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4月5日放送 兼題「桜」 
選者/家藤正人 

俳句 作者 
さくらさくら磨り始めたる古墨かな 安 
哄笑のやうな桜のなかにゐる 海田 
大池の晴れてしんしん冬桜 岩宮鯉城 
揺れろ揺れろ桜は闇が怖いから 剣持すな恵 
八重桜老いて仲良き三姉妹 彩楓 
鄙の湯の右に枝垂るる庭桜 山崎ぐずみ 
縦走の雨も滾らす峯桜 山崎点眼 
試し吹く篳篥かすか夕桜 小泉岩魚 
さくらさくら聖母マリアの首傾げ 松本だりあ 
抱けば児の鼓動に触る初桜 真田丸 
副木こそ愛しき釜の越桜 西川由野 
桜さくらバスに集へる善女たち 津島野イリス 
夜桜や清酒で呷る頭痛薬 土井探花 
喘ぎたる桜の坂の往診車 糖尿猫 
夕桜コロッケひとつ購ひをりぬ   内藤羊皐 
夜桜やどんな仲かと聞かれれば 日暮屋又郎 
花盛り田麩の多き三色丼 媛花 
雨粒に光宿らむ朝桜 富山の露玉 
桜月夜床に花影二つ三つ 堀アンナ 
朝桜ブログにほんの少し見栄 凡鑽 
山深し桜ひとひら舞うばかり 抹茶金魚 
ターバンのをとこ流離ふ夜の桜 椋本望生 
膝丈の墓碑千年の花の下 明日嘉 
塗りたての空に貼りつく桜かな 夜羽 
面倒なひとと見てゐる桜かな 立川六珈 
二百歳のしだれざくらといふ真白 竜胆 
大窓のシネマか桜降りしきる 倭瑠 
さくら見てながくてつかれたすべりだい 優心 
ねこのチョコなついてきたよさくらさく 蓮 
一分間ドキドキ話すさくらの木 夏乃羽 
一分間スピーチ五秒前に終わったさくら見る 凜 
放送で日記のしょうかいさくらさく 好花 
カッターでマンボウの絵切るさくらさく 大希 
弟の手術が終わる初桜 望 
風神の降りきて疾し花筏 久我恒子 



