
添削の実例（２０１３年１月）: あけび誌の紹介 
     大津留 温 

（原作）糾へる縄のごとしの禍に福としづかに祝ぐ妻夫(め をと)六十年 

結婚六十年を顧みてよいことも悪いこともいろいろあったなと回想している。よい歌だが、「糾へる縄の

ごとしの禍に福と」の表現がぎこちない。ここは「糾へる縄のごときか禍と福の」とでも言うところ。なお、

ことほぐは言祝ぐと言を入れた方がよい。まためをとは妻夫でも夫妻でもよいが、夫が詠んでいるので

夫妻の方がよくはないか。ともあれ結婚六十年とはお目出度い。 

（添削歌）糾へる縄の如きか禍と福のしづかに言祝ぐ夫婦(め をと)六十年 

  

（原作）寒露過ぎ暑さ和らぐつわぶきの花ぐき芽吹き咲くを待たるる 

寒露は二十四節気の一つ。今の十月八日頃に当る。つわぶきは初冬に菊に似た黄色い花を咲かせる。

それが待ち遠しいと歌う。問題は「咲くを待たるる」咲くをと言えば「咲くを待つ」でなければならぬ。待た

るるを生かせば咲くが待たるるでなければならぬ。一字の重みを感じさせる。 

（添削歌）寒露過ぎ暑さ和らぐつはぶきの花ぐき芽吹き咲くが待たるる 

（結句、「咲くをひた待つ」でもよい。） 

  

（原作）炎上に人のさわぐが興あるか恨みからかやその性かなし 

ご近所に放火事件があったらしい。人が大騒ぎするのが面白いのか、あるいは恨みでもあってやった

のか何れにせよ哀れなことよと詠む。恨みからかやが適切でない。「恨みのゆゑか」とした。 

（添削歌）炎上に人らさわぐに興あるか恨みのゆゑかその性哀し 

  

（原作）煌々と照らす月光あかるきに庭木のみどり色見ゆるまで 

上句と下句のつづき工合がよくない。きには明るいのでという意味、それに対し「色見ゆるまで」では意

味が通じない。上句を「月光あかるかり」とすれば意味は通じる。「あかるきに」を生かせば下句を「庭木

のみどりさやかに映えて」とすれば平仄が合う。 

（添削歌）煌々と照らす月光あかるかり庭木のみどり色見ゆるまで 

  

（原作）機上より広がる海原地中海紺碧の海に白き客船 

ヨーロッパを旅行し地中海の海の青さを詠む。「機上より」と言えは「見る」あるいは「見ゆる」が必要。

見るを入れてみた。 

（添削歌）機上より見る地中海広々し紺碧の海に白き客船 

  

（原作）真下にと続きし海岸ニース港あまたなヨットぎっしり並ぶ 

「真下にと」がよくない。とが余計。「目(まな)下に」とした。あまたなはあまたの。 



（添削歌） 目下(まなした)に続く海岸ニース港あまたのヨットぎっしり並ぶ 

  

（原作）白き月大きく空に昇りきて独り縁に出酒酌み交す 

酌み交すと言うには相手が要る。「独り縁に出」と相そぐわない。 

（添削歌）白き月大きく空に昇り来ぬ縁に坐りて独り酒酌む 

  

（原作）赤や黄に染む山なみにより添いて君とながめしかの日は遠し 

「山なみに」とするとより添う対手かと見られかねない。山なみをとすべきところ。 

  

（原作）待つ夫に「牛肉どまん中」とう駅弁の夕餉をみやげに短歌（うた）談義する 

友人と吟行に出かけ、留守番の夫に駅弁を夕食に買ってこれでよしと友人と歌談義する趣意。友人と

が要る。ために夕餉を削る。 

  



添削の実例（２０１３年２月）: あけび誌の紹介 
  大津留 温 

（原作）寒空に霜は未だし白妙の日にけにほころぶ山茶花の白 

山茶花を詠んだ歌だが、「白妙の」がどこにどう関連するのかハッキリしない。白妙のはころも、そで、

ひれ、帯または雲、雪にかかる枕言葉だが係るものが見当らない。また白妙は布または白を意味する

が、山茶花の白にかかるとしても離れすぎている。これを取って陽をうけて を入れて見た。 

（添削歌）寒空に霜は未だし陽をうけて日にけにほころぶ山茶花の白 

  

（原作）灯台の明りまばたき初島の残り僅かの日を惜しむがに 

よい情景を詠むが、上句と下句のつながり がよくない。結句を「惜しむがに」で終らせるには上句がま

ばたくと終止形でなければならぬ。上句をまばたきで納めるなら五句の終りを惜しみけりと終止形で終

らせねばならぬ。 

（添削歌）灯台の明りまばたく初島の残り僅かの日を惜しむがに 

  

（原作）島めぐりガイド餌を撒く須臾にして鳶の群がり海上掠む 

状況はよく分かるが、海上掠む が文字が不足して説明不充分。 

（添削歌）島めぐりガイド船より餌を撒けば鳶の群がり須臾かすめゆく 

  

（原作）歌もとめ籠り居老の川土手を手押車に今日は大雪 

情況はよく分かるが、手押車に では不足、行くの言葉が要る。それにしても雪の中を歌をもとめて出か

けるとは大したもの。 

（添削歌）歌もとめ籠り居老の川土手を車押し行く大雪のなか 

  

