
 

ＹＡ大賞２０２１結果発表！ 

－作品全文収録－ 
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 受賞作品発表！ 
  YA 大賞は今年で 17 年目を迎えました。 

  今回は短編小説部門 14 作品、詩部門 5 作品のご応募をいただき

ました。 

  その中から、受賞作品は次のように決定となりましたのでご報告

いたします。 

 

＜短編小説部門＞ 大賞 

『隣の席の依頼』 

鶏からあげ尊／作 

『The Christmas War』 

矢池 亜美／作 

＜詩部門＞ 大賞 

『そんな日』 

            ちぃ／作

※受賞者のみなさんには、 

 副賞として図書カードを差し上げます。 
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作品を読み終えて  
 

今回も無事にＹＡ大賞２０２１を開催することができました。 

１７回目となる今年は、昨年同様、短編小説部門と詩部門の２部門での募集でした。

両部門とも読みごたえのある作品ばかりで、どの作品が大賞となってもおかしくありま

せんでした。昨年度に引き続き中学生の応募者が多いのも今回の YA 大賞の特徴でした。 

 

短編小説部門では１４編と、例年以上に多くのご応募をいただきました。コメディ、

友情ものなどみんなが共感できるような等身大の作品や、昨今の情勢を反映したような

難しい題材を上手に身近なものへ落とし込んだ作品もあり、物語の構成力など感嘆いた

しました。 

一方で、原稿用紙の使い方が的確でなかったり、誤字や脱字が多かったりしました。

ほかの人が読んで分かりやすいかを意識して書いてみると、もっとよくなるのではない

でしょうか。自分にとって読みやすい本で良いので、より多くの活字に触れてみてくだ

さい。さらに表現や構成に深みが出ると思います。 

 

詩部門では、5 編のご応募がありました。どの作品もその年代だからこそできる表現の

数々に、若さみなぎるパワーを感じました。小説とは違い少ない文字制限の中、一文字

一文字にしっかりと想いが込められており、感性の豊かさが感じられました。 

 

どの作品も発想力があり、おもしろいものばかりでした。毎年どんな作品が届くのか

スタッフ一同楽しみにしております。たくさんのご応募ありがとうございました。 

 ぜひ来年も YA 大賞にご参加いただければと思います。 

 

一昨年度からメールでも作品が応募できるようになりました。今後も多くのＹＡ世代

の皆さんに参加していただけるよう、尽力していきたいと思います。 

 

                      橋本図書館 YA 大賞担当 
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◆◆◆橋本図書館スタッフからのコメントを一部ご紹介します◆◆◆ 

【短編小説部門】 

大賞受賞作品 『隣の席の依頼』 

○冒頭の「いらいです」「あなたのかみのけをください」のナゾの手紙から、お母さんに教えら

れたヘアドネーションのため、主人公たちが一生懸命髪をのばす姿が読んでいて好感が持てま

した。そして、「いらい」のナゾが解けた時、タイトルのナゾも解ける。花子さんの妹の行動

もいじらしく、最後の終わり方も良かったです。一つの作品として良くまとまっていました。 

○小説の始まり方が、読み手の興味を持たせるように書かれていて始めはホラーものかな…と思

ったのですが、実はメッセージ性のある小説に仕上がっていたところがとても良かったです。

私の身近な人にも以前、ヘアドネーションの為に髪を寄付した方がいました。この小説を機に

多くの人がヘアドネーションの事を知ってくれると良いですね。 

○「ヘアドネーション」というテーマの選択が素晴らしいです。ボランティアとして気負うので

はなく、学生たちの素直な気持ちがやさしい物語として語られており胸を打ちました。 

大賞受賞作品 『The Christmas War』 

○親目線で読むと全てあるあるで過去の自分たちと重ね合わせながら楽しく読めました。家族四

人各々サイドできっちり書かれており、アメリカのホームコメディのようなテイストを味わう

事ができました。 

○war のタイトル通り家庭内でのそれぞれの思惑、作戦が上手く書かれていると思いました。ク

スッと笑ってしまうおもしろい表現もところどころにあり文章も簡潔で読みやすく良かったで

す。 

○人物の書き分けと、ケーキにこだわるお父さんという愛すべきキャラがとても気に入りまし

た。細かいところを説明しなくてもこちらに想像させ、話をすすめる文章力もあって良かった

です。きちんとそれぞれの立場も書き分けられていて違和感なく読むことが出来ました。ま

た、それぞれのキャラクターがたっていて、愛嬌があり、あたたかい家族なのが伝わってきま

した。はじまったクリスマスの続きもぜひ読んでみたいです。 

【詩部門】 

大賞受賞作品 『そんな日』 

○真夏のまっ青な空にもくもくと湧いた白い入道雲に草の緑…鮮やかに目に浮かび、爽やかな風

を感じる一編でした。 

○横を風が通り過ぎて行く様な、情景が見える作品でした。ありきたりな日常に、夏を感じ幸せ

を感じました。 

○夏の日の情景を、感じたまま素直に表現していて、好感が持てます。読んだ人の目の前に、何

気ないけど気持ちの良い夏の日が広がることでしょう。 

5 



6 

 

短編小説部門 大賞受賞作品 

 
隣の席の依頼       鶏からあげ尊／作 
 

 

「いらいです」 

 ひらがなで書かれたそれが「依頼」と変換されるまでに時間を要した。 

 そしてその下に書いていたのは「あなたのかみのけをください」というものだった。 

 

