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はじめに 

これは日々の暮らしの中で綴ったノートの様な、備忘録の様な｢詩歌集｣2021 年から抜粋し

た拙詞を収録したものである。 

私にはこの年が変化する時代の流れの中で何か特別な時限に彩られた一齣に見える。詩歌

集を紐解き、論文、考証、随筆等から離れ、暫しその流れの中に身を置いてみることにした。 

 

短歌 

 
2021 年 12 月 3日 霞山会館 37階からの展望 

アンデスの色味滲みるインカ芋 自作のおでん旅を偲んで 

箱根路に駅伝競う新春や 白バイレース BMW 勝つ 

 ―先導白バイ全てが同社の電動二輪― 環境配慮の視点から 

品切れのインフルエンザワクチンに コロナの悪夢思い浮かべる 

行政も義歯調整に類似して 微妙な変化看過に易く 

断捨離の進まぬ老いの暮らしには ロボ掃除機も手持ち無沙汰に 
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組み立てに梃子摺りながら電動の 芝刈り機押す中秋の庭 

心身の疲労を癒す整形医 治療の主役ウオターベッド 

書き言葉話し言葉を大切に コロナ二年目身近な人へ 

震災日庭に初めて蝶が舞う 10年を経て追憶辿る 

コロナ禍や天人災の頻発に 歴史を辿る知行の旅に 

コロナ禍に読書楽しむ機会増え 改めて知る未知の世界を 

甲子園デルタに豪雨攪乱も 球史を刻む球児雄叫び 

霜月や天体ショウの夜空観る 我が子ら参加ライン月食 

首都圏で猛威を振るうデルタ株 鬱憤晴らす五輪中継 

盛夏来て素麺の具想い馳せ 思いつくまま肉味噌作り 

ワクチンの接種順位に工夫欠き デジタル社会老いの身憐れ 

デルタ株心身ケアー脅かす 病院通い躊躇う暮らし 

コロナ禍や ネズミ跋扈(ばっこ)に人見えず ロックアウトのロンドンの街 

首都直下夜更けを襲う激震に 帰宅困難菊月の空 

大谷の国境超えた活躍に コロナ禍打っ切る(ぶっきる)MLB かな 

出遅れの対温暖化日本策 真鍋氏受賞官民刺激 

今回も国勢調査不安呼ぶ 人口減にワクチンありや 

財政を窮地に落とす時代来て 矢野論文の賛否と政治 

コロナ禍に岩盤規制罷り出て 法規の前に生命の危機 

秋分や猛暑を避けて宵の道 車椅子行く老々介護 

秋立ちて銀木犀の薫る庭 萩の尾花に蝶蜂忙し 

長期化やウイズコロナの非常時に 心して読む｢敗戦日記｣＊   

 ＊高見順著 

デジタル化メタセコイヤの北極は 新生代の楽園画像 

乱れ世の暮らしの救い一軒家 ポツント建つやテレビのドラマ 

線状の降水帯の宿る道 気圧配置が誘う災害 

真珠湾 80 年の時を経て 今｢もう一度近現代史｣  注：BS-TBS 

｢イタリアの小さな村の物語｣ テレビを通し生き様愛でる  注：BS日テレ 

米国の政権移譲混迷に 民主制度の時代遅れも 

コロナ禍に民主主義問う時代来て チャーチルの言暫し噛み締む 

 －It has been said that democracy is the worst form of goverment except all the others that 

have been tried. 

望郷か｢三河雑兵心得｣を コロナ禍に読み郷土史辿る 

自然界交流映える一時を やまと尼寺精進日記 

猫のしっぽベニシア世界カエルの手 異文化調和自然を愛でる 

｢10 分で巡るにっぽんの廃線｣ 郷愁誘う時の空木(うつろぎ) 
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国勢と政(まつりごと)診る時至る 国の健診世界レベルで 

師走立つ銀座青天番舞う 鳶の散歩やコロナ圏外 

川柳 

 

 