（原作）家持の終焉の地の多賀城を捜し求めて苦労するなり 

家持の終焉の地を捜し求めてご苦労なさったことはよく分かるが、「苦労するなり」では歌にならない、

苦労した様子を詠まねばならぬ。ここでは秋深き午後 としてみた。 

（添削歌）家持の終焉の地とふ多賀城跡捜し尋めゆく秋深き午後 

  

（原作）初めてに席ゆずられし山手線嬉しくもあり寂しくもあり 

誰しも経験することだが、「初めてに」がよくない。五音にならぬので、苦しまぎれに入れたものかと思う

が、言葉を上下入れ替えて検討して見るのがよい。 

（添削歌）山手線初めて席をゆずられて嬉しくもあり寂しくもあり 

  



（原作）丹沢の山脈はるか思ふかな亡父と登りし大山を恋ふ 

思ふかなと恋ふ とがややダブった感じ。その重複を避け言葉を入れ替えた。 

（添削歌）丹沢の山脈はるか思ふかな亡父に手引かれ登りし大山 

  

（原作）宿の下駄並べる横に母に似る女將に置かるる散策の杖 

このままでも分らぬではないが、次のように改めた方がより分かり易い。 

（添削歌）宿の下駄並べる横に置かれたる母に似る女將の散策の杖 

  

（原作）雪舞ひて肌刺すごとき道に立ちこぶし必死に 叫ぶ候補者 

昨年暮れの選挙の様子を巧みに詠う。こぶし必死にではいささか言葉足らず、こぶし振り上げが要り

はしないか。 

  

（原作）石畳に添ひて群れ咲くつはぶきの千草枯れし庭そこゆ華やぐ 

石蕗の花だけが華やかに咲いている様を詠む。 

（添削歌）石畳に添ひて群れ咲くつはぶきのそこのみ華やぐ千草枯れし庭 

  



添削の実例（２０１３年３月）: あけび誌の紹介 
     大津留 温 

（原作）遅々として開花に息吹く愛ほしさ春の日を待つ氷雨降る午後 

啓翁桜を詠んだ歌で、仲々達者な詠み振りであるが、「遅々として」がいささか気になる。一般的に

遅々としては後に進まずなどの進行を否定する言葉が続く場合が多いが、必ずしもそうとは限らない。

春日遅々として風なお寒しなどの用法もある。この歌の場合遅々としては何にかかるのか。息吹くにも

そぐわない。「のどやかに開花に備ふる愛ほしさ」としたが果して作者の意に添いえたか。 

（添削歌）のどやかに開花に備ふる愛ほしさ春の日を待つ氷雨降る午後 

  

（原作）汝のセーター下手に出来ぬと編み針をあやつる母のしみ懐かしむ 

意味は明らかだが、最後の母のしみ懐かしむがいささか無理がある。しみはしみに又はしみみに を簡

略化したもので、しきりに の意。母のしみ懐かしむは母のとすればしみ懐かしきとなるべきところ。懐か

しむとすれば、母をとすべきところ。母の懐かしきとした。 

（添削歌）汝のセーター下手に出来ぬと編み針をあやつる母のしみ懐かしき 

  

（原作）夕ぐるる木枯吹いて寒くなり冬至の風呂にゆずを求めに 

冬至にはゆず湯に入る慣わし。いい題目を採り上げているがリズムがよくない。言葉の順序を替えて、

調子をととのえた。 

（添削歌）木枯しの吹きさぶ寒さゆず風呂に暖を求むる冬至の夕べ 

  

（原作）新年を被災の人ら仮設にて如何に迎ふや厳冬のなか 

同じ言葉を使っても、その順序によってそのリズムが異り、人に与うる感動も違ってくるという例。散文

ならばこれでもよいが、詩となるとリズムよく、言わんとする焦点この歌では「新年を如何に迎ふや」を

離さずに最後にもって来るがよい。両者を見比べて見て下さい。 

（添削歌）仮設にて被災の人ら新年を如何に迎ふや厳冬のなか 

  

（原作）ストーブに湯は音立ててたぎり沸きしじまを破る雪も降り初む 

「しじまを破る雪」が不自然な感じ。大雪が降って屋根に積った雪が時折りどかーんと大音をたてて落

ちて来る事はあるが、降り初む雪はむしろ音もなくと言う方がふさわしい。ストーブの沸く音と静かに降

る雪の対比を詠む方がよい。 

（添削後）ストーブに湯は音立ててたぎり沸き外は深々（しんしん）雪の降り初む 

  

（原作）裸木の欅の上枝ゆ仰ぎ観るま青の空に一刷の雲 

良い歌だが、上枝ゆ仰ぎ観る がややムリがある。上枝を透かし見るとする方がスムーズ。 



（添削歌）裸木の欅の上枝を透かし見るま青の空に一刷の雲 

  

（原作）迷ひなく飛行機雲は透明の空気切りさき雲を引きゆく 

飛行機雲が雲を引きゆくはおかしい。ここは飛行機が雲を引きゆくでなければならぬ。 

（添削歌）飛行機は迷ひもあらず透明の空気切りさき雲を引きゆく 

  

（原作）鯵ヶ沢地平線を茜く染め夕光放ち海に伸びゆく 

夕光放ちがいささかムリ。夕光さやに とした。 

（添削歌）鯵ヶ沢地平線を茜く染め夕光さやに海に伸びゆく 

  

（原作）遠霞む古処（こ し ょ）山の峰々眺めつつウォーキングの背（せな）に温とし 

末尾に何か字句が抜けている感じ。「ウォーキングの背（せ）に冬の陽温し」とした。 

  



