
添削の実例（２０１４年１月）: あけび誌の紹介 
     大津留 温 

（原作）中の原ゆ見つむる尾根の北壁は蒼空に映え迫り来るかに 

よい光景を詠んだ歌だが、見つむる （口語は見つめる）が適当でない。じっと見つめるなどと近くのも

のをよく見る時に使い遠いものを見つめるとは言わない。山の尾根を見るのは見放くるか見上ぐるを使

うべきところ。 

（添削歌）中の原ゆ見放くる尾根の北壁は蒼空に映え迫り来るかに 

  

（原作）スカイツリー銀と耀ふ塔高く垣間見ゆけりビルの狭間を 

先般の全国大会翌日の下町見学の折、スカイツリーをバスの中から見上げた様子を詠む。意味はハッ

キリしているが、垣間見ゆけり 、ビルの狭間をがオカシイ。垣間見にけり、ビルの狭間ゆと言うべき所。

三句は切るがよい。 

（添削歌）スカイツリー銀と耀ふ塔高しビルの狭間ゆ垣間見にけり 

  

（原作）ぢいちゃんと呼ばれて五つか男の子露天の店に親父が笑ふ 

五つ位の男の子から「おぢいちゃん」と呼ばれて露店の親父が笑った様子を詠んだ歌だが、「ぢいちゃ

んと呼ばれて」の次に「五つか男の子」が出て来るので分かりにくい。五つ位の男の子にぢいちゃんと

呼ばれてと続けるべきではないか。 

（添削歌）五つほどの男の子からぢいちゃんと呼ばれ露店の親父が笑ふ 

  

（原作）鳩の巣を訪ひ来る人に指さして四つの瞳見上げて笑むも 

このままでもよさそうだが、「鳩の巣を」と「指さして」の間に「訪ひ来る人に」が入るので若干分かりにく

い。鳩の巣を指さしてと続けるべきところ。なお四つの瞳は面白い表現だがこの場合あまり効いていな

い。これを省いて次のとおりとした。 

（添削歌）枝かげにかかる鳩の巣指さして訪ひ来る人と見上げ笑まふも 

  

（原作）秋雨にぬれて色づく柿の実の赤がうれしい秋を楽しも 

意味は分かるが、「秋を楽しも」が適当でない。秋をならば秋を楽しむでなければならぬ。「楽しも」を生

かすならば「秋は楽しも」としなければならぬ。 

（添削歌）秋雨にぬれて色づく柿の実の赤がうれしい秋は楽しも 

  

（原作）亡き父が選びし木々も年経るに樹下に立ちて思ひ出手繰る 

年経るにでは上句と下句とがうまく続かない。ここは年経りぬと一旦切った方がよい。 

（添削歌）亡き父が選びし木々も年経りぬ樹下に立ちて思ひ出手繰る 



  

（原作）残されしヒュッテに甦へるかたはらの雪上テントに震へし夜を 

残っているヒュッテを見てその横に張ったテントで寒さに震えながら明かした一夜が思い出されるの意。

震へし夜をが適当でない。「震へし夜の」思い出さるるでなければならぬ。夜を生かすなら思い出（だ）

すでなければならぬ。 

（添削歌）残されしヒュッテに甦るかたはらの雪上テントに震へし夜の 

  

（原作）突然に足の動かぬ夫の乗る救急車につきハンドル握る 

ご主人の足が突然動かなくなった。救急車を呼んで病院に搬送されてゆく。自分も後れじと車で追ひか

けたという内容。歌意はハッキリしているが、救急車はサイレンを鳴らして信号を無視してつっぱしる。

救急車につきを救急車を追ひ車走らすとした。 

（添削歌）突然に足の動かぬ夫の乗る救急車を追ひ車走らす 



添削の実例（２０１４年２月）: あけび誌の紹介 
大津留 温 

（原作）山路来て間近にひびく鴬の笹鳴き聞けり二声三声 

鴬の笹鳴きは冬に鴬の鳴き声がまだ調わず舌鼓を打つように鳴くこと。ひびくと云う言葉とはそぐわな

い感じがする。よって 

（添削歌）山路来て間近に聞けり鴬の笹鳴く声を二声三声 

  