世の中は 合成誤謬 民主主義 

楽団が 指揮者を欠いて 不協和に 

ITに AI 掛けて 人埋もれ 

スマホの世 利便の対価 脳疲労 

老い進み 取り残される デジタル化 

スマホでも 他国任せの LINE 人 

コロナ禍が 明るみに出す 医療界 

医療界 市場原理は 働かず 

デルタ株 国も感染 後遺症 

避病院 思い起こせや コロナ禍に 

俳句より 川柳受ける 時世かな 

生活図 中国製の 浸透度 

民に官 中国製の お通りだ 

豆撒きは コロナ禍外へ 福は内 

大小の マスク重ねて 医者通い 

テレワーク 家庭の秩序 激震下 

コロナ戦 相手も必死 変異種に 

歳老いて 国の老化も 気にかかる 

繁栄の 時代短し 大八洲 

コロナ禍に 日本語乱れ 齟齬を呼ぶ 
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目に余る 商業化色 IOC 

マラソンや 酷暑が襲う 五輪かな 

医療もか 置堀(おいてきぼり)の 日本国 

四冠に 藤井少年 人間味 

青半ば 急ぎ駆けだす 若さ無し 

総裁選 勝ち馬嗅ぐや 身の熟(こな)し 

総選挙 老若問わず 変化忌諱(きき) 

サプライズ 日本の維新 会が跳ぶ 

自覚より 更けて映るや 世間の目 

摩訶不思議 五波の構図や 麗しく 

感染の 急減見えて 解とけず 

デジタル化 個人情報 丸裸？ 

デジタル化 国家管理の 民主主義 

そうだねと 返す言葉に 友の笑み 

何事も 多様性欠く 日本流 

オリエント 眠れる獅子の 覚醒か 

混迷や 魑魅魍魎(ちみもうりょう)の跋扈の世 

オミクロン 遠くて近い 南アかな 

海兵の 瞥見視力 今も生き 

悩ましや 米のトリセツ 不透明 

国政の 本丸鎮座 ヘイジーヒル(Hazy Hill) 

 注：＝ヘイジーヒル(Hazy Hill)霞が関、霞で実態が良く見えない例え 

 

俳句 
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元旦や 孫と語らう 新世界 

賀状見て 筆力感じ 安堵かな 

吹雪明け 屋根に跨る 雪庇かな 

コロナ禍に 七草粥を 噛み締めて 

犬も老い 主も老う春 出会い道 

初花や 都忘れの 納戸色 

垣根越し 幼児の声や 春温む 

甲子園 球児の舞台 春長ける 

躑躅(つつじ)咲く 空き家の門の 憂いかな 

タンポポや 綿毛飛行の 旅に出る 

狭山茶の 初競り便り 香り乗せ 

チーズ添え 春人参の 甘さ哉 

旬食す 春玉葱の 甘味かな 

庭掃除 トカゲ顔出す 卯月かな 

庭先に 雀挨拶 立夏かな  

二回目の ワクチン接種 梅雨明ける 

久々の 友の電話や 大暑かな 

蜩(ひぐらし)の 声を頼りに 追うカメラ 

断捨離を 心掛けして 行く猛暑 

敗戦日 終日の雨 肌寒し 

朝顔や 秋雨に打たれ 顔隠す 

本を買い また本を買い 秋巡る  

コロナ禍に 秋を味わう 和菓子かな 

心して 腹式呼吸 秋暮らし 

老いの道 季節の巡り 踏みしめて 

秋を食う 芋煮創作 また楽し 

秋晴れや マスク賑わう 露天市 

朝顔の 夏の姿や 種を摘む 

神無月 真夏日迎え 耐え凌ぐ 

錦秋や 散歩を誘う 回り道 

立冬に 寝具を替えて 身の守り 

 

参考資料 

人生処方詩集(エーリヒ・ケストナー作、小松太郎訳 岩波文庫)；  3 句 

＊年齢が悲しくなったら 

・努力家 
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若年から 老年まで  死ぬほどの忍耐と 股の力で  彼はペン軸にしがみつき よ

