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受賞作品発表！ 
ＹＡ大賞は今年で１４年目を迎えました。 

今回は小説２作品、帯部門２作品、川柳部門は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２０１８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 ： ２０１８年１０月１４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 ０４２̶７７０－６６００／ＹＡ担当まで） 

＜小説部門＞  

大賞  副賞／図書券 

『家出旅行』              Biscuit／作 

 

＜帯部門＞ 投票総数 ４９票 

 大賞  副賞／図書券 

  『粘菌』                 Σ／作  ２７票 

 

＜川柳部門＞ 投票総数 ４９票 

 大賞  副賞／図書券 

『近代化 けれど私は 本を読む』 迷い猫／作 １６票 

 



４ 

 

 

 

 

今年は短編小説２編、帯２点、川柳が５句集まりました。 

短編小説は今年から字数制限を原稿用紙１０枚から３０枚に増やしたので 

もっとボリュームのある作品が来るかな？と予想していたのですが、間延びす

ることなく構成された２編が届き、楽しく読ませていただきました。 

帯は 2 点とも黒地の帯に鮮やかな彩色が入り、それぞれ本の世界観が凝縮さ

れていて、その完成度はスタッフからどよめきが上がるほどでした。 

川柳はＹＡ世代ならではの視点で書かれた作品ばかりで、思わずくすりと笑

ってしまうものもありましたが、川柳というより俳句に近いかな？という作品

もありました。川柳のテーマは、人や物をテーマにユーモアある言葉あそびを

基調としています。来年はさらに部門としてパワーアップすることを期待して

います。 

また、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

いた皆さま、どうもありがとうございました。 

今年は中学生の応募者が多い年でもありました。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 『家出旅行』 

 

●高校受験や親からかけられるストレスから解放されたくて、「家出旅行」をすること

にした少年たち。寝袋で寝て警察に見つかり、ラーメン屋の店主に応援されながら

田舎道を自転車で駆け抜ける中学生男子３人のリアルな物語。 

 

・・・中学生の頃、誰もが感じたであろう大人への不満や、未知の世界への冒険に対す

るわくわく感が思い起こされ、読んでいて気持ちよかったです。 

・・・ラーメン屋や卓球など、ごく普通の中学生男子の生活風景ですが、そこがリアル

でおもしろく、読みながらほほえましくなりました。 

・・・一度家出を経験して自由を手にしたものの、目標や課題のある生活の価値を純粋

に悟り、帰っていく主人公たちの成長を感じる事ができました。 

作品を読み終えて・・・ 



                    ５ 

 

・・・親への反発から「家出」をした主人公たち。家出をした当事者やその親にとって

は日常生活の中の大事件だったのでしょうが、ゆるっと楽しんでいる様子が旅行のよう

で、タイトルの「家出旅行」が秀逸でした。 

・・・私たち大人が既に捨て去ってしまった感覚を、この作品は見事に思い出させてく

れました。ＹＡ世代の頃の嗅覚を呼び覚ませるのがこの作品の最大の長所でしょう。 

 

【帯部門】 

大賞受賞作品 『粘菌』 

 

・・・言葉の選び方、フォント、イラスト、色彩など、帯の全てで粘菌の不思

議な世界が表現されており、とても目をひきました。 

・・・まったく興味がないジャンルの本なのに思わず手に取ってしまいました。

興味がわきました。 

・・・本の本体と帯の区別がついていて、絵も工夫が感じられました。 

・・・粘菌が好きな気持ちがよく伝わってきました。イラストがリアルすぎる

と苦手な人がいるジャンルかもしれませんが、可愛らしいイラストと文章で親

しみやすいよう工夫されていました。 

 

 

【川柳部門】 

 

大賞受賞作品 『近代化 けれど私は 本を読む』 

 

