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２０１９年１０月１６日 

 

各 位  

ＪＸＴＧホールディングス株式会社 

 

「第５０回 ＪＸＴＧ童話賞」の受賞作品が決定しました 

 

当社（社長：杉森 務）は、「第５０回ＪＸＴＧ童話賞」の受賞作品を決定しましたので、お知らせいたしま

す。 

 

当社は、１９７０年に童話賞を創設して以来、約半世紀にわたって「心のふれあい」をテーマに、     

オリジナル童話作品を募集し、優秀作品を表彰するとともに、佳作以上の入賞作品すべてを１冊にまと

め、童話集「童話の花束」として、全国の教育機関や社会福祉施設、海外の日本語学校などに寄贈して

まいりました。また、「童話の花束」をチャリティー販売し、その売上金で児童福祉施設等の子どもたちの

進学を支援する活動も行っております。 

今年度も、ご応募いただいた１０，４２５編（一般の部７，９１３編、中学生の部１，３５５編、小学生以下

の部１，１５７編）の中から、選考委員会による審査により、全３３編の受賞作品を決定いたしました。 

なお、表彰式は、各部門の最優秀賞および優秀賞受賞者をご招待し、１１月１５日（金）にパレスホテル

東京（東京都千代田区）にて開催いたします。 

 

 

＜最優秀賞・優秀賞＞ 

（敬称略） 

 
一般の部 中学生の部 小学生以下の部 

最優秀賞 

「雨がすき」 

宮田 一平  （神奈川県） 

「雨やどりの停留所」 

青木 志央理 （京都府） 

「まほうのばんそうこう」 

桑田 咲月  （茨城県） 

優秀賞 

「小学二年、男子。お風呂の入り方」 

藤井 耿介   （東京都） 

「空桜」 

松井 絢子  （東京都） 

「ぼくらはおいしい正月もち」 

八月朔日 葵香 （宮城県） 

「プロにおまかせ！」 

五十嵐 尚子  （埼玉県） 

「僕の名前」 

馬場 涼子  （東京都） 

「たこやき君」 

祝 恭羽  （佐賀県） 

※佳作および奨励賞は、添付資料１の「ＪＸＴＧ童話賞 受賞作品一覧」をご覧ください。 

 

＜選考委員（敬称略）＞ 

西本 鶏介（児童文学者） 

立原 えりか（童話作家） 

角野 栄子（童話作家） 

中井 貴惠（女優・エッセイスト） 

宮西 達也（絵本作家） 

薫 くみこ（児童文学作家） 

 

以 上 

 



 

「ＪＸＴＧ童話賞」は、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会の東京２０２０

公認プログラム（文化）に認証され、公益社団法人企業メセナ協議会による「This is MECENAT 2019」に

認定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

【添付資料】 

１．ＪＸＴＧ童話賞 受賞作品一覧 

２．ＪＸＴＧ童話賞 選考委員プロフィール 

 