じ登る  ほかにすることがないので  祖先たちは 原始林を よじ登った  彼は 

文化の森の猿だ 

・人生がくりかえされたら 

  だれでも こういう気持ちになる もういちど 十六に なってみたい  そして 

そのあとで起こったことを みんなわすれてみたい  もういちど 珍しい花を 押

し花にし  そして(背が伸びるので)ドアで身長をはかり  学校の途中で 門の中

へ 大きな声で さけんでみたいと 

  夜中に もういちど 窓ぎわに立ち  通りがかりの 人声に 耳をすませてみたい 

  彼らが 往来の 浅い眠りをさまたげるとき  だれかが嘘をつくとき 腹をたて 

  五日間 顔を合わせずに いてみたい  キッスをしたいけど キッスをこわがって

いる  どこかの うちへ帰らなきゃならない 女の子と  もういちど 市立公園

を ぶらついてみたい  店の閉まるまえに 二マルク五十ペニヒで  あの子と自

分のために おそろいの 指輪を買ってみたい 

  歳の市に 十ペニヒ玉が二つ三つほしくて 母親に きっと また おせじをつかう

ことだろう  そのあとで あの 長いあいだ水にもぐる男と  葉巻を吸う猿を 

見物することだろう  そして大女たちに撫でられることだろう 

  ある女に誘惑されて のべつ 思うだろう  これは レーマン氏の婚約者だと 肌

に 彼女の手を 感じるだろう  からだの中で 心臓がドキドキ 大きな音を た

てることだろう 夜中に 両親の家の門を たたくように 

  あのころ見たものを そっくり 見ることだろう そして それ以後おこったことを 

そっくり それが いま もういちど おこるだろう・・・ おんなじ光景を もうい

ちど きみは 見たいかい 見たい 

＊病気で苦しんだら 

・ある心臓病患者の日記 

 最初のドクトルは言った ｢あなたの心臓は左へひろがっています｣ ふたり目のドクト

ルは嘆息した ｢あなたの心臓は右へひろがっています｣  三人目は真剣な顔をして 

｢あなたの 心臓はひろがっていません｣と言った  まあ いいさ  

 四人目のドクトルは嘆息した ｢心臓の弁膜が弱っています｣ 五人目のドクトルは言っ

た ｢弁膜は完全に健康です｣ 六人目は目をまるくして ｢あなたは心尖拍動(しんせん

はくどう)にかかっています｣と言った まあ いいさ 

 七人目のドクトルは嘆息した ｢心臓の外形が僧房状をしています｣ 八人目のドクトル

は言った ｢あなたのレントゲン写真は完全に正常(ノルマル)です 九人目のドクトル 

は驚いて言った ｢あなたの心臓は四十五分おくれています｣ まあ いいさ 

ところで十人目のドクトルがなんと言ったか 残念ながら わたしにはいえない なぜ 

なら 十人目にはまだ行っていないから こんどは彼に訊いてみよう 九人目の診断は 
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まちがいかもしれない だが 十人目はきっと当たるだろう まあ いいさ 

コメント 

・エーリヒ・ケストナー(1899 ドレスデン生まれ-1974 ミュンヘン没) ドイツの作家、詩

人。児童文学で 1960 年国際アンデルセン賞受賞。多くの作品の挿絵は画家の Walter 

Trier(1890-1951)が担当、日本関係では、ベルリンの荒廃を描いた｢ファビアン、

FABIAN  Die Geschichte eines Moralisten 1931 年｣が、日本で吉行淳之介、開高健

等の作家たちにも、大人向け文学作品として受け入れられた。 

 自由主義・民主主義の擁護、反ファシズムのため、詩・小説・児童文学の執筆がナチス

政権により禁じられた。戦後初代西ドイツペンクラブ会長。 

・ファビアンは、ワイマル共和国末期、頽廃したベルリンを舞台にファビアンと言う一人

の男の生活を通して時代と社会を痛烈に批判、一つの真実を描いた。 

 

アフリカ由来の言葉 

 急いで行くときは一人で行け、遠くへ行くときは皆で行け 

 

キューバ危機前後の米ケネディー大統領の演説から 

・Ask not what your country can do for you; ask what you can do for your country. 

・Forgive your enemies, but never forget their names. 

ウインストン・チャーチルの名言 

・The inherent vise of capitalism is the unequal sharing of blessings. The inherent virture of 

socialism is the equal sharing of miseries. 

トーマス・カーライル：  

 ｢この国民にしてこの政府あり｣(元は 19Cイギリスの修道士の発言) 

 ｢杓子定規なお役所仕事｣(レッド・テープ) 

海軍兵学校の訓戒｢五省(ごせい)｣     

至誠に悖(もと)る勿(な)かりしか 

 言行に恥づる勿(な)かりしか      

気力に缺(か)くる勿(な)かりしか 

 努力に憾(うら)み勿(な)かりしか    

無精に亘(わた)る勿(な)かりしか 

 

｢新しい＜足＞のトリセツ｣ 下北沢病院医師団 日経 BP 2020 年 

｢ヒトの壁｣ 養老孟司 新潮新書 2021.12 

 

 

出所：以下いずれも日経 
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(了) 
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