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　俳句は、見たり聞いたりしたことの詳しい説明では
ありません。細かいところまで写しだす写真ではなく、
絵をかくようなものなのです。
　ことばが少ないほうが、その俳句を読んだ人は、自由
に自分のイメージを持ったり感じたりすることができ
ます。
*1「韻をふむ」：詩の行のはじめや終りに、同じ音のことばを置くこと

　俳句のかたち（形式）は単純です。5－7－5で、3行に
分かれる17の音（17音節）でできています。

　これで短い・長い・短いの形式ができあがります。この
形式を守れば、誰でも俳句を作ることができます。韻を
ふむ（*1）必要がないのも、俳句の特徴です。
　俳句を作るとき、一番大切なことは「何を象徴するか」
です。”象徴”とは、思っていることや見たり聞いたりした
ことをそのまま言い表すのではなく、ほかの物やことば
で指ししめすことです。ですから、俳句では簡単なことば
を使っている一方で、多くの意味をふくんでいて、とても
おくが深いのです。

俳句のかたちは？

“
”

I adore the wind
It makes me feel excited

When it blows at me

風が好き

風に吹かれると

わくわくしちゃう

は文学なり」と発表し、俳句は日本の代表的な詩と認め
られるようになりました。
　俳句とは、詩人/よみ手の心や意識の中の瞬間を切り
取ったもので、時の流れをとめ、そこから想像豊かに作っ
ていく「詩」です。自然、色、季節、対象（*3）、驚きを主題に
して、人間をふくめた自然への深い気持ちを持ちながら
作ります。そして、わずか３行の短い詩が、さまざまな思
いがこめられた世界をつくりだすのです。人間が自然の
一部であり、自然とともに生きるという、日本的な伝統
に息づいているのが俳句なのです。
*1「草庵」：草で作った粗末で小さな家
*2「わび」：俳句の理想の境地として求める質素で落ち着いた雰囲気
*3「対象」：見るもの、聞くもの、目標となるもの、など

　伊賀上野（現在の三重県上野市）の貧しい武士の家に
生まれた芭蕉は、幼いころより俳句を学び、29歳のとき、
江戸に下りました。当時の江戸はユーモアやことば遊び
の入った句が流行していましたので、芭蕉も自分の句に
よく取り入れました。
　江戸の郊外であった深川に草庵（*1）をうつした1680年
ごろから、芭蕉は俳句にもっと深い意味をつけ始め、
「わび」（*2）をうたいこみ、俳句を芸術にまで高めました。
　その後（明治時代）、正岡子規（1867-1902年）が「俳句

Мой золотой одуванчик
Разлетелся

По всему свету

わたしの タンポポ

   世界中 あちこちに

飛んで いった

?

俳句のつくりかた

俳句ってな～に?

俳句はどうやってつくるの?

 約束 その1   春夏秋冬 

 約束 その2   自分の世界や、こころをうつし出そう

 約束 その3   「時」をつかまえる

いつでも俳句をつくってみよう

?

♥

俳句ってな～に?

Playful spring breezes
Sorry little ladybug
Hold on to the stem
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Inna Yegaj、5才、女の子、ロシア [2008年]

Guy Peppiatt、6才、男の子、
イギリス [2008年]

いたずらな春の風

てんとうむしはかわいそう

しっかり茎につかまって
くき
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　日本で17世紀に生まれた小さな文芸「俳句」は、初めは、
単純な「ことば遊び」と見られていました。この「俳句」
を芸術にまで高めたのが、松尾芭蕉（まつおばしょう
1644-1694年）です。

はいく

Keoho Bryant、8才、男の子、アメリカ [2008年]



　下のマーク/Markの俳句では、生き物である「かえる」が
でてきます。「かえる」は春の季語です。「光り」や「流れ」も
明るくて幸せなふんい気を伝えることばです。
　ことばはその俳句のイメージやふんい気を決めるので、
気をつけて選びましょう。マークはきっと、川の流れで
楽しく遊んでいるかえるを発見したのでしょう。

Dale Jasch、11才、男の子、オーストラリア

“
”

