
添削の実例（２００９年 1 月号）: あけび誌の紹介 
大津留 温 

（原 作）筆舌に介護のつらさは尽せぬと同窓会は話し止まざる 

「筆舌に」と「尽せぬ」が離れていて歌の調子が出ていない。 

ここは「介護するつらさは筆舌に尽せぬと」とすべきところ。 

 

（原 作）ひんがしへ噴煙靡きもくもくと三俣山越え雲に紛るる 

もくもくは噴き出るさまをいう。噴煙にかからせねばならぬ。 

（添削歌）もくもくと上る噴煙ひんがしヘ三俣山越え雲に紛るる 

 

（原 作）かがり火の灯(あかり)に照らふ芒穂のほどよき彩は闇をやはらぐ 

かがり火と言えば灯(あかり)は不要。 

闇をやはらぐも必ずしも適切とは言えぬ。 

（添削歌）かがり火に浮かぶ芒穂ぬばたまの闇にきは立ちあたり明るむ 

 

（原 作）はからずも過分のみ言葉賜りぬ飛び立つ思いぞ古稀近き身も※ 

歌は字数が限られているので、丁寧すぎる敬語は避けたい。賜ると言えば言葉をでよくはないか。 

嬉しい気持は分るが、飛び立つ思いぞのぞまでは不要。 

（添削歌）はからずも過分の言葉を賜りぬ飛び立つ思い古稀近き身も 

 

（原 作）秋晴れに落穂拾ひのあの頃を友と集ひて集めた思ひ出 

落穂拾ひと言えば集めたは要らぬ。順序を少し整理して見た。 

（添削歌）秋晴れに刈田に集ひ友と共に落穂拾ひし頃の思ひ出 

 

（原 作）ベランダに蟷螂のゐる秋半ば何処に行くやあはれかまきり 

蟷螂とかまきりは同じもの。二句の蟷螂を省略して「風の冷たき」として見た。 

（添削歌）ベランダに風の冷たき秋半ば何処に行くやあはれかまきり 

 

（原 作）さよならと元気な挨拶こだまする手つなぎしつつ園児去りけり 

「こだまする」はいささか大げさ。ひびかふぐらいか。 



（添削歌）さよならと元気な声のひびかひて手をつなぎつつ児ら帰りゆく 

 

（原 作）大宮の朱きもみぢ葉句碑の道上る山の辺夕日影ひく 

いい光景をとらえているが、断片的な言葉が並んでいてリズム感がない。言葉を入れ替えてみた。 

（添削歌）大宮の朱きもみぢ葉夕映えて山上の句碑を明るく照らす 

 

（原 作）秋風にはらはら散りて萩の花枝をゆるがし夕光のなか 

萩の花枝をゆるがすとはらはら散りてとを逆にして見た。それなら歌が落ち着く。 

（添削歌）秋風の萩の花枝をゆるがしてはらはら散らす夕光の中 

 

（原 作）七色に彩ふ山肌見上ぐれば言葉あらなく立ち去り難し 

紅葉に染まった山肌を見上げて感嘆している様子。「言葉あらなく」「立ち去り難し」と感嘆の言葉が二

つ出ている。 

それに対し上句の光景はいささか平板。バランスがとれていない。よって次のようにして見た。 

（添削歌）七色に彩ふ山肌見上ぐれば雲に映りて言葉もあらず 

 

（原 作）堤防に上り干潟を見渡せばくねくね這ふやむつごろうかな 

這ふやとむつごろうかなと二つ感嘆詞がある。感情が二つに分かれる恐れがある。次のようにまとめて

見た。 

（添削歌）堤防ゆ見渡す干潟限りなしくねくねと這ふむつごろうあまた 
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（原作） コンパスで画くがに円ろき月照りぬはり絵のごとし真ん丸ゆへに 

がに、ごとしと比喩が二つある。一つにすべきでしょう。なお、では口語調でに（にての意）にすべき、ゆ

へはゆゑ。 

（添削歌） コンパスに画くがに円ろき月照りぬはり絵にしたしその真ん丸を 

  

（原作） 秋雨に煙る石蕗の黄の花は色鮮やかに寺庭明るし 

煙るということばと鮮やかに明るしとがイメージとして些かそぐわない。「秋雨に濡れて黄の色冴えまさ

る」とした。これでスッキリ。 

（添削歌） 秋雨に濡れて黄の色冴えまさるつはぶきの花寺庭明るむ 

  

（原作） 小春日の庭につつじの返り花縁に媼は独り髪梳く 

三句で名詞で止めて、五句も名詞止め。小春日の庭と縁の目に映った情景を並べて歌ったものだが、

少し両者を関連づけた方がよい。 

（添削歌） 小春日に庭のつつじの返り咲き縁に媼は独り髪梳く 

  

（原作） 霜月の史跡探訪めぐる旅民話と地の名の伝承地をゆく 

探訪はさぐり廻ることだから探訪めぐるはおかしい。少し辞句を整理して見た。 

（添削歌） 霜月の史跡探訪の旅をゆく民話と地名の由来尋ねて 

  

（原作） 川土手の朽ち葉刈られて清々と散策の人犬も清やかに 

清々と、清やかにと同じ言葉が重なった。片方を替えて見た。 

（添削歌） 川土手の朽ち葉刈られて清々し散歩の人も犬もにこやか 

  