添削の実例（２０１３年４月）: あけび誌の紹介 
      大津留 温 

（原作）起き出でて露天の風呂に入りたれば錦江湾に朝日子昇る 

「…すれば」という用語はよく使われ、上下の因果関係を表わすコトバとして、歌を引き締める作用をな

す。ただ、適切さを欠くと歌を締らないものとする。この歌の場合、上の句と下の句との因果関係がある

とも思えない。「入りたれば」を省き風呂より望み とした。 

（添削歌）起き出でて露天の風呂より望みたる錦江湾に昇る朝日子 

  

（原作）矢印を頼りて登りて神社かな猫がのどかにすり寄りて来る 

「頼りに登れば」とすればすっきりと落着く。 

（添削歌）矢印を頼りに登れば神社あり猫がのどかにすり寄りて来る 

  

（原作）荒れ続き雪降り積る越の里温きお日様この世になきかと 

太平洋側は晴れ続きなのに、日本海側は連日吹雪く。新潟の人が、温きお日様はこの世に無いかと嘆

かれるのも尤も。ただ、「なきかと」のとは要らない。「なきか」と嘆かうの嘆かうを略してとが残った形だ

が、なきかと言えば嘆きの言葉を発しているので、それで十分。 

（添削歌）荒れ続き雪降り積る越の里温きお日様この世になきや 

  

（原作）寒しとてまどろみをれば流麗な雨粒の音響き来しばし 

寒いので床を脱（ぬ）けられないのはよく経験することだが、まどろみ をればは起き難くと言う方がよく

ないか。また雨の音を「流麗な」との形容もどうか。「リズミカル」ではいかが。 

（添削歌）寒しとて起き難き身にリズムよき雨垂れの音響き来るなり 

  

（原作）梅の木を持ち植えくれし友の逝き古木に今年も花の咲き初む 

梅の苗木を持って来て植えてくれた友が亡くなって形見になった梅の古木が今年も花を咲かせてくれ

るというお歌。「持ち 植えくれし」では言葉が足らぬ、持って来て植えてくれたの来てが要るが、ここで

はむしろ省いて「植ゑ給ひける」とした。 

（添削歌）亡き友の植ゑ給ひける梅の古木今年も変らず花の咲き初む 

  

（原作）山坂を越え来りなば雪の帰路凍結せぬかと会議の翳む 

最後の「翳む」はかすむと読ませるのだろうか。大雪で帰りは凍結して無事に帰れるだろうかと気もそ

ぞろで会議の中味が身に入らないとの意と読める。面白い内容だが、来りなばの使い方が問題。なば

は仮定の設定、ここは現実だから「来つれば」とすべきところ。 

（添削歌）山坂を越えて来つれば雪の帰路凍結せぬかと会議もそぞろ 



  

（原作）買物を携へ路地をもとほれば聞こえて来たる目白の囀り 

もとほるは歩き廻る、ぶらつくの意。買物帰りだから「路地を帰り来れば」とした。 

（添削歌）買物を携へ路地を帰り来れば聞こえ来るなり目白の囀り 

  

（原作）向ひ家の金柑たわわに実を結び数多の小鳥バタバタ飛び立つ 

金柑の実を小鳥たちが争ってついばむ光景。バタバタ飛び立つよりは群れてついばむの方がよくはな

いか。 

  

（原作）一時の間に覚えし単語ら上手にと会話の中にと使ひ驚く 

お孫さんの会話の上達に驚いているお祖母（ばあ）さん。一時の間はいつの間、上手にと、会話の中に

とのとは二つとも不要。 

（添削歌）いつの間に覚えしものか次々と新しき言葉使ふに驚く 

  



添削の実例（２０１３年５月）: あけび誌の紹介 
    大津留 温 

（原作）紅梅の蕾に被く淡雪の陽に溶けてゆくもはや春の景 

早春の情景を詠んだ佳い歌だが、「蕾に被（かづ）く」の被くの用法がオカシイ。被くは頭から水をかぶ

るが原義。転じてものを自身の上にのせるの意味。淡雪が蕾の上に乗るのは被くでではなく積もると云

うべきところ。被くを強いて用いるとすれば「蕾の被く」とでもなろうか。 

（添削歌）紅梅の蕾に積もる淡雪の陽に溶けてゆくもはや春の景 

  

（原作）まなぶたを閉ぢて浮かぶや桜餅の夫の好みしこの香りはや 

好物であった桜餅に亡きご主人を偲ぶ歌。このままでもよいとは思うが、浮かぶや、この香りはやと感

嘆詞が二つ出て来るが、一つにした方がよくはないか。 

（添削歌）まなぶたを閉づれば浮かぶ亡き夫の好みし桜餅のこの香りはや 

  

（原作）弾も尽き食糧補給も途絶えなば全員玉砕の覚悟なされしと 

先きの大戦での最大の激戦地ガダルカナル島。この島から九死に一生を得て生還した知人のご主人。

機会ある毎に現地を訪ね戦友を弔うという。そのご主人の回想を詠んだ歌だが、「途絶えなば」と仮定

に詠むのは適当でない。途絶えたればと断定すべきところ。また、最後のとはなくてもかまわぬ。 

（添削歌）弾も尽き食糧補給もままならず全員玉砕の覚悟なされし 

  

（原作）背筋伸ばしフルート奏ずる全盲の君の十指のしなやかに動く 

意味明瞭でこのままでもかまわぬが、折角の佳詠多少のことで更に良くなる余地あり。伸ばすの伸は

のすとも読む。また最後の「しなやかに動く」を「動きしなやか」として感動をあとに持って来る。 

（添削歌）背筋伸（の）しフルート奏づる全盲の君の十指の動きしなやか 

  

