
添削の実例（２０１１年１月）: あけび誌の紹介 
大津留 温 

（原作）色づきし枯葉舞ひ散る柿の実を鳥と競ひし幼日ありき 

「色づきし」が何にかかるのか。原作のままでは枯葉にかかるように見える。が、ここは柿の実にかか

るのでなければおかしい。よって言葉を入れ替え「色づきし柿の実」とした。 

（添削歌）枯葉舞ふ枝に色づきし柿の実を鳥と競ひし幼日ありき 

 

（原作）雲間さす朝の日ざしにほつほつと柿の熟れ実が葉間に光る 

「ほつほつ」とは広辞苑によると「少しずつ事をするさま」とあり徐々に変わってゆくさまを言うと解される。

原作では柿の熟れ実が葉かげにあちこち少しずつ顔を出して陽に照っている光景を詠んだと思われる

が、ここは「ほつほつと色づき初めし柿の実」とした方がよくはないか。順序を替えて字句を改めた。 

（添削歌）ほつほつと色づき初めし柿の実に雲間さしくる朝の日が映ゆ 

 

（原作）田植ゑより小学生の手になりし稲田守ると案山子の凛々し 

状況はよく分るのだが、「手になりし」は案山子に直接続くべきところ。間に「稲田守ると」が入ったので

調子が合わなくなった。 

（添削歌）田植ゑより稲田守ると小学生の手になる案山子凛々しく立てり 

 

（原作）目覚むれば三俣の山を眼交ひに見つつし憩ふ山峡の宿 

山峡の温泉宿に泊って翌朝目覚めた折の光景を詠んでいるが、「見つつし憩ふ」ではいかにも物足り

ない。壮大な光景に目を見張ったのではないか。よって多少字句を改めた。 

（添削歌）目覚むれば三俣の山の眼交ひにはろに開けり山峡の宿 

 

（原作）土手草の猛暑に枯れしも秋来り雨にも潤ひ又も青みぬ 

「猛暑に枯れしも」のもがよくない。理屈っぽく聞える。「秋来り雨にも」のもも余計。よって順序を替え字

句を整えた。 

（添削歌）この夏の猛暑に枯れし土手草の秋雨に潤ひ又青み来ぬ 

 

（原作）なつかしき山里の景や見るままに吾がふる里の重なりて来る 

このままでもよさそうに見えるが、「なつかしき」は吾がふるさとに付けた方がよくはないか。 

（添削歌）山里のこの景見ればなつかしき吾がふる里の重なりて来る 

 



（原作）溜め水に蜘蛛泳ぐなど十月に見しこともなき夏の景色よ 

この夏の異常な暑さの現われとして十月にくもが泳ぐ現象が見られたという歌意はよいとして、泳ぐな

どという表現は散文（普通の文章）的で短歌（詩）にはふさわない。 

（添削歌）溜め水に蜘蛛の泳げり十月に見しこともなき夏の現象 

 

（原作）紅うすき百合の香りに包まれて遺影にこやか微笑みゐます 

歌そのものはこれでよろしいが、「微笑みゐます」のゐはいでなければならぬ。いますは漢宇で書けば

在ます又は坐ます、おいでになるという「在る」「居る」の尊敬語であるが、居るとは別の言葉。よく間違

える人が多い。 

 

（原作）うちつづく山なみ包む穏やかな光流るる雲に遮へぎられをり 

いささかリズムに欠ける。字句を整理して調子をととのえた。 

（添削歌）うちつづく山なみ穏し秋の陽は流るる雲に遮ぎられをり 

「山なみ穏し」と三句で切って見た。なお遮へぎるのへは要らぬ。 

  
 



添削の実例 (２０１１年２月）: あけび誌の紹介 
  大津留 温 

（原作）とほき世にをとこ競ひし騎射を蹴鞠をなす声聞ゆるごとし 

遷都千三百年を記念する奈良をたずねての詠草。意味はよく分かるが競ひしとなす声とがややダブル

感じ。競ふ声と出来ないものか騎射は馬上で矢を射ること、騎射とも読む。字数の関係で「きしゃ」と読

んで宇句を整理した。 

（添削歌）とほき世の騎射に蹴鞠にをとこらの競ひし声の聞ゆるごとし 

  

（原作）つくばひに舞ひ落ち浮かぶ梅の葉が錆色なして水に漂ふ 

浮かぶも漂ふも同じこと、ダブル感じ。これを一つに整理した。 

（添削歌）つくばひに舞ひ落ちて来し梅の葉が錆色なして水に漂ふ 

  

（原作）降り続く昨夜の強雨に散り落ちし黄色の道路は朝日に輝く 

「散り落ちし黄色の道路」ではやや分かりにくい。後半に重点があるのに前半に言葉を遣いすぎた。

「降り続く」を省き、後半に言葉を加えた。 

（添削歌）昨夜の強雨散らしし黄葉に染まりたる道路は朝の日に輝けり 

  

（原作）身障者手足自由に動かずも口かろやかにカラオケ歌ふ 

「動かずも」のもがよくない。理屈っぽく聞える。もを省いて順序を替えて見た。 

（添削歌）手も足も自由に動かぬ身障者口かろやかにカラオケ歌ふ 

  

（原作）耶馬渓の紅葉織りなすもみぢ谷苔生す岩にもみぢ艶めく 

詠んだ光景はよいが、もみぢがダブっている。後半を詠み代えて見た。 

（添削歌）耶馬渓の紅葉織りなすもみぢ谷苔生す岩も朱くかがよふ 

  