（原作） 玩具手に買うてくれとしまつわれりこの地も今だ貧富ありなむ 

ベトナム旅行中の見聞。戦争の傷跡が未だ癒えぬさまを詠まれた。今だは未だ、ことばを少し整理して

みた。 

（添削歌）玩具手に買うてくれよとまつはりぬこの地も未だ貪しかりけむ 

  

（原作） 幼な頃走馬灯にぞよみがえる昔懐かしほのぼのとして 



お孫さんの結婚式を詠んだもの。走馬灯にぞは強調したところだが、ここは走馬灯のごとぐらいでよく

はないか。よみがへる。 

  

（原作） 冷えびえとあしたの霧はうつしみを包みてそぞろ秋深みゆく 

「冷えびえと」はうつしみを包むにかかる言葉。間に「あしたの霧は」が入って離れすぎた。 

（添削歌） 湧き上る朝霧冷えびえうつしみを包みてそぞろ秋深みゆく 

  

（原作） 剪定の樫の梢より透きて見ゆ蒼天の果てに飛機の溶け入る 

透きて見ゆは蒼天にかかるようだが、それなら見ゆるでなければならぬ。四段活用の連体形はるはい

らぬが、上下二段活用はるがいる。 

（添削歌） 剪定の樫の梢より透き見ゆる蒼天の果てに飛機の溶け入る 

  

（原作） 秋深きさ庭歩めばカサコソと散敷く落葉秋伝ふかに 

秋深きさ庭と言ったからには秋伝ふかにと改めて秋と言う必要はない。「散敷く落葉足にやさしも」ぐら

いでよくはないか。 

  

（原作） 岩の間をゆるく流るる澄みし水せせらぎの音さやかに響く 

澄みし水とせせらぎの音との関係があいまい。 

（添削歌） 岩の間をゆるく流るる渓水のせせらぐ音のさやかに響く 

  

（原作） 障子に残り枯葉の影写し日差し足早冬至の西日 

「枯葉影障子に残し足早に西に傾く冬至の夕日」と辞句を整理してみた。 
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（原作）安らけく居まさむらむや各おののみ面顕ちくるボランティアの朝 

老人ホームのボランティアをされているらしい。出かける朝、ホームのお年寄の顔が浮かんでくると、い

いお歌だが、第二句がよくない。いますは在す又は座すでなければなぬ。居ますは間違い。いまさむら

むやもよくない。第二句をおはしまさむかとした。之で落着く。 

（添削歌）安らけくおはしまさむか各おののみ面顕ちくるボランティアの朝 

  

（原作）正月の三ケ日をばふり返りあっといふ間に過ぎ去りにけり 

正月の三ケ日があっという間に過ぎ去ったというだけでは物足らぬ。子や孫が来て楽しい時間が去っ

てしまったという事であろう。 

（添削歌）ふり返る正月三ケ日あっといふ間に過ぎ去りぬ愉しさ残し 

  

（原作）静々と朝の気破り初日の出ビルの上より眩ゆくあがる 

初日の出があがるはおかし。初日があがるでなければならぬ。 

（添削歌）静々と朝の気破りビルの上に初日眩く昇り来るなり 

  

（原作）梅枝の細枝の董ふくらみて集ひて描かむ梅香る頃 

梅枝の細枝は不適。三句で一旦切るがよい。 

（添削歌）梅枝の細きに蕃ふくらめり集ひて描かむ梅香る頃 

  

（原作）あかあかと燃ゆるはぜの木ひときはに色かがやけりときめく吾は 

三句のひときはにがおかしい。ひときはを燃ゆるにかからせ「あかあかとひときは燃ゆるはぜの木の」

とすればおさまりがよい。 

  

（原作）雪道を締め切り迫るハガキ持ち信号二つ渡りて急ぐ 

急ぐは雪道をにかかるが離れすぎていて切実さが薄れる。よって次のようにして見た。 

（添削歌）締め切りの迫るハガキを手に急ぐ凍る雪道信号を二つ 

  

（原作）夕暮るる紺染めた西の空寒さ身にしむ大根洗ふ 

情景は分かるが言葉を入れ替え調子を整えた。 

（添削歌）夕暮るる西空茜に染まりたり寒さこらへて大根洗ふ 



  

（原作）一斉に咲き極まりて見事なり紅き山茶花花の群咲き 

一斉に咲き極まると言えば花の群咲きは重複の感あり、他に代えて見た。 

（添削歌） 一斉に咲き極まりて見事なり紅き山茶花庭を埋めて 

  

（原作）活き活きと餅を切る母を眺めつつ肩の痛みも忘れしがごと 

眺めつつが浮いている。不要。忘れし（過去）より忘れたる（現在進行形）の方がよい。 

（添削歌）餅を切る母の動きの活き活きと肩の痛みも忘れたるごと 

  

（原作）打ち寄する巌の挟間波の花冬の荒海西浦のいそ 

面白い情景を詠んでいるが、名詞が続いていて関連づける言葉がない。動詞を入れて見た。 

（添削歌）威勢よく巌にくだけて波の花風にとび散る西浦のいそ 

  

（原作）懐かしき賀状につながる学友の一筆書きに逢ふ日のありや 

気持は出ているが言葉の順序をかえて見た。 

（添削歌）年賀状に一筆添へたる学友の懐かしきかな逢ふ日のありや 

  

（原作）客帰りその温もりは嫋々と吾又座るその座敷へと 

楽しいお客だったと送った後またその座敷に座って後味を楽しんでいる。嫋々とより冷めぬ間にの方が

よくはないか。 
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 （原作） 新しき下着揃えて母を真似子の寝顔見つ元旦待てり※ 

