
添削の実例 （２０１０年１月）: あけび誌の紹介 
大津留 温 

（原作） 何の鳥たづぬる隙に水中の魚を捕ヘり生きてゐたりき 

「生きてゐたりき」の意味がハッキリしないが、この歌の前に「置き物と見まがふ」鳥とあるから、生きて

いるのかなと思っているうちに体をひるがえして魚を捕った驚きを表わす意と思われるが適当とはえな

い。なお、「捕へり」のりの使い方が間違い。 

（添削歌） 何の鳥たづぬる隙に水中の魚を捕へて飛び去りにけり 

  

（原作） 善峯の観音様に守られて籠になりしか五葉松かも 

四国巡礼のうた。訪ねたお寺の様子を順に歌ったもの。籠になりしかと五葉松かもと感嘆詞が二つあ

る。一つを略して「籠になりけむ五葉松かも」とするか、「籠になりしか五葉の松は」とすべきであろう。 

（添削歌） 善峯寺の観音様に守られて籠となりしか五葉の松は 

  

（原作） 草かげで夕べをすだく虫なれば若く逝きにし甥の挽歌や 

「虫なれば」と理由とするのは適当でない 

（添削歌） 草かげに夕べをすだく虫の音は若くて逝きし甥の挽歌か 

  

（原作） 七五三晴れ着の童女ら宮杜を馴れぬ草履の鈴の音嗚らし 

意味はよく分かるが、鈴の音嗚らしがオカシイ。鈴嗚らしか鈴の音聞こゆでなければならぬ。また鈴鳴

らし来るか嗚らしつつとすべき。 

（添削歌） 七五三晴れ着のわらは女宮杜を馴れぬ草履の鈴嗚らし来る 

  

（原作） 枝垂るる庭の柿の木重たげにもぐ人も無く熟しては落つ 

「もぐ人もない」と言うからにはどこかに柿の「実」を入れる必要がある。 

（添削歌） 重たげに枝垂（しだ）るる庭の柿の実のもぐ人もなく熟しては落つ 

  

（原作） 夕暮るる陽の落ちるまでの一刻（ひととき）を歩むこの道明日につながる 

「夕暮るる」と「陽の落ちる」とはダブリ気味。どちらか一つは省くがよい。「明日につながる」は「つなが

らむ」と予想或いは予期とする方がよい。 

（添削歌）陽の落つるまでの一刻歩みゆくこの道かならず明日につづかむ 

  

（原作） 八千代座の古き建物見まく欲り昔のままの姿守りぬ 



「見まく欲り」の主体は「われ」、「姿守りぬ」の主体は八千代座。上句と下句のつながりが分明を欠く。

上下共われを主体とすれば下句を「昔のままの姿訪ねむ」とすべきだし、八千代座を主体とすれば上

句を「古き建物貴重なり」とすべきであろう。 

（添削歌） 八千代座の古き建物見まく欲り昔のままの姿訪ねむ 

  

（原作） 青き空に鋭き岩石天をつき上弦の月おだやかに白し 

「青き空」と「上弦の月」がそぐわない感じ。明け方にしろ夕方にしろ上弦の月が出る頃の空を青き空と

はイメージがちがわないか。鋭き岩石の鋭きをするどきとも読むが、ときと読ませてはどうか。おだやか

に白しもおだやかに笑むと擬人法を使って見た。 

（添削歌） 見上ぐれば鋭き岩石の天をつき上弦の月おだやかに笑む 

  

（原作） 弟と稲穂の波をかき分けて蝗捕りたる想ひ出遠し 

このままでも悪くはないが、「弟と」を「蝗捕りたる」に近づける方が、歌全体の調子が強まる感じ。 

（添削歌） 波立てる稲穂かき分け弟と蝗捕りたる想ひ出遠し 

  



添削の実例（２０１０年２月）: あけび誌の紹介 
大津留 温 

（原歌） 子守唄五木の里に聞きしなへいよよ染み入る哀しきしらベ 

五木の子守唄を現地で聞いたので、一層身にしみたという歌意だが、聞きしなへが適当でない。なへ

は動詞の連体形に付いて「と共に」「につれて」を意味する助詞。よって「聞くなへに」とすべきところ。聞

きしを生かすなら「聞きしゆゑ」。 

（添削歌） 子守唄五木の里に聞くなへにいよよ染み入る哀しきしらべ 

  

（原歌） たたなはる山を見放くる丘に佇ちひときは高き由布の嶺かも 

「丘に佇ち」と「……高き由布の嶺かも」では上下が続かない。下を生かすとすれば「丘に佇ち見放くれ

ば」とでもすべきところ。丘に佇ちを省いて「山々遠く」とした。 

（添削歌） たたなはる山々遠く見放くればひときは高き由布の嶺かも 

  

（原歌）柿二つ子規の好みしは柿なると思ひ馳せつつ買ひ求めたり 

「柿二つ」は「買ひ求めたり」につづけないと歌が締らない。また柿という言葉を一つですまないか。 

（添削歌） 子規大人の好みまししに思ひ馳せ甘柿二つ買ひ求めたり 

  

（原歌） 車椅子の母似の媼と語らへばありし日の顕つ口調もお洒落も 

しみじみとしたよいお歌だが、「母に似し」はこの歌では一番大事な要素、「母似の」と 

つづめると情緒を損う。このため二句が字余りとなっても庄むをえない。 

（添削歌） 母に似し車椅子の媼と語らへばありし日の顕つ口調もお洒落も 

  

