
添削の実例（２０１２年１月）: あけび誌の紹介 
  大津留 温 

（原作）友に聞くお変り無いかたずねれば腰の不調で通院してる 

友人にお変りないですかと尋ねたところ、腰の具合が悪く病院通いをしているとの答え。「腰の不調で

通院してる」との返事をそのまま歌にするのはよいが話し言葉（口語体）であることを明らかにするため

「」（カッコ）で括るがよい。なお友に聞くとたずねればがダブる。 

（添削歌）友に会ひお変り無きやとたづぬれば「腰の不調で通院してる」 

  

（原作）旅客機で雲に突き出づふじ山の頂眺め心鎮もる 

意昧ははっきりしているが、言葉使いを多少直して見た。では適当でない。出づは出づる。 

（添削歌）雲を突き聳ゆる富士の頂きを機窓に見つつ心鎮もる 

  

（原作）一面のコスモスの花揺れ止まず風に織り成す彩ひの波立つ 

良い光景だが、花揺れ止まずと彩ひの波立つとはいささかダブった感じ。そこを直した。 

（添削歌）一面のコスモスの花揺れ止まず風の織りなす彩ひの波紋 

  

（原作）思はずも手をとり合ひて歩み寄るかの青春は眼裏にあり 

学友との面会を喜ぶ歌。「思はずも」がここではいささか浮いている。これを省いた。 

（添削歌）歩み寄り手をとり合へば蘇るかの懐かしき青春の日々 

  

（原作）柿の実の赤く熟れたる枝に止まり椋鳥群れて熟れし実突く 

「熟れたる」と「熟れし実」を重ねて言う必要はない。何れかを省略できる。 

（添削歌）たわわにも実の生る柿の枝に止まり椋鳥群れて熟れしをつつく 

  

（原作）秋の午後開演待ちつつ森ビルの谷間に憩ひ刻の流るる 

音楽会に出かけたが、開演に多少間があるので、ビルの間で休憩しながら時の来るのを待っていると

の歌意。締め括りとして「刻の流るる」はこの場合相応しくない。「空を眺むる」とか「人の流れを眺む」ぐ

らいか。 

（添削歌）秋の午後開演待つ間を森ビルの谷間に人の流れを眺む 

  

（原作）旅包の茶菓に浮かびぬ公達のいまわの際の歌思ひ出づ 



旅包は旅のみやげの包みであろうか。それなら旅苞とするのも一法。浮かびぬと言えば思ひ出づは不

要。 

（添削歌）旅苞の茶菓に浮かびぬ公達のいまはの際の歌の調べの 

  

（原作）手入れせぬ庭に今年も咲きくるる秋の訪れ告ぐほととぎす 

手入れを怠っていた庭だが今年もほととぎすが秋が来たよと告げるかに咲いてくれたよとの歌意。よい

歌だが、字句を多少整理した。 

（添削歌）手入れせぬ庭に今年も爽秋の訪れ告げて咲くほととぎす 

告ぐほととぎすは告ぐるほととぎすでなければならぬ。字余りになるのを避けようとして告ぐとしたのか。

字余りよりも文法上の誤用は避けねばならぬ。 

  

（原作）展示さる新築の家に人声の明るき窓に心遊べり 

展示さるはさるるでなければならぬ。心遊べりは心遊ばすの方がよい。 

（添削歌）展示さるる新築の家の人声の明るき窓に心遊ばす 

  

（原作）冬迎ふ樹木の悲鳴きこゆごと煌めきわたる沈みゆく秋 

沈みゆく秋と煌めきわたるとが均り合わぬ憾み。ここは「北風寒き」ぐらいか。 

  



添削の実例（２０１２年２月）: あけび誌の紹介 
大津留 温 

（原作）晩秋の雑木林に笹鳴ける声のひびかひ空澄みきりて 

「笹鳴く」とはまだ成鳥になっていない幼鳥が小さな声でチチと鳴く声をいう。ひびかうとは大きな声の

場合に言う。二つの言葉が平仄（ひょうそくーつじつま）が合わない。よって笹鳴きの声のひそけしとし

た。なお光雄先生のひびかふを使った次の歌「立ち泳ぐ鴨の水うつ羽根の音しづけき池の上にひびか

ふ」がある。 

（添削歌）晩秋の雑木林に笹鳴きの声のひそけし澄む空のもと 

  

（原作）山頂ゆ風降り沼に細波を映りし山々たちまち崩さる 

いい情景の歌だが、細波をには立てると云う言葉が要る。それを入れるためにどこか字句を整理する

必要がある。 

（添削歌）吹き下ろす風に立つ波たちまちに沼に映れる山影崩す 

  

（原作）山並みの稜線浮き来ぬ夕焼けにそも何時しらに闇に消えゆく 

そも何時しらにのそもが浮いている。これを省いて字句を整理した。 

（添削歌）夕焼けに浮き出でし山の稜線もいつしか闇に消えてゆきたり 

  

（原作）子供らは木枯らしの中を走り行く遲れなばよしと見送り祈る 

子供らが走って行くのを学校に遲れないで欲しいとい祈る意の歌だが、遲れなばには遅れないでとい

う否定の意味はない。むしろ遲れたらよいと読める。はっきり否定の意味を出すべきである。 

（添削歌）子供らは木枯らしの中を走り行く遲刻するなと祈り見送る 

  

（原作）秋の野は立冬なるも陽は高し汗ばみつつも公園巡る 

もが二つもあっていずれも使い方がよくない。もの使い方は要心しないと理屈っぽく聞える。「理屈を排

す」という歌を詠む基本に添わぬ。 

（添削歌）立冬といふに秋の陽なほ高し汗ばみにつつ公園巡る 

  

