List of stars in Leo
Abbreviation
Genitive
Pronunciation
Symbolism
Right ascension
Declination
Family
Quadrant
Area
Main stars
Bayer/Flamsteed stars
Stars with planets
Stars brighter than 3.00m
Stars within 10.00 pc (32.62 ly)
Brightest star
Nearest star
Messier objects
Meteor showers
Bordering constellations

Leo
Leonis
/㷦liːo㷚/, genitive /liː㷦o㷚n㷓s/
the Lion
11
+15
Zodiac
NQ2
947 sq. deg. (12th)
9, 15
92
13
5
5
Regulus (α Leo) (1.35m)
Wolf 359(7.78 ly, 2.39 pc)
5
Leonids
Ursa Major
Leo Minor
Lynx (corner)
Cancer
Hydra
Sextans
Crater
Virgo
Coma Berenices
Visible at latitudes between +90°and −65°
.
Best visible at 21:00 (9 p.m.) during the month of April.
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千 原こはぎ

︵誕生日順︶

24 Lions and 168 tanka

テーマ「星・宇宙・星座・獅子」

篠田葉子

淀美 佑子

ₑሶᐳห⋖ 㯇

獅子座有志による獅子座のための獅子座な短歌集

重くなってく布団

俺はお 前のデネボラになる

俺の幸せに価値など無い

ただ熱帯夜

右腕のほくろ同士を包丁で繋げば傷を舐め回す獅子

千年生きたって︑俺はクズだろうなぁ

うなぎが不味い

黒い血が宇宙みたいでどこにでも産まれ変われるとは思えない

生命線

俺の言葉を切り刻む

我々ハ宇宙ニヒトリボッチ

扇風機

吠えるのをやめてしまった獅子の背にまたがってゆっくり入水する

膨らんだ俺の孤独の黒獅子よ俺はお前のデネボラになる

空のひとで

身をちぎりひとでが産んだ海のコメット

（「見ました」のハンコ）

海 の コ メ ット

やめられる孤独はやめる

コメットはここがどこでもかまわんよ右が青くて左がブルー

ひとでってひとでのことが好きだからその一としてひとでが好きだ

ほんとかね光るひとでは海を出たままずっと帰らないって

ひとでほど空のひとでが幸せじゃなかったらどうしたもんか困る

明るくてまぶしくてもうたくさんでひとでだいじょばないかもしれん

想像は夜にそだてるもの星を知らないひとでも知ったひとでも

に参加しています。首都圏でオープンな歌会
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（「再提出」のハンコ）

感受性が瀕死の状態。
ころ月に２度程度のペースでどこかしらの会

いる新卒社会人 20 歳。環境の変化が原因で
に行こう」という目標を立てました。今のと

上げた孤独は、いつのまにか黒い獅子に
「あなた」がありません。全て「ひとで」

なっていた。
塔短歌会のはしっこでひっそり短歌を作って

と書くこと。
４月に「これから１年間、月に１度以上歌会

月になっても羽毛布団で寝ている。育て

08/19
@Da̲Ho̲Ra

ひとではひとではないので「わたし」と

07/24
@michiko̲fusu

寂しい。つらい。暑い。悲しいから、八

田村穂隆
★先生よりひとこと★

Ｘ 村ｘ ｘ子

を開催してくださるコーディネーターの方々

には頭が上がりません。

特許短歌（三十一音抄録） 獅子座 宇宙

鬼瓦代替ブロック直方体獅子座レリーフ像を形成︵未請求︶

)

星座

天体の宇宙空間位置関係映像表示プラネタリウム 未
( 請求

)

)

スラスタの出力軸で衛星の姿勢制御だ制御トルクを 未
( 請求

)

ＧＰＳ衛星信号捕捉して測位計算方向取得 未
( 請求

熱電素子輻射エネルギー温度差で中心方向迅速検出 未
( 請求

擬似宇宙固有運動シミュレータプラネタリウム投映装置 未
( 請求

星占い十三星座蛇遣︒創作デコレーションケーキなり︵未請求︶

星を投げる

水槽で星座を飼ったあの日から隠しごとが増えていきます

漆黒にこんぺいとうをぶち撒ける ほどなく遠い星雲になる

見えるのは君という星 この距離は光年いや光秒なのかも

星が瞬くのは誰のせいでもなく温度にゆらぎがあるかららしい

路地裏に取り残された夏がいて 宵の明星向けてぶん投げる

君だけに︑教えてあげる レグルスは一等星で一番暗い

ハーレーで銀河を渡る マフラーが星屑で凹むのを気にしてる

)