暑い太陽の下
ぼくは波乗りを楽しむ
イルカの友達と一緒に

♥俳句はどうやってつくるの？

ลมพัดมากลางทุ่ง
รวงข้าวชูช่อล้อตามลม
ฉันขี่ควายกินลม

Nutchanard Wongsricha、12才、女の子、タイ [2008年]

いっしょに絵もかいてみよう

“
”

風ヒューヒュー
月も出ない
暗く長い夜

　俳句から感じたり思ったりすることは、それを読んだ
人によってちがってきます。そのため、俳句を読むために
は、その国の文化を理解することが大切です。

　さまざまな表現や感情にふれることができ、俳句は、
まさに国境をこえて、人々の共通のコミュニケーション
を図る道具であるといえます。俳句を作り、読むことは、
楽しみや美しいと感じたことを伝えるだけでなく、
異なる国や文化の人々と、お互いにわかりあうきっかけと
なるでしょう。

　21世紀に入り、私たちが一緒に力を合わせて目的を達
成するためには、国々の間にある政治的経済的、そして
文化的な壁を低くすることがますます肝要になります。
実現のためには国々の間にある心の壁も取り払われ
なければなりません。より調和のとれた国際社会を実現
するために俳句を通して貢献できればと思います。

俳句って、すばらしい

Under the hot sun
I am surfing on the waves
With my dolphin pals

Waterfalls glitter
And swirl the frogs down the stream

To the lily pads

A long dark night
Full of whistling wind

No moon
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Ana Sirnik、12才、女の子、スロベニア [2008年]

春夏秋冬 約束 その1

　俳句は、人々のまわりをとりまく環境についてよく考え
させたり気づかせたりするので、人間と自然を強く結び
付けているといえます。伝統的に、俳句は必ず「季語」（*1）
を持ちます。
 
　俳句に出てくるのは、人の命の短さ、動物、虫、木や花、
山、月、日の出、雨、雪など、生き物や自然のできごとで、
季節を指ししめすことばが入っています。
　たとえば、「冷たい月」は冬の季語、「桜」は春、「ホタル」
は夏、「かえでの葉」は秋の季語です。
　季語は日本文学の伝統的な特徴で、それは日本人が
季節を感じることを大事にしているからです。「季語」が
入っていることで、より深く人々の心に情景や感動が
伝わります。
　芭蕉も、自然と人間のかかわりについて言っています。
「松について語るため、ひとつになれ。」

*1「季語」：四季をあらわすために、俳句に入れるように定められたことば

滝がきらっと光り

かえるを流れに飲み込んだ

はすの葉まで連れて行った

たき

Mark Rokitka、11才、男の子、アメリカ
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”やさしい風  稲穂がゆれる  水牛の背のここちよさ”
　ヌチャナードは自分のいつもの生活を表現するため
に、簡単でわかりやすいことばを使っています。
　2年に一度、世界中のこどもたちが自分の俳句と絵を
送ってくれる「世界こどもハイクコンテスト」が開催され
ています。

　俳句を作ったら、その俳句をもとにして絵を描いて
みましょう。

　上手に描けなくてもいいのです。ただ、自分の心や頭
にうかんだことや気持ち、見たり聞いたりしたことを表現
すれば良いのです。色えんぴつ、水さい絵の具、クレヨン
でも良いですし、エンピツで白黒の絵を描いてもいい
でしょう。
　下の絵は、タイのヌチャナードが自分の俳句と一緒に
描いたものです。

か

いなほ

やさしい  風  

 稲穂が  ゆれる

水牛の背の ここちよさ

いなほ

　俳句の「季語」を集めたものが「歳時記」（季語の辞書）
です。もちろん、国によって季節は異なるので、季節をあ
らわす「季語」も異なります。季節のうつり変わりなど、
自分のまわりをよく見て季語をさがすことが大切です。
　上のデイル/Daleの俳句には夏の季語があります。た
とえば、「暑い太陽」や「波のり/サーフィン」です。「波のり/
サーフィン」ということばは、オーストラリアの人々が、夏に
どんなことを楽しんでいるかを伝えています。
デイルは「夏」ということばを使っていませんが、俳句を読
んだ人は、いつの季節のことなのか、わかります。
これが、「季語」のすばらしいところです。