（原作）雨上り山峡白く立ち上り耳納の山並霧の中なり 

作意はよく分かるが、「霧」の位置が適当でないので歌全体のまとまりがよくない。霧を白く立ち昇るの

主語としなければならぬ。 

（添削歌）雨後の霧山峡白く立ち込めて耳納の山並かすみて見えず 

  



（原作）師走に入る妻を誘ふ霊園の冬の日柔し亡父の命日 

歌意は分かるが、言葉がポツポツと切れて、つながりがない。三句と四句がつながっている以外は、師

走に入る、妻を誘ふ、父の命日とそれぞれつながりがなく、リズム感がない。よってこれらをつなげて見

た。 

（添削歌）冬の陽の柔き一日を妻を誘ひ霊園に詣づ亡父の命日 

  

（原作）山茶花のあまたに紅（あけ）の花咲きぬ冬枯れすすむ庭面に優し 

歌わんとする趣旨はよく分かる。字句を整理してより分かり易くした。 

（添削歌）山茶花の紅花あまた咲き出でぬ冬枯れすすむ庭に優しく 

  

（原作）寒々し蛇崩れ道をあでやかに皇帝ダリアの並び咲きたり 

第一句は原歌のままだと、「寒々し」と切れている。作者の意図は「蛇崩れ道」にかからせるものと思わ

れるが、「寒々しき」では字余りになるの、寒々しとしたものであろう。五・七・五・七・七は尊重すべきだ

が、そのために必要な字を省略するのは本末転倒と云うべきである。 

第一句を「寒々しき」と添削した。 

  



添削の実例（２０１２年３月）: あけび誌の紹介 
  大津留 温 

（原作）霧深きあしたの空に飛ぶ百舌の声高らかに姿見えねど 

朝の川原に立って目に入った情景をうたった佳い作だが、「空に飛ぶ百舌」は「空を飛ぶ」とすべきとこ

ろ。一字の違いで歌全体が締ってくる。また、四句の「声高らかに」が浮いている。ここは「声の高らか」

と一旦切るべきである。 

（添削歌）霧深きあしたの空を飛ぶ百舌の声の高らか姿は見せず 

  

（原作）風に乗りもみぢ葉一片舞ひ込みてエレベーターの小さきに和む 

一寸とした光景に詩情を感じた佳吟。ただ締めくくりの「小さきに和む」とまで言わない方がよい。「小さ

き相客」とした。この方が余情がある。 

（添削歌）風に乗りもみぢ葉一片舞ひ込みぬエレベーターの小さき相客 

  

（原作）紅もみぢ懸かる山門古色帶び静もる古刹に晋作の像立つ 

山口の古いお寺を訪ね高杉晋作の像に出会ったことを詠んだ歌だが、山門に言葉をかけ過ぎて焦点

がややぼやけている。山門にかける言葉を簡略にして全体の調和をとった。 

（添削歌）古色帶び静もる山門入りゆけば古刹の庭に晋作像立つ 

  

（原作）華やぎを終へて散りしく「狸々の楓」の紅葉掃き寄するは惜し 

散ってもなお真紅の色を残すかえでの落葉を無造作に掃き寄せるのは惜しいと詠む。同感だが、華や

ぎを終へてと言ったのでは惜しい気が出てこない。華やぎを残し散りしくと言うべきところ。 

（添削歌）華やぎをなほも残して散りしける「狸々楓」を掃き寄するは惜し 

  

（原作）寒晴れて空に咲き澄む一輪の凛とし咲ける白梅の花 

よい歌だが、咲き澄むと凛とし咲けるがダブった感じ。そこを整理した。 

（添削歌）寒晴れの空に一輪凛として咲き澄むかなや白梅の花 

  

（原作）雪椿見つつ思へり東北に今年は幸の多かれと祈ぐ 

この歌も、見つつ思へりと幸の多かれと祈ぐが重複した感じ。調和を図った。 

（添削歌）雪椿見つつ祈りぬ今年こそ東北の人らに幸の多かれと 

  

（原作）赤レンガの渋き輝き百年の歴史刻みて一つ一つに 



よい歌だが、切れ目がなくて締らない。「渋く輝けり」とするか、「歴史刻みぬ」とするか。いずれか終止

形が要る。 

（添削歌）赤レンガの渋き輝き百年の歴史刻みぬ一つ一つに 

  

（原作）澄みわたる夜空仰ぎて妹の姿や声のいづこにや探しぬ 

亡き妹さんを追慕して夜空にその姿や声を探すというしみじみとした詠。「いづこにや探しぬ」がいささ

かぎこちない。「夜空仰ぎて妹の姿を声を探す今宵も」とした。なお名詞を並べる際に○○や○○をと

言う言い方は避けたい。○○を○○をと言うべきである。 

（添削歌）澄みわたる夜空仰ぎて妹の姿を声を探す今宵も 

  

（原作）氏神の小さきやしろの元朝にかしは手を打つこころ清しく 

「やしろの元朝に」という詠み方に難がある。元朝をみやしろにとすべきであろう。 

（添削歌）年明けを産土神のみ社にかしは手を拍つこころ清しく 

  