（原歌） コスモスに群れ飛ぶ蝶の二つ三つ花揺れやまず野辺を彩る 

美しい情景だが、「群れ飛ぶ」と「二つ三つ」が相そぐわない。どちらも蝶の状況を言ったものと思うが。

蝶の「楽しげに」とした。 

（添削歌）コスモスに群れ飛ぶ蝶の楽しげに花揺れやまず野辺を彩る 

  

（原歌） 美しき紅葉の名所に笑みこぼれ老いし二人は画面もとほる 

絵のように美しい紅葉の名所を老夫婦が廻り歩いている様子と見受けた。「笑みこぼれ」と客観的に言

うよりは「笑みこぼし」と主観的に言うがよくないか。「画面もとほる」も「絵の中を行く」とした。 

（添削歌） 美しき紅葉の名所に笑みこぼし老人二人絵の中を行く 

  



（原歌） 青すめる湖色のシャツ似合ふ息の見舞ひたり重き鞄に忙しさ見ゆ 

みずうみ色のシャツが似合う息子が、忙しい中を見舞いに来てくれたという歌意と見たが、長々しい。

「見舞ひたり」は「見舞ひくれぬ」でなければならぬ。 

（添削歌） 水色のシャツの似合ふ息見舞ひくれぬ重き鞄に忙（せは）しさ見せて 

  

（原歌） ふわふわと優しく伝う足底に銀杏のじゅうたん歩き行くなり※ 

いちょうの落葉がじゅうたんのように重なった上を歩くのはふわふわと気持がよい。このままでもよいが、

宇句を多少整理した。これで一層その感触が表わされたかと思う。 

（添削歌） ふわふわと優しき感触足裏（あなうら）に銀杏のじゅうたん踏みしめい行く 

  

（原歌） 花みずき一途に深きもみぢ葉は朱く小さき実やさしく抱きて 

小さい実をやさしく抱く主体はこのままでは「もみぢ葉」と読める。「花みづき」とすべきであろう。 

（添削歌） もみぢ葉の残り乏しき花みづき朱く小（ち）さき実やさしく抱く 

  



添削の実例（２０１０年３月）: あけび誌の紹介 
大津留 温 

（原歌） 燃ゆるがに朱き血潮ぞ滾らする今をさかりともみぢ華やぐ 

燃えるように赤い紅葉を称えて詠んだ歌。上句の「血潮滾らす」と下句の「もみぢ華やぐ」とが同じような

情況で歌として締らない。下句を「寺のもみぢは」とした。血潮ぞのぞも活きていない。 

（添削歌） 燃ゆるがに朱き血潮を滾らする今をさかりの寺のもみぢは 

  

（原歌） 鈍色の空ゆ舞ひをりしんしんと芥のごとく雪降り積る 

雪がしずかに降り積る様子を歌ったものだが、「芥のごとく」の喩えがよくない。「真綿のごとく」としてみ

た。なお、「空ゆ舞ひをり」のをりは下りだからおりでなければならぬ。 

（添削歌） 鈍色の空ゆ舞ひおりしんしんと真綿のごとく雪降り積る 

  

（原歌）匂ふまで忘れゐし鍋おのづから牛蒡人参こげつきてをり 

におう（旧カナはにほふ）を表わす漢宇は匂うと臭うとがある。匂うはよいにおい、臭うはわるいにおい

を表わす。こげついたにおいだからこの場合は臭を使うべきであろう。 

  

（原歌） 初光空に涯なく澄みわたり静けき家並のすみずみ照らす 

初日のすがすがしい様子をうたったものだが、上句が少しぎこちない。澄みわたりは空にかかっていな

ければならないところ、これでは初光にかかるようによめる。よって 

（添削歌） 大空は涯なく澄みて初日光（はつひかげ）静けき家並のすみずみ照らす 

  

（原歌）子供連れ親に手引かれ子供等は飛びはねしつつ神社参りぬ 

「子供連れ」と「親に手引かれ」とがいささかダブった感じ。そこを整理してみた。 

（添削歌） 親に手を引かれ子供等嬉しくてスキップしつつ宮参りする 

  

（原歌） 菜の花のもはや咲き初む睦月かな近寄りて観るそと触れてみむ 

九州は暖かい。お正月には菜の花が咲いている。下句の「近寄りて観る」と「そと触れてみむ」とが平仄

が合わない。上を観るとするなら下もみる、上を観むなら下もみむとすベきであろう。そこを多少工夫し

て「親しみ寄りてそと触れてみむ」とした。 

（添削歌） 菜の花のはや咲きそむる睦月かな親しみ寄りてそと触れてみむ 

  

（原歌） ひたすらにわれを励ます姉上の長生きしてねと心にしみる 



仲のよい姉妹の仲をうたったよい歌だが、「長生きしてね」とのところに「ことば」という文字が欲しい。

「励まさる」のさるは敬語、ここで敬語にしたので姉上の上は略した。 

（添削歌） 「長生きしてね」ひたすらわれを励まさる姉の言葉の心にしみぬ 

  

（原歌） 僧侶の諸行無常の声渋く棺に臥せける君つつむはも 

親しい友の葬送の折、僧侶の称える諸行無常の声が棺に臥す友をつつんだという挽歌多少字句を整

理してみた。 

（添削歌） 諸行無常称ふる僧の声渋く棺に臥せゐる君をつつめり 

  