佳
作 

俳句 作者 
石手川桜のレールどこまでも ｂｏａｔｋａｚ 
投函す一本桜カーブにて ｃｈｉｒｏ 
オペ終はり桜開花を聴く患者 ｄｏｌｃｅ 
姥桜太き幹より花一輪 ＫＡＺＵピー 
さくらさくクロール十二きゅうとりました あんな 
花の丘エーゲのごとき伊予の海 アンリルカ 
雨上がり車体に桜持ち帰り かつたろー。 
山桜今年も祖母の上に降るらむ くり 
わたあめをやまでたべたいはなふぶき けいご６才 
満開の冬桜咲く雲門寺へ さくら 
風強し桜の影の二羽の鳥 さっちゃん 
空色のメモにのこして桜咲く さとう菓子 
廃校式校歌聴いてる桜かな しげる 
満開や僕等くらくら咲く桜 ジュミー 
桜に集ふ出稼ぎ労働者かな すずめ 
夜桜や待ち人来たり一升瓶 すみこ 
枝垂桜の傘に花びらの雫 そらうみ８８ 
父見舞う競う桜は涙色 ちるちるみちる 
早く咲け祖母に見せたしこの桜 トトリン 
桜舞ふ一人舞台の紙吹雪 なおばら 
桜から透ける青空ぞうの色 のりのみや 
ここに集えばきつと咲く桜かな はるかん 
ゆらゆらと染井吉野の色と風 ぴおりーと 
もう二度と戦うまいと咲く桜 ひさの 
ほろほろと酔ひて桜のはらはらと ひでやん 
夜桜や異動願いも八回目 ひな三葉 
花吹雪病の顔を隠されよ まりりん 
百八十五問漢字テストに寒桜 みふゆ 
おそろいの指輪桜の十五日 モッツァレラえのくし 
都下に住み都下の桜を愛でにけり ヤッチー 
一片の桜を傘に登校す よしえ 
振り袖が風になびくしさくら降る ラジャーナイン 
天守へと向かう坂道桜道 れんげ畑 
あさおきてりひととけんかさくらちる ろこあ 
てつぼうでいとこと遊ぶさくらの下 愛良 
昼ご飯みんなとワイワイさくらの木 愛莉 
花狂ひ花の誘ひの北めざす 伊奈川富真乃 
親離れ桜舞散るなごり酒 伊予のドン吉 
三才はしる一才まどろむ花の午後 郁 
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俳句 作者 
先生のなまえにさくらさいている 一稀 
駆け込みの乗車ひらりと桜かな 一斤染乃 
丸山に桜前線華麗なり 宇和島チェリー 
パンを焼きさくっと食べてさくら見る 加奈 
日の本は輪唱さくらさくらさく 花屋 
はいくがねはじめてできたさくらさく 花舞 
桜の花咲きほこる頃一年生 海星 
朝桜ボクサー独り駆けてゆく 瓦すずめ 
セピア色正門のさくらも我も 岩田喜美子 
薄雲の空や桜と和してをり 喜多輝女 
学校でバスケットをする夕ざくら 貴哉 
とう走中おにからにげるさくら見て 輝 
水面なる桜目指して花散り来 亀田荒太 
去年に見た桜の跡に駐車場 菊池洋勝 
桜咲く一人暮らしのワンルーム 串だんご 
夜桜の明きに妣の通り過ぐ 月の道 
とう走中走って走ってさくらまで 月海 
よこふりとび目ひょう百回さくらの下 健心 
桜咲き花びらしきつめじゅうたんに 健都 
千本の桜の咲う昼下がり 孝子 
桜咲けセーラー服が待っている 菜々美 
桜巡礼東北へ捧ぐ愛 三ノ宮ねこ 
通り抜けさくら桜の人の波 市川 七三子 
さくらさけわたしの名まえ入ってる 詩桜 
桜舞うまた新しい友だちへ 七海 
こんなにも哀しさくらのあたまとは 七草 
城跡や武士もありけむ夜の桜 珠桜女あすか 
あと二十四日桜とともに旅立つ娘 秀樹 
桜ぽつぽつ麓より山ひるがへる 春告草 
とう走中仲間を助けたさくらの木 淳 
青き空隠すかに咲く桜かな 小鞠 
断食の僧に微笑む桜かな 小市 
静寂や小風まといて桜と語らん 小風 
さくらがねひらひらおちてぼくもうきうき 尚聖 
友だちとさくらの花を見に行こう 彰斗 
我等みな桜誇りし国の民 松山帖句 
散る桜追いかける子の影愛し 信ちゃん 
色あざやか桜満開休みの日 心春 
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4月5日放送 兼題「桜」 
選者/家藤正人 

俳句 作者 
夜勤終え帰路の桜や身に重く 野中泰風 

懐かしい人に会ひたる桜下 茂博 
ジャンプしてさくらのえだにタッチする 唯果 
さくらさく校長先生の笑い声 佑華 
日記がすきおだいを決めたさくら見る 勇 
二じゅうとびまだまだとべないさくらちる 悠馬 
桜知るあまたの人の生きた道 有 
今日もまたいのこりをしたさくら見る 有生 
早くさけさくらの花びらうたにのる 由依 
ペダルふむ黒髪にふる桜かな 由布 
この桜けふより我の木とさだめ 誉茂子 
新学期櫻を浴びて上る坂 葉月けゐ 
ひらひらとさくらがゆっくりかぜにのる 遥駿 
しゃべるなと先生におこられさくら見る 陽 
制服と桜のカレンダー届きます 陽美 
切ってはる図工の作品さくらさく 陽莉 
さくらの木ハートのはっぱがさいてるよ 里奈 
あいさつは笑顔でやろうさくらさく 琉唯 
一人だけテストで百てんさくらひかる 亮太 
三日連続天ぷら食べたさくら見る 涼歌 
かぜひいてびょういんいけずさくらちる 涼馬 
父ちゃんと弓矢を作ってさくらうつ 稜久 
締め切り日はたと気がつく寒桜 良子 
朝ご飯三しな食べたさくらさく 諒 
桜咲く新しい私と制服と 怜奈 
かあちゃんとけんかして泣いたさくらの芽 廣幸 
ドキドキの四年生になるさくらの花 栞瑚  
主無き古城の桜咲きほこる 游歩 
桜咲く登校班長最高学年 稟果 
まだかなと桜を待つよ学校で 莉規 
キラキラとセロハンはるぞさくらさく 莉奈 
かんざくらむずかしいダンスれんしゅう中 凜桜 
桜東風妣の境涯語り合ふ 三泊みなと 
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選者/家藤正人 

