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受賞作品発表！！ 

ＹＡ大賞は今年で１３年目を迎えました。 

今回は小説４作品、詩２作品、帯部門３作品、新たに開設した川柳部門は 

３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いたしましたのでご報告いたします。 

授賞式のお知らせ 

ＹＡ大賞２０１7 の授賞式を兼ねた座談会を下記の通り行います。受賞された方々

と応募者のみなさんで、作品のこと思っていることなど自由に語り合う会です。  

中高生ならどなたでも参加できますので興味をもたれた方、お待ちしています！ 

記                                           

日時 ： ２０１7 年１０月１5 日（日） 午後１時～ 

場所 ： mewe 橋本５Ｆ コミュニティールーム 

（お問い合わせ ： 相模原市立橋本図書館 

             ＴＥＬ ０４２―７７０－６６００／ＹＡ担当まで） 

＜小説部門＞  

大賞  副賞／図書券 

『夏の嘘の記憶』              日部 星花／著 

 

＜詩部門＞ 投票総数 ５７票 

 大賞  副賞／図書券 

『相模原⇔フェアバンクス』 Ｓｈｉｏｎ／著 ３０票 

 

＜帯部門＞ 投票総数 ７５票 

 大賞  副賞／図書券 

『悪い本』                    薛星雨／著  ３３票 

 

＜川柳部門＞ 投票総数 ６２票 

 大賞  副賞／図書券 

『君がため なんて言って 我がため』アッサム／著 １８票 



４ 

 

 

 

 

今年は短編小説４編、詩２編、帯３つ、川柳が３句集まりました。 

短編小説は、どの作品にもそれぞれの雰囲気があり、物語にぐっと引き込まれました。

またいずれも深いテーマを扱っており、ＹＡ世代が普段どのようなことを感じ、考えて

いるのかが垣間見えた気がします。 

詩は、テイストが対照的な２つが応募されました。詩にはこれといった定義や決まり

がないため自由な表現ができるのが面白いところですね。 

帯は、どれもきれいな色づかいやはっきりとしたイラストが特徴的で、『この本を読

んでみたい！』とつい手に取りたくなるデザインでした。ＹＡ掲示板の前で本を見てい

た親子が「かわいいね」「すごいね」と笑顔で話していたのが微笑ましかったです。 

川柳部門は、今年新たに開設したニューフェイス。いかがでしたか？初の試みという

こともあり、五七五音という限られた文字数の中で皆さんがどんなメッセージを込める

のか楽しみでした。 

昨年今年と２年続けて部門が増えた YA 大賞。さまざまなジャンルを扱うことでより

多種多様な作品に出会えるようになったことを、とても嬉しく思います。 

また、詩・帯・川柳部門に関しては一般投票も行いました。投票にご参加いただいた

皆さん、どうもありがとうございました。来年はどんな力作を読めるのか、図書館スタ

ッフ一同楽しみにしています！ 

 

 

 

◆◆◆投票した橋本図書館スタッフのコメントをご紹介します。◆◆◆ 

【小説部門】 

大賞受賞作品 『夏の嘘の記憶』 

●「風鈴を買ってきたの。」と嬉しそうに言ったリカはわたしの幼馴染で、大切な親友。

今どき風鈴なんてと思ったけれど・・・それは黙っておいた。――これは機械化の進

んだ未来の世界に住む少女たちの夏の日の出来事。 

・・・起承転結がしっかりしていて、文体も読みやすいものでした。後半で SF 譚であ

ると明かされる構成も上手く、たいへん完成度が高いと感じました。 

・・・全編に散りばめられた数々の伏線や主題へのヒントが実に心憎い。読み手の読解

力と創造性を試している作者からの挑戦状のようだと思いました。 

・・・現代文明と未来への警鐘を強烈に打ち鳴らす作者の静かな主張が感じ取れました。

強烈な文明批判も含みながら読み物としての魅力も失っていません。 

作品を読み終えて・・・ 



                    ５ 

【詩部門】 

大賞受賞作品 『相模原⇔フェアバンクス』 

●アメリカのフェアバンクスで過ごした日々を思い描いた詩。現地の人々との交流や、

フェアバンクスの情景がよくうかがえます。 

・・・相模原とアメリカのフェアバンクスが比較されて詠まれていることが、斬新でお

もしろいです。 

・・・大切にしたい気持ちがリズム良く書かれていて読みやすく、好感が持てました。 

・・・「異国にできたもう一人の母」というフレーズが、単に「お世話になった人」以

上の心のつながりを感じてとてもいいなと思います。 

 

