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 alliance 6
25 Lions and 175 tanka
2018 summer

6

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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宮 嶋 いつ く
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加 瀬 はる
ソウシ
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麻 倉 ゆえ
淡 海 わこ

田村穂隆

中條茜

千 原こはぎ
宮 越あん

ち ー ばり

神保茂

しなきゃいけないことだらけ。疲れたね。

︵誕生日順︶

母があと一時間こらえきれず、しし座になり

菅 沼 ぜりい

んで、学生なのに毎日朝からバイトして、

し ま ・ し まし ま

そしてまた人生のこと話す七夕

父は私をおとめ座にしたかったそうですが、

獅 子 座 同 盟 ・６・

それぞれの新しくない知と知をつなぐ

早 寝する 夜もめぐる 星

﹁星だね﹂と言葉をかける

そしてお金の

星がふいに流れてきれいって思うより抱きしめなきゃって私は思った

人生の

私にはおさまりきらない人が泣き眠り私は星を思った

﹁起きてる？﹂と聞かれ﹁寝てる﹂と返事する このまま寝ればダメになれるよ
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のかすれ声残し君はうす目で夜明けのほうへ

獅子座同盟、参加させていただけて嬉しいで

私が連れて行ってあげる。遠くの知らな
ました。

い街がいい？
す！

点けなくていいよ

特別な気持ちだとわかった。私はそれで

テーマ「星・宇宙・星座・獅子」

一晩中閉めてたドアを開くとき朝四時の雨でも目にしみる

京都の大学生。

「うん、行こう」と答えた。明るい街に住
広島県生まれ。今年の誕生日で二二歳、今は

と突然に言うものだから、それは切実で

08/22
@koshian̲panda

早起きで忙しい人が「星を見に行きたい」

宮 越あん

獅子座有志による獅子座のための獅子座な短歌集

宇 宙 は た だ の 真 っ黒 な 砂 漠

人間は

雲

この星に降り注いだの

あたしたちみんな宇宙のならず者だね

という名の宇宙船から
“C LOUD”

ならず者ばかりの酒場

レオ︑もう一度吼えてみせてよ

あたしたちみんなこのまま死ぬのかな酒を出したり騒いだりして

地球ではレオと呼ばれていた星座

ぬるいビールの匂い

さびれた星の隅の酒場に

あたしは

盗賊の頭が﹁宇宙なんてのはただの真っ黒な砂漠だ﹂と笑う

真っ黒な砂漠に一匹でレオは

あたしたちみんな宇宙のひとりきり

月 の イ ザ ベル

この夜も朝へと空を明け渡し君はブルネットを掻き上げた

クレーターのようなえくぼの深淵に不時着地点を見定めている

ペニンシュラホテルのロビーに泣いていたあなたの膝に溜まる月光

︾訳しきれないＡＩが冷却水に月を映した
I love you.

できるはずもない。当たらない星座占い
好きな方を選べばいいのよ、と言われ

遠い記憶を増幅させていく。

に溜息をつく。かつて「獅子座」と呼ば
彼女はビートルズが好きだった。

れていた星座は、この星からはもう仔猫
月の重力は地球の 1/6 だという。

のようにしか見えなかった。

好んでいたような気がする。

まひるまの月って感じの表情をふいに見せたるイザベル・ユペール

︽

月光に侵されているわたくしに予知夢のごとく降るアスピリン

貴女から獅子座の匂いの溢れ出す夜の帳を下ろせずにいる

為さざる夢への 点 火 は
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よっては蟹座とされることもある。