「こっわ」 

 学校からの帰り道、私に突然ふりかかった出来事を話すと、友達の田中は眉間に皺

を寄せて言った。 

「だよね」 

 私はこの間切ったばかりの、マフラーにかかった髪の毛をいじりながら同調した。 

 その「依頼」が書かれていた手紙は昨夜、家のポストに入っていた。紙の裏には幼

い子特有のクレパスで書かれた字がうつっていたので、なんとなく気になって見てし

まったのだ。家族の誰宛かは書いていなかったし、誰から届いたものかもさっぱりだ

った。 

「何の話してるの？」 

 委員会で帰るのが遅れていた鈴木が後ろからけろっと顔を出して聞いたので、私は

もう一度昨夜のことを丁寧に話すと 

「それ、私の家にもあった。怖すぎる」 

と、鈴木も眉間に皺を寄せた。まったく依頼について理解できない。私達が悶々とし

ながら歩いていると、家にすぐついてしまった。 

 

「お母さん髪の毛ってあげられると思う？」 

 玄関に入って、ただいまも言わずにそう尋ねると、お母さんは少し悩んでから 

「ヘアドネーションなら渡せるんじゃないかしら」 

と言った。初めて聞く言葉だ。私は家に上がるとすぐ、スマートフォンで「ヘアドネ

ーション」と検索した。 

 ヘアドネーションとは、髪の毛がない子供達に対して髪をあげる、というものらし

い。普通の医療用ウィッグだと一体何万もするけれど、これならもらう側は無料だそ

うだ。しかし、ウィッグ一体作るために約五十人分ものヘアドネーションが必要だと

ホームページに記してある。 

 あくまでも推測に過ぎないが、依頼をしてきた子は髪の毛がないのかもしれない。
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もしそうでなくても、誰かの力になれることに違いはない。髪を伸ばすなら私でもで

きるだろう。 

 知っていながら知らないふりをするのは好きではない。こうして、見知らぬ誰かの

依頼を受けることにした。 

 

「えぇ、それで依頼を受けるの？」 

 次の日の昼休み、田中は目を見開いた。 

「髪の毛伸ばすだけだし、簡単かなって」 

「まぁ確かにね。それで誰かのためになるならやった方がいいのかも」 

 田中はにこりと笑ってよし、と言ったあと、鈴木の方を向いた。 

「鈴木もやる？」 

「生きていれば髪は伸びるし、やるよ」 

 その言葉がなんとなく引っかかった。まるで髪の毛が伸びないのは生きていない証

拠とでも言っているような気がしたからだ。今までそんなこと気にしていなかったの

になぁ、と思う。 

「ねぇ、髪を誰かにあげるなら、トリートメントした方がいいかな」 

「かもね」 

 私は買っておいてそのままにしていたトリートメントがあることを思い出した。 

「あれどこにやったっけ…」 

「あんたの部屋散らかってるから見つからないんじゃないかな」 

「折角だし今日こそは片付けて見つけ出してみるよ。明日の私の髪を楽しみにしてて」 

…とは言ったものの、いざ自分の部屋に入ると、状況は壊滅的だった。昔から片付

けが苦手だ。使ったものはすぐそこにほっぽってしまう。そのおかげで部屋は無造作

に散らかっていた。探すのも面倒だし新しいの買うか、といつもなら思う。でも片付

けるって言ってしまったしなぁ。私は自分に言い聞かせるように「よしっ」と意気込

んだ。 

 

「あったぁ」 

 どの位時間がたったのだろうか。ようやくトリートメントを見つける事が出来た。

トリートメント以外にも櫛や手鏡、提出されずに眠っていたプリントなど、様々な物

が見つかり、前に比べて部屋はすっきりとした。何事もやってみないと分からないな

ぁと思う。私は埃にまみれた身体と髪を洗いに、鼻歌を歌いながら風呂場へ向かった。 

 身体と髪の毛を洗い終わって、トリートメントに手を伸ばすと、裏面の説明に「コ

ンディショナー後水気を軽く絞って適量を手のひらにつける」と書いてある事に気付

いた。今までこんな言葉とは無縁だったため、軽く絞るがどの位なのかも、適量がど

の位なのかも分からない。とりあえず、きゅっと絞った髪をトリートメントを広げた
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手のひらで優しく撫でてあげた。 

 やりなれない事ばかりで疲れた。風呂を上がるとすぐにリビングのソファーにダイ

ブした。その瞬間にトリートメントの甘い匂いがして口元がにやける。たった一つの

手間を加えただけで、こんなにも気持ちが満たされる事を知らなかった。私は声を上

げて笑ってしまった。 

 

 依頼がきてから四日目。登校する足取りがいつもよりずっと軽い気がした。 

「おはよう、二人とも」 

 北風が背中を押すと、先に待っていた二人に追いつく。 

「おはよう。ってあれ、髪いい匂いするね」 

「もしかしてトリートメント見つかった？」 

「そうだよ、昨日部屋の片付けして見つけたの。やってみないと分からないよね」 

 二人が信じられない、という顔をした。 

「私達が何度も片付けしようって言っても拒んだのに。なにがあんたをそんなに動か

すのか」 

 あきれるような、それでいて優しい声だった。 

「それで、髪を伸ばすことなんだけど」 

 すると突然、田中が声のトーンをおとした。 

「ヘアドネーションをするために必要な髪の長さって三十センチ以上なんだけど、そ

こまで伸ばすのに大体二年もかかるんだって」 

「え、本当？」 

 確かに髪が伸びるにはある程度の時間がかかる事は予想がつく。しかし、 

「私は長続きしないタイプだから、二年間も意識しなくちゃいけないだなんて、面倒

くさくて切っちゃうかもしれないなぁ」 

 私は三日も耐えられぬ三日坊主だ。例えば初日のノートは綺麗な字で、色ペンを駆

使しながらまとめるけれど、次の日にはマス目を無視したり、色ペンの存在を忘れて

いたりする。二年後は私達が丁度卒業する時だ。そのときまでとなると随分先の話に

思える。 

「まぁ面倒くさそうだよね。でもさっき自分で『やってみないと分からない』って言

っていたでしょう」 

と鈴木が励ましてくる。やってみないと分からない事は昨日の一日で十分理解できて

いた。 

「そうだよね。マイナスな事言ってごめん」 

 その時、髪の毛について少し気になる事があったのを思い出した。 

「ねぇ、食事が髪に影響するって本当なのかな」 

 髪の毛にはトリートメントを与えておけばいいと思っていたが、そうではないらし



9 

 