（原作） 南風（はえ）吹けば汚染濃度と黄砂波背振山景は何も見えずに 

南風ははえと読む。九州地方などで南よりの風をいう。背振（せぶ り）山は福岡から見れば佐賀県との

境にそびえる山。風向きによって大陸から汚染されたガスと黄砂が飛来して視界を遮る。字句を多少

入れ替えた。 

（添削歌） 南風（はえ）吹けば濃度の汚染と黄砂波に背振の山脈（やまなみ）何も見えざる 

  

（原作）もしわれが蘭の花芽を折りしかば居り処（どころ）なきと夫は苦笑す 

ユーモアのある歌だが、折りしかばに難点がある。作者が大事にしていた蘭の花芽を一寸とした自分

の不注意で折ってしまった。それを大変残念がって、「この手が悪い」などと自分の手を語っているのを

見て、ご主人が若し私が花芽を折ったならどんな目に会っただろうかと苦笑しながら言ったと云う筋。折

りしかばは折りたればと言うべきところ。 



（添削歌）もしわれが蘭の花芽を折りたれば居り処（ど）なけむと夫は苦笑す 

  

（原作）テレビ見て桜開花の予想ではつぼみの映像早まりそうと 

全体で何となく意味が分かるが、順序がよくない、変えて見た。 

（添削歌）映像の桜のつぼみふくらみて開花の予想早まりさうと 

  

（原作）裸木の秀つ枝はかすみほのあかく角ぐむ木木の騒めきてをり 

「秀つ枝ほのかに彩づきぬ」「角ぐみそめし木々の騒めき」としたらいかが。 

  



添削の実例（２０１３年６月）: あけび誌の紹介 
大津留 温 

（原作）大絵巻のあはひにしるす仮名文字の美しき穂先に観入りて泥む 

古文（もん）書には変体仮名が使われている。馴れない目には読みずらい。その筆さばきは巧みで感

心して見ているのだが、その意味は分からない。原作はそのことを詠んでいるが、「観入りて泥む」では

その意が尽されていない。前半を多少簡略にし「読み泥みをり」とした。 

（添削歌）大絵巻にしるす仮名文字その美しき穂先きに見入るも読み泥みをり 

  

（原作）山の辺にうぐひす鳴きぬ玄賓庵のお滝の道の椿散り積む 

この歌は二句で切れ、五句で切れている。前半と後半がどういう関係なのか。関連性がいささか不明。

前半と後半その内容に共通するものがあれば、それぞれ終止形でもよいが、この場合は関連性が見

当らぬ。前半を「鳴きて」として後半につづけるか、後半の最後を「椿散る中」とでもすれば関連性が出

る。 

（添削歌）山の辺にうぐひす鳴きて玄賓庵のお滝の道の椿散り積む 

  

（原作）波もあり希望輝きし卒業のあの日も咲いてた沈丁花の花 

「波もあり」の意味がハッキリしない。「在学中いろいろあったが」の意ともとれるが、この場合は不要。

「胸一杯希望に充ちて卒業の」とした。 

（添削歌）胸一杯希望にあふれ卒業のかの日も咲きゐつ沈丁花の花 

  

（原作）春なれば病める我身も希み持ち梅桃桜の開花待つらむ 

意味は分かるが、「待つらむ」は第三者の意図を推察してのことば。自分の意志の表明だから「開花ま

ちなむ」でなければならぬ。 

（添削歌）春なれば病める我が身も希み持ち梅桃桜の開花待ちなむ 

  

（原作）一つ二つと水取り池ゆ白鳥の靄の中より飛び立ちにけり 

水鳥り池ゆと靄の中よりとがいささかダブル感じ、水取り池のとした。 

（添削歌）一つ二つ水取池の白鳥の靄の中より飛び立ちゆけり 

  

（原作）縁側に座りて庭の梅ヶ枝に鳴くうぐひすのこゑをしたしむ 

佳い歌だが、こゑをしたしむがいささか気になる。こゑをとするなら「楽しむ」とすべきところ、「したしむ」

を生かすとすれば、「こゑにしたしむ」とすべきところ。一字の重み。 

（添削歌）縁側に座りて庭の梅が枝に鳴くうぐひすのこゑをたのしむ 



  

（原作）真間川に桜の川面をおおいけりせきれい来たりて花にたわむる※ 

情景は分かるが、コトバの順序がよくないのでリズムが出ない。順序を替えて見た。 

（添削歌）真間川の川面を桜おおいけりせきれい来りて花にたわむる※ 

  

（原作）紀元節のうたなつかしくうたふれば恩師の姿思ひ浮かぶも 

うたふれば がよくない。うたへば と言うところを字数が足りないので、おかしな言い廻しとなった。こう

いう時は順序を替えて見るがよい。 

（添削歌）紀元節のうたを歌へばなつかしき恩師の姿思ひ浮かぶも 

  

（原作）確実に暖かくなりにしもこの日頃狹庭に出でて雑草とる吾は 

なりにしもがぎこちない。なりけるでよくはないか。 

  

（原作）強き風吹きすさぶれど 旅に出で卯月の桜に心豊けき 

吹きすさぶれどがぎこちない。「吹きすさぶ風は強けれ旅に来て…」ではいかが。 

  



