付録にかえて

蛇の足 ││俳句になじみのない方へ││
鎌田

俊

れている︒
俳句は一行で書かれる詩であるが︑

一行で記すまでに︑数多の行間を削ぎ落とし

ている︒最後に残されたのは︑一行の俳句を

境界にした︑作者と読者という間合のみであ

る︒いわばこの最後の行間に︑俳人は表現の

品について季語を指摘し︑いくつかについて

なかでも季語は予備知識が必要なので︑全作

いう︑
季語﹁蜻蛉﹂を中心に詠んだ作品︒
﹁取

は︿とんばうの翅にさざなみたちにけり﹀と

この句集から例をあげると︑
﹁一物仕立て﹂

類は︑四立︵立春︑立夏︑立秋︑立冬︶で区

仮名遣いによりふりがなを付した︒季語の分

いであるが︑本稿では俳句中の漢字に現代的

なお︑本句集の俳句の表記は歴史的仮名遣

すべてを託しているといえる︒

は関連季語を挙げた︒また︑日常ではあまり

り合せ﹂は︿流木の匂ひ手にあり寒昴﹀と

する﹁取り合せ﹂と呼ばれるものである︒

使わない語句には解説を付した︒

切り︑
正月に関係するものは
﹁新年﹂
とされる︒

作者自身が言葉にしがたいものを捉えようと

流 木の匂ひ手にあり寒 昴

† 月の

れば幸いである︶

いう︑季語﹁寒昴﹂に句中の人物の心境を託

俳句は短い詩型である︒説明を省略し︑言

く世界を調和・衝撃させる﹁取り合せ﹂は︑

季語のもつ情感や象徴性と︑作者をとりま

︵俳句文芸の理解と普及にご活用いただけ

俳句の特徴に十七音︑切字︑季語がある︒

74
した作品である︒

葉をリズムに乗せて読者の心に打ち響かせる
ことで︑音楽を生み︑連想を喚起し︑余情を
生みだすことになる︒

一つは︑季語を中心の題材として詠み︑
﹁一

する表現方法だと思っていただいていい︒感

読解するのが難しいと言われるが︑もともと

物仕立て﹂という︒もう一つは︑季語を含め

じるもの︑読み取る内容は読者の自由に任さ

俳句作品は二つに大別することができる︒

た二つの題材を効果的に配合して詩趣を醸成

1

存分に夢を見てをり春の鴨

火取虫己の燃ゆる音聞くか

火取虫︵夏︶ 灯火に集まる蛾など︒

14

燕来る︑初燕︑飛燕︑乙鳥︑玄鳥︑つばくら︒
金槐集 源実朝の歌集﹃金槐和歌集﹄
︒
葉鶏頭汚るることを諒とせり

のぼるように見える︒
その先は逃水となり女坂

逃水︵春︶ 光の屈折︑道の先に水たまり

半仙戯ともいう︒豊作祈念の神事に由来︒

ふらここ︵春︶ ぶらんこのことで鞦韆︑

ふらここやたましひ誰も買ひに来ず

蛙は春が深まるころに求愛のために鳴く︒

初蛙︵春︶ その春にはじめて見聞する蛙︒

初蛙みだりに夢を語るまじ

春蝶
︵春︶ 紋白蝶など︒
夏蝶は揚羽蝶など︒

春蝶に生まれ夏蝶とはなれず

ち︑ゆるやかなもの︒急坂は男坂︒

女坂 高台の寺社に通じる二本の坂道のう

のように見え︑近づくと遠ざかる︒

葉鶏頭︵秋︶ 葉の形が鶏頭似︑紅葉する︒
諒とする 承知する︒
義仲の最期のくだり息白し

息白し︵冬︶ 寒い最中に白く見える息︒
義仲 源義仲︒
撫牛の恵方の風に起たむとす

恵方︵新年︶ その歳の吉とされる方角︒
撫牛 賓頭盧のように撫でる牛の像︒
都 鳥またも女難の相といふ

都鳥︵冬︶ 正式名は百合鷗︒優艶な旅鳥︒
天狼へ連なる道を帰りけり

天狼︵冬︶ 大犬座のシリウスの中国名︒

それからの大和はいかに花蘇鉄

花蘇鉄
︵夏︶ 南国原産の常緑樹︒
蘇鉄の花︑

ご赦免花︑蘇鉄咲く︒

反骨や日に焼けぬ軀として生まれ

日焼︵夏︶ 適度な小麦色の日焼は健康的

で美しく感じる︒

軀 体の意︒

とんばうの翅にさざなみたちにけり

とんばう︵秋︶ 蜻蛉︑あきつ︑鬼やんま︑

塩辛蜻蛉︑赤蜻蛉︒糸蜻蛉は夏︒

月光の してゐる軀かな

月︵秋︶ 一年を通して趣があるが︑月の

さやけさ︑清々しさは秋に極まる︒新月︑夕

月︑昼の月︑月光︑月明り︒
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寒昴︵冬︶ 牡牛座の星団で寒中に見える︒

春の鴨︵春︶ 北に帰らずに残っている鴨︒

ソーダ水︵夏︶ 飲料の炭酸ソーダ︒

15

16

17

18

19

燕 来る天に染みある金槐 集

8
10
11

12

13

ソーダ水飲む太陽の子となれり

陽炎︵春︶ 光の屈折︑地面から炎がたち

9

不死鳥となり陽炎へ踏みだせり

燕
︵春︶ 二月半ばごろ︑
南方から飛来する︒

2
3
4
5
6
7

声や音の反響︒
狂ふこと忘れてゐたり鶏頭花

鶏頭花︵秋︶ 鶏の頭に形状が似た赤い花︒
秋蝶の飛びつくしたる日向かな

秋蝶︵秋︶ 秋の蝶︒ものさびしく見える︒
生き恥を笑ひばなしへ寒 鴉

寒鴉︵冬︶ 荒涼とした厳冬期の侘しい鴉︒
天狼の遠のいてまたそこにあり

天狼︵冬︶ 大犬座のシリウスの中国名︒
人間を愛せしあとの冬 霞

冬霞︵冬︶ 冬の霞︒霞は春︑霧は秋︒
蟷螂の桜のいろに枯れにけり

枯蟷螂︵冬︶ 褐色の蟷螂︒褐色の蟷螂は︑
緑色の蟷螂が草木と同様に枯色になったとい
う着想による︒

ふるさとに知らぬ顔増え雑煮餅

雑煮︵新年︶ 関西は丸餅に白味噌仕立て︑
関東は切り餅に澄まし汁が多いなど︑郷里に
よって煮込む具もさまざま︒雑煮餅︑
雑煮椀︒

ような軸芯︒夏が間近いことを告げる︒

大山 伯耆大山︒鳥取県の山︒

ぐんぐんと近づいてくる滝明り

滝︵夏︶ 流れ落ちるさまに涼味を感じる︒

団栗や敗れし神を祀りをり

団栗︵秋︶ 櫟の実︒楢︑柏︑樫などの実

鶏頭花贋物がすぐ騒ぎだす

の総称として用いられることもある︒

春泥︵春︶ 雪解けや春の雨によるぬかる

春 泥のつきたる脚の軽さかな
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鶏頭花︵秋︶ 鶏の頭に形状が似た赤い花︒