タイトロープ・コダマ
@tightrope̲kdm

08/19

「合宿のときの話なんやけど、二日目の
観測でめっちゃ雲出ててうわー今日ハズ

獅子座２、宇宙

@ k a i z en̲nagoya
@kaizen̲nagoya

07/24

レやなー言うてて、でもしばらく喋りな
短歌を始めてひと月ほどになります。これま
で、自分に夏生まれ感が一ミリもないのに、

がら待ってたらだんだん雲引いてきて、

宇宙

千余。特許検索で出てきた未請求の特許
出願。未請求とは、出願したが審査請求

名古屋市工業研究所（公設試験研究機関）勤
務。元岐阜大学非常勤講師。若い人との会話

をしていない事。特許として成立してい

誕生月が八月なのがしっくりきていませんで

よっしゃ今からやってときにいきなり神

の機会が減る。安全工学シンポジウムの発表

ない資料群。特許と誤解を与えるといけ

したが、この企画に参加して、自分が獅子座

田が俺トイレ行くわって言い出していや

十年。毎回、なんだという批評がある反面、

ないので（未請求）をつけた。読み上げ

でよかったと思えるようになりました。

タイミング考えろやってなって…あ、ご
めん、なんの話やっけ？」
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星座１５、星

引 き 合 い が あ る。 短 歌 と 同 じ か も。
「歌集
特許短歌

三十一音抄録」発行予定。JAXA/

IPA WOCS プログラム委員長。

るときは声にしないでください。三十一
音に含めていません。

4

獅 子 座は夏に 見えない

星をひとつ所持しています尖ってて光に涙が止まらないのに

俳句の日生まれなのに俳句はつくれません。

ねえきっと砕けるために出逢ったの 液体窒素のゆびで髪梳く

未来短歌会青羅集二年目。

死にふれているとは知らずさやさやと星砂のまるく削られていく

天井の星を何かになぞらえることができない︑迷い星の夜

ぼくたちはねむる花びらあおのなか焦げそこなったロケットのなか

夏が終わる︵火星︑土星にアンタレス︶わたしの星座がみえない夏が

いつかきっと宇宙は消えて︵きみに逢う準備をしてる︶素粒子が弾ける

つま先

うまく話せる自信がないのであなたにも流星群にも会わずに暮らす

立ったままお菓子みたいなパン食べて流れたいのか流されたいのか

ブランコに揺られて仰ぐ星空が揺れないなんてズルイと思う

歩道橋だったところが地下道になってつま先ぐらいしか見るものがない

手に持った花火ぐるぐる回しながらホントの星が流れるのを待つ

分かりすぎる無言が長いキーチャームみたいな星が何度も墜ちて

七月の星のまじった涙でも拭えば誰も気付きはしない

初参加です、ありがとうございます。
月刊ペースでネプリ「とらぬたぬきうどんで

議だな、射手座や蠍座が、夏の夜空には、
おなかをふくらます唯一の方法」を雀來豆さ

いる。
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とんどない。なつの獅子座は太陽に近す
とだった。

