SPECIAL INT ERVIEW

作家インタビュー編

絶賛
発売中の

『アノニマス・コール』
薬丸 岳さんに聞く
物語を創る姿勢が甘かったと
思い知らされてから取り組んだこと
処女作『天使のナイフ』
で江戸川乱歩賞を受賞しデビューした薬丸岳先生。
公募ガイドを見て、シナリオやマンガ原作など、
さまざまな賞へ応募されていたという。どんな公募に挑戦しながら、
小説家という道を切り開いたのかをお聞きした。

『アノニマス・コール』
（KADOKAWA 1.600 円＋税）

離婚後、妻や娘と別居していた朝倉の元に
娘の誘拐を告げる匿名電話（アノニマス・
コール）がかかってくる。ある事件のせい

取材

川村千重／撮影

賀地マコト

で警察を信用できない朝倉は自力で娘を取
り戻そうと奔走する。しかし、誘拐事件は
彼が警察をやめる原因となった過去の事件
へとつながっていく。
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S P E CI AL I N T E RVIEW

︱
小説家になる前にいろんなことに

チャレンジされていますね︒劇団にいた
こともあるとか︒
実は若い頃︑自分で物語を作って自分
で演じることに憧れていました︒高校卒
業後︑東京キッドブラザースというミュ
なりました︒でも︑演じることが合わな