【帯部門】 

大賞受賞作品 『悪い本』 

・・・インパクトがあるキャッチコピーで、手に取って読みたくなります。読者に訴

えかけるようでいいなと思いました。 

・・・「悪い事とはなにかを教えてくれる絵本です」が意味深で惹かれました。色合い

やデザインが表紙によく馴染んでいると思います。 

・・・本のタイトルや内容説明に意識を向けるように誘導して作られているところが

上手だと思いました。 

 

【川柳部門】 

大賞受賞作品『君がため なんて言って 我がため』 

・・・結局自分が大切という気持ちは誰しも心のどこかで持っていて、皮肉っぽいと

ころが川柳らしくて良かったです。 

・・・痛いところをついている、ひねた見方・・・10 代のストレートで素直な気持ち

をうまくまとめていて良いと思いました。 

・・・君のために何かをするのは、君が喜ぶから。君が喜ぶと僕も嬉しいから、とい

うことかな？それとも・・・。いろいろな捉え方ができておもしろいです。 
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『夏の嘘の記憶』    

 

風鈴を買ってきたの、とリカは嬉しそうに言った。彼女が手にしたそれは、風に揺られ

てチリンチリンと音を立てている。 
「風鈴なんて珍しいね。どこで発掘してきたの？」 
「ほら、すぐそこの雑貨屋さん。今、ちょうど夏だし、ちょうどいいかなと思って買っち

ゃった」 
 リカは笑顔のまま、窓枠に風鈴を飾る。今時、夏に風鈴を飾るなんてね、と私は思った

けれど、あえて口に出す必要もないので黙っておいた。 
 リカは昔から気の弱い子で、私が何かを否定すると、だいたい持論を引っ込めてしまう。

私が風鈴について何か反論じみたことを口出しすれば、彼女はきっとすぐにそれを捨てて

しまうだろう。 
 ……リカと私は、小学校時代からの幼馴染だ。全寮制の中高一貫校に一緒に入学してか

らも、寮も部屋も一緒。 
 加えてリカはけっこうな人見知りであまり友達もいないからか、何をするにも彼女はい

つでも私に引っ付いてきた。 
 私はそれが煩わしくもあり、愉快でもある。長年彼女の親友をやっているのも、そこが

大きいだろう。もちろんリカのことは親友として大切に思っているし、こちらとしてもリ

カがいないときっと寂しいのだろうけど。 
 
 リカは鼻歌でも歌い出しそうな感じで風鈴を見ている。何がそんなに楽しいのかがよく

わからなくて聞いてみると、彼女は笑顔でこう返してきた。 
「何か、風情がない？ 最近は機械化が進んでて、職人が一つ一つ手作りするこういうの

ってあまり見ないけど、私好きなの。なんか、『人間』って感じで」 
「そんなもんかなぁ」 
 確かに昔を思わせる風鈴のようなものはほとんど使われなくなっていた。二×××年現

在、確かに人類は発展し、機械化も進んでいる。 
 去年は、ほんの一部を除いて、人類がかかる全ての病気を治すことが出来るようになっ

たと発表されていたし、しかも既に一世紀前にはもう、夏も冬も関係なく快適な温度に体

温を保つことが出来る技術も開発されているのだ。 
 それでも四季を感じるために、厚着をしたり薄着をしたりする人達はいるようだが、そ

れも少ない。もっとも、リカはその人たちに分類されるのだが。 
「そうだ、夏だし、休み期間は海にも行ってみようよ。きっと綺麗だよ」 
「えー、やだよ私水嫌いだし。塩水なんてベタベタするじゃない」 
「そうかなあ」 

日部 星花 
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 しゅんとするリカに、私はあわてる。 
 そうだ、この子に反対すると、何でもかんでもわかったと言っちゃうんだった。 
「もう、仕方ないなあ。じゃあ夏休み、一緒に近くの海に行こうか、リカ」 
「やった！ありがとう！」 
 嬉しそうな笑顔になるリカに、私もつられて笑顔になる。 
 海はあまり好きではないけど、まあ、この子が嬉しそうならいいか、そう思っていた。 
 そう、その時までは。 
 