添削の実例（２０１３年７月）: あけび誌の紹介 
     大津留 温 

（原作）夜ごとにクラリネットを響かすも尺八の音に似てぞおかしき 

響かすものもがおかしい。これはクラリネットが六音で二句に置くほかないと考えた結果かと思う。その

せいで三句が落ちつきのないものとなった。そこで、「夜ごと夜ごと奏づるクラリネットの音（ね）」とクラリ

ネットを二句と三句に分けて（句またぎ）見た。あるいは「クラリネット夜毎に奏づるその音色」と字余り

になるが一句にもって来る法もある。 

（添削歌）夜ごと夜ごと奏づるクラリネットの音（ね）尺八の音に似てぞをかしき 

  

（原作）ベッド伏す身にぞ寒さを覚ゆるも舞ふ白雪の美（は）しきかりけり 

意味は判るが調子がよくない。字句を整理して見た。「ベッド伏す」も言葉足らず。 

（添削歌）臥（こや）る身は寒さ覚ゆれ窓の外（と）を舞ふ白雪は清（すが）しかりけり 

  

（原作）仏壇に供へし春の水すこし仏は飲みて給ふかに思ふ 

後段がスッキリしない。字句を代えて見た。 

（添削歌）仏壇に供へし春の旨し水み仏すこし飲み給へるや 

  

（原作）咲き盛る傾の上に一本の鯉のぼり立つ青澄む空に 

きれいな歌だが、傾の上にと青澄む空にと場所を指すにが二つ出て来た。後の方を「青空を背に」とし

た。この背にのには場所を示すものではないので重複感はない。 

（添削歌）咲き盛る傾りの上に一本の鯉のぼり立つ青空を背に 

  

（原作）あんず花十重に二十重に咲き染みてうす紅をさす乙女にも似て 

三句と五句がてで終っていて歌としての締りがない。どちらかを終止形にすべきところ。 

（添削歌）あんず花十重に二十重に咲き染みてうす紅をさす乙女にも似る 

  

（原作）咲き満ちて手の平あまる白牡丹朝陽に照れる艶めきて見ゆ 

情景はよく分かるが、言葉づかいにやや難点がある。字句を入れ替えた。 

（添削歌）咲き満ちて手の平にあまる白牡丹朝陽に映えて いよよ艶めく 

  

（原作）町村の声援背に受けジュニアたち汗ふり飛ばし襷を渡す 



町村対抗の駅伝であろう。それぞれの出身の町村の声援をうけての競争。町村のと一般的に云うので

はなく、自（じ）が町の、己（し）が町のと自分の町のという意味を出した方がよい。 

（添削歌）自が町の声援背に受けジュニアたち汗ふり飛ばし襷を渡す 

  

（原作）裏庭の百花おのおの色誇り咲き競ふ見し心弾めり 

このままでも悪くはないが、四句で切れ、五句で切れる、「色誇り咲き競ふ見て心の弾む」ぐらいがよく

はないか。 

（添削歌）裏庭の百花おのおの色誇り咲き競ふ見て心の弾む 

  

（原作）花のあと風に若葉の匂ひ立つ背戸の山の辺蕨萌えいづ 

三句の匂ひ立つは終止形なのか連体形なのか。終止形なら三句で切れて、五句で切れ上下の関連性

が薄くなる。連体形ならば山の辺にかかるが長々しい。ここは匂ひ立ちとする方がよくはないか。 

（添削歌）花のあと風に若葉の匂ひ立ち背戸の山の辺蕨萌えいづ 

  

（原作）御岳山は高さ七百登りきて桜の蕾開くを待たるる 

開くをならば待つでなければならぬ。待たるるならば、開くが待たるるでなければならぬ。 



添削の実例（２０１３年８月）: あけび誌の紹介 
     大津留 温 

（原作）落葉松に巣箱のひとつ古びたる忙しげに飛ぶ四十雀見ゆ 

このままでも十分に佳い歌だが、更に工夫の餘地はないか。古びたる は連体の終止形、古びていま

すよの意。三句で一旦切れている。下句の飛ぶ、見ゆは平易に過ぎないか。「落葉松に古りし 巣箱の

かかりゐて」と下句につづけ、「出で入る四十雀の忙しげ」として見た。四十雀（しじゅうがら）が四句と

五句に跨る形となる。原作者の理解される形となったかどうか。 

（添削歌）落葉松に古びし巣箱のかかりゐて出で入る四十雀の忙しげ 

  

（原作）アヲサギは田の面ついばみひとしきり夕日に向かひ胸毛なびかす 

意味は明快だが、三句のひとしきりが、ついばむにかかるのか胸毛なびかすにかかるのか。原作のま

まだと胸毛なびかすにかかるように読める。しかし歌全体の解釈上田の面ついばみにかけた方が自然

と思える。そこをはっきりさせて見た。 

（添削歌）ひとしきり田の面ついばみアヲサギは夕日に向かひ胸毛なびかす 

  

（原作）疎開地を思ひ起こせし茱萸（ぐみ）の木の朱の実ひとつ口に含めり 

戦時中の学童疎開はご苦労も多かったし、苦（にが）い思ひ出もあろうかと思われるが、一面田舎の伸

びのびした自然に接する楽しみもあったかと思う。この歌の問題点は茱萸の木の朱実と木を入れる必

要があるのかどうか。茱萸の実の朱きを とすれば十分。 

（添削歌）疎開地を思ひ起こせし茱萸の実の朱きをひとつ口に含みぬ 

  