い。昨日、ドライヤーの風の当て方から食事に至るまで、髪の毛を綺麗にするために

は色々と気にしなくてはならない、という記事を見つけたのだ。二人は顔を見合わせ

て、そこまで気にするか、と笑った。私だってそう思う。けれど折角なんだからしっ

かり綺麗なものを渡したいと思うのだ。 

「それで、さっきの事なんだけど」 

と話を戻す。 

「食事が髪に影響するのは聞いた事あるかも。ほら、海藻がいいとか聞いた事ないか

な」 

 聞いた事ない。今まで興味を示さなかったから全く知らないのだ。 

「今日家庭科あったよね？その時先生に聞いてみようよ」 

と田中が誘ってきた。先生なら知っているかもしれない。 

「先生質問いいですか」 

 家庭科の授業が終わったタイミングで、「髪にいい食べ物を知っていますか」と尋

ねた。 

「わかめ、昆布とかは髪の発育を促してくれるわね。芋やごま、ナッツなんかは簡単

に取れるからオススメだよ」 

と教えてくれた。 

「ああ、あとコーヒーや紅茶の取りすぎはあまりいいとはされていないわね」 

「分かりました。ありがとうございました」 

 紅茶は好きでよく飲むから、飲みすぎないようにしなくては。 

 

「今日のご飯なにがいいかしら」 

 母は私が普段なんでもいいと言う事を知っていながら聞いてくる。本当になんでも

いいのだけれど、今日は折角先生から聞いた事を生かして 

「肉じゃがなんてどう？」 

と言うと母はどうしたの急に、と笑いながらじゃがいもを取り出してきた。 

「そういえばおばあちゃんからいちごが届いたけれど、食べたい？」 

「もちろん！」 

 果物はビタミンを含んでいて髪にもいいものだと先生が教えてくれた。 

 自分の中でだんだんと髪に対する意識が強まってきている気がする。 

 それから数か月。私たちは２年生になり、季節は夏へ移った。 

「あつ……」 

 首元には髪の毛と汗がべったりとくっついて放さない。忘れがちだが、私は髪を綺

麗にするために生真面目に努力しているわけではなく、依頼をしてきた子へ髪を渡す

ために毎日努力し、伸ばし続けている。だから、髪を三十センチ伸ばすまで切ること

ができない。 
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しかし、この自然を前にすれば、そんな気持ちがグラグラと揺らいでしまう。 

「髪の毛うっとうしい」 

と言う田中は最近、髪を切りたいが口癖になっている。鎖骨あたりにかかる髪はよく

跳ねるし、お風呂あがりのドライヤーは熱い。更に中々乾かないから時間がかかる。

私達の口からは次々と髪に対する文句が出てきてしまう。 

「髪の毛伸ばすだけなのに」 

 誰かがぽつりと呟いた。 

 

「席替えをします」 

２年生になってから二回目の席替えで、私は山田花子さんという女の子の隣の席に

なった。山田さんは入学式だろうと体育祭だろうと学校に来たことがないし、小学校

は別だったから顔を見たことがない。だから特別気になる訳ではないのだが、隣の席

がいないとペア活動の時間に先生とペアにならなくてはいけない。英語の授業だけで

もいいから来てくれないかな、なんて思う。 

「ぼーっとしてどうしたの？次プールの授業だけど」 

「あ、ごめんまって」 

教室には誰も残っていなかった。 

 いくら授業といえど、炎天下の中で生ぬるい水に入るのは気が引ける。 

それにプールでは髪を帽子の中にきっちりとしまうから、終わった後の髪はいつも

鳥の巣みたいになってしまう。しかし 

「髪の毛のとおりめっちゃよくない？」 

「最近髪の毛さらさらだよね」 

へ、と間抜けた声を出してしまった。確かに今日の髪の毛は櫛でとかせばすぅっ、

ととおってくれるし、鳥の巣になっていない。クラスメイトがどうしたらそんな髪質

になれるの、と羨ましがった。 

「それに髪の毛１年生の時に比べて伸びたよね、似合ってる」 

その言葉にふふっと笑みがこぼれた。 

まだ髪を切るのも、手入れをやめるのもやめよう。 

「ありがとう」 

そう言って私はヘアオイルを手に取った。 

  

 ３年生に進級して間もないある日の事。委員会の関係で帰るのが遅くなってしまい、

黒く染まった空の下で一人歩いていると、姉妹らしき二人とすれ違った。 

別にそれだけの事だ、と思ったその時だった。 

妹と思われる女の子が 

「髪の毛、誰もくれなかったね」 
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と言ったのが聞こえたのだ。 

「そうだね」 

とお姉ちゃんらしき子が切なげに呟く。 

その言葉に鼓動が早まる。震えているのがばれないようにぎゅっと握りしめた手に

は、あの日の依頼があった。 

「この依頼は」 

静かな夜に声が響いた。 

すると妹らしき女の子が、 

「たまが書いたお手紙だ！」 

と言いながらトタトタと駆け寄ってきた。 

「どうして依頼してくれたの？」 

私はその子の目線に合わせるようにしゃがんで聞いた。するとその答えは意外にも

上から降ってきた。 

「私は病気で髪を失ったんです。そのせいで、皆と違うから、学校に行きたくても行

く勇気がでなくて。そうしたら、妹が髪の毛もらえれば変われるかもって。」 

なんとなく気まずい空気が流れた。 

「名前聞いてもいいですか？」 

私は空気をかえる為に当たり障りのない質問を選んだはずだった。 

「私は山田花子で、こっちは妹のたま子です」 

その言葉に、心臓が止まりそうになった。 

 