俳句 作者 

結願の寺まで桜スパイラル きうい 

ノッポ車枝垂れし花掠め去る おぼろ月 

さくらさくらかわいくなぁれかわいいな たくみ３才 

よるまちに 愛媛の情報  つまってる チェリー 

桜はね楽しく見るよ松山じょう 桜 

ＷＢＣ勝敗予想初桜 三月 

南口桜五本目ピザを待つ 小倉じゅんまき 

夢見草鳥も楽しく宴かな 新居浜のペケポン 

白髪のシワくちゃ笑顔に舞うさくら 伯約 

ハイタッチあいさついっぱいさくらいろ 愛琉 

さくらまうこくごのテスト百てんだ 樹 

さくらさくしゅくだい百てんうれしいな 煌太朗 

まってたよやっと出た出たさくらのめ 彩映 

さくらいろテストで百てんがんばった 沙也羽 

さくらの花早くさけさけねがってる 宗一郎 

さくらさくこくごのテスト百てんだ 颯太 

さくらまうクラスぜんいんおはようだ 花芽 

さくらさけもうちょっとだよまってるよ 保菜美 

さくらちるもうすぐ一年おわるころ 実來 

つぼみのさくらいっときしたらさいていた 康平 

さくらさく六年生とおわかれだ 翔海 

とう校中さくらのつぼみ見つけたよ 晴哉 

サクラの道ピンクの花あるいて通る 菜々美 

まちどおしいさくらがさきます三年生 紀香 

おにぎりをさくら見ながら食べたいな 悠杜 

帰り道さくらの木を見るピンク色 龍太朗 

さくらさくにおってみたい友だちと 和華 

漢字テスト合かくラインさくらさく 圭汰 

なわとびけんてい八だんクリアさくらさく 寿葉 

スイミングとびこみ練習さくらさく 拓巳 

さくらの下でたんけんごっこ昼休み 陽太 

さくら見てギョウザを五こ食べました 真斗 

よるマチ!’s チョイス! 
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選者/家藤正人 

俳句 作者 

ここなちゃんもうすぐ一年さくらといっしょ 将大 

漢字テスト一発合かくさくらの花 真悠 

歌のテスト百点取れるかさくらの木 実祥 

山ざくら色とりどりのせい坊だ 可眞 

ボール当てみんなとわいわいさくらの木 倭門 

大笑い弟とテレビさくらさく 音凰 

はいくの賞状もらったさくらさく 春輝 

カッターで切り取るせい坊さくらさく 飛夏太 

さくらまうＧＯＧＯサマーで一回転 未来 

満開の桜みんなまとめる最高学年 涼 

初桜九日以内に咲くかなあ 琴葉 

もうすぐだ桜咲いたら一年生 渉太 

桜の花咲いた頃には中学生 心 

放課後に桜のつぼみを見かけたよ 翼 

山桜新しい制服ぶかぶかだ 陽奈 

中学校のぼくの笑顔は初桜 優希 

初桜新しい日々の始まりだ 瑞希 

まあだかなもういいですよ桜さん 加壽美 

がんばってさくらがさくよもっとさけ 竜弥 

よるマチ!’s チョイス! 

