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赤緑金銀ホワイトクリスマス

毛糸玉いくつか消えてクリスマス 2014.12.15

汚れなき雪積らせて聖樹かな

伊之助の豊かな髭もクリスマス

散らかして綺麗な部屋もクリスマス

散らかして部屋が綺麗やクリスマス

クリスマス部屋色々に散らかつて

虚子の句にクリスマスありクリスマス

室内に雪の積りし聖樹かな

聖樹なり末広がりも自ら

食ひ物を靴に詰めたるクリスマス

クリスマス部屋散らかつてゐて綺麗

2014.12.16

人の目を引くべく聖樹点滅す

人の目を引く明滅の聖樹かな

2014.12.17

サイレントナイト一人のクリスマス

フィンランドに知り合ひのなしクリスマ
ス

靴下が家より大き聖樹かな

吊されて小さき聖樹や耳飾り

サイレントナイトクリスマスの家居

サイレントナイト家居のクリスマス

聖樹立つ寺の隣の幼稚園

2014.12.18

客船の吹き抜けの街クリスマス 2014.12.19

アンドロイドの羊の夢もクリスマス

夢に見る電気羊もクリスマス

労働者諸君へメリークリスマス

持てといふベリーメリーなクリスマス

2014.12.20

あらまほし降誕祭の花電車 2015. 9.25

サイレントナイト千両も万両も

きよしこの夜千両も万両も

2015.12.16

シャンプーの泡が流れて聖夜かな 2015.12.17

クリスマスイブのポストの年賀状 2016.12.21

雪の降る町にサンタの赤く立つ

クリームを舐めて赤子のクリスマス

降る星を添へクリスマスプレゼント

降る星と共に降誕祭祝ふ

2016.12.22

夢の国お菓子の国やクリスマス 2017.10. 9

よく晴れてクリスマスとも思はれず 2017.11. 5

厳然と星に等級クリスマス

一晩をポストの中にクリスマス

クリス

マス

時報にてニュース始まるクリスマス

2017.11.10

東京に雪の予報やクリスマス 2018.11.21

でもやはりサンタクロースはゐて欲しい 2018.12. 6

金銀の鐘鳴り響けクリスマス

スプーンもフォークも光れクリスマス

烈風に晴れ渡りたるクリスマス

風呂を焚く炎は見えずクリスマス

2018.12.24

飛行機に数多の車輪クリスマス 2014. 5.10

断崖も甘しＸマスケーキ

図らずも聖夜に眠る私かな

寝静まるころの聖夜を純白に

2015.12.25

年賀状炬燵に書くもクリスマス 2014.12.16

クリスマスケーキ食べつつ賀状書く 2019.12.23

その中のスターとなつて聖夜劇

天井の灯とは異なる聖樹の灯

2014.12.17

スターとは星の役なり聖夜劇 2015.12.16

星の子となつて走れり聖夜劇

天井を消して聖樹の灯を点す

2019.12.22

聖樹灯る寺の隣の幼稚園 2014.12.18

客船に吹き抜けの街クリスマス 2014.12.19

客船の吹き抜けに立つ大聖樹

世界一周豪華客船大聖樹

2019.12.23

日本語になつて寛ぐクリスマス 2014.12.21

聖樹の灯よりも赤くて焚火の火

客船に吹き抜けの街聖樹立つ

2014.12.22

いつもある木々に電流クリスマス 2015.12. 1

いつもみる木々に電流クリスマス 2019.12.23

豪華客船の吹き抜けの街聖樹立つ 2015.12. 6

豪華客船の吹き抜けに聖樹立つ

豪華客船吹抜に聖樹立つ

2019.12.21

おそらくは奈良公園もクリスマス 2015.12.15

鹿がゐて奈良公園のクリスマス 2019.12.21

聖樹いま門火の如く神を待つ 2015.12.16

門松の如く門辺に聖樹立つ 2019.12.23

船あまた飛行機あまたクリスマス

湯たんぽも聖夜の幸といふべしや

歌ひつつ聖夜にふらす雪つくる

終電の後の聖夜の保線員

かつかつと聖夜の皿にナイフの音

クリス

マス

新宿の寂しさに耐へ聖樹の灯