（原歌） 思い出の母校跡の煉瓦門残照なくて光陰矢の如し（※） 

母校を久しぶりにたずねた。母校はなくなっていて、その廃墟のあとが寒々と残っていた。時の経過の

速さに憮然立っている。字句を多少整理してみた。 

（添削歌） 思い出の母校の跡の煉瓦門色褪せしまま時は流れて 

  



添削の実例（２０１０年４月号）: あけび誌の紹介 
大津留 温 

（原作） 湖へだて光をあびて穂高嶺の峰のかがやく大寒の朝 

雄大な景色をうたった佳吟だが、「湖へだて」とあれば「かがやくを」見るとの動詞が要りはしないか。

「湖の彼方」とすれば峰のかがやくでおさまる。 

（添削歌） 朝日あび穂高の嶺のかがやくを湖へだて見る大寒の朝 

  

（原作） 二階より羽根のあらば届くがに雪つむ向山ま近に見ゆる 

雪の降ったあとは空気が澄んでいてはっきり見える。よい歌だが、「二階より」はこの場合省いてもよい。

字句を整理してみた。 

（添削歌） 羽根のあらば飛びても行かむ向かふやま雪白々とま近に見ゆる 

  

（原作） 身障者ゆびさき自由に動かずも心こもれりけふの書き初め 

「自由に動かずも」のもの使い方が適切でない。動かないけれどもと理窟になっている。ここは素直に

詠むべきところ。 

（添削歌） ゆびさきの自由利かざる身障者の今日の書き初め心こもれる 

  

（原作） 新しき年を迎えし道の辺にきらめく打ち水輝きている※ 

きらめく打ち水が輝いているとは同じ意味の言葉の繰返しではないか。私が習った先生は「雨の降る

日は天気が悪い」といってこの点を誠められた。雨が降ると天気が悪いとは同義語だ。他の言葉に換

えて見た。 

（添削歌） 新しき年を迎うる道の辺にきらめく打ち水幸を呼ばむか※ 

  

（原作） 息と歩む王砂利の音身にぞ沁む社殿に進む冷気のなかを 

息と歩むと社殿に進むとが同義蕗ではないか。この点を多少工夫して見た。 

（添削歌） 踏みしむる王砂利の音高嗚りて社殿に進む冷気のなかを 

  

（原作）横たはる杉の倒木苔むして小さき命の育まれゐる 

輪廻転生のことわり。木は朽ちて若木の養分となる。よいことを詠んでいるが、倒木をわざわざ横たわ

ると言うことはない。 

（添削歌） 苔むしし杉の倒木土にかへり小さき命をまた育くまむ 

  

（原作） 風すぐる林の中はさはさはと如月の音襟立てて聞く 



いい歌だが。さわさわ（新カナ）ということばに当る漠宇に「爽々」と「騒々」とある。前者はさわやか、後

者はそうぞうしいの意。これを旧カナで表わす場合、「爽々」はさはさは「騒々」はさわさわとなる。原作

の場合、林の中を吹き抜ける如月の音は、騒々の方ではあるまいか。それなら「さわさわ」でなければ

ならぬ。 

（添削歌） 風すぐる林の中はさわさわと如月の音襟立てて聞く 

  

（原作） 見渡せばみのう連山うす煙雪降りつつも姿見えじと 

「雪降りつつも」のもの使い方が適切でない。もは反語ととられかねない。雪が降っているが姿が見え

ないのではなく、雪が降りつづいていて姿が見えないでなければならぬ。最後の「姿見えじと」のとは不

要。 

（添削歌）見渡せばみのう連山うす煙り雪降りつづき姿を見せず 

  

（原作） うつし世のものとは見まがふばかりなり張り詰めし稜線に吐息こぼるる 

富士の讃歌だが、見まがふの使い方が適切でない。字句を整理してみた。 

（添削歌） うつし世のものとも見えぬ気高さにため息こぼる富士の稜線 

  



添削の実例（２０１０年５月号）: あけび誌の紹介 
大津留 温 

（原作） 遠霞む目路の果たての島影に五島列島おほどかなれや 

島影と五島列島は同じもの。島影にではつづかない。島影のとするか五島列島の島影とすればつづき

工合がよい。「島影映す五島列島」としてみた。 

（添削歌） 遠霞む目途の果たてにおほどかに島影映す五島列島 

  

（原作） 春の海凪ぎてかがよふ海の面に水脈曳く船の滑るがに行く 

よい光景だが、春の海と海の面がダブル感じ。「春の海面」とした。 

（添削歌） 凪ぎわたる春の海面はかがよひて水脈曳く船の滑るがに行く 

  

（原作） 紅白の花びら散り敷くさ庭辺は春一番の過ぎ去りしあと 

意味はよく分かるが、「さ庭辺は」のはが散文調となって調子をこわす。三句で一旦切って見た。 

（添削歌） 紅白の花びら一面に散り敷けり春一番の過ぎしさ庭辺 

  

（原作） 梅の庭に蝋梅の花咲きさかりつめたき風に香のかをり来る 

「香のかをり来る」は「かをり来る」で十分。「梅の庭」の梅も省略できないか。「蝋梅の花」の花もいる

か？ 

（添削歌） 時をえて庭の蝋梅咲きさかりつめたき風にかをり来るなり 

  

（原作）大寺の師の白梅はふふみしや今年の花は早しとぞ聞く 

深大寺の林先生の歌碑をおおう白梅に思いを致すもの。よい歌だが師の「歌碑」のことばは省けない。

大寺を略し歌碑を入れた。 

（添削歌）師の歌碑をかざす白梅ふふみしや今年の花は早しと聞くに 

  

