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包丁が居間に来てをり林檎剥く

包丁を持ちたる母が林檎剥く

2014.11. 3

包丁が炬燵に来り林檎剥く 2022.10.12

テーブルに刃物が来り林檎剥く

テーブルに刃物登場林檎剥く

2022.10.29

テーブルに光る刃物や林檎剥く

テーブルに小さき刃物や林檎剥く

厨からナイフ来りぬ林檎剥く

厨からナイフ持ち来ぬ林檎剥く

こんな日は居間で林檎を剥いてやろ

林こんな夜は居間で林檎を剥いてやろ

2022.11. 3

しりとりがごはんで終るりんごかな 2015.10. 2

しりとりの林檎食ひつつ蜜柑かな

しりとりがごはんで負けるりんごかな

2022.10.12

しりとりのりんごは良くてみかんダメ

しりとりがみかんで負けるりんご剥く

林しりとりのりんごが誘ふごはんかな

しりとりがみかんで負けてりんご剥く

林しりとりはみかんで負けてりんご剥く

しりとりのごはんの前のりんごかな

しりとりのごはんを誘ふりんごかな

2022.10.13

しりとりのみかん悔しやりんご剥く 2022.11. 3

紅を紅白に分けりんご剥く

紅白にりんごを剥いてゐるところ

紅が紅白となるりんご剥く

2015.10.17

紅白にりんごの皮を剥いてをる

紅白にりんごの皮の剥かれゆく

紅白にりんごの皮の裏おもて

2022.10.13

くるくると林檎の皮の裏おもて

紅白にりんごの皮をくるくると

2022.10.15

くるくると林檎の皮を紅白に

くるくると林檎の皮が紅白に

紅白に裏と表に林檎剥く

林檎剥く裏と表に紅白に

林檎剥く皮の表裏の紅白に

林檎剥けば皮の表裏の紅白に

2022.11. 3

林檎

林紅白に林檎の皮の剥かれゆく 2022.11. 4

包丁が使へて得意林檎剥く 2015.11. 7

林檎むく小学生といふ時代

林檎むく小学四年生くらい

りんご剥く小学四年生くらい

りんごむく小学四年生くらい

林檎むくことの好きなる四年生

林檎むくことの上手な四年生

林檎むくことの得意な四年生

2022.10.12

包丁の腕前見よと林檎剥く 2022.10.13

誇り高き小学四年林檎むく

刃物手に小学四年林檎むく

見てをれと小学四年林檎むく

2022.10.15

見てをれと小学四年りんごむく 2022.11. 4

見てくれと小学四年りんごむく

見てくれよ小学四年りんごむく

これ見よと小学四年りんごむく

林見て見てと小学四年りんごむく

2022.11. 5

包丁に林檎の種が付いてをる 2018. 1. 5

包丁に林檎の種がくつついて

林包丁に林檎の種がくつ付きぬ

包丁に林檎の種がひつ付きぬ

林檎

包丁に林檎の種がひつついて

2022.11. 5
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可愛いやといへばリンゴの唄もまた 2020.11.21