2015.12.25
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リボンの如く立体交差クリスマス

リボンの如き立体交差クリスマス

2016. 7. 7

リボンのやうに立体交差クリスマス 2016. 7.29

立体交差はリボンの如しクリスマス 2017.11.12

リボンのやうな立体交差クリスマス 2017.12.13

コロッケの売子も祝降誕祭

コロッケの売子も祝ふクリスマス 2016. 7.19

コロッケの売子の被るサンタ帽

コロッケを売るをばさんのサンタ帽

2016.12. 8

コロッケの売子の赤きサンタ帽 2016.12.14

をばさんのサンタの帽子コロッケ屋 2017.11.13

清しこの夜の湯たんぽ暖かや

清しこの夜の湯たんぽぬくぬくと

清しこの夜の湯たんぽひしと抱き

きよしこの夜の湯たんぽひしと抱き

2016.12.14

きよしこの夜ゆたんぽをひしと抱き

きよしこの夜ゆたんぽに添寝され

きよしこの夜の湯たんぽ母もゐて

2016.12.15

きよしこの夜の湯たんぽ母がりに

きよしこの夜の湯たんぽ母のそば

2017.12.13

きよしこの夜の湯たんぽ母と寝て 2017.12.14

三角のサンタの帽の折れて垂れ 2016.12.21

サンタには三角帽子折れて垂れ 2019.12.21

サンタには三角帽子横に垂れ

サンタには三角帽子横に跳ね

2019.12.22

サンタと同じ三角帽子横に跳ね

紅白のサンタと同じ帽子なり

紅白のサンタの帽子尖り垂れ

2019.12.23

客席に幼子眠る聖夜劇 2014.12.12

客席の母と赤子や聖夜劇 2016.12.21

客席の赤子の寝落つ聖夜劇

客席の幼子寝落つ聖夜劇

客席に幼子寝落つ聖夜劇

2016.12.22

客席の母と幼子聖夜劇 2017.11. 6

客席に赤子の寝落つ聖夜劇 2017.11. 8

ふる雪にポストが赤しクリスマス 2014.12.16

降る雪にポストが赤しクリスマス 2014.12.22

聖夜劇窓の外にも雪降りつゝ

クリス

マス

聖夜劇窓の外にも雪降らす 2016.12.22

日出づる国のホワイトクリスマス

星降るや日出づる国のクリスマス

日出づる国に星降るクリスマス

日出づる國に降誕祭を待つ

2016.12.22

日出づる国の聖夜となりにけり 2019.12.23

地下街の地下の地下鉄クリスマス 2014.12.18

地下街の地下に地下鉄クリスマス

地下鉄に乗つて地下街クリスマス

地下鉄で行く地下街やクリスマス

地下鉄で行くは地下街クリスマス

地下鉄で地下街に行くクリスマス

地下鉄で行く地下街のクリスマス

2014.12.22

地下鉄の上の地下街クリスマス

地上より地下の明るきクリスマス

日が暮れて地下の明るきクリスマス

日が暮れて地下が明るしクリスマス

日が暮れていよいよ地下のクリスマス

星空がなくて地下街クリスマス

星空の見えぬ地下街クリスマス

地下街の昼より明しクリスマス

日が暮れて地下の眩しきクリスマス

日が暮れて地下煌々とクリスマス

東京に地下鉄多しクリスマス

都会には地下鉄多しクリスマス

星空のなき地下街のクリスマス

地下街の星なき夜のクリスマス

地下街に星はなけれどクリスマス

地下街に星は見えねどクリスマス

地下街は星の隠れ家クリスマス

2016.12.21

地下街に星の隠れ家クリスマス

星の街なり地下街のクリスマス

星あまた降る地下街のクリスマス

2017.11.13

地下街の星の輝きクリスマス 2017.12.11

雪の降る町に今宵の聖夜劇

雪の降る町に歌声聖夜劇

雪の降る町の歌声聖夜劇

2016.12.22

クリス

マス

雪の降る町の歌声クリスマス 2017.11.12
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何本も聖樹が立ちて広場かな