（原作） 細き枝の重なる間(あはひ)白雪の椿くれなゐ凛と咲きをり 

名画を見ての感想を詠んだものだが、言葉が多すぎて関連が判然としない。字句を整理してみた。 

（添削歌） 細き枝に淡雪つもる間（あはひ）にし椿は凛とくれなゐに咲く 

  

（原作） 救急車また走り来て忙しき高齢の人の多くなりしと 

団地生活も住民の高齢化で変化を余儀なくされている。そのことの一現象を詠んだものだが、「高齢の

人の多くなりしと」のとの表現が硬い。多くなったせいであろうかと軟かく表現すべきところ。 



（添削歌） 救急車またも来りて忙しげに高齢者多くなりしせゐにや 

  

（原作） 道の辺の黄色に映ゆる菜の花の春の鼓動を聞くが如くに 

黄色一色に咲き盛る菜の花はいかにも春になったと感じさせる。よい歌だが、調子がややよくない字句

の順序を変えて見た。 

（添削歌）道の辺の盛る菜の花黄に映えて春の鼓動を奏づるかごと 

  

（原作）冠毛をふはりとさ揺らせ青鷲は葦原かすめてかすみゆきたり 

「ふはりとさ揺らせ」のさは接頭語意味をつよめる。だがこの第二句は字余りになっている。字余りにし

てまで接頭語を使う必要があ 

るか。さを使うなら「ふはりと」のとをとって「ふはりさ揺らせ」とすべきところ。「かすみゆきたり」もいかが

なものか。「かすめて」のかと調子を合わせたつもりかも知れぬがあまり適切とは言えない。 

（添削歌）冠毛をふはりさ揺らせ青鷲は葦原かすめ飛び去りにけり 

  



添削の実例（２０１０年６月号）: あけび誌の紹介 
大津留 温 

（原作） きさらぎの青空澄みて庭の梅ふくらみ初めて寒さに耐へり 

情景は分かるが、青空澄みて、ふくらみ初めてとてが重なる。そこを変えて調子を整えた。また、最後

の寒さに耐へりは動詞の使い方がまちがい。助動詞の「り」は上、下二段活用の動詞には付かない。

耐へたり、耐へをり又は耐へぬとすべきところ。寒さに耐へをりでは字余りとなるので、寒をカンと発音

し「寒に耐へをり」とした。 

（添削歌） きさらぎのま澄める空に庭の梅ふくらみ初めて寒に耐へをり 

  

（原作） 碑を探し巡らむ深大寺孫を案内に今日花祭り 

深大寺の林先生の歌碑を孫の案内で探し廻ったという歌だが、言葉の羅列でまとまりがよくない。順序

を替えてみた。 

（添削歌） 大寺の師の歌碑尋ね巡りたり花祭りの今日孫の案内に 

 

（原作） 福寿草咲き初む便りをちこちゆさ庭は未だ春生ひ出でぬ 

意味はよく分かるが、最後の「生ひ出でぬ」のぬ（助動詞）の使い方に難がありはしないか。助動詞の

ぬは……してしまつた、したという完了の意味と否定のしないの意味がある。この場合は未だがあるの

で否定の意味だと分かるが、ハッキリと「出でず」と否定すべきではないか。 

（添削歌） 福寿草咲き初む便りをちこちゆさ庭は未だ春生ひ出でず 

  

（原作） 風に乗り散りゆく桜見るたびに比島沖、沖縄に散りし若桜よ 

意味はよく分かるが、見るたびに「思ふなり」か「思はるる」が要るのではないか。 

（添削歌） 風に散る桜見るたび思ふなり比島沖、沖縄に散りし若桜よ 

  

（原作） 南風（はるかぜ）を運び来たるや一夜風さくらの固きつぼみも色づく 

意味は分かるが、色づくは自動詞、ここはつぼみをほぐすと他動詞にすべきところ。 

（添削歌） 南風を運び来たるや一夜風さくらの固きつぼみをほぐす 

  

（原作） がうがうと梢をわたる大風を山ふところに夜もすがら聞く 

よく分かる歌だが、聞くのは大風ではなく風の音でないと平仄が合わぬ。 

（添削歌） がうがうと梢をゆする風の音（と）を山ふところに夜もすがら聞く 

  



（原作） 花冷えの霞立ち降る菜種梅雨御笠の森は遠霞みたり 

霞立ち降ると遠霞みたりはダブリはしないか。 

（添削歌） 花冷えの霞こめ降る菜種梅雨御笠の森はおぼろに煙る 

  

（原作） 紫にうす紅も混じる雪割草小首可憐の花の愛しさ 

小首可憐のと花の愛しさは同義語。「小首か細き」と替えて見た。か細きのかは接頭語。 

（添削歌） 紫にうす紅も混じる雪割草小首か細き花の愛しさ 

  

（原作） 春長けて雲間に漏れ来る嗚く鳥の声しきりなり花散らしけむ 

鳥の声で十分。嗚くは不要。 

（添削歌） 春長けて雲間漏れ来る鳥の声しきりに聞こゆ花散らしけむ 

  

（原作） 花多し古里の春鳥の声遠近聞きつ幼日思ふ 

感じは分かるが、言葉がボツボツ切れて関連性に乏しい。字句を整理し、全体を関連づけて見た。 

（添削歌） 満開の古里にありて鳥の声遠近に聞けば幼日思ふ 

  