ージカル劇団を受けて合格し︑研究生に
いとわかって︒半年して辞めましたね︒
その後︑シナリオの学校に通われ

ていますね︒

何でもいいから賞が欲しいと︑
﹁絵本大賞 ﹂とか全然関係ない ジャンルに

くという感覚がわからなかったので︑東

野圭吾さんの本を 冊丸ごと書き写しま

した︒これがけっこう大変でしたね︒で

も︑ゼロから始めて︑自分で書くことの

大変さがわかりました︒

ほかにはどんなことを？

シナリオはカメラに映らない内面は書

︱

けない︒その描写の敷居が高かった︒ま

けませんが︑小説は内面を書かないとい
時に︑自分が十数年目指してきた︑物語

創 作 の 厳 し さ を わ か っ た う え で︑

ゼロからどうやって小説を書きあ

使のナイフ﹄
を書きあげました︒

︱

毎日やっていました︒仕事をしながらな

でもいいので文章に起こすという練習を

使のナイフ﹄
を良いものにするために︑熱

のでかなり大変でしたが︑あの頃は﹃天

に浮かされたように取り組んでいました︒

回目の応募で見事大賞をとられ

できなくなり︑なんでもいいから賞が欲

のだろうと悩みました︒その頃︑契約社

ったので︑今まで読まなかったような作

まず小説がどういうものかわからなか

え︑変化・成長しないといけないと思い

者からの刺激を受けながら自分自身を鍛

わなきゃいけない︒いろんな先輩や編集

や宮部みゆきさんと同じ本棚に並んで戦

んです︒アマチュアにこんな作品が書け

時間ドラマで 枚くらいですが︑乱歩

て検討しましたね︒また︑シナリオでは

10

賞は原稿用紙

枚︒その分量を書

*
* 50
%

13

るなんてすごい！と感動しました︒と同

1

︱

最新作﹃アノニマス・コール﹄は今

ます︒

品を含め︑できる限りまんべんなく読み

マンガ原作にも応募されたそうで

ました︒プロットも パターン以上作っ

︱

員で仕事をしていたのですが︑通勤電車

勝負︒だけどプロになると東野圭吾さん

番伝えたい︒新人賞はアマチュアだけの

しいです︒そこは公募ガイドの読者に一

でも実際デビューするとその何十倍も厳

こんなにも大変なのだろうと思っていた︒

それまでは︑デビューすることはなぜ

ましたね︒デビュー後の苦労は？

︱
強し直して︑自分がきちんと納得できる

その後︑小説家を目指そうと思わ

日 枚何か写真を撮って︑それを 行

ず書くことへのためらいをなくすために

︱

く甘かったと思い知らされました︒

を創ることへの姿勢が︑どうしようもな

出そうとした ︑そんな 時期 も ありました︒

すね︒
その頃︑友人からマンガ原作という手
もあるんじゃないかとアドバイスを受け
オールマン﹄という雑誌に

たので挑戦してみたんです︒集英社の
応募して︑初めて佳作をとり︑もう一回

はなれないんだなと痛感しました︒それ

﹃

出したらまた佳作を頂いた︒それが 回

まで小説を書いたこともないし︑すごく

レベルの小説を作って乱歩賞に出そうと︒

︱

3

︱
体を動かすより︑頭の中で物語を考え
と思ったんです︒そこで映画が好きだっ

読み切りのマンガになりました︒でも︑

読むほうでもなかったけど︑ゼロから勉

るほうが資質に合っているのではないか
たこともあり︑シナリオの勉強を始めま

その雑誌も廃刊になってしまった︒その
大賞に出して佳作を頂いたのですが︑話

これくらいのものを作れないとプロに

した︒でも︑独学に限界を感じて︑シナ

後︑
﹃週刊ヤングジャンプ﹄のマンガ原作

公募ガイドを見ながら︑フジテレビ﹁ヤ

がなかなか進まず連絡もなかった︒マン

シナリオ大賞﹂に応募していました︒で

﹃天
それを目標にして︑ 年 ヵ月かけて

焦りはなかったのですか︒

1

の中で江戸川乱歩賞受賞作の﹃ 階段﹄

げたのですか︒

1

しいと︑公募ガイドを読みあさって﹁絵

非常に悶々とこれからどうしたらいい

1

本大賞﹂とか全然関係ないジャンルに出

れたきっかけは何だったのでしょうか︒

8
という小説を読んで非常に衝撃を受けた

ドラマのシナリオで結果が出ないので

1

そうとした︑そんな時期もありました︒

非常に焦りがありました︒冷静な判断が

︱

を感じました︒

ガ原作も厳しいよなと︑また行き詰まり

ングシナリオ大賞﹂や

の﹁連ドラ・

1

改めて小説家を目指そうと思われた︒

リオの学校に 年半くらい通いました︒

B
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も︑ 次か 次を通過するかしないかと
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いう状態が 代後半まで続きましたね︒

1
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すので︑とにかく楽しんでいただきたい︒ しょうが︑一概にそれが良いとも限らな

い︒デビューしたらもう待ったなしで自

分の能力をシビアな形で見定められます︒

ー。刑事・夏目信人シリーズ『刑事の

なざし』は TBS にてドラマ化。12 年フ

約束』が人気を博し、13 年『刑事のま

にて『天使のナイフ』がドラマ化される。

公募ガイドの読者へメッセージを

まなざし』
『その鏡は嘘をつく』
『刑事の

︱

ジテレビにて『悪党』
、15 年 WOWOW

デビューするまでに知識や技術を蓄積し︑

イフ』で江戸川乱歩賞を受賞しデビュ

お願いします︒

1969 年兵庫県生まれ。05 年
『天使のナ

武器を身につけてください︒

薬丸 岳 やくまる・がく

若い頃︑自分は天才だと思っていまし

P ROF I L E

たが︑今思うとよくそんなことが思えた

する方もいるので︑それまであきらめな

その他、
『ハードラック』
『友罪』
『神の

なというくらい才能がなかった
︵笑︶
︒そ
れでも小説家になれたのは︑あきらめな
かったことが一番大きい︒若くしてデビ
でも︑今回は︑自分が見たい︑読みたい︑ ューできなくても 代︑ 代でデビュー
どエンタメな作品を作りました︒アクシ

子』
『誓約』
など著書多数。

少しでも早くデビューしたいでしょうが︑
一概にそれが良いとも限らない︒
デビューするまでに知識や技術を蓄積し︑
武器を身につけてください︒

までとかなり違う作風ですね︒何か心境

いでほしい︒そのためには挑戦し続けら

に変化が？
ョン映画が大好きなので︑仕掛けや見せ

ですね︒少しでも早くデビューしたいで

れる生活設計のことも考えたほうがいい

場をこれでもかと盛り込んでいます︒

60

今までの僕の作品は︑社会問題を扱っ

50

たちょっと重いイメージでした︒まずは

20

自分が伝えたいことを書いていたんです︒ ページ読んだらとまらなくなると思いま
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お役立ち！