 ……病的なほど真っ白な壁に囲まれながら、私は椅子に座ったまま、ブルブルと震えて

いた。きっと私の顔も、真っ白を通り越して青いだろう、という考えがふと頭に浮かぶ。 
「なんで、あんな馬鹿なことしたの」 
 ……今日、私とリカは海に来ていた。潮風は少しべたつくけど気持ちよくて、まぶしい

日の光を浴びるとなんだか元気になった気もした。 
 ただ、事件は海をまったり眺めていた時に起こった。テトラポッドの上に座っていた男

の子が海に落ちたのだ。 
 びっくりして動けなかった私とは違って、リカの行動は素早かった。海に飛び込むと、

男の子をテトラポッドの上に放り投げたかと思いきや、自身は海に沈んでいったのだ。 
 あわてて助けて、救急病院に運んで、今彼女は集中治療を受けている。 
「なんで、あんなこと……」 
 リカの行動は間違ってない。勇気がある、素晴らしい行動だ。 
 ……でも、リカがそんなことしなくても、あの男の子は……。 
 
「中村ミナミさん」 
 名前を呼ばれ、あわてて顔を上げると、そこには医師が立っていた。手術衣は赤い液体

で濡れている。 
 詳細はわからないが、どうやらリカの治療は終わったらしい。 
「お医者さん。リカは大丈夫ですよね？ 溺れたけど、すぐに助けたから、目を覚ましま

すよね！？」 
「……中村さん。そのことなのですが」 
 医師は声を低くして、言った。 
「……彼女の体は、得体のしれない物質によって構成されていたのです。これでは治療の

仕方がわかりません」 
「え……なんですか、得体のしれない物質？どういうことですか、リカは助かるんですか？」 
「……手は尽くしましたが……申し訳ございません」 
「……そんな……」 
 ショックのあまり、息が詰まる。 
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 ……そんなバカな。今は、どんな怪我でも、どんな病気でも治る時代なのに。 
 たかだか溺れたくらいで、人が死ぬはずないのに。どうしてリカは助からないの？ 
「どうして……」 
 嫌だよ、リカ。そばにいてほしい。たった一人の親友なのに。 
 泣き崩れる私に、医師は優しい声で言う。 
「……ですが、彼女の救った少年は、水に弱い『子』でした。彼女が救わなければ、彼も

助からなかったでしょう。それを誇ってあげてください」 
 それから、と医師は自分の手術衣に視線を落とした。 
 それは相変わらず、赤く濡れていて。 
「……これは、ぜひご内密にしていただきたいのですが。私のただの憶測ですので」 
「……は、はい……」 
 医師は、少しだけ険しい表情になると、私に告げた。 
「彼女は、旧人類と呼ばれた一族の生き残りかもしれません。そう考えれば、あの物質に

も説明がつきます」 
 私は今度こそ絶句して、その場に膝から崩れ落ちた。 
 
 ……今から数百年前、旧人類と呼ばれる者達が、新人類を作った。それが、今人類と呼

ばれる人間達である。 
 旧人類は半世紀もすると老い、いずれは朽ちて死んでいく。それに比べて、新人類は基

本的に金属でできているため、半永久的に生きることが出来た。 
 旧人類はその後一世紀ほど、私たちの祖先を『アンドロイド』や『ロボット』と呼んで、

自分たちのために働かせたらしいが、最早旧人類の頭脳を遥かに超越したレベルにいた新

人類たちは、今まで旧人類が支配していた世界を乗っ取り、自分たちでそれを動かすよう

になったという。 
 新人類はそれからめきめきと技術力を上げ、年に一回のメンテナンスをするだけで、い

かなる病気……バグや、怪我……故障にも対応できるようになった。 
 それから、旧人類は新人類たちに迫害され、およそ百年前に絶滅したと言われていた。 
 だが、生き残った一族もいたのだろう。そして、リカがその末裔だったという訳だ。旧

人類は、その体の四分の三が水分でできているらしい。あの赤い液体は『血』というのだ

と、私はあとから知った。 
 旧人類であるリカが、私たちのように溺れても治療、つまり修理することで治る、なん

てことがあるはずがないのだ。 
 
 「……リカ。あなたは……私のことも怖かったの？」 
 彼女が気弱で人と付き合うのを恐れていたのも、きっと恐怖ゆえだったのだろう。私の

言うことになんでも従ったのも、きっと迫害されることを怖がったのだ。 
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 ……果たして私は、彼女が旧人類と知って、親友でいられただろうか。 
 今となってはわからないが、きっと少しギスギスしても、また親友になれたと思う。き