添削の実例（２０１２年４月）: あけび誌の紹介 
大津留 温 

（原作）すこやかに眠る桜のずっしりと吾が腕の中成長を覚ゆ 

お孫さんを抱いてずっしりと重くなったと成長を喜ぶおばあさんの歌。様子はよく分かるが、ずっしりとと

言えば重しが要る。重しを加え、字句を整理した。 

（添削歌）すこやかに吾が腕に眠る孫桜ずしりと重し成長のあと 

  

（原作）長崎のなだり埋めて煌めける幾千万のひかり放ちつ 

長崎の夜景を楽しんだ歌。情景もよく分かるが、煌めける とひかり放ちつ がややダブった感じ。ダブっ

たからと言って全て不要とは限らない。意味（情況）を強調するためわざとダブらせる場合もある。ひか

りの 競演とした。 

（添削歌）長崎のなだり埋めて煌めける幾千万のひかりの競演 

  

（原作）独楽の紐思ひきり引き手の掌に独楽廻す児の瞳輝く 

独楽廻すとあるから独楽の（紐）は不要。てのひら は手の平 か掌（一字）。 

（添削歌）思ひきり紐を引っ張り手の平に独楽廻す児の瞳輝く 

  

（原作）城山に登り真向かふ桜島ひと筋白き煙立つ見ゆ 

鹿児島を訪ね、城山から桜島を見た光景。よく分かるが、「煙立つ見ゆ」とまで言う必要があるか。「噴

煙の立つ」と言えば見えるに決っている。不要の言葉に映る。 

（添削歌）城山に登り真向かふ桜島にひと筋白く噴煙の立つ 

  

（原作）降り積もる花満開か見間違ふ雪をまとひし桜並木が 

意味はよく判かるが、言葉の序列がよくない。「降り積もる」は雪に続けなければならぬ。 

（添削歌）満開の花かと紛ふ並木路の桜の枝に積もる初雪 

  

（原作）孫の顔一人たりとも見ず逝きし母の顕ち来る雛のまつりに 

意味はよく判かる歌だが、「たりとも」はやや力みすぎ。「見ず逝きし」がやや窮屈。ここを均した。 

（添削歌）孫の顔一人も見ずに逝きましし母の顕ち来る雛のまつりに 

  

（原作）師崎の灯台ともり始めたり九つ光り一つ間を置き 

情景をよく捉えたよい歌。「九つ光り」と「一つ間を置き」を入れ替えた方がよくはないか。 



（添削歌）師崎の灯台ともり始めたり一つ間を置き九つ光る 

  

（原作）降る雪もとどめ置かずに臘梅は冬ざれの庭主役はかをる 

情景は想像できるが、臘梅は、主役はと主語が重なるのが難点。「庭の主役と」とした。 

（添削歌）降る雪をとどめも置かず臘梅は冬ざれの庭の主役とかをる 

  

（原作）覆ひたる屋根も野原もきらめきつ朝の雪の須臾に消え行く 

きらめきつのつは終止形。きらめいているの意。作者はきらめきつつのつもりで使ったかも知れぬが、

つつの意味は持たない。温暖な九州地方では雪は降っても長くは積らず、早々に消えて行くのであろう。 

（添削歌）真白に屋根も野原も覆ひたる朝（あした）の雪の須臾に消え行く 

  

（原作）目覚むれば音なく降りて昨夜（きぞ）の雪見放くる視野の雪化粧かな 

字句を整理して状況をより明らかにした。 

（添削歌）目覚むれば音なく降りし昨夜の雪見放くる限り雪化粧かな 

  



添削の実例（２０１２年５月）: あけび誌の紹介 
大津留 温 

（原作）古来より土地の歴史を教へたる住む適はざる地名な変へそ  

地名には古来の歴史が刻まれている。こたびの震災で壊滅的被害を受け、住むに適さなく なっても地

名だけは変えないで欲しいと、復興事業に携わった詠者の願い。趣旨はよく分 かるが、歌の前半に言

葉を使いすぎて、肝腎 の後半がいささか言葉足らずになっている。 また「地名な変へそ」と動詞の連

用形をな とそで挟んで否定の意味を示しているが、ここ はハッキリ変えるなと云うべきではないか。  

（添削歌）土地の歴史刻める地名住み難くなるともその名変へずありなむ  

  

（原作）母逝きし年とはなりぬ雪降るに夫と茶を飲み痛さを越ゆる  

歌の焦点がどこにあるのかつかみ難い。作者は、足を捻挫して激痛になやんでおられらしい。この歌

は二つに分けて、一つは脚の痛みに耐えつつ母の年を越えようとしている。 他の一つは、母を偲びつ

つ夫と茶をたしなむというもの、としたらよく分かる。  

（添削歌その一）挫きたる脚の痛みに耐へにつつ母の寿命を超えむとぞする  

（添削歌その二）母逝きし年とはなりぬ夫と茶を汲みつつ偲ぶ窓の外は雪  

  

（原作）吹く風の南風（みな み）なれども冴返る指呼に弥生を臨む朝に  

意味は分かるが、「指呼に」は指さして呼べば届くほどの近い距離の意。距離には使うが時間には使

わない。  

（添削歌）吹く風は南風（みなみ）なれども冴返る弥生間近き この夕べかも  

  

（原作）見はるかす春陽耀い身もかろく病室着けば夫点滴の  

歌の意味は分かるが、最後の「夫点滴の」では尻切れトンボの感。点滴受けおりとか点滴のさ中とかの

言葉が要る。見はるかすは必ずしも要らない。これを省いて後半にあてた。  

（添削歌）春陽浴び身もかろがろと病室に着けば夫はや点滴のさ中  

  

