
The river side

beautiful flowers

near the garbage

４票。１４位。写真的なイメージをならべたのがいい。

The river side,

beautiful flowers

on the garbage

とした方が powerful か。

Early morning       

brilliant sun       

awaking me          

２票。３５位。。まとまっているが、ドラマテックさを加えて、

Early morning ray

breaks into my dream.

a fresh day starts.

Sound a noise, hear the footstep,

many people walking.

I always passing;

２票。３５位。言いたいことはわかる。でもイメージが散漫。

stopping in the crowd.

on my shoe

a wet cherry petal

22 Spring is dying   

Flower change its face

Summer will wake up soon

３票。２０位。発想がいいね。でも説明的でまとまりすぎ。 具体的な花の名で季節感

を表しては。

in the drain beside the street

a bunch of cherry petals.



azaleas stab at my eyes

37 you hear?

pain and sorrow   

earth of heart                      

６票。５位。自然の悲鳴を表したいのだが、曖昧。状況を設定しよう。

crossing the cemented square,

a whisper from an old camphor tree,

pain and sorrow

60 After a rain,

blossoms are dazzling my eyes,

shining in the sunlight.

２票。３５位。。発想が面白いが、少しまとまりがない。

after a night rain

at the break of dawn

azaleas dazzle my eyes

61 NIGHT                 

FIND MYSFLF HERE      

CAN'T BELIEVE                               

０票。観念的。短い俳句には具体的イメージをつかって抽象的なアイデアを余韻で表現する必

要あり。

in the middle of the darkness

listening to the silence;

heart beats

66 Rainy street

cloudy sky

rainbow is mine

６票。５位。ありふれた状況なので、もっと空想力を発揮してみては

through the dark clouds



dazzling light casts

rainbow at my foot.

71 Open door,          

room is dark        

moon ride sky       

４票。１４位。月と暗闇を擬人化して幻想を加える。

into my room

I fetch the moon

and introduce to the darkness

Recently;           

Weather and business,      

Somber.     

０票。天候と景気の悪さを表現したいのだが、ありふれた表現なので、俳句にするにはもっと

工夫が必要。熟語とユーモアを加えて、

weather and business

pour cats and dogs.

find no umbrellas.

21 Milky way―

Someone spilled the milk？

A pall of darkness

６票、a kid spilled the milk

      on the pall of darkness

とした方が、はっきりする。良い俳句。選んだ人もいいセンス。

30 back home

bounding my heart

treasure my family

１票、驚きがないのが残念。家族の元へ向かううきうきする心が私を追い越していくという感



じにして、on the way back home

my bounding heart

passes me over

28 from the train

green carpet

deeper and deeper

６票、曖昧。列車から見る田圃でしょうが、分かりません。選んだ人は意味が分かったのでし

ょうかね？驚きを演出して、これはどう？

trains in the rain

slashing across

the deep green rice paddy

１行目は My Fair Lady 風！分かってもらえるかな？

わからんかったら、映画見て！

47 Ｓｈｉｎｉｎｇ  ａｎｄ  ｂｒｉｇｈｔ

ｉｎ  ｐｕｒｅ  ｗｈｉｔｅ

ｈｅｒ  ｓｕｍｍｅｒ  ｄｒｅｓｓｅｓ

０票、単語の選択、イメージともに良い。夏、輝く女の美しさを表現したね。みんな、なんで

これを選ばなかったのか？？？

shining bright

in pure white—

her summer dress.

64 Look up the sky! Feel!

Drop in the colors between a red and yellow.

Be HAPPY!

５票、二行目が何のことか？？？ひょっとして虹のこと？虹に飛び込むってこと？だったらそ

のイメージはだけは面白いね。一行目で上を見て、２行目で下を見る。状況設定が悪いね。次

のようなことを発想したのだったら相当良いのだが・・・

a reflection of rainbow

on the pool in the road,

a tear drop blurs—BE HAPPY, MYSELF!



2 comes wind

comes sadness and loneliness

more and more break my heart

風に乗って、悲しみと孤独がやってくる。誰かの心がつぶれる音が聞こえたってかんじかな？

心の世界を表現できました。

over the wind

comes sadness and loneliness

I heard someone’s heart broken.

3 Shooting star sliding across the milky way

Crescent and you reflect in Aquarius

An autumn flavor brings sorrowfulness

流れ星が銀河を横切り、三日月とあなたが水瓶座で輝き、秋風にのって悲しみが吹き付けたっ

てかんじだね。想像力によって現実世界では見えないものを言葉で表現できました。

7 UNDER THE MOON LIGHT

ILLUMINATE ME       

PLEASE WRAP TENDERLY

月の光に抱かれた語り手は静かに輝く。良い発想です。ちょっと説明しすぎなのが残念。

full moon and silence,

in a illuminating shadow,

wrapping me tenderly

３票

15 By autumn breeze

 Spread the rug of fallen leaves

Lying acorns

色とりどりの落ち葉が絨毯のように敷き詰められて、松ぼっくりが落ちているのを、秋を感じ

ながら眺める語り手が見えてきます。



16 Stirring cream in bowl,

 I turned me thought toward him,

 Sweet autumn.  
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甘いクリームと恋人のいる楽しい秋。状況がはっきり見えます。２行目がわかりにくいです。

stirring cream in a bowl

my melting heart floating toward you

sweet autumn

17 maple tree turn red

and my cheeks too

I'm in love

楓のように頬を赤く染める私は恋をしている。日本的情緒を感じます。簡潔な表現が読み手の

情緒を揺さぶります。

８票

73 The moon is shining

I'm asking you quietly

Peace comes to my heart

月夜に私はあなたに何を ask したのでしょうね。静寂が心に宿ったのだから・・・意味深長な

句になっているね。良いね。

３票

74 stepping on the fallen leaves

sound               

smiling

状況をはっきり示した上で、２・３行目の簡潔な表現が、読者の想像力を働かせるね。Good!

5. On the pavement, chilly

My hand, numb

Waiting for cafe au lait



歩道を歩く、手がかじかみ、暖かい飲み物がほしくなる。

町を歩いていてカフェオレが飲みなくなるのは、普通だね。終映の映画館を出る、木枯らしが襟巻きにな

り、映画の中でみたカフェオレが心の中で湯気を上げる。などと思いがけない場所とカフェオレを併置す

ると面白いのです。