「母を真似」は新しい下着揃えてまでかかるわけだから、上に来なければならぬ。子の寝顔を見ながら

の意味なら見つつでなければならぬ。 

（添削歌） 母を真似新しき下着を取り揃え子の寝顔見つつ元旦を待つ 

  

（原作） 桃色の友ゆシクラメン冬を越えなほ咲き匂ふ部屋を彩り 

友ゆとあれば贈られたとか頂いたとかの言葉が必要。 

（添削歌） 頂きし桃色のシクラメン冬を越えなほ咲き匂ふ部屋を彩り 

  

（原作） 白雪の枝先に積る冬の朝はらりと雪落ち鴬渡る 

白雪が積ると言えば雪落ちと二度も雪を云う必要はない。一方を略す。 

（添削歌） 枝先に積る白雪冬の朝はらりと落ちて鴬渡る 

  

（原作） 神田川ビルを映せるまち川に鰹の群れ見え甦り来る 

まち川は神田川を言ひ替えたもの。水質が浄化されて「死の川」から甦った。 

（添削歌） ビルの間を縫ひて流るる神田川甦りたり鰹の群れゐる 

  

（原作） ちぎり絵の優しき絵柄の清しきに魅かれて習ふ和紙のちぎり絵 

「ちぎり絵」を二度言う必要はない。優しきと清しきが相似ていて言葉を替えて見た。 

（添削歌） 清々しき絵柄に魅せられ老いてなほ習ひ初めたり和紙のちぎり絵 

  

（原作） 裸木を透きて見放くる蒼天に三日月あはく梢に懸かれり 

三日月がかかっているのは蒼天か梢か判然としない。透きて見放くると言うからには蒼天にかかって

いるに違いない。 

（添削歌） 裸木を透きて見放くる蒼天に三日月あはく懸かる静けさ 

  

（原作） 少しづつ気温緩みて芽吹きをり雑草らしも抜き去り難し 

雑草らしものもが問題。雑草らしいがを意味するとすればムリがある。詠嘆のもと見るのが普通だが、

それでは意味が通らぬ。昭和天皇は植物を愛され、詳しくもあった。「雑草という草はない」と言われた



という。皆それぞれ固有の名前をもっていると言う意味。雑草と一ロでまとめて云うのを嫌われたものと

思われる。 

（添削歌） 少しづつ気温緩みて芽吹きをり雑草と言へ抜くをためらふ 

  

（原作） 夕暮の緑樹に群るる鴨の声喧すき聯とせしか 

意味は容易に理解できるが、喧すきのきはオカシイ。喧しとすべきところ。すも不要。聯とせしか、聯な

るらしぐらいがよい。 

（添削歌） 夕暮の緑樹に群るる鴨の声喧し聯なるらし 

  

（原作） 孫息子久しく里へ帰宅する食事を囲み楽しく団らん 

久しぶりに帰って来たというとき久しくとは言わぬ。久しぶり、久々にがよい。里ヘ帰宅もオカシイ。里へ

帰り来てでよい。 

（添削歌） 久しぶり孫息子も里へ帰り来て食卓囲み楽し団らん 

  

（原作） 夫は逝き子も巣立ちゐて一人居の娘はこまごまと教訓並ぶ 

一人居はご自身のことであろう。これでは娘にかかり意味が分明さを欠く。「一人居のわれ」とハッキリ

させるがよい。 

（添削歌） 夫は逝き子らも巣立ちて一人居のわれにこまごま娘（こ）は注意する 
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（原作） 遠に見る車窓に映ゆるをちこちの煙のゆるる早春の野辺 

野焼きの煙があがる早春の情景を詠んだ歌だが、遠に見るとをちこちがややダブリ気味、遠に見るを

省いて字句を整理してみた。 

（添削歌）をちこちに土手焼く煙なびかひて車窓に映ゆる早春の野辺 

  

（原作） 枯れ尾花風に靡きてさわさわと乾きし音をなてて去りゆく 

阿蘇高原の早春の景を詠んだもの。音を立てて去りゆくものは風でなければならぬ。このままでは主

体は枯れ尾花と見られかねない。 

（添削歌） 枯れ尾花遠く靡びかせさわさわと乾ける音たて風の去りゆく 

  

（原作） 手作りやコンビニのお握り頬張り老いら日向に時を忘るる 

村里ウォーキングの休憩時の一コマ。二つ以上の事柄を並べる場、○○や〇〇とやで結ぶと散文調

（普通の文章）となり詩的な調子が損なわれる。もあり……もありとしてみた。 

（添削歌） 手作りありコンビニもありお握りを頬張る老いら時を忘れて 

  

（原作）大輪の椿の枝をきる須央鋏に映るくれなゐのはな 

大輪のは花にかかる言葉。大輪を最後にもって来るか、花を最初に出すか、離れ過ぎて明確さを欠く。

活けるため切る瞬間花の色がハサミに映ったという佳いお歌だ。 

（添削歌） 大輪の椿の花をきる須突を鋏に映る淡きくれなゐ 

  

（原作）狂ひたるか寒風の中突然にひばり舞ひ上ぐ見沼野の畑 

狂ひたるかは不要、これがあるため「舞ひ上ぐ」と全体として歌が窮屈となる。之を省く。 

（添削歌） 寒風の中を突然揚ひばり舞ひ上がりたり見沼野の畑 

  