 もう少し話したいから、と言われて招待されたのは山田家だ。 

「お邪魔します」と言って家に上がらせてもらうと、山田家のお母さんが目を丸く

して迎えてくれた。外では暗くてよく見えなかったけれど、はっきりと見えた花子さ

んの細い肩がゆっくり上下している様子や瞬きが、彼女は生きているのだ、と訴えて

いるような気がした。 

「あなたは依頼、受けてくれたの？」 

と花子さんが尋ねたので、「私と、あと二人の友達が」と言うと、 

「二人も？私だったらこの依頼、気持ち悪がって受けないのに」 

と彼女は苦笑交じりに言った。 

「確かにはじめ見たときは、とっても怖いって思ったんです。でも、この依頼の意図

が少しだけ見えたとき、もしかしたらこの子はすごい困っているのかもしれない、こ

れを書くのにすごい勇気が必要だったんじゃないかって思ったんです。そしたら、た

とえそれがあっていようがいまいが、出来ることをやってみようって思ったんです。

さっき言った二人も同じ考えなんですよ。この依頼一つで、私は変われたんです。人

のためって思っていた事が、全部自分のために繫がるんだって気付けました。だから
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私は、この依頼を受けて良かったって、今は思っています」 

自分で口に出してみて、あぁこれが私を動かす力だったのかと思った。 

あの日片付けた部屋は今でも綺麗を保っている。 

彼女は私の言葉を聞いて、「ありがとう」と笑った。 

「それで依頼の事なんだけれど、卒業式の次の日に髪を切ろうと思っているの。だか

らその日まで、まっていてくれるかな」 

そう聞くと、彼女はうん、と頷いた。 

 

 花子ちゃんとの出会いから約一年。髪を切る日がやってきた。 

「いやー、伸びたよね、髪」 

私達三人は肩を並べて美容院へ向かっていた。 

「なんだかお別れが多いね」 

と田中が言うと、私と鈴木もうんうん、と頷く。すると鈴木が驚いたように、 

「あれ、あそこにいるのって」 

と指を指して言った。 

「そう、花子ちゃんを呼んだんだ。見届けてもらおうって思って」 

なぜ鈴木と田中が花子ちゃんに気付けたのか、というと、あの日をきっかけに友達

になれたからだ。 

 花子ちゃんは髪の毛が無い事を理解されなくて、学校に行きたくても行けなかった。

それは変わらない事実だ。でも、花子ちゃんが私達と同じ中学生だった事も、友達で

あるという事も、変わりようのない事実である。 

あの日見た一つの依頼は、一人の女の子に可能性をあげるためにあったものなのだ

と思う。 

だから、 

「髪の毛をください」 

花子ちゃんは私達の目を見てほんのりと笑い、そう言った。 

今の鈴木と田中の眉間に皺は寄っていない。 

「もちろん」 

私達はそう言って、彼女に笑い返した。 
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短編小説部門 大賞受賞作品 
 
The Christmas Ｗar     矢池 亜美／作 
 

 

これは僕の家族の、クリスマスプレゼントをめぐる戦いの記録だ。 

 

クリスマス一週間前 

〈僕 side〉 

 今年もこの季節がやって来た！ 

商店街では至る所にクリスマスの飾り付けがされ、あわてんぼうなサンタクロース

がお店の宣伝を頑張っている。クリスマス大抽選会も行われているようで、人だかり

から、ガラガラを回す音と、大当たりのベルの音が聞こえてくる。 

僕――東隼斗は放課後、同じ三年一組の友達の裕樹くんと一緒に、小学校から帰っ

ていた。裕樹くんも一週間後のクリスマスを待ち遠しそうに、目をキラキラさせなが

らおもちゃ屋のショーウインドーを眺めている。話題はもちろんクリスマスプレゼン

トのことだ。 

「ねえねえ、裕樹くんってクリスマスプレゼント決めた？」 

「うん！もちろんゲーム！スイッチにするつもりー」 

「えっ、マジ!?僕も一緒！」 

 じゃあ今度一緒に遊ぼうよ、と言いかけて、直前で言葉を飲み込んだ。そうだった、

スイッチをゲットするには、毎年の事ながら乗り越えなければならない高い高い壁が

あるのだ。 

 

〈お母さん side〉 

 夕食のカレー作りをしていると、ただいまー、と元気な声とともに隼斗が帰ってき

た。 

「おかえりー。おやつは机の上ねー」 

あ、それともう一つ。 

「それから、そろそろクリスマスプレゼントに何が欲しいのかサンタさんに手紙書い

て持ってきなさいよー」 

 隼斗は、はーい、と返事を残して子ども部屋に行った――と思えば、手に何かを持

って、すごい勢いで戻ってきた。 

「はい！」 

と満面の笑みで手渡されたのは宿題のプリントで、裏に返すと、 

“サンタさんへ スイッチがほしいです” 
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とだけ書いてあった。 