蟷螂のやさしさだけが枯れ残る

枯蟷螂︵冬︶ 褐色の蟷螂︒褐色の蟷螂は︑

緑色の蟷螂が草木と同様に枯色になったとい

う着想による︒

水晶のごとくしづもる海鼠かな
ような軸芯で︑若々しい新芽を吹き出す︒松

しづもる 静まる︑鎮まるの意︒

海鼠︵冬︶ 海底に生息︑冬が旬︒海鼠桶︒

鮫︵冬︶ 関西では鱶︑山陰地方では鰐︒

鮫にしか聞こえぬ海の音があり
松の芯︵春︶ 晩春の松に見られる蠟燭の

大山の瑞々しくて松の芯

の緑︑初緑︑緑立つ︑若緑︒

松の芯︵春︶ 晩春の松に見られる蠟燭の

空の辺の騒がしくなり松の芯

桜︵春︶ 開花した桜︒単に花といえば桜︒

己が身をもてあましゐる桜かな

椿︵春︶ 椿の花︒地に落ちたものは落椿︒

白 椿 落つべきところあれば落つ

取ったという︒

み︒舗装されていない時分はそこに春を感じ

34

35

36

37

38

丹頂の光のなかに凍てにけり

凍鶴︵冬︶ 寒気のなか動かない鶴︒
丹頂 頭頂の赤い鶴︒

33

27
28
29

30

31

32

20
21
22
23
24
25
26

白鳥の潮気の翼洗ひをり

白鳥︵冬︶ 十一月ごろ日本に飛来する︒
飽食の世に狼の生きられず

ふらここ︵春︶ ぶらんこのことで鞦韆︑
半仙戯ともいう︒豊作祈念の神事に由来︒
砲台のなだるる八 十 八夜かな

八十八夜︵春︶ 五月二︑
三日ごろ︒立春か

雁来紅や諸刃の詩に身を潰す

雁来紅︵秋︶ 葉鶏頭の別名︒葉が紅葉す

るのが︑雁が飛来するころであるため︒

晩秋のただ一枚の背中なり

晩秋︵秋︶ 十月半ば過ぎ︒陰暦では九月︒

年の内︵冬︶ 年末︑あと何日もないころ︒

東急ハンズに手帳を買つて年の内

心太︵夏︶ 見た目や食感に涼味がある︒

花かぼちや︵夏︶ かぼちゃの花︒黄色い︒

ライターの火を手でかこひ実朝忌

源実朝忌︵冬︶ 鎌倉幕府第三代将軍・歌

人源実朝の忌日︒陰暦一月二十七日︒金槐忌︒

くれなゐの蘂降るやうに亀鳴けり

亀鳴く︵春︶ 実際には鳴かない亀が鳴く

としたところに趣が感じられる︒

霾︵春︶ 中国北部から来る黄砂のこと︒

あかときのつちふるなかをかへりけり
天高し︵秋︶ 大気が澄み空が高い感じ︒

あの人のゐる春燈と思ひけり

59
秋高し︑空高し︑秋高︒

52

ふらここを大悲の空にかけにけり

桜︵春︶ 開花した桜︒単に花といえば桜︒

高千穂の天高き水汲みにけり

食物の保存・冷却のため︑夏の季語とされる︒

冷蔵庫︵夏︶ 夏は食物が腐りやすいので︑

冷蔵庫の中にあたらしき夜が来る

元日やわが日の本は神のくに

元日︵新年︶ 一月一日︒鶏日︒

降りだしの雨によく遇ふ花かぼちや

山修司の忌日︒昭和五十八年五月四日没︒

頰傷のごとし寺山 修 司の忌

寺山修司忌︵夏︶ 劇作家・歌人・俳人寺

まだ憑きし花の明りや心太

ら八十八日目︒

狼︵冬︶ 日本では絶滅したという︒山犬︒

建国記念日︵春︶ 二月十一日︒建国日︒
不細工な巣箱を高く掲げけり

巣箱︵春︶ 鳥の巣箱︒害虫を食べる野鳥
を呼び寄せる︒
白梅を向いて与ふる乳房かな

梅︵春︶ 梅の花︒花期は二〜三月︒

55

58

象はな子春のパラソル開きけり

春のパラソル︵春︶ 春の日傘︒単にパラ
ソル︑日傘といえば夏︒