可愛やと聞けばリンゴの唄にこそ

可愛やと言ふはリンゴの唄にこそ

2022.10.11

可愛やとリンゴの唄のうたふなり

可愛やとリンゴの唄もうたふなり

可愛やとリンゴの唄がうたふなり

可愛やとリンゴの唄の林檎かな

可愛やとリンゴの唄のごと林檎

2022.10.12

可愛やと林檎食ひつつ彼の唄を

可愛やと林檎むきつつ彼の唄を

可愛やと林檎を食べて歌ふべし

可愛やと林檎むきつつ歌ふべし

可愛やと林檎むきつつ歌ふなり

2022.10.13

可愛やとリンゴの唄は歌ひしよ

可愛やとリンゴの唄の戦後かな

可愛やと林檎むきつつレコードも

可愛やとリンゴの唄の昔かな

可愛やとリンゴの唄も昔かな

可愛やとリンゴの唄はうたふなり

可愛やとリンゴの唄の蓄音機

2022.10.16

可愛やとリンゴの唄の終戦後

林可愛やとリンゴの唄の流行りし頃

電蓄もラジオもリンゴの唄ばかり

林檎

電蓄もラジオもリンゴの唄うたふ

2022.11. 4

食べ終へて林檎の歯型なかりけり

食べ終へて歯型の残る林檎かな

食べ終へて歯型ばかりの林檎かな

食べ終へて歯型集まる林檎かな

食べ終へて子らの歯型の林檎かな

食べ終へて林檎に残る歯型かな

食べ終へて歯型残りし林檎かな

食べ終へし歯型を残す林檎かな

一口の歯型の付きし林檎かな

噛りたる歯型の付きし林檎かな

くつきりと林檎に付きし歯型かな

くつきりと林檎に付きし子の歯型

2022.10.12

くつきりと林檎の歯型見せに来る

林白妙の林檎の歯型見せに来る

2022.10.16

噛むほどに林檎を消してゆく歯型

集まりし林檎の芯の歯型かな

歯型また歯型林檎を噛りゆく

2022.11. 3

林林檎箱にも今昔の思ひあり

今昔や釘の失せたる林檎箱

今昔や釘を使はぬ林檎箱

林檎箱にも今昔の思ひある

2022.10.12

今様に釘の失せたる林檎箱

今様に釘の要らざる林檎箱

2022.11. 3

並べたる林檎なで肩いかり肩

並べられ林檎なで肩いかり肩

ならべられ林檎なで肩いかり肩

2022.10.12

並びたる林檎なで肩いかり肩 2022.11. 3

並べられ林檎なで肩いかり肩

選り取りの林檎なで肩いかり肩

取り取りに林檎なで肩いかり肩

林とりどりに林檎なで肩いかり肩

とりどりの林檎なで肩いかり肩

2022.11. 4

青森の空青くして林檎園

青森の空の青さよ林檎園

旅ゆけば青森秋田日本晴

旅ゆけば秋田青森林檎晴れ

2022.10.12

林旅ゆけば秋田青森りんご晴れ 2022.10.13

青森はりんご晴れとも申さばや 2022.10.14

青森の動物園の林檎かな 2022.10.12

林檎

林動物園のバケツで配る林檎かな 2022.10.16
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林檎すりおろしてくれし病みあがり

風邪に寝てをれば林檎のすりおろし

2022.10.12

林檎すりおろしてくれし寝床かな

林檎すりおろしてくれし風邪寝かな

2022.10.16

林林檎すりおろして作るジュースなり 2022.11. 4

林ＰＣに林檎噛るも縁かな 2022.10.12

丸で食ふ林檎を梨の羨みぬ

丸で食へる林檎を梨の羨みぬ

2022.10.12

梨の羨やむや林檎の丸噛り

ありの実が羨やむ林檎丸噛り

丸かじる林檎を梨の羨みぬ

丸ごとの林檎噛るを梨羨む

丸ごとの林檎噛るを梨妬む

丸ごとの林檎かじるを梨ねたむ

林林檎丸噛りを梨の羨みぬ

2022.11. 3

一番に紅玉といふ林檎好き

なによりも紅玉といふ林檎好き

迷はずに紅玉といふ林檎好き

紅玉と清しき応へ林檎好き

紅玉と清しく応へ林檎好き

紅玉と清しく応ふ林檎好き

紅玉と応へ清しき林檎好き

2022.10.12

紅玉と応へ林檎の好きな人 2022.10.13

紅玉と言へば林檎の好きな人

紅玉は即ち林檎好きな人

紅玉と応ふ林檎の好きな人

2022.10.14

紅玉を買へり林檎好きな人

紅玉を買ふは林檎の好きな人

2022.10.15

紅玉や林檎の愛のすつぱさよ

紅玉を買ふは林檎を愛す人

紅玉を買つて林檎の愛すつぱ

紅玉を噛る林檎の愛すつぱ

紅玉を噛りて愛のすつぱさよ

紅玉を噛りて愛の甘ずつぱ

林紅玉は昔の林檎とは言へど

2022.10.16

紅玉が好きと言ふほど林檎好き 2022.10.19

林紅玉と答ふ林檎の好きな人 2022.11. 4

林檎

林青森に林檎を買ひし夜汽車かな 2022.10.12

林檎の名王・金・紅と豊かなり

林檎売場王・金・紅と豊かなり

林檎売場王・金・紅と色かたち

林檎売場王・金・紅と揃ひたる

林檎売場王・金・紅と並べられ

林檎売場王・金・紅と取り揃へ

林檎売場に王・金・紅や富士もある

林檎売場に王・金・紅や富士もあり

2022.10.16

王・金・紅の林檎売場や富士もあり

林王・金・紅の林檎売場や富士もある

2022.10.27

王・金・紅が林檎売場に富士もあり 2022.11. 3

この牛は林檎も食うて育ちしと

この牛は林檎を食うて育ちしと

この牛は林檎の国に育ちしと

この牛は林檎の国が育てしと

この牛は林檎の国で育ちしと

2022.11. 3

この牛は林檎も食うて味の良き

林檎

林この牛は林檎も食うて健やかに

2022.11. 4