（原作）楽天の日本一の瞬間をうつらうつらと臥処に聞こゆ 

日本一の瞬間をと云ったからには聞きぬ又は聞けりとしければならぬ。 

（添削歌）楽天の日本一の瞬間をうつらうつらと臥処に聞きぬ 

  

（原作）初島に向かひてゆくやつり舟のあらしの余波か見えかくれする 

熱海あたりから初島を望んだ光景と思われる歌だが、向かひて行くやとあらしの余波かと感嘆詞が二

つあるのは、歌の重点が何処にあるのか明確さを欠く。余波かに重点があると見てゆくやは省略した。 

（添削歌）初島に向かひていゆくつり舟のあらしの余波か見えかくれする 

  

（原作）高山寺一尺幅の鳥獣戯画兎と蛙の軽妙な絵画 

意味は分かるが、歌としてのリズムに欠ける。軽妙な絵画は〝軽く戯（ざ）れ合ふ〟とした。 

（添削歌）高山寺の一尺幅の鳥獣戯画兎と蛙が軽く戯（ざ）れ合ふ 

  

（原作）山裾の流れる小川橋の上紅葉の流れしばし眺める 

言葉が切れぎれになっていて続き具合が明確さを欠く。言葉の順序を替えて見た。 

（添削歌）山裾の小川に紅葉葉流るるを橋の上よりしばし眺むる 

  

（原作）八十と二歳になれば思はるる部下らと釣りや温泉の旅 

意味は分らぬでもないが、部下らと行きしと云う言葉が入らないと歌がしまらない。 

（添削歌）八十と二歳になれば思はるる部下らと行きし釣りや湯の旅 

  

（原作）露天商なりしと部長と呼びをりぬ部下はテントにイカを焼きつつ 

これも言葉を入れ替えた。このままでは理解しにくい。 

（添削歌）露天商となりてテントにイカを焼く部長とわれを呼びをりし部下 



  

（原作）隣り家の主の手入れは常日頃深紅のバラは寒風に咲く 

意味は判らぬでもないが、常日頃の手入の「甲斐ありて」の一言が要る。 

（添削歌）隣りの主日頃の手入れの甲斐ありて深紅のバラの寒風に咲く 

  

（原作）形よき父の好みし楓の木日毎紅葉づる秋の陽の中 

このままでも十分佳い歌であるが、形よきを直接楓の木に続けた方がよりよくはないか。 

（添削歌）亡き父の好みし形よき楓の木日毎紅葉づる秋の陽の中 

  

（原作）庭に置く名石いくつもどっかりと 見れば見るほど風格をもつ 

吟行で行った清澄庭園の名石群を詠んだ佳い歌だが、どっかりと を初めに置いた方がリズムがよくは

ないか。 

（添削歌）どっかりと庭に置かれし名石の見れば見るほど風格を持つ 

  

（原作）ゴンドラゆ眼下の傾りの山々はもみぢぬ松に紅葉の映ゆ 

もみぢぬは紅葉しないとの意味かと思われるが無理な使い方である。 

（添削歌）ゴンドラゆ見下ろす山の傾りには色変へぬ松に紅葉の映ゆ 

  



添削の実例（２０１４年 3 月）: あけび誌の紹介 
大津留 温 

（原作）同期会六十二年の幕降ろし未練もあれど淋しさつのるも 

高齢化が進み、同窓会や同期会の終幕を告げることが多くなった。そのことを淋しいと歌うのだが、「未

練もあれど」がふさわしくない。未練もあれどと言えば未練の逆のことを言うことの前提。「未練はあれ

ど止むを得ざるか」なら平仄が合う。「淋しさのこる」を生かすなら「未練残りて」とでも云うべき所。 

（添削歌）同期会六十二年の幕降ろす未練残りて淋しき限り 

  

（原作）露天商の部長俺だと声かける転勤辞令をやぶりし部下の 

言葉のかかり具合が分かりにくい。露天商のがどこにかかるのか。言葉の順序を替えて分かり易くした。 

（添削歌）転勤辞令破りしは俺だと名乗り出づ露天商営むかつての部下の 

  