象はな子 戦後初めて日本に来た象︒

56

77

顔ひとつ桜の前に置いてくる

53

54

48
51

口中の卵が冥し建国日

47
49
50

57

39
40
41
42
43
44
45
46

60

春燈︵春︶ 春の燈火︒艶冶でもある︒

が朝は白︑午後は淡紅︑夜は紅に変わる︒
藁塚に乳房のぬくみありにけり

年忘︵冬︶ 一年の労苦をねぎらうこと︒

数へ日のひと日ひと日を遊びけり

数へ日︵冬︶ 年が詰まって︑残りの日が

ハンガーのぶらさがりゐる鳥 曇

藁塚︵秋︶ 稲穂を取った藁を積んだもの︒

秋天︵秋︶ さわやかに澄んだ秋の空︒
生きすぐることにをののき花カンナ

カンテラの火をたよりとし年の夜

指折り数えられるほどのころ︒

鳥曇︵春︶ 雁や鴨など︑秋に飛来した渡

ふたたびは歩かぬ街の桜かな

桜︵春︶ 開花した桜︒単に花といえば桜︒
業平忌きのふの傘の持ち重り

在原業平忌︵夏︶ 平安歌人・在五中将在
原業平の忌日︒陰暦五月二十八日︒在五忌︒

年の夜︵冬︶ 大晦日の夜︒

カンテラ 手提げランプ︒

初虹の燃えつくるまで見てゐたり

春立つ︑春来る︑立春大吉︒

立春や羽おほきなる焼餃子

カンナ︵秋︶ 花色は︑赤・橙・黄・白など︒
九年母や書架に伏せおく写真立

立春︵春︶ 二月四日ごろ︒二十四節気︒

78
九年母︵秋︶ インドシナ原産の柑橘類︒
胡桃割る競馬年鑑開きつつ
胡桃︵秋︶ 夏の未熟のものは青胡桃︒

花束のごとく人群れクリスマス

忌日︒昭和四十五年十一月二十五日没︒

三島由紀夫忌︵冬︶ 小説家三島由紀夫の

書割に顔出し三島由紀夫の忌

夏至
︵夏︶ 六月二十一日ごろ︒
二十四節気︒
一年でいちばん昼の長い日︒
億万の乳房のゆれて炎天下

炎天︵夏︶ 灼けつくような暑い空︒
金色の帆をあげてをり秋の海

クリスマス︵冬︶ 十二月二十五日︒キリ

いつぽんの葉巻をえらび年 忘

ストの誕生日︒降誕祭︑聖誕祭︒

秋の海︵秋︶ さわやかに澄んだ海︒
酔芙蓉しづかに昼が朽ちゆけり

酔芙蓉︵秋︶ 芙蓉の花の一種で︑花の色

うすものを着て光陰のなかにをり

日ごろ︶のころに見られる︒

初虹︵春︶ 春の虹︒初虹は清明︵四月五

79

七月や踊子の干す万国旗

羅︵夏︶ 紗や絽など︑薄く軽やかな織物︒

80

72

73

74

75

さびしさは人にならはず桐の花

七月︵夏︶ 梅雨明けと盛夏を迎えるころ︒

81

82

夏至の日や乗り継ぐだけの駅にをり

秋 天や鎌倉にパン焼きあがる

76

77

78

70
71

り鳥が春に北方に帰る︒そのころの曇り空︒

68
69

61
62
63
64
65
66
67

桐の花︵夏︶ 淡紫色の花で高い木の枝先
につく︒花桐︒
あさがほや香盤表の貼り替はる

朝顔︵秋︶ 朝顔の花︒蕣︑牽 牛 花︒
香盤表 興行における進行表︒香盤︒
白鳥は一夜の城となりて舞ふ

白鳥︵冬︶ 十一月ごろ飛来︒古名は鵠︒
膝枕して義士の日と思ひをり

義士の日︵冬︶ 陰暦十二月十四日︒赤穂
浪士の討入の日︒義士会︑討入の日とも︒

† はだかの蚯蚓

蛙の目借時︵春︶ 晩春のころの眠気︒求
愛期の蛙に目を借りられるからという︒もと
は﹁目離れ時﹂といい︑﹁目﹂は男女が逢う意︒
デスマスク 死者から取った顔面像︒