（原作）娘と共に「太陽の塔」見上げしも幾年月や薔薇の園に 

「見上げしも」のもがよくない。見上げたのだったが、あれから幾年たっただろうか（塔の後に出来た）薔

薇園に来て。との意と思われる。よって次のとおり整理した。 

（添削歌）娘と共に「太陽の塔」を見上げしゆ幾年経にけむ薔薇の園に 

  

（原作）冬桜小さき花咲く信濃路の霞と紛ふ山を覆ひて 

字句の順序を替えてリズムをよくして見た。 



（添削歌）小さき花つけたる信濃の冬桜霞と紛ふ山を覆ひて 

  

（原作）高速の道路に乗りてアルプスの山々ほんのり紅葉に染む 

「道路に乗りて」だけでは意味がハッキリしない。高速道駆けりい行けばとした。 

（添削歌）高速道駆けりい行けばアルプスの山々ほんのり紅葉に染む 

  

（長歌原作）前略人影もなき 歩道の トンネルの中に 亡き夫の 謡ひの寂び声 しぬばれて 記憶う

すらぐ 紅葉狩 ただ懸命に 手繰りつつ誦す 

長歌は五七、五七、五七……と五七を重ねて最後に七を加えて納める。これを表記する場合に五七 

五七 と記してもよいし、五 七 五 七と記してもよい。ただ、五と七とを離して書くと、ともすれば五七

調でなく七五調となる恐れがある。七五調は調子もよく昔の寮歌や軍歌によく使われた。その点を注意

する要がある。この例もその一つ。五七調になっているがたまに七五調になっている。 

（添削歌）人影も なき人道の トンネルの 中にしのばゆ 亡き夫の 謡ひの寂び声 うすれたる 記

憶かき立て 紅葉狩 ただひたすらに 手繰りつつ誦す 

  
  



添削の実例(２０１１年３月号）: あけび誌の紹介 
  大津留 温 

（原作）すがれゆくから梅の葉の枝先きに光る黄の玉香気を放ちて 

から梅は蠟梅のこと、大陸から渡って来たからから梅ともいう。葉は枯れて行くが、枝先きには花芽が

ふくらんでいるとの歌意。すがれゆく「葉の枝先き」はいささか無理、「枯葉の残る枝先き」として宇句を

整理した。 

（添削歌）から梅の枯れ葉の残る枝先きに黄の玉光る香気放ちて 

 

（原作）離れ住めば一年一度なる友の恙なきかと待つ年賀状 

歌わんとする心情はよく分かるが、言葉の順序にいささか難がある。「友の」は年賀状に直にかかるが

よく、「恙なきかと待つ」を「年に一度の」の上にもって来た。 

（添削歌）離れ住めば恙なきやと心待つ年に一度の友の年賀状 

 

（原作）迎へ火をまつりし神の御前で空に向かひあかあかと燃ゆ 

迎え火が赤々と燃え立つさまを歌う歌だが、「神の御前で」がなくもがなの感じ。よってこれを省き、迎え

火を焚く材料の麻幹（麻の皮をはいだ茎）を使った。 

（添削歌）精霊を迎へまつると焚く麻幹空に向かひてあかあかと燃ゆ 

 

（原作）別荘に城塞に咲く花見つつ胸躍らせての風受くクルーズ 

楽しいクルーズを歌ったもの。「風受く」が要るか？ これを略して言葉を整理した。 

（添削歌）別荘にはた城塞に咲く花を見つつ経めぐるクルーズ楽し 

 

（原作）海風のライトアップの橋を背に蝋燭の灯の夕餐厳か 

クルーズでの晩餐会が厳かに行われたとの歌意。「海風の」が浮いている。どれに係るか判然としない。

これを省いて字句を整理した。 

（添削歌）蝋燭の灯りに夕餐厳しかりライトアップの橋を背にして 

  

（原作）阿賀川を眺め浴せし母連れて静けし出湯を偲ぶこの頃 

母君を温泉に連れて行ったことを追想する歌。「母連れて」が「眺め浴せし」と「静けし出湯」の間にはさ

まったので、全体の調子がいささか狂って来た。「母連れて」を「静けき出湯」のあとにもって来た。 

（添削歌）阿賀川を眺むる静けき温泉に母連れ行きし頃偲びをり 

  



（原作）みぞれ降る車窓の孫の笑顔が遠退く車に無事を祈りぬ 

お正月休みに帰郷した息子一家が、帰って行く。寂しさをこらえて孫らの無事を祈る祖母。「車窓の孫

の笑顔」と「遠退く車」といささかダブった感じ。そこを整理した。 

（添削歌）みぞれ降る朝を帰る孫らの車窓の笑顔に無事を祈りぬ 

 

（原作）積む雪の屋根より落つるとどろきの音におののく夜のしじまに 

今年の冬は寒気きびしく雪が多かった。私の故郷の九州でも例年にない大雪という。屋根より落ちる雪

の音に驚いたという歌だが、とどろきはとどろく音をいうからとどろくと音とがダブっている。 

（添削歌）積む雪の屋根より落つるとどろきにおののきてをり夜のしじまに 

  

（原作）雪積る屋根の上には二十センチなかなか溶けず降り積りたり 

これも雪の歌。「屋根の上に積れる雪」とする方がリズムがよい。 

（添削歌）屋根の上に積りたる雪二十センチなかなか溶けずさらに降りつぐ 

  



添削の実例(2011 年 4 月号）: あけび誌の紹介 
大津留 温 

言葉の順序によって歌のリズムが違って来る。歌は散文と違って詩であるから調子よく口ずさめること

が大切。その例をいくつか挙げる。 

  