なぜか子どもの頃の僕は蟹座を

ます。
23 日は大抵、獅子座だが場合に

ちゃったから、この店に来るのは暴力で
同期して宇宙飛行士は帰路を彷徨う。

成り上がったならず者ばかり。恋なんか
塔短歌会の隅っこでのんびり短歌を作ってい

外縁部に薄く軌道を描くとき、
7/23 日生まれ。

いちゃん達がこんな枯れた星に漂着し

08/19
@Da̲Ho̲Ra

女優志望の女の下手なセリフ回しに

07/23

じいちゃんのじいちゃんのそのまたじ

田村穂隆
月の重力は地球の 1/6 だという。

五 十子尚 夏

ある。ぼくたちは宇宙を内包しているん
獅子座同盟初参加です。無所属新人。
友達と誕生日パーティーをやったことがない

だ。眠れない夜も、放課後のおしゃべりも、

獅子座の期間が終わるまでに、宇宙物理
学十冊、宇宙物理学論文十本、特許十本
を読むことを目標に図書館で本を借り、

「等価交換原則について」「連立微分方程式の
Pade 近似」「遅延差測定方式」経済学科、電

論文・特許ダウンロード。最終日までに

のは夏休みに誕生日があるからだと思ってい

忘れてしまいたい傷も、あなたに名前を

気工学科、設計工学専攻と分野は異なるが式

どれくらい整理できているかいないか。

たけど、そういうことじゃないんだって最近

呼んでもらえるときを待っているんだよ。

を操る研究。言語分野では文字形、辞書、機

今日までに本三冊、あとは零。論文、特

気付いた。

あなたがいつか流した涙の名前を、ぼく
に教えてほしいな。
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宇 宙物 理学

07/24

レグルスは春の大三角ですが一等星で最も暗い

@kaizen̲nagoya

連星が二つ集まる重連星宇宙の物理学を紐解く

@ k a i z en̲nagoya

金星でレグルス隠れるレグルス食次回予定は二十六年後

プラズマは固体液体気体とは違う第四の状態なり

方程式微分積分測定値振動平衡粒子半径

広大な自由空間プラズマの平均自由行路計算

ぼくたちの感情ひとつひとつにも名前が

恒星が二つ論文読んで比較す
CN, AD

08/17

近くには

も し も あ な た が 星 だ った な ら

父さんにたかいたかいと抱かれてふと蘇る星の記憶が

春めいたわたしをひとりよろこんでしずかに錆びてゆく三輪車

愛のすべてだったね

@nakajoakane

ルビーの輝きに勝るものはなくまた十字路で終わるしりとり

はんぶんのスターマインを指さしたアパート

まひるまの空からだって見つけだすもしもあなたが星だったなら

月のない夜にもひかる誘蛾灯わたしに羽がなくてよかった

暗闇におびえるときは大好きなカナリアの歌を思い出してね

星のひとつひとつに名前があるように、

中條 茜

械翻訳、機械学習、自動生成。物理学 meet
短歌 on 仕事。湯川秀樹に対抗できるのは唯

許目標変更。

一趣味じゃないこと。

4

獅 子 座 に はニガ ウ リ が よ く 似 合 う

「生まれながらにして、唯一無二。誰にも
描けない生き方が、あなたには約束され

この夏は、北海道と東京での講演と原稿書
き。仕事三昧みたいです。最初はやるって言っ

ている。ほかの星には真似できない、ド

ドゲームを作って、この夏は初めて人前で

い鎚が刺さって、明後日からまた会社に

ちゃったけど、やっぱり望まない仕事を断る

ラマティックな恋。」

ラップを披露したりしました。

行く昼休みにはマイナビを見る。

力「朝令暮改」でしたっけ。

僕たちは、普通の恋がしたいんだけど。

私家版歌集「ふるさとと呼ぶには騒がしすぎ
る」を発売しました。短歌以外ではボードゲー
ムと音楽と連ドラと漫画が好き。

5

生まれきて消えゆくサイダーの泡のひとつひとつに君がいた夏

歌を詠んで短歌のワークショップをしてボー

見えない未来を君に語って君の静かなあ

ホームに並ぶ

08/16

いと思って上手くさよならが言えない。
自称ハイパーマルチメディアタンカラー。短

特別な何かになりたい欲望に憑りつかれても

BOOKOFF で「獅子座の君へ」を購入。

ch a r i
@greenchari2

太陽がどんな星とも違うから獅子座はいつも独りぼっちさ

﹁死ね﹂僕に﹁死ね﹂会う前の﹁死ね﹂君の﹁死ね﹂彼に﹁死ね﹂向けた微笑み

信じぬく力などなくぐちゃぐちゃにカフェマキアート掻き混ぜて飲む

緑のカーテン

たびに毎回万が一これが最後かもしれな

ニガウリの蔓さまざまな行き先を目指したはずさ

07/26

何もかも終わった後のあなたから生まれた﹁好き﹂を飲み干せなくて

空を歩く

棒の足４ 本君と引きずって梅田の日曜は人人人人

梅田にはスタバがめっちゃあるつまり梅田は夜空︑夜空で話す

@nabelab00

星型の星はどこにも無いんだし君は君型にこだわらないで

結婚の知らせが続続届く年齢たった一人を君も見つけた

もマクドもサイゼリヤも君と行ったし他の人とも行った
UNIQLO

君に会いたい

ダークモカチップクリームフラペチーノ君の代わりにチップを増やす

日本中被災地ばっか宇宙には星屑ばっか

だいたいのものに代替案があり、再会の

な べとびす こ

好きな自分にいつかなりたい次の夏にも

鏡さん、どう

すれば身につきますか？

君に会いたい。
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映画や歌で聞いたとき、獅子座の私は「来
年も夏前半は 17 歳じゃ」と屁理屈を言っ

