
２０２２年８月メール句会 

参加者(敬称略) 阿部裕治、泉谷つよし、井関由香里、内田仲子、沖光美、桜木美津子、 

沢渡隆、鈴木賢、関根悟、田岡弘、高橋通男、津田隆、林くに子、原康則、原田大吉 

平井煕、藤森吟二、古舘雄一郎、松橋帆波、右田俊郎、宮澤さくら、八杉喜美子、吉田正夫 

 

田岡弘選 

「おろおろ」 

入選〇 16 産室の真ん前に居て落ち着かぬ                         雄一郎 

入選〇 25 焦らないいつかは皆んなそうなるよ           くに子 

入選〇 28 どうしよう月がとっても蒼いから            大吉 

特選★40 落ち着かぬ検査の結果出るまでは            光美 

選後感想 

★「おろおろ」の特選の句、高齢の私は毎年実感しています。 

「追う」 

 入選〇 1 気がつけばいつも目で追うひとがいた           裕治 

特選★31 追いかけし夢を肴に手酌酒                津田隆 

 入選 〇44 逃げる夢それでも掴むまでは追う                 悟 

入選 〇45 追いかけた夢はいずこと老いていく              泰則 

選後感想 

★「追う」の特選の句、私も追いかけても叶わなかった夢を肴に毎日です。 

 

高橋通男選 

「おろおろ」 

特選★30宝くじ当たっておろおろしてみたい                     泰則 

選後感想 

私も宝くじ当たりおろおろして見たい！ 20代 組数も同じ 最後の 2ケタ「37」が

「73」ならジャンボ当たってました！悔しさで寝込みました！ 

入選〇11見捨てられ食事寝るとこどうしよう                  正夫 

入選〇21セルフレジ前にじいじはおろおろと                     津田隆 

入選〇27連絡が届かぬ初の一人旅                              美津子 

「追う」 

特選★19万馬券追いかけ求め五十年                            津田隆 

選後感想 

※私も万馬券追いかけ 70年！ 万馬券 NHK杯（GＩ）予想せず 1番人気～5番人気の 5頭 

14番人気～18番人気の 5頭の 10点買いで 

3連複当たる！（124万円）3連単書いといて買うのやめたら 1千万円！ 悔しいなん

て！！ 

入選〇1気がつけばいつも目で追うひとがいた                    裕治 

入選〇9名女優歳を追うごと魅力増す                           泰則 

入選〇36追うことも追われることも若いうち                     さくら 

 



 

原泰則選 

おろおろ 

特選★21セルフレジ前にじいじはおろおろと                    津田隆 

入選〇13詐欺電話分かっていてもおろおろと                     光美 

入選〇23初不倫妻の目線におろおろと                           裕治 

入選〇32出産は男おろおろいつの世も                           俊郎 

選後感想 

 おろおろしている年寄が目に浮かんでくるようです。 

 

追う 

特選★31追いかけし夢を肴に手酌酒                            津田隆 

入選〇16鬼やんま追っていつしか知らぬ町                      美津子 

入選〇19万馬券追いかけ求め五十年                            津田隆 

入選〇36追うことも追われることも若いうち                    さくら 

選後感想 

夢を肴に手酌酒で哀愁が伝わってきます。 

 

沖光美選 

【おろおろ】 

特選★15急転化人事異動更迭日                               仲子 

入選〇21セルフレジ前にじいじはおろおろと                   津田隆 

入選〇35スイッチを入れ忘れてた炊飯器                       美津子 

入選〇44今日の運勢一凶一で慌てふためく                     仲子 

選後感想 

日常のおろおろとした状況が浮かぶ句だと思います。 

【追う】 

特選★32 蛍火を追って津波の浜に出る 吟二 

入選〇3 追われてもピンチはチャンスの道がある              さくら 

入選〇9 名女優歳を追うごと魅力増す                        泰則 

入選〇31 追いかけし夢を肴に手酌酒                         津田隆 

選後感想 

追うものはそれぞれですが、前向きな良い句だと思いました。 

 

内田仲子選 

おろおろ 

特選★2 過ぎたことくよくよするな明日がある                大吉 

本当にその通りだと思います。 

入選〇7 剛毅なおとこおろおろしてる癌告知                  吟二 

入選〇21セルフレジ前にじいじはおろおろと                  津田隆 

入選〇３2出産は男おろおろいつの世も                       俊郎 

選後感想 



おろおろするのは男性の方が多いのでしょうか? 

