
高大なにわの宮会  ４月川柳 

お題： 芽       

お題； 予感                       

  

           

総評： 

パワーをいただいた沢山の（芽）とワクワクする（予感） 

素適な佳句への出会いに感謝です。 

未入選の句には一応リズム（５７５）などの一般的に気を付けたほうがよい部分

だけを添削しました。 

但し、添削することにより句意をゆがめたり、新鮮さをなくしたりする場合もありま

すので、私の添削の方は（参考）程度に考えていただいたら幸いです。 

次回も沢山の佳句をお待ちしております。 

ありがとうございました。                         平井美智子 

                                

 平井美智子先生プロフィール 

      高知市生まれ 

１９９７年時実新子の「生き方新子座」受講。 

 「川柳大学」終刊後は大阪市生涯教育インストラクターとして 

川柳講座講師を務める。 

著書に川柳集「窓」（２００４年）、平井美智子句集「なみだがとまるまで」 

＊新刊が出ました。   「時実新子の川柳と慟哭」平井美智子編 

 

今回の投稿者数：39名 

  芽       ：110句        特選：1句      予感：102句       特選：1句 

                      準特選：2句                   準特選：２句 

                       佳作：5句                     佳作：5句 

                       入選：30句                    入選：30句 

                      未入選：72句                  未入選：64句 

 

今回も沢山の応募頂き新年度を迎え最高のスタートになりました。 

日本語にはリズムがあると、授業で教わりました。川柳は難しいと言わずに、思いつくまま指を折ってみてください、

不思議なことに五・七・五の文が次々現れます。上の句と下の句を逆にしてみると、案外佳句になるかもです。 



お題：芽 

特選 

主なき家の古木も芽吹きたり       

  （歴史学古代科・中野亘子） 

＊（評）廃屋になった古里の庭にも新しい芽吹き。まるで命を繋ぐように。 

   しっとりとした佳句です。 

 

準特選１ 

スーパーの野菜売り場で見つけた芽   

  （戦国武将の生き方に学ぶ科・廉祥子） 

＊（評）生命力の塊である「芽」は野菜売り場にも！優しい目線が素敵です。 

 

準特選２ 

級友と絆芽生える新学期     

    （現代社会を考える科・玉井広） 

＊（評）高大で沢山のお友達を作ってくださいね。 

 

佳作 

① フェイク戦和平への芽もつみとられ   

 （身の回りに関する法律を易しく学ぶ科 木村彰子） 

② タラの芽は遠い昔のほろ苦さ 

（家族と社会に役立つサーポートデザイン科 高橋佐知子） 

③ 熱燗に妻が揃えた若芽和え           

          （文章表現を楽しむ科 西田征弘） 

④ 才能と努力と運の金メダル           

     （  ＯＢ    高木都子） 

⑤ つくしの子袴をはいて春を待つ     

      （文章表現を楽しむ科 玉利直江） 

 

 



