アタラシイ
文学賞
ここ 〜 年 で 創 設 さ れ た 文 学 賞 に は ︑
これまでにない新しさと時代性が感じられます︒
次の 書 き 手 に 求 め ら れ て い る も の は 何 か ？
主催 者 イ ン タ ビ ュ ー の な か に ︑
その ヒ ン ト が 隠 さ れ て い る か も し れ ま せ ん ︒

(

イラスト ノグチユミコ
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自分の中で︑
書きたくて
書きたくて
ワクワクしてくる
瞬間がやってきます︒
そういうとき︑
小説は生まれて
くると思います︒
>ciZgk^Zl

又吉直樹

僕が今︑いちばん面白いと
思うことを︑徳永や神谷に
言わせることはできない︒
あくまで徳永の目で
見た世界を描く︒
︱︱小説
﹃火花﹄
はどういった経緯で
書かれたのか︑教えてください︒
はできない︒あくまで徳永の目で見

がある︒入口はそこからで︑どんな

嬉しいですけど︑フィクションの世

ですよ﹂と言われたら︑芸人として

て︑
﹁あそこのくだり︑面白かった

そうです︒編集者に読んでもらっ

ひっぱられるイメージがそれほどな

花﹄がいいなと︒タイトルによって

の会話もよくぶつかっていて︑
﹃火

も
﹃スパークス﹄
︑先輩芸人・神谷と

もありますし︑徳永のコンビの名前

ずっと決められなくて︑実は最後

められたのですか？

必ず奢るという習慣は︑一般の人に

た世界を描かなければならないとい

先輩と後輩で︑芸歴が長いほうが
は不思議な感覚なのかもしれない︑

ストーリーでも突き詰めて考えて︑

界︑小説としては︑ずれるわけです︒

ものになったので︑良かったと思い

人間の面白味がでればいいなと思っ

芸人の僕が︑芸人を題材にした小

て書き始めました︒
主人公の徳永という芸人を自分と

説を書いたという点で︑主人公と同

く︑小説を読みながら︑タイトルに
同じ歳の設定にして︑わりと芸風も

一視されがちだとは思いますが︑あ

戻って︑なるほどと思ってもらえる
近くしたため︑書いていて︑これは

る意味︑距離をおいて作中の人物を

面白過ぎるところは︑あえてカット

自分の言葉なのか︑徳永の言葉なの

俯瞰して見ている自分がいました︒

したり
︵笑︶
︑辛いところでしたね︒

かわからなくなる瞬間があったこと

︱︱苦労したことは何ですか？

が︑唯一難しかったことです︒僕は

作家の太宰治が好きで何度も読み

と思っているのか︑どうすれば神谷

神谷さんが︑何を見て︑何を面白い

ますが︑同じテーマ︑モチーフを違

た人︑出来事をそのまま書くのでは

さんが笑ってくれるのか︑そんなこ

徳永と神谷が出会う頃の年齢からす

なく︑小説の中の場面︑風景として

︵
﹃火花﹄
本文より︶
とばかり考えていた︒

自分の後輩・同期・先輩︑
コンビを解散して
辞めていった人︑また
コンビを組み直した人︑
自分の中に残っています︒
自分を振り返ると材料はあるんです

読んでもらえるよう︑心がけました︒

う角度から描く手法を多用している︒

けど︑今の僕の全力の意見は書けな

︱︱タイトルの
﹃火花﹄
はいつ頃︑決

化していった――。

い︒僕が今︑いちばん面白いと思う

﹃火花﹄
を書く上でも︑今まで出会っ

ます︒

今 歳で︑芸歴 年目︒小説の冒頭︑

くてはいけない決まりのようなもの

の最後にこのタイトルにしよう︑と

めると、二人の関係は微妙に変

なりました︒迷っていた理由はいろ

かし、徳永が芸人として売れ始

うこと︒

学」
と人間性に深く共感し、日々

︱︱徳永も神谷も小説の中の人物で

行動を共にするようになる。し

ということは思っていました︒後輩

火大会で神谷という先輩芸人と

のほうが仕事が多く︑稼いでいても︑

出会い、彼の笑いに対する「哲

いろありましたけど︑花火のシーン

お笑い芸人の徳永は、熱海の花

すものね︒

『火花』

芸歴が長い人は先輩であり︑奢らな

（文藝春秋／ 1200 円＋税）

ことを︑徳永や神谷に言わせること

その自分が︑通ってきた道︑過去の

15

ると︑随分先輩になるわけですよ︒

34
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アタラシイ 文 学 賞

1980 年大阪府生まれ。お笑いコンビ・

又吉直樹
（またよし・なおき）

ピースのボケを担当。太宰治の大ファ

ン。著書に『東京百景』
（ヨシモトブッ
クス）
、
『まさかジープで来るとは』
（共
『別冊文藝
著／幻冬舎）
など。2012 年、

を発表。2015 年 1 月発売の『文學界』
春秋』に短編小説『そろそろ帰ろかな』

に中編小説『火花』を掲載、話題となる。
に刊行予定。

単行本『火花』
（文藝春秋）が 3 月 11 日

書き上げて︑そういったことをすご

たほうがいいということ︒最後まで

小説は︑書きたいと思ったら書い

ゃ好きなタイプですね
︵笑︶
︒何の文

が聞かれたら⁝⁝真樹さんはめっち

して︒で︑結局︑どやねん？って僕

作者の僕ではなく︑徳永の
﹁憧れ﹂
と

見た
﹁憧れの女性﹂
として描きました︒

社会経験も浅く︑女性とも一度くら

く感じましたね︒自分の中で︑書き

句もありません︒好きですね︒

いしか付き合ったことがない奴から

たくて︑書きたくてワクワクしてく

︱︱公募ガイドの読者にメッセージ

︱︱今回小説を書かれて︑今︑どん

る瞬間がやってきます︒そういうと

なことを想いますか？

き︑小説は生まれてくると思います︒

をお願いします︒

自分の中にある︑確かなもの︑書

︱︱﹃火花﹄を書き終え︑徳永や神
谷はまだ︑作者の又吉さんの中にい

して辞めていった人︑またコンビを

の後輩・同期・先輩︑コンビを解散

まだいますね︒というのも︑自分

の人や偉い肩書の人と意見がぶつか

い意志を信じて︑たとえすごく年上

ようにすること︒自分の中にある強

めたうえで︑でも決して捉われない

今までの小説の様式やセオリーは認

かずにはいられない何かを正直にぶ

組み直した人︑目の当たりにしてき

っても譲れない何か︑絶対に自分が

つけていったほうがいいと思います︒

た彼らが自分の中にそれぞれ残って

ますか？ それとも離れていきまし

いるんです︒そういった出会ったり︑

正しいと思えること︑これこそが美

たか？

すれ違っていった人たちが︑今回の小

しいと自分が信じられるもの︑それ

︵笑︶
︑演奏とい
で叫んでいるような

ちに︑その楽器を手離して︑手拍子

弾いているんだけど︑演奏が進むう

音楽でも︑最初はちゃんと楽器を

を書くほうがいいと思います︒

説の徳永や神谷になっていきました︒

結局︑どやねん？って
聞かれたら︑
何の文句もありません︒
好きです
︵笑︶

間を見たり︑聴いたりすると︑胸が

う行為を感情が追い越してしまう瞬
︱︱では︑作中に出てくる女性︑真

打たれます︒笑ってしまいますけど︑

ですから︑あえて過去のセオリーは

そういう人たちのことが好きですね︒

外して︑どうしても書きたい何かを

樹さんは作者・又吉さんの理想の女
彼女に関してはめちゃくちゃ冷静

本気でぶつけていくことが大切だと

性でしょうか？

担当編集者と知人の女性にも相談し

に描いた人物像と言いますか⁝⁝︒

思います︒

撮影：賀地マコト

取材：小板橋頼男
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て︑徳永︑つまり 代半ばくらい︑

20

編集部が注目する
つのキーワード

書店売り場の先にある
アタラシイ文学賞

ここ 〜 年︑書店を賑わして

が立った作品が求められている︒

さまざまな文学賞で︑キャラクター

くりの文庫本だ︒代表的なものに

︻小説投稿サイト︼
小説投稿サイトに登録して応募する
仕組みの文学賞が昨年から急増中︒
●朝日エアロ文庫グランプリ
●スマホ小説大賞 など

︻書店員︼
読者に一番近い存在＝書店員が選考

万部を

る︒シリーズ累計

●集英社 ノベル大賞 など

﹃ビブリア古書堂の事件手帖﹄
があ

ラストを用い︑女性を意識したつ

クターものとも呼ばれ︑表紙にイ

キャラクター文芸とは︑キャラ

ト小説﹂
︒

いる﹁キャラクター文芸﹂と﹁ネッ

3

●角川文庫 キャラクター小説大賞

︻キャラクター︼

2

★エブリスタ﹂などの小説投

●本のサナギ賞

ら具体的に見てみよう︒

こうしたアタラシイ文学賞が求

る文学賞も増えつつある︒

っている書店員が選考委員を務め

らには︑
〝売れる本〟とは何かを知

て応募する文学賞を多数実施︒さ

プし︑投稿サイトにエントリーし

は︑さまざまな出版社とタイアッ

創設している︒
﹁小説投稿サイト﹂

クターを重視した文学賞を次々と

芸のレーベル創刊に伴い︑キャラ

大手出版社ではキャラクター文

賞にも影響を与えている︒

こうした書店での動きが︑新人

各出版社が競って書籍化している︒

稿サイトは〝売れる本〟の宝庫で︑

﹁

の 出 版 だ︒
﹁小 説 家 に な ろ う ﹂や

小説投稿サイトに掲載された作品

ネット小説で最近主流なのは︑

突破し︑ドラマ化もされた︒

+
%
%

める作品とは何か？ 次ページか

する文学賞が増えつつある︒

:

時代を反映した
アタラシイ文学賞
(

&
'
(
●本にしたい大賞 など
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ここ最近︑気になる文学賞が増えてきました︒
キーワードは︑
﹁キャラクター﹂
﹁小説投稿サイト﹂
﹁書店員﹂
︒
いったいどんな文学賞でしょう？