主にラジオを聞いています。出生地：宮城県
ベガルタ仙台、楽天イーグルス、相撲、自転

ていました。でも、それはただの強がり

車ロードレース、ヨガ。2017.2. 短歌人入会

で人生の一回性を打ち破るほどのことで

子座！」というコラムが出てきました。本当

はしごだかでお願いします。仙台市天文台の

はありませんでした。でも、そんな強が

かなあ。サバンナ育ちなのに。ともあれ海は

プラネタリウムが好きです。

検索してみると、
「海が一番似合う星座は獅

大好きです。

の真ん中だ。

真夏が二回

今年は何をテーマにしようかな、と獅子座で

ら潮風を吸い込む。なるほど。ここが夏

今日の月そのまま耳につけてみたいシリアの少女も思うだろうか

07/27

のは誰だっただろう。海岸線を眺めなが
相も変わらずちまちま短歌を詠んでいます。

母上が押し寿司食べて産気づき生まれた私は寿司座の女

「17 歳の夏は一度きり」なんて言い方を

髙橋小径
@petitfeminist̲

星の見方教えてくれた先生が初恋でした 十二歳夏

あたくしは真夏生まれでありますの十七歳の真夏も二回

ホロスコープ描いてみれば猫の顔の形に似ていて夏を喜ぶ

いうのは八割方完成するものだと言った

シルバーが似合うと信じていた肌にゴールドを贈られる 七月尽

08/15

八月を一つ大人になって過ごす七月生まれの獅子座のあたくし

ライ オンたちは海へ行 く

﹁海へ行く﹂その四文字が手帳には星座のように瞬いている

爪先を浅瀬の色に染め上げて見え辛いけど浮かれています

@sixia0uT8BMBIgp

泳げないふたりで海へ来たのだしうっかり足を滑らせましょう

獅子座には海が似合うと大胆な素敵な嘘を君はつくから

足跡が残らなくてもどこまでも波打ち際を駆けるライオン

サバンナ行き最終電車飛び乗って潮風浴びた鬣のまま

爪先の海を落としてここからは消化試合の夏が始まる

海へ行くこと。たったそれだけで、夏と

ソ ウシ

りが言えるのは真夏生まれの獅子座の特
権なのかもしれません。
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6