何本も聖樹が立ちて広場なり

2017. 5.21

何本も聖樹が立つて広場なり

何本も聖樹を立てて広場なり

2017. 5.22

飛行機が夜空に小さしクリスマス 2017. 5.28

飛行機が夜空に灯るクリスマス 2017. 5.31

飛行機の赤き点滅クリスマス 2017.11.10

飛び立ちて飛行機小さしクリスマス 2017.11.12

また一つ飛行機の行く聖夜かな 2017.11.13

飛行機も聖夜の空に点滅す

飛行機の次々飛べる聖夜かな

2017.11.14

飛行機のみるみる小さしクリスマス 2017.12. 8

聖夜劇終へし衣装を枕辺に

聖夜劇天使の羽根を枕辺に

聖夜劇終りし羽根を枕辺に

聖夜劇の天使の羽根が枕辺に

聖夜劇の天使の羽根を枕元

聖夜劇の天使の羽根が枕元

聖夜劇の天使の羽根を枕辺に

2017.11. 5

枕辺の羽根は明日の聖夜劇

枕辺の羽根よ明日は聖夜劇

枕辺の天使の羽根よ聖夜劇

聖夜待つ天使の翼枕辺に

聖夜待つ天使の羽根を枕辺に

2017.11. 6

漆黒のピアノの蓋も聖夜かな

漆黒のピアノの蓋もクリスマス

2017.11. 8

帆を上げてピアノ奏でるクリスマス

帆を上げてピアノが鳴るよクリスマス

帆を上げてピアノが鳴ればクリスマス

帆を上げてピアノ奏でよクリスマス

黒き帆のピアノ奏でよクリスマス

黒き帆のピアノ奏でんクリスマス

2017.11.11

漆黒のグランドピアノクリスマス

帆を上げてグランドピアノクリスマス

帆を上げて黒きピアノのクリスマス

2017.11.13

真つ黒なピアノの蓋のクリスマス

真つ黒なピアノの脚やクリスマス

金色のピアノ内部やクリスマス

ピアノには金の筋骨クリスマス

2019.12.22

クリス

マス

鮟鱇も一つ灯すクリスマス 2017.11.10

包み紙破いてメリークリスマス

包紙破いてメリークリスマス

包紙やぶいてメリークリスマス

2017.11.10

包紙破いてメリークリスマス 2019.12.22

クリスマス名もなき星も加はりて

名の星も名のなき星もクリスマス

2017.11.10

クリスマス名のなき星も加はりて 2017.11.13

身を溶かす白き石鹸クリスマス 2017.11.10

肉焼いて脂滴る聖夜かな 2014.12.17

肉焼いて聖夜の脂滴らす 2017.11.10

肉を炙り聖夜の脂滴らす 2017.12.13

公園のブランコメリークリスマス 2014.12.17

誰を待つ夜のブランコクリスマス

降る雪に夜のブランコクリスマス

ブランコに雪ふり初めしクリスマス

2017.11.10

高々とブランコメリークリスマス

空高くブランコメリークリスマス

ブランコの空よりメリークリスマス

2017.11.12

ブランコの高さにメリークリスマス 2017.11.13

高く漕ぐブランコメリークリスマス

ブランコを漕ぐ子にメリークリスマス

2017.12.13

正月の唄も歌へりクリスマス

正月の唄も歌ふよクリスマス

2017.11.10

金管のコンビナートのクリスマス 2016.12.21

煌々とコンビナートのクリスマス 2017.11.12

夢の世のコンビナートを聖樹とし 2017.11.13

夢の世のコンビナートを聖夜の灯

夢の世のコンビナートの聖夜かな

2017.12.11

鋼管のコンビナートのクリスマス

銀管のコンビナートのクリスマス

紅白の煙突製油所のクリスマス

2019.11.28

吊されて小さき聖樹の耳飾り 2014.12.22

ゆらめくは小さき聖樹の耳飾り

ゆらゆらと小さき聖樹の耳飾り

ちらと見ゆ小さき聖樹の耳飾り

ちらちらと小さき聖樹の耳飾り

2017.11.12

降る雪に小さき聖樹の耳飾り 2017.11.13

欲しきもの降誕祭の花電車 2015. 6. 5

クリス

マス

あれば楽し降誕祭の花電車 2017.11.12
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エアメールサンタの橇に追ひ越され 2017.11.10