（原作）集ひたるおばあちゃんの原宿にそろふ七人高校の女友（とも） 

昔のクラスメートが巣鴨のとげぬき地蔵に参詣しようと集った。集ひたるとそろふダブリ気味。一方を省

いて字句をととのえた。 

（添削歌） 原宿に集ふ七人のおばあちゃん高校時代のクラスの仲間 

  

（原作）雲流るる君のみ魂は遠くへと天駆り行く独り虚ろに 



已き人を追悼する歌。気持あふれて言葉足らずといった感じ。独り虚ろには追悼する本人の気持であ

ろう。雲流るるが浮いている。これを省いて字句を整理した。 

（添削歌） 君のみ魂蒼天遠く駆けゆけり独り虚ろに雲を見つむる 

  

（原作） 朝日うけ白く光れる施設へと出会ひを期して少女訪ぬる 

刑余者の更生を援ける仕事をしておられる。施設へとは適当な表現とは言い難い。上句と下句を逆に

してみた。 

（添削歌） 少女との出会ひを期して朝日うけ白く光れる施設を訪ぬ 

  

（原作）迎へゆく旅終へし吾娘笑み溢れ吾れの姿に高く手を振る 

旅行から帰った娘さんを迎えての喜びを謳う。迎へゆくは吾れにかかるが離れすぎていて全体の調子

を損う。この辺を整理してみた。 

（添削歌） 旅終へし吾娘は満面笑みたたヘ迎ふる吾れに高く手を振る 

  

（原作） 癌を病み歩みおぼつかなき犬とともに見上げし花はかはらず 

家族同様に親しんだ愛犬の死を惜しむ歌。字余りでも二句三句を句またぎとしないがよい。 

（添削歌） 癌を病み歩みおぼつかなき犬とともに見上げし花は去年とかはらず 

  



添削の実例（2009 年６月号）: あけび誌の紹介 
大津留 温 

（原作） わが家前桜のトンネル鼓笛隊行進はじむ身内にひびく 

情況は想像がつくが、言葉がポツンポツンと切れて関連づけるものがない。またこの際「わが家前」は

不要。よって次の様にした。 

（添削歌） 咲き盛る桜のトンネルくぐりゆく鼓笛隊のマーチ身内にひびく 

  

（原作） 点々と山桜見ゆる山腹に緩やかに揺れ心和ます 

緩やかに揺れる主体は山桜だから、山腹の山桜としなければならぬ。よって次の如し。 

（添削歌） 山腹に点々と見ゆる山桜緩やかに揺れ心和ます 

  

（原作） 紫を帯びたる九重の山肌や見上ぐる空に春近みかも 

春近みかもは春も間近になったことよと感嘆する言葉だが、ここではとつて着けたような感じとなってい

る。見上ぐる空にだから「一刷けの雲」とした。 

（添削歌） 紫を帯びたる九重の山肌や見上ぐる空に一刷けの雲 

  

（原作） 山峡の水の面にしづく山吹のあやなす黄（きい）のあえかに揺るる 

しづくは水底に沈む意。水の面に沈むではおかしい。水の面に映るぐらいか。 

（添削歌） 山峡の水の面に映る山吹のあやなす黄のあえかに揺るる 

  

（原作） 幾度も危篤を越えし母なれど弥生の彼岸に身罷れゆきし 

身罷れは身罷りでなければならぬ。見罷りゆきしでも悪くはないが、身罷り給ふまたは身罷りましぬと

敬語にしたい。 

（添削歌） 幾度も危篤を脱しし母なれど弥生の彼岸に身罷りましぬ 

  

（原作） 満開の桜の下に開く弁当鳩も寄り来て至福にひたる 

大へん気持のよいピクニックだったようだが、いきなり「至福にひたる」と拍象的な言葉で言い表すより

具体的なものが欲しい。 

（添削歌） 満開の桜の下に開く弁当鳩も寄り来ておこぼれを待つ 

  

（原作） 一陣の風に舞ひ散る花吹雪髪に肩にと置きて花道（みち）ゆく 



花が風に舞い散るさまを花吹雪という。だからどちらか省略できる。肩にとがぎこちない。前半に言葉を

使いすぎたから、後半が窮屈となった。よって次のようにして見た。 

（添削歌） 一陣の風に舞ひ散る花びらを髪に背にうけ花道をゆく 

  

（原作） 見はるかす桜花波たつ碧空に高くさへづるひばり舞ひをり 

「ひばり舞ひをり」が全体の調子と合わない。ここは「碧空に高くさへづる野ひばりのこゑ」と調子を合わ

すべきである。 

（添削歌） 見はるかす桜波うつ碧空に高くさへづる野ひばりのこゑ 

  

（原作）寒戻り吹く風冷たほほさしぬ桜満開ほのかにゆれる 

「寒戻り」「吹く風冷た」「ほほさしぬ」と風のつめたいことを繰返し言っている。このため後半の満開の桜

がほのかに揺れているさまを表わす言葉が窮屈になっている。よって前半をつめて後半に余裕を持た

せた。 

（添削歌） 寒戻り吹く風さむし満開の桜並木のほのかにゆるる 

  

（原作） 大き虚（うろ）補ふ姿の痛ましも見事に咲きし花に感動 

痛ましものもは痛ましいがの意味なら言葉の用法が違う。されどなどの言葉が要る。 

（添削歌） 大き虚補ふ姿の痛々しされど見事に咲きし花なれ 

  