（原作）玄関に活けしフリージア妙なる薫り辺りに漂ふ 

漂ふと云えばその主体は妙なる薫りということになる。それならばフリージアのとのを入れる必要があ

る。フリージアを主体とするならば妙なる薫りを辺りに漂はすとしなければならぬ。何れでも成り立つが、

全体の字数が足りないので、「玄関の瓶に活けたるフリージア」とした。 

（添削歌）玄関の瓶に活けたるフリージア妙なる薫りを辺りに漂はす 

  

（原作）競ひ鳴く雉の二声朝明けの空晴れやかに大気ふるへり 

意味は明瞭だが、大気ふるへりとすれば雉の二声にとする必要がある。二声 を主体とするならば大気

（を）ふるはすでなければならぬ。 

（添削歌）競ひ鳴く雉の二声朝明けの空晴れやかに大気ふるはす 

  

（原歌）池の面を滑るがに行くボートかな若葉を映す緑清けし 

ボートかなで一旦切れていて下句との関連がハッキリしない。かなをやめて「行きしあと」と関連づけた。 



（添削歌）池の面を滑るがにボートの行きしあと映す若葉の緑清けし 

  

（原作）見廻りに雉子の番（つがひ）は農道まで吾を出迎ふ梅雨空の朝 

見廻りにだけでは「見廻りに来た吾」の意味が出ない。梅雨空の朝に代え出で来しとした。 

（添削歌）見廻りに出で来し吾を農道に出迎へくれぬ雉子の番は 

  

（原作）母まさば「こしあぶら」もまた旨しとぞ箸のすすみてゐまししものを 

歌そのものよりも、ゐますの使い方が間違い。居るを尊敬して云うことば「おられる」の意味のいますは

漢字で書けば坐（い）ます又は座（い）ますであって居ますではない。よく間違えるが短歌をやる者の基

本的知識として覚えておこう。 



添削の実例（２０１３年９月）: あけび誌の紹介 
大津留 温 

（原作）駅・警察・消防署へと贈る花抱ける児らの緊張愛し 

「花の日」に教会の子供たちが、平素市民のためにご苦労下さっている駅や警察などにお花を届けると

いう。花を抱いた児らの緊張したさまを可愛らしいと詠んだ佳い歌だが、「消防署へと贈る」のとは余計

ではないか。二句が字が足らぬのでとを入れたのか。駅・警察・消防署の順序を代えたらとがなくても

納まる。 

（添削歌）消防署・駅・警察へ贈る花抱ける児らの緊張愛（かな）し 

  

（原作）葉書大の写真の歌碑にお自筆のみ歌かしこし遙拜の瀬の歌碑 

熊本県の八代市の球磨川の瀬に、征西将軍懐良親王を偲んで詠まれた花田先生の歌碑が建ってい

る。御歌は「かくのごと球磨の早瀬も咽びけむはろに吉野を拜みましし時」。葉書大の歌碑の写真が出

て来たのを喜んで詠んだものだが、第二句の歌碑と五句の歌碑がダブった感じで歌意がハッキリしな

い。二句の歌碑を削って「写真出で来ぬ」とした。 

（添削歌）葉書大の写真出で来ぬお自筆のみ歌かしこし遙拜之瀬の歌碑 

  

（原作）雪解けに勢ふたぎち逆巻きて堰落つる音あたりを払ふ 

意味はよく分るが、歌のリズムがよくない。勢ふ、たぎち、逆巻き、落つると動詞が並ぶが、それぞれの

関連がうまく続いていない。字句を多少替えて見た。 

（添削歌） 雪解（ゆきげ）水たぎち逆巻き堰落つる音がうがうとあたりを払ふ 

  

（原作）五十才に運転免許を取得して亡夫の介護に役立ち尽くせり 

意味は凡そ分かるが、最後の尽くせり がどこにどうかかるのか。亡きご主人の介護に尽してくれたとい

う意味なら「役立ち」で十分ではないか。十二分に役立ったという意味であろうか。なお、年齢を数える

単位として俗に才を用いることがあるが、正しくは歳を使うべきである。 

（添削歌）五十歳にして運転免許を取得しぬ亡夫の介護に役立ちうれし 

  

（原作）ふるさとの玄関先に生ひしげるあけびなつかし実を鈴ならす 

鈴生り（果実などが神楽鈴のように多くむらがって生るさま）と言うコトバはあるが鈴生らすと言うコトバ

は辞書にはない。辞書にはないが、鈴生りと言うコトバから類推して、鈴生らすと使うことが許されない

か。私は新語として使っても面白いのではないかと思う。 

  

（原作）病みて知る皆様方の親身なる愛に生かさるる日々に感謝す 



親身に介護して下さる人たちに感謝の気持を持ち続けることの大切さは言うまでもない。この歌の場合

は、「病みて知る」と詠み始めたので、日々に感謝すでは始めと終りの平仄（ひょうそく）が合わない。終

りを「愛に生かさるるわが日々なるを」とした。 

（添削歌）病みて知る皆様方の親身なる愛に生かさるるわが日々なるを 

  

（原作）分校の掲揚台に山の児らポールに揚げる六匹の鯉 

掲揚台に とポールにがややダブった感じ。 

（添削歌）分校の掲揚台に山の児ら勢ひ泳がす六匹の鯉 

  

（原作）路地裏の軒下それぞれに竹床几出し世間話を 

状況は判るが、字が足らぬので加えた。 

（添削歌）路地裏の軒下それぞれ床几出し世間ばなしに花咲かせをり 

  



