5

5

5

高浜虚子は自身の著書『俳句とはどんなものか』で、
5

5

俳句とは主として景色を叙する文学であります
5

5

5

5

俳句はこの時候というものにもっとも重きをおいた文学であります。
5

5

5

俳句はこの時候の変化につれて起ってくるいろいろの現象を諷うたう文学であります。

と書いています。

5 5

5

5

5

5

5

5

5

「俳句」を「風景写真」に、
「文学」を「写真」に置き換えると、そのまま、風景写真協会をはじめ、

5

5 5

5

風景写真を愛好する方々が写真を撮られる時の姿勢そのものです。
5

5

風景写真とは主として景色を叙する写真であります
5

5

風景写真はこの時候というものにもっとも重きをおいた写真であります。
5

風景写真はこの時候の変化につれて起ってくるいろいろの現象を諷うたう写真であり
ます。

このように、風景写真と俳句は本質的に良く似ていると思います。
俳句は、それぞれ個人の解釈によって、大きく意味が膨らんでいく可能性を持っています。

写真はまさにその風景を写し取っているからこそ伝わる臨場感があります。
江戸時代や戦前の俳句には日本の原風景ともいえる風景が詠まれています。
残念ながらそういった風景は再現することは不可能ですが、それらから想起されるイメージを写
真にすることによって、過去の名句の世界を再現できます。
いにしへ

景色に鋭い感覚を発揮した古の俳人の見た風景を追体験することは、風景写真を撮影するにあたっ
て、さらなる技量の向上に貢献することと思います。

日本俳句研究会のホームページに載っている俳句のポイントです。
（一部を抜粋しました）

俳句は物や風景をよく観察して、そのありさまを絵のように１７文
字の中に写し取る文芸だとも言われます。
季語の有無
俳句では季語は、ほぼ必須とされていますが、短歌にはこのルール
はありません。
文字数
俳句は五七五、短歌は五七五七七の定型詩です。
恋の歌
俳句には恋の歌はほとんどありませんが、短歌には多いです。
俳句で恋の歌といえば、新撰組副局長の土方歳三の作とされる
「志れば迷い志なければ迷わぬ恋の道」

すばらしい作品が集まることを願っております。

という無季語があります。

ただいきますようお願いいたします。

季語の有無
俳句では季語は、ほぼ必須とされています。
切れ字の有無
俳句には句を切るための「や」「かな」「けり」といっ切れ字が重要
とされています。
文語体と口語体
俳句は書き言葉の文語体が一般的ですが、これは切れ字が文語体で
あるためです。
日常会話で「名月や」「広野かな」なんて言葉は使いませんからね。
自然と人事
俳句は自然や四季を詠むものです。

※次の頁以降に上げた俳句はあくまで参考です。

※写真に撮れそうと思った句を挙げています。挙げた句の写真を撮ったから採用というわけでもありませんし、挙げた句
では思うようなお写真が撮れないこともあると思います。

※ご自身で、俳句を探していただいて、それに合うお写真を撮ったり、写真を撮った後にピッタリとくる俳句を探してい

春（二月、三月、四月）
二月
春立ちてぺんぺん草の畑かな 禾風居
栴檀のほろほろ落る二月かな 子規
枯枝に初春の雨玉圓か 虚子
早春の流水早し猫柳 泊雲
白雲や雪解の澤へうつる空 太祇
雪消えて麥一寸の野づらかな 闌更
曲り家の南部の屋根や雪残る 水竹居
春いまだ田毎の雪間々々かな 白雄
三日月はそるぞ寒はさえかへる 一茶
はる寒く葱の折ふす畠かな 太祇
春寒し荒神松の深みどり 梅室
古き世の火色ぞ動く野焼かな 蛇笏
野を焼くや棚曇りして二三日 花蓑
しのゝめに小雨振出す焼野かな 蕪村
藪かげに延過しけり蕗の薹 闌更
春もやゝけしきとゝのふ月と梅 芭蕉
紅梅の莟は固し言はず 虚子
うぐいすや茶の木畑の朝月夜 丈草

三月
春雪のしばらく降るや海の上 普羅
春めきし山河消え去る夕かげり 虚子
春山や松に隠れて田一枚 鬼城
温む水に黒く全き朽葉かな 橙黄子
春の水山なき國を流れけり 蕪村
たふれ木に添てねぐるや春の水 梅室
田にし鳴小田にたむぽぽ打ほけぬ 曉䑓
蒪生ふる水の高さや山の池 虚子
鳥雲に歸る國なき鴉かな 瓦全
歸る雁田ごとの月の雲る夜に 蕪村
わかれわかれまつ山越えて歸るかり 曉䑓
一本の枯木がくれの歸雁かな 虚子
山寺の扉に雲遊ぶ彼岸かな 蛇笏
あたたかな雨が降るなり枯葎 子規
雲雀より上にやすらふ峠かな 芭蕉
朝凪やただ一すぢにあげ雲雀 蓼太
雨晴れて燕竝ぶ垣根かな 士朗
蓴生ふ池のみかさやはるの雨 蕪村
行くさきに日輪うつり春の泥 泊雲
耕や鳥さへ啼ぬ山陰に 蕪村
骨柴のかられながらも木の芽かな 凡兆
けしき立つ谷の木のめの曇かな 白雄
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西日して木の芽花の如し草の宿 鬼城
芽柳の吹かれてもどるときゆるし 草也
芽を吹きて柳もつるゝこと多し 虚子
落ちざまに水このしけり花椿 芭蕉
起ふしに眺る春の野山かな 闌更
春なれや名もなき山の朝がすみ 芭蕉
陽炎のもえて田に散る椿かな 曲翠
陽炎や柳に残る宵の雨 素蘭