アタラシイ 文 学 賞

性の強いものということがわかる︒

の＝売れるものが︑キャラクター

とあり︑書店で求められているも

豊かなキャラクターが活躍する〟

い大賞﹂
︵学研︶も︑要項に〝個性

学賞が多い︒

れらのジャンルを募集している文

強いものということもあって︑こ

ライトノベルやキャラクター性が

重要なのは︑
キャラクターの魅力
キャラクター文芸の主な読者層
としては︑ライトミステリーや日

ィンチ﹃本の物語﹄大賞﹂では︑昨

じく書店員が選考委員の﹁ダ・ヴ

要項にこそ書いていないが︑同

またキャラクターの個性重視のミ

り手の込んだ謎のあるミステリー︑

ッチのライトミステリー︑がっつ

ランプリ﹂
は︑募集要項に
﹁軽いタ

その一つ︑
﹁朝 日 エ ア ロ 文 庫 グ

は 代〜 代の女性で︑ジャンル
常の謎解きものなど気軽に読める

年末︑第 回大賞受賞作に﹃裏道

文芸の色が強い︒ 月に締め切っ

ステリー﹂とあり︑キャラクター

ものが多い︒しかし︑一番の特徴

通り三番地︑
幻想まほろば屋書店﹄

賞しており︑選評でも﹁人間以上

は過去にライトノベル系の賞を受

す﹂
とはっきりうたっている︒

﹁主人公のキャラクターが重要で

た
﹁双葉社ホラー＆ミステリー﹂
も︑

︵三萩せんや著︶
が選ばれた︒著者

キャラクター文芸を募集してい

に人間臭い本や︑浮世離れした店

かれて読み進めるタイプのものが

る﹁角川文庫キャラクター小説大

かる︒多少︑文章や構成に自信が

アタラシイ文学賞においては︑

なくても︑キャラクターに個性が

キャラクターがいかに重要かがわ

押す周りの人々︒どれも魅力的だ

主︑手先も生き方も不器用な主人

った﹂と︑キャラクターへの評価

公︒それらを優しく見守り背中を
インメント小説〟を募集とある︒

ャラクターが活躍するエンターテ
ストーリーの新しさや文章のうま

（白泉社）

招き猫文庫時代小説新人賞

本のサナギ賞

ダ・ヴィンチ
「本の物語」
大賞

（エブリスタ）

ノベリスタ大賞

（エブリスタ／朝日エアロ文庫）

朝日エアロ文庫グランプリ

?JCDC 学園ホラー小説大賞

（エブリスタ／主婦と生活社）

いぐいひっぱっていく力があるな

（@69@6L6メディアワークスブランドカンパニー）

小説投稿サイトにエントリーす

本にしたい大賞

ら︑十分大賞を狙っていけるとい

（学研）

えるだろう︒

ノベル大賞

る文学賞の場合は︑もともとサイ

（集英社）

トに投稿されている作品の多くが

あって魅力的で︑ストーリーをぐ
が高い︒

角川文庫キャラクター小説大賞

書店員が選考委員の﹁本にした

（ディスカヴァー・トゥエンティワン）

ーの個性やオリジナリティに磨き

さも大切だが︑まずはキャラクタ

圧倒的に多い︒

2

賞﹂の募集要項にも〝魅力的なキ

2

ということ︒登場人物の個性に惹

は︑
﹁キャラクターが立っている﹂

40

をかけることが大事だろう︒

（@69D@6L6角川書店ブランドカンパニー）

アタラシイ文学賞に
共通する
〝求められる作品〟
募集要項を見ると︑どれもみんな
﹁キャラクター﹂
を重視している
ことがわかります︒

10

おもなアタラシイ文学賞

12

若桜木先生︑教えてください！

設定？ 性格？ それとも描写？
本誌でおなじみ若桜木先生が︑キャラクターの魅力
について過去の受賞作をもとに解説します︒

普通でない主人公と
冒頭のインパクト
新人賞の応募作を読んでいて︑
最も多い主人公のキャラ設定は
遇して︑徐々に成長していく﹂と

﹁平凡な主人公が様々な困難に遭

格が際立っていないと売れなくな

るワトソンのような語り手で︑真

主人公は警視庁捜査一課の鬼警部

愛した容疑者﹄
︵大倉崇裕︶が良い︒

新人賞受賞作以外では﹃小鳥を

易だ︑ということになる︒

の主人公は他にいるような場合を

補の須藤友三だが︑
真の主人公
︵名

った︵主人公が﹃ホームズ﹄におけ

除く︶
︒

探偵︶は新米巡査の薄圭子で︑変

人ぶりを
﹁やたら動物に詳しいが︑

キャラを際立たせることに神経

暴走型か変人型か

主人公の性格を際立たせようと

を注ぎすぎると︑
﹁変 人 で 魅 力 が

他は無類の無知＆非常識﹂という

すると︑どうしても主人公は暴走

枚の長編を平均して十分から二十

美人︶の主人公の神ヒカル︒
﹃この

賞作の﹃ロスト ･ チャイルド﹄
︵桂

史
︵
﹃ヴェサリウスの柩﹄
で受賞︶
の

という罠に陥りかねないので︑こ

なく︑読んでいてドン引きする﹂

分程度の短時間で読み飛ばす新人

ミステリーがすごい！﹄大賞受賞

も非常に良い︒特に際立ってキャ

﹃警視庁捜査一課十一係﹄
シリーズ

例えば横溝正史ミステリ大賞受

を兼ねたもの︶
となる︒

設定で表現している︒

主人公を考えるに際して最も重

型か変人型︵あるいは︑その両方

いうもの︒これは駄目である︒

主人公﹂
を創り出すかに尽きる︒

要な点は︑どれだけ﹁普通でない
新人賞の選考は︑猛スピードで

賞も珍しくない︒そうすると﹁成

ル﹄
︵伊園旬︶の主人公たちや︑
﹃弁

作の﹃ブレイクスルー・トライア

︵特に一次選考は︶
行われる︒五百

長物語﹂は︑成長に伴った性格の
選考委員が減点材料に見なす可能

坂一広︶の主人公の弁護士︒同賞

護士探偵物語・天使の分け前﹄︵法

顔に設定したせいでイマイチ︶
が︑

︵主人公の如月塔子も︑小柄で童

ラが魅力的な登場人物はいない

鮎川哲也賞から出てきた麻見和

の作品などは好見本になる︒

変化を
﹁キャラクターが不統一﹂
と
性が大きい︒

全登場人物が
﹁そこそこ魅力的﹂
に

変転するストーリー展開が凝りに

の﹁隠し玉﹂にも︑このタイプの主

凝っているのが良い︒キャラ立て

人公が多い︒﹃婚活島戦記﹄
︵柊サナ

主人公がワトソン型だと︑島田

にさほど自信がない人が狙うべき

しかも冒頭の掴み部分がインパ

的にそうだが︑受賞作では鮎川哲

荘司氏の御手洗潔シリーズが基本

は︑この路線だろう︒

クトの欠如となり︑冒頭を読んで

インパクトのある冒頭とは︑例

也賞受賞作の﹃体育館の殺人﹄
︵青

なっているのと︑犯人逮捕までの

えば桜庭一樹﹃少女には向かない

崎有吾︶が該当する︒主人公の柚

カ︶
のヒロイン︑二毛作甘柿︒

職業﹄の﹁中学二年生の一年間で︑

乃は語り部で︑真の主人公︵名探

本を買うか否かを決めるタイプの

あたし︑大西葵十三歳は︑人をふ

読者には︑買ってもらえない︒

たり殺した﹂
のようなものを指す︒

偵︶はド変人の裏染天馬︒主人公

そこで︑外側から描いたほうが容

も内面の心理描写が困難になる︒

若桜木 虔
︵わかさき けん︶
作家︒ＮＨＫ文化センター︑読売文化セン
ター︵町田市︶で小説講座の講師を務める︒
本誌﹁作家デビューの裏技︑教えます！﹂
︵１４９ページ︶
の連載も務める︒