っと二人で秘密を共有できたと思う。 
「……だからね、話してほしかった」 
 リカが私だけに引っ付いていたのは、私のことを信用してくれていたところもあるのだ

ろう。だから、彼女が生きていたら、いつかは話してくれていたのだろうか。 
「リカ、私はずっとあなたの親友でいるつもりだからね」 
 窓枠を見上げながら、一人でそう呟く。 
 そこにあるのは、機械ではなく、職人の手で作られた、たった一つの品。 
 私の声に呼応するかのように、風鈴が夏風に揺れて、チリンと静かに鳴った。 
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『相模原⇔フェアバンクス』     Ｓｈｉｏｎ 

 

 

 

初・海外 

異国の夏 

つめたい空気 

 

あたたかい人たちに出会えた最高の場所 

異国にできたもう一人の母 

 

別れの空港 

異国の母が「帰らないで」と流す涙を 

いつか再会の嬉し涙に変えよう 

 

冬になればいつでも見られるという 

オーロラ 

と 

異国の母に会いに… 
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ＹＡ７２６／ヨ『悪い本』 

宮部みゆき／著 吉田尚令／画   岩崎書店 

『悪い本』って、なんでしょう。悪い本は、この

世の中の悪いことをこの世の中で一番よく知ってい

ます。・・・あなたは今、そんなものほしくないと

思ったでしょう？ 

――いいえ、きっといつか欲しくなるはずですよ。 

帯部門 大賞受賞作品 

Ｐ．Ｎ．薛星雨 

川柳部門 
大
賞
受
賞
作
品 
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発行 相模原市立橋本図書館 TEL 042-770-6600 

              FAX 042-770-6601 

※「YD petit vol.３３」の編集に際し、作者の方々にご了承を頂いて、 

一部訂正・ルビの表示・レイアウトの変更を行っております。 

 ＹＡ大賞ファンの皆さんお待たせしました！今年もこの季節がやって来ましたね～！今年は

ＹＡ大賞史上初の４部門、そして２年連続部門増設ということで「なんだかこりゃすごいことに

なりそうだぞ・・・！」とワクワクしていました。そしてわたしもこてつも試行錯誤し、話し合

い、何より楽しんで準備を進めてきました。 

 大賞に選ばれた作品は橋本図書館の資料として所蔵されるというのが大きな特典ではありま

すが、私個人としては創作に親しんでもらう機会だと思っています。部門が増えたことで表現の

スタイルや幅が広がり、今まで以上に多様な作品に触れられるようになりました。毎年のことな

がらＹＡ世代の自由な発想と感性に触れるといい刺激を受けますね。それは読者も応募者も同じ

だし、年齢だって問わないはず。応募する側、投票する側、どんな形であれこの１年に１度のビ

ックイベントに是非参加してほしいなと思います。 

今年応募してくれた皆さんは、ぜひこれからも創作を続けてください。そして今これを読み終

えて興味が湧いてきたＹＡ世代の人は、今度は自分が作り手になってみませんか？あなたの作品

を心よりお待ちしています！・・・それでは、また来年も乞うご期待♪  

           ＹＡ担当：紙子 

 ＹＡ大賞２０１７、いかがだったでしょうか？私は今回初めてＹＡ大賞の選考に参加させてい

ただきました。今年から新たに川柳部門も加わり、賑やかになるかな！？と思っていましたが、

もう少し多くの作品に出会えたら嬉しかったな～というのが本音です。ですが、作品数が少ない

中にもキラリと光るものがありました！ 

今回応募のあった全ての小説で共通しているキーワードが、人の生死でした。生きること、死

ぬことは全ての世代にとって普遍的なテーマだと思いますが、最初に深く生死について考えるの

はちょうどＹＡ世代の年代なのでしょうね。こちらからお題を提示した訳ではないのですが、共

通したテーマで作者が変わるとここまで作品のテイストが変わってくるのか、と興味深かったで

す。また、詩、帯、川柳に関しては、どれも甲乙つけがたかった……！特に帯はどれも良く、本

当に悩みました。帯は去年から、川柳は今年からと設立されてから日が浅いので、今年の作品を

見て、来年ぜひ挑戦者が増えることを祈っています！最後に、勉強に部活に忙しい中応募して下

さった皆さん、一般投票にご協力いただいた皆さん、ありがとうございました！また来年もお楽

しみに！                               ＹＡ担当：こてつ 