小 石 に な った 星

だけで、昨日まであった星がなくなって
いるかもしれない。そんな事を考えた夜。

去年に引き続き 2 度目の参加になります。
基本的には「うたの日」で短歌を書いてます。

そんな事を考えた帰り道。君と話したく

方法、あと時々うたの日にいます。獅子座同

たらホッとするかも知れない。ベランダ

天体観測用に買った望遠鏡は未だ押し入れの

て、君に伝えたくて、君に会いたくて、

盟、3 度目の参加です。

に出て夜空を仰ぐ。星占いは出来ないけ

奥で眠ってますが、今年こそは星が綺麗に見

電話をかける。「ねえ、今から会えない？」

ど、未来は分からないぐらいがちょうど
いい。

7

星 に な った 小 石

ぬたぬきうどんでおなかをふくらます唯一の

たらいいな、とも思うけれど、ならなかっ

つま先で小石を蹴って帰宅する今日も今日とて星は綺麗か？

08/13

が一番気楽で楽しいかも知れない。なっ
ツイッター、未来短歌会青羅集、ネプリとら

当然のように夜空で光る星転がる小石追いかけている

変わらないはずの夜空。気付いていない

岩間龍也
@nanashipp1

蹴っていた小石も実は星屑の一つだったら何か良くない？

星に似た光りもしない無機物は夜の帳にとけ込む小石

街灯で煌めく小石まるでほら流れ星にも見えたりしない？

れないな、という予感をもてあそぶ時期

偽りの星だとしても願い事叶うのならば小石を蹴ろう

使わずひからせてみる

07/27

何一つ上手くいかない日だったが今日も今日とて星は綺麗だ

ゆるく切る

ホログラム箔で輝く彗星の切手

きれぎれに眠った夢にきれぎれに出てくる人を誰と呼んだか

@simashima9

こうろんをはじめましょうか星をうつすアイスコーヒー脇にずらして

もうあまり傷つきたくない深爪にならないようにゆるく切る爪

傘はすぐ乾いて今日の濡れたことも濡らしたことも忘れてしまう

絹ごしの豆腐を水に放つとき光るけど星と間違えないで

きえるまでお風呂上りのあしあとをリビング中につけてまわった

この人をいつか本気で好きになるかも知

し ま・しま し ま

える場所で天体観測をしたいと思うこの頃
…。

「伝えたい事があるんだ、君に」
星が一つ夜空を奔った。
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獅子座同盟は２から参加させていただいてま