 皆さん、今回もたくさんの俳句
送っていただき、ありがとうござい
ました。やっぱり桜って、「あ～春
がやってきた！！」と心躍りますよ
ね。俳句を詠もうとすると、まだ満
開になってない桜も、雨の桜も、
散っていく桜も、色んな桜が味わい
深く思えて、俳句って人生を豊かに
してくれるなあと思いました。これ
からも日々精進、頑張ります！ 
             滝香織 



ちょこっとアドバイス句 

◆俳句の正しい表記をマスターしよう！ 

句 作者 

ふるさとに 錦を飾り 舞う桜 ＳｍＳ 

桜の香 どこか似ている 母の愛 ぬまっち 

日本人 出合い別れに 桜あり 閑古鳥 

故郷が 恋しくなる頃 桜水 沙羅駆 

老夫婦 寒桜の下 繋いだ手 出戻りの殿 

 横に長いテレビに映す時は泣く泣く三段に分けて書きますが、俳句は「五七五の間を
空けず一行に縦書き」するのが正しい表記。強い芸術的主張がない限りはこの基本を
守っていきましょう。表記を守って次回投句お待ちしています！（正人） 

◆兼題の季語をいれてみよう！ 
句 作者 

太鼓の音  ふと香りし 金木犀 アリサ 

 『よるマチ！句会』では毎回兼題を決めて投句を募集しています。季語が出題された場
合は、その季語（あるいは、その季語の傍題）を必ず詠み込む、というのがたった一つの
ルール。次回兼題は「桜」で募集しています。ぜひ桜の一句お寄せ下さい♪（正人） 

4月5日放送 兼題「桜」 
選者/家藤正人 

 一句に季語が二つ以上入っている状態を「季重なり」といいます。世の中には季重なり
の名句もありますが、基本は「一句一季語」から始めていきましょう。もちろん「この言葉
が季語だなんて知らなかった！」とうっかり使ってしまうこともありますよね。そういう時は
辞書をひいて、どの言葉が季語かを調べてみましょう。知らなかったことを知るって楽し
いですよ～♪（正人） 

◆「一句に季語は一つ」が基本！ 

句 作者 

大橋と河津桜に観潮船 御尽 

まあだかな桜さいたら春休み 寿樹 

桜咲く寒さこらえて待っている 太星 

桜ふる瑞希さんの卒業に 咲花 

六年生卒業していく桜散る 心優 

卒業は桜満開で迎えたい 木葉 

桜の木花咲く頃には卒業式 聡汰 

卒業には桜咲くかなお別れ時 陽香 

桜咲くもうすぐ卒業中学へ 雄陽 



◆一緒に考えよう！推敲相談室 
気になる句なんだけどここがひっかかる…そんな句たちをピックアップして一緒に 
考えるコーナー。 

この句でちびうささんが語りたい内容の主役はこの静けさだろうと推察します。「静寂」は
「せいじゃく」とも「しじま」とも読めますね。では主役にしたい部分を強調してみましょう。
こんなしっとりとした詠嘆はいかがでしょうか。「夜桜の終わりし後の静寂かな」（正人） 

夜桜の終わりし後の静寂さ ちびうさ 

火炎樹を桜と愛でて国を恋う 柝の音 

 「火炎樹」をどんな物か知らなかったのですがネット検索してびっくり。すさまじいですね。
作者は海外に居て、火炎樹を国元の桜と見立てて故郷への思いを馳せている、とそん
な句意になりましょうか。「火炎樹」のオリジナリティが抜群に良い反面、主役を奪いがち
なのが悩みどころ。「火炎樹」と「桜」の間に切れがないこともその悩みも助長します。一
度軽く切れを作り、かつ桜をもっと大々的に詠嘆して主役に立てるようにしてみましょう。
名句が誕生する予感がしています。（正人） 

4月5日放送 兼題「桜」 
選者/家藤正人 