〈一般の部　１３作品〉 （敬称略）

賞 作　品　名 氏　　名 よみがな 住　　所 年齢

最優秀賞 雨がすき 宮田　一平 みやた　いっぺい 神奈川県川崎市 66

優 秀 賞 小学二年、男子。お風呂の入り方 藤井　耿介 ふじい　こうすけ 東京都武蔵野市 73

プロにおまかせ！ 五十嵐　尚子 いがらし　なおこ 埼玉県上尾市 45

佳     作 おばあちゃん 長田　礼 ながた　れい 島根県浜田市 42

ソーダ味のアイス 辻下 直美 つじした　なおみ 東京都世田谷区 36

50%OFF 福居　佳子 ふくい　よしこ 京都府京都市 60

思いやりの花 鈴木　優希 すずき　ゆき 神奈川県横浜市 35

金タローは　ごみじゃない 石田　裕美 いしだ　ゆみ 岡山県赤磐市 28

奨 励 賞 夕焼けを抱えて 奥山　美代子 おくやま　みよこ 山形県村山市 66

マグカップ 八崎　由美子 はっさき　ゆみこ 埼玉県熊谷市 51

その代わり村 山口　富明 やまぐち　とみあき 北海道札幌市 60

赤い鞄とお父ちゃま 吉田　洋子 よしだ　ようこ 東京都中野区 65

あたしが帰るうち 松本　貴理 まつもと　きり 東京都新宿区 52

〈中学生の部　１０作品〉 （敬称略）

賞 作　品　名 氏　　名 よみがな 住　　所 学年

最優秀賞 雨やどりの停留所 青木　志央理 あおき　しおり 京都府京都市 中学3年

優 秀 賞 空桜 松井　絢子 まつい　あやこ 東京都江戸川区 中学2年

僕の名前 馬場　涼子 ばば　りょうこ 東京都羽村市 中学3年

佳     作 レインリリーの花 伊藤　真優 いとう　まゆ 滋賀県彦根市 中学3年

三年越しのプレゼント 宮崎　歩梨 みやざき　あゆり 東京都世田谷区 中学3年

奨 励 賞 紙の降る日に 三井　すずか みつい　すずか 石川県金沢市 中学3年

佐渡の海 渡邉　湧也 わたなべ　ゆうや 北海道札幌市 中学3年

僕は紙飛行機 松本　雪奈 まつもと　ゆきな 大阪府吹田市 中学2年

弁当配りのボランティア 岩谷　恵和 いわや　けいと 秋田県横手市 中学3年

小さな山のトンネル 山下　裕美子 やました　ゆみこ 大阪府大阪市 中学2年

〈小学生以下の部　１０作品〉 （敬称略）

賞 作　品　名 氏　　名 よみがな 住　　所 学年

最優秀賞 まほうのばんそうこう 桑田　咲月 くわだ　さつき 茨城県つくば市 小学1年

優 秀 賞 ぼくらはおいしい正月もち 八月朔日　葵香 ほづみ　あいか 宮城県仙台市 小学3年

たこやき君 祝　恭羽 いわい　やすは 佐賀県小城市 小学4年

佳     作 おばあちゃんと私のひみつの切符 瀬古　紅葉 せこ　べには 三重県四日市市 小学6年

いっしょにいこうね 高岩　恭子 たかいわ　きょうこ 福岡県北九州市 小学3年

奨 励 賞 動物になっちゃった 成澤　結紀乃 なりさわ　ゆきの 北海道登別市 小学4年

ぼくだけのカメラ 吉本　有里 よしもと　ゆり 埼玉県さいたま市 小学6年

わたしにもできること～ヘアドネーション～ 中本　理央 なかもと　りお 山梨県中央市 小学6年

まくらの下に招待状 堀内　津麦 ほりうち　つむぎ 宮城県仙台市 小学4年

ぞうさんタクシー 岩瀬　千愛 いわせ　せな 東京都福生市 小学3年

第50回ＪＸＴＧ童話賞　受賞作品一覧
添付資料１



 ＪＸＴＧ童話賞 選考委員の紹介 

西本鶏介 

奈良県に生まれる。昭和女子大学名誉教授。児童文学や児童文化に対する評論、 

作家・作品論、民話の研究、創作など幅広く活躍。絵本や民話の再話も多い。また坪

田譲治文学賞、椋鳩十文学賞などの選考委員もつとめる。近著に「おめでとうのさくら

まんじゅう」（絵本塾出版）「まよなかのたんじょうかい」（すずき出版）、「西本鶏介児童

文学論コレクション（3巻）－巌谷小波文芸賞特別賞 受賞－」（ポプラ社）などがある。 

 

 

立原えりか  

東京都に生まれる。童話作家。「人魚のくつ」でデビュー。ユーキャンの「立原えりかの童話

塾」塾長、広島アンデルセン、池袋コミュニティカレッジほかで童話創作教室の講師などを

つとめる。代表作は「木馬がのった白い船」ほか、「うたってよ、わたしのために」（ポプラ

社）、「あんず林のどろぼう」（岩崎書店）、詩集「あなたが好き」（大日本図書）、「王女の草

冠」（愛育社）、近著に「立原えりかのグリム童話」（朝日学生新聞社）などがある。 

 

 

角野栄子 

東京都に生まれる。童話作家。主な作品に「魔女の宅急便」「キキに出会った人々」

（福音館書店）、「なぞなぞあそびうた」（のら書店）、「ネッシーのおむこさん」（金の星

社）、「アッチ コッチ ソッチのちいさなおばけシリーズ」「魔女からの手紙」「ちいさな魔

女からの手紙」（ポプラ社）、「わたしのママはしずかさん」（偕成社）、「ラストラン」「ナー

ダという名の少女」「トンネルの森 1945」（角川書店）、近著に「角野栄子エブリデイマ

ジック」（平凡社）、「境目なしの世界」（理論社）、「『作家』と『魔女』の集まっちゃった思

い出」（角川書店）などがある。2013年に第 48回東燃ゼネラル児童文化賞（現ＪＸＴＧ

児童文化賞）、2018年に国際アンデルセン賞・作家賞受賞。 

 

 

中井貴惠 

女優・エッセイスト。数々の映画、ドラマに出演。現在は「大人と子供のための読み  

きかせの会」の代表をつとめる。2006 年より様々なジャンルの音楽と朗読を合体    

させた朗読公演「音語り」にも精力的に取り組んでいる。「あらしのよるに」「きいろいば

けつ」「ナゲキバト」「晩春」「秋日和」「東京物語」「秋刀魚の味」などを全国で公演中。

エッセイスト、絵本翻訳家として著作物多数。 

 

 

宮西達也 

静岡県に生まれる。絵本作家。人形美術、グラフィックデザイナーを経て絵本をかきは

じめる。主な作品に「おまえうまそうだな」（ティラノサウルスシリーズ：ポプラ社）、「おと

うさんはウルトラマン」「パパはウルトラセブン」（ともに学習研究社）、「ヘンテコリンおじ

さん」（講談社）、「きょうはなんてうんがいいんだろう」（鈴木出版）、近著に「おかあさん

ありがとう」「どこがながいかわかる？」（ともに金の星社）など多数。 

 

 

薫くみこ 

東京都に生まれる。児童文学作家。高島屋の広告デザイナーを経て、児童文学、  

絵本、童話の創作を始める。主な作品に「十二歳の合い言葉―12歳シリーズ」（ポプラ

社）、「あのときすきになったよ」（教育画劇）、「ハキちゃんの『はっぴょうします』」（佼成

出版社）、「ちかちゃんのはじめてだらけ」（日本標準）、「なつのおうさま」（ポプラ社）、       

「みんなでんしゃ―赤いでんしゃシリーズ」（ひさかたチャイルド）、近著に「歯っかけア

ーメンさま」（理論社）、「スパイガール GOKKO」（ポプラ社）など多数。 
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