ぎて、夜空に輝くことはない。少し不思
二度目の参加になります。

のせいか、獅子座を夜空に探すことはほ

08/19
@57577ariharasio

なりに傷つくだろうことも予想されるこ

07/27
@simashima9

獅子座は夏に見えない。春の星座だ。そ

有原汐
傷つけることは当然として、自分もそれ

し ま・しま し ま

んと出してます。

ありがとうございました。

星を数える

ムロックが好き。今年も参加させていただき

発する星のように白く写るだろう。きっ

ほらあれがアークトゥルスと指す君を見ている夜空でなく横顔を

07/27

光で希望は強く白い影で。思い達は光を
うたの日と毎日歌壇にときどきいます。グラ

スピカスピカ強く伸びゆく麦の穂よ白き真珠のように瞬く

好きな人とお酒を飲む時間が好き。お酒

大黒千加
@chikafulu

もう空は夏の星座だほら低く赤く輝くアンターレスが

名前さえ知られぬままに消えてゆく星であっても燃えているのだ

ただ互いにとっての星になればよい春の大曲線が微笑む

に写せたらいいのに。悲しいことは淡い

ここにひとつ︑ここにもひとつ はつなつの星を数える君のそびらに

この星で生まれて生きてとても寂しい

08/18

春も夏も秋も真冬も見上げたい君という星わたしのひかり

キキララ

歯磨きのキキララコップ

傷つかず生きていけたらいいのにねツリーの上の星を奪って

誰ひとり寂しくないよう星座に入れて

どんなに綺麗な星も滅びる

@blue̲rebels

バラバラに散らばった星

自分ではどうにもできないこともある

作りものみたいにきれいな夜だった大階段の南側では

眠らない街にも星があることを昨日みたいに覚えていてね

ドトールの狭い机で来年も流星群の話を聞いて

思っていることをレントゲン写真みたい

南瑠夏

が好きというよりは好きな人の話を聴く
のが好きなのです。どんなことを考えて

歌人集団「かばん」所属。大澤サトシさんと
の月イチコラボ短歌「〇〇なう」。勝手に返歌。

いるの？何が好きで何が嫌いなの？何を

と人々の胸の中にはたくさんの星座があ

落語短歌。作歌 のきっかけは中学校の先生が

大事にして生きているの？興味津々。そ

るに違いない。私の願いはどんな星にな

褒めてくれたから。いついつまでも瑞々しい

んな時間から歌が生まれます。ほら、あ

るのだろうか。

相聞歌が詠めますように。獅子座のように凛
として。

れがアークトゥルス…と教えてくれた貴
方、ありがとう。
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6

7

-偽 りの 星で

す。

-実 験

重 1000t。皆様お誕生日おめでとうございま

引き取り下さい私は悪くない調べました

本当に触れたいものを左手に譲る右手を僕は持ってる

08/16

私は悪くないどうぞ彼を私は悪くないお
新進歌人会主宰。京大短歌。身長 108m。体

ストッキング摘んでパチンと放すのは何の実験？ねえ︑大丈夫？

寝ている間に拉致されて、この星に連れ

ch a r i
@greenchari2

いくしづく落ちれば君は溢れるか縁からそんなに盛り上がって

食道を通過するとき﹁やめろ﹂って叫んだ赤いタバスコソース

果樹園のように君を愛せたら僕はどんなに救われるだろう

悪くないあれは仕返しそう報いですいや

新しい貌となった青芝は幸せですか 踏みしだかれて

合意・騎乗位・ホワイトノイズ

07/29

傷つけた悔い傷つけられた怒り傷さえつけられなかった悲しみ

アル ギエバ

皮膚一枚ずるりはがれて熱帯夜

私なら君をゆるせる殴られて殴られなくてこんなに笑う

@kobashowww

ああ︑病気なんだ︒必死で肉を食う君の目はただ肉をみている

川の水はどんどん増える叶うなら私ひとりの心中であれ

眉間を打って破裂するあまりに近くで落ちた雷

ひとつだけ仕返しをするもう二度と君がだれかを消せないように

残像

遠い国にお城を建てよう︒新月が覆う一夜のアポロ計画

とんでもないいえただの仕返しです私は

小 林通天閣

てこられたのだろう。
そして、何かの実験として地球を模した

この夏は、仕事・仕事・介護・介護・介護・
テニス・仕事・仕事・仕事・介護…みたいな

環境に置かれている。隠しカメラや盗聴

か私はいえどうか彼を私は悪くない悪く

感じです。

マイクが、あそこにも、ここにも。

ありません調べて下さい彼を彼をいや悪

この星も、偽りなのかもしれません。

なぜ、気づけたのかって？

くありません何も聞きたくもう聞こえま

誰でも分かるよ。幸せの貌が違いすぎる

せん悪いのは私ではありません

もの。
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ス」のメンバー。獅子座同盟へは 3 年ぶり 3
回目の参加。

