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冬の日を受けてにこにこ蜜柑山 2014. 1.18

冬山といへどにこにこ蜜柑山 2014. 3.12

蜜柑山新幹線に微笑みぬ 2016.11.25

冬の日を浴びてにこにこ蜜柑山 2022.12. 8

冬の山なれどにこにこ蜜柑山 2022.12. 9

蜜冬の山なれどニコニコ蜜柑山 2022.12.10

血縁の如く炬燵の上に蜜柑 2014. 1.18

運命の如く炬燵の上に蜜柑

運命の如く炬燵に蜜柑あり

運命か炬燵があれば蜜柑あり

運命か炬燵が出れば蜜柑来る

運命か炬燵の上に蜜柑あり

運命か炬燵の上に何時も蜜柑

運命か炬燵と云へば蜜柑あり

運命か炬燵といへば蜜柑あり

運命か蜜柑置くべき炬燵あり

運命か蜜柑置くべき炬燵出づ

運命か蜜柑を待ちて炬燵出づ

運命か蜜柑出づれば炬燵出づ

運命か蜜柑の頃に炬燵出づ

蜜柑置く処すなはち炬燵出づ

蜜柑出る頃や即ち炬燵出づ

運命の出会ひ炬燵に蜜柑かな

2022.12. 8

運命の出会ひ炬燵と蜜柑かな

運命の出会ひ炬燵クン蜜柑チャン

運命の出会ひ炬燵の君と蜜柑姫

この出会ひ炬燵の君と蜜柑姫

出会ひかな炬燵の君と蜜柑姫

出会ひかな蜜柑の君と炬燵姫

この出会ひ蜜柑の君と炬燵姫

2022.12. 9

これやこの蜜柑の君と炬燵姫

色香良き蜜柑の君を待つ炬燵

蜜柑置くところ必ず炬燵あり

色香よき蜜柑の君を待つ炬燵

蜜色と香の蜜柑の君を待つ炬燵

2022.12.10

湯河原に足を伸ばして蜜柑食ふ

熱海まで足を伸ばして蜜柑食ふ

2014.12.18

逃れ来て足を伸ばして蜜柑食ふ

湯の宿に足を伸ばして蜜柑食ふ

蜜柑

蜜湯の宿に足を伸ばして蜜柑むく

2020.11.15

尻取りの子に嫌はれし蜜柑かな 2014.12.22

尻取りによくでるみかんとかりんご

しりとりに嫌はれてゐるみかんかな

2015.10. 2

尻取の子に嫌はれし蜜柑かな 2016.11.25

尻取に嫌はれ者の蜜柑かな 2016.11.29

尻取や蜜柑食ひつつ油断せず

尻取や卓の蜜柑は黙殺し

尻取や畳の次は蜜柑ならず

尻取や蜜柑はぐつと飲み込んで

尻取の畳を狙つてゐる蜜柑

尻取の耳を狙つてゐる蜜柑

禁句なる蜜柑食ひつつ尻取す

禁句なる蜜柑剥きつつ尻取よ

禁句なる蜜柑剥きつつ尻取は

嫌はれの蜜柑剥きつつ尻取す

禁句なる蜜柑剥きつつ尻取す

尻取や蜜柑ご飯を恐れつつ

2016.11.30

しりとりに嫌はれてゐるみかんなり 2022.10.13

しりとりで負けて悔しい蜜柑かな

しりとりで負けて悔しい蜜柑食ふ

しりとりで負けて悔しい蜜柑むく

2022.10.16

しりとりで負けて悔しき蜜柑むく

しりとりの負けの悔しき蜜柑むく

しりとりの悔しき蜜柑むきにけり

2022.12. 8

蜜しりとりの悔しさに剥く蜜柑かな

しりとりの悔しさに剥く蜜柑なり

2022.12. 9

旅行けば駿河国の蜜柑山

旅行けば東海道線蜜柑山

旅行けば東海道に蜜柑山

2016.11.25

旅行けば駿河の国の蜜柑山

旅行けば駿河の国に蜜柑山

2020.11.15

蜜旅行けば駿河の国に蜜柑の香

蜜柑山あれに見ゆるは電車ぢやないか

2022.12. 9