サイズ・料金早見表
用 紙 サ イズ

写真のサイズ

A 判（mm）

B 判（mm）

種類

寸法（mm）

A0

841 × 1189

B0

1030 × 1456

四ツ切

254 × 305

A1

594 × 841

B1

728 × 1030

六ツ切

203 × 254

A2

420 × 594

B2

515 × 728

八ツ切

165 × 216

A3

297 × 420

B3

364 × 515

キャビネ判

120 × 165

A4

210 × 297

B4

257 × 364

2L 判

127 × 178

A5

148 × 210

B5

182 × 257

L判

89 × 127

A6

105 × 148

B6

128 × 182

封 筒 の サイズ

キャンバスのサイズ

種類

寸法
（mm）

長形 3 号

120 × 235

定形（A4 判の三つ折に適している）

長形 4 号

90 × 205

定形（B5 判の三つ折に適している）

0

180

140

−

−

角形 1 号

270 × 382

定形外（B4 判の用紙が入る）

1

220

160

140

120

角形 2 号

240 × 332

定形外（A4 判の用紙が入る）

2

240

190

160

140

角形 3 号

216 × 277

定形外（B5 判の用紙が入る）

3

273

220

190

160

角形 4 号

197 × 267

定形外

4

333

242

220

190

洋形 2 号

114 × 162

定形（A4 判の四つ折に適している）

6

410

318

273

242

洋形 3 号

98 × 148

定形（はがきサイズに適している）

8

455

380

333

273

10

530

455

410

333

角1

12

606

500

455

410

角2

15

652

530

500

455

20

727

606

530

500

25

803

652

606

530

30

910

727

652

606

40

1000

803

727

652

50

1167

910

803

727

60

1303

970

894

803

80

1455

1120

970

894

100

1620

1300

1120

970

定形／定形外（備考）

郵便料金
区分
定形
郵便物

重量

料金

25g 以内

82 円

50g 以内

92 円

50g 以内 120 円
100g 以内 140 円
定形外
郵便物

150g 以内 205 円
250g 以内 250 円
500g 以内 400 円

ミニレター （25g 以内） 62 円
（郵便書簡）
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長3
長4

角3

号数

縦（mm）

横（mm）

F（人物） P（風景） M（海景）

︑楽しみ方
時間の使い方
創作のコツ︑

O,
盗め！ NNOO KLOIFUEB!
公募の極意
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しい︑
てる目標が欲
自分を追いた
なりたい︑
ていたい︒
将来はプロに
誰かと関わっ
い︑それより
︒
様
百
賞金を稼ぎた
人十色︑百人
する理由は十
こと︒
む
し
楽
公募や創作を
させ︑人生を
︒
︑毎日を充実
してもらった
共通するのは
の読者に登場
表として 人
今回はその代
府麻衣
イラスト 別

+

CASE 01

①佐々木さんの机。高層マンシ
ョンからは横浜港が一望できる

②公募ガイドは買うとすぐに募

集内容をチェックし、目ぼしい
ものには付箋をつける

③公募ガイド ONLINE で見つ

一日中、公募のための勉強をしている。
3
4

SASAKI MORIO
④入選作
「昆難あかん」
が掲載さ

30 代のときに小説を書こうとするも、
ビジネスマン時代はそれどころではなく、
今から 5 〜 6 年前の定年になる少し前か
ら公募の世界にカムバック。現在、朝か
ら晩まで公募三昧の日々。62 歳・無職・
神奈川県在住。
れた昆辞苑はかなり豪華な作り