思っていたんだよ。

月への 背 伸 び

しました。同級生短歌ユニット「花とチュロ

界はふたりのためにあるのだと、本気で

白昼に見えない月を感知するように見つけた恋の始まり

07/29

私にとっては、彼と私がそうだった。世
鳥取の喪女から関東の人妻にジョブチェンジ

ぱちんぱちん三日月が散る手の爪を切って磨けば大人になれる

満ち欠けしつつも、いつもこっちを見て

麻倉ゆえ
@AsakuraYue

艶めいた月形の下唇を震わせて言う﹁帰りたくない﹂

全身で愛の光を受け止めて望んだとおり満月となる

眩しい月ためらいがちに布団から顔を出したら優しい笑顔

核？それとも大きな国の首都？あの頃の

甘すぎるコーヒーを飲む朝焼けに弓張月が溶け残っている

08/15

来月のカレンダーにも幸せを書き込めること信じて﹁またね﹂

世 界の中 心で

運命と呼べばふたりは特別に変わる世界の中心はここ

ほらごらんあの子は恋をしているね胸に小さな星を飼ってる

@hazuki1815

満月に照らし出される横顔が少し変わったような気がする

言わずとも通じてるって思ってたことだけふたり通じ合ってた

言葉すら届かなくなる目の前の宇宙人より遠い存在

きらきらと光る川面に流したら海から空へと帰る星たち

本当は知っていたんだこの星はあなたがいなくたって美しい

世界の中心って、どこだと思う？地球の

田 邊葉月

いてくれる。裏の顔は見せてくれないけ
ど、それでもいいの。朔、朏、上弦、望、

あまり詠みませんが、今年 1 月 28 日『マイ
クロノイズ』というネットプリント作品を世

十六夜、下弦、晦……順番に様々な姿を

に出して燃え尽きました。

見せるように、いろんな表情を見せてね。

星空案内人（星のソムリエ）ですが、夫の車

月の話に付き合ってくれて、ありがとう。

がないと天体望遠鏡を運べないのが悩み。
普段は Twitter 別アカウント (@yue̲asakura)