・・・「けれど私は」という決意のような意思表示のような潔さを感じました。

今後も本との出会いを大切にして続けて欲しいと思います。 

・・・インターネットや電子書籍という選択肢がある中で本を選ぶところに拘

りを感じました。 

・・・「近代化」という最初の５文字に電子書籍・映像の検索・閲覧が容易にな

ったことを感じさせ、それでも「本を読む」というのが、アナログな紙への愛

着を感じました。 
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『家出旅行』    
 

ガチャ 
玄関のドアを開け外に出てみると、昼間とは違い、もっと刺すような、鋭い、澄みきっ

た１２月の空気が光っていて、でも、それと反対に興奮しきった、今にも口からあふれて

きそうに胸の内に、熱い心がくすぶっていた。そのまま、１５キロはあるだろう巨大な登

山バッグを背負いながら自転車に乗り、勢いよく同じ卓球部で小学生からのつき合いの博

と徹郎の待つ、この左右見渡せば田んぼばかりのど田舎で割とまともな、今までも遊んだ

ことのある公園に向かう。今から俺達がやるのは家出だ。でも少し違う。あえて言わせて

もらうと家出旅行だ。というのも、どこか一箇所に泊まり続けるのが普通なんだろうが、

あいにく身を寄せることが出来る場所がないので大量の荷物を背負いながら、ひたすら自

転車で走り続けるという選択にしたほうが上手くいくと皆で考えたからだ。そもそもどう

して家出しようとしたのかというと、端的にいえば、親がわずらわしかったことにある。

俺はこんなど田舎に生まれたが、隣の町にある塾に通っていたおかげで、ある程度の頭の

良さならあった。でも、高校受験して都会の有名な高校に行ったりすることが出来るほど

頭がいいというわけでもなかった。それなのに母親も父親もいつも「勉強はしたのか！」

と期待でもしているのか勉強ばかり強要してきて、ちっとも遊びにいくことも出来ない。

そしてお決まりの「そんなんで高校行けんのか！」という言葉を吹っかけてくる。２年に

なってからは「２年のくせに」という新しいことばも出て来た。これだけ肩身の狭い生活

ばかりしているとストレスで死んでしまうかもしれないので１週間でいいからこいつらか

ら開放されるべく似たような状況の博と俺なんかよりもはるかに頭のいい徹郎も誘って壮

大かつ自由な家出旅行を敢行しようとしているのだ。 
＊ 

「あっ沢口来た。」 
 「遅っせえぞ！」 
と、向こうでは先に着いていたらしい徹郎と博が手を振っている。はげた田んぼによく響

く。時計は夜１１時を指していて辺りは想像以上に静かで、暗かった。 
 「よし。これで全員集合だな」 
 俺が到着したのと同時に博がほっとしたように言う。 
 「とりあえず、寝よっか。」 
 と徹郎が言うと、今まで地味にかなりの距離を走ってきた疲れと同時に強烈な睡魔が襲

いかかってきて思わず大きなあくびをすると、２人もつられて大きくあくびをし、顔を合

わせて笑った。俺は屋根のある遊具の中に寝袋をしくと他の皆と同じように一瞬で眠りに

入っていった。 
 「おい、沢口」 
 「なんだよ～」 

Biscuit 
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 少し焦ったような声の徹郎と完全に焦っている博の声で目が覚めると遠くの方から、知

り合いの新米お巡りさんの亀っち（本名亀田光太）が白い息を吐きながらこっちへ自転車

で向かってくる。慌てて寝袋をしまおうとするが結局こっちに来てしまった。亀っちは息

を切らしながら職質のようなものをしてきた。 
 「ねえ、昨日近所の人から公園で寝てる中学生が３人いたって通報を受けたんだけど、

沢口君達の事だよね」 
 寝袋をしまいながら「うん」と返事をすると 

「やっぱりそうか。何でこんなところで寝ているんだ。」 
 とここで言葉を切ると亀っちはにやっと不気味に笑うと 
 「さては家出だな」 
 と完全に図星をついてきた。そしてそのままなぜか 
 「いやー俺達も高校の頃家出したんだよ。でも昔は寝袋も手に入らなくてダンボールを

しいて寝たんだよ。」 
 と、楽しそうに自分の家出の話しなんかしちゃっていた。そして寝袋をしまうと、こっ

そり２人と目で合図して、まだ寝起きで冬の寒さに若干凍えながらも亀っちをまくことに

した。 
 「でね、結局金も尽きてたったの３日で家にノコノコ帰ったって話だったんだよ。」 
 と話し終えたところで、 
 「いまだ！」 
 という博の声を合図に一目散に自転車に乗り公園から逃げ去った。 
 「あっまて。はめやがったな。」 
と焦りまくって追いかけてくる亀っちを尻目に笑いながら、すれ違う人のいない朝のあぜ

道を豪快に吹っとばしてあっというまに商店街に辿りついた。後ろを振り向いてもいなか

ったのでほっとしてると、 
 「ちょろかったな」 
 と、いつになく博も笑っていた。 
 「でもさすがに手袋とマフラーなしはきついな。この寒さじゃ」 
 「確かに」 
 と、気付くと赤くなっていた手を見てまた笑った。 