スマホなどが発達してメールや
日本の小説は︑よほど冒頭にイン

ゲームに流れる人口が増えた結果︑ をド変人に設定すると︑どうして
パクトがあり︑しかも主人公の性

13

魅力的な
キャラクターって
どんなものですか？

アタラシイ 文 学 賞

第１回 角川文庫
キャラクター小説大賞
選考のポイントはシリーズ作品を描ける力があるかどうか

﹃心霊探偵八雲﹄
や
﹃櫻子さんの足下

ルなキャラクターが等身大で描かれ

たり共感できたりするような︑リア

的なことなんです︒ふと感情移入し

いていくかということ︒つまり普遍

ていくか︑どう他人と信頼関係を築

夫ができる︒その工夫をおもしろが

こんなふうに成長させようとか︑工

秘密を持っている設定にしようとか︑

見えている人物だけど︑実はこんな

見せ所です︒最初はこういうふうに

リアルなキャラクターを
等身大で描く

には死体が埋まっている﹄など人気

最終候補作は 〜 作品ぐらいを

っていただきたいです﹂

ーを描ける新人作家を自社から輩出
したい︑という思いからこの賞が創
設された︒
﹁キャラクター文芸のおもな読者層
は 代〜 代の女性です︒働いたり︑

想定︒その最終選考委員には︑ニト
ロプラスの小坂崇氣氏や書評家︑書
店員という︑作家とは違う視点を持

この賞の一番の特徴は︑応募作品

こにある魅力︑おもしろさをすくい

﹁うまさ︑完成度だけではない︑そ

った人たちをそろえている︒
が 話以上からなる連作短編である

工夫をおもしろがれるかが︑
連作短編の決め手

ている︒それを手にとりやすいパッ

る連作短編）
。詳細は P.82 を。

ケージに包んでお届けしています﹂

小説を募集。同一の世界観と主人公

シリーズを次々と生み出している角

による短編 2 話以上（2 話以上からな

川文庫︒これらに続く︑キャラクタ

が活躍する、エンターテインメント

現実をひと時忘れたりしています﹂

ものとして本の世界に癒されたり︑

力があるかどうか︑この連作短編か

ということ︒シリーズものを書ける

原石を見つけたいと思っています﹂

す︒テクニックがなくても大丈夫︒

あげられる賞にしたいと思っていま

ジしてしまうのだが︑むしろ一般文

トノベルやマンガ的な小説をイメー

キャラクター小説というと︑ライ

ているか︑話のバリエーションをつ

れているか︑ずっと同じ魅力を保て

ーが連作の中で統一感をもって描か

つける筆力︒さらには︑キャラクタ

筆力︒そして連作全体で起承転結を

リーズものを書きたい！という思い

ていきたいという︒この主人公でシ

１冊のペースで 巻︑ 巻と刊行し

可能性はある︒デビュー後は半年に

ので︑大賞を逃した作品にも出版の

最終候補作には担当編集者がつく

ら読みとることができる︒

芸に近いようだ︒

があるなら︑ぜひ挑戦してほしい︒

﹁短い中でも起承転結がつけられる

﹁作品を通して描かれているのは︑

くることができるか︒ある意味腕の

野﨑智子さん︶

たとえば自分の居場所をどう見つけ

あるかもしれないという気持ち

で読める世界観がよい。

『心霊探偵八雲 &
赤い瞳は知っている』
神永学
シリーズ累計 )*% 万部突破

パニー主催。魅力的なキャラクター

3

角川文庫キャラクター
文芸の特徴
この人気シリーズに続け 

KADOKAWA 角川書店ブランドカン

5

︵角川文庫キャラクター文芸編集長

子育てをしている女性が︑地続きの

40

4

2

『櫻子さんの足下には
死体が埋まっている』
太田紫織
シリーズ累計 +% 万部突破

『ホーンテッド・キャンパス』
櫛木理宇
シリーズ累計 ** 万部突破
（角川ホラー文庫）

2

30

ミステリー、ホラー、日常の謎

ジャンルに縛りはない。ただ、

解き、お仕事ものは、これまで

だという。完全ファンタジーは

の実績から、編集部の得意分野

うので、避けた方がよいだろう。

ライトノベルに近くなってしま

あくまでも現実の世界と地続き

で、もしかしたらこんな世界が

14

新人賞にも当てはまる︒

残酷なもの︑他社にあるようなエロ

小説に転身したいという人のほうが

ルで書いていたが︑この機会に時代

ファンタジーやＳＦなど他のジャン

作家を発掘するために創設された新

招き猫文庫の創刊とともに︑新しい

もっと女性読者をも意識し︑時代小

れるような作品では受賞は難しい︒

﹁それ︑時代小説にありがち﹂と言わ

﹁時代考証︑校閲は受賞後にしっか

な価値ではなく小説としての面白さ︒

れがあるが︑求められるのは資料的

い人は時代考証などでつまずくおそ

ただ︑時代小説を書いたことがな

﹁最近︑時代小説がブームですが︑

いは恋愛の要素を絡めるなど工夫が

りやります︒まずは物語として面白
時代設定は︑戦国時代から明治初

いものを﹂
具体的に言えば︑畠中恵の﹃しゃ

必要となる︒

ーズなどをイメージすればいいが︑

いような設定を放り込む︒

年まで︒その中に現実にはありえな

女性読者にいかにも男性向けのタイ

人ですので︑そうなると時代小説と

プするという設定だと主人公は現代
言えるか微妙ですが︑面白ければそ

﹁とはいえ︑現代人がタイムスリッ
募集要項に﹁従来の枠にとらわれ

もちろん︑既存の作品と同じものを

ないエンターテインメント時代小

書いても意味がない︒

紙に起用したり︑初めての方でも手

こで招き猫文庫では少女漫画家を表
に取りやすい装丁にしました﹂︵白泉

の傾向も先例もありません︒いい意

れもありかも︒第１回なので︑なん
味でやりたいようにやってほしい﹂

あった？﹂というような新しい時代

トル︑ジャケットでは売れない︒そ

ってきたということもあって︒でも︑ ばけ﹄や高田郁の﹃みおつくし﹄シリ

おり︑うちはこれまで少女漫画をや

調べてみたところ女性読者が４割も

なぜ時代小説なのか︒

説ながらファンタジーの要素があっ

つまり︑誰かにあらすじを話して︑ 有利かもしれない︒

もなしということで︑当然︑これは

いい意味でやりたいようにやってほしい

新しい時代小説の
書き手を求む
招き猫文庫時代小説新人賞は︑昨

大賞賞金 100 万円。受賞作は招き猫

たり︑あやかし物であったり︑ある

文庫より刊行。詳細は P.80 を参照。

人賞だ︒

年 月︑時代小説のレーベルである

募集。A4 用紙に 38 字× 32 行で印字

入賞者には担当編集が付き︑プロ

撮影 賀地マコト

し、80 枚〜 150 枚。プロ・アマ不問。

デビューすべく育成してくれる︒

方丁さん

いエンターテインメント時代小説を

説﹂とあるように︑
﹁今までこんなの

招き猫文庫の中心読者層は 〜

そうなると︑これまでずっと時代

小説の旗手で選考委員の冲

其の六 今までこんな時代小説あった？

という枠にとらわれないもの。

な表紙

『天地明察』など新しい時代

招き猫文庫
白泉社

其の壱 (% 〜 )% 代の女性読者も意識したもの。

編集長

招き猫文庫から刊

其の参 ファンタジーやあやかし物など、

現実にはありえないような設定を。

考委員のあさのあつこさん

白泉社主催。従来の枠にとらわれな

社 招き猫文庫編集長 岡勝也さん︶

小説を書いてきた人より︑今までは

小説が求められる︒

になるが︑キャラクター小説の感じ

代で︑ライトノベルよりは上の年代

40

岡 勝也さん

其の弐 既存の時代小説にありがちな作品

ではなく、残酷、エロもだめ。

時代小説も手掛け、新人発

11

は残しつつ︑歴史小説は扱わない︒

15

30

招き猫文庫時代小説新人賞受賞の条件

第１回招き猫文庫
時代小説新人賞

アタラシイ 文 学 賞

掘にも熱い意欲を寄せる選

行された『書き下

てのひら猫語り』
、

其の四 主人公が立った

キャラクター小説の感じがある。

ろし 時 代 小 説 集

其の五 時代設定は戦国時代から明治初年まで。

したくなるソフト

女性もジャケ買い

エンタメ小説新人賞
第 回本のサナギ賞
全国の書店員が
﹁世に出したい﹂
作品を選びます！

う本のサナギ賞︒現役の書店員が選

を選ぶ エンタメ小説新人賞﹂と謳

﹁全国の書店員が世に出したい作品

変熱いコメントを書いてくださいま

いていただくのですが︑みなさん大

読者にお勧めするポイントなども書

﹁投票する際︑その作品の感想や︑

うだったのだろう？

員さんによる投票という仕組みはど

では︑第１回の選考を経て︑書店

指す人﹂
︒本気で作家になりたい人

ロ作家を目指す人︑再デビューを目

が大好きな
﹃本の虫﹄
であること﹂﹁プ

こ の 賞 に は 応 募 資 格 が あ る︒
﹁本

しいです﹂

ジャンルが受賞する賞だと思ってほ

した作品が入賞しました︒いろんな

成長を描いた作品︑格闘技を題材と

大賞受賞作は
異例の初版 万部！

考委員として︑最終候補作のなかか

は︑ベストセラーを生み出す覚悟で

〝本の虫〟である書店員さんに熱い

ました﹂

﹁
﹃これはエンタメ小説です︒人を

チャレンジしてほしい︒

今回︑第 回の大賞受賞作となっ

作品が大賞となる︒

楽しませる小説です﹄と自信のある

丸となって︑デビュー作からベスト

まさに︑作家・書店・出版社が一

選ばれましたが︑優秀賞には奇妙な

﹁今回はたまたま大賞に時代小説が

セラーを生み︑育てる新人賞である︒ 神様が出てくる作品や︑祖父と孫の

品をぶつけてほしいです﹂

〝本の虫〟
たちに選ばれる︑本気の作

作品を︑ぜひ送ってきてください︒

描いた作品です︒選考委員の中でも
女性の書店員さんからの票が大変多
かったです ﹂
︵運営事務局 林拓馬

代と幅広く︑作品のジャンルもさ

第１回目は応募者の年齢が 代〜

いろんなジャンルの
作品が受賞する賞

言葉でお勧めしてもらえる︒これも

部で出版。詳細は P.77 を参照。

この賞の魅力だろう︒

の帯や

に使わせていただき

募集。400 字詰原稿用紙換算 200 枚

した︒今回はその一部を大賞受賞作

50 万円が贈られ、受賞作は初版 2 万
※第 1 回受賞者・志坂圭さんの
コメントは P.30 をご覧ください。

準に選考したいと思います。

かで圧倒的に 1 位でした。キャ

〜 500 枚程度。大賞受賞者には賞金

『滔々と紅』志坂圭著

さん︶
大賞は初版 万部という新人作家
としては異例の部数で売り出し︑優

20

って、おもしろいかどうかを基

大賞の『滔々と紅』は自分のな

主催。エンターテインメント小説を

たのが
﹃滔々と紅﹄︵志坂圭著︶
だ︒

投票し︑その結果によって選ばれた

3

﹁吉原でたくましく生き抜く遊女を

E
D
E

1

次回も読者の気持ちに寄り添

基準で選びました。

ディスカヴァー・トゥエンティワン

ら世に出したいと思う 位〜 位に

'