（原作）熊笹の雪のなだりのそこここに緑の傘をすぼめ茂れり  

熊笹のは緑の傘にじかにつづけなければならぬ。「雪のなだりの…」が間に入ったために調子（リズム） 

を損っている。  

（添削歌）淡雪のなだるるあたり熊笹は緑の傘をすぼめ茂れり  

  

（原作）春の使者河口に仕掛けた梁（やな）に入るシラウオ漁のしゅ漁始まる  

この歌も前の作と同様に「春の使者」はシラウオに直接に続けなければリズムを崩す。  



（添削歌）春の使者シラウオ漁（と）ると河口に梁を仕掛くる漁の始まる  

  

（原作）冬の庭彩り乏しき庭隅に赤き山茶花可愛く咲くも  

冬の庭と彩り乏しき庭隅をうまく続けられな いか。庭の字が重なるが、同じ字が二度出るのがいけな

いのではなくその字が欠くべからざる存在として機能しているかどうかの問題。 

（添削歌）彩りの乏しき冬の庭隅に赤き山茶花可憐に咲くも  

  

（原作）如月に春日ありては雪になり春の往来待ち兼ねる春  

三寒四温春よ早く来いと待ち兼ねる気持。何人も抱く気持。字句を整理した。  

（添削歌）如月に温き日もあり雪も降る往つたり来たり待ち兼ぬる春  

  

（原作）ゆらゆらと黄色き傘の列は行く春の雨降る川ぞいをゆく  

行くを強調するために二度使うことはあるが、ここは「春の雨降る小川にそいて」としては。  

  



添削の実例（２０１２年６月）: あけび誌の紹介 
  大津留 温 

（原作）梅花賞で土筆も摘みて野に遊び春を満喫娘らに礼すも 

歌の意味は瞭らかだが、最後の「礼（いや）すも」がふさわしいかどうか。野遊びに連れて行って呉れた

娘さんたちに「感謝する」の意味だが「礼（いや）す」は礼拝する、おじぎをするという意味で、感謝すると

いう意味にはそぐわない。ここは「謝するも」とすべきところ。 

（添削歌）梅を賞で土筆も摘みて野に遊び春を満喫す娘らに謝するも 

  

（原作）黄緑や薄紫が満開にクリスマスローズの群れて咲きたり 

名詞を並べる場合に、黄緑や薄紫がのようにやで並べるのは散文の場合であって歌の場合は適当で

ない。… に… にとにでつなぐがよい。 

（添削歌）黄緑に薄紫にクリスマスローズ群れて満開に咲き誇りたり 

  

（原作）母の手にめくられてゆく景勝地想ひ出の地に指（および）はとまる 

佳い情景を歌っているが、めくられてゆくと云えば「アルバム」をの語は欠かせない。景勝地はこの際

省いてアルバムを入れた。 

（添削歌）母の手にめくられてゆくアルバムの想ひ出の地に指（おゆび）はとまる 

  

（原作）寒明けて十日大和の春の雨こもりく初瀬に春を呼ばへり 

意味はよく分かるが、「こもりくの」が初瀬の枕言葉。こもりく だけでは足らぬ。大和のを省いてこもりく

のとした。 

（添削歌）寒明けて十日の春雨こもりくの初瀬にやうやう春を呼ばへり 

  

（原作）食ひ力眼力ありてリハビリに励むも母の背まるくなりたる 

よく分かるが、「励むも」と力を入れることはない。もを省いて平静に続けるがよい。 

（添削歌）食欲も視力もたしかにリハビリに励む母の背ややにまるまる 

  

（原作）菜の花や黄色が幸せ呼ぶとかや部屋いっぱい思ひあふるる 

菜の色やと呼ぶとかやと感嘆詞を二つも入れる必要はなかろう。なお添削歌で黄色という言葉が二度

出て来るが、いずれも欠かせない働きをしていて、重複は気にならない。 

（添削歌）菜の花の黄色が幸せ呼ぶといふ部屋いっぱいに黄色あふるる 

  

（原作）機上より眼下に広ごる海は凪かもめ飛び交いチェジュの島見ゆ※ 



チェジュ（済州島）訪問の歌。よく分かるが、「機上より」は見ゆに直接続けるべきところ。離れているの

で歌が締らない。 

（添削歌） 眼下（まなした）の海は凪ぎたりかもめ飛ぶチェジュの島影機上より見ゆ 

  

（原作）入学と卆業の孫ら奥津城へ詣づる姿に幸あれかしと 

二人の孫が入学と卆業の報告に祖父の墓に参る様子を見て行末に幸あれと祈るお祖母さんの歌。よ

い歌だが、最後のとは不用。ととつけたのは幸あれかしと祈るの意味で祈るを略したものであろう。だ

が、幸あれかしは幸のあれよと希望する意味。すでに祈っている。 

（添削歌）入学と卆業の孫ら奥津城に詣づる姿に幸のあれかし 

  

（原作）桜散る池の面にぞ花開く鯉達泳ぎ友とたわむる 

情景を明らかにするため字句を整理した。 

（添削歌）池の面に散りしさくらの花模様鯉の寄りきてたはむれ止まず 

  

（原作）どしゃぶりで視野狭くしてバスまかせ何時の間にやら目的地にぞ 

豪雨で視界の利かぬまま目的地へ。 

（添削歌）どしゃぶりの雨に視界の閉ざされてバスのまにまに目的の地 

  