冷し瓜︵夏︶ 清水や井戸で冷やした瓜類︒

夜学子やほのかに腋のにほひたつ

夜学子︵秋︶ 夜学生︒夜学が秋の季語と

されたのは︑
勉強に適した季節だからという︒

みづうみへ尾根のはしれる素秋かな

素秋︵秋︶ 秋の異称︒素は白︒中国の五

雪渓やザックに揺るるズブロッカ

雪渓︵夏︶ 夏でも残っている渓谷の雪︒

行︵木火土金水︶説では秋は金︒白秋︑
金秋︒

虫の闇挟みて人家立ちならぶ

ザック 登山に用いるリュックサック︒
ズブロッカ 香草の香をつけたウォッカ︒
ヨットの帆風によごれて戻りけり

ヨット
︵夏︶ 季語では夏︒
適期は秋という︒
ナンバープレート外されてゐる草いきれ

虫の闇︵秋︶ 虫は秋に鳴く蟋蟀や螽蟖の

総称︒虫の闇は︑虫の鳴く闇を強調︒

おほかみを祀りて水の澄みにけり

水澄む︵秋︶ 秋のころの澄みわたった水︒

秋深し一樹の占むる丘の上

草いきれ︵夏︶ 生い茂った夏草の熱気と
むせるような匂い︒草いきり︑草の息︒

四万六千日︵夏︶ 七月十日︒観世音菩薩

売られたる喧嘩や四万六千日

桜餅︵春︶ 桜の葉で包んだ餅菓子︒

の結縁日で︑この日に参詣すると四万六千日
分の功徳という︒浅草寺では鬼灯市がある︒

きじ笛や樹間に富士の定まりぬ

雉子笛︵春︶ 雉子を誘い出すための笛︒

とほくよりきこゆる鐘や冷し瓜

秋深し︵秋︶ 晩秋の静けさ︒深秋︒

竹の幹冷やかに刃をとほしけり

冷やか︵秋︶ 秋に感じる冷気︒秋冷︒

みづかきのならんでゐたり冬日向

冬の日︵冬︶ 光が鈍く弱い︒冬日向︒

79

98

99

身辺の散らかつてをり桜もち

95

96

97
93

100

92

デスマスク並び蛙の目借時

94

89
90

91

83
84
85
86
87
88

駅舎よりみづうみ見えて小春かな

小春︵冬︶ 陰暦十月の異称で︑現十一月
にあたる︒小六月ともいう︒立冬後︑穏やか
な日和が続くことがある︒小春日︑
小春日和︒
歳晩のどの山となく眺めをり

春の山︵春︶ 木々が芽吹き︑鳥の声が聞
こえる明るい山︒山笑ふ︒
奥の院までは行かずや春の猫

春の猫︵春︶ 求愛期の猫︒恋猫︑猫の恋︒
初虹を見るために鐔あげてをり

初虹︵春︶ 春の虹︒初虹は清明︵四月五

わり箸で開けて青島ビールかな

麦酒︵夏︶ 通年飲まれるが︑特に夏に消

費量が多い︒青島ビールは中国のブランド︒

ハンモックより鳥の名を質しけり

ハンモック︵夏︶ 午睡や読書をして涼を

とる︒釣床︑寝網︒

質す 質問して確かめる︒

花束に十字路灼けてゐたりけり

灼く︵夏︶ 真夏のはげしい直射熱にさら

されて︑すべてのものが灼けるような熱を持

つ︒熱風︑熱砂︑灼岩︒

十 薬を吊るして干せり星の夜

鳥にならうか桜桃を口に継ぎ

十薬︵夏︶ 䋆菜の花︒保存︑薬用に乾燥︒

枕木 鉄道のレールの下に敷く部材︒

だが︑やや強い風︒風青し︒

青嵐︵夏︶ 青葉のころに吹きわたる清爽

枕 木を走つてゐたり青 嵐

くと菊の花に似ている︒

磯巾着︵春︶ たくさんの触手があり︑開

いそぎんちやく波に遅れてゆらぎけり

的な﹁陰﹂という語で捉えた季語︒

春陰︵春︶ 曇りがちな春の天候を︑主観

春 陰や舌に吸ひつく焼麩菓子

鐔 帽子の庇のような部分︒

日ごろ︶のころに見られる︒

歳晩︵冬︶ 年の終わり︒年の暮︑年の瀬︒

浮寝鳥︵冬︶ 鴨・ 鳰 ・雁・鷗などの水
鳥が水に浮いたまま寝ている様子︒
りんぷんによごれてゐたり春の昼

春の昼︵春︶ 明るく長閑︒春昼︒
鱗粉 蝶の体や翅を覆う︒
蕗のたう空砲の鳴る駐屯地

蕗の薹︵春︶ 蕗の花芽︒食すとほろ苦い︒

80
116

火伏神祀る峰ある良夜かな

桜桃︵夏︶ さくらんぼ︒

117

十五夜︑
良宵︑
佳宵︒
十三夜をさすこともある︒

良夜︵秋︶ 陰暦八月十五日の晴れた名月︒

118

駐屯地 陸軍などがとどまる拠点︒
軟膏をぬりなほしたり花ぐもり

花曇︵春︶ 桜の咲くころの曇り空︒
木洩れ日に羽根おちてきて春の山

113

114

111

112

旅に倦むこともあるべし浮寝鳥

109
110

115

108

101
102
103
104
105
106
107

耳袋︵冬︶ 耳の防寒具︒イヤーマフラー︒

耳 袋 大きく狸小路かな

橡の実︵秋︶ 種は橡餅や橡団子に使用︒

狸小路 札幌にある狸小路商店街︒

ミモザ︵春︶ 銀葉アカシアの通称︒黄色

の花を房状につける︒

湯屋ひとつ花の時雨に灯りけり

花時雨︵春︶ 桜が咲くころの通り雨︒ま

たは桜の花が散るさまをいう︒

象兵の駈けぬけてゆく彼岸かな

彼岸︵春︶ 春分を中日とした︑三月十八

ブロンズの天使に寒の明けにけり

寒明
︵春︶ 寒三十日の終わる日︒
立春の日︒

雨水︵春︶ 二月十八︑
九日ごろ︒二十四節

浅春の寒気︒

リラ冷え︵春︶ ライラックの咲くころの

リラ冷えや紅茶に入るる銀の櫂

は︑赤穂浪士の討入に影響したという︒

浄瑠璃坂 新宿市谷の坂︒浄瑠璃坂の仇討

春浅し
︵春︶ 春の日が浅い二月ごろ︒
浅春︒

春浅き浄瑠璃坂をくだりをり

気︒雪から雨となるころ︒

ハロウィン︵秋︶ 十月三十一日︒収穫祭
を起源とする行事︒子どもは仮装して近所か
ら菓子をもらう︒
うつくしき落葉にひとを惜しみける

落葉︵冬︶ 降りしきる落葉や降り積もっ
た落葉を歩く感触︑音︑香りに冬の訪れを感
じる︒落葉鳴る︑落葉時︑夕落葉︑落葉籠︒
たい焼や膨らんでゐる小銭入れ

鯛焼︵冬︶ 通年食するが︑熱々とした感

黒田家の庭のミモザが咲きにけり

原子炉の焦げついてゐる遅日かな

象兵 戦象の兵︒馬は騎兵︒

日から二十四日までの七日間︒

133

しやぼん玉恩賜の空の深まりぬ

れるのが遅く感じる︒暮遅し︑暮れかぬる︒

遅日︵春︶ 冬に比べて春は昼が長く︑暮

134

昭和の日︵春︶ 四月二十九日︒昭和天皇

昭 和の日山菜そばを吹いてをり