添削の実例（２０１０年７月号）: あけび誌の紹介 
 大津留 温 

（原作） これの世の運命を見たり一枝に乙女椿の移ろうさまより 

乙女椿の董より花開きやがてぽたりと落ちるさまにこの世の運命を見るという内容の深い歌だが、下

句の表現がぎこちない。順序を替えて見た。 

（添削歌） これの世の運命（さだめ）を見たりうつろヘる乙女椿の一枝のさまに 

  

（原作）紅色の古刹の庭を色どりてなまめき咲ける花水木の花 

「紅色の」がどれにかかるのか。どうやら花水木の花にかかるらしい。離れすぎていて調子が出ない。

よってこれを近づけた。 

（添削歌） 古寺の庭を色どり紅色になまめき咲ける花水木の花 

  

（原作） 博多料理姉の案内に久しぶり吾らと食す満足したり 

意味は分かるが、リズムがよくない。博多料理と満足したりがくっつかねばならぬ。 

（添削歌） 久しぶり姉の案内に食したる博多料理に満足したり 

  

（原作）緋鯉泳ぐ池の岸辺にむらがりて大き口あけ餌求めゐる 

餌を求めているのは緋鯉であるから「緋鯉泳ぐ」ではあととのつながりがハッキリしない。よって「緋鯉

泳ぐ」を省き緋鯉をあとにもってきた。 

（添削歌） 池の辺にむらがり泳ぐ緋鯉ども大き口あけ餌（ゑ）をねだりをり 

  

（原作） 舞ひまろぶたんぽぽの絮小雀の弾みて追へりかそけき風に 

「かそけき風に」は舞ひまろぶにかからねばならぬ。このままでは「弾みて追へり」にかかるように見え

る。よって順序を代え、かそけき風と舞ひまろぶをつづけて見た。 

（添削歌）そよ風にまろび止まざるたんぽぽの絮を小雀弾みて追へり 

  

（原作）登り坂まがりくねりし坂道をバスはゆっくり進みてゆきぬ 

登り坂とまがりくねりし坂道とがダブル感じ。それで坂道を省き、前後の歌からアルプスの登山と見て

「白銀望み」を加えた。 

（添削歌） 登り坂まがりくねるをゆっくりとバス進みゆく白銀望み 

  

（原作） 花かげに見えつかくれつ二三羽の鳥遊ぶ見ゆ八重桜美し 



見えつかくれつと言ったからには「遊ぶ見ゆ」の見ゆは不要。 

（添削歌） 花かげに見えつかくれつ二三羽の鳥遊びをり八重桜美し 

  

（原作） 窓よぎる休み田いくつ一面に白き小花の野茨の咲く 

情景はよく分かるが、順序をかえて調子をととのえて見た。 

（添削歌） 野茨の白き小花の咲きみつる休み田いくつ車窓をよぎる 

  

（原作）筆とりてこの一枚を書き上げむと墨をふふませ無心の境地に 

いざ書かむとの緊張の境地をよむ。筆とりては墨をふふませに続けた方が、緊張感をより表わして落

ち着く。 

（添削歌） この一枚書き上げなむと筆とりて墨をふふます無心の境地に 

  

（原作） いろは坂下りのハンドル右左未だしの春芽ぶき目になし 

日光いろは坂をたずねての詠。情景は分かるが、名詞でポツンポツンと切れていて調子がとれていな

い。字句を整理し、人れ替えて見た。 

（添削歌） いろは坂下る左右の樹々の間に芽吹きは見えず春はいまだし 

  



添削の実例（２０１０年８月号）: あけび誌の紹介 
     大津留 温 

（原作） 絶えがたき痛みにたえてみまかりし六十の生涯終える悲しさ※ 

闘病の末に逝った人に対する挽歌。絶えがたきは「耐えがたき」。みまかりしとあるから生涯終えるは

不要。これを省いて宇句を整理してみた。 

（添削歌） 耐えがたき痛みにたえ来し君なりきついに逝かしし六十年かなし※ 

  

（原作） 緑なすぶなの林の奥多摩の木々に囲まれふかく息吸ふ 

ぶな林の緑にかこまれて森林浴をする。情景はよく分かるが、「奥多摩の」の語句が「ぶなの林」と

「木々に囲まれ」の間に割り込んで来たため全体の調子が損われた。「奥多摩の」は最初にもってくる

か、最後におくかすべきである。 

（添削歌） 奥多摩のぶなの林のさ緑にかこまれ深く息を吸ふなり 

  

（原作） 早苗田に影を落とすや杉の秀のややに揺らぎて風通るなり 

いい情景をうたう。多少字句を整理して見た。これでいくらかよくなったかと思う。 

（添削歌） 早苗田に影を落とせる杉の秀のややに揺れをり風通るらし 

  

（原作） 離り住む友に文かくひなげしにうす紅をそと滲ませて 

ひなげしの美事に咲いたさまを友人に書き送ろうという歌だが、よく詠むとどうやら絵手紙らしい。そう

なら「絵手紙」という言葉を入れる必要がある。 

（添削歌） 遠き友に出だす絵手紙ひなげしにうす紅いろをそと滲ませむ 

  

（原作） 村人ら補修を重ね見守（まも）り来し美しき屋根の反り緑青帯びる 

代々村人が守って来た産土のみ社。美しい屋根の反りが緑青を帯びて来たという歌だが、産土かみ社

かのことばが入らないと分かりにくい。よって「社の」を入れた。 

（添削歌）村人ら補修を重ね見守（まも）り来し社の反りし屋根の緑青 

  