（原作）家内に柔ら差し込む初の日を表に出でて両手を合はす 

意味は明らかだが、初日をと言えば拝す（おろがむ）と受けねばならぬ。両手を合はすと言えば初日に

でなければならぬ。おろそかに出来ない一字の大切さ。 

（添削歌）家内に柔らに差し込む初の日に表に出でて両手を合はす 

  

（原作）子どもらの声一つせぬ校時の午後二百人は居る筈なのにこの静けさは 

校時は下校時のタイプミスか。大分字が余っているので、省略できるものは省いてみた。下校は授業

が終って生徒が帰宅すること。下校時と言えば午後はいらない。また生徒らが帰るのだから子ども らも

なくてよいのではないか。 

（添削歌）二百人は居る筈なのに下校時の声一つせぬこの静けさは 

  

（原作）顔見世に胸躍らせて老いつつも生くるあかしと南座を訪ふ 

意味は分かるが、この歌の肝どころは「胸躍らせて」「南座を訪ふ」ところにある。この両者をつなげて

最後にもって来ることが肝要。 

（添削歌）老いつつも生くるあかしと顔見世に胸躍らせて南座を訪ふ 

  

（原作）亡き母の声かとも聞く冬の夜の雨そぼそぼと吾が胸を打つ 

意味が分らぬでもないが、「亡き母の声かとも聞く」と「吾が胸を打つ」のかかわりを明らかにすべきで

あろう。打つより沁むがよい。 

（添削歌）冬の夜のそぼ降る雨は亡き母の声とも聞こえ吾が胸に沁む 

  



（原作）おほらかな筆の「表紙絵」残雪山（ゆきやま）ゆ清き風の快きかな 

新しい表紙絵「残雪の越後湯沢」を賛して詠んだ歌だが、表紙絵 と言わずに「筆のタッチ」と言った方

が絵の評に相応しいのではないか。下句の字の不足も補った。 

（添削歌）おほらかな筆のタッチや残雪山（ゆきやま）ゆ吹き来る風の快きかな 

  

（原作）元気にて仕事に励む孫の声に吾が若き日の過ぎし日思ふ 

意味は分かるが、「若き日の過ぎし日」はややダブった感じ。そこを整理した。 

（添削歌）元気にて仕事に励む孫の声にふとわが若き日を思ひ出づ 

  

（原作）ありがたき陽の光さす下道は真冬なれども暖かきかな 

真冬なれどもが理屈っぽく聞こえる。ありがたきは冬には珍しいの意と解すると面白い歌となる。 

（添削歌）暖かき太陽の光背にうけて真冬の下道ほのぼのと行く 



添削の実例（２０１４年４月）: あけび誌の紹介 
     大津留 温 

（原作）くだけ散る波の間に白き富士日本の宝の貴重な名画 

明治の初年、多くの浮世絵などの名品が海外に流出した。フェノロサや岡倉天心らの尽力により、その

多くがアメリカのボストン美術館に集められている。その一部が日本に里帰りして、各地で展示会が開

かれた。その中の葛飾北斎の「波間の白富士」を見ての詠草。このままでも判らぬではないが、「白き

富士」と「日本の宝」をより明確に関連づけた。 

（添削歌）くだけ散る波間に浮かぶ白き富士描ける名画や日本の宝 

  

（原作）新雪の筋くきやかに富士が嶺の碧天に映ゆ白き砂浜 

三保の松原あたりから遠望した富士を詠んだものだが、白き砂浜から富士を見放る或いは遠望むとい

う言葉が要るのではないか。 

（添削歌）新雪の筋くきやかに富士が嶺の碧天（そら）に映ゆるを浜より見放く 

  

（原作）紅梅の枝垂れこずゑに花開くつぼみ日毎に含むの愛（いと）し 

春に先がけ紅梅がぼつぼつ花をつけようとする時節。梢の蕾が日毎にふくらむ様を詠むのに、こずゑ

に花開くは似合わない。含むの愛しののもそぐわない。ここは含むも又は含むが愛しとすべきところ。 

（添削歌）紅梅の枝垂るるこずゑに連なれるつぼみ日毎に含（ふふ）むも愛（いと）し 

  

