
（ 令和４年３月１日発表）

令和３年度「静岡市民文芸」受賞者決定と授賞式の開催について

◆セールスポイント

◎市民文芸８部門へ応募した1,106 名の中から、市長賞・ 竹千代

賞・ 奨励賞の受賞者77 名が決定しました！！

◎3 月5 日（ 土） に静岡市民文化会館にて開催する授賞式におい

て、市長より代表者が表彰されます。 【 市長の出席 有】

◆日時・ 期間 授賞式： 令和４年3 月５日（ 土） 午前10 時～11 時30 分

◆場 所 静岡市民文化会館３階 大会議室（ 葵区駿府町２－９０）

◆内容など

■「 静岡市民文芸」 は文芸活動を行う市民の作品発表の場として

年１回作品を募集しています。

■小説、児童文学、評論・ ノンフィクション、随筆・ エッセイ、

現代詩、短歌、俳句、川柳の８部門に1,106 名の応募があり、

その中から、市長賞に８名、竹千代賞に8 名、奨励賞に61 名

が選ばれました。

■賞について 市長賞、竹千代賞、奨励賞、佳作があります。

※竹千代賞とは…各部門応募者の中から 19 歳以下の応募者を

対象に選考しました。本年度は872 名から応

募をいただきました。

■当日の新型コロナウイルス感染症対策について

・ 出席者のマスクの着用 ・ 消毒、社会的距離の確保

・ 表彰状授与は代表者のみとし、接触の機会減と式の時間短縮

上記のとおり十分な対策を講じた上で実施いたします。

■令和３年度「 静岡市民文芸」 第十七号について

市長賞、竹千代賞、奨励賞および佳作に入選した作品は、４月

1 日（ 金） に発売予定の令和３年度「 静岡市民文芸」 第十七号

に掲載されます。

文芸誌は、各区役所市政情報コーナー等で販売する予定です。

１冊１，０００円（ 税込）

◆対象・ 人数
令和３年度｢静岡市民文芸｣

市長賞・ 竹千代賞・ 奨励賞受賞者 計77 名

別紙資料 有（受賞者一覧、式次第）

ぜひ、

当日の取材をお願いいたします！

【 問合せ】
公益財団法人静岡市文化振興財団 事務局
担当： 中嶋／宮原
電話: ０５４－２５５－４７４６

市担当窓口： 文化振興課 振興係
静岡市役所静岡庁舎新館16階

担当： 鈴木／小山
電話： ０５４－２２１－１０４０

報道資料



【小説部門】

賞 作品名 氏名

市長賞 ピースを求めて 岡村 直子

竹千代賞 見えないもの 秋山 結美

奨励賞① 久能山に捧ぐ 前山 博茂

奨励賞② 僕から見るこの景色は 一条 零

奨励賞③ あなたとわたし、黄昏のS水銀座 深海 輝蕾

【児童文学部門】

賞 作品名 氏名

市長賞 コトカタ向上苺店 ゆこ

竹千代賞 処刑される恋心 森本 菜々海

奨励賞① はちゃめちゃワールド 結

奨励賞② アヒル 阿部 愛光

【評論・ノンフィクション部門】

賞 作品名 氏名

市長賞 遥かなる日 少年の四季 藤田 修三

竹千代賞 刀と武器と美しさ 德澄 要

奨励賞
ある小説家のこだわり-それは、「荒木又右衛門仇討ち事件」に関与した
著者たる長谷川伸のこと-

川本　武史

【随筆・エッセイ部門】

賞 作品名 氏名

市長賞 中勘助「鳥の物語」を巡って 和田 博史

竹千代賞 とうひ 水島 瑠花

奨励賞① 誕生は運命 今はラーメン屋さん 尾崎 俊機

奨励賞② 犬になりたい。 秋元 優花

【現代詩部門】

賞 作品名 氏名

市長賞 時つなぐ想い 髙木 春佳

竹千代賞 つなげばいいじゃない 三浦 亮

奨励賞① 拍手が聞こえる 長谷川 雅代

奨励賞② 雨、雨さんよ 小泉 啓子

【短歌部門】

賞 作品 氏名

市長賞 黒々と現れたれば衣更え筋肉質の富士の高嶺ぞ 篠原 三郎

竹千代賞 走るだけシンプルだから奥深いシンプルだから近道はない 小林 環



奨励賞① 蕗の薹ゆがくと香りひろがりて酢味噌にすれば亡夫の好物 竹内 フヂ

奨励賞② 負けた試合のシャトルを拾うそこからが再スタートだ涙は見せぬ 三浦 璃子

奨励賞③ 転校をする友達に手紙書く子は遠足の絵も入れながら 小池 正利

奨励賞④ 過疎すすみ人住まぬ家の水仙は首をかしげて来ぬ人ら待つ 鈴木 京子

奨励賞⑤ ドクダミを一輪部屋に飾るとう便りに今日の心ほころぶ 山本 絹代

奨励賞⑥ 十年経て未だ帰れぬ福島の街並紙面に大きく写る 青木 悦美

奨励賞⑦ どんよりと空は重たく射干の朱のこぼれいる八月十五日 吉川 好子

奨励賞⑧ 鳴り合へるその鈴さへも哀しかり遺影の笑顔は静止したまま 金原 令次

奨励賞⑨ 爆撃で手足失ひし子の涙愚かな大人が戦争をして 田口 安子