追う 

特選★３1追いかけし夢を肴に手酌酒                        津田隆 

入選〇16鬼やんま追っていつしか知らぬ町                   美津子 

入選〇40大泣きで母と別れた保育園                         美津子 

入選〇42とんぼ追い野を駆け回る夏帽子                     俊郎 

選後感想 

人生いつも追かるほうがいいですね 

 

八杉喜美子 

［おろおろ］ 

特選★4 大都会人の多さにおろおろと                      つよし 

選後感想 

分かります、全部が１箇所に集まったかのようですね。 

入選〇9 内心のおろおろ隠すサングラス                     俊郎 

選後感想 目は口ほどに物を言う隠すが 1番ね。 

入選〇35 スイッチを入れ忘れた炊飯器                     美津子 

選後感想 あるあるこんな事、ご飯食べられたかな。 

入選〇36 カーナビにまた騙されている迷路                 田岡弘 

選後感想 全面的には信用できないね。 

［追う］ 

特選★23 沈丁花君の香りを追っている                      由香里 

選後感想 素敵な香りに酔いしれていいﾈ〜。 

入選〇7 追うことも追われることもない無念                 沢渡隆 

選後感想 

何もないのは淋しいよ。 

入選〇19 万馬券追いかけ求め五十年                       津田隆 

選後感想 

まだまだ追いかけつかんでね。 

入選〇31 追いかけし夢を肴に手酌酒                       津田隆 

選後感想 

夢を肴に夢があるいいﾈ。 

 

井関由香里選 

「おろおろ」 

特選★35、スイッチを入れ忘れてた炊飯器                  美津子 

入選〇5、救急車待つ内何故か湯を沸かし                  帆波   

入選〇9、内心のおろおろ隠すサングラス                   泰則   

入選〇36、カーナビにまた騙されている迷路                田岡弘    

 

選後感想 

どのようにしたら良いのか分からず、 



狼狽える様子などの表現。 

落ち着かない情景が良く表されていました。 

 

「追う」 

特選★8、父の背を追って大きな海に出る               煕   

入選〇11、逃げる子を追う母の手に天花粉                 俊郎   

入選〇13、下向きの矢印を追う悪い癖                 田岡弘   

入選〇15、ガキ大将チビは追わない鬼ごっこ               吟二    

 

選後感想 

後をついて行く、追いかける…の意味。 

いつも見てるお父さんの大きな大きな背中を「超えてやるぞー！」 

天花粉も懐かしい、小さい頃に粉だらけにされました。 

 

林くに子選 

おろおろ 

特選★9 内心のおろおろ隠すサングラス                  俊郎 

選後感想 

前もって用意していたのであればそういう状況になることを 

読んでいたのでしょうか？すばらしい。 

入選〇12 目が覚めて夢か現かまだ迷う                   田岡弘 

選後感想 

良い夢か悪い夢かどっちだったのでしょうか？気になります 

入選〇20 切り札を無くし気力も失せて老い 煕 

選後感想 

切り札は何だったのか気になります 

入選〇21 セルフレジ前にじいじはおろおろと            津田隆 

選後感想 

間違ってセルフレジに並んだのかそれとも初めて挑戦してみたのでしょうか？ 

追う 

特選★8 父の背を追って大きな海に出る                 煕 

選後感想 

偉大な父だったのかそれとも大好きな父を追って世の中に出るのか。いろいろな思いが 

読めます。   

入選〇3 追われてもピンチはチャンスの道がある        さくら 

選後感想 

プラス思考ですね 

入選〇7 追うことも追われることもない無念            沢渡隆 

選後感想 

ちょっと寂しいです 

入選〇31 追いかけし夢を肴に手酌酒                  津田隆 

選後感想 



どんな夢を追いかけてるのか知りたいです。 

 

平井煕選 

「おろおろ」 

特選★36カーナビにまた騙されている迷路              田岡弘 

入選○9  内心のおろおろ隠すサングラス              俊郎 

入選○31  救急車来なく明日が遠ざかる              俊郎 

入選○21  セルフレジ前にじいじおろおろと           津田隆 

選後感想 

カーナビにまた騙されている普段走らない道路 

どこに行くのでしょう、行き先が気になります。 

 