さい　じ　　き
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“
”

　俳句は客観的なものであると思われています。
つまり、できごとや感じることを、外からながめて表現
していると言われることがあります。
　しかし、よい俳句は読んだ人を感動させて、いろい
ろな感情をよびおこします。さみしさのような重くて
暗い感情のときもありますが、美しさを感じたり喜び
や幸せを感じたり、またユーモアを感じたりすることも
あるでしょう。
　この感情は、説明されるから感じるのではなく、
使われたことばから、イメージや印象として伝わる
ものです。

Tobias Bockmann、11才、男の子、ドイツ [2008年]

Es scheppert heftig
Auf dem Schulhof treibt der Wind

die leere Dose

校庭の風
ガラガラと音をたて
空き缶を転がす

Ekaparb Uawisaswathana、12才、男の子、タイ [2008年]

“
”

พ่อนอนหลับตานิ่ง 
 หนูกับแม่กอดพ่อไว้แน่น 

 ลมหายใจหยุดแล้ว

まぶたを閉じて動かぬ父を
私と母はしっかり抱いた
父の最期の息だった

　良い俳句を作るためには、対象（主題）をはっきりさせ
て、正しく具体的でわかりやすいことばを使うことが
大切です。なぜなら、俳句は、読む人の感じるこころをよ
びおこし、印象を作りだすからです。良い俳句は、読んだ
人に、まるで直接見たり、聞いたり、さわったり、味わった
りしたような気持ちにさせることができるのです。

สายลมพัดแผ่วพลิ ้ว 
ก ้อนเมฆลอยละลิ ่วเล ่นลม

นอนชมนิทานฟ้า

やさしい風にふんわりと
浮かんで雲は楽しそう

空がお話しているみたい

俳句は人間と自然を結びつけるだけではなく、物事をはっきり見て、語る方法でもあります。
俳句はとても短い詩です。俳句を読んだ人が、作った人の感動した瞬間や強く心に残ったことを、少ないことばで
感じ取ることができるように作ることが大切です。

自分の世界や、こころをうつし出そう約束 その2

こんなところに気をつけて…

　これらの俳句を通してわかることは、「説明が多すぎるとよくない」
ということです。簡単でありながらも、きれいなことばを使うと、
読んだ人の心や頭にもきれいなイメージがうかんでくるでしょう。
　ある季節を対象にする場合、その季節の名をそのまま使うの
ではなく、その季節にあなたが見たり、聞いたり、感じたりしたこ
とを「ことば」にして使いましょう。
　最初はむずかしいかもしれませんが、楽しみながら努力すれば、
きっと、すてきな表現ができるようになるでしょう！

　ネラ/Nelaも同じように自分の俳句のイメージを
語ります。「冬で寒いから窓辺に霜がおりている」の
ではなく、「レース」ということばを使っているので、
きれいな飾りを思い出させ、読む人は白くて美しい冬
景色を思いうかべるでしょう。

Nela Zorko、12才、女の子、スロベニア

Na našem oknu
Lepa ledena čipka
Stke jo zimski mraz

窓辺にかかった
美しいレース

冬の寒さで編まれた
　下の俳句は対象を「見ている」だけでなく、対象を
「感じている」のでしょう。ブラエドン/Braedonは実際
に花の蜜をすったことはないかもしれませんが、
「甘い」と言っています。
　「蝶」や「ばら」、「甘い蜜」ということばが入っている
ので、「春」と言わなくても、俳句を読んだ人はいつの
季節か、すぐにわかります。
　ブラエドンの俳句は簡単ですが、読む人は、とても
のどかで平和な風景を思いえがくことができます。

Braedon Stenson、9才、男の子、カナダ

“
”