入選 

1. 川柳で初めて佳作芽が出たよ          （現代社会を考える科・興石弘） 

2. 傘寿でも気持青春芽を出すぞ          （現代社会を考える科・興石弘） 

3. 寒風にけなげにたえる芽をめでる          （歌を愛し歌を楽しむ科・松下勝一）  

4. 春よ来い早く芽を出せ不老花                 （歌を愛し歌を楽しむ科・松下勝一）  

5. そこかしこ命が芽吹く散歩道             （文章表現を楽しむ科・西田征弘） 

6. 孫娘芽ぶき初めて紅をさす                （ＯＢ・丸一威士）  

7. 芽を抱いて寒空に立つ裸木は   

          （おもしろ「子ども科学・手作りおもちゃ体験」科・竹之内早苗） 

8. 才の芽を育て見守る厳しい目            （総合文化を身につける科・山本芳子） 

9. 枯木にも芽をさがし当てほっとする    （戦国武将の生き方に学ぶ科・岩元一美） 

10. 遣り水を若芽に与え明日の夢            （日本の京（みやこ）探訪科・大治重信） 

11. 残雪にちいさき命風に揺れ  

（おもしろ「子ども科学・手作りおもちゃ体験」科・野口正也） 

12. 待ってます芽ぶきの後の花ざかり      （戦国武将の生き方に学ぶ科・廉祥子） 

13. 岩間から窮屈そうに新芽でる               （ＯＢ・寺田光永） 

14. あじさいの枯れた茎よりかわいい芽  （世界への文化に親しむ科・足立茂登彦） 

15. この葉っぱばあばと植えたチューリップ        （歌を愛し歌を楽しむ科・田口豊） 

16. 散歩道春が来たよと見せる色               （歌を愛し歌を楽しむ科・田口豊） 

17. 芽生えたる青菜にはやも虫が付き                （歴史学近世科・小林壽雄） 

18. あちこちで恋の芽生える頃なれど               （歴史学近世科・小林壽雄） 

19. いつか芽が月日流れて苔が生え            （総合文化を身につかる科・大坪茂） 

20. 学びの芽出して育てて満開に   （未来への先端科学技術を楽しく学ぶ科・坂本照美） 

21. 我が息子いつか芽が出るケセラセラ              （水彩画専攻科・岡田恵子）  

22. クラス会恋の芽ばえを期待して                 （水彩画専攻科・岡田恵子）  

23. 川下り萌えたつ木々を潜りぬけ   

（フランスの魅力と初めてのフランス語を楽しむ科・竹山通明）  

24. ゆるやかに芽吹きの柳風に舞う 

（フランスの魅力と初めてのフランス語を楽しむ科・竹山通明）   

25. 枯れ木にも待てば芽の出る春も来る    （世界遺産を楽しく学ぶ科・森としや） 

26. 去る友や出会う友あり木の芽時      （世界遺産を楽しく学ぶ科・森としや） 

27. 手のしわと新芽を比べ歳感じ           （音楽を楽しむ科・岩田純一） 

28. 芽と花の先に春あり風優し      （似顔絵のイロハを楽しく学ぶ科・冨田実） 

29. 梅の木の青く芽吹きて春間近     （似顔絵のイロハを楽しく学ぶ科・冨田実） 

30. 今年また薄墨桜の芽吹き待つ           （歌を愛し歌を楽しむ科・田中徹）  



お題「芽」    未入選句添削 

〇芽が出たよ川柳佳作自慢出来         自慢出来→自慢する 

○野菜高出番の増えるスプラウト           

○イヤジャヨも自我の芽ばえと同列視    （例）イヤイヤと自我が芽生えてきた五歳 

○雪の下触れた蔦の芽初夏を待つ  雪の下のつぎは夏ではなく、とりあえずは（春）では？   

○未来の金君は取れると親心       （例）必ずやメダル取れると親心 

○踏みつけた芽は良く育つと麦をふむ  芽は良く育つと（中８音なので） 

踏みつけた芽は元気だと麦を踏む 

○好奇心の芽は老いて猶深まりぬ   （例）老いてなお芽をのばしゆく好奇心 

○老年の恋の芽吹きを耐え忍ぶ      （耐え忍ぶ）がわかりにくいです。（押さえこむ）くらい

ならわかるのですが・・。 

○枯れた幹新芽見つけてそっと抱く     （例）小さな芽抱きしめている枯れた枝 

○東風ふいて桜の新芽宴を待つ       （宴を待つ）なので新芽より花芽の方が適切かも 

○若い芽を信じ五輪の花咲かせ      

○千年の生命を秘めて芽生えしか    （例）千年の生命を秘めている芽生え 

○小さき芽の幼なの目からにげられず （例）真っ直ぐな生命を抱いた幼き芽 

○発芽待つ親の気持ちもわかってな   （例）発芽待つ親の気持ちを子は知らず 

○種まけどなにもしなけりゃ芽も出まい （例）芽の出ない種に聞かせる愚痴小言 

○種を蒔くビニール掛けるこの寒さ   （例）苗床にビニールかける戻り寒 