蜜蜜柑山あれに見えるは電車ぢやないか 2022.12.10

選果機や蜜柑ころころころころす 2016.11.26

選果機に蜜柑ころころ飛び跳ねて

選果機に蜜柑ころころ賑やかに

2022.12. 5

選果機に蜜柑ころころ楽しけれ

蜜柑

蜜選果機に蜜柑ころころころころす

2022.12. 8
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南にしづかな海や蜜柑山

蜜柑山蜜柑の船を見送れり

南の海は仲好し蜜柑山

2018.11.12

南に光の海や蜜柑山

南の海と仲好し蜜柑山

南の漁を見守る蜜柑山

南の船を見てゐる蜜柑山

蜜柑山浜に漁船の帰り来る

蜜柑山小さき漁船の帰り来る

蜜柑山沖の漁船を見守りぬ

蜜柑山沖の漁船が見ゆるなり

東方へ船の出てゆく蜜柑山

2020.11.15

南の海を照らして蜜柑山

南の海を照らせる蜜柑山

2020.11.16

照らし合ふ南の海や蜜柑山

蜜柑山蜜柑の船を見送りぬ

2021.11.30

照らし合ふ南の海と蜜柑山 2021.12. 1

蜜柑山眩しき海に照らされて

南に眩しき海や蜜柑山

南の海の眩しき蜜柑山

南に海の眩しき蜜柑山

2022.12. 8

東海の沖を都へ蜜柑船

東の海を都へ蜜柑船

東海を都へ急ぐ蜜柑船

東海道の沖を急ぐや蜜柑船

東海道の沖に見ゆるや蜜柑船

蜜柑山沖の漁船も良き日和

蜜蜜柑山沖の漁船も日を浴びて

蜜柑山も沖の漁船も日を浴びて

2022.12. 9

忘却や蜜柑の淡き花の跡 2019.12.14

忘却や蜜柑に淡き花の跡 2019.12.22

真ん中に花の跡ある蜜柑かな 2019.12.23

昼月や蜜柑に淡き花の跡 2020. 2.10

平らかに花の跡ある蜜柑かな

安らかに花の跡ある蜜柑かな

2020.11.15

安らかや蜜柑に淡き花の跡 2022.12. 8

蜜柑

蜜やすらかや蜜柑に淡き花の跡 2022.12. 9

蜜柑山籠が転げてどこまでも

蜜柑山みかん転げてどこまでも

ころころと蜜柑転がる蜜柑山

ころころと蜜柑転げて蜜柑山

ころころと転がりやすき蜜柑山

2020.11.15

団栗も蜜柑も転げやすきかな

団栗も蜜柑も転げころころと

2020.11.16

おむすびもみかんもころげ蜜柑山 2021.12. 1

おむすびもみかんも転げ蜜柑山

ころころとみかん・おむすび蜜柑山

ころころとみかん・おむすび山楽し

ころころとみかんころげて密柑山

ころころと蜜柑ころげて密柑山

ころころと蜜柑ころがる密柑山

2022.12. 8

蜜柑山みかん転がり易きかな

蜜柑山みかんころげてどこまでも

おむすびもみかんもころげ蜜柑山

2022.12. 9

おむすびもみかんもころりころころと

蜜おむすびもみかんもころりころりんと

2022.12.10

籠城の炬燵に残る蜜柑かな

籠城の炬燵の蜜柑あと僅か

籠城の炬燵蜜柑のあと僅か

2020.11.15

籠城の炬燵蜜柑も残り僅か

籠城の炬燵蜜柑もあと僅か

籠城の炬燵蜜柑もあと少し

籠城の炬燵蜜柑も尽き果てし

籠城の炬燵蜜柑も尽き果てぬ

2020.11.16

籠城の炬燵蜜柑も遂になし

籠城の炬燵蜜柑もつひになし

2020.11.17

籠城の炬燵蜜柑も底をつき 2022.12. 5

籠城の炬燵蜜柑を積み上げて