1

佐々木 杜夫
けた
「昆辞苑ワードコンテスト」
で入選！

小説で夢を追い、
アイデア公募に入選して
モチベーションを上げる
2

朝から夕方まで、公募三昧の日々。

行き詰まったらネーミングなどを挟み、

気分が乗らないときは録画したドラマを見て、

佐々木さんは 代の頃に小説を

になるまで読み込みます﹂

これは︑シナリオ・センターの

授業で学んだ影響だ︒

小説以外では︑主にアイデア勝

小説で結果が出なくとも︑とき

負の公募に応募している︒

どきアイデア勝負の公募で入選す

いかけ︑ネーミングを含むアイデ

ると気分が上がる︒小説で夢を追

ア公募でモチベーションを保って

オ・センターに通って本気で勉強

しかし︑シナリオには年齢の壁

生涯やり続けられる小説に切り替

﹁仕事では市場分析もやりました

実践的で戦略的︒

んは︑公募への取り組み方も実に

ビジネスマンであった佐々木さ

ます﹂

したドラマを見て物語の勉強をし

挟み︑気分が乗らないときは録画

行き詰まったらネーミングなどを

わりにして︑ずっと書いています︒

﹁朝から夕方まで︑家を事務所代

フの両輪だ︒

が︑やみくもにやってもだめ︒い

どこを比較したら優位性があるか

ただけに︑何か目標とするものが

目標設定とその実現に追われてき

日々︒今までビジネスマンとして

毎日が創作三昧︑公募三昧な

を考える︒ターゲットと違う方向

ないと充実しない︒

てきた︒

どれか最終選考まで残ったら︑そ

まだ絞り込めていないのが実情︒

小説でもどんなジャンルの小説か

﹁ずっと趣味でやっていきたいわ

﹁選評を読んで︑何を求めている

れだけに絞ってとことんやりたい︒

最初はまったく知らない世界だ

かを考える︒受賞作は︑どんな書

将来的にはそれが一つの職業にな

けじゃないですが︑自分に向いて

き出しで︑どんな構成で︑なぜ受

っただけに︑とりあえず応募して

賞できたか︑ここから学ぶものは

ればいいと思っています﹂

いるのが童話なのか小説なのか︑

何かを考える︒指南書もぼろぼろ

研究し︑一つひとつ手探りでやっ

募も同じです﹂

を向いていたらだめですよね︒公

か︑相手を分析し︑自分を分析し︑

かに相手に新しいものを売り込む

えた︒

デア公募が佐々木さんの公募ライ

夏子さんが 歳で芥川賞を受賞し︑ いるという意味では︑小説とアイ

があると実感︒そんなとき︑黒田

していたんです﹂

﹁映画が大好きで︑最初はシナリ

創作活動を再開させた︒

前︑定年になる少し前くらいから

断︒それから 年を経た５〜６年

書いていたが︑仕事が忙しくて中

30

20

75
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作品を書いて、お母さんらを元気にしたい。
3

障害の子がいてもけっこう楽しいよという
ン」の受験票。このときのスカウトキャラバン

の合格者は堀ちえみ！

10 代の頃は歌手志望で、ホリプロタレ
1

①第 5 回コルソフォトコンテストの表彰

ントスカウトキャラバンを受けたことも
式で、山本晋也監督から賞状を授与

ある。最近もタレント養成所に登録し、
② 2003 年に行われた第 5 回コルソフォ

テレビドラマに出たことも。得意なのは
トコンテストの入選作

ビデオ投稿とハガキ公募。52 歳・主婦・
③週刊漫画『シルキー』の「ちょっと聞い

埼玉県在住。

言葉には力があり、私も助けられた。
若い頃に応募した「全日本ヤング選抜スターは

君だ」と「ホリプロタレントスカウトキャラバ

娘 人のお母さんでもある西林

さんは︑ 代の頃は歌手志望で︑

3

が︑最寄り駅から降りてくるとこ

の﹄と電話がかかってきたり︒賞

﹁友だちから﹃なにテレビ出てん

ろから放映された︒

ホリプロタレントスカウトキャラ

ビデオ以外では︑写真︑ネーミ

金がどうというより︑採用された

ングなどによく応募するが︑あれ

らうれしいし︑思い出になる﹂

紀恵主演のドラマ﹁ごくせん﹂に

その気持ちは今もやまず︑テア

エキストラとして出たり︑﹁オト

ガイドを買ってもほとんど手をつ

やこれやと考えてしまって︑結局

けなくて︑これ新品や
︵笑︶
︒それ

応募しないことも︒

しかし︑一番下のお子さんに障

でも気になって一応買うんだけど︒

ナグリコ﹂のＣＭでは︑宮澤りえ

害があることもあり︑撮影が夜中

応募しなくても︑あるだけで安心

の後ろでマラソンをしている人の

になることもあるテレビ出演は︑

﹁下の子の手がかかる頃は︑公募

現在はご主人が定年になってお子

一番得意なジャンルはビデオの

に体験談を投稿し︑それが漫画に

の﹁ちょっと聞いてグランプリ﹂

最近は︑週刊漫画﹃シルキー﹄

する﹂

投稿で︑テレビ朝日﹁ナニコレ珍

たとき︑災害があった場面を撮影

﹁二人の娘を連れて里帰り出産し

が主役﹂などに応募︒

って気にするな︒後ろ指など差さ

﹁言 葉 っ て 力 が あ る︒