（原作） 北の方多摩川の向かう見放くれば新宿のビル群霞みて見ゆる 

「見放くれば」とあれば「見ゆる」は不要。 

（添削歌）北の方多摩川の向かう見放くれば新宿のビル群に霞かかれる 

  

（原作） 五月光（かげ）あまねし奥津城うから等の笑顔そろひし夫の祥月 



ことばがポツンポツンと切れて繋がりがない。ことばを替えて関連づけた。笑顔そろひしは 

過去形だが、ここはそろふと現在形にした。 

（添削歌） 五月光（かげ）あまねき奥津城うから等の笑顔のそろふ夫の祥月 

  

（原作）  漸くに田植え終わりし水田にしばし鏡の静けさありき※ 

情景はよく分かるが、「鏡の静けさ」というよりは「鏡のごとき静けさ」とごときを入れるとよりハッキリす

る 

（添削歌） 漸くに田植を終えし水田にしばし鏡のごとき静けさ※ 

  

（原作） ビル建つもいづくともなく早苗田ゆかはづ鳴く音に初夏の夕べを 

ビルが建って早苗田が減った。残された早苗田から蛙の鳴き声が聞えてくるというもの。 

（添削歌） ビルの間になほも残れる早苗田ゆ蛙の声の聞こゆる夕べ 

  

（原作） 五月晴今盛りなりハナミズキ四枚花びら愛らしきかな※ 

ことばが切れ切れになってつながりがない。順序を変えて関連づけた。 

（添削歌） ハナミズキ五月の空に咲き盛る四枚の花びら愛らしきかな※ 

  



添削の実例（２０１０年９月号）: あけび誌の紹介 
   大津留 温 

 

（原作） 広き葉に包まれて咲く蒼い花額紫陽花の位置の確かさ 

いい歌だが、第五句の「位置の確かさ」が前の句としっくりしない。「いろの愛しさ」として見た。なお、

「位置の確かさ」を使った歌として木下利玄の「牡丹花は咲き定まりて静かなり花の占めたる位置の確

かさ」がある。この場合「位置の確かさ」が前の部分とぴったりと符合し、彼の代表作とされる。 

また、先人の用いた言葉づかい、表現法をそのまま使わしてもらうことも許される。これを「本歌どり」と

言う。その表現を十分生かして、わがものとして使う場合でなければならぬ。 

（添削歌） 広き葉に包まれて咲く蒼き花額紫陽花のいろの愛しさ 

  

（原作） 鈴生りの青い果実のミニトマト葉蔭に二つはつか熟れ初む 

意味によく分かるが、「ミニトマト」と云えば「果実の」は不要。青いミニトマトで十分。 

（添削歌） ミニトマトいまだ青きがふさなるを葉蔭にニつはつか熟れ初む 

  

（原作） あぢさゐをしみじみ愛づる歳になり娘は呟きぬ園めぐりつつ 

花をしみじみと愛玩するような年になったと娘さんが嘆いているという内容。そうなら歳に「なりし」という

言葉がいる。「あぢさゐ」を「花」として字を浮かした。 

（添削歌） しみじみと花愛づる歳になりけると娘は呟きぬ園めぐりつつ 

  

（原作） 葉桜の繁（しじ）の木陰に吹く風がさやかに頬を撫で渡りけり 

「葉桜の繁（しじ）の木陰」では些か明瞭さを欠く。「葉のしじに繁る」木蔭でなければならぬ。 

（添削歌） 葉のしじに繁るさくらの木の陰に吹く風さやか頬を撫でゆく 

  

（原作） きゅうりたち今年の育ち威勢よく花つきもよく真直してる 

丹精のきうりがよく出来た。その喜びを素直にきうりたちと呼びかけたのであろうが、いくらか詩的表現

に直して見た。 

（添削歌） この夏のきうりの育ち威勢よし花つきもよしまっ直ぐにして 

  

（原作） 片道に自転車・電車を乗り継ぎつ二時間かかるも若さ厭はじ 

片道に二時間もかかる通学を苫にもしなかった若さをたたえる回想の歌。「片道に」と「二時間かかる」

の二つが離れすぎていて歌全体のリズムに欠ける。この二つを近づけた。 

（添削歌） 自転車に電車を乗りつぎ片道に二時間かかるも厭はぬ若さ 



  

（原作） 久しぶり等々力渓谷下りゆけばうっさうとして涼しかりけり 

うっさうは樹木の茂るさまをいう。「樹木」が要る。 

（添削歌） 久しぶり等々力渓谷下りゆけば樹木うっさうと涼を呼ぶなり 

  

（原作） 植ゑられて田の面の水に影落としつばめ素早く飛びゆきにけり 

田植がおわり早苗が整然と並ぶ水田につばめが縦横にとび交っているという光景をうたったよい歌だ

が、田の面で十分水は不要。 

（添削歌） 植ゑをへし早苗田の面に影残しつばめすばやく飛びゆきにけり 

  

（原作） 七月の毎日のごと降る雨も季をたがはず花咲き出づる 

雨が降っても草花は季をたがえず咲き出る様子を歌ったものだが、「降る雨も」がそぐわない。「雨降る

も」とした。 

（添削歌） 七月の毎日のごと雨降るも季をたがはず花咲き出づる 



添削の実例（２０１０年１０月号）: あけび誌の紹介 
大津留 温 

（原作） 金婚にとドレス贈りし夫逝きて傘寿に装ひ愛の歌うたふ 

金婚のお祝いにドレスを贈ってくれた已き夫を追慕する歌。贈りしでは私に贈ってくれたの意味が出な

い。賜ひしとした。なお「金婚にと」のとは要らない。 

（添削歌） 金婚にドレス賜ひし夫逝きて傘寿に装ひ愛の歌うたふ 

  