＊ 
 「ねえねえ沢口たちお金いくら持ってきた」 
と、段々人が増えてきた商店街をぶらぶらしていると、唐突に徹郎がきいてきた。 
 「俺は３万。」 
 「博は？」 
 「俺は２万５千ぐらい。そういうお前は」 
 「俺は４万だけど、とりあえず何か食べない？」 
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 と徹郎に言われると、きゅうにお腹が減ってきた気がする。 
 「いいね！」 
 と、博が隣りから元気に答える。 
 「沢口は？」 
 「うん。俺もいいと思う。」 
 「よし！それじゃあラーメンでも食べるか。」 
 と、徹郎が声を弾ませる。早速、今まで家族でも食べに行ったことがある、「一輪」と

いう店に行く。 
 ガラララララ 
 「はい。いらっしゃいませ。ん？あれ沢口君に徹郎君に博君じゃないか。どうしたんだ。

まだ７時だぞ。」 
 店主のおじさんが俺達を見て、目を丸くして驚いていた。すると博が、 
 「今、家出中なんですよ。本当に子の心親知らずなんだから。」 
 と、いかにもやれやれという感じで首を振っている。 
 「まっがんばれよ。」 
 と、おじさんは応援してくれたので少し驚いてしまった。 
 「おじさん。俺とんこつしょう油。」 
 横で椅子に座りながら徹郎が注文するので俺も 
 「じゃあ、俺とんこつチャーシュー麺。」 
 と、注文して座った。 
 「じゃあ、俺普通のとんこつに味玉ちょうだい。」 
 と、博も注文した。 
 「はいよ。」 
 店主の快活な声がかえってくる。すぐ隣りでは出勤前の若いサラリーマンとおぼしき人

が、スープを１滴残らず飲み、カウンターの上に９５０円をおいて「お世話さまでした。」

と元気よく店を出ていった。他にもこの商店街唯一朝から早く開店しているせいか、店内

にはあちらこちらでサラリーマンの姿が見えた。俺がそういう店内をぼーっとみていると、 
 「なあ、これからどうする？」 
 と、博がやや不安げに聞いてくる。 
 「とりあえず、俺らがいつも行ってる塾がある駅の周りを走ってみるか？」 
 と言うと徹郎が 
 「そしたら自転車じゃなくて電車乗るか！」 
 と電車好きの徹郎らしい意見だったが、 
 「あんまり金は使いたくないんだよ」 
 と博が不満を言う。 
 「じゃあどうする。」 
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 「うーん」 
 と、すっかり悩んでしまったがここで奥から、湯気の立つラーメンを運んできたバイト

の良介さんが、 
 「そう悩むなよ。隣り町に行けば、皆の好きな卓球や、温泉ホテルなんかもあるんだろ。」 
 と、俺達の目の前にラーメンを置きながら提案してくる。どうして俺達が家出するのを

知っているのかはなぞだったが、結構良さげだったのでラーメンを食べてからとりあえず

幸い皆なラケットとボールを持っていたので卓球をすることにした。 
＊ 

 「いやー、うまかったうまかった。」 
 博がそういって満足そうにお腹をポンとたたく。 

「よし。そしたらちょっと遠いけど総合体育館で卓球をやるか！」 
「おー！」 
 とりあえず場所を正確に知っている徹郎を先頭に４０分ぐらい進む。途中、田んぼば

かりの風景だったところにだんだん建物が増え、気付いたら周囲がガードレールでおおわ

れて森林が広がっていた。 
「やっぱりこの辺りは少し発展してるな！」 
と、博が声を弾ませている。 
「もう少しで着く？」 
総合体育館初めての俺は、一番前の徹郎に聞くと、 
「あと１０分ぐらい！」 
という徹郎の声が帰ってきた。そして着くころには８時３０分ぐらいになっていて、こ

の辺りで唯一発展している駅が見え、その手前に巨大な総合体育館がそびえたっていた。 
「着いたー！」 
と、前では博が叫ぶ。 
少しマフラーの内側で汗をかいてきた。そのまま２人に案内されるままに午前の部の分

のチケットを買った。そのまま小体育室に入ってシューズをはいて１人審判をして試合を

するということになった。俺と徹郎は中学から卓球を始めたが、博は小学生の頃から学校

のクラブでやっていたので県大会に行ったことがあるほど強い。徹郎もとにかく作戦を練

って戦ってくるので部活の中でも博の次あたりにいる。それなのに俺は７人しか２年の男

子部員はいないのに５位や６位あたりだ。だから、この２人から学ばないとと思っている。 
「よーっし！」 
気付くといままで少ししかなかった点差が博の連続スマッシュで一気にひらき、１０対