添削の実例（２００９年７月号）: あけび誌の紹介 
大津留 温 

（原作） うらら陽を嫁の案内の山裾に幾久久に土筆摘みけり 

情景はよく分かるのだが、全体としてのリズムに欠ける。よって言葉の順序を入れかえて見た。これで

幾らか調子よくなった。 

（添削歌） 久しぶり嫁の案内に山裾の土筆摘みけりうらら陽うけて 

  

（原作） ワルツ弾く吾子の写真を撮らる父目瞑りて聴き給ふ母 

短歌は字数に限りがあるので、敬語も略することが許される。この歌の場合父・母は作者の義父・義母

であろうと想像される。嫁として敬意に欠けはしないかと恐れるところだが、略させてもらうことにした。

なお撮らるは撮らるるでなければならぬ。 

（添削歌） ワルツ弾く吾子の写真を撮る父とまなこ瞑りて聴き入る母と（祖父・祖母でもよい） 

  

 （原作） 遊歩道繁る木の間を透りくる初音のごとき鴬の声 

初音のごときがよくない。初音やさしきとしてはどうだろう。 

  

（原作） 平城山を青吹く風のもとほりつ北見志保子の恋を思へり 

このままではもとほる（歩き巡る）の主体は青吹く風と読める。 

（添削歌）風薫る春の平城山もとほりて北見志保子の恋を思へり 

  

（原作） こぶし咲き北に帰るかべニマシコ渇きを癒すか水辺に憩ふ 

疑問を表わす助詞かが二つ出てくるのは好ましくない。マシコは雀に似た小鳥で夏は本州北部に移動

し、冬は南部に移動するらしい。渇き癒すかを癒すらしとしてみた。 

（添削歌） こぶし咲き北に帰るかべニマシコ渇き癒すらし水辺に憩ふ 

  

（原作） バスゆ見る阿蘇の山肌黒々と野焼のあとの広ごりて見ゆ 

阿蘇の壮大な野焼きのさま歌ったものだが、見ると見ゆの二つは要らぬ。一つを省略。 

（添削歌） バスゆ見る阿蘇の山肌黒々と野焼のあとの果てしもあらず 

  

（原作） 満開のさくら見下ろし眺むれば耳納連山遠がすみする 

見下ろしと眺むるとの関係がハッキリしない。山の高い所から満開のさくらを見下ろし遠くを眺むれば

の意かとも思われるが、それでは詩的情緒に欠ける。桜に寄りてとして見た。 



（添削歌） 満開のさくらに寄りて眺むれば耳納連山遠がすみする 

  

（原作） 池の面に姿うつせしつつじ花大輪見せし鯉とたはむる 

情景はよく分かるが言葉を少し整理して見た。 

（添削歌） 池の面に姿をうつす紅（べに）つつじ大輪の花の鯉とたはむる 

 

（原作） 草の穂に挿して採り合ふ野毎の幼きころの甦り来る 

採り合ふは現在形、合ひしと過去形にすべき。 

（添削歌）草の穂に挿して野毎採り合ひし幼きころの甦り来る 

  

（原作） 泉を見る吾の目と吾を見る皇の眼にややたじろぎぬ 

面白い場面だが、歌い切れていない。 

（添削歌） 目の会ひし皇の目の鋭きに思はずわれはたぢろぎにける 

  

（原作）澄み透る五月の空は青々と甘き匂ひのウツギ初夏（なつ）を呼ぶ 

澄み透ると青々とはダブル感じ。上半分に宇を取られすぎ、下半分が尻り切れトンボとなっている。よっ

て上半を簡潔にした。 

（添削歌）五月空あくまで澄みて甘き香のウツギ勢ひて夏を呼ぶなり 

  



添削の実例（２００９年８月号）: あけび誌の紹介 
大津留 温 

（原作）朝毎に足もとも軽くたしかむと露地の奥なる夏椿へと 

「たしかむ」とあるが何をたしかめるか定かでない。この前の歌に椿の蕾が日毎ふくらむさまをたしかむ

とある。連作であっても肝腎なことは詠み込むべきであろう。 

（添削歌）朝毎に蕾のふくらみたしかむと露地の奥なる椿たづぬる 

  

（原作）街をゆくギリシャ彫刻そのままの青年笑みて佩爽とゆく 

ギリシャを旅行し彫刻そのままの青年に出会って感じ入っている。ゆくが重なるので。「街を行く」を「街

中を」に改める。 

  

 （原作）身まかりし親しき人の墓前には九十九里浜の小さき貝殼 

意味はよく分かるが、供えるか置くか動詞が欲しい。墓前とあるから身まかりしは不要。 

（添削歌）忘れえぬ人の墓前に供へたり九十九里浜の小さき貝殼 

  

（原作）段々に富士の山影迫りきていつしか吾も呑み込まれゆく 

よい歌だが段々にだけでは富士が迫り来る状況が定かでない。車で向かう意味を加える。 

（添削歌）駆けりゆく車窓に富士の迫り来ていつしか吾も呑み込まれゆく 

  

 （原作）窓の外木々の緑は黒々と点る灯りに夜は更けゆきぬ 

何となく気分は判るが、木々の緑は黒々とでは物足らぬ。「ま闇に閉ざされて」とした。 

（添削歌）窓の外（と）の木々はま闇に閉ざされて点る灯りに夜は更けゆく 

  

 （原作）憶ひ出の尽きざる故郷町も野も母ありてこそとしみじみ思ふ 

古里の思い出はみな母につながると已き母上を追慕する。町も野もと概括して言うのではなく、祭りと

か遠足とか具体的なものを挙げると切実さが加わる。しみじみ思ふは省く。 

（添削歌）学び舎に祭りに遠足憶ひ出の尽きざる故郷母ありてこそ 

  