（原作） 由布岳を一望するや露天湯にまるで大地に抱かれしごと 

由布岳を一望する露天風呂に浸って浩然たる気分になったという佳吟だが、露天湯に浸るを先に出し

た方が分かり易いし調子もよい。 

（添削歌） 露天湯に浸り由布岳を一望すさながら大地に抱かるるごと 

  

（原作） 朝顔の咲きがらを掃く朝の道魚焼く香のぷんぷん匂ふ 

朝顔は朝咲いて夕方には凋む。朝に前日の花がらを掃除する。「咲きがら」と言う言葉があるかどうか

判らぬが、それは別として、におい、におうと言う言葉を漢宇で表わす場合に、匂と臭がある。よいにお

いの場合は匂、よくない（くさいなど）においの場合は臭を使う。この場合はさかなを焼くにおいだから

臭でなければならぬ。香はよい匂のときに使う。この場合、臭いが臭ふととなるので、「ふんぷんとして」

とした。 

（添削歌） 朝顔の花がらを掃く朝の路地魚焼く臭ひふんぷんとして 

  

（原作） 灼けし地に伸び盛り咲く畑隅の姫ひまはりの黄なる耀ひ 

意味はよく判るが、灼けし地にと畑隅のとの関係が明らかでない。順を替えて文句を整理した。 

（添削歌） 灼けしきる畑の隅に咲き盛る姫ひまはりの黄なる耀ひ 

  

（原作） スコールにはつかに見えゐし街並みも全き白に埋め尽されぬ 

このままではスコールは「はつかに見えゐし」にかかるのか「埋め尽されぬ」にかかるのか判然としない。

当然「埋め尽されぬ」にかかる。「スコールに」は後へもって来なければならぬ。 

（添削歌） はつかにも見えゐし街並みスコールに全き白に埋め尽されぬ 

  

（原作） 蝉の声木々を揺らして泣き止まずわが世来たると休むを知らず 

泣くは人間が悲しんで泣く場合。鳥がなく蝉がなくは嗚く又は啼く。なき止まずと休むを知らずは重複す

る。よって字句を整理した。 

（添削歌） 森の木々揺らして蝉の嗚き止まずわが世の春を謳歌するごと 



  

（原作）寒中に肺の病と識りつつも戸外の仕事を夫は続けをり 

「寒中に」は「戸外の仕事」に続くべきところ「肺の病と識りつつ」に続くかに誤解される。よって順序を替

えて見た。 

（添削歌） 肺の病と識りつつ夫は寒中も戸外の仕事を続けをりたり 

  

（原作）咲き盛るカンナ茂りて背丈伸び隣家を包むる夏の壮観 

咲き盛ると茂りて背丈伸びはいささかくどい観あり。包むるのるは不要。字句を整理した。 

（添削歌） 咲き盛るカンナ茂りて隣家を花にて包む夏の壮観 

  

（原作） からす除（よ）けの鉄砲のひびきあちこちに筑後平野にこだまし渡る※ 

折角の稔りを鴉にやられてはままならぬ。ひびきとこだまはややダブル感じ。 

（添削歌） からす除けの鉄砲おちこち響かいて筑後平野は収穫に入る※ 

  



添削の実例（２０１０年１１月号）: あけび誌の紹介 
  大津留 温 

（原作） 女郎花黄の鮮らけし可憐なるそぐはぬ匂ひ我（が）の主張とも 

女郎花は夏・秋に黄色い小花を傘状に咲かすが、漢方の薬用にもされるように独特の匂いを持つ。そ

れを我（が）の主張と詠んだよい歌だが、「可憐なる」が浮いている。可憐なる花にそぐわぬのか可憐な

る匂いとかかるのか。字句を整理し順序を替えてみた。 

（添削歌） 可憐なるをみなへしの花に似合はざる特異の匂ひ我（が）の主張とも 

  

（原作） 紅梅の旅立つ息子の誕生を祝ひくるるか鉢にまひらく 

若くして逝った息子さんの誕生日を紅梅が祝ってくれるのか、鉢にまっさかりであるの意と解されるが、

「紅梅」と「鉢にまひらく」が離れすぎていてリズムがよくない。紅梅と鉢にまひらくを近づけてみた。 

（添削歌） 旅立てる息（こ）の誕生日を祝ふかに鉢の紅梅まっ盛りなり 

  

（原作） 虫の音の聞ゆる今宵も熱帚夜寝れぬ空に月昇りきぬ 

うたとしては特に問題はないが「寝れぬ」の寝が問題。ねるとねむるは同じような意味に用いられるが、

漢宇の寝と眠（又は睡）とは意味がやや異なる。寝は寝室、寝台などと用い横になってねるの意。眠は

ねむる目を閉じて脳の活動が停止する状態。睡眠などと用いる。 

この場合は「寝れぬ」ではなく「眠れぬ」でなければならぬ。 

  

（原作） 夏休み部活や塾と孫どちの小中学いと忙（せは）しきや 

夏休みになっても孫たちは部活や塾に何と忙（せは）しいことよの意。問題は「いと忙（せは）しきや」。

大へん忙しい様子をあらわす言葉に「忙（せは）しない」がある。このないは甚だしいの意。この歌の場

合は「いと忙しなし」がふさわしい。 

（添削歌） 夏休み部活に塾に孫どちの小中学生いと忙しなし 

  