秀賞も書籍化を検討しているという︒ まざまだったという︒

60

1

2

しっかり作られている。その人

初めて新人賞の選考に携わり

'

選考委員・丸善書店 津田沼店の
酒井七海さんに聞きました

ました。書店員を選考委員に選

の性格が細部までくみ取れるぐ

んだ時点でわたしたちに専門的

らい丁寧に描写されていました。

なことは求めていないと思い、

ふだん時代小説はあまり読まな

読者と同じ立場に立って、純粋

いのですが、一読者としてのめ

に「おもしろいかどうか」という

り込みました。

ラクターが立っていて、脇役も

16

枚の長編も︑

してもらうしかなく︑実感したい方

このあたりの違いは感覚的に理解

﹁短編で応募してきて︑そこから担

があるという︒

ついては︑絶対的な実績とノウハウ

人を育成してデビューさせることに

掘して磨きたいということだが︑新

いわゆるダイヤモンドの原石も発

才能も逃したくない﹂

枚の短編も幅広く受け付ける

に根ざした話が多いのに対し︑コバ
ルト文庫ではファンタジー的な全く

集英社のノベル大賞は︑それまで

はオレンジ文庫とコバルト文庫の新

の架空の話が多い︒
のノベル大賞︵短編︶とロマン大賞

刊を読み比べてみるといい︒いずれ

受賞者には
文庫デビューを確約

求められる小説は幅広く楽しめる

︵長編︶
を統合して創設された︒

１００枚であっても︑その筆力を見

いう逸材なら︑担当編集が育てます︒

ないけれど︑１００枚なら書けると

ります︒今はまだ長編を書く実力は

家も多い︒新人の育成には実績があ

実力をつけて長編でデビューした作

当編集と二人三脚で改稿を繰り返し︑

ノベル大賞の最大の特徴︑それは

ルとは︑若い男性向けの小説だ︒

ちなみに︑ここで言うライトノベ

とは押さえておこう︒

﹁キャラクター小説である﹂
というこ

にしても︑
﹁ライトノベルではない﹂

的には以下の２点に集約される︒
一つは︑オレンジ文庫のメイン読
者層でもある 代〜 代の男女が幅
広く読めるもの︒
ただし︑応募の入り口は一つでも

と幅広く︑短編でも長編でも受け付

集にするか︑受賞作を膨らませるか︑

または改稿して︑また︑短編は短編

受賞すると︑長編ならそのまま︑

抜く自信があります﹂

けてくれるわけだが︑そうしたのに

あるいは︑受賞作を使わずに全くの

規定枚数は１００枚から４００枚

の幅が広がったこと︒

コバルト文庫という出口もあるので︑ 短編と長編が統合されたことで枚数
代向けの作品もＯＫだ︒

っと立っていて魅力的なもの︒

書き下ろしにするか︑いずれにして

もう一つは︑キャラクターがきち
﹁これは絶対条件﹂
︵集英社 オレン

は理由がある︒

ノベル大賞
（平成 26 年〜）

筆修正、または新作での文庫デビュ

エンターテインメント小説で︑具体

ーを確約。詳細は P.85 を参照。

﹁短編を募集している賞が少ないと

ん︶
とのことだ︒

編集部 編集長

人館画廊』

詰原稿用紙 100 枚〜 400 枚。大賞

ジ文庫編集部 編集長 手賀美砂子さ

手賀美砂子さん

（オレンジ文庫）

賞金 300 万円。受賞者は受賞作を加

も︑オレンジ文庫かコバルト文庫の

コバルト・ノベル大賞
（昭和 58 年〜平成 7 年）

集英社主催。幅広く楽しめるエンタ

いうこともありますが︑うちとして

オレンジ文庫とコバルト文庫の違

ーが確約される︒

（コバルト文庫）

ーテインメント小説を募集。400 字

どちらかのレーベルでの文庫デビュ
けれども︑一方で︑これから伸びる

選考委員の一人、桑

オレンジ文庫

集英社

ロマン大賞（長編）
（平成 8 年〜平成 26 年）

瑞恵さんの新刊『異

ノベル大賞
（短編）
（平成 8 年〜平成 26 年）

します』の著者、谷

&
%
%

いは︑しいて言えば現実との距離感︒ は長編を書き下ろす即戦力も欲しい

『霧氷街ブルース』

40

1 キャラクターが立っていて
魅力的なもの。
20 代〜 40 代の男女が
2 幅広く読めるもの。
3 即戦力も歓迎。今はまだ短編しか
書けない逸材はじっくり育てます。