人間の心が与えられた。

す。

七章四節

真夏の生まれ、夏は好き、太陽の光が好きな
んだけど、ここ最近の暑さは好きになれない
厳しさですな。

21

−ダニエル書

星月 夜

さんです。

にふたつの足で立つようにされ、それに

たそがれてひとつふたつと星ひかるこの世に全き闇などないと

07/27

にそれから翼が抜き取られ、人間のよう
好きな避暑の方法は滝に打たれること。宮嶋

雨やどりしようかなんて呟いてまだ帰りたくない星月夜

星がうつくしいのは、星が圧倒的に孤独

大黒千加
@chikafulu

今だけは無敵を休む 震えてる 星のピアスをはずす指先

星か花か君がわたしに降りそそぎ光らせてゆく咲かせてゆくよ

沈黙の中にたゆたうものがたり君の唇から星はこぼれて

には鷲の翼があった。見ていると、つい

胸もとに光る星たち消ゆるとも永遠に輝くわたしの中に

08/11

沈みゆく星はさやかに昇るだろう遠い異国の明星となり

ライ オンは寝ている ？

ほろ酔いの時に見せたというおれの獲物の前のライオンの顔

生きるため戦っているライオンと生きるため逃げ回ってるおれ

@miyazima̲izq

じゃれたいというライオンもいるだろうエノコログサをサバンナに撒く

力こそパワーと言ってライオンはアカシアの木で爪研ぎをする

太陽に焦がされているブロンズのライオンの目はいつも鋭い

過去は過去未来は未来ライオンは今目の前のインパラを追う

そっとしておいてくれぬか獰猛なライオンは我が肚に寝ている

第一の獣はライオンに似ていたが、それ

宮 嶋いつく

だからだ。寄り添って星座を成している
ように見える星たちも、実際は遠く遠く

「 か ば ん 」 で 短 歌 を 詠 ん で い ま す。 獅 子 座
同盟には去年に続いての参加です。日常の

離れていて、それぞれが孤独に燃えてい

ちょっとした心の震えを見逃さず歌にしてい

る。星たちは寄り添うことはできないけ

ければと思います。獅子座のように優しく強

れど、わたしたちは愛おしい人と温もり

く、甘く、それでいて凛として。

や言葉を伝えあうことができる。それは
何というよろこびだろう。

8

遠い荒い星で

開拓者が旅に出た。地球から遠く離れて
星座などすべてほどけてしまっても暗い

ワンパターン化から脱却しなければならな
い、とこれが俺の持ち味だ、がせめぎあって

宇宙を進み続けた。

今年で４年目。徳島県出身ですが春からも岡

らしい。燃えながら燃えながら、星は段々

どちらかというとワンパターン化に陥ってい

降り立った土地は嵐の強い星。日々の過

山です。卒業するぞ。7 月に出た『岡大短歌』

冷えていく。それは老いなのかなぁ。い

ることに頭を抱えている。銀と石が好き。革

半は荒れた世界にわずかばかりの命を宿

６号に寄せた 20 首連作でも獅子座の歌を一
首詠んだので、今回参加したくなりました。

きものが知りえない長い時間を寡黙に燃
え続ける、遥かな隣人たち。

9

ネメアの獅子の顎門を越えて

ます。おかたん入会と同時に作歌をはじめて

赤くてガスの火が青いのとおんなじこと

千尋の谷より深く星の海

08/10

赤いと熱い気がするけど、マッチの火が
初参加です。岡山大学短歌会と塔に入ってい

十重二十重はらわたのような黒雲に脈打つ白い雷光の夜

黒々と立つ林を拓く

獅子座から降る流星に逆らって多くの

堂那灼 風
@shakufur

打ち付ける星の咆哮なまぬるく天地を満たす大気は震う

嵐の中に生きている

唐獅子の燃え立つような噴煙よ血潮の冷める日はまだ遠く

生きている

生きるべき場所はどこかと問われれば行き着いた場所だと胸を張る

の温度が下がるからだと理科で習った。

歓びは獅子座の首を透かして友へ

追いつめて進化の果てに言葉のあること

07/29

我ついに大地を得たり

落 星の海

樹形図のここは断崖

燃えながらたしかに冷えてゆく星の︑獅子座の咽の恒星あかい

@kasese117

いきものなべて声をころして産まれるにこんなに泣いて人は︑あなたは

流星のしっぽ消えながら照る

宇宙から菜の花畑に落ちる速度を

瞬間があなたを通り過ぎていく

ただ星は願い続けた

そうだった︑まずラン藻の揺れていた ちちははの合歓のように星が鳴ってて

かがやきの角度を測るように刃の斜めに入りて梨は剥かれる

青い星が若くて赤い星が古いのは、星

加 瀬はる

もちょっと好き。

す。黒っぽい林の土を踏み締めて旅路の果
てと見定めた。我らみなでここに生きる。

20

赤い輝きが強くなっていく。
そういえば、地上から観測できる「赤」っ

もうちょっと詠みたいけど、思いつかない。
星空案内人（星のソムリエ）として、天体観

て、いろいろあるなぁ……と気づく。

がら読んでみてください。

求め、人類未踏の宇宙に独り航海し、遠

望会などで活動。でも体力不足。

夕焼け、皆既月食、火星、アンタレス、

企画系短歌ユニット☆チカヨミ、中部短歌会

い銀河で異種の少女と遭遇する物語であ

天文宇宙を学びたいけど、まず物理を理解す

ベテルギウス、星雲、赤方偏移、それぞ

所属。
性愛短歌ネプリ『羅曼』発行人。
#64tanka # せいあい羅曼

19

宇 宙の赤い光たち