（原作）夫とむた守りし酒屋閉むと決め心の軸の揺るる日のあり 

長年ご主人と営んでこられた酒屋を閉じる決心をしたものの、やはり決心がゆらぐことがあるという深

刻な歌だが、問題は「夫とむた」のむたの使い方。むたは名詞、代名詞に「の」または「が」を介して付き

「と共に」を示す古語と広辞苑にある。「風のむた」「波のむた」などといい風と共に、波と共にの意味に

使う。「夫とむた」とは使わない。「夫と共に」と言うべきでしょう。心の「軸」を省いて余裕を持たせた。 

（添削歌） 夫と共に守（も）り来し酒屋閉ぢなむと決めし心の揺るる日のあり 

  

（原作） 今年こそ気候にめぐまれ麦達もすくすく育ち麦の穂伸びつ 

この夏の猛暑は作物の成育にプラスした面もあったのであろう。麦の成育はよいとのこと。「麦達もすく

すく」とあるから「麦の穂」と麦を重ねて言う必要はない。 



（添削歌） 今年こそ気候にめぐまれ麦達もすくすく育ち花穂伸ばせり 

 

（原作） 労せずに見ゆる花火を最後まで眺められしを満足したり 

わが家の窓から多摩川の花火大会が見られたとは何より。「労せずに」はその意味らしいがこのままで

は分かりにくい。 

（添削歌） わが家より揚る花火を最後まで眺むるをえて心足らへり 

  

（原作） 道の辺に白き芙蓉は咲き盛り顔容（かんばせ）を見す匂ふが如き 

いい歌だが、四句と五句を転置したのはなぜか。順に詠んでいいではないか。 

（添削歌） 道の辺に白き芙蓉は咲き盛り匂ふがごとき顔容を見す 

  



添削の実例（２０１０年１２月号）: あけび誌の紹介 
大津留 温 

（原作） やるべき事を全て為し終へ穏やかに残されし日明るく生きむ 

意味もよく分かる歌だが、穏やかにも明るくも生きむにかかる修飾語。その間に残されし日が割り込ん

で来たので調子がおかしくなった。両者を並べて意味を強調するのがよい。 

（添削歌） やるべきを全て為し終へ残されし日を穏やかに明るく生きむ 

 

（原作） 盲目の牧師と結ばれし友のをり夫は妻の顔生涯知り得ず 

盲目の人と結婚しようとするには相当の愛情と決意がなければなるまい。夫は妻の顔を生涯見れない

とは、妻のご本人が言うなら心の余裕とも言えるが第三者が言うのはおかしい。言ってはならぬこと。

よって 

（添削歌）盲目の牧師と結ばれし友のいふ夫はわが顔生涯知りえずと 

 

（原作） なにとなくはつ秋の香の漂ひて蜩のこゑま近に聴こゆ 

なにとなくが浮いた感じ。秋の香の漂ひてと客観的に言うよりも、秋の香を漂はせと蜩のこゑを主動的

に詠むがよい。 

(添削歌） はつ秋の香を漂はせ蜩のこゑの忙しくま近に聴こゆ 

 

（原作） 白萩の日照りせし夜にゆさゆさと美事に増えて咲き驕りをり 

意味は分かるが、白萩を日照りせし夜のあとにもってくるがよい。順序を替えて見た。 

（添削歌） 日照りせし夜にゆさゆさと白萩の美事に増えて咲き驕りをり 

 

（原作） 雨上る空の高みのいや深く澄みてわたるなり神無月はも 

情景は分かるが、字句を替えて見た。 

（添削歌） 雨上る空の高みのいや澄みて浮雲わたる神無月ついたち 

 

（原作） 逝く秋をひとり惜しまむ北の果て群れたつすすき風になびけば 

心意味は分かるが、結句の風になびけばが気になる。秋を惜しむの理由づけになっている。理窟っぽ

く聞える。子規が「歌よみに与ふる書」で理窟っぽい歌の例として「月見れば千々に物こそ悲しけれ我

身一つの秋にはあらねど」を挙げている。「秋にはあらねど」が理窟っぽいと云うわけ。この歌の「けば」

がそれに当る。ここは素直に「なびきて」とするがよい。 

（添削歌） 逝く秋をひとり惜しまむ北の果て群れたつすすき風になびきて 

 



（原作）床の間に部屋内深く射し入れる朝の光の冴えわたりたる 

情景は分かるが、「床の間」の存在が軽い。ここに主眼をおくがよい。 

（添削歌） 部屋深く射し入る秋の朝日光（かげ）床の花瓶を冴えざえ照らす 

 

（原作） 東（ひんがし）と西の庭隅占めて咲く真夜金木犀の香海とただよふ 

よい情景をうたっているが、歌の前半にことばを使いすぎて、後半がちぢこまった感じ。前半を簡略化し

て後半に余裕を持たせた。 

（添削歌） 西ひがし庭隅占めて真夜を咲く金木犀の香海とただよふ 

 

（原作） おそ夏の山の傾をおおうがにそよ吹く風に葛花かおる※ 

おおうがに「咲く」という動詞が要る。そよ風には揺ると見た。 

（添削歌） おそ夏の山の傾をおおうがに咲ける葛花そよ風に揺る 

 

（原作） とりどりに競いてさ庭に咲きそろいコスモス揺らぐま青な空に※ 

いい情景だが、字句の順序を替え整理した。 

（添削歌） とりどりに競い咲きたるさ庭べのコスモス揃らぐま青の空に※ 
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