奨励賞⑩ 反戦の近藤芳美が徐に話をしだすアーカイブサイト 山内 文江

奨励賞⑪ ブランコをこぐその背中ぐっと押す空をつかまえ戻っておいで 海瀬 安紀子

奨励賞⑫ 愛猫も還って来たら良いのにと夫はつぶやくお盆のたびに 星野 桃代

奨励賞⑬ 露の玉集めてひかる蜘蛛の糸葉かげに銀の花揺らせおり 森﨑 洋子

奨励賞⑭ ひまわりは立ち続けたり朽ちてなお風にゆらぎて陽を追いつつも 倉知 幸子

奨励賞⑮ われわれの告げし病名に父はただ頷き二度と確かめず逝く 森 富子

奨励賞⑯ じゃりの上黄色い光ただ一つ星にまけずと輝いて咲く 入川 起大

奨励賞⑰ 夜の空見あげてみれば満月と親子のような数々の星 鈴木 想濫

奨励賞⑱ サッカーは味方にパスを出すときのボールの声が喜んでいる 青木 琉衣

奨励賞⑲ 白黒の鍵盤に指滑らせて変われるわたし唯一無二だ 村山 莉央

奨励賞⑳ 朝七時テニスシューズのひも結び飛行機雲にボールを上げる 堀 友月

奨励賞㉑ ディフェンスをドリブルで抜きできた技何度も何度も練習した技 大岩 優月

奨励賞㉒ あきらめず届かぬボールも拾りに行くその友だけが輝いている 青山 杏莉

奨励賞㉓ 電気消しほおづえついて見た月はなぜか私を乙女にさせる 白鳥 ねね

奨励賞㉔ 先輩にほめてもらった帰り道夕日のまぶしさ気持ちがいいな 豊島 栞

奨励賞㉕ 天の川二人が会えるかけ橋をつないで光る数千の星 亀尾 実礼

【俳句部門】

賞 作品 氏名

市長賞 鳥帰る百年ここに立つポスト 大木 孝子

竹千代賞 乱反射切り裂いてゆくバタフライ 橋爪 杏奈

奨励賞① 大富士の雪形仰ぎ納屋開くる 岩﨑 武士

奨励賞② 押入れに詰まる昭和やちちろ虫 亀澤 淑子

奨励賞③ ライバルの汗と我が汗光り合う 豊島 心道

奨励賞④ 五月富士アトラクションの叫び声 神田 怜美

奨励賞⑤ 三人のかけ声あわせボートこぐ 志田 颯来 



奨励賞⑥ 応援の拍手のそろう炎天下 末吉 優来

奨励賞⑦ 遠蜩何もせぬ手をまた洗ひ 伊藤 芳子

奨励賞⑧ 明易し添ひ寝の母に甘えらる 宮下 艶子

奨励賞⑨ 歩行器はわが身の一部春温し 大石 浩平

奨励賞⑩ 半世紀着しセーターのペアルック 村田 恵美子

奨励賞⑪ 敵味方なき慰霊碑へ夏の雨 小泉 久美子

奨励賞⑫ 両雄のごと並び立つ雲の峯 松山 好江

奨励賞⑬ 多喜二忌や鉛筆の芯折れしまま 加山 ひさ子

奨励賞⑭ 転びても駆け出す幼なアマリリス 大塚 町子

奨励賞⑮ ひまわりがしあわせそうに黄色して 牧野 夢姫

奨励賞⑯ 炎天下シュートを決めてハイタッチ 青木 湊

【川柳部門】

賞 作品 氏名

市長賞 笑い皺日に日に増えて居る至福 石田 菊次郎

竹千代賞 新しい季語になるかもマスク焼け 和田 顕冴

奨励賞① 貯金より貯筋に励む八十路坂 外園 ピアノ

奨励賞② 支えあい生きてみたいがただ一人 平間 妙子

奨励賞③ 脳トレを孫から受講月謝高 森藤 やよい

奨励賞④ おばあちゃんペットの名前で呼んでくる 石田 優月

奨励賞⑤ 国会はまるで子供の口げんか 伏見 波琉

奨励賞⑥ 足の裏掃除の手抜き見逃さず 山口 忠一

奨励賞⑦ 見たことない屋根より高いこいのぼり 川 凜

奨励賞⑧ 逝ったのも忘れ名を呼ぶ空ベット 山本 智子

奨励賞⑨ 畝づくり流れる汗が夢そだて 奥山 京

奨励賞⑩ 駿府城天守で見たい富士の山 佐藤 正



令和３ 年度

｢静 岡 市 民 文 芸 ｣

授賞式

と き 令和４年３月５日（ 土） 午前１０時～

ところ 静岡市民文化会館 3階大会議室

主 催／ 静 岡 市

企画・ 制作／公益財団法人静岡市文化振興財団



令和３年度｢静岡市民文芸｣授賞式 式次第

１ 開 会

２ 主催者挨拶

３ 選者紹介

４ 選者代表祝辞

５ 受賞者の表彰

全77名

６ 閉 会

式典終了後、記念撮影及び文芸誌の先行販売を行います。

① 小 説 部 門 （ 市長賞１名・ 竹千代賞1名・ 奨励賞3名）

② 児 童 文 学 部 門 （ 市長賞１名・ 竹千代賞1名・ 奨励賞2名）

③ 評論・ ノンフィクション部門 （ 市長賞１名・ 竹千代賞1名・ 奨励賞1名）

④ 随筆 ・ エ ッ セ イ 部門 （ 市長賞１名・ 竹千代賞1名・ 奨励賞2名）

⑤ 現 代 詩 部 門 （ 市長賞１名・ 竹千代賞1名・ 奨励賞2名）

⑥ 短 歌 部 門 （ 市長賞１名・ 竹千代賞1名・ 奨励賞25名）

⑦ 俳 句 部 門 （ 市長賞１名・ 竹千代賞1名・ 奨励賞16名）

⑧ 川 柳 部 門 （ 市長賞１名・ 竹千代賞1名・ 奨励賞10名）