小説ジュニア青春小説新人賞
（昭和 43 年〜 57 年）

原水菜さんの新刊

20

つまり︑オレンジ文庫では現実世界

17

10

ノベル大賞のここがポイント
ノベル大賞の変遷

)
%
%

『思い出のとき修理

２０１６年度
ノベル大賞

アタラシイ 文 学 賞

ら︑小説のオファーがくることもあ

行された小説を読んだ他の出版社か

の新刊が入荷する中で︑新人賞受賞

なわれる︒溢れるばかりに毎日大量

書店員から見た
新人賞と新人作家
文・丸善書店 小板橋頼男

新人賞から
デビューするメリット

という冠はその作品が良い場所に置

作品そのものも︑新聞・雑誌に書

る︒新しい才能を探すため︑新人賞

評が載り︑テレビ・ラジオ等で著者

かれる優先順位を上げることにほか

また︑群像新人賞
︵講談社︶
︑新潮

インタビューがおこなわれ︑多くの

ならない︒

新人賞︵新潮社︶
︑文學界新人賞︵文

人が︑その存在を知ることになる︒

重要なニュースである︒
﹁〇 〇 文 学

書店の現場においても︑新人賞は

いった︒映画化によって︵動員も︑

風となり︑ぐんぐん売上を伸ばして

告や本の帯に使用されたことも追い

小板橋頼男

書店員・小板橋の
この受賞作が
おもしろい！

丸善書店 有明ワンザ店勤務。文芸

死を覚悟したのではなく、死を忘れ

受賞作は必ず読むという編集者が多

藝春秋 ︶
︑すばる文学賞︵集英社︶
︑

のちに直木賞作家となる朝井リョ

新人賞受賞！﹂のポップやパネル︑

作品の評価も高く︶
︑原作はさらに

（定価）
新潮社／ 1512 円

いからだ︒

文藝賞︵河出書房新社︶等の受賞作

ウのデビュー作﹃桐島︑部活やめる

新人賞受賞という冠がつき︑雑誌

ポスターが届き︑配本数にも影響︑

高橋弘希著

無名の新人の場合︑出版社に持ち

文芸部門を持つ大手出版社のほと

は︑その後芥川賞にノミネートされ

賞受賞作︒作品の魅力はもちろん︑

に掲載︑刊行に至るまで︑出版社に

受賞のロゴが入った帯が本に巻かれ︑ 売れた︒作者本人もテレビ﹃情熱大

第 46 回新潮新人賞
『指の骨』

込みをして︑それを編集者とともに

んどが新人賞を設け︑未来の人気作

ることが多く︵平成 年下半期︑第

磨き上げ︑デビュー作として刊行す

家のために扉を開けている︒まだ何

るというケースは稀である︒

者にもなっていない︑だが可能性だ

受賞作﹃指の骨﹄がノミネートされ

奇抜なタイトル︑小泉今日子が読売

ってよ﹄は︑第 回小説すばる新人

人賞を狙うことが作家デビューの最

新聞の書評欄で誉め︑その言葉が広

は可能な限り宣伝に力を入れてもら

とには︑多くのメリットがある︒

える︒何より︑担当編集者がつき︑

全国の書店で平積みや面陳列がおこ

陸﹄に出演し︑平成生まれでは初の
作家としてスタートできるのだ︒刊

また︑新人賞からデビューするこ

た︶
︑芥川賞受賞により︑さらに売

22
上部数を伸ばすことができる︒

回芥川賞には︑新潮新人賞

26

も有効な手段だと言える︒

けは限りなくある無名の新人は︑新

&
*
'