（原作）好天とは降らぬがよしと人の言ふも砂埃の畑に野菜の嘆き 

歌意は明らかで好天とは雨の降らぬことを言うが、長い間の干天で野菜は砂ぼこりをかぶって嘆いて

いるという歌。好天とはとの言い出しが散文的。 

（添削歌）雨の降らぬを好天とこそ人は言ヘ乾ける畑に野菜の嘆き 

  

（原作）今日も又琵琶の枝ゆらしめじろ一羽飽かずひそけき花をついばむ 

飽かずはついばむに直接つなげるがよい。ひそけき花をがその間に入ったので調子が弱くなった。 

（添削歌）今日もまた枇杷の枝ゆらしめじろ一羽ひそけき花を飽かずついばむ 

  

（原作）薄穂を伊吹颪のへうへうと薙ぎ倒しゆく木曽の河原 

情景はよく分かるが、薄穂をと薙ぎ倒すがこの歌の中心。この二つを直接つなぐことによって、力強い

ものとなる。 

（添削歌）へうへうと伊吹颪の薄穂を薙ぎ倒しゆく木曽の河原 

  

（原作）何時の間に立派になりし孫娘兄とたわむる姿あらわに 

立派に成人した孫娘に感じ入っている歌。兄とたわむれていた幼い頃の姿が目に浮かぶという歌意だ

が、姿あらわには適当でない。姿顕ちくるとした。 

（添削歌）何時の間に立派になりし孫娘兄と戯れゐし姿たち来る 

  

（原作）冬の陽を吸ふがに立てる裸木のそよりとも揺れず欅の大樹 

よい情景を詠むが、裸木と欅の大樹は同じもの。一体的に表現した。 

（添削歌）冬の陽を吸ふがに立ちてそよりとも揺れざる裸の欅の大樹 

  

（原作）書道の講師でいます倉田姉の筆持たすゑみの顕ちて来しも 

故人に対する追慕のうた。講師でいます、筆持たすと敬語が重ねて使われている。短歌は字数が限ら

れているので、敬意を略することも許される。書道の講師は些か固い表現。ゑみの顕ちて来しもも字足

らずで一工夫を要す。 

（添削歌）お習字の師匠にいましし倉田姉の筆持つゑがほ今に顕ち来る 



  

（原作）皮ひとつ繋がりて在る空洞の梅の古木に咲く花の精 

よい歌だが、前半にことばを使いすぎて肝腎のところを「咲く花の精」とやや言葉足らずに終った。前半

の言葉を節約して後半に余裕を持たせた。 

（添削歌）樹皮のみに繋がる空洞の梅古木咲かせし花のたくましきかな 

  

（原作）孫からの日々のリハビリ記録せよ日程作りて元気になれと 

おじいちゃんのリハビリを心配して孫から日程表を作って実施状況を記録してはどうかと云って来た。

「元気になれよと」は必ずしもなくてもよいので、「孫のアドバイス」とした。 

（添削歌）日程表作りて日々のリハビリを記録せよとの孫のアドバイス 

  

（原作）昨夜降りし雪を被きし蔓薔薇の花に凍み透く寒風の中 

よい情景を詠んでいるが、「凍み透く」の主体がハッキリしない。花にしみこんだ滴（しづく）を主体として

「寒風に光（て）る」とした。 

（添削歌）昨夜（よべ）の雪被ける蔓薔薇花にしみし滴（しづく）氷りて寒風に光（て）る 

  



添削の実例（２０１１年５月）: あけび誌の紹介 
大津留 温 

（原作）枝に刺すみかん喰み来し目白四羽ねらふ鵯来て冬日のどけし 

小鳥はみかんが好きだ。庭の小枝に刺しておくと次々とやって来てつつく。目白が四羽来て啄んでいる

ところに鵯がやって来た。鵯の方が強いので、横取りされるだろう。生存競争のきびしい場面。これを"

冬日のどけし"と結ぶのでは平仄が合わない。ここは冬の日きびしと言うべきところ。 

（添削歌）枝に刺すみかんに寄り来し目白四羽ねらふ鵯来て冬の日きびし 

  

（原作）くれなゐにふっくら点々莟をつけぬ桃の若枝を花入れに活ける 

春らしい明るい歌だが、三句が"莟をつけぬ"と終止形となっている。莟をつけしとすべきところだが字

が余る。文句の順序を替え整理した。活けるは活く（文語の終止形）。 

（添削歌）くれなゐの莟点々とふくらめる桃の若枝を花入れに活く 

  

（原作）見晴かすセントレア空港のぞむれば飛機の発着まぶしくも見ゆ 

見晴かす、のぞむ、見ゆと見るという言葉が三つもある。のぞむればはのぞめば。文句を整理した。 

（添削歌）見晴かすセントレア空港発着の飛機の数々夏日にまぶし 

  

（原作）寒に耐へ出で来し蕾頭下げアネモネの花咲くを待たるる 

いい歌だが、待たるるとは受身のことば。咲くをと来れば待つと主体的に受けることになる。ここは「咲く

を待つなり」とするか、「咲くが待たるる」とするかの何れか。 

（添削歌）寒に耐へ出で来し蕾頭下げアネモネの花咲くが待たるる 

  