思いつきによるフィクションでした。

で日常を垂れ流しています。
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8

う？わかっているさ。寝坊したのが気ま
ずくたって、起きなけりゃ。走って転ん

ちまちま短歌を詠んでいます。
青森出身。京都の学生生活を経て出戻り、次

で噛み付いて、狩りをする時間だよ。ほ

大阪・中崎町の「イロリムラ」にて（観

ど、それがここまで届いたということに

の住処を探している最中。一刻も早く眠れる

ら、しっかり立ち上がって、大きく口を

劇は無料！）。16 〜 18 日には同じく中崎町

対しては素直に感動してしまったのでお

獅子から脱却するため、あと半年、精一杯狩

開けて。あくびではなく吼えるのだ。あ

た！

ギャラリにて短歌と絵の展示を行います。大
阪文フリにも出店いたします！身体が足りな
いぞ！詳しくはツイッターを。

9

獅 子 よ いつ ま で

歌が原案の舞台が上演されることになりまし

いと思ったのかがわからなかったけれ

獅子をまだ眠らせている臆病な私を狩りに夏が来ている

08/15

とんど見えておらずどうしてこれを美し
9/17（大阪文学フリマの前日）、わたしの短

鬣をベリーショートに整えて高温多湿の国を生き抜く

実はとっくに目を覚ましているんだろ

ソウシ
@sixia0uT8BMBlgp

いつの日か︵いつかしら︑今？︶かぶりつく為に真白く尖らせる牙

深爪をきらきらラメで強化する少しは狩りができそうですか

日常に汗ばむ毛皮と自転車を引きずり引きずりねぐらへ帰る

がべたべたに貼ってあり肝心の絵柄がほ

アラーム︑スヌーズ︑スヌーズ︑繰り返し獅子よいつまで眠ったままで

07/30

まず吼えてから考える遅起きの獅子よそれでも駆け出して行け

月に会 いに 行 く

もし船が重くて荷物を捨てるならぼくが星海へと飛び込むからね

星なんてあてにならない飛び立ってしまったらもう巣はいらないから

@kiyomumibu

ふんわりと大地が光っているみたい生きることなんて任せてしまえ

丘︑ここに大事なものを置いてゆく記憶とは違う月にたどり着く

気が付けばこんなにも星の降る夜にそうか︑一人で来たんだったな

優秀な超能力者も月でさえポイントカードを要求される

会いたいとおまえに送るポストカード印刷がややずれている

月から送られてきたポストカードは切手

壬 生キヨム

礼のメールを送ったら返事が来る前に本

りをする所存です。

あでもまずは、顔を洗って。

人がビールを持って会いに来た。

20

ライ オンは寝ている

る。叶わぬ恋だったけど、未だに短歌を書き

一つ気付いたのは

太陽を味方につけてライオンが黄金に輝く夏がきました

07/30

獅子座を見つけられない
初恋の人と話すきっかけのために短歌を始め

剥き出しの四肢は隆々と脈を打ちどこまでだって駆けていきそう

お日様みたいな鬣、筋肉が美しく動く四

淡海わこ
@omiwako̲

くちづけを交わしたくって近付けば鼻をくすぐる草原の風

黒縁のひとみは意外と優しくて欲望の火を灯してみたい

ねぇ︑見てよ︒柔らかなこの肉塊に牙を差し込むつもりはなぁい？

知らんぷりして寝るきみの鼻筋に愛の囁き滑り落ちてく

見上げた空には星が多く

まぁいいや飽くまで寝顔を眺めたら夜になるまで共に眠ろう

08/13

夜 空を見上げながら

ベランダで父と眺めた星空は今も変わらず輝いている

あの頃は夢も希望も詰まってた変わった僕と変わらない星

@nanashipp1

何気なく見上げた空の流れ星君も見てたらよかったのにな

星空を指でなぞってほらできた獅子座は今日も南の空に

珍しく遠回りした散歩道レグルス目指し家路を辿る

このレグルスは君にあげるね

遠い夜溢れるほどの星空を袋に詰めて君に会いたい

掬い取る水面に映る星空を

蒸し暑い夜、帰り道にアイスを買う

龍也

肢。獅子はなぜこんなに夏が似合うのだ
ろう。

今年で２回目の参加です。毎年の参加メン
バーに気後れしつつもせっかく獅子座に生ま

夏の日暮れに動き出すライオンはもうひ

続ける。小学校の頃に貰った星座早見表を今

星空は今日も綺麗だという事だ

れたチャンスを逃す手はない！

とつの太陽なのかもしれない。

でも愛用するぐらいに、星を見るのが好き。

獅子座もきっと

ツイッターから生まれたいくらたん ( 育児ク

昼間は眠りながらエネルギーを蓄えてい

この空で光ってるのだろう

ラスタ短歌部 ) に所属しています。

るのだろう。

溶けだしたアイスが僕の手を汚す

19

10

ハンバーガーを積み上げてコンテンポラリーダンスしようよ

星屑に気付かないままいろはすのペットボトルを圧し潰す君

暗闇に目が慣れてしまうその前に星占いをぱたんと閉じる

キキララの机を買ってもらえてたら 乙女座にだってきっとなれてた

星の砂 見つけられない罰として 化石になってただ待つばかり

満天の星を見た日の日記には﹁空が水ぼうそうみたいでした﹂

水槽の宇宙漂う海月海月 コンテンポラリーダンスみたいね

ントロールも難しい。とりあえず妊娠線

宇宙までハンバーガーを積み上げてみんなで食べようコノユビトマレ

命が炎と呼ばれる理 由

命が炎と呼ばれる理由

マーライオンみたいに嘔吐する夜に獅子座であることを思い出す

﹁心音です﹂と言われて燃える音がする

見えないがここにあるからきっと星きっと射手座になるだろう君

外性器に→つけたエコー写真もらって胎児観察終わる

太陽のまぶしさ届きますようにお腹を窓に向けておはよう

ベランダに積もった雹を眺めつつ子を守るとはどうやってやる

星柄のワンピースよく似合うでしょう私宇宙になってしまって

note で日記を更新しています。https://note.

