
2022・9・11 全然堂歳時記 秋 【夜食】 推敲過程 全195句 40行2段9.5ポ < 1 > 桐10 

主婦の作る大学芋の夜食かな

妻の作る大学芋の夜食かな

この家に大学芋の夜食かな

2014. 2.11

大学生に大学芋の夜食かな 2022. 8.29

夜院生に大学芋の夜食かな 2022. 8.31

ことことと夜業若しくは夜食の音 2014. 9.12

かたことと夜業にあらず夜食の音 2022. 8.29

騒音の夜業に紛れ夜食かな

轟音の夜業に紛れ夜食かな

騒音の夜業の側に夜食かな

かたはらに夜食の届く夜業かな

かたはらに夜食の届く夜なべかな

かたはらに夜食のとどく夜なべかな

かたはらの夜食をつまむ夜なべかな

かたはらの夜食つまみつ夜なべかな

夜かたはらに夜食代りのチョコレート

夜食くふ機械の音を友として

夜食くふ機械の音は止まざれど

2022. 8.31

茶漬にて夜食を済ます鮭を乗せ

茶漬にて夜食を済ます鮭少し

鮭少しありて夜食の茶漬かな

鮭少しありて夜食の茶漬飯

2018. 9.22

鮭乗せて茶漬で済ます夜食かな

夜食には残りの鮭で茶漬かな

夜食には残りの鮭で茶漬飯

夜食には鮭の残りで茶漬飯

鮭乗せて食ふは夜食の茶漬飯

週末の夜食なりけり鮭が付き

夜業して鮭の残りと茶漬飯

夜業終へ鮭の残りと茶漬飯

2018. 9.23

夜食には鮭の残りの鮭茶漬 2022. 8.29

鮭少しありて夜食の鮭茶漬

夜鮭少し乗せて夜食の鮭茶漬

鮭少し散らし夜食の鮭茶漬

散らしたる鮭に夜食の鮭茶漬

2022. 8.31

夜食

夜煮魚の甘つたるきを夜食かな 2018.11. 2

虫の音も疎らとなりし夜食かな 2018.11. 2

虫の音も一つ二つの夜食かな

虫の音の数へて足りる夜食かな

虫の音の数ふるほどの夜食かな

2018.11. 5

虫の音も途切れがちなる夜食かな

虫の音も貧しき夜食なりしかな

虫の音もいつしか消えて夜食かな

虫の音もいつしか消ゆる夜食かな

夜虫の音のいつしか消ゆる夜食かな

虫の音もいつしか消えて夜食なり

2022. 8.29

虫の音のいつしか消えし夜食なり

虫の音もいつしか消えし夜食かな

虫の音のいつしか消えし夜食かな

2022. 8.30

夜食

虫の音のいつしか消えて夜食かな 2022. 8.31
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けふはもう夜食をとつて寝るとせん

