⼼する。
とはいえ、引き続き観ていこう。実際のところ、
まだ僕は寅さんをほとんど知らないのだから。

寅さんを観る⽣活



⽬標：飽きないうちに第⼆号を刊⾏

制作にかかったお⾦と時間
⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟ ⽇

６⽉２５

⼀号リリース
マスクを作る
原稿執筆
（60%くらい）

２６

虚無

２７

漫画のネームを作る
（A 4コピー紙に⼿書
き）

２８

虚無

２９

漫画を描き始め、
描き終える

３０

虚無

７⽉１

梅⾬つらい

２

がっつり作業。
ほぼ完成。

３

寝かせる

４

校正

５

リリース

内容 モノ ⾦額

取材費 アルフォート ×１袋 ３６０円くらい

総計 ３６０円くらい



本誌のDiscord のサーバーを作ってみました。
まだどう使っていくかも未定ですが、これを読んでいいな
ーと感じてくださるような⽅々と、毎⽇をよりいっそう穏
やかに楽しくやっていく知⾒の共有や、世の中をすこしで
もマシにしていくための知識や技術の鍛錬の励まし合いな
どができたら楽しいなーと思います。とりいそぎ読書と寅
さんにまつわる雑談スペースを作っておくつもりです。
招待リンクを上の画像に埋め込んであるので、クリックし
てみてください！

編集後記
⾃分が想定していた以上にこれ
を作るのが楽しくて、とりあえ
ず勢いのまま⼆号を作った。め
ちゃ楽しい。これからはインタ
ビューとかもやってみたいけれ
ど、⼈との確認だったりが必要
だからしばらくは勢いを⼤事に
どんどん作っていこうと思う。

第⼀号を読んでくれた⺟が「完
成した結論を提⽰するのではな
くて考え中を⽰し続ける。ラジ
オと雑誌の中間みたい。」とい
う感想と５００円の投げ銭をく
れて、すごく、いい感想だなー
と思った。これからも完成度と
かではなく、途中をそのまま提
⽰していくのをやっていきたい
と思う。
おしゃべりよりは遅いけど、
しっかりとした商品にするには
速い感じ。だからもうしばらく
はこうやって無料で公開にしよ
うと思う。よかったらこれから
もお願いします。

発⾏：零貨店アカミミ

編集：柿内正午

発⾏⽇：2020年7⽉5⽇

お誘い

https://discord.gg/q7BSMQR