18
11

だけは勘弁してほしいという気持ちで、
mu/ogawachiyo

の机だったのです。
のものであるのにそうでないようで、コ

小心者の獅子座です。
ごしていますが、そろそろ復帰（？）したい。

ドキドキの初参加。
バー。いまは滅多に短歌を詠まずのんびり過

の家具屋のおじさんが運んできてくれた
だんだん濃くなりつつある。最終形態が

のは、なんとなんと、機動戦士ガンダム
獅子座同盟はじめまして。

わからないまま変化してゆく体は、自分
『めためたドロップス』『花とチュロス』メン

を買ってきてくれました。夕方、商店街

08/12
@Kana56753212

かすが多くなってきた。お腹の産毛も、

07/31
@ogawachiyo

小学生になる時におばあちゃんが学習机

夏凪
妊娠６ヶ月。体重は４ｋｇ増加し、そば

小 川千 世

ニベアクリームを塗りたくる。

力気力を消耗します。山や渓谷で自然の涼感

マに比べ骨の柔らかい人間を襲ったので

をいっぱい浴びる時間が欲しいです。

はという研究報告が出された。
人間はライオンにかなわない。

宇 宙 的 恐 怖 とその源 泉

いけど、ひどい汗っかきだし夏はやたらと体

あごに疾患があったので、ヌーやシマウ

新月に見たことのない天体が近づいてくるそれが恐怖だ

07/31

ン」。人を襲ったライオンは、歯または
真夏の生まれで、夏という季節も嫌いではな

星月夜泣き声が地に満ちたとき大きな腕が空を覆った

ここが宇宙の中心だった

いまだ調査の及ばない宇宙の片隅に、自

神保 茂
@JimbouShigeru

誰一人残っていない虚粒子が滅びた都市を吹き抜けてゆく

何も知らないぼくたちは

小蟻らを気づきもせずに踏みつぶすように殺された人間たち

幼年期

業員を襲った「ツァボの人食いライオ

局部銀河群銀河系太陽系第三惑星に住まう

08/11

千億の銀河二千億の星の七十億の中の一人だ

ライ オンは寝ていた

ライオンの子は幼くともライオン牙の手入れをしつけられてる

組織的狩猟に向かうハーレムの雌ライオンに嫉妬はあるか

@miyazima̲izq

若き獅子一頭の旅孤独とは未来を築くために負うもの

ばったりと出遭っちまったライオンの尻尾はぴんと天を突いてた

眉毛まで銀に染まったライオンが物音にふと見せた眼光

立ち上がるべき時だって知っていたのだ

ライオンは遺跡の塚の上に立ちライオン狩りのレリーフを踏む

ライオンはここで寝ていた

19 世紀のアフリカで次々と鉄道建設作

宮 嶋いつく

分のいる場所が世界の中心で、自分は特
別な存在なのだと思っていた生物がい

北九州市で文芸出版を営む一人出版者。雑文
を書き、詩歌を詠む。

た。惑星上で異常繁殖したが、その後す

福岡ポエトリー、福岡歌会（仮）
、檸檬句会、

ぐに滅びてしまった。何らかの外的要因

木曜読書会に参加。

で滅びたと思われるが、詳細は不明。

『ラヴクラフト全集』（創元推理文庫）を一作
品ずつ読んでいく、名状しがたい読書会主宰。

だが、ライオンを狩るのは、人間だけだ。

17

12

夏がすき。
文庫サイズフルカラー短歌本『これはただの』
第三版発売中。

「なに？」「なんでもない」
あなたもわたしも、宇宙でただひとりき
りの星なのだ。
眩しく交差する今でさえ。

13

いつ か の 神 殺 し

を描いたり歌ったりしています。恋歌がすき、

砂粒を数えて余る時を越えついに主神の最期を悟る

折本歌集などを作ったり、デザインしたり絵

笑ってしまう。

ちはやぶる光輝は肥大するばかり世界は日夜炙られている

08/10

くすぐったくて厄介で、わたしはひとり
うたつかい編集部、鳥歌会主催、合同短歌集・

冴えた光で神を弑する

死が迫る惑星系の住民は父たる星の破壊

堂那灼風
