尾藤一泉が教える
﹁川柳公募﹂
応募のコツ
オリックスマネー川柳をはじめ

める。読売日本テレビ文化セ
生まれ、&* 歳から川柳を始

ンターなどで川柳教室の講師
を務める。多数の公募の選考
委員も務める。

を務めるなら﹂を前提としますが︑
川柳公募の常連の方でも意外に見逃
す︒

しがちな︑そんな
﹁コツ﹂
があるので

近い川柳公募が展開

規模の大小や募集の形式もさまざ
ら︑

ご存知ですか？
﹁選考のポイント﹂
●規定を守り︑テーマを把握する

マ﹂をしっかり把握し︑それに沿っ

公募でも必ず設けられている﹁テー
た作品になっていること︒この二つ
は︑募集内容をしっかりと読むこと
でクリアできます︒

投稿前に要確認！
応募のコツ

●
﹁選ぶ人﹂
を見極めて応募する

川柳公募の選考は︑川柳のプロが選

者となっている場合と︑主催事務局
川柳は︑
﹁その時代﹂や﹁いま﹂をアイ

る傾向にあるので︑出来るだけ多く

りも話題性やわかりやすさを重視す

事務局選考の場合は︑句のレベルよ

●時代性をしっかりと捉えている

ロニーをもって表現する文芸です︒

の人間が選ぶ場合とに分かれます︒

現在をしっかりと捉えた言葉が入っ

選作などを見て︑その選者の
﹁好み﹂

逆にプロの選者の場合は︑過去の入

のパターンを送ってみるのがベター︒
年前でも

ていることは︑川柳を作る上での絶

を見極めた上で︑
﹁質﹂で勝負するの

対条件︒逆に言えば︑
﹁

ません︒ただし︑
﹁いま﹂を捉える言

通用してしまう句﹂は川柳とは言え

が吉です︒

﹁てにをは﹂
で迷い︑各パターンで多

●迷いのある句は既にダメ

葉として流行語などを使うことには

要注意︒同じ言葉を使った
﹁同想句﹂
が︑山ほどきます︒よほど上手でな
い限り︑選には残りません︒

数の句を送ってくるケースも多いで

ら漏れます︒
﹁迷いがある﹂時点で既

すが︑大抵の場合︑早い段階で選か

にダメ︑そう思っておいた方がいい

●
﹁人まね﹂
や
﹁ありがち﹂
は厳禁

同じ﹂という作品がかなりの数︑応

どの公募でも︑
﹁十七文字ほとんど

でしょう︒
もが思いつくありがちな発想﹂とい

●敵を良く知り︑禁忌を心得よ

募されます︒これは︑いわゆる﹁誰
うことで︑早々に選から漏れること
になります︒また︑毎年行われてい

ことはあり得ません︒

は単なる
﹁人まね﹂
︒選に残っていく

限︑投稿の規定が守られていること︒ え数文字変えていたとしても︑これ

ことが大事です︒

まず︑企業のことを良く知っておく

最初からボツになります︒投稿前に

のウィークポイントを入れたものは︑

企業が主催している公募では︑企業

投句数の制限や応募の形式が守られ

る公募では︑
﹁去年︑同じような句
るときに︑少しだけでも
﹁コツ﹂
を知

ていれば︑選考というステージには

名を直接入れたり︑句の内容に企業
っておけば︑もう少し選に残ってい

を見た﹂というケースも多い︒たと

けたのに⁝⁝そんな﹁もったいない

上がれます︒次に大切なのは︑どの

一次選考で最も重視するのは︑最低

&%

多数の川柳公募で選考委員を務める尾藤一泉先生に︑
〝どうすれば入選するか？〟
その応募のコツを語っていただきました︒

川柳学会専務理事。祖父・三

まに︑毎年︑新設公募が生まれなが

常連さんでも見逃しがちな
意外な
﹁コツ﹂
や
﹁ツボ﹂
がある

笠、父・三柳の川柳家の家に

の︑
﹁川柳公募 応募のコツ﹂
を︑ご紹

介します︒あくまでも︑
﹁私 が 選 者

プロフィール

作品群﹂に埋もれてしまわないため

作品を作る上で︑あるいは応募す

公募でも本当に多い︒

いな﹂と思ってしまうものが︑どの

ただくと︑
﹁この作品︑もったいな

いただいている立場から言わせてい

いくつかの公募で選者を務めさせて

されていると聞きます︒そのうちの

&
%
%
%
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﹁心に入ってくる
リズム﹂
を大切に

川柳は定型詩です︒
﹁五・七・五﹂と
いうリズムは︑日本語の中に古くか
ら息づいている
﹁流れるリズム﹂
であ
り︑読者への伝達性が高く︑共感を

それは、着飾った言葉でなくていい。いつも使っている言葉を、
説明や報告を省いて、いつもと違う感覚で、自分の中で意味を
ようになると、川柳としての表現の幅が大きく広がります。

