
ことばあそび作品集	 （2015～）中北 
2015.1月   

2月 こむねっと こまったら	 むつかしく	 ねがわずに	 つまるところは	 ときをまつ 
3月 やよいつき やわらかく	 よわきものこそはなとなれ	 いかりて	 つよきは	 きのねとならん 
4月 さくらさく さきみだれ	 くるうばかりに	 らんまんと	 さくらのはるに	 くりだそう 

  さらなる	 くろうは	 らくのもと	 されども	 くろうはしたくない 
5月 かきつばた からだおい	 きもちもふけて	 つかれもたまる	 ばりあふりーで	 たすけぶね 
6月   
7月 あまのかわ あせらずに	 まってください	 のんびりと	 かなうゆめかも	 わからない 
8月 なつはなび なつほんばん	 つかれがでれば	 はいぼーる	 なかまがよれば	 びあほーる 
9月 めいげつや  

10月 ろこもてぃぶ ろんりねす	 こどくなくらし	 もてあまし	 ていねんごはただ	 ぶらぶらと 
11月 きくかおる きがつけば	 くらっくはいり	 かたむいて	 おうこうしてきた	 るーずなかんり 
12月 くりすます くにぐには	 りかいふかめて	 すみわけし	 まちがうことなく	 すすんでほしい 

2016.1月 おしょうがつ おかげさま	 しょうじきとっても	 うれしいな	 がんたんそうそう	 ついている 
2月 おにたいじ おもすぎる	 にもつせおいて	 たびをゆく	 いつになったら	 じゆうになるの 

  おおじしん	 にげおくれたら	 たいへんだ	 いのちがだいじ	 じょうぶなおうち 
3月 ひなまつり ひたむきに	 なまけなければ	 まけはせぬ	 つかれはさけのみ	 りふれっしゅ 
4月 はなみざけ はるのやま	 なかまつどえば	 みなえがお	 さけさえあれば	 けせらせら 
5月 こいのぼり こいごころ	 いのちのかぎり	 のぼせよう	 ぼけてしまえば	 りせいはいらぬ 

	 	 ※惚ける（ぼける）惚れる（ほれる）は同じ文字 
6月 かきつばた かいふくの	 きざしがみえて	 ついいっぱい	 ばれないように	 たのしもう 

	 	 ※ひさしぶりの尿路結石が峠をこして 
  からだには	 きをつけましょう	 つねひごろ	 ばかはたらきも	 たいがいに 

7月 ささかざり さけのんで	 さわげるぐらいが	 からだにゃよいと	 さいしにゃとても	 りかいはされぬ 
8月 なつまつり ながきひび	 つみかさねきし	 まんがんの	 つのるおもいを	 りまいんど 
9月 あかねぐも あきらめず	 かなえてゆこう	 ねがいはひとつ	 ぐちはこぼさず	 もくもくと 

10月 たいくのひ たのしみな	 いのちはぐくむ	 くらしをささえ	 のぞみはいつか	 ひまごをみたい 
	 	 ※待望の孫が生まれて 

11月 もみじがり もうあかん	 みかけわかくも	 じゅうぶんじじい	 がんばるところも	 りきまずながそ 
  もじあそび	 みじかなことばで	 じすうをかぎり	 かんじたままに	 りずむにのせて 

12月 ふゆのあさ ふとおもう	 ゆめははるかに	 のぞみはたかく	 あすをしんじて	 さあゆこう 
  ふとりぎみ	 ゆだんたいてき	 のみすぎは	 あさからのむのは	 さけましょう 
  ふだんから	 ゆっくりしたい	 のんびりと	 あせったところで	 さきざきおなじ 
  ふりかえる	 ゆっくりずむで	 のんびりと	 あれこれあれど	 さけにながそう 

2017.1月 はつひので はりきって	 つとめてゆこう	 ひとのため	 のぞまれたなら	 でたとこしょうぶ 
 おとしだま おおいなる	 とおきおもいを	 しのばせて	 たくみをこらし	 まんがんとげる 

2月 おみずとり おおさむい	 みながこがれる	 すぷりんぐ	 ときがきたれば	 りょこうにゆこう 
3月 はるのかわ はるがきた	 るんるんきぶんで	 のやまをゆけば	 かなたのそらに	 わたぐもうかぶ 
4月 しがつばか しらがふえ	 がんばるかだい	 つとめはつきず	 ばらんすはかり	 かつどうしよう 
5月 こどものひ こんばんは	 どないでっか	 もういっぱい	 のみあかしましょ	 ひがのぼるまで 

  こまっても	 どうってことない	 もういちど	 のんびりゆこう	 ひはまたのぼる 
  こりゃうまい！	 どなべくつくつ	 もつにこみ	 のみやのひでん	 ひけつはひみつ 

6月 ころもがえ こむねっと	 ろじっくもでる	 もりだくさん	 かなえるゆめは	 えいえんに 
  こんげつで	 ろくじゅうだいは	 もうおわり	 かたのにおろして	 えんじょいしよう 
  こりゃいいね	 ろうじんやくとく	 もうけもの	 かねがたすかり	 えがおがもれる 