（原作）絶景の待ちゐますべし緩らかに山頂めざしひた登りゆく 

このお歌は問題が二つある。「待ちゐますべし」ゐますはいますが正しい。居るの敬語。絶景に敬語を

使うのはどうか。絶景を早く行って見たいの気持と解した。それに対応して"ひた登りゆく"があるわけだ

が、緩らかにはこれにふさわない。心せきとでも言うべき所。 

（添削歌）絶景の待ちてゐるらむ心せき頂上めざしひた登りゆく 

  

（原作）何といふ年ぞも希望にあふれたる異国に命断たれし若人等 

ニュージーランドのクライストチャーチで地震の犠牲になった若者たちを悼む歌。よい歌だが、希望に

あふれたるは若人等に直かに続けないと迫力が落ちる。 

（添削歌）何といふ年ぞも希望にあふれたる若人等異国に命断たれし 

  



（原作）弥生入り雨上りたる畑に立つ小鳥ら鳴きてわれを迎ふる 

三句で「畑に立つ」と切れている。上句と下句のつながりがない。「畑に立てば」と言う所だが、それで

は字余りになる。字句を整理して「立つわれを」として上下をつなげた。 

（添削歌）雨止みし弥生の畑に立つわれを小鳥ら喜び嗚きて迎ふる 

  

（原作）級友に描きためにし絵を贈り絵筆携へ旅立たれしか 

描き溜めた絵を級友に形見分けして旅立ったという。級友にと絵を贈るを直結するがよい。 

（添削歌）描きためし絵を級友に贈り終へ絵筆携へ旅立たれしか 

  

（原作）北穂嶺に再び立つはあらめやと見回らはせど去ね難かりき 

文句を整理。去ぬの変化、去に難しとすべき。 

（添削歌）北穂嶺に再び立つはあらざると四囲を見廻し去に難かりき 

 
 



添削の実例（２０１１年６月）: あけび誌の紹介 
大津留 温 

 （原作）逃げろとぞ叫べる声にはや迫る山動くがに津波の襲ふ 

今月の投稿は東日本大災害を詠んだものが多かった。この歌もその一つ。切羽詰った況を詠む。ただ、

同じことを表わす動詞の迫ると襲ふの二つが重なる。一つを省き整理した。 

（添削歌）逃げろとぞ呼ばへる声にはや迫る山動くがに大き津波の 

  

（原作）今の世に思ひもかけぬ大津波見る間に人も家も流れぬ 

一字の重み。一字の違いで意味も大きく変るし歌の調子も違ってくる。「流れぬ」は「人も家も」を主語と

する自動詞。前半に「今の世に思ひもかけぬ大津波」とあるから、大津波を主語として人も家も流しぬ

と言うべきところ。流しぬは他動詞。この方が迫力がある。 

（添削歌）今の世に思ひもかけぬ大津波見る間に人も家も流しぬ 

  

（原作）外国ゆ数多の援助賜ひしとふ温情深く心に沁みぬ 

諸外国からいろいろな援助を受けた。有難いことであった。ただ新聞やテレビで周知のことを一々「とい

ふ」（とふ）と言う必要はない。調子が落ちる。（ただし、「と言ふ」を入れねばならぬ場合もあることを忘

れないで欲しい。） 

（添削歌）外国ゆ数多の援助を賜ひたる温情深く心に沁みぬ 

  

（原作）震災で友は去り行き連弾ができなくなりぬと孫はさびしげに 

連弾とは一台のピアノを二人で弾くこと。友が去った淋しさを孫が歎くのをうたう。できなくなりぬは冗漫、

できぬで充分。字が余った分を孫はさびしげに言ふを加える。さびしげにだけでも分かるが、言ふを加

えるとより明らかになる。 

（添削歌）震災に友は去り行き連弾ができぬと孫はさびしげに言ふ 

  

（原作）生き物のやうに地球はＭ９のエネルギー震波を魔の如発す 

生き物のやうにと魔の如と地球が巨大な震波を発することの比喩が二つ重なる。一つを省略して字句

を整理した。 

（添削歌）この星は生き物なりやＭ９のエネルギー震波を魔の如発す 

  

（原作）被災地の辛抱強さに教へらる励ます人ら取り乱すと言ふ 

このたびの大災害で、被災された方々が取り乱すことなく整然と避難生活を送っておられる様に外国

からも賞讃の声が聞えてくる。励ます入らが「取り乱す」とは適当でない。「教へらる」を後にもって来て

「励ます人ら」に続けるがよい。 



（添削歌）被災者のじっと耐へゐる辛抱強さ励ます人らも教へらるると 

  

（原作）大津波襲ひし後の爪痕のガレキの山にふるへの止まず 

よい歌だが、襲ひし後の爪痕″の後のが不要。ここは襲ひし爪痕生々しとして一旦切ってガレキの山

にと続けるがよい。 

（添削歌）大津波襲ひし爪痕生々し瓦礫の山に震への止まず 

  

（原作）桜咲く車の渋滞長々としばし待ちをりそろり動きぬ 

桜狩りの渋滞を歌う。字句を整理した。 

（添削歌）桜見る車の渋滞長々ししばし待つうちそろり動きぬ 

  

（原作）娘らが二人かけつけ掃除するひとりは掃除器ひとりは炊事場 

何かと言うと娘さんがかけつけて扶けてくれる。何とも羨しい話。三句の掃除するは扶けくるるとすれば

丁度うまく納まる。 

 



添削の実例（２０１１年７月）: あけび誌の紹介 
大津留 温 

 （原作）春雨に傘かたぶけて仰ぎ見る雨に濡ればふ桜花うるはし 

なかなか情緒のある歌だが、春雨にと言ったからには「雨に」は略してもよくはないか。「濡ればふ花の

さまもまたよし」とした。 

（添削歌）春雨に傘をかたぶけ仰ぎ見る濡ればふ花のさまもまたよし 

  