（原作）つね日頃鍛へし作品展示さる美術館にて書作展開く 

短歌だけでなく書道にも精進しておられるらしい。近々その成果の発表会が開かれるとのこと。展示さ

る と書作展開くとがダブった感じ。そこを他の言葉に置き替えた。 

（添削歌）つね日頃鍛へし書道の作品展美術館にて近く開かる 

  

（原作）総監に決起促し自刃の三島扉に残る日本刀（かたな）の傷跡 

日本の現状を憂いた三島由紀夫が自衛隊の決起を促そうと自衛隊の本部に乗り込み、総監に迫った

が拒否され、切腹して自刃するという事件があった。その現場を見ての詠。言葉を入れ替え解り易くし

た。 

（添削歌）総監に決起促し自刃せる三島の太刀あと扉に残る 

  

（原作）ゆずられし座席ありがたく面あげぬ電車のなかの亡母（はは）を偲びぬ 

電車内で席を讓られ、その好意に恐縮し顔を伏せたままの母であったと亡き母を偲ぶ歌。「面あげぬ」

お気持が今時の人に分かるであろうか。言葉をいくつか入れ替えた。 

（添削歌）電車内席をゆづられありがたく面をあげざる母にてありし 



  

（原作）思へらく喜寿近きの旅先に出逢ふさきはひ前（さき）の世の因（いん） 

旅先きで思わぬ出会いがあった。これも前世からの因縁によるものであろうの歌意。肝腎の結句にも

少し言葉をあてるのがよくはないか。この場合、「思へらく 」は必ずしも必要とはせぬ、これを省略して

結句の言葉を増やした。 

（添削歌）喜寿近く旅先に出逢ふさきはひは前の世からの因縁ならむか 

  

（原作）新聞を雪踏みしめて配りしか戸毎に続く深き靴跡 

このままでも十分意味は通るが、新聞をを配るに直接つづける方が調子がよくはないか。 

（添削歌）降る雪を踏みしめ新聞を配りしか戸毎に続く深き靴跡 

  

短歌は歌うものであるから口ずさんで調子がよいかどうか。意味が同じでも調子よくなければならぬ。 



添削の実例（２０１４年５月）: あけび誌の紹介 
大津留 温 

（原作）流されし妻を探して弔はむ潜水免許を取りし一念 

大震災から三年経って、当時を回顧する歌が多く見られた。この歌もその中の秀歌と言うべきだが、こ

の歌の最も肝腎な「一念」を流されし妻を探す一念と続けた方がより感銘が深くなると思われる。 

（添削歌）流されし妻を探さむ一念に潜水免許を取りしか君は 

  

（原作）くれなゐの山茶花散りて踏み迷ふはつかに搖るるは小鳥が一つ 

この歌の前半と後半との関連がハッキリしない。例えば前半を生かすとすれば後半は 

（添削歌）くれなゐの山茶花散りて踏み迷ふ花の原型残すもありて 

とでもすれば平仄（ひょうそく）が合う。後半を生かせば 

（添削歌）くれなゐに咲き満つ山茶花細枝のはつか揺るるは小鳥が一つ 

とでもすべきところか。 

  

（原作）初雪に靜もるさ庭何処ゆか楓の枝に動く鳥影 

よい情景を詠むが、何処ゆか と言えば来しという言葉が欠かせない。 

（添削歌）初雪に靜もるさ庭のかへるでに何処ゆ来しか動く鳥影 

  

（原作）人知れずうす紅色の枝垂れ梅散りをるらむか父母なき家に 

よい歌だが、この歌の肝どころは「人知れず」「散りをるらむか」にある。この二つのことばをくっつけて

最後にもって来る方が迫力がある。 

（添削歌）父母の亡き家に残れる枝垂れ梅人に知られず花散らしゐむ 

  