○寒さに耐え春待つ人に可愛い芽      （例）寒さにも耐えて春待つ可愛い芽 

○大人では思いよらぬ子供の芽        思いよらぬ→思いもよらぬ 

○あれっなぜ見入る目差し科学の目     （例）なぜなぜと見入る眼差し孫五歳 

○芽吹いたらじゃがにんにく片や毒        中７下５がわかりにくいので整理しましょう！ 

○今季又流行病の芽を潰す          （例）四股踏んで流行病の芽を潰す 

○芽が出たと喜ぶ妻に朝日受け       （例）芽が出たと喜ぶ妻のプランター 

○健やかに芽がのびてきて花を待つ   芽がのびてきて→伸びた新芽の 

○雪の花そっと消えゆき芽がいぶき   （例）雪の花消えて新芽が出す息吹き 

○華道の芽思う存分育てます      華道を習われているということでしょうか。少しわか

りにくいです 

○芽がひとつなんとかわいいピンクかな    ピンクかな→桜色 

○倉敷の芽柳バックにすまし顏      （例）芽柳をバックに撮ったすまし顔 

○タラの芽をつまみに一杯頬ゆるむ     つまみに一杯（中８音）→つまみに飲んで 

○裸木に木の芽がのぞき鳥が待つ      鳥が待つ→鳥の声 oｒ春の声 

○大樹さえ千年前は新芽かな      （例）千年の時に抱かれて大樹たり 

○戦争の芽を摘み取るは人の知恵     （例）戦争の芽を摘み取って歩む道 



○芽が出たと思った時は時遅し        なぜ遅いのか、わかりにくいです 

○高大は春のおわりと感じない      (例）高大の春は新芽が顔を出す 

○友だちは花の芽より美くしい         花の芽より（中６音）→花の芽よりも 

○パソコンで年の差を風き飛そう  

年の差を風き飛そう→年の差風を吹き飛ばすでしょうか？ 

○若葉にもふるえながらに芽ふきまつ  （例）若芽さえ震えながらも芽吹き待つ 

○木の芽さん寒さに耐えて春を待つ    木の芽さん→小さな芽 

○新人の芽も葉も摘むな伸び悩む  （例）新人が芽も葉も摘まれ伸び悩む 

○芽生きて少しやせたる我が娘  

芽が生きて？芽が吹いて oｒ芽が伸びてならわかりますが・・。 

○顏中に青春の芽で賑やかし     （例）顔中に青春の芽の孫１５歳（じゅうご） 

○可憐な芽お辞儀するよなカニサボテン   （例）お辞儀したカニサボテンの可憐な芽 

○気付きたいジャガイモの芽に毒があり 

（例）ほったらかしのジャガイモの芽が毒を抱く 

○いつか必ず芽が出ると言われて添うて５０年  

（例）芽が出ると言われて添うて五十年 

○高大で芽をだすときは発表会    （例）芽を出すと張り切っている発表会 

○草木がきそって芽ぶく早春はガンも芽を出す気をつけろよ 

           川柳は５７５の十七音です。リズムに気をつけて一句一訴を心がけましょう 

○霜に耐え風にも負けず目ざめるわ     目ざめるわ→目覚める芽 

○いつ植えたやっと出た芽何の花      やっと出た芽→やっと出た芽は 

○可愛そう芋の芽疎みみな摘まれ      疎まれた芋の芽みんな弾かれる 

○恋人かうおの目何時も意識し     （例）うおの目が恋人のようつきまとう 

○山椒の芽だけでは出来ぬ木の芽和  （例）山椒の芽香り散らして木の芽和え 

○芽を摘むな言った貴方はでしゃばるな  （例）芽を摘むな摘むなと夫が口を出す 

○盛りでも杉の芽吹きは目に涙       

○野菜高芽を出さずに目をださす    芽を出さずに（６音）→目を出さないで 

○雑草の新芽に一歩踏み出せぬ     (例）雑草の新芽見つけて遠回り 

○このあいだ芽をふいた梅もうひらく （例）あっと言う間に満開の梅桜 

○若者の芽をはぐくむ大人達    （中六音なので）→若者の芽をはぐくんでゆく大人 

○芽をつぐみ一安心だジャガイモも  （例）芽をつまれジャガイモたちの深呼吸 

○並ぶ芽にそうだ今夜は天ぷらだ   （例）春の芽を摘んで今夜は野菜天 

○摘んだ芽がいつの間にやら根を張って   根を張って→枝張って 

○芽がいっぱいオリンピックに見入る子等（例）オリンピックに目を輝かす芽と芽と芽 

○足止める淡き芽吹きにときめきて 

○デタラメと出た芽はちがう出た目とも    そうですね（笑） 



○友情が芽ばえたころに去る仲間     

○木々の芽が山色変える春支度            山色変える→山を覆って 

○鉢植を回して新芽に陽をあてる       回して新芽に（中８音）→回し新芽に 

○庭掃除新芽見えずにあっ！落ちた     何が落ちたのでしょう？ 

○春近し新芽みるたび幾年か        （幾年）は何からの幾年なのでしょう？ 

○川岸にふと返みるねこヤナギ        返みる→顧みる？ 

○春山のタラの芽ぶきに眼が光り     （例）タラの芽を見つけ食指がうごきだす 

○うたてやなあ馬鈴薯に芽がどうしよう  （例）馬鈴薯の芽を眺めつつ思案顔 