恩賜 天皇陛下から物を賜ること︒

戸の町で売られた︒たまや︒

しやぼん玉︵春︶ 春の穏やかな日に︑江

135

128
129

130

131

136

聖堂に日のさしてゐる雨水かな

127

ハロウィンや移 植 臓器の搬送車

走り蕎麦︵秋︶ 新蕎麦︒初蕎麦︑秋蕎麦︒

竹林に雨いたりけり走りそば

132

橡の実や風にさびたる診 療 所

寂ぶ 古くなって趣が出ること︒

125
粉ミルク両手に提げて春 隣

春隣︵冬︶ 春がすぐ近いこと︒春近し︒

126

白萩や瀬にまぎれたる鳥のこゑ

萩︵秋︶ 秋の七草の一つ︒初萩︑乱れ萩︒

119
触が特に寒い季節によいとされる︒

81

120
121
122
123
124

誕生日︒
山小屋にひとり寝てゐる立夏かな

立夏︵夏︶ 五月六日ごろ︒二十四節気︒
金魚玉天動説のなかに吊る

食 堂にサイダーつぎて島の昼

サイダー︵夏︶ 涼をとる清涼飲料水は夏
の季語とされる︒炭酸水︑ラムネ︑コーラ︒
鼻すぢのとほつてゐたる胡瓜かな

胡瓜︵夏︶ 盛夏のころが旬︒きうり︒

鳴き声と混同したことによるという︒

みぞおちに鉛のありて九月かな

九月︵秋︶ 上旬はまだ暑いが︑中旬から

は秋風が立つようになる︒

秋澄むや魯迅死面の長まつげ

秋澄む︵秋︶ 秋になると大気が澄む︒

魯迅 中国の文学者︑思想家︒

子の尻を拭うてやりぬ夜の秋

金魚玉︵夏︶ 金魚を飼う丸い器︒金魚鉢︒
天動説 地球の周りを他の天体が回ってい

夜の秋︵夏︶ 夏の夜に感じる秋の気配︒

る︒東京の御岳山が群生地として知られる︒
武尊 日本武尊︒
神域に大砲ならぶ残暑かな

煤逃げのをんなばかりの飲茶かな

硯海 硯の墨汁をためておく窪み︒

十二月八日︵冬︶ 大東亜戦争開戦日︒

十 二月八日硯海に浮く鼬の毛

鶏頭のけむりのごとく枯れはじむ

鶏頭枯る︵冬︶ 枯鶏頭︒

鶏肋 鶏の肋骨のように︑捨てるには惜し
いがたいして役立たないもののたとえ︒
源頭を攀ぢ父の日とおもひけり

残暑︵秋︶ 立秋︵八月八日ごろ︶後の暑さ︒

ゴミムシ類やカメムシの総称︒

放屁虫︵秋︶ 危機にあうと悪臭を放つ︑

誰からも優しくされて放屁虫

父の日︵夏︶六月の第三日曜日︒
源頭 登山用語︒
川のはじまる谷の最上流︒
国境を越えてひまはり畑かな

向日葵︵夏︶ 日輪草︑天蓋花︒

アトリエにはだかの蚯蚓鳴きにけり
蚯蚓鳴く︵秋︶ 蚯蚓は鳴かない︒螻蛄の

炎天や斧ふれば幹しぶきたる

炎天︵夏︶ 灼けつくような暑い空︒

153

蓮華 升 麻灯り武尊の東征路

蓮華升麻︵秋︶蓮に似た花を下向きにつけ

152
147

148

149

82

山小屋にチーズの育つ冬至かな

飲茶 中国風の︑茶を飲む軽食︒

払うこと︒別室に籠るのを煤籠︒

煤払は︑新年を迎えるために屋内の煤や埃を

煤逃げ︵冬︶ 煤払を避けて外出すること︒

154

155

鶏肋をしやぶつてゐたり炎天下

炎天︵夏︶ 灼けつくような暑い空︒

るとする説︒対義語は地動説︒

150

143
144
146

145

151

137
138
139
140
141
142

冬至
︵冬︶ 十二月二十日ごろ︒
二十四節気︒
最も昼の短い日︒冬至の日︑一陽来復︒

双六︵新年︶ 正月の遊び︒絵双六︒
赤の広場 ロシアの首都モスクワの広場︒
狼 を起こさぬやうに話しけり

狼︵冬︶ 日本では絶滅したという︒山犬︒

寒波 急 空より馬券降りにけり

寒波︵冬︶ 大陸からの寒気団による寒さ︒

笹鳴︵冬︶ 冬の鶯の地鳴き︒

笹鳴や瑞鳳殿に天女ゐる

雪催︵冬︶ 今にも雪が降りそうな空模様︒

瑞鳳殿 仙台藩祖伊達政宗公の霊廟︒

銃 床の木目うるはし雪 催

銃床 銃身を支える部分で木製が多い︒

剝製の鳥を飼ひゐる朧かな

春蝶
︵春︶ 紋白蝶など︒
夏蝶は揚羽蝶など︒

鉄琴に錨を下ろし春の蝶

子と双璧をなす正岡子規の高弟︒

日︒昭和十二年二月一日没︒寒明忌︒高浜虚

鶏冠のまつすぐに立ち寒明忌

河東碧梧桐忌︵冬︶ 俳人河東碧梧桐の忌

綿虫に雪呼ぶちからありにけり

綿虫︵冬︶ 初雪の降るころ︑綿のように
ふわふわ漂い飛ぶ虫︒大綿︑雪婆︑雪蛍︒
ふところの竜を育てて去年今年

去年今年︵新年︶ 年が改まり︑去年と今
年が一夜にして移り変わった感慨をいう︒
天上に舵輪のめぐり去年今年

朧︵春︶ 春の夜︑万物がもうろうとかす

春時雨︵春︶ 春の通り雨︒単に時雨は冬︒

貝ひもを肴に春の時雨かな

んだように見えるさま︒朧月︑朧夜︑初朧︒

去年今年︵新年︶ 年が改まり︑去年と今
年が一夜にして移り変わった感慨をいう︒
舵輪 船舶で舵を操作するハンドル︒
双六の赤の広場に来てをりぬ

水門に夕日たてかけ西 行 忌

たんぽぽの絮夕映えを散らしけり

二月十六日︒

西行忌︵春︶ 歌僧西行法師の忌日︒陰暦

168

蒲公英︵春︶ 鼓草ともいう︒蒲公英の絮︒

猫抱けば境港の春暮れぬ

春暮る︵春︶ 春の季節の末のころ︒暮春︒

境港 鳥取県北西部にある港︒

眼球の水いれかはる躑躅かな

躑躅
︵春︶ 杜鵑花︑
花躑躅︑
白躑躅︑
山躑躅︒

ばらの雨白い鯨が来るだらう

薔薇︵夏︶﹁さうび﹂
﹁しやうび﹂
︒

夏の水ゴリラの横を流れくる

夏の水
︵夏︶ 夏期の水すべてをいう︒
夏水︒

星殖ゆる最中の山を登りをり

登山︵夏︶ 夏山を登ること︒登山帽︑登

山口︑登山小屋︑登山靴︑強力なども季語︒

渋谷川灼けたるなかを流れけり

83

163

169

170

171

172

164
165

166

173

162

157

167

174

175

156
158
159
160
161

灼く︵夏︶ 真夏のはげしい直射熱にさら
されて︑すべてのものが灼けるような熱を持
つ︒熱風︑熱砂︑灼岩︒
渋谷川 東京渋谷を流れる二級河川︒
いちにちを蒼くつかひて沢 登