（原作）うなだれし雨に打たれたチューリップ青空になれば空に向くべし 

うなだれしと雨に打たれは逆にした方がよい。 

（添削歌）雨に打たれ首をたれたるチューリップ晴るればまたも空に向くべし 

  

（原作）車窓にはモミジやナラが彩染めて杉の緑に映ゆる見飽かず 

バスか電車か車窓から見る光景を詠む。「車窓には」と「見飽かず」とを直接結びつけて「車窓に見飽

かず」とする方がよい。 

（添削歌）モミヂ、ナラいろどり染めて杉林の緑に映ゆるを車窓に見飽かず 

  

（原作）あまりにも自然の猛威まへにして瓦礫の処理に苦悩する人 

自然の猛威の前に茫然として手のつけようがないと嘆く人をうたう。あまりにもは猛きにつづくべきとこ

ろ。 

（添削歌）あまりにも猛き自然を前にして瓦礫の処理に苦悩する人 

  

（原作）発症ゆ遣影を抱き外つ国へ君が歌集に無常の極む 

墨林衞さんの亡き奥様を悼む歌集「医学のために」の感想を詠んだもの。一巻の歌集を一首で感想を

述べるのは中々むつかしい。奥様の病状がにわかに進みご夫君やご家族の析りもむなしくなったと歌

集の中心となるところを捉えてまとめるのがよい。 

（添削歌）発症ゆ入院手術と進行の疾くて皆の析りむなしく 

私なりに添削を加えたが、果して作者の意図に沿うものとなったかどうか。添削者の意図があまり全面

的に出ると原作者の歌ではなく添削者の歌となる。 

  

（原作）はらはらと散る花びらの下に佇ち双手に受けて夢心地なる 

美しい光景を詠んでいるが、「はらはらと散る花びら」と「下に佇ち」と「双手に受け」の関係がやや明確

さを欠く。散る花びらは双手に受けるに直（じか）にかける方がよくないか。 

（添削歌）はらはらと散る花びらを手に受けて桜の下に夢心地なる 



  

（原作）遅き春小さき桑の葉繭の箱に孵りたる毛蚕おほかに動かず 

ご自分で蚕を飼ってそれを卵から孵して楽しんでいる作者。もう孵った頃と桑の葉を摘んで来て箱を開

けて見た。かえったばかりの毛蚕（けご）はゴマつぶほどでまだ動かないという。「遅い春」は省略して

字句を整理した。 

（添削歌）桑の葉を刻み与ふるも箱の毛蚕（けご）孵りしばかりにいまだ動かず 

  

（原作）風渡る夜の星空眺む温泉（ゆ）に明かりに照らさる山桜（さくら）美はし 

温泉の露天風呂につかりながらゆったりと夜空を眺めている光景。「風渡る」はこの場合必ずしもなくと

もよい。字句を整理した。 

（添削歌）温泉につかり星空見上ぐれば明かりに映ゆる山桜美（は）し 

  

（原作）お孫より声かけられし成長のあと一年で就職致す 

「お孫｝は男の孫のことであろう。久しぶりに見る孫は成長いちじるしく来年はもう就職という。頼もしく嬉

しいお祖母さんの気持。 

（添削歌）訪ね来し男孫の成長しるくして来年ははや就職すといふ 

  

 



添削の実例（２０１１年８月）: あけび誌の紹介 
大津留 温 

 （原作）役場から放送のあり猿いれば食物やるな近寄る禁ずと 

野生の猿が出たと緊急放送。面白い内容の歌。このような場合は、放送の内容をそのまま口語体で詠

む方が迫力がある。「役場から放送のあり」と云うような散文的な詠み出しは面白味を欠く。 

（添削歌）猿が出た食べ物やるな近よるな市役所からの緊急放送 

  

（原作）家族みなモーターボートで湖面ゆく聳ゆる富士の急に近づく 

ご家族で河口湖に遊ばれた折のもの。富士に向かってボートを走らせると、聳え立つ富士が急に近づ

いて来ると云う実感を詠む。よい歌だが、富士に「真向かひ」と云う言葉が欲しい。この際は「家族みな」

は必ずしも必要ではない。これを省いて「真向かひ」を入れた。 

（添削歌）真向かひてモーター湖面をすべりゆけば聳える富士が嶺急に近づく 

  

（原作）池の辺に樒（しきび）の黄色ひそと咲き竜蓋（りゅうがい）池を守りゐるかに 

飛鳥の岡寺を訪ねての詠。岡寺の正式の名称は竜蓋寺と云うらしい。その竜蓋地の周辺に樒（しきび）

（しきみとも云う）の黄色の花が池を守るように咲いていたと詠う。いい歌だが、池を「守りゐるかに」に

しては「ひそと咲き」では平仄が合わぬではないか。「群れ咲く」か「咲き乱れたり」とか詠むべきところ。 

（添削歌）池の辺に樒の黄の花群れ咲きて竜蓋池を守りゐるかに 

  

（原作）迷ひこみ居間を飛びをるつばくろの真近に見ゆる大き翼の 

居間に突然つばめが飛び込んで来た。驚くと共に間近に見るつばめの翼の大きさに感入っている。よ

い歌だが、問題は真近に見ゆるがよいか「見たり」がよいか。見ゆるは客観的表現、見たりは主体的表

現。驚いて見ているさまを表現するなら「見たり」の方がよい。 

（添削歌）迷ひ来て居間飛び廻るつばくろの大き翼を間近かに見たり 

  