籠城や炬燵蜜柑を積み上げて

蜜籠城や炬燵に蜜柑積み上げて

蜜柑

籠城や炬燵に蜜柑つみあげて

2022.12. 8



2022・12・10 全然堂歳時記 冬【蜜柑】 推敲過程 全222句 40行2段9.5ポ < 3 > 桐10 

包丁もナイフも要らず蜜柑むく 2020.11.15

団欒に刃物は要らず蜜柑むく 2022.12. 7

団欒に刃物は無用蜜柑むく

団欒に刃物は無用蜜柑剥く

蜜団欒に刃物は無用みかんむく

2022.12. 8

団欒を終へて蜜柑の香と皮と

蜜団欒の後の蜜柑の皮と香と

2022.12. 9

平凡な幸せ蜜柑の香を纏ひ

平凡で月並な幸蜜柑の香

平凡な幸と云へども蜜柑の香

平凡な幸こそ良けれ蜜柑の香

平凡な幸の香に剥く蜜柑かな

剥いてやる蜜柑の幸といふべかり

楽しさは家族で食べる蜜柑の香

嬉しさは家族で食べる蜜柑の香

父母に剥いて呉れるや蜜柑の香

父母に剥いて呉れたる蜜柑の香

父母に幼なが剥いて蜜柑の香

幼子が父母に剥きたる蜜柑の香

幼子が母に剥きやる蜜柑の香

2020.11.15

幼子が剥いて呉れたる蜜柑の香

幼子の剥いて呉れたる蜜柑の香

蜜幼子が母に剥きやる蜜柑かな

2020.11.16

人生は楽し蜜柑の香を纏ひ

晩年も楽し蜜柑の香を纏ひ

存へて時に蜜柑の香をまとひ

2022.12. 8

幼子の剥いて呉れたる蜜柑かな

幼子のむいて呉れたる蜜柑かな

幼子の剥いてくれたる蜜柑かな

幼子のむいてくれたる蜜柑かな

存へてある日蜜柑の香をまとひ

その男ある日蜜柑の香をまとひ

老人やある日蜜柑の香をまとひ

老人やある日みかんの香をまとひ

2022.12. 9

蜜コンビニへ一寸みかんの香をまとひ

蜜柑

ある人のある日蜜柑の香をまとひ

2022.12.10

買つて来て籠に溢るる蜜柑かな

箱を出て籠に溢るる蜜柑かな

箱を出て卓の籠へと蜜柑かな

箱を出で卓の籠へと蜜柑かな

箱を出て籠に盛らるる蜜柑かな

取り出して籠に盛らるる蜜柑かな

取り出して籠に盛りたる蜜柑かな

箱を開け卓の籠へと蜜柑盛る

箱を開け卓の器へ蜜柑盛る

2020.11.15

荷を開けて卓の器へ蜜柑盛る

荷を開けて卓の籠へと蜜柑盛る

2020.11.16

蜜蜜柑箱あけたる蓋の裏に黴 2022.12. 9

細道や蜜柑の山に蜜柑の香

細道の蜜柑の山を登るなり

細道の蜜柑の山を上るなり

蜜柑山その細道を上るなり

蜜柑山その細道のうねうねと

2020.11.15

細道の坂道を行く蜜柑山

蜜細道の坂道ばかり蜜柑山

坂道の細道ばかり蜜柑山

2020.11.16

細道は坂道ばかり蜜柑山 2022.12.10

金山を凌ぐ輝き蜜柑山

蜜金山に勝る黄金の蜜柑山

金山に勝る輝き蜜柑山

2020.11.15

内側のもやもや白き蜜柑かな

内張のもやもや白き蜜柑かな

2022.12. 8

内面にもやもやのある蜜柑かな

内面にもやもやのある蜜柑なり

内面のもやもやしたる蜜柑なり

内面は皆もやもやと蜜柑かな

内面のもやもやもまた蜜柑なり

2022.12. 9

内張のもやもやもまた蜜柑なり

蜜裏打のもやもやもまた蜜柑なり

2022.12.10

幼子の正座の如き蜜柑かな

蜜幼子の正座の如し蜜柑置く

2022.12. 9

蜜柑

幼子の正しき意見蜜柑置く 2022.12.10