添削の実例（２０１２年７月）: あけび誌の紹介 
  大津留  温 

（原作）まなざしの謎めく笑みは何思ふや吾が眼放さぬモナリザの微笑  

パリのルーブルでモナリザを見た感動を詠む。問題点が二つある。一つは、何思ふは何 を思っている

だろうかの疑問の言葉、それに またやの疑問のコトバを重ねる必要はない。 他の一つは「笑みは」の

はは散文では欠かせない助詞であるが、短歌は詩であるから省略 して調子を整えるがよい。ただし強

調する場合には、は又はがを使うことがある。 なお、添削歌でほほゑみと微笑と同じ意味のコトバが二

つ出るが何れも欠かせない役割 を果たしているので気にはならない。  

（添削歌）まなざしの謎めくほほゑみ何思ふ吾が眼放さぬモナリザの微笑 

  

（原作）窓を打つ嵐の音にい寝がてに遙かに思ふ故郷（ふるさと）の花  

意味は分かるが、寝という字は口語ではねるであるが文語ではいぬとなる。だから「い寝 がて」は寝ね

がてでなければならぬ。  

（添削歌）窓を打つ嵐の音に寝ねがてに遙かに想ふ故郷の花  

  

（原作）矢車の朝風うけて目覚むれば阿蘇連山の旅荘より見ゆ  

矢車の音が欠かせない。「旅荘より」はこの場合要らない。  

（添削歌）朝風に鳴る矢車の音に覚め雄大なる阿蘇の連山（つらやま）を見る 

  

（原作）見守りし楷の芽出でぬと諦めしをふと見る処とがりの見ゆる  

「楷の芽出でぬ」のぬは口語では否定「出ない」の意味になるが、文語では終了の（出た）の意味となる。

歌の上では否定に使われている。それなら出でず或いは出ざるを使うべきである。  

（添削歌）楷の芽の出でざるものと諦めしをふと見るところとがり芽の見ゆ 

  

（原作）弥生に入り寒波長雨やうやくに庭に咲き初むアネモネの花  

弥生に入って寒波長雨がやっと収まってアネモネの花が咲き始めたの意。収まるという言 葉が欠かせ

ない。長雨をとって収まるを入れる。  

（添削歌）弥生に入り寒波やうやく収まりて庭に咲き初むアネモネの花 

  

（原作）楽し声テニスプレーに夕立が悲鳴になりて自然に勝てず  

テニスを楽しんでいる最中に急に夕立が来て悲鳴が上ったという歌。夕立が来てという言 葉が欠かせ

ない。また「自然に勝てず」はこの際はなくもがな と思われる。  

（添削歌）楽しげのテニスプレーに夕立が急に襲ひて悲鳴と化しぬ  



  

（原作）さはやかな凛々しき姿新人の婦人警官挙手の礼  

さはやかと凛々しきとがややダブった感じ。  

（添削歌）新人の婦人警官の挙手の礼春の光に姿凛々しき 

  

（原作）久びさに話はづみし時忘れ何時しかはるか幼き頃に  

歌意はよく分かる。何時しか幼き頃に「かへる」の言葉が欠かせない。  

（添削歌）久びさに話のはづみ時忘れ何時しかかへる幼き頃に 

  

（原作）桜散り緑ます森明け方にうぐひす三声諏訪の里山  

情況は分かるが名詞でポツンポツンと切れて調子が出ない。動詞を入れて全体をつなぎ調子をととの

えた。  

（添削歌）緑ます森の明け方うぐひすの三声の聞こゆ諏訪の里山  

  



添削の実例（２０１２年８月）: あけび誌の紹介 
     大津留  温 

（原作）ふるさとの独活(うど) を食むればふるさとの幼き頃の山野しのばる  

歌の意味はよく分かる。食むればがよくない。独活(うど)は山野に自生する野草。若芽は柔らかく食用

になる。食むればは食(は)めば と言うべきところ、字数が足らないのでそうなったかと思はれるが、独

活をに強調のしを加えて独活をし食めばとすればよい。なお、ふるさとは何れか一つで足りる。  

（添削歌）森かげの独活をし食めばふるさとの幼き頃の山野しのばる  

  

（原作）吟行を楽しみつつも真顔してみな散り歩む入鹿の湖畔  

吟行で詠題が出されたらしい。皆景色どころか、歌作りに真剣に取り組んでいる様子。歌楽しみつつも

がよくない。楽しむどころか、楽しむ余裕なくとの情感を出すべきところ。  

（添削歌）それぞれに歌紡ぐらし真顔してみな散り歩む入鹿の湖畔 

  

（原作）目陰に釣り船二つ浮かぶ見ゆみどりを背にし絵画みるごと  

目蔭(まかげ)は日の光を手で遮るさま。目蔭してとしてをつけて遠くを見る時に用いる。まなかげにとで

も読ませようとしたのかも知れぬが、そのような用法はない。  

（添削歌）目蔭して池をし見れば釣り舟の二つ浮かびて絵を見るごとし  

  

（原作）老いし身の袖通す日のありなしや今年も冬物仕舞ひつつ思ふ  

誰しも感ずる老齢者の心情。ただ、あるだろうかと云うことをありなしやとは言わない。 ありやなしと言

うべきところ。  

（添削歌）老いし身の袖通す日のありやなし今年も冬物仕舞ひつつ思ふ  

  

（原作）送られし新茶淹るれば柔らかき若葉の色に夫とくつろぐ  

歌の上句と下句との平仄が合わない。 淹（い）るればは原因、その結果がない。かをりたつ等と詠むべ

きところ。「夫とくつろぐ」を生かせば  

（添削歌ａ ）送られし新茶を淹れて柔らかき若葉の色に夫とくつろぐ  

「淹るれば」を生かせば  

（添削歌ｂ）送られし新茶淹るれば柔らかき若葉の色に香り立ちくる  

  