「追う」 

特選★32  蛍火を追って津波の浜に出る 吟二 

入選○7  追うことも追われることもない無念         沢渡隆 

入選○15 ガキ大将チビは追わない鬼ごっこ           吟二 

入選○41 思い出す追ってた夢の甲子園               光美 

選後感想 

2011年 3月の東日本大震災の大津波での被害まだ 

復興は半ばですが蛍火が飛ぶこの時期になると 

霊を迎え供養するいい作品です。 

 

阿部裕治選 

「おろおろ」 

入選〇12 目が覚めて夢か現かまだ迷う             田岡弘 

特選★21 セルフレジ前にじいじはおろおろと       津田隆 

入選〇35 スイッチを入れ忘れてた炊飯器           美津子 

入選〇46怒る君僕はおろおろするばかり            賢 

選後感想 

★全くその通り、コンビニやスーパーでの買い物もひと苦労する(笑)若いひとは電子マネ

ーですいすい 

「追う」 

入選〇13 下向きの矢印を追う悪い癖               田岡弘 

入選〇23 沈丁花君の香りを追っている             由香里 

入選〇31追いかけし夢を肴に手酌酒               津田隆 

特選★32蛍火を追って津波の浜に出る             吟二 

選後感想 

お盆に相応しいですね、311に逝った御霊と、人が生きる力、情感が広がります 

 

関根悟選 

「おろおろ」   

特選★9内心のおろおろ隠すサングラス            俊郎 



選後感想 

サングラスをかけて、怖そうに見える人も、内心は気弱で動揺しているかもしれません

ね。 

入選〇20 切り札を無くし気力も失せて老い       煕 

選後感想 

どんな切り札を持っていたのでしょうか。明日を信じて老いに立ち向かって欲しいです

ね。 

入選〇36 カーナビにまた騙されている迷路       田岡弘 

選後感想 

カーナビもドライバーと同様にストレスが溜まっているようですね。 

入選〇 31  救急車来なくて明日が遠ざかる       悟 

選後感想 

不安の中、救急車を呼んでもなかなか来ない。「明日が遠ざかる」がその時の心情を言い

当てています。 

  

「追う」  

特選★ 8 父の背を追って大きな海に出る         煕 

選後感想 

父の背中を追いかけながら成長する子の明日が目に浮かんできます。  

入選〇 6父の背を超えられぬまま父が老い       帆波 

選後感想 

目標にしていた父が老いてゆく現実。辛いですね。 

入選〇 28 虹を追う君の姿を追うように         田岡弘 

選後感想 

青春の一コマを見ているようです。 

入選〇 7  追うことも追われることもない無念   沢渡隆 

選後感想 

ドキッとする句ですね。 

 

右田俊郎選 

「おろおろ」  

入選〇30 宝くじ当たっておろおろしてみたい    泰則 

選後感想 

何十年思い続けていることか。未だに叶わぬ願いのまま。 

特選★31 救急車来なくて明日が遠ざかる        悟 

選後感想 

時事ですねえ。医療現場がひっ迫し、救急車が来ない、来ても受け入れ 

先が見つからない。助かる命が危険にさらされている現実。 

入選〇35 スイッチを入れ忘れてた炊飯器        美津子 

選後感想 

このところよくやります。慣れてくるとおろおろもしなくなります。 

入選〇37 米寿すぎ散歩に出たら道忘れ           正夫 



選後感想 

認知症の兆しです。初体験の時はおろおろしたものです。 

 

「追う」  

入選〇16、 鬼やんま追っていつしか知らぬ町     美津子 

選後感想 

少年時代の思い出が蘇ります。 

入選〇34、 元理事も疑惑の袖に地位追われ       道男 

選後感想 

追うだけではなく厳しく罰するべきです。 

入選〇36、 追うことも追われることも若いうち   さくら 

選後感想 

納得です。老いては全て魅力半減。追う側も追われる側もです。 

特選★◎41、 思い出す追ってた夢の甲子園        光美 

選後感想 

仙台育英が優勝して夢をかなえてくれました。監督のコメントも感動的。 

 