 （原作）予報から出足はにぶると思はるるも傘の流れの切れしことなく 

阿修羅展を見てのもの。雨にもかかわらず参観者の多いのに感じ入っている。雨の予報と雨の宇が欲

しい。 

（添削歌）雨の予報に出足にぶると思ひしに傘の流れの切るることなく 



  

（原作）濃淡の新緑さはに波打ちて木洩れ日揺るる薫風そよ吹く 

「新緑さはに波打ちて」の上句と「薫風そよ吹く」の下句と風の強さが合わない。下の句の風はもっと強

いものにしなければならない。 

（添削歌）濃淡の新緑さはに波打ちて木洩れ日揺らし風の吹き過ぐ 

  

 （原作）高山ヘバスにて来たり降り立ちて新穂岳仰ぎ深呼吸する 

バス旅行でやっと着いたとの安堵感と、やって来たなとの期待をこめて深呼吸する。「降り立ちて」は不

要。「やうやく」を入れた。 

（添削歌）バス旅行やうやく高山へ着きにけり新穂高仰ぎ深呼吸せり 

  

（原作）摘みたての山菜天尨羅食みにつつ弾む会話よ盃を重ねて 

この場合、「盃を重ねて」は不要。その分余裕を以て字句を整理した。 

（添削歌）摘みて来し山菜早速天尨羅に食しつつ弾む夕餉の会話 

  

（原作）我が齢已母に近くも今暫し娘に残せしもの何や有るなむ 

「今暫し」の意味がハッキリしない。これを省いて宇句を整理した。 

（添削歌）我が齢はや已き母に近づくも娘（こ）に残すもの何ありとせむ 

  



添削の実例（２００９年９月号）: あけび誌の紹介 
大津留 温 

（原作） 吟行のことを忘れてバスの中楽しき会話にときを忘れつ 

吟行に出かけるバスの中会話がはずんで楽しかったという内容。よく分かるが、忘れて、忘れつと重な

るのは避けたい。 

（添削歌） 吟行のことを忘れてバスの中楽しき会話のはづむひととき 

  

（原作） 瓶に詰む五升の梅の朱に染みて美し梅干確と蓋締む 

五升の梅と美し梅干とことばが重なるのを避け字句を整理した。詰むは詰むるが正しい 

（添削歌） 瓶に詰むる五升の梅の実朱（あけ）に染み食欲そそるを確かと蓋閉づ 

  

（原作） 恙なく母の歳越えて母を恋ふ歩幅合せし日も遠く偲びぬ 

母が二度出てくるが一度ですまないか。恋ふも偲ぶも類似のことば一つを略した。 

（添削歌） 恙なく母の歳越えていよよ恋ふ歩幅合せし日も遠くなり 

  

（原作）新緑の初夏に溢るる屋久島のオゾンに漬る吾が生命かな 

よい歌だが、「新緑の初夏に溢るる」がハツキリしないで調子を落としている。「初夏の新緑溢るる」とし

た。これで調子もよく歌が生き生きとなった。 

（添削歌） 初夏（はつなつ）の新緑溢るる屋久島のオゾンに漬る吾が生命かな 

  

（原作） 路地あるく足音しづかどくだみの白き十字のはなびらさやか 

いい情景をとらえているが、上句と下句がそれぞれ完結していて関連がない。よって「音もなく・…：辿

れば」とした。 

（添削歌） 音もなく路地を辿ればどくだみの白き十宇のはなびらさやか 

  

（原作） あこがれし円空仏の微笑みに思ひもよらぬ山寺にて会ふ 

いい視点を捉えているが、「微笑みに」と「会ふ」がつづく所にこの歌のポイントがある。この二つの間に

「思ひもよらぬ山寺にて」が割り込んで来たので全体の調子がボケでいる。 

（添削歌） 思はずも山のみ寺にあこがれし円空仏の微笑みに会ふ 

  

（原作） 今日の日に母の苫労をまじまじと子等に語りし昔しのびて 



母の五十回忌に集った子らに母を語るというものだが、「まじまじと」がこの場合合っていない。まじまじ

と見つめるとは言うが、まじまじと語るとは言わぬ。しみじみとした。 

（添削歌） 今日の日に母の苦労をしみじみと子等に語りぬ昔しのびて 

  

（原作）幾たびも師匠に提出すみ継ぎの文字の悪しきを指摘されをり 

幾たびもは指摘されにつづけねばならぬ。すみ継ぎとは筆に含ませた墨汁が乏しくなった時、さらに墨

汁をませて書くことを言う。書道ではすみ継ぎの箇所を厳格に指導されるらしい。 

（添削歌） すみ継ぎの文字の悪しきを幾たびも指摘されたり師匠きびしく 

  

（原作）閑かなる音なき小雨に琴の音を弾きて足らへり一人居の午後 

閑かなると音なきとは類似語で重複しないか。琴の音を弾くもオカシイ。 

（添削歌） 音もなく降り来る小雨に琴の弦つまびき足らふ一人居の午後 

  

（原作） 梅雨晴れて草刈の音にぎはしき草のにほひは風に舞ひ飛ぶ 

情景は浮かぶが、「草のにほひは風に舞ひ飛ぶ」はやや宇句の整理が必要。「草のにほひを風の運び

来」とした。 

（添削歌） 梅雨晴れて草刈る音のにぎはしく草のにほひを風の運び来 

  