（原作）時を経しやうやう白に変りゆく山ぼうし咲く花の愛しさ 

「変りゆく山ぼうしの花」で十分。「咲く」 は不要。字数の関係で入ったかと思われるが、調子を崩して

いる。「四弁の」を入れた。 

（添削歌）時を経てやうやう白に変りゆく山ぼうしの四弁の花の愛しさ 

  

（原作）子規の墓所吟行の友交々に墓石に掛くる水のしたたり 

子規庵と大竜寺に吟行した折のもの。子規の墓所と云ったからには墓石がいささか重複の感。これを

一つにして見た。 

（添削歌）吟行の友ら交々子規大人のみ墓に掛くる水のしたたり 



  

（原作）豆莢の膨らみ確かめ幼きを偲び鳴らせる草笛の音 

豆莢で草笛を作ったとはなつかしい。よい歌だが「豆莢の膨らみ確かめ」と鳴らすを直接つなぎたい。

「幼き偲び」はあとか前にもってくるがよい。 

（添削歌）豆莢の膨らみ確かめ鳴らしたる草笛なつかし幼日思ふ 

  

（原作）さ緑の若葉さ揺らぐ桜木のあはひに紅き実のここだ生る 

よい歌だが、若葉のあはひに紅き実が生っているのであって、桜木のあはひではない。よって「桜木」

を上にもって行き、若葉さ揺らげるあはひにとした。 

（添削歌）桜木の緑の若葉さ揺らげるあはひにここだ紅き実の生る 

  

 



添削の実 （２０１１年９月）: あけび誌の紹介 
大津留 温 

（原作）針を手にボタン取付孫の服風鈴の音に舟こぐ妻は 

ユーモアのある面白い歌だが、ボタン取付、孫の服、とポツンポツンと切れてリズム感に乏しい。よって

順序を入れ替え関連性を持たせた。これでいくらか滑らかになったか。 

（添削歌）孫の服にボタン付くると針を手に風鈴の音に舟をこぐ妻 

 

（原作）笹ゆりの反りし花弁さながらにトランペットの音（ね）聴かすがに 

さながらにと聴かすがにと比喩が二つあるが一つで充分。一つにして字句を整理した。 

（添削歌）トランペットさながらに反る笹百合の花弁聴かせよ美しき音色を 

 

（原作）笹百合はいまだ咲かずも山法師溢れ極まる白き花びら 

「いまだ咲かずも」がよくない。字が余るから字数をつづめて咲かずもとしたらしいが、いまだをまだとし

て咲かざるにとした、これならおさまりがよい。 

（添削歌）笹百合はまだ咲かざるに山法師溢れ咲きたり白き花びら 

 

（原作）友逝きて三年汝が植ゑし白百合の今年も咲きて呼ぶがに匂ふ 

よい歌だが、第二句が字余りとなって調子が出ない。咲きてと匂ふがやや重複するので、その一つを

略して滑らかにした。「呼ぶがに匂ふ」は「咲きて呼ぶがに」でもよい。 

（添削歌）友逝きて早も三年汝が植ゑし白百合今年も呼ぶがに匂ふ 

 

（原作）野も山も変らざるのに兄ははや故郷の地に別れを告げぬ 

亡くなられた兄君を悼む歌。変らざるのにがマズイ。「いつに変らぬふるさとに」とした。 

（添削歌）野も山もいつに変はらぬふるさとに兄は別れをはや告げましぬ 

 

（原作）老鶯は又も五月雨降りくるもめげず鳴きゐる木々を渡りて 

老鶯はめげず鳴きゐるに直接つづけるべきところ。この両者の間に「又も五月雨降りくるも」が入って来

たので調子が出ない。 

（添削歌）五月雨のまた降り来るを老鶯はめげず鳴きゐる木々を渡りて 

 

（原作）さみだれの細き雨足玻璃越しに夜は雨音一人静かに 



落ちついたよい歌だが、雨足と雨音何とか一つに出来ないか。一人静かに「聞く」という言葉が欲しい。 

（添削歌）さみだれの細き雨音玻璃越しに一人静かに聞かむ今宵は 

 

（原作）木々の間に色あざやかな百合あまた木もれ陽あたりて眩しく咲ける 

とり立てて欠点があるわけではないが、にやなの助詞の使い方によって歌の調子が違ってくる。木々

の間にを木々の間をと、あざやかなをあざやかにとした。それだけでかなり調子がよくなったと思う。 

（添削歌）木々の間を色あざやかに百合あまた木もれ陽あびてげにも眩しげ 

 

（原作）のびる蔓目をこらし見れば西瓜の実豆つぶなれど胸をどりくる 

「胸をどりくる」は期待して待つよろこびを示す。このような主観語はできるだけ少なく、具体の事実でそ

の気持を表わすのがよい。 

（添削歌）日々のびる西瓜の蔓をこらし見れば豆つぶほどの実はやもつけたる 

 

（原作）いつせいに田植え終りぬ広びろと稲穂ゆらぎつ涼しげにして 

田植え（旧仮名はゑ）が終わったばかりだからゆらぐのは稲穂よりは早苗の方がよくはないか。 

  



添削の実例（２０１１年１０月）: あけび誌の紹介 
大津留 温 

（原作）孟蘭盆の近づきたらば店頭に鬼灯バケツにい並びにけり 

旧暦の七月十三～五日頃死者の魂を迎えて供養するお盆の慣わし。近づきたらばは仮定の表現「近

づいたならば」の意。ここは近づいたので「近づきたれば」でなければならぬ。 

（添削歌）孟蘭盆の近づきたれば店頭に鬼灯バケツにい並びてあり 

 