鈴木賢選 

「おろおろ」 

入選〇30 宝くじ当たっておろおろしてみたい     泰則 

入選〇35 スイッチを入れ忘れてた炊飯器         美津子 

入選〇36 カーナビにまた騙されている迷路       田岡弘 

特選★38 浴衣から素足がのぞきおろおろし       つよし 

追う 

入選〇1 気がつけばいつも目で追うひとがいた    裕治 

入選〇11 逃げる子を追う母の手に天花粉         俊郎 

入選〇31 追いかけし夢を肴に手酌酒             津田隆 

入選〇37 雨やんで微かに見える虹を追う         つよし 

 

  

宮澤さくら選 

おろおろ 

入選〇14 受話器から今日もおろおろさせる声    悟 

選後感想 

嫌な世の中で、直接電話に出るのが怖くて留守電にしています。 

入選〇23 初不倫妻の目線におろおろと           裕治 

選後感想 

一度はしてみたい男の願望かしら。奥さんの眼はこわいですね。 

入選〇27 連絡が届かぬ初の一人旅              美津子 

選後感想 

夏休みに一人旅させた経験があり、この気持ちよくわかります。 

入選〇30 宝くじ当たっておろおろしてみたい    泰則 



選後感想 

宝くじは簡単に当たらないから夢があるので、こんどこそはと夢    

を買う作者は、当たっておろおろしてみたいと楽しんでおられるんですね。こんなおろおろ

に共鳴です。 

特選★40落ち着かぬ検査の結果出るまでは        光美 

選後感想 

人間ドックで検査をすると、その結果が届くまでは何かと心配でおろおろしてしまう、どこ

かに癌があるかもなんて一人悩んだりして、人間の弱さを感じる作品に共感。 

追う 

入選〇1気がつけばいつも目で追うひとがいた      裕治 

選後感想 

目と目が合うと慌ててそらしたりして、想い出がたのしい。 

入選〇8 父の背を追って大きな海になる           煕 

選後感想 

父の背を見て育つというが大きな海になるとは頼もしい限り。 

入選〇23 沈丁花君の香りを追っている            由香里 

選後感想 

散歩をしていると右か左かと香りを追いかけて歩くことがある。 

入選〇32 蛍火を追って津波の浜に出る            吟二 

選後感想 

津波の浜に蛍が現れたんですね。ほっとしました 

特選★40 大泣きで母と別れた保育園              美津子 

選後感想 

      お母さんも泣きたくなるような情景、辛いんですよね。入園したばかりはよくこんな情景

を見かける。追うというぴったりな情景である。 

 

吉田正夫選 

 おろおろ 

特選★3若作りのばあばあおろおろバスの中        さくら 

入選○21セルフレジ前にじいじいはおろおろと     津田隆 

入選○23初不倫妻の目線におろおろと             裕治 

入選○46怒る君僕ははおろおろするばかり         賢 

選後感想 

長い人生にはわくわくするような事も多いですが 

だんだんとおろおろする事が多くなるようですね。 

  

追う 

特選★31追いかけし夢を肴に手酌酒               津田隆 

入選○1気が付けばいつも目で追うひとがいた      裕治 

入選○36追うことも追われるわれることも若いうち さくら 

入選○45追いかけた夢はいずこと老いてゆく       泰則 

選後感想 



夢や希望に満ちていた頃は仕事も恋も 

追いかけて追いかけていた元気な日々でしょうね。 

                    

原田大吉選 

「おろおろ」 

特選★36 カーナビにまた騙されている迷路        田岡弘 

選後感想 

妻がカーナビ？ 

入選〇 9 内心のおろおろ隠すサングラス         俊郎 

選後感想 

薄すぎるとバレバレ 

入選〇 14 受話器から今日もオロオロさせる声     悟 

選後感想 

オレオレなのか母自身の声なのか 

入選〇 41 矢印を歩いた僕に行き止り             由香里 

  

「追う」 

特選★☆ 7 追うことも追われることもない無念   沢渡隆 

選後感想 

何もない「平穏」な人生の空しさ 

入選〇 32 蛍火を追って津波の浜に出る         吟二 

選後感想 

哀しくて辛い思い出の浜 

入選〇 40 大泣きで母と別れた保育園           美津子 

選後感想 

よくあるよくある 

入選〇 46 幻影を追うと悪女の仮面ずれ         由香里 

選後感想 

なんとなく妖しい 

 