（原作）浅春の東風吹きすさぶ露地裏に野すみれ小花けなげにゆるる 

春先きには春一番などと言って強風が吹き荒れることがある。露地裏のすみれの小花がそれにけなげ

に耐えているさまを詠む。いい歌だが、けなげに ゆるるでは些か弱いことはないか。 

（添削歌）浅春の東風吹きすさぶ露地裏に野すみれの小花けなげに耐へをり 

  

（原作）道の辺に枝の広ごる白梅ゆ流れ来る香を胸深く嗅ぐ 

胸深く息を吸うとは言うが、胸深く嗅ぐとは言わない。ここは嗅ぎつつ歩むぐらいか。 

（添削歌）道の辺に枝を広ぐる白梅ゆ流れ来る香を嗅ぎつつ歩む 



  

（原作）雪がまふ弥生はくれど春おそし明日の予報の気になる夕べ 

雪がまふ弥生はくれどがいささか拙い。「弥生半ばなほ雪がまひ」ぐらいか。「明日の予報の気になる

夕べ」は春を待つ気持がよく表われている。 

（添削歌）弥生半ばなほ雪が舞ひ春遠し明日の予報の気になる夕べ 

  

（原作）春の雨降りみ降らずみ窓ゆ見つ信号の赤けぶりて見ゆる 

窓ゆ見つ、けぶりて見ゆるはダブった感じ。 

（添削歌）春の雨降りみ降らずみ窓ゆ見る信号の赤仄かけぶりて 

  

（原歌）戦争を知らぬ娘に言ひ聞かす亡母の苦労をつぶさに語りて 

戦争が終って六十九年、戦争を経験した人もだんだん少なくなった。ご苦労は戦時中もさることながら、

戦後の方が多かったのではないか。戦後十年を経てようやくもはや戦後ではないと言うようになった。

言ひ聞かす とつぶさに語りて がダブった感じ。 

（添削歌）戦争を知らぬ娘に言ひ聞かす亡母の嘗めたる苦労の数々 



添削の実例（２０１４年６月）: あけび誌の紹介 
     大津留 温 

（原作）物不足の戦後に嫁す吾に云ひ知れぬ苦労をかけし亡母(はは)のしのばる 

戦後の極度の物資不足の時期に娘を嫁に出す母親の気苦労は大きかったに違いない。私も戦後間も

なく復員して、もとの職場に復帰したが、極度の食糧難で、「一人では食えぬが、二人なら食える」と言

われ、母が嫁をさがしてくれた。この原作の場合、「嫁す吾に」「苦労をかけし母」とあるが、辞義どおり

に読むと、母が吾に苦労をかけたと読めなくもない。これでは意味は全く逆になる。誤解をなくすために

吾に「苦労したまひし」とした。なお、「気使ひたまひし」と云う言い方もある。 

（添削歌）物不足はげしき戦後に嫁す吾に言ひ知れぬ苦労し給ひし亡母（はは）よ 

  

（原作）一番花目指し競ふや 白木蓮蕾日毎にふくらみ行くらし 

白木蓮はさくらに先がけて白い花を咲かせ、春の到来を告げる。一番花を目指し競ふやと感嘆詞を用

いながら最後が「ふくらみ行くらし」では歌が締らない。ふくらみの増すかふくらみて行くとすべきところ。 

（添削歌）一番花目指し競ふや白木蓮蕾日毎にふくらみの増す 

  

（原作）幾種もの桜が競い空覆う絢爛とは斯く小金井公園※ 

意味は分かるが、「絢爛とは斯く」で切れたのでは中途半端のまま。ここは「絢爛とはかくの如きか」とし

なければならぬ。 

（添削歌）幾種もの桜（はな）競い咲く絢爛とは斯くの如きか小金井公園※ 

  

（原作）日の暮れの遅くなりぬる木の下に春休みの子ら歓声響もす 

響（とよ）もすは鳴り響かせる の意。子らを主体とすれば子ら歓声あぐる 、子らの歓声を主体とすれば

子らの 歓声あがるとすべきところ。 

（添削歌）日の暮れの遅くなりぬる木の下に春休みの子らの歓声あがる 

  