（原作）夕つ日に一際映えし凌霄花オレンジ耀ひ木を咲きのぼる 

のうぜんかずらは付着根によって他物に附着しながらよじ上ってゆく。夏に橙色の花をさかす。この一

首はよく情景をとらえているが、一際映えしとオレンジ耀ひがややダブっているのが惜しい。これを整理

した。 

（添削歌）夕つ日に橙色一際耀はせ凌霄花は咲きのぼりゆく 

  

（原作）この年は梅雨入り早し肌寒く冬物まとひ手編みの日々なり 

今年の夏は猛暑続きであったが、春はいつまでも寒かった。よい歌だが、二句で切らずに「梅雨入り早

く肌寒し」と三句で切った方が落着きがよい。 

（添削歌）この年は梅雨入り早く肌寒し冬物まとひ手編みする日々 

 

（原作）心地よく尾瀬の曙ほととぎすをちこちに聞き散歩の準備 

尾瀬の朝明けほととぎすの鳴き声があちこちに聞こえる。さあ散歩に出かけようと心のはずむのを歌う

よい歌だが、コトバがポツポツと切れてリズムに乏しい。言葉を関連づけて調子をととのえた。 

（添削歌）をちこちゆほととぎすの声聞こえ来て散歩に出かけむ尾瀬の朝明け 

 

（原作）川沿ひの観光地にはあまた人フォークランド紛争の軍艦横つけ 

アルゼンチンを旅行しての詠草。珍しい外国の光景に、あれもこれも詠みたいとの気持で、ついつい説

明になったり、言葉足らずで第三者には理解しがたい歌になることが多い。この一首もその感を免れな

い。フォークランド諸島は大西洋の南、アルゼンチンの沖に浮かぶ島々、何年か前に英国と領土権を

めぐって紛争となった。このままでは謳わんとする焦点がはっきりしない。何か一点にしぼって詠むべき

であろう。 

 

（原作）きらきらと揺れ光り居る街の灯は別世界かと思はするなり 

高い所から街の夜景に感嘆しながら見入っている歌だが、別世界かと思はするなりでは物足らぬ「旅

情を誘ふ」を入れて見た。 

（添削歌）きらきらと揺れ光りをる街の灯は別世界なし旅情を誘ふ 



 

（原作）日々の暮し過不足とは非ずとも強き絆の子や孫と居し 

日常の生活にとり立てて不足はないが、強いきずなで結ばれている子や孫と一緒に暮らしていて何よ

りも心強いという歌意。大へん心強いお気持ちであるが、言葉づかいに多少問題がある。「過不足とは

非ずとも」は「不足はなしとは言はざるも」ぐらいが良くはないか。強い絆の子や孫と居しも居るがよい。 

（添削歌）日々の暮しに不足はなしとは言はざるも強き絆の子や孫と居る 

 

（原作）その昔女工哀史の物語岡谷の町は往時忍ばる 

長野地方は昔から養蚕が盛んで製糸業も栄えた。ここに働く女工たちが低賃金で苛酷な労働を強いら

れたのみならず生活面でも人権を無視するようなことがあった。女工の哀れさを綴った物語りも出て世

の同情を買った。岡谷の町は往時忍ばるではなく、ここは岡谷の町に往時を偲ぶとする方がよい。 

  



添削の実例（2011 年 11 月）: あけび誌の紹介 
大津留 温 

（原作）い残暑のきびしき日なかも朝タの爽やか風に心は和む 

第一句の「い残暑」のいは接頭語のつもりで使ったものと思われるが、接頭語のいは動詞にはつくが、

名詞にはつかない。意味を強調し言葉をととのえるに用いられる接頭語はいろいろあって、動詞につく

もの、名詞につくもの、形容詞につくもの等がある。さ はさ牡鹿、さ夜、さ庭など名詞にもつくが、さ迷う、

さ躍るなど動詞にもつく。かはか黒い、か細い、か弱いなど形容詞につく。みはみ空、み社など名詞に

つく。いはいゆく、い並ぶ、い向かうなど。いをとって字句を整えた。 

（添削歌）残暑なほきびしき日なかも朝夕は風爽やかに心和ます 

 

（原作）瑠璃の空漂ふごとく流れゆく鰯雲やさし遠ざかりゆく 

夏から秋へ移りゆく空の模様を詠んだものだが、流れゆくと遠ざかりゆくがダブった感じ。言葉を替えて

見た。 

（添削歌）瑠璃の空漂ふごとく鰯雲流れゆくなり夏ゆかむとす 

 

（原作）声枯らし吾息は帰省し勤務地仙台での激務を語る 

仙台勤務のご子息が今度の大震災で救援に復旧に大活躍をされた様子を、帰省して声を枯らして物

語ったという内容で、大ヘんご苦労なされたことはよく分るが、声枯らしは激務を語るにつづけないと調

子が出ない。 

（添削歌）帰省せし吾息は勤務地仙台での激務のさまを声枯らし語る 

 

（原作）六十年に六年を余す今もかも今年も暑き終戦記念日 

六十六年前の終戦の日を回顧しての歌だが、「今もかも」と「今年も」とが重複している。私も九州の孤

島で終戦を迎えたが、猛烈に暑かったことと蝉の声が喧しかったことが強く記憶に残っている。 

（添削歌）六十年まり六年を数ふる今日の日も暑しも暑し終戦記念日 

 