	 	 ※敬老優待パスがもらえて 
  



7月 ほしまつり ほっといて	 しんぱいせずに	 まかしとき	 つかれにさけは	 りくつにかなう 
	 	 ※酒飲みの自己主張 

  ほたるまう	 しずかなよるの	 まどぎわに	 つねもわすれて	 りらっくす 
  ほめられて	 したりとおもうは	 まだまだあまい	 つきつめようよ	 りそうのかたち 

8月 いわしぐも いくらでも	 わけてあげましょ	 しあわせは	 くろうはたから	 もらいましょう 
9月 ながれぼし なんどでも	 かくじっけんを	 れんぞくし	 ほんねはどこに？	 しるべくもなく 

  ながながと	 かんこうきゃくが	 れつをなし	 ぼくらしみんは	 しんぼうつのる 
10月 うまこゆる うれしそう	 まとわりはしゃぐ	 こどもたち	 ゆめみるとしだ	 ルールはふよう 

  うきよすて	 まんゆうしたい	 このきせつ	 ゆめをさがして	 るろうのたびへ 
  うちのかぁちゃん	 まじ	 こわい	 ゆるしのおことば	 るっくほわーど 

11月 とりのいち としかさね	 りそうははるか	 のぞめども	 いのちはかぎり	 ちからおよばず 
  とりたてて	 りくつならべず	 のんびりと	 いこうじゃないか	 ちからをぬいて 

12月 おおみそか おかあちゃん	 おねがいだから	 みのがして	 そんなにおこると	 かわいくないよ 
2018.1月 しょうがつ しんねんの	 よきひにちかい	 うちたてて	 がんばりましょう	 つばさをひろげ 

  しんぜんに	 よきとしたれと	 うかがえば	 からだだいじに	 つとめるべしと 
  しんぜんしゅ	 ようがままに	 うかれれば	 からだのちょうし	 ついわすれ 

2月 ふきのとう ふゆはさり	 きもちやわらぐ	 のやまには	 ときめくはるが	 うたいはじめる 
  ふくてっく	 きょうもたのしく	 のみましょう	 とめてもやまぬ	 うまいさけ 
  フルマラソン	 きょりもきついが	 のぼりもきつい	 としよりわかさが	 うらめしい 

3月 ひなあられ ひたむきに	 なにをもとめて	 あるいてゆくの	 らくえんもとめ	 れきしをつくる 
  ひれざけを	 なんばいのみやぁ	 あなたはようの	 らんらんきぶん	 れれれのれ 
 かいあわせ かんじんの	 いのちがだいじ	 あんぜんを	 われらつどいて	 せきにんはたす 

4月 えいぷりる ええちょうし	 いいこえだして	 ふりまでつけて	 りずむにのせて	 るんるんきぶん 
5月 つばめのこ つかのまの	 はるはちりさり	 めぐるなつ	 のんびりすると	 ことしもはやい 

  つらくとも	 はたらくいみに	 めをむけて	 のこるいのちを	 このよのために 
  つなぐてを	 はなさずたがいに	 めをみつめ	 のぞみをともに	 こえてゆく 

6月 にゅうばい にぎやかに	 ゆめをかたろう	 うきよをわすれ	 はるかみらいに	 いばしょはあらん 
  にこにこと	 ゆかたきこんで	 うれしそう	 はいはいしてたは	 いつのころ 

	 	 	 ※孫の成長 
  ニッカもの	 ゆわりがうまい	 ウイスキー	 ハイボールも	 いいかもね 
  にしのそら	 ゆうひかがやく	 うみべにて	 ハイレグみずきも	 いきなもの 

7月 せみしぐれ ゼミナール	 みなでかたろう	 しょうらいを	 くちからでまかせ	 レットイットビー 
  せをはやみ	 みははなれれども	 したたかに	 くじょうのいえを	 れきしにのこす 

	 	 	 ※崇徳院の奥さんはえらい！ 
8月 あわおどり あんしんを	 わかちあおうよ	 おとなりと	 としよりどうし	 りんじんあいで 

  あせらずと	 わがみちゆけば	 おのずから	 とびらはひらく	 りきまずも 
9月 おみなえし おとしより	 みんなわかるが	 なまえがでない	 えがおでごまかし	 しったふり 

  ※名古屋市長どのへ注文 
おしろだよ	 みんなでゆくには	 なによりも	 エレベーターは	 しかけねば 

10月 やおよろず やりぬこう	 おおきなかだい	 よにとうて	 ろんぐすぱんで	 すすみます 
11月 きのこなべ きもちよく	 のめば	 このよはパラダイス	 なんでものめる	 へんなおじさん 
12月 ふゆやすみ ふくてっく	 ゆっくりゆこう	 やすみつつ	 すきにのんだら	 みなうれし 

2019.1月 ふくぶくろ ふくてっく	 くらしをまもる	 ふくしをりーど	 くりだすわざは	 ろんぐせらー 
2月 もうやめよ もうなんねん？	 うたいつづけて	 やすみなく	 めげすにほんと	 よくやりました 

  もうあかん	 うみのくるしみ	 やすみたい	 めいくうかばず	 よれよれだ 
  もうすこし	 うまくできれば	 やるきもでるが	 めいわくなのも	 よくありました 
  ものごとは	 うまいところで	 やめるがよろし	 めでたくおわり	 よかったよかった 

長きに亘り、おつきあいありがとうございました。（完） 