添削の実例（２００９年１０月号）: あけび誌の紹介 
     大津留 温 

（原作）はげし雨道をたたきて降る雨はアスファルトの道川の如くに 

この夏は豪雨が続いた。その状況をうたったものだが、「はげし雨」と「道をたたきて降る雨」といささか

ダブリ気味。うまく統一できないか。「川の如くに」は流るかはしるか動詞が欲しいところ。 

（添削歌） たたくがにはげしき雨はアスファルトの道をはしりぬ川の如くに 

  

（原作） 草を抜き水を遣りては育みぬ今朝初生りの茄子を愛しむ 

これで十分意は通じるのだが、子規が言った「主観語を避ける」というのは「愛しむ」と言うコトバを使わ

ずに具体的なものを使ってその気持ちを現わすというもの。 

（添削歌） 朝毎に草抜き水を遣りて来ぬ今朝見つけたり茄子の初生り 

  

（原作） 駈けゆける馬に跨る皇帝の凛々しかる像大き石上（へ）に 

ロシア旅行で旧都サンクト・ペテルブルグにピョートル大帝の騎馬像を仰ぎ見ての詠。前半の駈けゆけ

る、馬に跨るが長々しい。ために後半が「石上（へ）に」と窮屈になった。「馬を駈る」で十分ではないか。

その分後半をゆったりと詠むことができる。 

（添削歌） 馬を駈る皇帝の姿凛々しかり大き銅像石の上に建つ 

  

（原作） 病み篤き師の声細く聞きとれず吾を励ます言葉変らず 

病気の重い先生を見舞っての歌。「聞きとれず」と言いながら「言葉変らず」ではいいさかすじが通らぬ。

か細い声ながら自分を励ます先生のお気持は十分に分ったとした。 

（添削歌） 病み篤き師の声か細しされど吾（あ）を励ますみ心しかと伝はる 

  

（原作） ここちよき風にさそはれ庭に出で花火の音は遠くに聞こゆ 

情景はよく分かるが、「庭に出で」の主体は「われ」、後半は花火の音はと花火が主体。ちぐはぐの感じ。

「庭に出で」ならば花火の音を聞く。「聞こゆ」ならば「庭に出づれば」とすれば平仄（ひょうそく）が合う。 

（添削歌） ここちよき風にさそはれ庭に出で花火の音を間遠に聞くも 

  

（原作） まろやかな黒き猿橋珍らしき釘を使はぬ橋なりといふ 

「珍らしい」と言いながら「釘を使はぬ」だけでは弱い。下句の橋を略して「釘一本も使はぬ」と強めた。

珍らしのらは不要。 

（添削歌） まろやかな黒き猿橋珍しき釘一本も使はぬといふ 

  



（原作） まんまんと水を湛へし溜池に映るや空の青空清し 

「空の青空」というのはいささか無理ではないか。 

（添削歌） まんまんと水を湛へし溜池に映るみ空やあくまで青く 

  

（原作） 孫らみな皆既日食輝けるリングの映像褪めぬときめき 

何十年ぶりかの天体のショー。皆夢中になった。原作は、日食、映像、ときめきと三句に分かれいずれ

も名詞止。リズム感がない。関係づける言葉が欲しい。 

（添削歌） 孫らみな皆既日食夢中なり輝くリングにときめき止まず 

  

（原作） 名の知らぬ秋には実をもつ立枯は樹皮なし四尺鹿の枯らせる。 

あれこれ言いたいことが多すぎて、うまくまとめきれていない。字句を整理してみた。 

（添削歌） 樹皮四尺鹿にかじられ立ち枯れぬ秋には実りありけむものを 

  



添削の実例（２００９年１１月号）: あけび誌の紹介 
大津留 温 

（原作） ビザ発給にユダヤ人六千救ひたる旧領事館の杉原の偉業（わざ） 

バルト三国を旅しての歌。ビザ発給と言えば「旧領事館の」は不要。ビザ発給に「夜も日もあらず」を加

えた。「偉業」はわざとフリガナを振らなくてもそのままでよくはないか。 

（添削歌） ビザ発給に夜も日もあらずユダヤ人六千救ひし杉原の偉業 

  

（原作） かの時代に生れてゐませばこの孫（こ）らも参戦やむなき十代なりき 

お孫さんを連れ知覧特攻基地を見学してのうた。「ゐませば」は敬語、孫にわざわざ敬語を使うこともあ

るまい。なお「ゐます」は「います」が正しい。「十代なりき」がいさかムリがある。 

（添削歌） かの時代に生まれてをればこの孫（こ）らもあるは勇みて征きにけむかも 

  

（原作） ゴトゴトと時折往きかふ久大線耳納の里を走り溶けゆく 

筑後の田園地帯をはしるローカル線。思い出したようにゴトゴトと走る。耳納山系につつまれた風景に

よく似合っているという歌意。「走り溶けゆく」は「耳納の里に溶け入る景色」とした方がより鮮明になろう。 

（添削歌） ゴトゴトと時折往きかふ久大線耳納の里に溶け入る景色 

  

（原作） 石垣のあひに一本勢ひ咲く朝な夕なに露をふふめり 

情憬はよく詠まれているが、主体となる花がない。題名に「庭のトレニア」とあるから、それを見て分か

るが、歌は一首が独立した存在。トレニアを入れる必要があろう。 

（添削歌） 石垣のあはひに一本勢ひ咲くトレニア露をふふむ朝夕 

或いは「石垣のあはひに勢ふトレニアの朝な夕なに露をふふめり」 

  