添削の実例（２０１３年１０月）: あけび誌の紹介 
大津留 温 

（原作）今日は息子（こ）の二十五回忌の経よむも未だ叶はぬ一日と忘れは 

25 年たっても息子のことが一日も忘れられないという息子さんに対する強い思慕を詠んだ好い歌だが、

第五句の「一日と忘れは」が言葉足らずでその思いを十分に表わしていると云えない。字句を替えて見

た。 

（添削歌）今日は息子（こ）の二十五回忌の経よむも未だ一日とて忘るるを得ず 

  

（原歌）高らかに読経の声がい障子に襖にこ霊す美声に聞き入る 

三句のい障子のいは接頭語かと思われるが、接頭語のいは動詞には使われるが、（例えば、い行く、

い向かふ等）名詞には使わない。「障子に襖にこだます」もあまり適当とも思われないので、ことばを替

えてみた。 

（添削歌）経を誦（ず）す声高らかにひびかふを頭（かうべ）を垂れてただに聞き入る 

  

（原歌）目覚ましを掛けず朝寝をむさぶるに起くる時刻は蝉の鳴く音に 

面白い歌だが、目覚ましをかけずに起きる時刻は蝉が鳴きたつる頃とでも云ふべきで、「蝉の鳴く音に」

ではオカシイ。蝉の鳴く音にを生かすとすれば、蝉の鳴く音に起さるとしなければならぬ。 

（添削歌）目覚ましを掛けずに朝寝をむさぼりて起きしは蝉のしきり鳴く頃 

  

（原作）あなかなし指圧に鍼に薬剤を飲みて愛しむ吾れが腰痛 

腰痛にお悩みのご様子。第一句のあなかなしと飲みて愛（かな）しむとはどう関係するのか。かなしに

当てる漢字は悲、哀、愛の三つ。悲は泣くほどかなしい、愛はいとしい、哀はその両方の意味をもつ。

飲みて愛しむを飲めども治らぬとした。この方が意味が通るように思う。 

（添削歌）あなかなし指圧に鍼に薬剤を飲めども治らぬ吾れが腰痛 

  

（原歌）川の辺に御羽黒蜻蛉軽やかに夕陽に羽根の光りて搖るる 

とんぼが軽やかに飛んでいる情景を詠んだ歌だが、ふさわしい言葉が並んでいるが、リズムがもう一

つよくない。歌は詩だからリズムがいのち。原歌と添削歌を並べて見て下さい。 

（添削歌）軽やかに川の辺を飛ぶ御羽黒の羽根に夕陽の映えてさはやか 

  

（原作）身を引きてのびやかに生く「楽隠居」今、ほど遠き言の葉の位置 

第一線から身を引いて責任のない「楽隠居」と見られる今の自分だが、実際はその言葉とはほど遠い

現実にあるとの意と解したが、判かりにくい表現だ。そのように理解して判かり易い表現に代えた。 

（添削歌）身を引きてのびやかに生くる「楽隠居」、ことばとほど遠き今のわが身は 



  

（原作）生きむとす力の限り鳴きつづく蝉の声あり暮れゆきて尚 

蝉は一と夏で命を終えるが、樹の皮などに産みつけた卵からかえった幼虫は地中にもぐり、木の根な

どから養分をとって数年生きて地上に出てくる。夏の終り頃は力の限り鳴き、その亡骸を随所にさらす。

その様子を詠んだ歌だが、生きむとすは一句切れとなるが、生きむとしての意味ととった。 

（添削歌）生きなむと力の限り鳴きつづく蝉の声あり暮れゆきて尚 

  

（原作）林間に点在するや山小屋の卓を囲みて話は尽きず 

意味は明らかだが、第二句の点在するやのやは不要。字数が足らぬ為に加えたものか。 

（添削歌）林間に点々とある山小屋の卓を囲みて話は尽きず 

  



添削の実例（２０１３年１１月）: あけび誌の紹介 
大津留 温 

（原作）鎌倉の山なみ春の息吹きみつ新芽かがやき山ざくら映ゆ 

三句と五句がいずれも動詞で終っていて、この歌の焦点がどこにあるかが明らかでない。後段を「新芽

かがやき映ゆる山桜」とすれば山桜に焦点があることが分かる。 

（添削歌）鎌倉の山なみ春の息吹みつ新芽かがやき映ゆる山桜 

  

（原作）サクランボ採れ立てなるを口に食み娘（こ）と語りゆく楽しき旅路 

意味は分かるが、採れたて なるをと言う言葉がこなれていない。言葉の順序を替えて調子をととのえ

た。 

（添削歌）採れ立てのサクランボの紅きを食みながら娘と語りゆく楽しき旅路 

  

（原作）大賀はす、メダカに蛙もたのしまむ予定たつるも黄泉の国へと 

大賀ハスを見に行こうと約束していた友人が急に亡くなったので計画が駄目になったという内容の歌だ

が、このままでは分かりにくい。メダカや蛙はこの際省略して次のように直した。 

（添削歌）大賀ハス共に賞でむと約せしににはかに君は黄泉へ旅立つ 

  

（原作）すき透る美しきこゑに日がな鳴くわがマスコット鈴虫なれや 

意味は分かるが、〝わがマスコット鈴虫なれや〟がぎこちない 。なれや をマスコットに付けると分かり

よい。「わがマスコットなれや」とすると大分字余りになるが、カタカナ語を使うとどうしても字余りになり

易い。止むをえないところか。 

（添削歌）すき透る美しきこゑに日がな鳴くわがマスコットなれやこれの鈴虫 

  