ああ、やっぱりスイッチか……。走り書きされた文字を見て頭を抱える。隼斗が欲

しいと言いそうな物は全て事前に調査済みだ。確かスイッチは三万円くらいだったは

ず。今年のクリスマスプレゼントの予算は一人五千円だから、明らかに予算オーバー

だ。はあー、なんでよりによって高いものばっかり欲しがるんだろ。 

「スイッチはダメ。ほかの物にして」 

「えーーー」 

 隼斗の顔が、さっきまでの満面の笑みが嘘だったかのように落胆の色に染まる。 

「なんでダメなのー」 

 そりゃ予算オーバーだからよ！と心の中で叫ぶ。でもそれを言ってしまうと、プレ

ゼントを用意しているのはサンタだっていう設定が……。 

「なんでって、スイッチもらったらゲームばっかりして勉強しなくなるでしょ」 

「じゃあ、ちゃんと勉強もするから！ねえ、お願い！」 

「ダ～メ！今だって宿題もせずにゲームばっかりしてるじゃない。それに、もし目が

悪くなったりしたらどうするのよ。とにかくほかの物を考えてもう一回持ってきなさ

い」 

 えー、とまだ不服そうな様子の隼斗だったが、まあまあ、とりあえずおやつでも食

べたら？とごまかすと、すぐに機嫌を直してドーナツを食べ始めた。まったく、現金

な奴だ。 

 

〈僕 side〉 

ああーーーーー、やっぱり駄目だったか。僕は子供部屋に戻ると自分のベッドにダ

イブした。 

うちでは、サンタさんへの手紙はお母さんに渡すことになっている。お母さんが、

僕と妹の二人分をまとめてサンタさんに郵送するためらしい。だけどお母さんが、僕

たちが書いた手紙に宛名を書いているところも、ポストに投函しているところも僕は

見たことがない。サンタさんって本当は……。 

まあそんなわけで、僕はお母さんが納得したものしかもらえないというわけだ。ほ

ぼ毎年却下されるから、もう恒例行事みたいになってきている。 

しかもさっきのお母さんの反応からすると、今年の壁は思っていたより高いようだ。

これからの作戦は……まずはお父さんを味方につけよう。あとは……情報収集とか？ 

ふと横を見ると、妹の鈴花が、プリキュアの便箋に真剣な表情で何か書いていた。

作戦を考えるのをいったん中断して、音をたてないように後ろからこっそりのぞいて

みる。鈴花もサンタさんに手紙を書いているようだ。何をお願いするのか気になった

ので、拙い文字の解読を試みる。ツノ、……ツノレバニヤフャミリー??何だそれ？―

―しばらく考えてやっと答えがわかった。 
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「シルバニアファミリーか！」 

 鈴花は背後から聞こえてきた僕の声にビクッと飛び上がり、 

「もうっ、見んで！」 

と慌てて手紙を隠した。 

 

〈お父さん side〉 

 仕事からの帰り道、車の窓からはカラフルなイルミネーションでライトアップされ

たお店がいくつも見える。クリスマスももうすぐか。今年のケーキはどんなやつだろ

う。甘党の代表としてはイチゴがたくさんのっているやつがいいな。そんなことをぼ

んやり考えていると、いつの間にか家に着いていた。 

 

 ただいまー、と家に入ると、キッチンのほうからカレーのいい匂いがしてきた。さ

らに子供部屋からは子供たちが飛び出してきた。 

「お父さんおかえり～」 

 ものすごい勢いで飛びついてきた二人を両手で抱きとめる。最近は一度に二人とな

るとバランスを崩さないようにするので精一杯だ。何もわざわざ全力疾走で突っ込ん

でこなくてもいいのに。 

「ねえねえ、お父さん、僕今年のクリスマスはスイッチが欲しい！」 

 お、おう。なかなか唐突だな。 

「ほお、あの噂のスイッチか。いいんじゃないか？」 

「本当？やったー！」 

 やっぱり子供というのは不思議な生き物だ。どうして自分が欲しいものを言っただ

けでこんなに大喜びするんだ？ 

 ん、何だ？何か突き刺さるような視線をビシビシ感じる。視線の元をたどると、妻

の目つきが鋭くなっていた。 

 えーっと、私何か悪いことしましたでしょうか？何も心当たりがないのですが……。 

 

〈お母さん side〉 

ええええっ、ちょっとちょっと、「いいんじゃないか？」って何勝手なこと言って

んのよ!? 

殺気のこもった目で見つめていると、夫が危険を察知した小動物のように、ビクッ

と跳ねた。 

 いい？子供たちが寝たら集合な？ 

 

 子供たちが寝静まり、一日も終わりに近づいてきた頃。ダイニングでは「子供たち

のクリスマスプレゼント大会議」が繰り広げられていた。 
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「だーかーらー、スイッチは高いから無理！」 

「スイッチってそんなに高いのか？」 

「そうよ、予算が一人五千円なのに、三万円もするのよ」 

「中古とかでいい感じのはないのか？」 

「それも調べてみたけど、安いやつはほとんど売り切れてたわね。それにクリスマス

プレゼントに中古っていうのも何かねえ……」 

「うーん、やっぱりどうしてもだめなのか？」 

「さっきも言ったけど、この家の家計では無理ね。コロナで収入も減っているんだか

ら」 

「でもせっかくのクリスマスだろ？」 

「……今年のクリスマスケーキはなしになるかしら」 

「いや、ちょっ、ちょっと待ってくれよ。それだけは勘弁してくれ」 

「じゃあちゃんと隼斗を説得してくれる？」 

「それも俺がするのか？」 

「ケーキは……」 

「わかっ、わかったよ。とにかく説得すればいいんだろ？」 

私はよくできましたというように大きく頷いた。 

 