（原作）熱戦の続く甲子園見つつ思ふ永久の平和を祈る八月 

意味はよく分かるが、見つつ思ふと平和を祈るとの関係がやや明瞭さを欠く。 

（添削歌）熱戦の続く甲子園見つつ思ふこの平穏の永久（とは）に続けよ 

 

（原作）午後三時昼寝の友に扇風機蝉も鳴かずに猛暑続く日 

状況はわかるが、「扇風機」と名詞で切れて、つなぐ言葉がない。これではリズムが出ない。「午後三時」

を省いて扇風機をかけやるとの言葉を入れた。 

（添削歌）昼寝する友に扇風機をかけやりぬ蝉も鳴かずに猛暑続く日 



 

（原作）早朝の散歩の友に会うたびに交すあいさつ熱中症を 

昨今の暑さに熱中症にたおれる人が続出している。散歩で会う友人に「熱中症に注意を」 と声をかけ

合うという内容。「熱中症を」だけでは不十分。”注意を”という言葉が要る。 

（添削歌）会ふたびに熱中症に注意をとあいさつ交す朝の散歩に 

 

（原作）秋彼岸問近になるもきびしき暑さガラス戸越しの日は盛夏 

お彼岸が近づいても暑さはなおきびしい。ガラス窓を通す日差しは盛夏そのものと詠む。 

（添削歌）秋彼岸近づくも暑さなほきびしガラス戸越しの日差しは盛夏 

 

（原作）早起きし土手の草刈りさらさらとあっといふ間に刈り終はれりと 

終はれりととなぜとが要るのか。刈り終りたりでよいのではないか。 



添削の実例（２０１１年１２月）: あけび誌の紹介 
大津留 温 

（原作）庭花の彩り花を手折りたる彼岸の墓の供花にささげり 

詠まんとする趣旨はよく分かるが、「庭花の彩り花」という言葉もよく熟（こな）れていないし、最後のささ

げりのりという助動詞は四段活用の動詞にはつくが、上二段、下二段活用の動詞にはつかない。たり

かぬかつで結ぶべきところ。むしろここは、ささげむと意志の表明にする方がよくはないか。 

（添削歌）さ庭辺を彩る花を手折り来て彼岸の墓の供花にささげむ 

  

（原作）引揚の列車が走る内地へと大地を登る月の大きさ 

終戦時大へんご苦労なされて大陸から引揚げて来られたご様子。いつまでも忘れ得ない思い出。お気

持はよく出ているが、上句と下句の関連がやや明確さを欠く。「内地ヘ」を前に出して走りゆく大地とし

た。 

（添削歌）内地へと引揚列車が走りゆく大地を登る大き月影 

  

（原作）羽ばたくと土佐の田舎より夢描く三菱創立岩崎彌太郎 

幕末維新の際、土佐出身の後藤象次郎と組んで政府の事業を次々と引受け今日の三菱を築き上げた

実業家彌太郎。今年のあけび大会後の吟行にも上野の不忍池に近い岩崎邸も見学の対象となった。

歌の趣旨はよく分かるが、言葉の順序を替えより明確にした。 

（添削歌）夢抱き土佐の田舎ゆ羽ばたける三菱創始者岩崎彌太郎 

  

（原作）ぬか漬の茄子のるり色あせぬ間に朝餉に出だす冴えし秋色 

食欲をそそる茄子のぬか漬、聞いただけでうまそうな歌だが、最後の冴えし秋色が上句の茄子のるり

色とダブル感じ。ここは色を避けて「秋のたのしみ」とでもする方がよい。 

（添削歌）ぬか漬の茄子のるり色あせぬ間に朝餉に出だす秋のたのしみ 

  

（原作）焼芋の匂ひ立たせる焚火後幼き頃の手で刈りし稲藁 

子供の頃に手で刈った稲の藁でよく焼芋を焼いて食べたという思い出。歌意はよく分かるが、上句と下

句のつながりが明確さを欠く。 

（添削歌）焼芋の匂ひただよふ稲藁の焚火なつかし幼き頃の 

  

（原作）暮れなづむ川辺に遊ぶ白鷺に話しかけるか老いの夕暮れ 

夕方の暮れかかった川辺に遊ぶ白鷺に話しかける老人。老いのわびしさをうたうよい歌だが、老いの

夕暮れが先に暮れなづむがあるからダブった感じ。「一人居の老」とした。 

（添削歌）暮れなづむ川辺に遊ぶ白鷺に話しかくるか一人居の老 



  

（原作）三人娘（ご）話しはずみし何時までも時経（た）つ忘れ帰る時間に 

娘さんを訪ねてつい話がはずみ気がつけばもう帰るバスの時間だ。よくある風景。歌の流れがやや流

暢さを欠く。字句を整理した。 

（添削歌）三人娘（みたりご）と話はづみて時忘れ気付けば早も帰宅の時間 

  

（原作）吾娘どちと金魚抄ひし祭り魚今だ元気に大きくなりて 

祭り魚と云うのもこなれない言葉。今だは未だでなければならぬ。この間違いが多い。 

（添削歌）吾娘たちと祭りに抄ひし金魚たち大きくなりて未だ元気に 

  

（原作）向日葵の炎暑の中を燃えし夏秋めく庭にうなかぶり立つ 

字句をととのえた。うなかぶすでなければ。 

（添削歌）この夏の炎暑に燃えし向日葵の秋めく庭にうなかぶし立つ 
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