﹃笑 わ れ た

いたいからだ︒

れは︑娘さんのことを知ってもら

マ漫画にも挑戦したいという︒そ

将来は︑童話やエッセイ︑四コ

なって掲載された︒

した動画が﹃投稿！特ホウ王国﹄

﹃世界一度胸のある娘﹄
とタイトル

うと思ったことがある︒私も︑障

なる﹄という詩を読んで︑頑張ろ

無駄じゃない︒いつか自分の力に

らを元気にしたいんです﹂

みたいな作品を書いて︑お母さん

害の子がいてもけっこう楽しいよ

が出て︑スタジオでは
﹃お母さん︑

オンエアでは︑実家の和歌山ま

て
︵笑︶
﹂

何やってるんでしょうかね﹄なん

ている部屋のすぐ横を濁流が流れ︑ りはしない︒頑張っていることは

で採用されました︒娘を昼寝させ

特ホウ王国﹂﹁邦子と徹のあんた

百景﹂のほか︑かつては﹁投稿！

控えている︒

さんをみてくれるようになるまで

役で出演した︒

トルアカデミーに登録し︑仲間由

バンにも応募していた︒

10

で娘さんを連れて帰った西林さん
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西林 順子

NISHIBAYASHI JUNKO

てグランプリ」では体験記が入選し、漫
画家と編集者が自宅まで取材に来た！

2

誰かと関わっていたい。
そのほうが楽しいし、
思い出にもなる
採用されたらうれしいし、思い出になる。

CASE 03

① CM コンテストの絵コンテ

② CM コンテストの表彰式にて糸井重里氏
と。左隣は当時の恋人で現奥さん

③死海広報キャンペーンではコピー部門で
帽子はロゴ部門の審査員・浅葉克己氏

入選。前列右から 2 番目が南さん、後列の

というわくわく感がある。
3
5

実現しない夢など
持っても意味がない。
応募者は知性のアスリート
2

MINAMI HIROMORI

⑤南さん愛用の『ネーミングのための８か
国語辞典』

南さんが本格的に応募するよう
になったのは︑大学生だった約

順で賞品のＢＭＷがキーホルダー

に化けて︒この悔しさを忘れない

ように︑今でもこのキーホルダー

かりで︑受賞パーティーの華やか

当時は九州から上京してきたば

﹁たった一度の人生を濃厚に生き

んは︑公募の面白さについて︑

知性のアスリートととらえる南さ

公募で高みを目指している人を

を使っています﹂

さ︑ご馳走︑受賞者インタビュー

いいアウトプットをするには膨

る楽しさがある﹂

大なインプットが必要で︑そうし

し︑合計 万円の賞金を得たほか︑ たインプットを重ねることで︑仕

ＣＭコンテストに３年連続で入選

その後︑大手出版社が主催する

ったという︒

への対応など︑夢のような体験だ

に入選したのがきっかけ︒

年前 ︑
﹁ 日本橋パレード案募集 ﹂

30

得た︒当時はコピーライターとい

審査員の糸井重里氏と話す機会も

富になるのだ︒

ンに一役買ったりする︒話題が豊

事や家庭生活でコミュニケーショ

また︑アイデアを考えるうちに

発想が柔軟になり︑会社でも﹁す

ぐにアイデアがわきますね﹂と言

われることがある︒

賞金や参加賞がもらえるのも公募

もちろん︑頑張った対価として︑

﹁某週刊誌では半年間のアドバイ

の楽しさの一つで︑ポストを開け

万円﹂という対価は

があるかもしれない﹂というわく

わく感がある︒

京成線﹃スカイライナー﹄︑読売

﹁同名多数の抽選漏れでしたが︑

南さんは︑宣伝会議賞で 次ま

ば︑宣伝会議賞を受賞したい﹂
︒

視と言う南さんだが︑
﹁夢 と い え

はかない夢より現実的な目標重

巨人軍マスコット
﹃ジャビット﹄
も

景気がよかったようだ︒

すごい︒昔は週刊誌もずいぶんと

﹁半年間で

役務は雑誌モニターと同じだが︑ るとき︑
﹁今 日 こ そ は 入 選 の 連 絡

ザー契約をさせてもらいました﹂

俳句︑商品モニターなど︒

コンテストのほか︑ネーミング︑

南さんの得意ジャンルは︑ＣＭ

と話せて大感激だった︒

そのトップオブトップの糸井さん

う職業が注目されだしたときで︑

35

25

が採用になりましたが︑同名先着

ネーミングでは
﹃カーパラダイス﹄

ーネット自動車販売会社のサイト

私が名づけました︒また︑インタ

するよりすごいことだ︒

だけに︑これは普通の公募を受賞

のコピーライターが競い合う公募

で残ったことがあるという︒プロ

2

南 洋守
④自宅にて制作中の南さん

公募歴は公募ガイドの創刊前からで 30

年。自分で公募情報を集めていたので、
公募ガイドが創刊になったときは「私の
雑誌だ」と思ったとか。得意なのは CM
コンテスト、ネーミングなどコピー系公

1

募。52 歳・会社員・神奈川県在住。

4

賞金がもらえるのも公募の楽しみの一つで、

ポストを開けるとき、
「今日こそは入選の連絡があるかもしれない」
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シニア・会社員・主婦︑三者三様