@shakufu

穏やかな死を捧げんがための槍

臨終の吐息を受けて塗り変わる故郷を遠く我らは望む

居残った同胞はみな死んだろう痕跡として凍てつくために

びに、あの夜の記憶が揺り起こされて、

いくつもの大地にいくつもの墓標すべて闇へと押し流される

07/31

四散した神の身体を糧として新たな神を求め旅立つ

星のピアス

寄る辺ないタイムラインにおやすみを告げれば遠く星ひとつ降る

ちかちかと文字はまたたく﹁パスタとか好きですか︑今度空いてませんか﹂

@kohagi̲tw

駅前の夜空は重く垂れ込めて地上に一番星を見つける

空間と時間がきらきらしています今日のわたしは笑ってばかり

新しい星がまた生まれてしまう約束はほのかにひかるから

地球上︑いえ宇宙上ただひとりきりのふたりでゆく夜の果て

今わたし無敵なんですこのあいだもらった星のピアスをつけて

星のピアスはゆらゆらと揺れる。そのた

千 原こはぎ

を決めた。攻撃は五度に渡った。それは
やや主星の均衡を損なった。恒星はつい

早稲田短歌会所属。到るべき場所は遥かに遠
い。

に自壊し星系を越える嵐を伴い果てた。

星座を構成する星々にはおそらく惑星があっ

吹き荒ぶ猛烈なその奔流は星を震わす出

て、そこには文明だってあるかもしれず、あ

航の風、船団は帆を張り光る闇へと発っ

るいはかつてあったのかもしれない。星座に
ならず消滅した星もあっただろう。ヒトの世
界はまだまだ狭い。そして命はあまりに短い。

た。虚空へと解き放たれた惑星は文明の
跡として流離う。

16

絶対にないと思ってた。
それほど彼女は眩しかったから。

心理学と短歌とたのしいこととロイヤルミル
クティーを摂取して生きてます。これが二十

でも、彼女はわたしの手を取ってくれた。

育児主婦と呉服販売業。

伸びしたあの時から２０年。今頃はエレ

歳として発表する最後の連作…と思うとなん

きらきらひかるたくさんの記憶は、

欲張りで楽しいことが大好きな獅子座の星の

ガンスを身につけた大人の女性になって

だか感慨深いです。最近自分のことが威嚇と

思い出す度に星座みたいに

もとに生まれた上に、歌を詠ませてもらえる
幸せ☆感謝します！

いるはずだったが、わたしはまだ理想を

夏の星 座になる 物 語

上履きがきれいなままでああきみの周りはいつも風が吹いてる

部短歌会所属。

熱的で創造的なシャネルにあこがれ、背

立入禁止の屋上だけど

08/06

めて買ったのは 19 歳の記念だった。情
短歌集団チカヨミ (in 文学フリマ東京 ) と中

革命はしない反抗はたぶんする

運命が交わることなんて

篠田葉子
@kmrbyoko

オレンジを半分あげる放課後の窓に大きく黄昏と星

ｍ プール夜だと永遠に広い

信じてない︑
だから独りでにピアノは鳴らないそれに卒業もしない
︵今はね︶

虹彩に光が揺れて

わたしたち夏の星座になる物語

た。それにちなんだ香水「No.19」を初

見えないだけで星はある

08/09

笑われてしまうだろうかでもきみがいた教室を神話って呼ぶ

獅 子 座の女

レグルスを胸に灯して情熱のゆき場をもとむ獅子座の女

大輪の華ほど独り かえがたく異質であったシャネルの一生

獅子座の女シャネルは、8/19 に生まれ

淀美 佑子
@yodo̲yo̲mi

守護星の火炎が乱す愛欲をうけいれまとうエレガンスあり

装いは知恵であるべしコルセットからの解放 生まれしスーツ

番遥かなとし月香るアイリス

美しさに愛の保証はつかずとも飾る造花の白いカメリア

夏生まれ記念のトワレ

デネボラを尾に光らせて午睡する女の夢と春の三角

19

25

遠吠えの得意なライオンだと思うようになり
ました。

かたちを結んでいく。

追いかけてばかりだ。

15

14