沢登︵夏︶ 登山の一形態︒沢や滝を遡行
して山頂に至る︒

ビアガーデン・マイアミ暮れず空のなか

マスクして満天にゐる回遊魚

マスク︵冬︶ 風邪の予防につけるが︑顔

秋暑し山に老いゆく石ばかり

秋暑し︵秋︶ 立秋後もまだ残っている暑

が覆われると自他ともに別人の感じがする︒

冬薔薇のぞけば港ありにけり

立ちしまま馬の眠るよ十二月

冬薔薇︵冬︶ 冬に咲く薔薇︒寒薔薇︒

下魚 値段の安い魚︒大衆魚︒
てのひらに胡桃の空の傾きぬ

翡翠 緑色の硬玉︒

酒かすをほのかに炙り雪の夜

雪︵冬︶ 六花︑雪華︑雪明り︑雪の夜︒

酒粕 粕漬や粕汁に用いたり︑
焼いて食す︒

麦酒︵夏︶ 通年飲まれるが︑特に夏に消

胡桃︵秋︶ 夏の未熟のものは青胡桃︒

一念に形をあたへ冬木の芽

かに眠るようだと形容︒
眠る山︑
枯山︑
冬の嶺︒

眠りゐて山は魚の夢をみむ

山眠る︵冬︶ 木や草の枯れた冬山を︑静

て神々が旅立つこと︒神送る︑神旅立つ︒

神の旅︵冬︶ 陰暦十月︑出雲大社へ向け

銀器より水のあふれて神の旅

抱けば子の熱きはらわた十三夜
十三夜
︵秋︶ 陰暦九月十三日の月︒
後の月︒

腐刑 古代中国の死刑に次ぐ酷刑︒

戦日︑敗戦忌︑敗戦日︑八月十五日︒

﹁大東亜戦争終結ノ詔書﹂が伝えられた︒終

終 戦日腐刑にあひしごとく在り

終戦記念日︵秋︶ 昭和二十年八月十五日︑

191

冬木の芽︵冬︶ 冬のうちに萌え出して命

192

185

費量が多い︒ビアガーデン︑ビアホール︒

風︒野分立つ︑野分空︑夕野分︑野分凪ぐ︒

189

190
184

183

むこと︒夏の果︑夏終る︑夏行く︒

182

寒月︵冬︶ 寒中の冴えわたる月︒寒月光︒

寒月下ひすいの猫の歩みくる

十二月
︵冬︶ 一年の最後の月︒師走︑
極月︒

84
野分︵秋︶ 野の草木を吹き分ける秋の強

下魚の脂を好み夕野分

ングで︑ザイルとハーケンを連絡する︒

カラビナ 登山道具︒開閉できる金属のリ

白露︵秋︶ 九月八日ごろ︒二十四節気︒

カラビナのしづかにひびく白露かな

さ︒残暑︑秋暑︑残る暑さ︑暑さ残る︒

186

187

夏惜しむ︵夏︶ 過ぎゆく夏に名残を惜し

巌壁の一点となり夏惜しむ

180
181

188

176
177
178
179

輝く草木の芽︒冬芽︑冬萌︒
赦されし鳥より雲に入りゆく

のぼるように見える︒
あんぱんのへそに花びら荷風の忌

永井荷風忌︵春︶ 小説家永井荷風の忌日︒

ふかぶかと山に這入りて春逝かす

昭和三十四年四月三十日没︒偏奇館忌︒

鳥雲に入る︵春︶ 北方へ帰る渡り鳥が雲

げんげんに鼻をうづめて猿田彦

岩峰に手笛を組めり炎天下

炎天︵夏︶ 灼けつくような暑い空︒

岩峰 岩肌の露出した荒々しい峰︒

象といふさびしき一語雷に置く

雷︵夏︶ はたた神︑神鳴り︑日雷︑迅雷︒

尾翼立てダリアのぬるき雨に遇ふ

ダリア︵夏︶ 天竺牡丹︑ポンポンダリア︒

春逝く︵春︶ 春が過ぎ去ることを擬人化
している︒行く春︑春の果︑春尽く︑春尽︒

尾翼 飛行機の後端にある垂直尾翼など︒

善人を騙り昼餉の冷 奴

子を負ひて五月の端を踏んでをり

げんげん︵春︶ 紫雲英︑蓮華草︒
猿田彦 天孫降臨に際し︑
道案内をした神︒
北窓を開けば竜の通りけり

五月︵夏︶ 新緑が清々しく︑好晴が多い︒

風五月胸に海嶺興りけり

五月来る︑五月憂し︑聖五月︒

北窓開く︵春︶ 冬は閉め切っていた北側
の窓を春に開け放つこと︒冬は︑北窓塞ぐ︒
鳥帰るひとの記憶をこぼしつつ

五月︵夏︶ 新緑の初夏の候︒

黒あげは表と裏をつかひをり

海嶺 海底にある山脈︒

鳥帰る︵春︶ 越冬した渡り鳥が北方へ帰
ること︒白鳥帰る︑雁帰る︑雁行く︑引鴨︒
はまぐりのつぶやきみづにかへりけり

揚羽蝶︵夏︶ 揚羽︑黒揚羽︑烏揚羽︒
墜死する己を描き岩 登

蛤︵春︶ 冬は砂中に潜っている︒他に︑
栄螺︑浅蜊︑馬刀︑桜貝︑蜆なども春の季語︒

岩登︵夏︶ 登山の一形態︒岩壁登攀︑
ロッ
ククライミング︒ボルダリングは岩を登る︒

冷奴︵夏︶ 淡白な味わいが食卓を涼しく

する︒冷豆腐︑水豆腐︑奴豆腐︒

頰杖に死相あづけて明易し

明易し
︵夏︶ 夏は夜が短く︑
夜明けが早い︒

短夜︑明早し︑明急ぐ︒秋は夜長︒

ソフトクリームつかのま宙を私す

ソフトクリーム︵夏︶ アイスクリーム︒

私す 公のものをひとりじめすること︒

黒百合やヒュッテにピアノ睡りをり

85

子の形せし陽炎を抱きあぐる

陽炎︵春︶ 光の屈折︑地面から炎がたち

205

208

209

201
202

203

204

210

211

間に入って見えなくなること︒鳥帰る︑
引鳥︒

199
200

206

207

193
194
195
196
197
198

黒百合
︵夏︶ 高山植物︒
アイヌでは恋の花︒
ヒュッテ ドイツ語で山小屋の意︒
子を余所にあづけてきたり花へちま

俳人角川源義の忌日︒昭和五十年十月二十七

日没︒秋燕忌︒
﹁抒情性の恢復﹂を唱え︑俳

水瓶 仏教において閼伽︵水︶を入れる瓶︒
観音菩薩像などの持物として見られる︒

秋つばめ果てに光塔あるといふ

誌﹁河﹂を昭和三十三年十二月に創刊︑
主宰︒

86
蓑虫と大悲の空を頒かちけり

蓑虫︵秋︶ 風に揺れるさまはもの淋しい︒

† よわきもの

寒露
︵秋︶ 十月八︑
九日ごろ︒二十四節気︒

銀箔の漉きこんである寒露かな

利尿薬︑洗剤として用いられる︒

皀角子︵秋︶ さいかちの実で︑去痰薬︑

皀角子や鞍馬に星の湧き出づる

火土金水︶説からで︑秋は金に当たる︒

金風︵秋︶ 秋風︒金風は中国の五行︵木

金風や子の触れてゐる山羊の角

大悲 仏教において︑仏・菩薩の慈悲︒

糸瓜の花︵夏︶ 近代俳句の創始者正岡子
規の絶筆三句によって俳人に好まれる花︒︿糸
瓜咲いて痰のつまりし仏かな﹀
︿痰一斗糸瓜
の水も間に合はず﹀
︿をととひのへちまの水
も取らざりき﹀
︑正岡子規は明治三十五年九
月十九日没︒子規忌︑糸瓜忌︑獺祭忌︒
白桃を剝けばかがやく大八洲