（原作）被災地の写真展示に心留むこの日忘れぬ心にきざむ 

東日本の震災を歌ったものだが心留むと心にきざむがダブった感じ。また、忘れぬははっきりと忘れず

と言うべきところ。 

（添削歌）被災地の写真の展示生々しこの日忘れず心にきざむ 

  

（原作）花だより河津桜が満開よ花見においで里から電話 

里からの電話が正に花だより。花だよりを省いて「いままさに」を入れた。 

（添削歌）いままさに河津桜が満開よ花見においで里から電話 



  

（原作）音もなく降るとも見えぬ春の雨連翹の花はつか濡れゐる 

「音もなく」と「降るとも見えぬ」がつづかない。音もなくと言えば降り継ぐ 、降るとも見えぬは晴るるとも

に対比される。 

（添削歌）晴るるとも降るとも見えぬ春の雨連翹の花はつか濡らしつ 

  

（原作）肩組みて『春寂寥』を高らかに残雪踏みてアルプス仰ぐ 

旧制高校の寮歌を肩を組み足うち鳴らして高吟するさまをうたう。佳い歌だが、高らかに歌うの言葉が

要る。 

（添削歌）肩組みて『春寂寥』を高吟す雪の残れるアルプス仰ぎ 

  

（原作）つつましく静かに花を咲かせゐる明日香野に咲く大根の花 

落ちついた佳い歌だが、花を咲かせゐると明日香野に咲く大根の花がダブった感じ。 

（添削歌）つつましく静かに花を咲かせゐる明日香野に見る大根の花 

  



添削の実例（２０１４年 7 月）: あけび誌の紹介 
大津留 温 

（原作）風薫る葉桜の下歌友むた詠み合ひ和むポピーの花園 

佳い歌だが、歌友むたがよくない。むたは漢字を当てると与又は共。名詞又は代名詞に「の」又は「が」

を介して「と共に」の意味を示す古語と広辞苑にある。古語も使いようによっては面白い歌となるが、こ

の場合は「歌友と」で充分で、古語を使うまでもない。なお、花田先生の「むた」を使った次の歌がある。 

水のむたか搖れかく搖れ靡きつつ搖るる玉藻は見らく飽なく（雑草路） 

（添削歌）風薫る葉桜の下歌友と詠み合ひ和むポピーの花園 

  

（原作）また一人歌友逝かれぬおだやかなやさしきみ声耳朶に残るも 

字数の限られた短歌に敬語はどの程度省略が許されるか。逝かれぬ はいかにもギコチない。逝きま

しぬ又は逝かしぬ と云う言い方もあるが、逝きぬでも許されるのではないか。後にみ声と一応敬意を

表してはいる。歌友をともと読んで逝きましぬとするか歌友（うたとも）逝きぬとするか何れかによるの

がよいであろう。 

（添削歌）また一人歌友逝きぬおだやけきやさしきみ声耳朶に残して 

  

（原作）手引書を片手に読みて挑戦す肥料はよいか株間はいかに 

佳い歌だが、挑戦する対象が明らかでない。八首の題に「オクラの発芽」とあるので想像はつくが、一

首づつ独立した歌として観賞されるので一首の中にオクラと云う言葉が欲しい。手引書を片手に読み

ての読みて は不要。これを省いてオクラに を入れた。 

（添削歌）手引書を片手にオクラに挑戦す肥料はよいか株間はいかに 

  

（原作）八十路入り思はぬ病に倒れしも長き一生つまづきもある 

上句と下句の続きが倒れしもではうまく続かない。ここは一旦切った方がよくはないか。 

（添削歌）八十路に入り思はぬ病に倒れたり長き一生つまづきもある 

  

（原作）温度の差烈しき春を老人会しまひし冬着また纏ひたり 

面白い着眼点。この春は温度差が烈しく健康にも堪えるほど。「温度差の烈しき春を」を烈しき春かと

詠嘆にするとより一層感じが出る。 

（添削歌）温度差の烈しき春か老人会へ仕舞ひし冬着また着て行きぬ 

  