それぞれの
公募との関わり方
公募や創作に熱中している方や
長年続けてきた方には︑学ぶべき点が必ずあります︒
それを探ってみましょう︒

西林順子さんに学ぶ︑なんでも投稿術

行けそうだと思った作品は︑

できる︒

南洋守さんに学ぶ︑通勤創作術
費用対効果を重視する南さん
は︑公募ガイドの情報ページの

真︶︒これらの作品はクラウド

賞金額を見て︑５万円以上に○︑ 通 勤 途 中 ︑ ス マ ホ で 入 力 ︵ 写
３万円以上には△︑それ未満に

され︑週末︑自宅のパソコンで

サービスに体系づけられて保存

同時に締切をチェックし︑特

は×をつける︒

より楽しいことが待っています︒

清書して応募する︒

プロを目指している方は別だと

に締切が近いものは目立つよう
次に︑情報ページの余白に作

思いますが︑趣味でやっていま

﹁週末はゴルフやジムなど公募

品案を記入していく︒どんどん

に印をしておく︒

手書きで記述して推敲を重ねて

この瞬間︑確かに誰かとつなが

ったとき︑離れてはいても︑今

てに応募
︵？︶
してしまうんです︒

いしかった﹄とか︑メーカー宛

パン︑高かったけど︑すごくお

﹁募 集 し て い な く て も︑
﹃こ の

定表﹂︵上図︶
を作る︒

を入手すると ︑
﹁ 創作活動予

佐々木さんは︑公募ガイド

で３件なら３件︑優先順位を決

件となってしまうが︑自分の中

リストアップしていくと何十

くないんです﹂

いくので︑考え方の変遷が見え︑ すので︑週末まで全部つぶした

っているという安心感を覚える

すると返事が来て︑１０００円

悩めば戻ったり︑案を比べたり

ことがある︒

分のクオカードが入っていたり

ていなくても投稿する︒

それと同じような喜びが得ら

します︒応えてくれるのがうれ

誰かにメールをして返信があ

れるのが公募で︑西林さんが投

しいんです﹂

めて︑その月に必ず応募するも

繰り越して︑毎月一覧表をアッ

ら外し︑未応募のものは翌月に

そして︑応募したらリストか

のを決める︒

そのほかに︑小説の合間に

の一覧表を作成︒

童話︑マンガ原作で︑まずこ

メインとなるのは︑小説︑

佐々木杜夫さんに学ぶ︑創作活動管理術

稿するのは︑誰かと関わってい

そんなふうに西林さんが投稿

るのが好きということがベース
にある︒

考える︑アイデアだけで勝負

できるのも︑周囲の人の助けが
あるからだ︒

その発端が︑小学校３年のと
きに新聞に載った西林さんの詩

プデートしていく︒

貯め込んだ知識や経験を︑物語

﹁長年︑実社会で生きてきて︑

というかたちで吐き出せたらな

できるネーミングやアイデア

一覧表の項目は︑公募タイ

公募などの一覧表を作る︒

トル︑締切︑発表日︑賞金︑

楽しめるのも︑ヘルパーさんや
家族︑まわりにいる人たちのお

﹁自分の時間を持てて︑公募を

陰です︒みんなにありがとうと

と思っています﹂

で︑その後︑西林さんは︑独身
どもができてからはビデオや体

備考欄などだ︒

時代は歌手オーディション︑子
験記などを投稿するように︒

言いたいです﹂

さらに西林さんは︑公募され
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公募は自己啓発と趣味の幅を広げることを目的に始め
た。24 歳・保育士・神奈川県在住。