白桃︵秋︶ 桃の実︒水蜜桃︑ネクタリン︒
大八洲 大八洲国の略︒日本の異称︒
真向ひてなほ白桃に見えぬ処

白桃︵秋︶ 桃の実︒冷し桃︑
桃売︑
桃の香︒
葉鶏頭みんなはどこで泣くのだらう

葉鶏頭︵秋︶ 葉の形が鶏頭似︑紅葉する︒
マリーナに日柱そだち秋燕忌
角川源義忌︵秋︶ 国文学者・民俗学者・

水瓶のあふれてゐたる良夜かな

良夜︵秋︶ 陰暦八月十五日の晴れた名月︒

子のうちにつもる光陰栗ごはん

光塔 モスクに付随する塔︒ミナレット︒

東南アジアで越冬する︒
燕帰る︑
帰燕︑
燕去ぬ︒

秋燕︵秋︶ 九月ごろになると海を越えて

222

銀輪を凭せてゐたり黄落期

栗ごはん︵秋︶ 栗飯︒もち米は︑栗強飯︒

223

外套のまま告解をはじめけり

銀輪 自転車︒

ころ︒黄落︑黄落す︒

黄落期︵秋︶ 黄葉が一斉に散りはじめる

224

217
218
219

220

221

伊勢志摩の海鼠月夜となりにけり

の罪を告白し︑許しをもとめること︒

告解 キリスト教において︑神の前で自己

外套︵冬︶ オーバーコート︒

225

226

212
213
214
215
216

海鼠︵冬︶ 海底に生息︑冬が旬︒海鼠舟︒
煤逃げの猫の来てゐる六区かな

煤逃げ︵冬︶ 煤払を避けて外出すること︒
六区 浅草寺の南西に位置する娯楽街︒
喰積やかなたの山にこころ寄す

喰積︵新年︶ お節料理︒重詰︑組重︒
錆吹きし鏡を据ゑて初山河

初山河︵新年︶ 元日の淑気に満ちた山河
の光景︒初景色︑初富士︑初筑波など︒
寝袋に体ねぢこむ淑気かな

淑気︵新年︶ 新春のめでたい気配︒
寝袋 登山用の携帯寝具︒シュラフ︒
アイゼンを洗つてゐたる三日かな

横顔の佳き鯛焼でありにけり

鯛焼︵冬︶ 通年食するが︑熱々とした感
触が特に寒い季節によいとされる︒
たましひを云々しをる湯ざめかな

雪搔︵冬︶ 雪を搔く︑除雪︑ラッセル車︒

かたちなきものより春の立ちにけり

立春︵春︶ 二月四日ごろ︒二十四節気︒

神殿の屋根より草の萌えだせり

草萌ゆ︵春︶大地から草の芽が萌え出てく

立 春 大吉ぬれ煎餅の濃き醬油

立春大吉︵春︶ 立春に貼る紙札の文句︒

針 祭 昼より酒舗の灯りをり

間が伸びて昼が長くなる︒

針祭︵春︶ 針供養︒折れた縫い針などを

花菜漬提げて浅草日和かな

八日︑西日本では十二月八日に行われる︒

豆腐や蒟蒻に刺して供養する︒東日本は二月

雪搔いて道あをあをと生まれけり

雪達磨︵冬︶ 雪仏︑雪兎︑雪まろげ︒

ずる休みして雪だるま大きくす

犬笛 犬の訓練や牧羊犬の合図に使う︒

続くと︑次の四日間は暖かい日が続く︒

三寒四温︵冬︶ 晩冬のころ︑寒さが三日

犬笛の銀の三寒四温かな

卓布 テーブルクロス︒

日脚伸ぶ︵冬︶冬至以後︑少しずつ日照時

ること︒下萌︑萌︑草萌︒

湯ざめ︵冬︶ 風呂から上がったのち︑寒

花柄の卓布いちまい日脚伸ぶ

云々 あれこれと批評をすること︒

けを覚えること︒心理的な翳を帯びている︒

240

241

242

地虫出づ天竺の砂額にのせ

花菜漬︵春︶ お茶うけや茶漬にむく︒

243

天竺 インドの古称︒

眠した蟄虫類が春に地表に出てくること︒

地虫出づ︵春︶ 地虫穴を出づ︒地中で冬

244

三日︵新年︶ 正月三が日の終わりの日︒
アイゼン 登山用具︒靴底に着ける滑り止
めの鉄の爪︒クランポン︒
クレヨンの描く真冬の一家族

真冬︵冬︶ 厳寒のころ︒冬深し︑暮の冬︒

87

239

233
234
235
236

237

238

227
228
229
230
231
232

ピッケルを選んでゐたり卒 業 期

鶏頭蒔く妻子の知らぬ貌となり

花種蒔く︵春︶夏や秋に咲く草花の種を蒔

みほとけの爪反る茅花流しかな

蟻
︵夏︶ 最も活動的なのは夏︒山蟻︑
蟻塚︒

さかさまに来て山門の蟻となる

母の日︵夏︶ 五月の第二日曜日︒

天上に鳳凰のゐる母の日よ

六日没︒傘雨忌︒

俳人久保田万太郎の忌日︒昭和三十八年五月

久保田万太郎忌︵夏︶ 小説家・戯曲家・

傘雨忌や浅草に買ふ金魚鉢

つ風︒風薫る︑薫る風︑風の香︒

薫風︵夏︶ 青葉を吹き渡ってくる香り立

薫風や身 長 計に子を立たす

く︒鶏頭蒔く︑朝顔蒔く︑胡瓜蒔く︒

卒業期︵春︶ 友人と離れる寂しさ︑学業
を終えた喜び︑将来への希望がある︒卒業︒
ピッケル 登山用具︒積雪期に使うつるは
しに似た道具︒アイスピッケル︑ピオレ︒
癒ゆることなき山体も笑ひをり

山笑ふ︵春︶ 木々が芽吹き︑花が咲く春
の山を擬人化︒同様に︑山滴る︵夏︶
・山粧
ふ︵秋︶
・山眠る︵冬︶
︒
水塔のほつこりと暮れ花万朶

花︵春︶ 単に花といえば俳句では桜の花
を指す︒花盛り︑花明り︑花三分︑花の闇︒
万朶 枝が撓るほどのたくさんの花︒
亀の鳴く報せをしばし寝て待てり

亀鳴く︵春︶ 実際には鳴かない亀が鳴く

色鯉︵夏︶ 涼を呼ぶ観賞魚︒緋鯉︑錦鯉︒

夏の夜や人工壁を攀ぢに行く

夏の夜︵夏︶ 夏も夜は暑さが和らぐ︒

人工壁 クライミングウォール︒

西日射す手にまぶしたる粉チョーク

西日︵夏︶ 夕方になっても衰えない強い

日差しの印象から夏の季語とされる︒
大西日︒

粉チョーク 滑り止めに用いる粉末︒

月光を巻いて芭蕉の玉となる

玉巻く芭蕉︵夏︶ 固く巻いた芽が萌え出

し︑やがて大きな若葉となる︒玉は美称︒

日の丸を打ちはじめたる驟雨かな

驟雨︵夏︶ 夏のにわか雨︒夕立ほど激し

くはない︒驟雨過︑驟雨中︑驟雨去る︒

生ビール飲むための由いつもあり

麦酒︵夏︶ 夏に消費量が多い︒瓶ビール︒

千年を滝まつさらに落ちてをり

茅花流し︵夏︶ 茅花が絮状になるころに

水割つて色鯉の背の現はるや

吹く︒
﹁流し﹂は雨気を含んだ南風︒

261

滝︵夏︶ 流れ落ちるさまに涼味を感じる︒

262

としたところに趣が感じられる︒

88
255

256

生 国は不詳でありぬ蓬餅

蓬餅
︵春︶ 草餅︒
風味と色合いが春らしい︒

257

258

259

250
251
252
253

254

260

245
246
247
248
249

子がひとつ歌をおぼえて茄子の花

茄子の花︵夏︶ 無駄花がなく︑よく結実
するという︒花茄子︑茄子咲く︒

蟬︵夏︶ 油蟬︑みんみん︑熊蟬︑蟬時雨︒
蟬の抜け殻は︑
空蟬︒秋の季語では︑
秋蟬︑
蜩︑
かなかな︑つくつく法師︑法師蟬︑寒蟬︒
本籍地あとの花野にきてをりぬ