（原作）主なき庭の芙蓉花今年も咲き淡紅（う すべに）色を晩夏のかげさす 

着眼はよいが、〝淡紅色を晩夏のかげさす〟のをの使い方がいいかどうか。淡紅色にの方がいいの

ではないか。字句も少し直した。 

（添削歌）主なき庭の芙蓉花この年も晩夏の光に淡紅に映ゆ 

  

（原作）秋の風稲穂さ揺らぐ夕ぐれに今年の出来映え想ひつつ歩む 

よい状況をとらえている。さ揺らぐのさは接頭語、揺らぐは自動詞、稲穂が自（みず）から揺れている。

風がゆらす （他動詞）のであれば、稲穂を揺らすとすべきところ。 

（添削歌）秋の風稲穂をゆらす夕ぐれを今年の出来映え想ひつつ歩む 

  



（原作）待ち合わす息の一家と出会えたり男孫の我に走りくるなり※ 

状況は分かるが、三句も出会えたり、五句も走りくるなりとたり、なりで終っている。上下の関連性をよ

り明確にするため、下句を「我を見つけて駈けよる男孫」と名詞止めにして、重点が最後にあることを示

すがよい。 

（添削歌）待ち合わす息の一族と出合いたり我を見つけて駈けよる男孫 

  

（原作）歳時記に挿みし紅葉に前年の吟行偲び目を留められしかも 

意味は分かるが、目を留められしかもがぎこちない。かもが余計ではないか。 

（添削歌）歳時記に挿みし紅葉に前年の吟行偲び目を留めましし 

これは前にも書いたが、居るをていねいに言う「おられる」を意味するいますは漢字を当てると坐ます 、

座ますであって、居ますは間違い。いまだに間違う人が多い。 

また、「さくらはまだ咲かない」のまだを意味するいまだは「未だ」と書くべきで、「今だ」は間違い。これも

間違う人が多い。 

  



添削の実例（２０１３年１２月）: あけび誌の紹介 
大津留 温 

（原作）石段を昇り社へ向へぬと嘆く人らの挨拶の声 

「向へぬ」は向ひぬと言えば向ったの肯定の意味となるが、向へぬは行けないの否定の意味。そしてこ

の否定は石段を昇りにまでかかる。昇り難いので社まで行けないと読める。この「石段が急で昇り難い」

というのが、この歌の肝腎なところ。だから昇るに直接否定のことばを付けるべきである。 

（添削歌）み社の高き石段昇りかね行けぬと嘆く人々の声 

  

（原作）鰯雲雑草とることも倖せと思ひつつ狭庭に空仰ぎ見つ 

歌の意味はよく分かるが、鰯雲が「空仰ぎ見つ」とかけ離れすぎているのが気になる。もっと近づける

べきであろう。 

（添削歌）雑草を引くも倖せと庭に出でみ空の鰯雲を仰ぎ見るかな 

  

（原作）渋き味心鎮めて茶を飲むに思ひ出湧き来故人との楽し 

何となく意味は分かるが、言葉がバラバラでリズム感に乏しい。言葉を入れ替えて見た。 

（添削歌）心鎮め渋き茶飲めば亡き人の思ひ出次々湧きて楽しも 

  

（原作）街に見る人達もいつしかに衣替へして颯爽と行く 

十月初めに街に見る光景。いつしかにがいささかぎこちない。言葉を替えて見た。 

（添削歌）街に見る人らいつしか衣替へして颯爽と闊歩しい行く 

  

（原作）直な目で前を見つむる君なれば笑顔の戻る日ひたに待つらむ 

このままでも意味は通るのだが、待つらむは君本人が待つであろうの意。ここは詠者である私が待ち

たいと詠む方がよくはないか。 

（添削歌）直な目に前を見つむる君なれば笑顔の戻る日ひたに待たなむ 

  

（原作）秋晴の光さやけきさ庭辺に金木犀のかをりほのかにつつむ 

このままでもよさそうだが、さ庭辺にと言えば芳香が流るるの方がよくはないか。つつむを生かすとす

れば、さ庭辺をとした方がよい。 

（添削歌）秋晴れの光さやけきさ庭辺に金木犀の香ほのかに流る 

  

（原作）曼珠沙華燃ゆるがごとく土手に搖るる秋の来ぬ日にスペインに発つ 



秋の来ぬ日の来ぬはこぬと読めば否定の意となり秋のまだ来ないうちに出立したの意味になるが、原

作者の意思は秋が来た日に出発したということであろう。それなら秋の来たる日と明確に言うべきとこ

ろ。また彼岸花が燃ゆるがごとくと言えば咲き満てると受けるべきで、燃えるが如く搖れるはそぐわない。 

（添削歌）曼珠沙華燃ゆるが如く群れ咲きて秋の来たる日スペインに発つ 

  

（原作）きのこ汁さんまの塩焼き旬の食美味なるお茶も熱くあるべし 

秋の旬の食物きのこやさんまの美味しいさまをうたった好詠だが、「美味なる 」は旬の食に付いている

と思われるが、このままではお茶に付くように読める。ここは美味なりとハッキリ切って、この美味しいご

馳走にふさわしくお茶も熱いのがよろしいと詠むべきであろう。 

（添削歌）きのこ汁さんまの塩焼き旬の味美味なりお茶も熱くあるべし 

  

（原作）如月の山の麓に咲き初むる白き梅花に春を待たるる 

「待たるる」と言えば春のとすべきで、春を生かすならば春を待つなりとすべきところ。 

（添削歌）如月の山の麓に咲き初むる白き梅花に春の待たるる 
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