蝶が来て
野ばらにとまろうと する

甘い蜜をすいに

The butterfly comes
Descending to the wild rose
Tasting sweet nectar

暴れん坊の風
いじめっ子みたい

押されて家までついちゃった
Like school bully

Wrestling me to my home
The tough wind pushes
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Pruksachart Pratoomnan、10才、女の子、タイ [2008年]
Claudya Sanchez、11才、女の子、アメリカ [2008年]
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　良い俳句をつくるために、目を大きく見開き、物事をよく
見ましょう。
　よく見よう、よく聞こうとすると、今まで気づかなかった
ことが見えたり聞こえたりして、それが、驚きや生き生き
した気持ちを感じさせます。そして、毎日の生活に感謝
したり感動したりすることにつながります。
　俳句をつくるには、驚かせようとかショックをあたえ
ようと考えるのではなく、そこになにがあるのか、よく見て
感じましょう。

Hannah Ferguson、10才、女の子、カナダ

“
”

私は雪の吹き寄せが

地面に落ちているのをながめている

そして自分がやったことを考える

　記憶や想像をもとにして俳句を作る人もいますが、
本当にすなおな、良い俳句とは、たとえ一部分であっても、
自分の経験（じっさいに見たり聞いたり、感じたりしたこと）
から生まれます。

Kittamet Thongchom、12才、男の子、タイ [2008年]

ลมฝนปนพายุ 
นั่งหนาวสั่นบนกิ่งไม้ใหญ่ 

ครอบครัวฉันหายไป

たたきつける雨、吹きすさぶ風
木の上でふるえるボク

家族はどこかに行ってしまった

　現代の高スピードの世界にあって、
俳句はリラックスして自分の人生
を考える、ひとつの方法です。

　芭蕉によると、「俳句とは、その
瞬間、その時間、その場所で行って
いること」であり、最も良い俳句と
は、今の自分の経験に基づいてい
るものです。

「時」をつかまえる約束 その3こんなところに気をつけて…

Angin menderu
Sinar mentari cerah
 Flora pun mekar

ヒューヒューと風吹いて

おひさまさしこみ

花ひらく

Daniel Wood、12才、男の子、ニュージーランド

入り交じった感情がうずまき

思い出がぼくのたましいを抱き寄せる

棺おけがさげられた

　下の俳句のように、感情をそのまま「ことば」にして
しまうのではなく、ほかのことばで伝えることも大切
です。Daniel /ダニエルの俳句を読むと、さみしさの感情
を強く感じます。読者は、最初はダニエルが「混乱した
感情」や「思い出が抱き寄せる」と言っているのがどう
いう意味か、よくわからないでしょう。しかし、最後の
行の「棺おけ」ということばで、ダニエルが何を言い
たいのか、ショックとともにわかります。この俳句では、
最後の行が効果的です。

I watch the snowdrift
Fall to the ground I think of
The things I have done

Mixed emotions swirl
Memories embrace my soul

The casket lowers
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Fathatunnur Asyiqin bt.Khairul Anuar、11才、女の子、マレーシア [2008年]

Shen Hua Quiang、12才、男の子、シンガポール

　次の俳句は、驚きもユーモアも入っている点で、
とても良く書けています。
　2行目が楽しく、期待があふれているふんい気を
作っています。そして3行目では、トラ狩りをしに行っ
たターザンが、意外なものを獲物として持ち帰って
きます。この3行目の意外性が、すばらしいのです。
読んだ人は、きっと強く心に残るでしょう。“

”
Persi marinai      

nell' immensa campagna      
-lucciole quante!

数え切れないホタル、ホタル、ホタル…

ランタンをさげて野原をさまよう

迷子になった船乗りたち
まいご

Gianluca Sordi、男の子、イタリア

　上の俳句は、自然の観察がよくできています。ホタル
たちが、光りながら飛んでいる姿を、迷った船員のため
にランタン（あかり）を持って、帰り道を照らしていると
想像しているのです。

1，2，3，4，5

ターザンはトラ狩りに出かけた

ねずみを一ぴきつかまえて帰ってきた

One two three four five
Tarzan went on a tiger hunt
Came back with a mouse
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あなたの住んでいるところは、冬は寒いですか？
雪がふりますか？あなたは、冬のスポーツをしますか？
冬の食べもので、いちばんすきなのは、なんですか？

冬の寒さのなかで…
　「夏」といわれたら、あなたは何を思い出しますか？
夏で一番すきなのは、何ですか？すいかや、アイスクリー
ムでしょうか？ 海や川で遊ぶことでしょうか？