四月
日が永い永いとのらりくらりかな 一茶
徐に眼を移しつゝ初櫻 虚子
梨花白し雨夜なれども月明り 虚子
山越えて伊豆へ來にけり花杏子 たかし
大空や春の暁おほどかに 虚子
入あひのかねもきこえずはるのくれ 芭蕉
暁の春の御あかし消ゆるまゝ 虚子
炭がまのけぶりのはたの春の月 蒼虬
川下に網うつ音やおぼろ月 太祇
蝌蚪一つ落花を押して泳ぐあり 泊月
垣ごしにとらへてはなす柳かな 遠水
町中へしだるゝ宿の柳かな 利牛
しばらくは花の上なる月夜かな 芭蕉
下からも見上げて居るや花吹雪 泊月
月光西にわたれば花影東に歩むかな 蕪村
くらがりの花は静かに散りつづく いはほ
さまざまの事おもひ出す櫻かな 芭蕉
苗代の水にちりうくさくらかな 許六
春の海終日のたりのたりかな 蕪村
むらさきに夜は明かるゝ春の海 几菫
汐干潟雨しとしとと暮かゝる 一茶
菜の花や月は東に日は西に 蕪村
うら若き川原蓬やはるの風 白雄
ほろほろと山吹ちるか瀧の音 芭蕉
小川二つ竝び流るゝ杉菜かな 虚子
苗代の水田に晝の雲動く 肋骨
別れ霜ありしと聞くや牡丹の芽 虚子
古池や蛙飛びこむ水の音 芭蕉
美しき砂に小松のみどりかな 士朗
ほそぼそと藤の間を降小雨かな 只丸
池のふねへ藤こぼるゝや此夕べ 太祇
ゆく春や逡巡として遅ざくら 蕪村

五月
牡丹散りてうちかさなりぬ二三片 蕪村
日々に色かはりゆく新樹かな 虚子
をちこちに瀑の音聞く若ばかな 蕪村
道のべの低きにほひや茨の花 召波
朝燕麥穂の露の眞白なる 泊雲
雨二滴日は照りかへす麥の秋 虚子
麥藁の散らばる道のあそここゝ 虚子

六月
六月や峯に雲置くあらし山 芭蕉
町中の山やさつきの上り雲 丈草
手のとどく水際うれしかきつばた 宇多都
みじか夜の満月かゝる端山かな 乙二
紫陽花のあさぎのまゝの月夜かな 花蓑
咲きのぼる梅雨の晴間の葵かな 成美
梅天に鬱然たりや樟榎 月斗
五月雨や物干し竿にかたつぶり 也有
五月雨や庭を流る々竹の皮 吟江
五月雨や月夜に似たる沼明り 芋銭
手ばなせば夕風やどる早苗かな 芭蕉
草の葉を落るより飛ぶ蛍かな 芭蕉
もつれつゝ水無瀬をのぼる蛍かな 樗良
浮草や蜘蛛渡りゐて水平 鬼城
箔散るやぬなはの花の水の上 曾北
しのゝめや鵜をのがれたる魚浅し 蕪村
蜘蛛の圍の破れしこの徑誰が行きし 虚子
月の面に蝙蝠屢々かゝりけり 泊雲
波の上に流れ藻長き南風かな 橙黄子
鳶の巣の藁吹き散るや青嵐 吟江
傾けて新樹を吹けり青嵐 温亭
薫風や千山の緑寺一つ 子規
ほととぎす啼くや五尺のあやめ草 芭蕉
光りあふ二つの山の茂りかな 去来
たうたうと瀑の落こむ茂りかな 士朗
木々の根の左右より迫る木下闇 虚子
あらたうと青葉若葉の日の光 芭蕉
ゆらゆらと杉の間の夏の蝶 琅玕子
瀧ちかく草にすがりぬ夏小蝶 より江
夏草や兵共がゆめの跡 芭蕉
青蔦の皆葉尖より雫かな 徂春
若竹や鞭の如くに五六本 茅舎
から池へひらひら竹の落葉かな 王城
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夏（五月、六月、七月）
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雨ながら月夜になりぬ鳴水鶏 成美
落ちて居る胡瓜の花や五月晴 羽城
梅雨晴や前山に雲納まらず 虚子
おもだかのふとりすぎたる暑さかな 嵐雪
蕣の二葉にうくる暑さかな 去来