た。そういう腹の決め方もあるのだ

書からビジネス書まで広く担当。好

――。34 歳の新鋭が戦争を描き、

きな作家は沢木耕太郎、谷村志穂、

第 152 回芥川賞候補となる。

全選考委員絶賛で決まった受賞作。

桜木紫乃など。

18

アタラシイ 文 学 賞

作は︑現在もロングセラーとなって

直木賞受賞と注目が続き︑デビュー
品には︑
〝何か〟があると思うから︒

いる︒厳しい選考を経て受賞した作

発表し続けている女性がいる︒彼女

受賞し︑作家となり︑現在も新作を

ながら執筆を続けている︒いつ︑ど

は大学卒業後︑出版社勤務︑公務員︑

んな状況でも
﹁書き続けてきた﹂
︒た

結婚︑出産を経て︑現在は育児をし

るような読者にはなりたくない︑﹁ま

頑なに︑過去に読んだ好きな作品に

新人賞受賞ということにより︑マ
ず読んでみよう！﹂という気持ちか

だただ︑ひたすらに﹁書き続けてき

固執し︑新しい才能を否定ばかりす

スコミの取材︑映像化︑次回作への

た﹂
︒デビュー前も︑デビュー後も

いる︒

期待へとつながっていくのである︒
ら始まったことで︑新人作家の作品

家として書き続け︑作品を刊行して

き続けていけば︑必ずデビューでき

った︒
﹁月 ま で 届 く 枚 数 の 原 稿 を 書

あるシナリオ・ライターはこう言

それは変わらないと彼女は言う︒

との出会いを楽しみにしている︒
しかし︑新人賞受賞でデビューし

時代の変化とともに︑ケータイ小

いる人は残念ながら少ない︒デビュ

ると信じていたし︑今でもいい作品

た多くの作家のその後だが⁝⁝︑作
説︑ウェブ小説︑電子書籍と発表の

ー作が売れない︑次回作が書けない

月まで届く枚数の原稿を
書き続けること

場は増え︑受け手の扉の数は多くな

を書きたいのなら︑その気持ちを思

19

い出している﹂
と︒

第 12 回女による女のための R − 18 文学賞

（朝香式著／新潮社）

コ
（話題賞）
をデビューさせた実績を持つ文学賞。

過去、窪美澄、宮木あや子（それぞれ大賞）
、山内マリ

（税込）
パニー／ 1404 円

不動産会社に勤める「僕」
。そこは売

など︑失速していく新人作家がほと

『マンガ肉と僕』

芦沢央著

（税別）
集英社／ 1200 円

んどである︒

新庄耕著

り︑デビューのチャンスは広がって

た著者自身も話題となる。

第 3 回野性時代
フロンティア文学賞
『罪の余白』

第 36 回すばる文学賞
『狭小邸宅』

いると思える︒

丸の内の社員食堂に勤務、55 歳でのデビューを果たし

書き続けて⁝⁝書き続けて⁝⁝︒

（山口恵以子著／文藝春秋）

書店にて︑新人賞受賞作と新人作家

『月下上海』

はない︒デビューまでで力尽きない

第 20 回松本清張賞

〝デビューすること〟は〝ゴール〟で

橋本愛・主演で映画化。当時、累計 60 万部を突破。

反面︑毎年︑数えきれないほどの

（中山七里著／宝島社）

新人賞受賞作と新人作家がデビュー

第8回
『このミステリーがすごい！』大賞

を待っている︒
〝本気の作品〟を待っ

『さよならドビュッシー』

ている︒

その後、直木賞作家となる朝井リョウのデビュー作。

でほしい︒私には︑作家デビューす

（朝井リョウ著／集英社）

る前からの知人で︑見事に新人賞を

『桐島、部活やめるってよ』

する︒私自身も読者として︑できる

第 22 回小説すばる新人賞

限り新人賞受賞作は読むことにして

書店で話題になった
文学賞受賞作品エトセトラ

KADOKAWA 角川書店ブランドカン

上以外評価されない過酷な世界。戦

大切な人の命を奪われたとき、あな

力外通告を受けて辞職を迫られるが、

たはどんな償いを求めますか？ 高

ある日、幸運にもひとつの物件が売

校のベランダから転落した娘の死の

れ、何かが動き始める。

真相を求めて、父親の闘いが始まる。

文学賞スケジュール
（3 月〜 9 月）
掲載頁

タイトル

主催者

締切

概要

大賞賞金

85

第 9 回 B-PRINCE 文庫
新人大賞 小説部門

KADOKAWA アスキー・メディ

3/31

ボーイズラブ小説。42 字× 32 行
で①長編 80 枚〜 100 枚程度②短
編 15 枚〜 30 枚程度。

50 万円

アワークス ブランドカンパニー

78

宮畑ミステリー大賞

じょーもぴあ活用推進協議会

3/31

の 1 つまたは
「宮畑遺跡の 2 つの謎」
両方をテーマとした小説。400 字
詰原稿用紙 100 枚以内｡

50 万円

73

第 39 回すばる文学賞

集英社

3/31

既成の文学観にとらわれない、意
欲的な小説。400 字詰原稿用紙
100 枚程度〜 300 枚。

100 万円

第 47 回新潮新人賞

新潮社

3/31

小説を募集。400 字詰原稿用紙
250 枚以内
（短編も可）
。

50 万円

73

第 52 回文藝賞

河出書房新社

3/31

既成の枠にとらわれない、衝撃的
な作品。400 字詰原稿用紙 100 枚
〜 400 枚。

50 万円

第 1 回 Book Shorts
（ブックショート）

佐藤 B 作 佐藤秀峰 清水克衛

江國香織 奥泉光 角田光代
高橋源一郎 堀江敏幸

72

67

選考委員

川上未映子 桐野夏生 中村文則
福田和也 星野智幸
藤沢周 保坂和志 星野智幸
山田詠美

ショートショート実行委員会

3/31

おとぎ話や昔話、民話、小説など
をもとに創作した 1000 字〜 1 万字
以内のショートストーリー。

100 万円

82

第 3 回ハヤカワ SF コンテスト

早川書房

3/31

広義の SF 小説。400 字詰原稿用
紙 100 枚〜 800 枚程度。

100 万円

78

第 12 回ミステリーズ！新人賞

東京創元社

3/31

斯界に新風を吹き込む、意気込み
に溢れた短編推理小説。400 字詰
原稿用紙換算 30 枚〜 100 枚。

30 万円

新保博久 法月綸太郎 米澤穂信

77

第 2 回新潮ミステリー大賞

新潮社

3/31

ストーリー性豊かな、広義のミス
テリー小説。400 字詰原稿用紙換
算 350 枚以上。

300 万円

伊坂幸太郎 貴志祐介 道尾秀介

85

第 14 回角川ビーンズ小説大賞

KADOKAWA
角川ビーンズ文庫編集部

3/31

エンターテインメント性の強い小