〈僕 side〉 

ベッドに入ってから約三十分。僕はまだ寝付けずにいた。僕も頭の中は、スイッチ

どうするか、ということでいっぱいだ。しばらくあれこれと考えながらゴロゴロして

いると、ダイニングの方からかすかに話し声が聞こえてきた。 

「……たちのクリ……ゼントのこ……だけどさ」 

お母さんの声がとぎれとぎれに聞こえてくる。名探偵隼斗が推理する限り、話題は

僕たちのクリスマスプレゼントのことだ。僕は少しでも情報をゲットするべく、一階

まで下りてダイニングのドアの前までこっそり移動する。気分はテレビドラマに出て

くる刑事さんだ。 

「さっき隼斗がスイッチほしいって言ったとき、いいんじゃないかって言ってたでし

ょ？」 

ん？何だか嫌な予感が…… 

「うん、そうだけど何かマズかった？」 

いえいえ、とんでもない！全然、全く、一ミリも、マズくないです！ 

「スイッチは予算オーバーだから買えないのよね」 

何ですと!!なんかよくわからないけど、スイッチダメなのは僕が勉強しなくなるから

じゃなかったのか!?それよりもっと聞き捨てならないことが……。「買えない」って

やっぱりお母さんがサンタクロースだってこと!?じゃあこの前お母さんにサンタさん
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って本当にいるの？って聞いたときに「いるよ」って言ってたのはあれは全部嘘だっ

たってこと!?  

「そうだったのか？それは知らなかったな」 

え、まさかのお父さんもグル!?何かもうショックが大きすぎる。 

ああっ、もうサンタさんが誰だっていいや。まだ決定的な証拠を掴んだわけではな

いんだし。とりあえず僕は開き直ってお父さんを応援することにした。 

「私も言ってなかったから仕方ないけど、隼斗に期待させるようなことはあんまり言

わないでね」 

僕は知っている。この場合の「あんまり」は「何があっても絶対」っていう意味だ。 

「でも、隼斗にいいって言ってしまったしな。何とか、」 

「なりません！」 

 お父さんがんばれ～！お母さんに負けるな～！ 

「どうしてもだめなのか？」 

「だーかーらー、スイッチは高いから無理！」 

「スイッチってそんなに高いのか？」 

 

お父さんとお母さんの話し合い（？）はまだまだ続いている。ていうかお父さん、

ケーキで脅されたからって屈したらだめでしょ。はぁ、お父さんは「あんまり」当て

にならないようだ。 

そろそろ戻って寝るか。しばらく二人の話を盗み聞きした後、部屋に戻ろうと一歩

目を踏み出したその瞬間、 

バンッッ!!ドサッ!! 

 何かにつまずいて盛大にこけた。……こんなところに何か置いてあったっけ？ 

「ん？何の音？」 

「見てこようか？」 

 やばい、どうしよう、お父さんが来る！ 

 

〈妹 side〉 

 メリークリスマス！ささやき声と共に、誰かが大きなプレゼントを静かに私の枕元

に置く。私はこの瞬間にも飛び起きたい気持ちを我慢して、布団の隙間からこっそり

様子をのぞく。白いひげに赤い服。手には白い袋を持っている。やっぱりサンタさん

だ！サンタさんはお兄ちゃんのところにもプレゼントを置いてから、ドアの方に帰っ

ていく。名残惜しいけど、サンタさんはほかの子供のところにも行かないといけない

んだ。だからしょうがない。きっとまた来年も来てくれるよね。私はそうやって自分

を納得させながらサンタさんを見つめていると、 

 バンッッ!!ドサッ!! 
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――サンタさんは突然何もないところでずっこけ、そそくさと部屋から出て行った。 

 

翌日の朝 

〈お父さん side〉 

「お父さんおはよう」 

 朝食後、いつものようにダイニングで新聞を読んでいると隼斗が起きてきた。 

「おはよう」 

珍しいこともあったもんだな。隼斗が自分で起きるなんて。 

「あ、お父さん、僕も新聞読みたい」 

これまた珍しいな。あの隼斗が自分から新聞を読みたいと言い出すなんて。我が息

子の成長に感動してき…… 

 前言撤回。隼斗の目当ては新聞と一緒に配達されるチラシのほうだったようだ。俺

が渡した新聞には目もくれない。 

「そっちはチラシな？新聞はこっちだぞ？」 

 チラシを読んでいる隼斗の顔は真剣そのもので、俺の声は届いていないようである。

しばらくその様子を眺めていると、不意に隼斗の手が止まった。 

「何見てんだ？」 

 覗いてみると、ある家電量販店のものだった。ゲームやおもちゃも売っているらし

い。いかにも「クリスマス商戦真っ只中です!!」という感じの広告だ。派手に書いてあ

る商品もよく見たら、これとか八円しか安くなってないし。で、隼斗を釘付けにして

いたものは、案の定スイッチだった。 

昨日の妻とのやり取りが思いだされる。……ケーキのためだ、ケーキのため。心の

中で何度も念じながら口を開いた。 

「あー、あのな、隼斗。えーっと、なんだ、その……」 

「あっ、お父さん!!」 

「何だ？ていうか今お父さんが話そうとしてたとこだぞ」 

「やっぱりなんでもない」 

 なんでもないと言われると逆に気になってくるじゃないか。って、もうどこかいっ

てるし。まったく、あいつは何をしたいんだか。 

 

〈妹 side〉 

「……ふぉふぁひょう」 

 目をゴシゴシこすりながらダイニングに行く。 

ちょうどお兄ちゃんと入れ違いになった。机に着いてご飯を食べようとしたとき、

さっきまでお兄ちゃんがいたところに、何か置いてあるのが目に留まった。 

「あれ？ゲームのチラシだ！何でここにあるの??」 
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「さっきまで隼斗が見ていたからな」 