夏の暑い日には…

　お正月、ひなまつり、春休み、夏やすみ、運動会、学芸会、クリスマス… 季節とともに、いろいろなイベントがありま
す。また、新学期がはじまると、教室がかわったり、新しい友だちができたりしますね。そんなときは、うれしい気もち
や、おどろいたことなどをわすれないように、俳句をつくってみましょう。

お正月からクリスマスまで…3

　土曜日や日曜日は一週間のうち、だれでも一番すきな
のではないでしょうか？家族と旅行したこと、友だちと遊
んだこと、ころんでけがをしたこと、犬とさんぽしたこと、
本を読んだことも、俳句になりますよ！

土曜日や日曜日は…
　月曜日から金曜日まではいそがしくて、何をしたか、
わすれてしまうこともあります。きのうのことでも、ちい
さなできごとは思い出せないこともありますね。
　俳句をつくるときには、まわりのできごとをよく観さつ
するので、ふつうならわすれてしまうことも、心にのこり
ます。俳句には、できごとや感じたことをわすれさせな
い力があるのです。

一週間のなかで…2

　住んでいる国がちがうと、夜の風景など見えるものも、
ちがってきます。空は星でいっぱいですか？まっくらで、
こわくて外に出られないでしょうか？夜はどんなふうに、
すごしますか？

夜になったら…
　毎朝、あなたは起きたら何をしますか？どんな一日を
すごすのでしょう？楽しい一日でしょうか？がっかりした
でしょうか？だれと一緒に、どこに行きましたか？
　くわしく説明しなくてもいいのです。ただ、1日の生活の
なかで、とくに思ったこと、感じたこと、見たり聞いたりし
たことを、ことばにして、つなげてみましょう。

朝がきたら…

　すばらしい俳句が、とても小さな、つまらないできごとから生まれることがあります。たとえば、あなたの毎日から。
6人の家族がいても、何千人もいる大きな町で暮らしていても、あなたの生活や経験（見たり聞いたり感じたりした
こと）は、あなただけのものです。あなただから、それを表現できるのです。

　俳句は、外国の人々に自分の国や生活について伝えることのできる、ひとつの方法です。世界中の人たちは、あなた
の俳句を読むと、あなたの生活や身の回りのこと、感じていることなどがわかるのです。
家族、学校、家のまわり、しゅ味、ペット、お庭のこと…。考えてみると、俳句の主題はかぞえ切れません。
いろいろと、観察してみましょう！

一日のなかで1
いつでも俳句をつくってみよう

こんなところに気をつけて…

“
”

　下の俳句は、対象（今見えているもの）をくわしく
説明せずに、俳句を読む人に想像させています。みん
なが知っていることは、説明しなくてもいいのです。
たとえば、トンボの形や、目が大きいことは、だれでも
わかります。対象のなに/どこに感動したのか、その特
徴を表現するようにしましょう。“

”
Etoile filante

A voulu se détacher
De la voie lactée

流れ星は
天の川から

離れてみたいんだ

“
”

해변 음악회
한창 열리고 있네
철 썩 철 썩 쏴

波の音
海辺で開く
音楽会

　次の３人は俳句をとおして、自分の経験を表現しています。ナー/Naは海辺に立って、波の音を聞いていた
ときのことを俳句にしています。でも、ナーは「波は音楽だ」と言っていません。俳句を読んだ人がわかるように、
さりげなく、「音楽会」ということばを選んで、俳句を作っているのです。

トンボの目
アンドロメダを
映している　これらの俳句を読んでみると、自分が見たり聞いたり

感じたりしたことをもとに、作ればいいのだということ
がわかります。説明するのではなく、簡単で、生き生き
したことばをつなげてみましょう。

　アレックス/Alexはたぶん流れ星を見たのでしょう。
その流れ星を、星がいっぱい集まっている天の川から
「逃げたい」のかな、と思って、俳句を作っています。

Na Young Moon、12才、男の子、韓国

Alex Malot、13才、男の子、フランス

Natsuki Toyokawa、12才、男の子、日本
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