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コロナ疲れに笑いを求めて

の年に刊行された絵本の中から優れた絵本を選出す
る賞のおはなしを、本連載第 78 回で行いました。同

アフターコロナは、いつ訪れるのでしょうか。強毒

じ絵本の賞でも、2008年に始まった「絵本テキスト大

化した変異株が出現するとは！ 緊急事態宣言が何回

賞」は絵本を創作するもので、公募原稿の中から選出

も発令されては「緊急事態」が悪化していくとは！ …

される新人発掘の賞に当たります。つまり、新しい絵

想像さえしなかった展開に不安やストレスが募りま

本作家が誕生するチャンスというわけです。一般に

す。そんなときこそ、絵本の力です。見通しのつかな

はあまり知られていませんが、新人発掘のコンテス

い気の滅入る生活をひと時、忘れさせてくれる新しい

トはたくさんありますので、読者の皆さまには絵本

絵本をご紹介します。

業界をまたひとつ開眼していただきましょう。

『ちこくのりゆう』
森くま堂 作
北村裕香 絵
（童心社）

現在開催されている絵本コンテストを２つに区分
して紹介します。ひとつは、
「絵本テキスト大賞」の
ように出版社が主催しているもので、受賞した場合
に出版の可能性が高いコンテストです。
「絵本テキス

『ちこくのりゆう』というタイトルだけで、想像が働

ト大賞」で大賞に選ばれたテキストには著名な画家の

いていることでしょう。そう、遅刻の理由を先生に説

絵が描かれ、童心社から出版されます。
『ちこくのり

明する物語は、子どもと大人に気分転換を与えてくれ

ゆう』はそうして生まれた絵本ですから、受賞して出

ます。ハラハラドキドキしつつ大笑いする本書が出版

版するまでに年月を要しているのです。

されたことにも理由があって、2016 年に開催された

もうひとつの新人発掘コンテストは、出版社以外

「第９回絵本テキスト大賞」において大賞を受賞し、今

の企業や団体が開催するものです。その中には書店

年「絵本」という形になって登場したのです。
「絵本テキスト大賞」とは、日本児童文学者協会と童
心社が新しい絵本作家の発掘と育成、新しい絵本の出
版を目指して、絵本テキスト
（文章）
を募集する斬新な

などが後援者となっているコンテストもあって、あ
らかじめ受賞の特典として絵本化が保証されている
ものもあります。

絵本のコンテストなのです。
「優れた絵本のための文

新人作家を発掘している出版社とは…

章はストーリーがしっかりしていて、子どもの心に深

既刊絵本の中から選ばれる「講談社絵本大賞」2021

く届くものです。そのような物語を書ける作家を探

年度の速報が４月19日、講談社HPにアップされまし

し、応援したい」と童心社の担当者は語っています 1）。

た。第52回大賞は、富安陽子文・松成真理子絵『さく

森くま堂氏のユニークな発想は、主催者が求める要

らの谷』
（偕成社）と発表されたのです。児童文学作家

素を備え、疲れた心に深く届くパワーがあります。

新人を発掘する「絵本の賞」のおはなし
絵本の賞のうち、
「MOE絵本屋さん大賞」など一定
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歴 35 年を超える富安氏が、2019 年春に実父を亡くし
埋葬した夜に見た「幸せな夢」から生まれた絵本と言
います 2）。松成氏の描く、美しい桜の物語です。
講談社は優れた絵本を選出する絵本大賞だけでな

臨床の中に活かす絵本：小児歯科と歯科医療文化

手にするときは！
〜新人絵本作家を発掘する〜
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く、新人発掘の賞も開催しています。1970 年に開始
した「絵本大賞」が第９回を迎える 1979 年に創設され
た「講談社絵本新人賞」は、現存するコンテストの中
で、もっとも歴史が古く、絵本作家の登竜門と言わ