七月
七月の蝌蚪が居りけり山の池 虚子
古家や草の中より百合の花 成美
山百合の置いてありけり峠茶屋 水竹居
象潟や雨に西施が合歓花 芭蕉
山裾を白雲わたる青田かな 虚子
風そひて夕立晴る野中かな 白雄
虹の輪のうすらぎつゝもまだありぬ 草坡
大木を見てもどりけり夏の山 闌更
圓虹に立ち向ひたる巌かな 泊月
緑わく夏山陰の泉かな 蒻太
廣き葉のかさなり映る泉かな 禅寺洞
さざれ蟹足はひのぼる清水かな 芭蕉
水涼しひらひら見ゆる魚の腹 坡仄
蛸壺やはかなき夢を夏の月 芭蕉
赤道の夕焼雲に船は航く 虚子
三伏の夕べの星野ともりけり 禅寺洞
蜘の巣に月さしこんで夜の蝉 一茶
月の出の漸くさびし夜光蟲 石鼎
雨の輪も古きけしきや蒲の池 虚子
黎明の雨はらはらと蓮の花 虚子

参考イメージ誌面
（『四季のいろⅥ』より会員の方のお写真をお借りしました。）

もつれつつ水無瀬をのぼる蛍かな
Spring - through
morning mist
what mountains there?

中務敦行

14

野ざらし紀行

松尾芭蕉

Legendary Russian-American dancer Mikhail

ああ、いよいよ春が来たのかなあ。春の大和路を心に

Baryshnikov has denounced Donald Trump as a

描きながらたどる山路の、四方の名前も知らぬ山々に

"totalitarian opportunist,' saying the Republican

一刷毛 ( ひとはけ ) 霞が棚引いて見える。気持ちの良い

presidential candidate's speeches remind him of

景色だ。

his years in the Soviet Union.

15

参考イメージ誌面

morning mist
what mountains there?

松尾芭蕉

（『四季のいろⅥ』より会員の方のお写真をお借りしました。）

石楠花や雲の巻舒を目のあたり
野ざらし紀行

Spring - through

内田文男

ああ、いよいよ春が来たのかなあ。春の大和路を心に描きながらたどる山
路の、四方の名前も知らぬ山々に一刷毛 ( ひとはけ ) 霞が棚引いて見える。
気持ちの良い景色だ。

Legendary Russian-American dancer Mikhail Baryshnikov has denounced
Donald Trump as a "totalitarian opportunist,' saying the Republican
presidential candidate's speeches remind him of his years in the Soviet
Union.

16

17

野ざらし紀行

（『四季のいろⅥ』より会員の方のお写真をお借りしました。）

what mountains there?

参考イメージ誌面

morning mist

寫眞撮る人かはりたる瀧の前

Spring - through

松尾芭蕉

ああ、いよいよ春が来たのかなあ。春の大和路を心に描きながらたどる山
路の、四方の名前も知らぬ山々に一刷毛 ( ひとはけ ) 霞が棚引いて見える。
気持ちの良い景色だ。

Legendary Russian-American dancer Mikhail Baryshnikov has denounced
Donald Trump as a "totalitarian opportunist,' saying the Republican
presidential candidate's speeches remind him of his years in the Soviet
Union.
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勝山正人

19

参考イメージ誌面

morning mist
what mountains there?

松尾芭蕉

（『四季のいろⅥ』より会員の方のお写真をお借りしました。）

春の水山なき國を流けり
野ざらし紀行

Spring - through

松田吉夫

ああ、いよいよ春が来たのかなあ。春の大和路を心に描きながらたどる山
路の、四方の名前も知らぬ山々に一刷毛 ( ひとはけ ) 霞が棚引いて見える。
気持ちの良い景色だ。

Legendary Russian-American dancer Mikhail Baryshnikov has denounced
Donald Trump as a "totalitarian opportunist,' saying the Republican
presidential candidate's speeches remind him of his years in the Soviet
Union.
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参考イメージ誌面

morning mist
what mountains there?

（『四季のいろⅥ』より会員の方のお写真をお借りしました。）

沼の色變りしほどや若葉風
野ざらし紀行

Spring - through

松尾芭蕉

ああ、いよいよ春が来たのかなあ。春の大和路を心に描きながらたどる山
路の、四方の名前も知らぬ山々に一刷毛 ( ひとはけ ) 霞が棚引いて見える。
気持ちの良い景色だ。

渡邊実

Legendary Russian-American dancer Mikhail Baryshnikov has denounced
Donald Trump as a "totalitarian opportunist,' saying the Republican
presidential candidate's speeches remind him of his years in the Soviet
Union.
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morning mist
what mountains there?

（『四季のいろⅥ』より会員の方のお写真をお借りしました。）

野ざらし紀行

24

参考イメージ誌面

黎明の雨はらはらと蓮の花

Spring - through

松尾芭蕉

Legendary Russian-American dancer Mikhail Baryshnikov has denounced

ああ、いよいよ春が来たのかなあ。春の大和路を心に描きながらた

Donald Trump as a "totalitarian opportunist,' saying the Republican

どる山路の、四方の名前も知らぬ山々に一刷毛 ( ひとはけ ) 霞が棚引

presidential candidate's speeches remind him of his years in the Soviet

いて見える。気持ちの良い景色だ。

Union.

佐藤武

25