桜木美津子選  

「おろおろ」 

特選★41矢印を歩いた僕に行き止まり           由香里 

選後感想 

何ともいえぬ可笑しさの中に寂しさもある。 

入選〇36カーナビにまた騙されている迷路       田岡弘 

選後感想 

カーナビで迷ったことがあるが、人生も同じ 

入選〇5救急車待つ内何故か湯を沸かし          帆波 

選後感想 

まるで、赤ちゃんが生まれる前の昔のお父さんのよう。 

可笑しい。 



入選〇31救急車来なくて明日が遠ざかる         悟 

選後感想 

昨今の救急車事情を思うと笑えない。 

 

「追う」 

特選★6父の背を超えられぬまま父が老い      帆波 

選後感想 

男の人は、みんな同じ思いでは。息子さんも同じ思いかな。 

入選〇11逃げる子を追う母の手に天花粉       俊郎 

選後感想 

昭和はみんなこうだった。物はなくても幸せだったように思う。 

コロナ禍や戦争、天災辛いことが多すぎる。 

入選〇32蛍火を追って津波の浜に出る          吟二 

選後感想 

よく読むと、深い句。亡くなつた方への哀悼句 

入選〇35また逃げる追えば始まる鬼ごっこ   くに子 

選後感想 

人生そのものという感じですね。 

 

津田隆選  

「おろおろ」 

特選★28どうしよう月がとっても蒼いから      大吉 

選後感想 

きっと、歌詞のとうり遠回りしたのでしょうね。 

遠回りした その先を考えるとドキドキおろおろしますね。 

入選〇13詐欺電話わかっていてもおろおろと   光美 

選後感想 

そうですよね、実際にかかってきたらおろおろしますよね。 

かかってきた時のため、対応のマニュアルを電話器の横にでも貼っておきたいですね。 

 

入選〇36カーナビにまた騙されている迷路     田岡弘 

選後感想 

カーナビの指示どおり車走らせているつもりなんですが、 

わけわかんない時が多々あります。 

入選〇43何かが産まれそうだ 婿からの電話   帆波 

選後感想 

話の頭に「なんか」と言う人がいて、たぶん婿さんも作者もおろおろして 

言葉に詰まり、なんかなんかを繰り返しているのでしょう。 

第三者から見ると、笑えます。 

「追う」 

特選★38今日もまた妻は追っかけいそいそと   大吉 

選後感想 



奥様は気が若く、それを見守る作者の心の広さ。 

ほのぼのと穏やかな関係のご夫婦の姿が見えて最高です。 

入選〇6父の背を超えられぬまま父が老い     帆波 

選後感想 

歳をとるほど父の偉大さがわかってきます。 

人が老いることは寂しいことですが現実です。 

ひょっとして、下５の「老い」は「追い」をかけているのですか 

そこが寂しさを救っています。 

入選〇11逃げる子を追う母の手に天花粉     俊郎 

選後感想 

懐かしいですね。我が家でも風呂上りに妻が嫌がり逃げる子を 

追いかけていました。 

入選〇37雨やんで微かに見える虹を追う     つよし 

選後感想 

微かな虹を見つける作者はロマンチストなんでしょうね。 

僕にもそんな気持ちの欠片があればよいのですが・・・ 

 

藤森吟二選 

〔おろおろ〕 

  特選★16産室の真ん前に居て落ち着かぬ     由香里 

選後感想 

（五体満足で出てくれるか、母体は問題ないか） 

入選〇30 宝くじ当たっておろおろしてみたい 

選後感想 

（夢とわかっていてもしたいなあ、おろおろと） 

入選〇36 カーナビにまた騙されている迷路   田岡弘 

選後感想 

（カーナビも時々間違えるからなあ） 

入選〇37 米寿過ぎ散歩に出たら道忘れ       正夫 

選後感想 

（最後は俺もこうなっちゃうかも） 

  

〔追う〕  

 特選★11逃げる子を追う母の手に天花粉    俊郎 

選後感想 

（しあわせなあの頃の一コマ） 

入選〇23 沈丁花君の香りを追っている    由香里 

選後感想 

 （「沈丁花の香り」が効いている） 

入選〇 40大泣きで母と別れた保育園       美津子 

選後感想 

 （初登園はみなこんな風景ですね） 



入選〇41 思い出す追ってた夢の甲子園      光美 

選後感想 

（がむしゃらに夢を追ってたあの頃…） 

 