（原作） うかららと母の初盆哀しさよまうらに浮かぶ在りしの日々 

母上の初盆を営むお気持はよく分かるが、「母」を五句にもって来て「母ましし日々」とした方がよくはな

いか。 

（添削歌） うかららと営む初盆うら哀しまなうらにたつ母ましし日々 

  

（原作） 木の間より天をめざして羽撃ける五重の塔に鳶の舞ふなり 

「羽撃ける」は鳶に直接つなげたいところ。中に「五重塔」が入って来たのでリズムが狂う。 

（添削歌） 木の間より天をめざして羽撃ける鳶が舞ふなり五重の塔に 

  



（原作） 夏の陽を吸い込み大きなトマトの球は弾けむばかり水をたたへり 

意味はよく分かる歌だが、五句の「水をたたへり」のりの使い方が問題。助動詞のりは四段活用の動詞

にはつくが、上・下二段活用の動詞には付かない。書けり、学べり、行けりとは使うが（四段活用）、映

えり、滅り、捨てり（いずれも二段活用）とは使わぬ。滅びぬ、捨てつ、映えたりと使う。 

（添削歌） 夏の陽を吸ひて大きなトマトの実弾けむばかりに水たたへたり 

  

（原作）秋うらら上棟なりぬ終の住処秋澄みのよう清く生きなむと※ 

終の住処となろう家の棟上げがやっと済ませた。これよりは秋空のようにすがすがしく生きようという歌

意と読んだ。原作は「秋うらら」、「上棟なりぬ」、「終の住処」、「清く生きなむ」と言葉が草に並んでいて

関連づけることばが無い。それで歌意を忖度して次のように替えて見た。 

（添削歌） 棟上げをようやく終えぬこれよりはすがしく生きむ終の住処ぞ※ 

  



添削の実例（２００９年１２月号）: あけび誌の紹介 
大津留 温 

（原作） ダムの底沈むや集落見納めや七実る田畑も鄙ぶ景色も 

ダムに沈む集落を惜しむ歌。沈むや、見納めやと感嘆詞が二つあるが、一つを省いて、文言を整理し

た。鄙ぶの連体形にはるが要る。 

（添削歌） ダム底に沈む集落の見納めか実る田畑も鄙ぶる景色も 

  

（原作） 参道を小走る流れの人波に吾もつられて急ぎ足になり 

太宰府の阿修羅展に出かけた折の作。大へんな盛会だったらしい。「流れ」と「人波」とはダブル感じ。

流れを省略して字句を整理。 

（添削歌） 参道を小走りに行く人の波われもつられて急ぎ足になる 

  

（原作） ほろ酔ひの頭の上に虫の声秋の街路樹に外来種鳴く 

上句と下句のつながりが今一つハッキリしない。よって字句を入れ替え整理してみた。 

（添削歌） ほろ酔ひの頭上にしきりに嗚く虫の聞きなれぬ声は外来種ならむか 

  

（原作） 伴纏に火の粉降りをり若者は微動だにせず手筒支える 

手筒花火の大会を見ての作。火の粉がふりかかるのをものともせず筒を押えているさまに感動。「若者」

を最初に持って来た方が納まりがよくはないか。 

（添削歌） 若者の伴纏に火の粉降り来るを微動だにせず手筒支ふる 

  

（原作） 水草を集ひついばむ白鳥の嗚く声ひびく秋の湖面に 

白鳥が北から渡って来る頃。集ひてを渡り来てに、秋の湖面を靄（もや）る湖面とした。 

（添削歌） 渡り来て水草ついばむ白鳥の嗚き声ひびく靄る湖面に 

  

（原作） 墓参終え時を忘れて父母の想ひ出話に打ち興じたり 

お被岸に一族揃ってお墓参り。終って已き人の思い出話に時を忘れたという歌意。時を忘れては打ち

興じたりに直接続けるべきところ。「父母の想ひ出話に」が間に入ったために全体の調子がいささか弱

くなった。 

（添削歌） 墓参終へ已き父母の想ひ出に時を忘れて打ち興じたり 

  

（原作） 夜の静寂（しじま）バイクの音たて電報の母の病の報せ忘れじ 



意味は読みとれるが、コトバのつながりがハッキリしない。言葉を関連づけた。 

（添削歌） 夜の静寂（しじま）破りバイクの馳せ来（きた）る母の病を報らす電報 

  

（原作）古里に置き去り永きを晒したる家傷まり樹木の被さる 

古里の生家は住む人もなく傷みも激しくなった。毀さざるをえないかと思い定めるに至る歌。宇句を整

理し歌意をより明らかにした。 

（添削歌） 古里に住む人もなく置き去りし生家傷みて樹々に被はる 

  

（原作） 散歩する山路はのどかに鳥の声秋に入りたることを伝ふか散歩道で野鳥ののどかな声を聞

き秋に入ったなと実感する。字句を整え歌意を明確にした。 

（添削歌） 散歩する山路のどかに鳥の声秋に入りたるあかしとぞ聞く 

  

（原作） 老父母の杖たづさへし上京は小荷物を手に歩み遅々たり 

文言を多少人れ替え歌意を明らかにした。 

（添削歌） 老父母は杖をたづさへ上京す小荷物多く遅々たる歩み 

  

（原作） 僧曰く蓮華の如く生きよとふ煩悩多きこの世の中に 

曰く（いわく）と云えばとふは不要。 

（添削歌） 僧日く蓮華のごとく清しけれ煩悩多きこの世の中に 
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