けふはもう夜食もとらず寝るとせん

こんな夜は夜食もとらず寝るとせん

こんな夜は夜食もとらず寝るが良し

こんな夜は夜食もとらず眠るべし

こんな夜は夜食とらずに眠るべし

2022. 8.29

こんな夜は夜食もやめて眠るべし 2022. 8.30

こんな夜に夜食も取らず眠るとは

こんな夜は夜食も取らず一途なる

こんな夜は夜食も取らず必死なり

こんな夜は夜食も取らず飛び立ちぬ

こんな夜は夜食も取らず飛び出しぬ

警報に夜食も取らず飛び出しぬ

警報に夜食も取らず現場へと

警報や夜食半ばに飛び出すも

要請に夜食半ばで出動す

サイレンや夜食なかばで席を立つ

サイレンに夜食なかばで席を立つ

呼び出しに夜食なかばで席を立つ

呼出に夜食なかばで席を立つ

内線に夜食なかばで席を立つ

諦めて夜食も取らず眠るべし

諦めて夜食も取らず寝ねにけり

夜あきらめて夜食もとらず寝ねにけり

内線に呼ばれし夜食なかばかな

内線に夜食なかばで呼ばれけり

内線に夜食なかばで呼び出され

内線に呼び出されたる夜食かな

2022. 8.31

緊急時夜食なかばで呼び出され

館内放送夜食なかばで呼び出され

急変に夜食なかばで呼び出され

患者急変夜食なかばで呼び出され

夜食

夜急患に夜食なかばで呼び出され

2022. 9.11

考へる故に夜食の捗らず

考へを進め夜食の箸止る

考へが進む夜食の箸止る

考へが浮ぶ夜食の箸止る

夜食の句浮ぶ夜食の箸止る

アイデアが浮ぶ夜食の箸止る

妙案が浮ぶ夜食の箸止る

2022. 8.29

夜夜食の句うかぶ夜食の箸とまる 2022. 8.31

夜食冷めたりこの一問の解けぬまま

夜食冷めたりこの一問に手こずりて

夜食冷めたりこの一問に拘りて

夜食冷めゆく難問の解けぬまま

2022. 8.29

崩れたる仮説の前に夜食冷ゆ 2022. 8.30

崩れたる仮説を前に夜食冷ゆ

夜反証に仮説あやふし夜食冷ゆ

反例に仮説あやふし夜食冷ゆ

2022. 8.31

当番の買ひ出しに行く夜食かな 2022. 8.29

当番の買ひ付けに行く夜食かな

当番の買物に行く夜食かな

当番が買物に行く夜食かな

2022. 8.31

当番が町へ夜食の買ひ出しに

当番が夜食準備の買ひ出しに

当番が夜食買ひ来し月夜かな

当番が夜食買ひ来し月の夜

当番が夜食買ひ来し月夜道

当番が夜食買ひ来し月の道

当番が夜食買ひ来る月光裡

当番が夜食買ひ来る月夜かな

親方が夜食買ひ来る月夜かな

親方が夜食持ち来る月夜かな

親方が夜食を持つて月も出て

親方が夜食を持つて女連れ

盗賊の軽く済ませし夜食かな

夜盗人の軽く済ませし夜食かな

2022. 9. 9

買ひに行く夜食の小銭じやらじやらと

じやんけんで負けて夜食を買ひに行く

じやんけんに負けて夜食を買ひに行く

じやんけんに負けて夜食を買ひに出て

2022. 9.10

買ひに行く夜食当番月丸し

夜食

夜買ひに行く夜食弁当月丸し

2022. 9.11
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眠られず母乳与へつ夜食とる

起こされて母乳与へつ夜食とる

2022. 8.29

起こされて授乳ねむたく夜食とる

起こされて夜食つまみつ授乳かな

起こされて夜食つまみつ授乳せり

起こされて夜食つまみつ乳飲ます

ねむたさの夜食つまみつ乳飲ます

夜眠たさの夜食つまみつ乳飲ます

2022. 8.31

賑やかに匙の音立て夜食かな 2022. 8.30

箸の夜食匙の夜食と賑やかに

箸の夜食匙の夜食と日替りに

箸の夜食匙の夜食と隔日に

箸の夜食匙の夜食と交々に

箸の夜食匙の夜食と気兼ねなく

2022. 8.31

箸の夜食匙の夜食と談笑す

箸の夜食匙の夜食と話し込む

箸の夜食も匙の夜食もよく笑ふ

2022. 9. 1

箸の夜食も匙の夜食も賑やかに

箸の夜食も匙の夜食も朗らかに

箸の夜食も匙の夜食も良く喋る

2022. 9. 9

箸の夜食と匙の夜食と喋り詰め

箸の夜食と匙の夜食と姦しき

夜箸の夜食も匙の夜食も姦しき

2022. 9.11

ドガ作の踊子たちの夜食かな

描かれたるドガのダンサー夜食とる

描き終へてドガとダンサー夜食とる

描き終へてドガ踊子と夜食とる

ドガとその踊子の食ふ夜食かな

ダンサーに夜食の鮨の届きけり

踊子に夜食の鮨の届きけり

ドガとその踊子たちの夜食かな

2022. 8.31

ドガとその踊子たちに夜食来る

ダンサーに夜食の鮨の届きたる

夜ダンサーに夜食の鮨の届きたり

2022. 9. 9

夜ドガとその踊子たちの夜食の絵 2022. 9.10

食堂の夜食の前の静けさよ

社員食堂夜食の前の静けさよ

夜食

夜社員食堂夜食の前の静けさに

2022. 8.31

丼の扱ひ荒き夜食かな

丼の掻つ込み早き夜食かな

2022. 8.31

丼の掻つ込まれたる夜食かな

丼の掻つこまれたる夜食かな

丼のかつこまれたる夜食かな

丼の掻つ込まれゆく夜食かな

丼を掻つ込んでゆく夜食かな

丼飯掻つ込んでゆく夜食かな

かつこんで丼飯の夜食かな

かつこむは丼飯の夜食かな

夜かつこむは丼飯の夜食なり

2022. 9.10

男らの熱気夜食を啜る音

男らの熱気夜食に食らひ付く

2022. 8.31

男らの熱気夜食に食らひつく

どかと来て男夜食に食らひつく

どかと来て夜食に食らひつく男

どかと来て夜食を食らふ男かな

2022. 9.10

夜どかどかと夜食食らひに来りけり

どかどかと夜食くらひに来りけり

2022. 9.11

食堂の一角を点け夜食とる

夜食堂の一角灯る夜食かな

2022. 8.31

丼のプラスチックの夜食かな

丼のプラスチックの夜食なり

プラスチックの下膳軽き夜食かな

2022. 9.10

プラスチックの夜食下膳軽きかな

夜食プラ容器下膳軽きかな

プラ容器の夜食下膳軽きかな

紙皿の夜食たちまち終りけり

下膳の早し夜食の紙皿は

下膳の早し夜食のプラ容器

ペラペラの夜食弁当片付ける

片付ける夜食弁当ペラペラの

片付ける夜食弁当ペラペラと

夜食

夜ペラペラと夜食弁当片付ける

2022. 9.11