二科展に入選したこともある画家、イラストレーター。
仕事の幅を広げるため、文章系の公募で勉強している。
35 歳・イラストレーター・埼玉県在住。

それぞれ立場が違えば公募への取り組みも変わる。
女性読者三人による、笑いあり、へえ！ありの座談会。

12 歳の息子さんのいる専業主婦。松原さんは児童小
説、息子さんはイラストと、二人で公募ガイドを回し
読み。43 歳・専業主婦・東京都在住。

い︑書く仕事に携わりたいという
気持ちになってきました︒

ーをしています︒

師︑そして画家・イラストレータ

ンクールに応募して︑今は絵の講

坂口 高校卒業後︑いろいろなコ

お伺いしたいと思います︒

︱︱まず公募との関わりについて

福島 入選されました？

坂口 やはり絵画系が多い︒

募されますか︒

︱︱坂口さんは︑どんな公募に応

ントに応募して採用されました︒

い人だね﹂という息子の言葉をヒ

ていうのは︑努力を隠すのがうま

松原 格言募集があり︑
﹁天 才 っ

坂口 入選されたことは？

松原 公募歴７年の主婦です︒息

坂口

三人の読者が︑公募という
共通項を題材に語り合う！

子が小学校１年生のとき︑お母さ

代のときに二科展などの

んによる読み聞かせというのがあ

しようと思って︒

す︒で︑どうせ書いたのなら応募

れを６年間︵年１回︶続けたんで

たお話を聞かせたいと思って︑そ

りまして︑どうせなら自分で作っ

７月号の特集﹁トホホな日をお金

福島 人生︑楽しくなりました︒

︱︱福島さんはどうですか？

福島 それはすごい！

美術展に入選しました︒

いかなと思えるようになって︒

わるところ︑これがネタにならな

つまらなかった︑疲れたな﹂で終

にもいい影響があります︒

え方とか視点が変わるんで︑仕事

頭の体操になりますね︒ものの考

公募や短歌︑俳句に応募すると︑

坂口 仕事と切り離した文章系の

とはありますか︒

︱︱坂口さんは︑何か変わったこ

松原 頭の中を見てみたい！

いてるんですよ
︵笑︶
︒

つ︑全然違うアンパンマンとか描

いるのですが︑ある子は山を見つ

ほとんどの子は景色を見て書いて

についていったことがあるんです︒

福島 地域の子ども会の写生大会

︱︱保育園にお勤めですよね︒

にかえる﹂じゃないけど︑
﹁今日も

20

︱︱福島さんは保育士ですね︒
福島 公募ガイドを知ったのは高
校生のときで︑趣味を広げるのが
好きなので︑工作好きだし︑何か
できないかなと︒

公募で生活が楽しくなる
頭の体操になる︒
︱︱公募︵応募︶していて︑何か
変わったことはありますか︒
松原 最初は原稿用紙３枚書くの
が精いっぱいなんですが︑書いて
いると５枚でも 枚でも書けるよ
がどんどんわいて︑入選してみた

うになる︒そして︑書きたい欲求

10

仕事を持っているか専業主婦か、既婚か未婚か、
MATSUBARA MIYAE

松原 美八重

女三人、
公募座談会
SAKAGUCHI YUKI

坂口 由紀

FUKUSHIMA KEIKO

福島 恵子

保育士
未婚
工作が好きで、画材屋さんを巡るのも好きな元気娘。

主婦
子どもあり
プロの
イラストレーター
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坂口 平日は仕事優先で︑公募を

やりますか︒

︱︱公募や創作はどんな時間帯に

ランドなのか︑デニーズなのかっ

って聞いてて︑それはディズニー

これからディズニーズに行くか﹂

に 来 た お じ い ち ゃ ん が︑
﹁よ し︑

福島 そうそう︑子どもをお迎え

言いますよね︒

松原 シルバーの方も面白いこと

︱︱﹂とか︵笑︶︒

まって︑私のこと﹁つくしま先生

せない年なので言葉が混ざってし

組﹂というんですが︑まだよく話

福島 ２歳児のクラスが﹁つくし

りましたか︒

︱︱最近は︑何か面白いことがあ

場が保育園なので︑毎日が宝箱︒

話題を集めるのは常にですね︒職

福島 まとめは休日ですね︒でも︑

で︑公募は休日？

︱︱福島さんも仕事をお持ちなの

ので︑公募はほぼできません︒

後ですね︒土日は子どもと過ごす

松原 午前中は家事があるので午

帯としては午前中ですか？

︱︱将来的な夢は？

学びたいです︒

文章にしても笑いが起きる方法を

を文章にすると全然面白くない︒

笑いが起こる話になるのに︑それ

いんだろうって︒普通の会話なら

さいと言われると︑どう書けばい

でも︑それを何字でまとめてくだ

でもかんでも出てくるんですよ︒

福島 話すだけならぺらぺらなん

け︑プロになるのが夢です︒

ゃないですか︒とにかく創作を続

になってから本を出す人もいるじ

松原 文章の場合︑おばあちゃん

ンとか舞台装置のデザインとか︒

劇とコラボするなら衣装のデザイ

ラボするならＣＤジャケット︑演

とコラボするなら絵本︑音楽とコ

ンができないかなと思って︒文章

坂口 絵を使ってコラボレーショ

︱︱具体的には？

いと思っています︒

で︑今は公募で活動の幅を広げた

したが︑その夢は叶っていますの

創作する時間は人それぞれ
でもネタを探すのは常に

するのは休日ですね︒

て思って
︵笑︶
︒

福島 公募は自己啓発の一つとし
てやっているので︑
﹁よ く も の を
知っているね﹂とか言われたいで
すね︒それから︑公募で得たお金

の夢は？

︱︱公募︵応募︶する目的︑将来

さん︑それぞれの夢に向かって頑

︱︱それは壮大な夢ですね︒みな

リエのある家を建てたい！

仕事の幅を広げる
作家になる
書斎やアトリエを持つ

松原 私はもっぱら子どもが学校
に行っている平日ですね︒専用の
机とかないのでリビングで書きも
のをするんですが︑人がいると集
中できないので日中にやります︒
りないので︑いつもは５時に起き