『ちょうちょ』
江國香織 文
松田奈那子 絵
（白泉社）

れています。
それを示すように、第 14 回新人賞はあきやまただ

満場一致で評価され、絵本作家の道が拓かれたので

し氏が『ふしぎなカーニバル』で受賞、第 27 回は『お

す 4）。第２回は『おいぬさま』で荒戸里也子氏が、翌

もちのきもち』でかがくいひろし氏が新人賞に、30回

３回は『かもめたくはいびん』でいしいひろし氏と

佳作には『まないたに りょうりをあげないこと』のシ

次々とデビューし、新しい絵本を出版しています。

ゲタサヤカ氏、32回はくせさなえ氏が『ぼくとおおは

創作絵本グランプリは、絵本のランキング投票と

しくん』で新人賞を受賞し、それぞれ受賞作品でデ

は違って、多数応募される作品の表現力や構成力な

ビューしたのです。他にも 2011 年に第 33 回佳作を受

どを評価するのですから、相当の人材と時間とエネ

賞した北村裕花氏は、審査員の中川ひろたか氏の眼

ルギーが必要とされます。新しい絵本作家を複数輩

鏡に適い、中川氏のテキストによって 2012 年デ

出している白泉社には、老舗児童書出版社に引けを

ビューを果たしました。そして、今では「絵本テキス

取らないほど、絵本という文化に対する情熱を感じ

ト大賞」受賞作品に絵を描くまでの作家となっている

るのです。

のです。

白泉社といえば、少女マンガを中心としたコミッ

同社が賞の目的を「絵本づくりのプロフェッショナ

クを取り扱う出版社ですが、今日では絵本の白泉社

ルをめざす人のための新人賞」と謳っているとおり、

にイメージが変わったのは私だけでしょうか。現在

錚々たる絵本作家を発掘しており、だからこそ「登竜

刊行中の月刊誌「MOE」は、1979 年に偕成社が「絵

門」とされているのです 3）。

本とおはなし」名で創刊（1983 年改名）し、1990 年白

そうそう

泉社に発行が移ってからも、その歴史を継承し続け

やるねぇ！「MOE」

ているのです。さらに、偕成社時代に立ち上げられ

既刊の優れた絵本を選出する賞と、新人作家を発

たものの、中断していた新人発掘コンテストを再開

掘する賞の両部門を開催しているのは、白泉社も同

させるほど、実力のある出版社となっている由縁で

じです。2008 年創設の「MOE 絵本屋さん大賞」に続

しょう 5）。

けて、2012 年に「MOE 創作絵本グランプリ」を創設
しました注）。その目的を「絵本界で活躍できる『プ
ロ』の才能を広く募集する」と掲げ、才能を発掘して

新人発掘へエールを送る！
2021年度に第20回を迎えたのは、文芸社の「えほん
大賞」です。
「日本語のチカラ・表現力を後世に残した

いるのです 4）。
では、受賞者をみてみましょう。第１回は松田奈

い」との目的で、
「絵本部門」と「ストーリー部門」の２

那子氏が『ちょうちょ』で、ずば抜けた色彩センスを

部門で、大賞、優秀賞、特別賞へ贈賞が行われてきま

注：
「MOE」の前身「絵本とおはなし」
（偕成社創刊）
時代の 1980 年に「絵本とおはなし新人賞」
（1986 年「月刊 MOE
童話大賞」と改称）
として創設。
「MOE」の発行元が白泉社に移り、第 10 回
（1989 年）
で中断。
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した。受賞作品はすべて出版されているのですが、そ

それから24年後の2008年に、第25回大賞を受賞し

の後、華々しく活躍する作家の輩出にまで至っていな

たみやこしあきこ氏もただ今、人気急上昇中です。受

いようです。出版社のこれまでの努力に敬意を払い、

賞作の『たいふうがくる』
（BL 出版）でデビューする

今後に期待したいです。

と、
『もりのおくのおちゃかいへ』
（偕成社）
で第17回日

集文社が2015年より開催している「えほんみち新人
絵本オーディション」も同じく、まだ新しい作家は誕
生していません。創設されて数年目のオーディション
になりますので、これからに大きく期待します。

企業が発掘した絵本作家はだぁれだ？

本絵本賞大賞を受賞し、芸術性の高い独創的な世界を
創り上げているのです。

目を見張るピンポイント・ギャラリー
近年、際立って絵本作家を輩出しているのは、
「ピ
ンポイント絵本コンペ」でしょう。ピンポイントと

出版社主催の新人発掘に注目しつつ、一般企業や団

は、1988年に開廊した、イラストレーション、絵本な

体が主催するコンテストにも目を向けてみましょう。

どの個展を運営するギャラリーです。2000 年より開

皆さまも聞いたことがあると思います。
「日産 童話

始した絵本公募のコンペティションは 20 回を超え、

と絵本のグランプリ」は、1984年に大阪府立国際児童

その中から生まれたたくさんの絵本作家が活躍して

文学館が国内初の国際的な児童文学の総合センター

います。

として開館したことを記念して開始したアマチュア

先陣を切ったのはオームラトモコ氏で、第３回

作家対象のコンテストで、企業主催の中でもっとも古

（2002年）
最優秀賞受賞作の『こんなおつかいはじめて

いものです。子どもの想像力と創造性を育むことを目

さ』
（講談社）でデビューしてから、
「ぎょうれつ」シ

的として「童話部門」と「絵本部門」を、一般財団法人

リーズ
（ポプラ社）
で人気作家となりました。

大阪府立国際児童文学振興財団と日産自動車株式会

第５回（2004 年）の優秀賞を受賞したひがしちから

社が共同で開催しています 6）。毎年、大賞に選ばれた

氏は『えんふねにのって』
（BL 出版）で 2006 年にデ

作品は絵本化されて、全国の図書館と、幼稚園や保育

ビューしました。作品投稿時は本名の漢字書き「東

園に寄贈されます。

力」でしたが、デビューを機に平仮名名で活躍してい

2020 年まで全 36 回の受賞者は、講談社や白泉社の

ます。

ように続々と有名絵本作家となっているわけではあ
りませんが、特筆すべき作家が誕生しているのです。
栄えある第１回の大賞受賞作品は『ワニくんのおお
きなあし』で、その作者とはみやざきひろかず氏です。