なっている連作なので、リズムを切りかえな

未知の世界を探索し新しい生命と文明を

太陽に潜む虹色の光の赤だけ残し暮れていく空

07/29

が残した人工知能レオが任務を続行し、
今回は７５調とわたし独自の６４調が交互に

満月が地球の影に隠れても大気は夕日の赤を届ける

この夏は火星が地球に大接近。夜空で、

麻倉ゆえ
@AsakuraYue

赤錆の惑星が近づいてきて戦火の禍々しさを思わす

さそり座は火星に匹敵する赤の心臓をもち夏空に反る

オリオンの肩で終わりを悟りつつ赤く太った星は脈打つ

これは宇宙探査機レグルス号のクルー

新しい星の誕生ゆりかごの電離水素の赤ぼんやりと

＃邂逅

08/09

本当の色より赤く見えている遠く離れていく銀河たち

ス タ ー レコ ー ズ

探査機に乗って六十六光年クルーの遺志の航路を守る

異種の星がとおくにあると知れば心踊るきみの種でもそうかな

@yodo̲yo̲mi

インプットされた言語の定型であいさつをするアンドロイドだ

思考できる回路があれば模倣された命きみの生きかた次第

寂しさと欲の深さが生命に旅をうながす宇宙の果てへ

きみの星の孤独をいつかきみが癒すのかもメビウスの輪たどって

膨大な探査記録を抱えつつぼくは命の逃げ水だろう

宇宙…そこは最後のフロンティア。

淀美 佑子

る…

るための数学が全然わからないので、通信制
大学は休学して高校レベルの数学に挑戦中。
自習しんどい。

れの色を思っても、言葉は難しく、でき
ることなら見てほしい。

10

泣 き た く た って 泣 け な い 夜 に

拾って、つぎはぎの星座を作ってもいい
だろうか。

北海道在住。短歌と出会って五年、精力的に
作歌し始めて四年経ちます。現在は短歌、く

たぶん、君はいやって言う。

えて嬉しいです。

したちきれいなままでいられたかもしれ

ま、きのこ、カラオケが主食。しし座の寅年

白色矮星に照らし出された君の横顔がひ

この企画のおかげで年を重ねる楽しみを感じ

ないね。宇宙の果てほど遠くなってしまっ

です。

どくさみしく、恐ろしいくらいきれいだっ

ています。
もうすぐ３周年を迎えるいくらたん所属。３
周年企画への参加者も募集しています！

11

心臓のざわめきふたつ重なって君の向こうにちらつくスピカ

気持ちになりつつも、すみっこに交ぜてもら

いつまでも子供のままだったなら、わた

ここを住処と思えばいいね

08/05

記憶の中でひらひら揺れている。
獅子座メンバーが豪華すぎていたたまれない

はつなつの端っこで体育座り

しし座のいない風呂場の窓サイズの星座表

星の燃えかすのような寝言をいくつか

茉城そう
@maso0805

インスタントカメラにしまう雲切れのぼけた月とかぶれすぎな君とか

こんなにも熱帯夜

サイレンが遠ざかるまで薄闇のさみしいさみしいキスを教わる

夜空の点を繋げば星座

真っ白な花弁を摘んだ小さな手のひらが

めちゃくちゃになるまで放っておけばいい

07/30

まがいものだらけの街で君と蛾だけだった救いようがなくって

流 星

ペンタスを投げつけあってわたしたち七夕だけの恋人みたい

満開に輝く星を神様が摘むから流れ星は生まれる

@omiwako̲

綿菓子のように溶けてく好きだって言わないままの甘い抱擁

これはハグ︒抱擁じゃなく親愛を示す挨拶 きみにとっては

紺ブレの背中がやたら壮大で宇宙の果てはきみだったのか

神様がなかなか摘んでくれなくてきみの背中に落ちていけない

本心はたてがみの中にしまいこむわたし獅子座の女ですから

「お星さまみたい！」

淡 海わこ

た背中にはもう飛び込んではいけないん

た夜。泣き顔をつくれば涙が出ると思っ

だ、わたし。

ていた、その夜までは。

18

夏 っぽ く な い あ な た は 獅 子 座

王様の宿命として獅子座には一途の呪いがかけられている

ライオンのメスであるため本日の逢瀬もこちらから誘います

夏っぽくないのに夏が好きだって堂々と言うあなたは獅子座

溶けていくアイスキャンディー夏だけど夏だから夏だね好きでした

銀河中探せばきみの代わりなど見つかるだから全然へいき

テキトーにつくった水色みたいな空だ

振り向くきみのいない八月

好きな人に好きな人ができた。私も好き、
白くまです。

奥行きを失えば夏

どこまでも行ける気がして海岸線

星 をみるひと

来年もみんなで桜見たいから﹁夏は星見に行こな﹂って言うた

４ 月から会わへんくなったひとたちとほんまに会わへんくなってしもた

みんなと星を見上げていると

それを見るため集まる人間

４月から会うことになったひとたちはだれかの会わへんくなったひとたち

集まって見えているから星座という

見上げるとうなずくのってむずかしい

また来年もいっしょに来たい

今夜見たぜんぶの星にぼくたちがつくった星座をおぼえていてね

星やなくみんなにお願いごとをする

を意識したことはありませんが 7 月生まれの

秋やった。せやしまあ、夏はしし座やな

獅子座と 8 月生まれの獅子座にはどういう違

好きでいれば、好きになってもらえると
くてしし座の人の季節やねんね。

いがあるのか気になります。好きなアイスは

思っていた。