説。400 字詰原稿用紙換算 150 枚
〜 300 枚。

300 万円

金原瑞人 宮城とおこ 結城光流

75

第 3 回日本エンタメ小説大賞

日本エンタメ小説大賞

3/31

「映画の原作になること」を意識し
たエンタテインメント性の高い小
説。40字×30行で100枚〜 200枚。

20 万円

遠藤日登思 ほか

阿刀田高 五木寛之 北方謙三
宮部みゆき 村山由佳

実行委員会

74

第 28 回小説すばる新人賞

集英社

3/31

エンターテインメント小説。400
字詰原稿用紙 200 枚〜 500 枚。

200 万円

80

第 2 回富士見新時代小説大賞

KADOKAWA 富士見書房 BC

3/31

江戸時代を舞台とした長編時代小
説。400 字 詰 原 稿 用紙 250 枚〜
400 枚以内。

100 万円

80

朝日エアロ文庫グランプリ

エブリスタ／朝日エアロ文庫

3/31

「読者が楽しめる」ことを考えたミ
ステリー要素のあるストーリー。
12 万〜 13 万字。

82

第 22 回電撃小説大賞

KADOKAWA アスキー・メディ
アワークス ブランドカンパニー

4/10

オリジナルの①長編小説②短編小
説。

300 万円

84

第 3 回集英社ライトノベル新人賞

集英社

4/25

主な対象読者を 10 代中盤〜 20 代
男性と想定した長編小説。400 字
詰原稿用紙 200 枚〜 700 枚。

300 万円

79

MR 探偵小説大賞

MR

4/30

作品中に「探偵」が登場する作品。
400 字詰原稿用紙換算で 80 枚〜
100 枚程度。

100 万円

83

第 3 回富士見ラノベ文芸大賞

KADOKAWA 富士見書房
ブランドカンパニー

4/30

大人向けのエンタテインメント小
説。40 字× 16 行換算で 200 枚〜
300 枚。

100 万円

69

第 10 回ちよだ文学賞

千代田区

4/30

千代田区縁の人物、区内の名所・
旧跡、歴史などを題材にした小説。
40 字× 40 行で 30 枚以内。

100 万円

書籍化検討

高畑京一郎 時雨沢恵一
佐藤竜雄 荒木美也子 ほか

鈴木光司 ほか

逢坂剛 唯川恵 堀江敏幸

20

アタラシイ 文 学 賞
※前回例となっているものは、今年度の募集が始まっていません。
締切や原稿枚数などが変更になる場合がありますのでご注意ください。

タイトル

主催者

締切

概要

大賞賞金

83

ジャンプ小説新人賞 '15 Spring

集英社

4/30

小説フリー部門（40 字× 32 行換
算で 100 枚以上）と小説テーマ部
門
（40 字× 32 行換算で 30 枚以下）
。

100 万円

82

第 1 回角川文庫
キャラクター小説大賞

KADOKAWA
角川書店ブランドカンパニー

5/7

魅力的なキャラクターが活躍する、
エンタテインメント小説。同一の
世界観と主人公による短編 2 話以
上
（連作短編）
。

150 万円

77

第 19 回日本ミステリー文学大賞
新人賞

光文文化財団

5/10

広義のミステリー。400 字詰原稿
用紙換算 350 枚〜 600 枚。

500 万円

あさのあつこ 綾辻行人 笠井潔
朱川湊人

79

第 8 回島田荘司選 ばらのまち
福山ミステリー文学新人賞

福山市ほか

5/10

日本語による長編ミステリー小説。
400 字詰原稿用紙 350 枚〜 800
枚程度｡

印税

島田荘司

67

NHK 銀の雫文芸賞 2015

NHK ／ NHK 厚生文化事業団

5/11

｢高齢社会」をテーマにした小説。
400 字詰原稿用紙 30 枚以内。

30 万円

広義のミステリー小説。400 字詰
原稿用紙換算 400 枚〜 650 枚。

1200 万円

小坂崇氣 石井千湖
タニグチリウイチ 高橋美里

出久根達郎 竹山洋 里中満智子
ほか

第 14 回
『このミステリーが
すごい！』
大賞

宝島社

71

第 2 回エネルギーフォーラム
小説賞

エネルギーフォーラム

5/31

「エネルギー・環境
（エコ）
・科学」
にかかわる小説。12 万字程度。

50 万円

鈴木光司 高嶋哲夫 田中伸男

71

第 14 回坊っちゃん文学賞

松山市／
坊っちゃん文学賞実行委員会

6/30

斬新な作風の青春文学小説。400
字詰原稿用紙 80 枚〜 100 枚。

200 万円

椎名誠 早坂暁 中沢新一
高橋源一郎

84

ミライショウセツ大賞 ネット発
クリエイター発掘・応援計画

ミライショウセツ大賞

6/30

オリジナル小説。①テーマ部門②
ミライショウセツ部門。

100 万円

68

さばえ近松文学賞 2015
〜恋話
（KOIBANA）〜作品募集

近松の里づくり事業推進会議

6/30

恋にまつわる短編小説。400 字詰
原稿用紙 10 枚以内。

10 万円

藤田宜永 ほか

69

第 3 回京都大学新聞文学賞

京都大学新聞社

6/30

ジャンルの枠にとらわれない、斬
新な作品。400 字詰原稿用紙 30
枚〜 50 枚程度。

10 万円

大森望 谷崎由依 吉村萬壱
若島正

71

第 32 回さきがけ文学賞

さきがけ文学賞
渡辺喜恵子基金

6/30

小説を募集。400 字詰原稿用紙換
算で 100 枚〜 150 枚。

50 万円

高井有一 西木正明 森絵都

75

第 5 回ポプラ社小説新人賞

ポプラ社

6/30

エンターテインメント小説。400
字詰原稿用紙換算200枚〜 500枚。

200 万円

74

第 95 回オール讀物新人賞

文藝春秋

6/30

小説を募集。400 字詰原稿用紙
50 枚〜 100 枚。

50 万円

77

80

67

21

選考委員

掲載頁

第 1 回招き猫文庫時代小説新人賞

第 11 回短編恋愛小説
「深大寺恋物語」
募集

5/31

選考委員会

大森望 香山二三郎 茶木則雄
吉野仁

池井戸潤 宇江佐真理 佐々木譲
乃南アサ 森絵都

白泉社

7/31

従来の枠にとらわれないエンター
テインメント時代小説。38 字×
32 行で 80 枚〜 150 枚。

100 万円

あさのあつこ 冲方丁 ほか

深大寺短編恋愛小説
実行委員会

7/31

｢深大寺」
を盛り込んだラブストー
リー。400 字設定 10 枚以内。

10 万円