６という博のマッチポイントになった。そして最後は博の強烈な横回転サーブで終わった。 
次に俺が博とやったが、サーブは簡単に返されるし、逆に博のサーブはとれないし、 
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１１対３という超惨敗に終わった。その後徹郎ともやるが、徹郎の見事なフェイントやサ

ーブの前に１１対５という惨敗をしてしまった。そしてお昼ぐらいまでやってから総合体

育館を後にした。 
「ふー疲れたー。」 
総合体育館を出ると、さっきのラーメン店の時みたいなリアクションをとる。すると徹

郎が 
「ホテルの予約とれたよ！。」 
と言って俺達の中学じゃ唯一持っているであろうスマホを出してきた。そこには“予約

しました”という文字がしっかり出ていた。 
「やったー！ありがとう。」 
「これで昨日みたいに凍えそうになりながら寝なくてすむ」 
「どういたしまして。」 
と、一気にほっとした。 
「そしたら次なにやる？」 
「うーん」 

やっぱり自由になるとやることが思い付かなくなる。 
 「そしたらさ。あの伝説のファストフード店、“マクドナルド”に行かないか。」 
 と博が言う。 
 「んっそれいいね！。」 
 「たしか、つい最近この辺りにできたんだよね！」 
 「そうそう。そこでさ～、ハンバーガーとかポテトとか食べてみたいんだよ～。」 
 と、これも満場一致で決まった。そして、徹郎に調べてもらって実際に行ってみると、

やっぱり人気で、かなり沢山人がいた。思わず、 
 「人ってこんなにたくさんいるんだね」 
 とつぶやくと博がバカにしたように 
 「あったりまえだろ。東京の方なんかもっとすごいわ。」 
 と、行ったこともないくせに言う。そうこうしている間に順番がきて、俺はチーズバー

ガーとコーラとポテトのＭ。博がハンバーガーとチキンフィレオとポテトのＭ。徹郎がダ

ブルチーズバーガーとナゲットを注文した。さすがに初めて食べるチーズバーガーもポテ

トもおいしくてしばらく何も話さずに食べてしまった。 
 「これが、“マクドナルド”か～。」 
 と博は感動さえしていた。そして食べ終わり店を出ると、充実感のようなものを感じて

いた。 
 「やっぱりうまかったな！。」 
 と博は相変わらずだった。 
 「そしたら次はホテルに行くか。」 
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 そういって徹郎はその奥にある巨大な建物を指さした。 
 「ねえ、あそこって一泊いくら？」 
 「一万九千だよ。」 
 「えっ高すぎない？」 
 思わず博が叫ぶ。 
 「じゃあ、キャンセルする？」 
 「うん。そうしなきゃ俺金なくなるよ。」 
 と博はあわてているしかなく、今日寝れる場所を探すことになった。 

＊ 
 結局町から離れて適当に寝床になるような場所を探すのにものすごく時間がかかった。

最終的には橋の下の川原に寝ることになった。 
 「なんか冷えてきたな。」 
 「たしかに。」 
 夕方になるとこの辺りは昼間とは違った寒さをみせ、雪さえ降りかねない状況だった。 
 「明日風邪ひかなきゃいいけど。」 
 と徹郎も心配そうな顔を見せる。すると博が、 
 「ババ抜きやる？」 
 ときいてきた。正直やることがあまり思いつかなかったのでやることにした。 
 「いいね！やろうやろう！徹郎は？」 
 「あ、うんいいね！やろう。」 
 少し表情が暗くて疲れているようだったが、やることになった。 
 「はいはいはいはいっと！くばったぞ。」 
 「よしやるぞ！。」 
 そういって俺は自分の手札の中にあるジョーカーを見て気を落とした。 
 「じゃあ沢口のを引けばいいんだな。よし引くぞー」 
 と言って博は俺が一番端においたジョーカーを一発で引いた。 
 「なっ！？あはは…暗くなったからランタンつけるか。ははははは…」 
 そういってごまかしながら温かい光をぼうっと灯した。そのあと、俺が一位で上がって

博が徹郎にジョーカーを渡して上がって徹郎が最下位になった。 
 「まじか…」  
 予想以上に徹郎がショックを受けているのを見て、博と顔を合わせて笑った。そのあと

も博がビリになったり俺がビリになったりと１時間ぐらいやっていると、急に風が吹いて

きて、トランプが飛ばされて川にながれてしまった事をきっかけにやめて寝ることになっ

た。 
 「はぁー何か疲れた。博は？」 
 「俺はそうでもないかな。充実してたし。徹郎は？」 
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 「えっああ。うん疲れたかな。」 
 そこまできて徹郎の様子がおかしいことに気付いた。 
 「徹郎、大丈夫か？」 
 気になって声をかけると、 
 「うん。でも今ごろ親は心配してるだろうし、今朝逃げた亀ちゃんだって大変だと思う。