12
17

が好きって言った。それだけで私も夏が
るんかもしれんておもてたけど、今調べ

好きになった。好きな人の好きなものを
好きな飲み物はカルピスです。獅子座な自分

たら見頃は春で、しかもしし座流星群は
京都市立山科中学校卒。丘ラッパー。

分の星座も好きになった。好きな人が夏

07/30
@re10ga

て、自分の誕生日くらいに空見たら見え

08/04
@d2un

好きな人が獅子座だった。それだけで自

ち ー ばり
しし座やのにしし座見たことあらへんく

多 賀盛 剛

とは言えなかった。

を描いたり歌ったりしています。恋歌がすき、
夏がすき。
文庫サイズフルカラー短歌本『これはただ
の』、歌集『ちるとしふと』
（書肆侃侃房）発
売中。

13

あ、眩暈

宇宙みたいに永遠に変わらな

いひとだと知る夜の

星の林

折本歌集などを作ったり、デザインしたり絵

変わらないものは、変わらない。

一面は闇のはずだがきらきらと街はひかりて吾をゆすりたる

08/02

り越えても、どんなに心を明け渡しても、
うたつかい編集部、鳥歌会主催、合同短歌集・

見上ぐればたぶん曇天くらやみの向かふにひかる星を知らざり

楽しい時間が終わり、終電が来て、今日

門脇篤史
@508atsu

雑踏に奇跡のやうに踏まれずにマーブルチョコのひとつぶはあり

ひかりさえ届かぬ場所を探さむと暗渠にしづむきのふのわたし

地図になき避難所のこと話しつつきみとの距離をあはくとりたり

どんなに星を数えても、どんなに夜を乗

星の林︒死ぬを恐るる我にだけ知らないことばを教へてくれる

午後九時のタイムラインに君を探せば

07/3 1

終電を待ちたるときのたしかさにまなことぢれば星の幻影

星曇り

目の眩む星々の川

夜更けごと恋を告げあう果てのない夢の終わりを見つけられずに

一字の温度差に気づけば下がりはじめる微熱

@kohagi̲tw

デネボラになりたい君の星空の二番目に明るい星として

あえないとあわない

星曇り見えない傘をさしながら逢えない夜を消化してゆく

もうやめにしないかと言うべきひとの躓いているやわい唇

ネガティヴの夜を彷徨う星ひとつ音ひとつなくここは深海

結局は、そういうことだ。

千 原こはぎ

を回収していく。そして、日付がかわり、
今日の余韻の中で、家の最寄り駅まで運

未来短歌会所属。ごはんを作って暮らしてい
ます。ガチンコの山奥出身なので、綺麗な星

ばれていくときに、ひたひたと日常の足

空を見ると本当に落ち着きます。山奥は星が

音が聞こえてきます。短歌をはじめて、

綺麗。

短歌の人たちと遊ぶようになって、この
足音は、より強く響くようになった、そ
んな気がします。

16

た挨拶や、頬を引きつらせて作りだす笑
顔。どうせ死んでゆく者に送りつける出

北九州市で文芸出版を営む一人出版社。雑文
を書き、詩歌を詠む。

産祝と、結果死んでしまった者に押しつ

す。菅沼です。最近大阪にある星カフェスピ

ぜる。愛したものをたべる。それを繰り

今回の連作は、ニーチェ『ツァラトゥストラ

ける香典袋。家族、労働、国家、そして

カさんに行ったのですが、そこで獅子座の星

返して、いつかまたゆく。きっと探す。

はかく語りき』に出てくるライオンを題材に

人間。それらはみな、金色に輝く巨大な

の見つけ方を教えてもらいました。もうこれ
からはひとりで空に獅子座を探せます。星カ
フェおすすめです ( ダイマ )

15

光炎 菩薩大 師 子吼経

の多い言葉だと思うので許してほしい所存で

かえってきたのだ。触れたできごとを撫

荒れ果てた私の砂漠の主として﹁否﹂と轟く師子の咆哮

07/3 1

水のようなあたたかさで、私は思い出す。
これ趣旨違くない？でも宇宙ってわりと意味

砂漠には解き明かされる謎として雲ひとつない空が広がる

「こんにちは、今日も暑いですね」といっ

神保 茂
@JimbouShigeru

賑やかにはためく鳩を引き連れた陽気な師子がやってきている

あなたは偶然のための舞踏場気ままな神が興じるカジノ

歓楽に打ち捨てられた生活に絶えず成長してゆく砂漠

び込んだ音だろう。たてがみ色の光、羊

生きながら埋葬された苦しみよ墓を砕きて今よみがえれ

07/3 1

師子吼える︑人間たちの行進はちりぢりとなり私は独り

宇 宙 → ゆ きて かえ る → 宇 宙

血の流れ鼓動のはやさが君を抱く かたちなくとも愛されてたよ

星なんか見えない夜に窓際で座るじじいの隣に座る

@suganuma̲tanka

体拭く母のおへそのそのまわりサンクチュアリの名残にふれる

ちりめんのじゃこにまぎれたえびたちよ﹁ひとりじゃないよ みんなひとつよ﹂

今際には一度だけ目を見ひらいてにごりの奥に銀河またたく

またひとつベッドが空いた あどけないあなたが折った千代紙の音

かえろうかかえろうよもう少しずつ心をほどく宇宙に還る

とぷんという音がするのは私が宇宙に飛

菅 沼ぜりい

そうして辿り着く。だからまた会おう。
また会おう。また会おう。

しました。

竜の鱗であった。そして師子は、その喉
笛に喰らいつく。
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