（原作）臥す母を車椅子にと気分変へ院内巡れば春の陽温し  



病人の気分転換には車椅子に乗せ普段目にすることのない場所に連れて行くのが有効。私も家内を

見舞う毎に車椅子に乗せ、室外の遊歩道を押して行く。「車椅子にと」が適当でない。「気分変へ」と逆

にして見た。  

（添削歌）臥す母の気分替へむと車椅子に乗せて巡れば春の陽温し  

  

（原作）雪山にひとり歌詠む後姿（うしろで）の写し絵伝ひ寂しさ滲む  

先般「茂吉再生」と題する斎藤茂吉展を見た。終戦後茂吉は戦爭讃美の歌人と左翼の攻撃を受け、郷

里山形に引込んで悶々の日を送っていた。その時の写真を見ての詠。「写し絵伝ひ寂しさ滲む」の寂し

さ滲むと写し絵を逆にした方がその雰囲気がよく出るのでは。  

（添削歌）雪山にひとり歌詠む後姿に寂しさ滲むこれの写し絵  

  

（原作）初夏の陽のまぶしきに道に出で気付く帽子メガネと忘るるあはれ  

年をとると物忘れがひどくなる。林先生のお歌にも「手に持てる眼鏡をさがすうつけさも徒事（ただごと）

ならず思ふこの頃」の歌がある。「忘るるあはれ」とまで云わなくても。  

（添削歌）初夏の陽のまぶしき道に出でて気付く帽子とメガネ忘れしことに  

  



添削の実例（２０１２年９月）: あけび誌の紹介 
   大津留 温 

（原作）故郷に一軒残る旅をゆく者らが心やすむる宿の 

意味は判るが、一軒残るを宿に直接つづけた方がリズムがよくなりはしないか。 

（添削歌）旅を行く者らが心やすめむか故郷に残る一軒の宿 

  

（原作）又一つ街にネオンのけふに消え身に吹く風に寒さを覚ゆ 

この歌も前の歌と同様意味はわかるが、順序を工夫したら一層調子のよい歌となる。 

（添削歌）けふもまた街のネオンの一つ消え吹く風一入身に沁む寒さ 

  

（原作）あへぎつつ藤白の坂のぼりゆくに皇子（みこ）や王子の御墓かなしき 

のぼりゆくにがややぎこちない。のぼる坂の辺として見た。皇子や王子のとやで重ねるのは散文的で、

ここでは皇子に王子とした。 

（添削歌）あへぎつつ登る藤白の坂の辺に皇子に王子の御墓かなしき 

  

（原作）梅雨の雨窓外激し夫の手に落つる点滴ゆるりポトリと 

窓外のあらしの激しさと病室内でご主人の腕に落ちる点滴の静かさの対比をうたった面白い歌。落つ

る点滴よりもゆるりポトリ と落つるの方がよくはないか。 

（添削歌）窓の外の梅雨さめ激し夫の手に点滴ゆるりポトリと落つる 

  

（原作）鬱蒼と梅雨の参道坂道を老鴬しきりに癒されい行く 

老鴬の啼く声に癒されるので声と云う字は欠かせない。坂道 を省いて声を入れた。 

（添削歌）鬱蒼たる梅雨の参道老鴬のしき啼く声に癒されい行く 

  

（原作）瑞みずし古つぼのあぢさゐ女将のもてなしの術あふる湯の宿 

意味は分かるが、順序を替えて一層リズムを良くした。 

（添削歌）古つぼに活けしあぢさゐ瑞みづし女将のもてなしあふるる湯の宿 

  

（原作）朝からの雨降り止まぬ今日の日に洪水はげし思いはせつつ 

この夏は北九州地区は再々豪雨に見舞われた。あけび会員の住む朝倉、うきはなどの地名をテレビ

に見るたびに皆さんいかがされたかと心配が離れなかった。その豪雨の中の様子を詠まれた一首。こ

のままでも良いが字句を多少直した。 



（添削歌）朝からの雨降り止まず洪水の恐怖にをののく今日の一日を 

  

（原作）紅き百合咲く山の端に思はずも立ち止まりたりその苗購ひぬ 

百合祭りに一家で出かけられた帰り途らしい。道端に並ぶにわか 露店に思はず足を止めて百合の苗

を買ったという歌。露店という言葉が無いと分かりずらい。 

（添削歌）紅き百合咲く山の端に並む露店思はず求むその百合の苗 

七月号で（原作）「見守りし楷の芽出でぬと諦めしをふと見る処とがりの見ゆる」の芽の出でぬは口語で

は否定の意味となるが、文語では芽が出た（肯定）の意となると書いたが、文語でも否定の意味がある

のではないかとのご指摘をうけた。 

確かにぬが動詞の未然形に付く場合は否定の意味となり、連用形に付く場合は肯定となる。例えば

「ゆるがぬ」は否定、「ゆるぎぬ」は肯定の意となる。だが、「出づ」の場合は未然形も連用形も同じく「出

でぬ」となるので、意味が曖昧となり易い。よってハッキリ否定すべき時は、出でず、出でざりなどと言う

方がよいとの趣旨であった。 

  