それにこれだけ自由だと、何か強い目的とかが無くて、虚無感におそわれるんだよ。」 
 と、確かに今まで薄々感じていたことが薄々ではなく、普通に感じるようになってきた。

すると博が、 
 「俺も、実は少し感じてたんだよ。で、なんか元の家が恋しくなっちゃって、やっぱり

自由もいいけど、生きる目的だったり、課題だったりも必要なんだな…。」 
 全員が多分、家に帰りたくなったのと同時に空からは雪が降ってきた。 
 「帰るか。」 
 「うん。」 
 そのままその日は寝袋に入ったが、上手く寝つけず、結局寝たのは、夜も更けたころだ

った。 
＊ 

 「ええ、亀ちゃんお願いね。必ず見つけ出してね。」 
 ガチャ 
 やっぱり自分たちのエゴを押しつけすぎたのかしら。帰ってきたら、本人の自由にさせ

ましょう。もしかしたら、もう二度と帰ってこないかもしれないけど、 
 ガチャ 
 「えっ誰？ドアを開けたの。」 
 「ただいま」 
 「おかえり。」 
 突然家出した息子が帰ってきて驚いていると、 
 「ちょっと本気で高校受験のこと考えるわ。」 
 とだけ言って自分の部屋に入っていった。気のせいか家出する前に比べて清々しそうだ

った。 
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松本淳／著 伊沢正名／写真 誠文堂新光社 

帯部門 大賞受賞作品 

Ｐ．Ｎ．Σ （しぐま） 
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気持ち悪い？美しい？不思議な粘菌の世界 （受賞作品より） 

形は、猫じゃらしのようなものから、 

イクラやキノコ、イソギンチャクのようなものまで 

色は黄色やピンク、オレンジに青、白、灰色などなど。 

個性豊かな生物、粘菌。 

 

大きさはミリ単位のものが多く、一見か弱そうだが、 

木や葉、さらには岩や家庭で出たスポンジ、ビニールにまで 

子実体を形成し、子孫を残そうとしていて 

力強く、賢く生きている。 

そんな彼らの世界を少し、のぞいてみませんか？ 

４９３．３『粘菌』 



 
 

 

発行 相模原市立橋本図書館 TEL 042-770-6600 

              FAX 042-770-6601 

※「YD petit vol.３５」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２０１８」、いかがでしたでしょうか？小説・川柳共にＹＡ世代の等身大の目線で

描かれた作品が多く、まだ若かりし頃のまっすぐでキラキラした気持ちを思い出しました。（も

ちろん今もキラキラしているつもりですが！） 

個人的に楽しみにしていた部門は川柳でした。何を隠そう私自身も学生の頃、川柳コンテスト

に応募したことがあったからです。たかが十七文字、されど十七文字。届いた作品は、「そこを

テーマにしたかー！」とつっこみたくなる作品が多く笑わせていただきました。ただ川柳として

の技術面はこれからかな？と感じました。私自身自慢できる文才はありませんが、これからも限

られた文字数の中で言葉遊びを楽しんでほしいと思います。 

今年の作品を読んで「私も挑戦してみたい！」と思ったあなた！来年の応募をお待ちしており

ます。１０代という時期は自分とじっくり向き合える時でもあります。どうぞたくさん本を読ん

で、書いて、自分の世界を広げてください。そして来年の夏、力作が届くことを心から！楽しみ

にしています！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

だいた皆さま、ありがとうございました！ 

 

ＹＡ大賞も今年で１４回目、毎年試行錯誤しながら、少しずつ募集内容を変えてきました。 

今回は詩部門をなくし、応募開始期間を６月からにしてみました。ＹＡ世代らしい発想と表現力

には毎年驚かされ、「今年はどんな作品が応募されるかな」と準備段階からワクワクしています。

個人的には図書館で働く上での夏の風物詩であり、楽しみの一つ。担当として携われるのは、大

変なこともありますが、いい思い出になっています。 

 社会はめまぐるしく変化し、私がＹＡ世代だった十○年前とは、中高生のみなさんの考え方や

興味の対象が大きく変わってきています。 

今のＹＡ世代が何をどのように求めているのかを敏感にとらえ、図書館としてどのようにして

関わり情報を発信していこうか、日々模索しています。ＹＡ大賞も含めＹＡサービスについてな

にかご意見がありましたら、どうぞＹＡポストに投函してくださいね。 

 

ＹＡ担当：おはぎ 紙子 

           