「あっ、クリスマスプレゼント？お兄ちゃんはプレゼント何にするの？」 

「……」 

「……隼斗はまだ決まってないみたいよ」 

「ふうん」 

 ん？何で一瞬静かになったの？まぁ気にすることでもないか。 

「今年もちゃんとサンタさん来てくれるかなー。……あっ、そういえばね、昨日の夜

ね、鈴花ね、サンタさんの夢見たんだよ」 

「へー、どんな夢？」 

「えっとね、サンタさんがね、子供部屋にプレゼント持ってきてね、帰ろうとしたと

きにね、何もないところでこけたんだよー！」 

 私が説明すると、お父さんとお母さんは顔を見合わせた。 

「あら、サンタさんが？それからどうなったの？」 

「何か慌てて部屋から出て行ってね、そこで一回目が覚めちゃった」 

「そっかー、サンタさんこけちゃったかー。怪我して無いといいわね」 

 お父さんがわざとらしく咳をして言った。 

「あ、そういえば昨日の夜、廊下のほうで誰かがこけるような音がしたよな。昨日隼

斗はちゃんと寝ていたか？」 

「鈴花は寝てたから知らなーい。でもそれきっとサンタさんだよ！サンタさんがクリ

スマスの練習に来たんだよ！」 

 多分サンタさんは迷子にならずにみんなのお家に行けるか確認していたんだ。うん、

きっとそうに違いない。 

 

〈僕 side〉 

登校班の集合場所に行くと、裕樹くんはもうすでに来ていた。僕は昨日の夜からず

っと気になっていたことを早速聞いてみた。 

「裕樹くんってサンタさんいると思う？」 

 班長の六年生のお兄ちゃんが何だか温かい目で僕たちの話を聞いている。 

「サンタさん？うーん、でも毎年プレゼントが届いてるからいるんじゃないかな？」 

「なんかさ、昨日の夜にさ、僕が布団の中でゴロゴロしてたらさ――」 

 僕は昨日あったことを裕樹くんに話した。 

 えーほんとにー？そんなことあるー？とわいわい騒ぎながら商店街を通っていく。 

 商店街では季節によって色々なイベントをしていたりする。今は抽選会をしている

ようだ。はっぴを着た係のお姉さんが、ガラガラのやつ（何ていうんだっけ？）を準

備している。景品は……一等が大型テレビで、二等がスイッチ（!!）、三等が商店街で

使える商品券らしい。 



20 

 

 そろそろ他のお店も開店準備を始める頃だ。今ちょうどシャッターを開けているお

店の目の前を通りながら、僕は今日もいつものように学校に向かった。 

 

同じ日の夕方 

〈お父さん side〉 

今日はクリスマスケーキの予約を頼まれている。お店は商店街の真ん中らへんにあ

る小さなケーキ屋で、予算は三千円。予算内でできるだけおいしそうなものを予約す

るのが俺のミッションだ。 

「いらっしゃいませー」 

 店内に入ると、ガラスケースに飾られた、色とりどりのケーキに目を奪われる。ど

うしよう、どれもおいしそうだ。しばらく迷っていると、全く動く気配のない俺を見

かねて、店員さんが話しかけてくれた。 

「クリスマスケーキのご予約ですか？それでしたら、こちらのケーキが一番人気です

よ」 

 店員さんがオススメしてくれたのは、少し小さめだけど、イチゴがたくさんのって

いておいしそうなショートケーキだった。これならサンタの砂糖菓子ものっているし、

子供たちも喜んでくれそうだ。値段は……消費税抜きで二千七百円だから完璧だ。 

「じゃあこれでお願いします」 

あっさり決まってしまった。さっきまでの悩んでいたあの十分間は何だったんだ。 

「はい、こちらお釣りとレシートとケーキの引換券とわくわくポイントカードと次回

使えるお得な割引券とクリスマス大抽選会の抽選券五枚になりまーす」 

 そういえば何か抽選会みたいなやつやってたな。後で行ってみるか。……その前に

この両手に握り締めているものをどうにかしよう。――お釣りとケーキの引換券レシ

ートとわくわくポイントカードと次回使えるお得な割引券とクリスマス大抽選会の抽

選券五枚。……あの店員さん、よく噛まずに一息で言えたよな。 

 

〈お母さん side〉 

ピロリン♪ 

着信音がしてスマホを確認すると、夫からラインがきていた。クリスマスケーキは

無事に予約できたらしい。ガラスケースの中のケーキとのツーショット写真付きだ。

ちゃっかりピースまでしてるし。 

「子供かよ」 

 おっと、心の声が。 

とにかくこれで残る問題は隼斗のプレゼントだけだな。 

 

クリスマスイブ 
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〈妹 aide〉 

ついに来た！クリスマスイブ!! 

今日は一日中サンタさんのことを考えてわくわくしていた。今年こそは寝ないでサ

ンタさんに会うんだ！ 

 眠たくならないようにするには、頭の中で羊を数えればいいんだっけ？ 

 

〈僕 side〉 

ついに来た！クリスマスイブ!! 

結局プレゼントはスイッチが却下されて、代わりに漫画をお願いした。いや、だっ

て「今年のクリスマスは何も届かなくなるわよ」って脅されたらそうするしかなくな

るじゃないか！あ、今、お前もお父さんと同じじゃないかって笑ったな？言っておく

けど、僕はお父さんとは違ってやられっぱなしではないからな！ 

実は子供部屋にちょっとした仕掛けを作っておいた。サンタさんには申し訳ないが、

罠に引っ掛かってもらおう。今年こそサンタさんの正体、暴いてやるからな！ 

 

〈お母さん side〉 

ついに来た！クリスマスイブ!! 

最大の難問だった隼斗のプレゼント問題も華麗に（？）解決できたし、今年も平穏

無事とまではいえなくても、なかなかいいクリスマスになりそうだ。 

夫のサンタの衣装をチェックして、子供部屋に送り出す。ちゃっかり隠し撮りして

おいた写真は、後でスマホの背景にでもしておこう。 

明日が素敵なクリスマスになりますように!! 

 

〈お父さん side〉 

ついに来た！クリスマスイブ!! 