添削の実例（2012 年 10 月）: あけび誌の紹介 
大津留 温 

（原作）愛猫の狭庭に揺るるゑのころの草を窓から眺め首振る 

ゑのころ草は猫の好物。夏に穂を出した様子が、犬の尻尾に似て、猫がじゃれつく。猫じゃらしとも云う。

漢字は「狗尾草」犬の尻尾と書く。歌の意味は分かるが、「愛猫の」と「眺め首振る」が離れすぎていて

意味がボヤける恐れがある。この二つを近づけて見た。 

（添削歌）狭庭辺に揺るるゑのころ小窓より愛猫眺めしきり首振る 

  

（原作）フルート吹く眼の前に師の居まし杳き思ひ出込めて奏でつ 

いまししとしを入れる必要がある。また、居るの尊敬語のいますは在す、坐すを当てるべきで、居ます

は間違い。御座（おは）すまたはますと云うことも出来る。歌の意味はよく分かる。 

（添削歌）フルートを吹く眼の前に師のましし杳き思ひ出込めて奏でつ 

  

（原作）ぽっかりと浮んでいるよ白い雲富士の山にぞよく似ているね 

童謡調の詠み方。それもよいが、富士の山にぞと突然硬い詠みぶりが入りこんで調子が合わない。

「富士のお山に」として見た。 

（添削歌）ぽっかりと浮かんでいるよ白い雲富士のお山によく似ているね 

  

（原作）梅雨明けと共に来猛暑に驚きぬ暑さに弱き老には厳し 

今年の夏は殊に暑かった。熱中症に対する用心が言われ、老人には厳しい夏であった。「梅雨明けと

共に来」の来だけでは下に続かない。「驚きぬ」を取って、続き具合をよくした。 

（添削歌）梅雨明けと共に来れるこの猛暑あつさに弱き老には厳し 

  

（原作）ベランダに横浜辺り花火上る澄んだ夜空に見事に開く 

夏の風物詩花火を詠む。ベランダにだけでは足りぬ。ベランダに見るかより見るかとすべきところ。字

句を整理した。 

（添削歌）横浜あたり澄んだ夜空に上げ花火見事に開くをベランダゆ見る 

  

（原作）雨止んで葉裏覗けばせみ衣残して今朝の蝉しぐれ 

せみ衣とは薄くすけるように織った布で作った着物と辞書にある。蝉の抜け殻のつもりで使ったと思わ

れるが、そのような用法はない。 

（添削歌）雨止んで葉裏のぞけば抜け殻を残して今朝の蝉しぐれかな 

  



（原作）生きてゐるだけで良いから庭に来て励まし鳴ける蝉しぐれかな 

この夏の九州地方の豪雨はひどかった。人間もほうほうの態であったが、蝉なども殆んど全滅したかと

思われたが、生き抜いて鳴きつづけている。よく生き抜いたなと感じ入っての詠。「生きてゐるだけで良

いから」は多少工夫を要す。 

（添削歌）この豪雨よくぞしのぎし庭に来て励まし鳴ける蝉しぐれかな 

  

（原作）一瞬の土砂に潰され濁流に家財や家畜の呑まれゆくなり 

今年は九州は度重なる豪雨に襲われ、被害がひどかった。「あけび」会員のお住まいの地方もしばし

ばテレビに地名が出て、案じていた所であった。出水が極めて早くあっと云う間であったと聞く。詠み方

を変えて見た。 

（添削歌）あっと言ふいとまもあらば濁流に家財も家畜も呑まれゆきたり 

  

（原作）つゆ最中宇佐神社に詣づれば本殿までの玉砂利つづく 

詣づればがやや気になる。一旦切るのも一法。 

（添削歌）つゆ最中宇佐神宮に詣でたり本殿までの玉砂利踏みて 

  



添削の実例（２０１２年１１月）: あけび誌の紹介 
大津留 温 

（原作）あれこれと吾を気遣ふ娘（こ）目を細め爪切りくれり親の顔して 

面白い歌。だが、切りくれりは語法として間違い。りは四段活用の動詞には付くが（例えば、書けり、泣

けり）、上下二段活用の動詞には付かない（例えば受けり、捨てりとは云わぬ）。くれたり（又はくれつ、

くれぬ）と言うべきところ。また、この歌の主体は「娘（こ）」、これにも少し字を割いた方がよい。 

（添削歌）あれこれと気遣ふ吾娘（あこ）は目を細め爪切りくれたり親の顔して 

  

（原作）望まざること避けつつも生老と病死の定め避けざるを得ず 

生老病死は避けえない人生の厳粛なおきてであると詠む。だが、避けざるを得ずでは二重否定になっ

て避けねばならぬと読める。よって「避くる能はず」とした。 

（添削歌）望まざること避けたきも生老と病死の定め避くる能はず 

  

（原作）常のごと秋津飛び交ふ稲田はや道ゆく吾に附きて離れず 

秋の稔り田の光景を詠んだものだが、下句が秋津のこととなるので、稲田と秋津を入れ替えて「稲田飛

び交ふ秋津」とすべきである。若しこのままで稲田を詠むとしたら下句を「色づきし穂をたれて靡かす」

とでもすると平仄が合う。 

（添削歌）常のごと稲田飛び交ふ秋津はや道ゆく吾に附きて離れず 

  

（原作）銀メダル心一つで勝ち取ったナデシコらしさ花を咲かせた 

ロンドン五輪で最も国民を沸かせたのはナデシコジャパンの健斗だった。これを詠むのに口語もよいが

文語で詠めなかったか。それと語句がバラバラの感じ。まとめて見た。 

（添削歌）心一つに銀メダル取りしナデシコのをとめら見亊花を咲かせし 

  