 原泰則選 

おろおろ 

特選 21セルフレジ前にじいじはおろおろと    津田隆 

入選〇13詐欺電話分かっていてもおろおろと  光美 

入選〇23初不倫妻の目線におろおろと        裕治 

入選〇32出産は男おろおろいつの世も        俊郎 

選後感想  

おろおろしている年寄が目に浮かんでくるようです。 

追う 

特選 31追いかけし夢を肴に手酌酒            津田隆 

入選〇16鬼やんま追っていつしか知らぬ町    美津子 

入選〇19万馬券追いかけ求め五十年          津田隆 

入選〇36追うことも追われることも若いうち  さくら 

選後感想 

夢を肴に手酌酒で哀愁が伝わってきます。 

 

古舘雄一郎選 

おろおろ 

特選 21セルフレジ前にじいじはおろおろと     津田隆 

入選〇2過ぎたことくよくよするな明日がある  大吉 

入選〇13詐欺電話分かっていてもおろおろと   光美 

入選〇40落ち着かぬ検査の結果出るまでは     光美 

追う 

特選 20逃げ水を追ってばかりの私です        大吉 

入選〇38今日もまた妻は追っかけいそいそと  大吉 

入選〇42とんぼ追い野を駆け回る夏帽子      俊郎 

入選〇15ガキ大将チビは追わない鬼ごっこ    吟二 

 

泉谷つよし選 

おろおろ 

特選★28どうしよう月がとっても蒼いから   大吉 

入選〇21セルフレジ前にじいじはおろおろと  津田隆 

入選〇39孫が泣くじいじおろおろばばさがす  津田隆 

入選〇9内心のおろおろ隠すサングラス       俊郎 

追う 

特選★6父の背を超えられぬまま父が老い     帆波 

入選〇23沈丁花君の香りを追っている        由香里 

入選〇24ねぶた追う飛ね人邪気を払う様      雄一郎 



入選〇31追いかけし夢を肴に手酌酒          津田隆 

 

松橋帆波選 

「おろおろ」  

特選★28 どうしよう月がとっても蒼いから     大吉 

選後感想 

この後「遠回りして帰ろう」と続きます。どこへ連れていかれるのかしら？という女性とど

こへ連れて行こうかという男性の駆け引き？ 

入選○21 セルフレジ前にじいじはおろおろと  津田隆 

選後感想 

セルフレジに戸惑う男性(年齢に関わらず)は多いですね。女性の方が手慣れるのが早いよ

うです。出来ないと言って店員に文句を言ったりキレている男性をよく見かけます。 

入選○ 31 救急車来なくて明日が遠ざかる   悟 

選後感想 

コロナ禍の救急搬送の混乱は、この作品のような悲劇を生んでいます。「明日が遠ざかる」

という表現がとても上手い。 

入選○36 カーナビにまた騙されている迷路    田岡弘 

選後感想 

カーナビも絶対ではありませんから、通り抜けできない道、工事中の道など案内が混乱する

ことがあります。いざという時のために地図を積んでおくことも大事。 

 

「追う」 

特選★32 蛍火を追って津波の浜に出る        吟二 

選後感想 

東日本大震災からの復興は、果たして進んでいるのだろうか？資本主義経済圏にありなが

ら、30 十年近く、国民所得が上がらないという現実。上がるはずだったものを復興に御し

ていたわけではないという現実。津波によって一瞬に葬られた大地。その跡に、まるで燃え

残ったかのように見える蛍火。まだ、何も終わっていない。まだ、何も始まっていない。 

入選○23 沈丁花君の香りを追っている        由香里 

春の恋の物語。沈丁花の咲くころに彼女を思い出す。そんな物語も見えます。どこかに彼女

がいるような、そんな気のする芳香の時。 

入選○11 逃げる子を追う母の手に天花粉      俊郎 

選後感想 

古川柳的味わいがあり愉しい作品。風呂で洗っている最中も、上がってからも子供は逃げ回

ります。よく拭いた後も天花粉を叩かないとすぐあせもが出来てしまいます。 

入選○35 また逃げる追えば始まる鬼ごっこ    くに子 

選後感想 

タッチをされれば鬼になってしまう鬼ごっこ。幼い子供たちの間では、そのルールより、追

う、逃げる、の行動が単純に面白いものです。鬼を決める前に始まる鬼ごっこなのです。 

 

  

  



  

 

  

 

   

   

   