エアメールサンタの橇の運び来る

エアメールサンタの橇に積み込んで

2017.11.12

ショーウィンドだけが点りてクリスマス 2017.11.11

ウィンドの真夜に明るしクリスマス 2017.11.12

ウインドの真夜に点りてクリスマス

ウインドが真夜に点りてクリスマス

2017.11.13

ウインドが真夜に照らされ聖夜かな

ウインドを真夜に照らすも聖夜かな

2019.12.23

また一つ離陸の灯ありクリスマス 2017.11.13

子らは寝て聖夜の雪の降り初むる 2015.12.23

寝ねし子に聖夜の雪の降り初むる 2017.11.13

眠りたる子らに聖夜の雪降り積む

眠りたる子らに降る雪クリスマス

眠りたる子らに雪降る聖夜かな

2019.12.22

眠りたる子らにホワイトクリスマス 2019.12.23

セーターの胸こそよけれクリスマス

セーターの黒やはらかにクリスマス

セーターの黒の柔らかクリスマス

セーターの黒柔らかにクリスマス

セーターの黒に近づくクリスマス

セーターの黒の微笑みクリスマス

セーターの黒うつくしやクリスマス

セーターの黒の輝きクリスマス

セーターの黒の強情クリスマス

セーターの黒の弾力クリスマス

2017.11.13

セーターの黒の華やぎクリスマス 2017.11.14

シャンプーも風呂も泡立てクリスマス 2015.12.21

シャンプーの頭ま白にクリスマス 2017.11.13

泡立ててサンタの髭や子に分つ 2017.12.12

子に分つサンタの髭の石鹸の泡

子に分つ石鹸の泡のサンタの髭

子に分つサンタの髭は石鹸の泡

2017.12.13

こねこねて石鹸の泡はサンタの髭

こねこねの石鹸サンタの髭となす

こねこねの石鹸サンタの髭となる

泡立てて石鹸のサンタ出来上る

泡立てて石鹸の髭のサンタかな

クリス

マス

こねこねの石鹸の髭のサンタかな

2017.12.14

離陸して空港の灯やクリスマス

離陸して空港は灯のクリスマス

離陸して空港は燈のクリスマス

着陸の空港は燈のクリスマス

見えて来し空港は灯のクリスマス

2017.11.14

切られても切られてもなほ聖菓なれ

クリスマスケーキ切られても切られても 2017.12.12

切られても切られてもクリスマスケーキ 2019.12.21

メリー・クリスマス火を吹く大男

でこぼこに豪華にＸマスケーキ 2015.12.25

凸凹に豪華にＸマスケーキ 2017.11.13

メリークリスマス火を吹く大男

凸凹に豪華にクリスマスケーキ

2017.12.13

金銀を雪に散らしてクリスマス 2018. 5.19

金銀を雪に散らして聖樹なり 2019.12.23

へろへろと詠みし人ありクリスマス

へろへろと詠みたる人もクリスマス

2018.12.24

着ぶくれてケーキの列に並びをる 2018.12.24

友だちに肉屋の子ありクリスマス

友だちにパン屋の子ありクリスマス

肉屋の子パン屋の子にもクリスマス

2018.12.24

肉屋の子パン屋の子今日クリスマス 2019.12.23

白雲の今日の旅路もクリスマス 2018.12.24

長湯して窓なき夜のクリスマス

長湯して小さな窓のクリスマス

2018.12.24

古暦にもクリスマスおめでたう 2018.12.24

古暦にもクリスマス来りけり

古暦にもクリスマス残りけり

2019.12.23

カクテルや降誕祭の光線は 2019. 5.25

名ばかりの駅前広場聖樹立て 2019. 7.30

出迎への駅の点滅クリスマス 2019.12.22

帰り来し駅の点滅クリスマス 2019.12.23

クリスマス銀の湯舟に身を任せ

聖夜かな銀の湯舟に身を任せ

2019. 9.30

西洋の純白クリスマスケーキ 2019.11.13

電飾の青き明滅クリスマス 2019.11.24

毛並よきものを誂へクリスマス 2019.12.10

灯して聖樹の如きヨットかな

クリス

マス

マストに灯千々にヨットのクリスマス

2019.12.14
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枯木にも花の光をクリスマス

枯木にも花の賑はひ聖樹の灯

2019.12.16

板チョコの屋根に雪積むクリスマス 2019.12.19

電柱やかつて聖菓が泣き崩れ

電柱やかつて聖菓は泣き崩れ

2019.12.20

少年の一人住む星クリスマス 2019.12.20

ミキサー車降誕祭を廻りつつ

ミキサー車降誕祭を通り抜け

ミキサー車聖樹の街を廻りつつ

2019.12.21

ミキサー車釜を廻しつクリスマス 2019.12.22

残業のサンドイッチの聖夜かな 2019.12.22

薄暗き聖夜の町に着陸す 2019.12.22

メリークリスマス空飛ぶプレゼント 2019.12.23

年に一度数々ありてクリスマス

クリス

マス

年に一度は数々あれどクリスマス

2019.12.24