（原作）奥の院の参道行くに磬（けい）の音の響きてゆかしいづくへとゆく 

高野山に詣で、奥の院への参道を行く道々、磬（けい）（板石を吊り下げ撞木で打ち鳴らす楽器）の音

がゆかしく響いて来たと云う情景。この歌ではゆかしく聞えて来た音がどこへ流れて行くのだろうかと詠

むが、折角ゆかしく響き来る音をつつしみて聴きながら参るとした方がふさわしくないか。 

（添削歌）奥の院へ参道たどれば磬の音の響きてゆかしつつしみい行く 

  

（原作）夏休み子等の宿題残るれば午前十時にクーラー付けやる 

意味は明らかだが残るればがおかしい。残っているのでの意味だが残るれば とは云わない。 

（添削歌）夏休み終るも宿題なほ残る子どもの部屋にクーラー付けやる 



  

（原作）法師蝉あまりの暑さに鳴けざりしか薄曇る今朝ふた声を聞く 

この歌も意味は分かるが、鳴けざりしがおかしい。鳴かなかったではなく鳴くことが出来なかったの意

味。鳴くをえざりしかとした。 

（添削歌）この暑さ鳴きえざりしか法師蝉薄曇る今朝ふた声を聞く 

  

（原作）満々と富士の五湖に水湛へ空さはやかに秋の澄みゆく 

意味は明らか。満々とと言えば水湛へに直接につづけないと調子が出ない。 

（添削歌）富士の五湖満々と水湛へたり空さはやかに秋は澄みゆく 

  

（原作）夏風のさっと通りてぬぐふ汗秋風たちて一人歩まむ 

一人歩まむ が前の句といささかそぐわぬ感じ。秋風立てばさはやかにゆくぐらいが適当か。 

  



添削の実例（２０１２年１２月）: あけび誌の紹介 
     大津留 温 

（原作）帰国せるイスタンプールゆ吾娘と孫日本の夏の暑さを過ごす 

この夏は特に暑かったので外国から帰った人は暑さに辟易したに違いない。意味は分かるが、一句と

二句が逆転している。「イスタンプールゆ帰国せる」と言うべき所だが、それでは極端な字余りになる。

特に固有名詞の場合は五・七・五・七・七の定型に納まらぬ場合が多い。イスタンプールはトルコの首

都で、黒海とマルマラ海を結ぶボスボラス海峡の西岸にある。この場合、イスタンプールに代えて「トル

コより」とするのも一法だが、イスタンプールが代えられぬとあらば、第一句を「イスタンプールゆ」とす

る外はない。 

（添削歌）イスタンプールゆ帰れる娘（こ）と孫日本の厳しき暑さにたぢろぎにける 

  

（原作）母親と弟背負ひ地下坑へ七才の作兵衞の採掘の生活（たつき） 

石炭の採掘が盛んだった頃の地下坑内の過酷な作業の様子を描いた山本作兵衞の作品がユネスコ

の世界遺産に選ばれた。そのことを詠んだものだが、第一句の「母親と」が「弟背負ひ」にかかるのか

「地下坑へ」にかかるのかがハッキリしない。恐らく作兵衞が弟を背負って母親と地下坑へ下って採掘

の作業に当ったものであろう。それなら「母親と」を背負ひの下にもって来なければならぬ。 

（添削歌）弟を背負ひ母親と地下坑へ七歳の作兵衞の採掘の生活（たつき） 

  

（原作）うるはしく白百合に似し在りし日のゆかしく匂ふ君がみ姿（かげ）は 

亡き人を偲んで白百合のようにうるわしく、床しい匂いだったと回想する歌だが、言葉の順序を替えて

調子をととのえた。 

（添削歌）在りし日の君が姿（すがた）や白百合に似てをうるはしゆかしく匂ふ 

  

（原作）赤トンボ飛び交ふ道を歩きつつあけびの歌は何にするかと 

月々あけびに出す歌に苦労しておられるのは皆さんご同様で、共感するのだが、「何にするかと」の表

現はいささか情緒に欠けはしないか。歌を詠む上で最も苦心するのは、何を詠むかという歌の核（種

（たね）と云ってもよい）となるものを見つけることである。「種ひろひゆく」とでも言う方がよくはないか。 

（添削歌）赤トンボ群れ飛ぶ野の道ひとりゆく「あけび」の歌の種ひろひつつ 

  

（原作）秋の日の青空にひく飛機の跡眼に追ふ吾れの心は旅に 

秋空に一すじ引きゆく飛行雲を見て心は旅行に惹かれてゆくといういいお歌。字句を整理し調子をとと

のえた。 

（添削歌）秋空に一すぢ引きゆく飛行雲眼に追ふ吾れの心は旅に 

  

（原作）木を担ぎリズム合はせて若衆ら黒足袋に練る彼岸花ゆらし 



中山道のお祭の様子を詠んだいい歌だが、「黒足袋に練る」がいささかぎこちない。ここは黒足袋の若

衆が練りゆくとすべきところ。 

（添削歌）木を担ぎリズム合はせて黒足袋の若衆練りゆく彼岸花ゆらし 

  

（原作）中天にかかる明月煌々とあまねく照らす秋風の月 

秋風の月 という表現が上の句と相そぐわない。字句を整理した。 

（添削歌）中天にかかる明月煌々とあまねく照らし秋風涼し 

  

（原作）富士山の頂上がくつきりと夜空に聳え勇姿現す 

勇姿現すを違った表現にして調和を図った。 

（添削歌）富士が嶺が西の夜空にくっきりと聳ゆる勇姿をあかず眺むる 
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