持たせながら使う。これを
「異化」
と言いますが、これが出来る

は経験が必要︒
まずはしっかりと
﹁心

も否定はしませんが︑それを作るに

に大切︒そんな中で初心者がやりが

るかが勝負なので︑一語一音が非常

この中にどれだけの内容を盛り込め

の受賞作品を必ず見ておきましょう︒

のために︑要項は熟読し︑前年まで

りの言葉でしっかりと表現する︒そ

把握し︑掲げられたテーマを自分な

句を書くときは
「字眼」
を意識すると、選者の心にパッと入って

きます。具体的には、ひらがなは小さめ、漢字は大きめ、そし

ていちばん大切な字は強く濃く書く。どういうふうに書けば選

者の心を引くかを考えることも大切です。活字の場合は、大事

な言葉を漢字にし、それ以外をひらがなにするなど、字面も含

めて完成された作品になったかどうか推敲しましょう。

い︒ぜひ︑やってみてください︒

やすことで︑色合いが増すことが多

接続詞を省略し︑表現単語に一音増

ても︑意味は伝わります︒逆にその

詞の多用です︒
﹁てにをは﹂を省略し

ちな失敗が︑
﹁てにをは﹂という接続

「字眼」
を意識し、メリハリをつける

標語と川柳は
別物であると知れ

に入ってくるリズム﹂を大切に︑作

一音を大切に
﹁てにをは﹂
省略

句にいそしみましょう︒

奥義その '

川柳は
﹁五・七・五﹂
︑たった十七文

得られやすい︒もちろん︑内容が詰

切なのは、
「五・七・五」
の中に必ず、
「輝く言葉」
を探すことです。

まっていて︑
リズム感があれば︑﹁五・

十七音という狭い表現範囲の中で、内容を濃くするために大

字の中にすべてを表現する文芸です︒

輝く言葉を探し、
「異化」
を目指す

七・五﹂に変化を加えた非定形の句

庭
︵には︶
を崩して︑
野
︵の︶
にせよ

川柳初心者に多いのが︑標語風の作

しみ﹂や﹁おもむき﹂を持って﹁いま﹂

品︒同じ﹁五・七・五﹂でも︑
﹁おか

を面白く伝える川柳と︑﹁意味﹂
や
﹁目

的﹂を呼びかけることを主題とした

ている句はどうしても幼稚に見えて︑

早くから捨てられてしまうので注意

標語は︑全くの別物︒標語風になっ

しましょう︒

を素直に表すときどうしても使いた
くなるものですが︑それを我慢する

マにした川柳を募集します。選者は尾藤三柳先生。詳

のも︑一つのテクニックです︒川柳

その一つ、
「おもてなし川柳」では、おもてなしをテー

よりも古い俳諧の世界にこんな言葉

はじめ、川柳にかかわる多くの方が実行委員となり、

が あ り ま す︒
﹁庭 を 崩 し て︑野 に せ

「柳多留 '*% 年」を祝う行事が多数予定されています。

よ﹂
︒
﹁〜に﹂
﹁〜は﹂という言葉を使

'%&* 年は、川柳の原点である『誹風柳多留』が刊行し

いたくなったとき︑それを
﹁〜の﹂
と

て '*% 年という節目の年です。尾藤三柳先生、一泉を

いう表現にしてみると︑雅な色合い
が増す︒これは
﹁プロの選者﹂
相手に

細は次号 ( 月号で発表いたします。お楽しみに。

は訴求効果の高い
﹁コツ﹂
ですね︒

﹁単なる言葉遊び﹂
を
避け︑テーマを衝く
川柳公募では︑どうしても︑表面だ

けをなぞった語呂のいい
﹁言葉遊び﹂

に走ってしまいがち︒そうした句は︑
選者がプロであった場合︑真っ先に
捨てられてしまうものです︒主催者

今年は柳多留 '*% 年 

'

&
奥義その &

*
﹁〜に﹂
﹁〜は﹂という表現は︑情景

(

)

が持つ公募開催の意図をしっかりと

撮影：武井里香

取材：山本竜也
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創作する上で
知っておきたい
コツ

尾藤一泉の
「奥義」公開 !