（原作）幽艶に垂るる花房ふりそそぐひかりをあつめ明るかりけり 

この歌も詠む対象の花が明らかでない。題に「藤の花」とあるが、一首は独立した存在、藤を詠みこむ

必要がある。 



（添削歌）幽艶に垂るる花房ふりそそぐひかりをあつめ藤は明るし 

  

（原作）タンポポの円きわた毛を見つけあひふつと吹いては舞ひとぶを追ふ 

面白い情景だが主体が明らかでない。ご本人ではあるまい。確かめたところ二人のひ孫さんとのこと。 

（添削歌）タンポポの円きわた毛をふつと吹き舞ひとぶを追ふ二人のひ孫 

  

（原作）雪解けが北アルプスゆ地下潜り富山の湾の深層水に 

北アルプスに降り積った雪は解けて地下水となり、数年後又は数十年後に富山湾の深部に湧き出て

来る。このためであろう富山湾にはホタルイカなど特有のさかなが獲れる。面白い材料を詠んでいる。

多少字句をあらためて趣旨を明らかにした。 

（添削歌）北アルプスの雪解（ゆきげ）の水が地下潜り富山の湾の深層に湧く 



添削の実例（２０１４年８月）: あけび誌の紹介 
     大津留 温 

（原作）元冦の防塁留め今もなほ石積のかたへ昼顔の咲く 

世界制覇の野望を持つ元のフビライは日本にも入貢を求めて来た。時の鎌倉幕府はこれを拒否し、北

九州一帯の海岸に防塁を築きその来冦に備えた。全国の若者を徴用してこれに当らしめた。元は軍船

数十隻を以て来冦した。いわゆる元冦である。文永、弘安の二度にわたって来冦したが、二度とも大風

に船が転覆し、多くの溺死者を残して敗走した。今でも博多湾頭には当時の防塁のあとが見られる。そ

れを詠んだ好い歌だが、原作の「今もなほ」がどこにかかるのか明らかでない。今もなほと言ったから

には「残る」が欠かせない。（国難に備えた防塁のあとにのんびりと咲く昼顔の花を対比させたのは面

白い。） 

（添削歌）元冦に備へし防塁今に残る石積むかたへ昼顔の花 

  

（原作）今にして戦時戦後に六人の吾子守り来し母の強さを 

食糧をはじめ物資が極度に不足した時代に六人ものお子さんを育てられた母上のご苦労はいかほど

であったか、思うだけでも気がつまる思いがする。原作では今にしてとあるのは今にして思ふ或いは偲

ばるが要りはしないか。 

（添削歌）戦中戦後六人の吾子を守り来し母の強さを今にして思ふ 

  

（原作）水張田の身じろぎもせぬ鷺一羽群れたる蛙の啼き声ひびく 

蛙は鷺の好物、逃さじと狙いを定めている緊張の一瞬を詠む。順序を替えて一層その状況を明らかに

した。 

（添削歌）水張田の群れ鳴く蛙の唯中に身じろぎもせぬ白鷺一羽 

  

（原作）御宿の駅の前には減反の爪痕空し草伸び放題 

米の生産過剰に対する政策の一つとして減反の策がとられた。米の生産を止めて、他の作物に切りか

えるか、他の用途に転ずるか。中々計画通りに行かず、草茫々に放置されている処が目についた。政

策の失敗である。それを爪痕と云ったが、些か表現に無理がある。 

（添削歌）減反の政策空しそのあとの草伸び放題御宿駅前 

  

（原作）白詰草花で首輪を作りしも四つ葉求めたる日々も遙けき 

白詰草は一般にクローバーとも言われている多年草。白色の花をつける。葉は三枚だが、四つ葉は幸

運をもたらすと言って珍重される。このままでも意味は十分通じるが、多少字句を整理して、論旨を一

層明らかにした。 

（添削歌）花摘みて首輪作りし白詰草四つ葉求めし日も遙かなり 

  