村松友視 井上荒野 清原康正

68

長塚節文学賞

常総市／節のふるさと
文化づくり協議会

7/31

短編小説。400 字詰原稿用紙 21
枚〜 50 枚。

50 万円

大戸三千枝 高橋三千綱 堀江信
男 成井惠子

前回例

第 1 回日本感動小説大賞

リンダパブリッシャーズ

2014
7/31

読むと泣かずにはいられないけれ
ど、
読後は心が癒されるような
「泣
ける小説」
。40 字× 30 行で 100
枚〜 200 枚。

印税

新保克典 寺井広樹

前回例

第 10 回日本ラブストーリー大賞

宝島社

2014
7/31

エンターテインメント小説。400
字詰原稿用紙換算200枚〜 500枚。

500 万円

冲方丁 川村元気 瀧井朝世

前回例

第9回
「幽」
文学賞

KADOKAWA メディアファク
トリーブランドカンパニー／
ダ・ヴィンチ編集部／幽編集部

2014
8/1

「怪異」
をテーマとする文芸作品を
募集。①短編部門（40 字× 300 行
〜 500 行）②長編部門（40 字×
1500 行以上）

30 万円

岩井志麻子 京極夏彦 高橋葉介
南條竹則 東雅夫

77

「本のサナギ賞」
第2回

ディスカヴァー・
トゥエンティワン

8/2

エンターテイメント小説。400 字
詰原稿用紙換算 200 枚〜 500 枚
程度｡

50 万円

アタラ シ イ 文 学 賞

文学賞スケジュール
（3 月〜 9 月）
掲載頁

タイトル

主催者

締切

前回例

第 8 回魔法の iらんど大賞

KADOKAWA
アスキー・メディアワークス

2014
8/29

「魔法の i らんど」の BOOK 機能で
公開されたオリジナルの長編およ
び短編小説。

100 万円

KADOKAWA メディアファク

8/31

本にまつわる物語。400 字詰原稿
用紙換算 250 枚〜 350 枚。

100 万円

82

第 3 回ダ・ヴィンチ
「本の物語」
大賞

トリーブランドカンパニー

概要

大賞賞金

選考委員

ダ・ヴィンチ編集部

68

第 14 回江古田文学賞

江古田文学会

8/31

清新さをもつ小説と文芸評論作品。
400 字詰原稿用紙 50 枚〜 100 枚。

20 万円

75

第 7 回野性時代
フロンティア文学賞

KADOKAWA 角川書店

8/31

広義のエンターテインメント小説。
400 字詰原稿用紙換算 200 枚〜
400 枚。

100 万円

冲方丁 辻村深月 森見登美彦

前回例

第 49 回北日本文学賞

北日本新聞社

2014
8/31

短編小説。400 字詰原稿用紙 30 枚。

100 万円

宮本輝

前回例

2014 年織田作之助
青春賞・U-18 賞

織田作之助賞実行委員会

2014
8/31

短編小説。400 字詰原稿用紙換算
30 枚以内。青春賞は 24 歳以下、
U-18 賞は 18 歳以下が資格対象。

30 万円

堂垣園江 増田周子 吉村萬壱

前回例

第 3 回 New-Generation
アイリス少女小説大賞

一迅社

2014
8/31

10 代中心の少女に向けたエンタ
ーテイメント作品｡ 42 字× 34 行
で 70 枚〜 115 枚。

100 万円

前回例

一迅社文庫大賞
New Generation Award 2014

一迅社

2014
8/31

ライトノベル作品。42 字× 34 行
で 70 ページ（中編）〜 140 ペー
ジ
（長編）
。

200 万円

前回例

第 26 回舟橋聖一顕彰
青年文学賞

彦根市

2014
9/5

資格 18 歳〜 30 歳。①小説②随
筆③戯曲④評論。400 字詰原稿用
紙 50 枚以内。

50 万円

前回例

第 18 回伊豆文学賞

静岡県／
静岡県教育委員会ほか

2014
9/19

伊豆をはじめとする静岡県の自然
や地名などを題材とした小説。
400 字詰原稿用紙 30 枚〜 80 枚。

100 万円

三木卓 村松友視 嵐山光三郎
太田治子 清水眞砂子 ほか

前回例

第 10 回木山捷平短編小説賞

笠岡市／
笠岡市教育委員会 ほか

2014
9/24

短編小説。400 字詰原稿用紙 50
枚以内。

50 万円

川村湊 佐伯一麦

84

第 10 回小学館ライトノベル
大賞 ガガガ文庫部門

小学館

9/30

ビジュアルが付くことを意識した、
エンターテインメント小説。400
字詰原稿用紙200枚〜 450枚程度。

200 万円

85

第 10 回小学館ライトノベル
大賞 ルルル文庫部門

小学館

9/30

中高生を対象とした恋愛メインの
エンターテインメント小説。38
字× 32 行で、
100 枚〜 105 枚程度。

200 万円

73

第 10 回小説宝石新人賞

光文社

9/30

小説を募集。400 字詰原稿用紙換
算 50 枚〜 100 枚。

50 万円

山本一力 唯川恵

72

第 121 回文學界新人賞

文藝春秋 文學界編集部

9/30

小説を募集。400 字詰原稿用紙
70 枚〜 150 枚。

50 万円

円城塔 川上未映子 松浦理英子
吉田修一 綿矢りさ

74

第 17 回小学館文庫小説賞

小学館

9/30

ストーリー性豊かなエンターテイ
ンメント小説。40 字× 40 行で、
75 枚〜 150 枚。

100 万円

前回例

第 13 回北区内田康夫
ミステリー文学賞

北区

2014
9/30

ミステリーの短編小説。400 字詰
原稿用紙 40 枚〜 80 枚。

100 万円

前回例

第 9 回小学館｢12 歳の文学賞｣

小学館 児童・学習編集局

2014
9/30

①小説部門（400 字詰原稿用紙 5
枚以上）
②はがき小説部門。

図書カード あさのあつこ 石田衣良
西原理恵子 ほか
5 万円分

前回例

第 2 回日経
「星新一賞」

日本経済新聞社

2014
9/30

①一般部門（1 万字以内）②ジュニ
ア部門
（中学生以下。5000字以内）
。

100 万円

谷甲州 石黒浩 古川聡 冨田勝
水本伸子 ほか

前回例

第 1 回林芙美子文学賞

北九州市

2014
9/30

短編小説。400 字詰原稿用紙 50
枚以内。

100 万円

井上荒野 角田光代 川上未映子

佐藤洋二郎 藤沢周 増田みず子
富岡幸一郎

内田康夫 ほか

22