『いもむしれっしゃ』
にしはらみのり 作
（PHP 研究所）

みやざき氏の代表作となった「ワニくんシリーズ」の
原点は「日産 童話と絵本のグランプリ」なのです。

福岡生まれ、福岡在住の絵本作家にしはらみのり
氏もピンポイントコンペ出身です。『いもむしれっ
しゃ』で第６回
（2005年）
優秀賞を受賞し、デビューし

『ワニくんのおおきなあし』
みやざきひろかず 作
（BL 出版）

たのです。福岡県は糸島市の自然、生物をこよなく愛
するにしはら氏は、
『こけこけコケコッコー』
（PHP研
究所）など実際の自然を調査・探索して創作活動を
行っているのです。
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最近の作家でコンスタントに絵本を出版している

山田養蜂場が、子どもたちに「豊かな心」を育んで

加藤休ミ氏も、しおたにまみこ氏もピンポイント出身

ほしいという想いで 1999 年から開催してきた「ミツ

です。
「賞を与えるだけではなく、その後の活動を長

バチの童話と絵本のコンクール」は 2017 年、
「ミツバ

く見守り、作家活動を応援する」方針が嬉しいです。

チと絵本のコンクール」にリニューアルされました。

まだまだいます。こんな主催者、あんな団体
自動車会社だけでなく、コーヒーショップも絵本
作家の発掘に参入しています。皆さまご存知のタ
リーズが主催する「タリーズピクチャーブックア
ワード」は、
「子ども達や青少年の成長を促すために、

「ストーリー部門」と「イラスト部門」の最優秀賞作品
を絵本にして「みつばち文庫」の名称で、全国の小学
校に寄贈しています。

オススメの絵本作家さんは、どなたかな？
新型コロナウイルス感染拡大の波が寄せては返し、

夢や目標のお手伝いをする」とした経営理念の一つ

超長期戦へ突入です。私たちを取り巻く環境は大きく

に基づき、絵本作家の発掘・支援をするコンテスト

変わり、
「制限」
「自粛」
「ガマン」の日々が続いて、大

です。その絵本を読む子どもたちへ夢や希望を届け

きな不安とストレスにさらされています。

たいという思いから 2003 年にスタートして、今年

そんなとき、絵本を開けば笑いがあって、癒しが

2021 年は第 18 回の発表がありました 7）。受賞作品は

あって、行きて返りし冒険をして、驚き、泣いて、夢

絵本にして全国のタリーズコーヒー店舗で販売する

が広がり、不安やストレスを紛れさせてくれる時間を

他、店内で読むことができます。

与えてくれるのです。

2009 年に創設された「あたらしい創作絵本大賞」を

そのような絵本の中には、情熱をもった出版社や企

主催するのは梅花女子大学で、絵本専門の編集デザ

業による新人作家発掘の努力があり、その期待に努力

イン印刷事務所「アミーニ」が共催、株式会社未来屋

で応える作家の卵たちとのめぐり合わせによって、誕

書店が協賛していますので、大賞作品は未来屋書店

生している絵本作家と作品があるのです。

にて絵本出版の特典があります。審査員の一人には、

絵本の楽しい裏話はいかがでしたか。初めて耳にす

「日産 童話と絵本のグランプリ」第１回でデビューし

る作家名も多かったでしょう。今を生きる活力に、今

た、みやざきひろかず氏の名前が連なっているのも

日はどの作家の絵本を患者さんにオススメしますか。

興味深いです。
フジテレビ KIDS、BS フジ、ポニーキャニオン、扶
桑社が 2008 年に創設した「be 絵本大賞」は、第 10 回
を区切りに終了してしまいました。be と入れ替わる
ようにして 2018 年度に登場した「ビルボ絵本大賞」
は、高知県にある企画・デザイン会社の株式会社ビ
ルボが主催者です。プロ・アマ・職業不問のコンテ
ストで、その第１回大賞受賞者は、第 39 回講談社絵
本新人賞で 2018 年、デビューしたばかりのはっとり
ひろき氏です。建設機械の整備士から転身を果たし
た新人作家は、この４年間でユニークな絵本を出版
し、その名を広げているのです。
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