（原作）池の面にあぎとふ鯉の愛しけり離れがたしも餌は持たねど 

意味はよく分かるが、餌は持たねど がいかにもまずい。これまた理屈になっている。「餌を欲る彼ら」と

した。 

（添削歌）池の面にあぎとふ鯉の愛しけれ離れ難かり餌を欲る彼ら 

  

（原作）寺庭にのどけく立てる二面石吾の心を見透かされゐむか 

二面石とは善の顔と悪の顔を持つ一体の像。見る人を両面の顔で見るので、見透かされるように見え

るらしい。原作の問題は吾が心をと言うからには見透かしゐむかとすべきだし、見透かされゐむかと受

身の語法によるとすれば、「われの心は」又は心のとすべきところ。一字と云えども疎かに出来ない。 

（添削歌）寺庭にのどけく立てる二面石吾の心を見透かしゐむか 



添削の実例（２０１４年９月）: あけび誌の紹介 
大津留 温 

（原作）ふわふわと白い綿毛のタンポポは風に吹かれていづくかへ消ゆ 

初夏の頃どこでもよく見かける風物詩である。言葉の順序がいささかギコチない。「ふわふわ」は風に

吹かれてに続くべきところ、同じ言葉を使って順序だけを変えて見た。 

（添削歌）タンポポの白い綿毛はふはふはと風に吹かれていづくかへ消ゆ 

  

（原作）葉の繁る四片の花びらちらちらと咲き初む山路信濃追分 

初夏の信濃路の情景を詠んだ好い歌だが、肝腎のどんな草か木かハッキリしない。八首の題として

「山法師」とあるから分かるが、連作の歌も一首一首が独立したものとして鑑賞されるから、一首々々

に花の名を入れるかそれと分かるものを詠み込む必要がある。 

（添削歌）葉の繁る四片の花びらちらちらと山法師咲く信濃路をゆく 

  

（原作）食道を通りて進む胃の中の画像に視いりベッドに臥る 

胃カメラを呑んで検査をするというから安易な病状ではないはず。それに初めて見る自分の体内の様

子。非常な関心を以て見入ったに違いない。この歌の焦点は「視入る」であって「臥る」ではない。視入

るを最後に置くか三句又は四句切れにし重点であることを明らかにすべきである。 

（添削歌）食道を通りて進む胃カメラの画像に見入る床に臥せつつ 

  

（原作）大広間池に面して清すがし書院作りの縁側にすわる 

江戸時代になって世の中が落付いて来ると共に住居の建築様式も変化が生じ、接客用の大広間を最

もよい場所にとるようになった。軍師黒田官兵衛改め黒田孝高（よしたか）は功により福岡五十二万石

の領主に封ぜられた。六代目藩主の別荘あとが今公園となって市民に開放されている。このままでも

よいが、「縁側にすわる」を坐すとした。 

（添削歌）大広間池に面して清々し書院造りの縁側に坐（ざ）す 

  

（原作）庭先の小さな畑の賜物はもらひ手なきほど茄子の数々 

戦中および戦後のしばらくは食糧難のため皆庭を掘り起して野菜類を植えたものだ。最近は趣味で又

は健康のため家庭菜園をやる人も出て来た。そして作物をご近所や知人に配って自慢し合ったものだ

が、もらい手がないほどの出来とは大したものだ。ユーモアがあってよい歌だが「茄子の数々」を茄子

の収穫とした。 

（添削歌）庭先の小さき畑の賜物はもらひ手のなきほどの茄子の収穫 

  

（原作）ワイン飲む外人を目に誤解され女工は来ない生き血取らるると 



富岡製糸工場を見学しての詠。明治の頃の欧米と日本の相互理解はこんな程度のものであったであ

ろう。このため工場長は己れの娘を女工第一号として募集に努めたという。字句を多少改めた。 

（添削歌）ワイン飲む外人を見て生血吸はるると恐れなし応募する者皆無なりしと 

  

（原作）老い二人常の会話の締めくくり「言った」「聞かない」結論出でぬも 

ユーモアのある面白い歌だが最後の「結論出でぬも」は結論は出ずで充分もは余計。 

（添削歌）老い二人常の会話の締めくくり「言った」「聞かない」結論は出ず 
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