そろそろ俺の出番がやってくる。今、俺は赤い服を着て、白いひげで顔も隠して、

すっかりサンタに変身している。 

服装よし、プレゼントよし、心の準備もよし。これで出動準備は整った。妻に見送

られて子供部屋にいざ出陣だ。 

 

ドアノブを回して静かにドアを開ける。もしかしたらこれが一年で一番緊張する瞬

間かもしれない。さっきから心臓がバクバクしている。子供たちが起きているかもし

れないと考えると……いや、今は考えないでおこう。そのまま忍者のようにそろりそ

ろりと進んでいく。 

「うおっ!?」 
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 いきなり足が滑った。こけるのはぎりぎりで免れたものの、ついつい大きな声が出

てしまった。一体何が起こったんだ？これじゃあ鈴花が見た夢と一緒じゃないか。と

りあえず一回落ち着こう。自分に言い聞かせてから足元に目を凝らす。 

 そこにあったのは……え？バナナの皮!?床にはバナナの皮が七、八個きれいに並べ

られていた。誰だよこんなものここに置いたのは。……いや、あいつくらいしかいな

いか。まぁ、このためだけに嫌いなバナナを食べたその勇気だけは誉めてやろうじゃ

ないか。 

あ……。とてもとても嫌な予感がする。子供たちのほうに視線を向けると、最悪な

ことに二人とも目を覚ましてこちらを見ていた。 

ヤバイ、これはマズイぞ。どうすればいい？落ち着いて冷静に考えるんだ、俺。 

「メリークリスマス!!」 

 苦肉の策で、サンタっぽく低いしわがれた声で言ってみた。たちまち二人の顔がぱ

あっと明るくなったのが暗がりの中でもわかる。おっ、これは意外といけるかもしれ

ない。わからんけど。 

 

〈妹 side〉 

ないんしーぷず、てんしーぷず……、いれぶん……しーぷず、…………じゅう……

にしーぷ……ず………………。 

十二って英語で何だったっけ？ぼうっとした頭で考える。それよりまだ十二匹しか

数えていないのに、もう眠たくなってきた。何だか数えれば数えるほど眠たくなって

くる気がする。何で？ 

 

「うおっ!?」 

 いきなり大きな声が聞こえてきた。 

えっ、何？起き上がってみると誰かが屈んで床を見つめていた。は？何してんの？ 

「メリークリスマス!!」 

 その「誰か」は私の視線に気づいたのか、こちらを向くとそう言った。 

 ……って言うことはサンタさん!? 

 一瞬遅れて喜びが沸いてきた。 

 やったー！ついにサンタさんに会えたんだ！ 

 ……でもどうして、さっきからその変な体勢なの？ 

 

クリスマス 

〈僕 side〉 

妹がはしゃいでいる声で目が覚めた。 



23 

 

そういえば結局昨日はサンタさんの正体についての決定的な証拠は掴めなかった。

トラップには引っかかってくれたんだけどなぁ。ずっこけさせるためにはもうちょっ

とバナナが必要だったのかもしれない。まだまだ改良しないと。 

それにしても、「うおっ」って悲鳴が聞こえてきたときには、やっぱりお父さんだ!!

って思ったのに。そのあと「メリークリスマス」って言っていた声は、いつものお父

さんの声ではなかったんだよなぁ。でもまぁ、もうちょっと謎のままにしておいても

いいかな。 

ツノレバニヤフャミリー…じゃなかった、シルバニアファミリーをもらって早速遊

び始めている妹を見ていると、僕もプレゼントが気になってきた。どんな漫画が届い

たんだろう？ 

プレゼントを開けてみる。そこにあったのは……スイッチ!?どういうこと??スイッ

チはダメだったんじゃあ……。 

何があったのかはわからないけど、 

「やったーーーー!!!」 

 

スイッチを両手で抱えて階段を駆け下りていく。 

「お母さん、スイッチ!!」 

「あ、おはよう。隼斗、お母さんはスイッチじゃありませ……えっ!?」 

 お母さんがこっちを向いたままフリーズする。 

「……あんた何でスイッチ持ってんの？」 

「何でって、サンタさんからのクリスマスプレゼントだよ！」 

「!?」 

 お母さんも驚いているようで、っていうか僕の何倍もびっくりしている気がする。

さっきから開いた口が塞がっていない。 

お父さんもダイニングにやってきた。 

「お父さん見て！スイッチ!!」 

「そうか、良かったな。やっぱりサンタさんは隼斗の欲しい物がわかってたんだな」 

 そう言って笑ったお父さんの顔が、なぜだか昨日見たサンタさんの姿に重なって見

えた。 

 

クリスマスはまだ始まったばかりだ。 
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編 集 後 記 

 

 昨年と同様コロナ禍での開催となりましたが、私たちの想像を遥かに超えたご応募を

いただきました。皆様のご参加によって毎年開催ができております。本当にありがとう

ございます。 

 

 いただいた作品はどれもクオリティが高く、できることであればすべての作品を掲載

し、たくさんの人に読んでいただきたいくらいでした。それは、短編小説部門の大賞 W

受賞にも表れていると思います。 

 

 ゼロから何かを生みだすということはとても大変で時間のかかることだと思います

が、中学生・高校生という世代の皆様がこうして素晴らしい作品を編み出し、応募して

くれることが大変ありがたいことだと感じています。 

 ぜひ今後も創作活動を続けていただき、YA 大賞だけではなく様々なものにチャレンジ

してみてください。私達は来年も無事開催できるよう、努めてまいります。 

 

 大賞受賞作品は製本され、橋本図書館の蔵書になります。歴代の受賞作品も製本版で

読むことができますので、ぜひＹＡコーナーで手に取ってみてください。 

 

 

YA 大賞担当       

        

 

※「YD petit vol.41」の編集に際し、作者の方々にご了承を頂いて、一部訂正・レイアウトの変更を

行っております。 
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