いうほど︑秋はたくさんの草が花をつける︒

千草の花︑百草の花︒

毒婦 人をおとしいれる女︒

芋の秋大仏殿を巡りくる

芋の秋︵秋︶ 芋の収穫期のころ︒芋は里

滝しぶき月のしぶきとなりにけり

花野︵秋︶ 秋の草花に満ちた野︒落ちつ

秋の蚊を打つて東司をあとにせり

秋の蚊︵秋︶ 秋が深まり気温が低くなっ

どの面といふ面もなく暮の秋

東司 禅寺の便所︒

たころの︑弱々しく飛ぶ姿は哀れをさそう︒

かまつか︵秋︶ 葉鶏頭の異称︒

かまつかやよわきものゆゑゆるしえず

芋を指す︒藷は甘藷︑薯は馬鈴薯︒

滝︵夏︶ 流れ落ちるさまに涼味を感じる︒

糸瓜の花
︵夏︶ 正岡子規の絶筆三句によっ
て俳人に好まれる花となった︒花糸瓜︒

消印のついてゐさうな小鳥かな

小鳥︵秋︶ 渡り鳥や漂鳥の小鳥の総称︒
小鳥来る︑小鳥渡る︒

土用
︵夏︶ 夏の土用︒
立秋の前の十八日間︒
土用明は立秋の前日︒

流 木に触れたる水の澄みにけり
水澄む︵秋︶ 秋のころの澄みわたった水︒

くろがねの錨を置きて夏の芝

夏の芝︵夏︶ 青々とした芝︒青芝︑夏芝︒

草の花︵秋︶ 木の花は春︑草の花は秋と

毒婦にも稀代てふあり草の花

風切羽 翼のなかで︑
最も飛行に重要な羽︒

風切羽うち鳴らしたる夜長かな
夜長︵秋︶ 秋になって長く感じられる夜︒

秋近し︵夏︶ 秋の間近く感じられるころ︒

ぬひぐるみ抱いて寝る子や秋近し

水すぐに器にしたがふや夏の果

夏の果︵夏︶ 夏の過ぎゆくころ︒

274

種こぼす花鶏頭を鳴かしめて

暮の秋
︵秋︶ 秋の終わりに近いころ︒
暮秋︒

279

神留守の港の丘に立つてをり

く草花の種を採る︒

種採︵秋︶ 朝顔︑鶏頭︑糸瓜など春に蒔

280

散髪の髪掃きよせて土用明

いた明るさと哀れがある︒花野風︑花野道︒

277

278

275

276

に集まるので︑
諸国の神社は神が留守になる︒

神留守︵冬︶ 陰暦十月︑神々が出雲大社

281

自転車の漕ぎ方教ふ花へちま

271
272
273

267
日本史に蟬一匹の鳴きにくる

89

263
264
265
266
268
269
270

神の留守︑留守の宮︑留守神︑留守詣︒

て籤など皆中という︒新宿区百人町に鎮座︒
白酒の栓を抜きたり大 旦

大旦
︵新年︶ 元旦の異称︒
元朝︑
歳旦︑
鶏旦︒

日だまりをひとつにつなぎ冬の園

冬の園︵冬︶ 草木の枯れた庭園や公園︒

白酒 中国の蒸留酒︒芳香と酒精が高い︒
ともだちは鯨ばかりでをる子かな

鯨︵冬︶ 古名は勇魚︒
火の星と思へり春の立ちにけり

音霊 音にやどる霊︒言葉の場合は言霊︒

立春︵春︶ 二月四日ごろ︒二十四節気︒
ももいろに餃子茹だりて春浅し
春浅し
︵春︶ 春の日が浅い二月ごろ︒
浅春︒

頓服に阿片の入りぬ建国日
建国記念日︵春︶ 二月十一日︒紀元節︒
頓服 頓服薬︒症状が出たときに一回だけ
飲む薬︒定期的に飲むのは内服薬︒
䌼五郎星をたがへて生まれしか

䌼五郎︵春︶ 干潟に棲み︑愛嬌のある顔

をしている︒むつ︑䌼飛ぶ︑䌼掘る︒

たましひに硬度はありや鳥 曇

鳥曇︵春︶ 渡り鳥が北方に帰るころの曇
り空︒

おほいなる振子を吊るし春の空

90

春の空︵春︶ 明るくやさしい光に満ちる︒

カウンターにつめて蛙の目借時

蛙の目借時︵春︶ 晩春のころの眠気︒求

愛期の蛙に目を借りられるからという︒

喪へる尾のはるかなり花月夜

花月夜︵春︶ 桜が浮き出る月の夜︒

竈猫
︵冬︶ 竈の上や︑
温かい灰に潜った猫︒
諡 死者に送る名前︑称号︒
皆中の利益つかはず冬あたたか

冬暖か︵冬︶ 冬にめぐまれる暖かい陽気︒
皆中稲荷神社 御利益はもとは射撃︑そし

花明り散るときは孤に還りけり

298

閂 門扉が開かないようにする横木︒

たような寒い日がある︒冴返る︑凍返る︒

寒戻る︵春︶ 春めいたころ︑寒中に戻っ

閂 を外せば寒の戻りけり

花︵春︶ 花といえば俳句では桜の花︒

299

300

季節である︒
風のなかにも生命の輝きがある︒

292

293

294

かまど猫無頼といふは諡ぞ

風光る︵春︶ 冬のあとの春は光の復活の

攀ぢてきし腕の火照り風光る

295

初氷︵冬︶ その冬︑初めて張る氷︒

愛づるとき疾く疵つけて初 氷

納豆の手巻こしらへ雪 催

雪催︵冬︶ 今にも雪が降りそうな空模様︒

少なくなった︑寂しく静かな山︒枯山︑雪嶺︒

冬の山︵冬︶ 草木は枯れ︑鳥獣の活動が

音霊となりて彷徨ひ冬の山

枯園︑冬の庭︑園枯る︑庭枯る︒
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289
290
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296

297

282
283
284
285
286
287

翠蔭︵夏︶ 木洩れ日のあかるい夏の木蔭︒
楼蘭 シルクロードに栄えた都市︒

千の手のおほかた略し花盛り

花︵春︶ 花といえば俳句では桜の花︒
一対の瓶子を据ゑて夏の山

夏の山︵夏︶ 暗いほどに樹木繁茂した山︒

雲の峰どの少年も無銘なり

雲の峰︵夏︶ 力強く立ち上がる積乱雲を

山の峰に見立てた︒峰雲︑入道雲︒

虹といふ超えられぬもの子の間に

虹︵夏︶ 朝虹︑夕虹︑虹の橋︑二重虹︒

眠るにも力の要りぬ万愚節

万愚節︵春︶ 四月一日︒四月馬鹿︑エー

瓶子 神前に供える神酒を入れる土器︒

子の鼻血押さへてをれば明易し

氷水︵夏︶ かき氷︑氷苺︑氷小豆︑夏氷︒

氷 水別離の音をたてにけり

人類を少し離れてハンモック

ハンモック︵夏︶ 午睡をして涼をとる︒

花火︵夏︶ 打揚花火︑揚花火︑遠花火︒

314

明易し
︵夏︶ 夏は夜が短く︑
夜明けが早い︒

水打ちてほろびのときを延ばしけり
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