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１． the rainy season

will be over　　　　　　　　　　＝＞

hear pleasantly a roll of thunder

End of

the rainy season—thunder

sounds good

簡潔さが大切。説明しすぎない！！

２． Turning over the new calendar

I take a brief glimpse at May—  ＝＞

How many holidays!

New calendar

I take a glimpse at May—

all those holidays

glimpse に brief という意味が含まれている。Turning over も前後関係でわかるからいらない。

３． an iris

float in the moonlight　　＝＞

a nook of Zen temple

Zen temple

and by moonlight

an iris, floating

単なる写実だった句が、一行目で全体像を提示し、２行目で焦点を絞り、最後のイメージで驚きが

生まれた。

４． on and beneath

two water spiders　　＝＞

walk together

water strider

racing

its reflection

アメンボウが水面に映った自分の影とかけっこしてると、ありふれた風景をとらえなおす。

５． Hot!

ice cream, a fan and wind-bell  ＝＞

Still hot

Ice cream,

fan, wind-bell—

still too hot

hot を二度繰り返す必要はない。and を取り、a も省略し句をひきしめる。

６． Soap bubbles floating

mailbox　　　　　　＝＞

in each of them

Soap bubbles

each one reflecting

a single mailbox

ポストに投函された手紙のように、ポストが映り込んだシャボン玉もいろいろなところへと飛んで

いくイメージの重なりがおもしろい。

７． sound of clock

See through a window　　＝＞

Thinking yesterday

Ticking clock—

Through the window

I see yesterday

時を刻む時計、見えない時を見てみると昨日が見える。未来ではないところが面白い。

８． shower

awakes street dust-　　＝＞

scent of summer

A sudden shower

stirs up the dust …

scents of midsummer

awake を stir up とし、summer に mid をつけると、よりダイナミックな感じがうまれた。
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９． Highway driving

azaleas blooming　　＝＞

in the corner of my eye

80KPH

in the corner of my eye

azaleas blooming

80KPH のほうが高速で移動している感じがして、強い印象が残せる。

１０． A young sparrow

like a cotton candy　　＝＞

flutter on the wet lawn

Baby sparrow?

cotton candy

flutter on the lawn

simile（like …のような直喩）をさけ、metaphor（隠喩）を使うと、説明的な作品が強いイメージと

して心に響く。形容はひかえめに！！

１１． a graveyard forlorn,

bees in tufts　　　＝＞

gnats over weeds

and … breezing silence

among bees

gnats and weeds

graveyard…breathing

silence や寂寥感を読む人に感じさせることが肝心。breathing で静けさを暗示する。語り手の生と、

埋葬された人の死が鮮やかに対象された。あなたは何を感じる？

１２． Children stir

Tadpoles’ country in the pond　＝＞

With their five fingers

Tadpoles

  Fleeing

    Children’s fingers

客観的な雰囲気を、直接的、即物的にとらえることで、オタマジャクシが指の間をすり抜ける感触

をいきいきと表現。

１３． Waiting have a telephone call lover

But I hear only note of cricket　＝＞

far away

Waiting

By the phone; outside

           crickets

文法的にはめちゃくちゃ。でもいいたいことは分かる。長い夜の秋、恋人からのかかってこない電

話を待つ人の心の寂寥感が、コオロギの声から伝わってくる。

＊５月１4 日に、自作英語ハイクを半角英字で、携帯から坂本（k_sakamoto@kufs.ac.jp）に授業時間

中に送ってもらいます。準備してきてください。メールのタイトルは e-haiku とし、自作ハイクの

後には、学籍番号と氏名を必ず入力してください。