坂口 若いときはプロになりたい

をこつこつ貯めて︑書斎とかアト

るのですが︑さらに３時間早めて

張ってください︒

でも︑締切が近くなると時間が足

２時に起きます︒

と思ってコンクールに出していま
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福島 それ寝る時間︵笑︶︒時間

公募が
あると
人生ポ
ジティ
ブ！
みんな
でやろ
う！

グループインタビュー
コメントダイジェスト
６月中旬にグループインタビューを実施︑

南 洋守︵ 歳・会社員︶

37

長嶺 尚子︵ 歳・事務職︶
平野 愛子︵ 歳・無職︶
吉本 貞子︵ 歳・主婦︶
吉川 弘子︵ 歳・主婦︶
佐々木 杜夫︵ 歳・無職︶

62

その中から参考になるコメントを
ダイジェストでご紹介します︒

参加者リスト

西林 順子︵ 歳・主婦︶

内藤 可那子︵ 歳・主婦︶
藤井 麻貴子︵ 歳・主婦︶

赤松 沙織︵ 歳・主婦︶
坂口 由紀
福島 恵子︵ 歳・保育士︶
河野 さや香︵ 歳・会社員︶

24

52

40

65 61 64

公募の楽しさ︑
メリット

る気になる︒

● 作家の苦労話とかが載ってい

主催者について

● この主催者には刺さらなかっ

毎回︑簡易書留で送っている︒

い公募がほとんどなので︑今は

ると︑また頑張ろうと思う︒

たけど︑ちょっと変えて別の

月

のか︑どこに載っているのか

● 審査結果がいつ発表になった

う﹂と思う︒

の案内が来ると︑
﹁よし︑やろ

● 昨年応募した主催者から応募

誠実さを感じる︒

● 落選通知や受領通知が来ると︑

ジダウン︒

の︑セールスは勘弁︒イメー

らない︒特に宣伝色の強いも

● 落選通知はショックなのでい

● 入選枠を広げてほしい︒

たい︒

● 評価はプロの人にしてもらい

● 選評がある公募はよい︒

しい︒

● 選考過程をオープンにしてほ

うフィードバックが欲しい︒な

稿している︒それによって社

ところに出せばとポジティブ

● ﹁応募を受け付けました﹂とい

会とつながっていたい︒誰か

● 日々の出来事などを新聞に投

の役に立っていたい︒世の中

に考える︒

っているのでショックではな

● 入選しなくてあたりまえと思

に認められたい︒

した隙間時間を有効に使える

● 長いものが書けない

近は削るのに一苦労している︒

は書くのが大変だったが︑最

● 公募をやり始めた最初のころ

不良になってしまう︒

たいのに書けない﹂ため消化

があり︑そんなときは﹁書き

● 時期的に良い公募がないとき

最終的には中断してしまう︒

になると中だるみしてしまい︑

族に宣言するが︑ 月 〜

● 毎年年始に﹁公募をやる﹂と家

さまざまな不安︑悩み

い︒がっかりしていてはだめ︒

● 病院での待ち時間や︑ちょっと

も公募ガイドを携帯している︒

のがいい︒そうするため︑いつ

と思っている︒公募は自分の

● いつかは専業主婦を脱したい
可能性を広げられるからいい︒

いないと思う︒

● 公募がなければ創作はやって

くじけそうなとき

折れかかる︒

● 応募しても落選続きだと心が

● 自信作が落選すると落ち込む︒
● 知人からメールが来て︑﹁最近︑
どう？﹂とかあると︑またや
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福田 悦子︵ 歳・主婦︶
松原 美八重︵ 歳・主婦︶
松本 陽子︵ 歳・主婦︶
茂木 夢︵ 歳・主婦︶
中嶋 美名子︵ 歳・主婦︶
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︵ 歳・イラストレーター︶
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NO KOUBO, NO LIFE!

公募ガイド社会議室にて、忌憚の

ない意見をいただきました。可能
（公募ガイド編集部）

な限り、順次誌面に反映させます

わからない公募も︒応募の段
階で審査結果の通知を希望す
るか聞き︑応募者のメアドに
結果を知らせてほしい︒

公募仲間について

● 今日初めて自分以外で公募を
やっている人と会ったが︑と
てもためになった︒こういっ
た横のつながりが欲しい︒
● もし公募ファンの集まりがあ
るとしたら︑競争相手として
観察したい︒

公募の楽しさ
グループインタビューを終えて

人類の祖先は何百万年もの間︑
男は狩りに行き︑女は村を守り︑

応募や創作のコツ

によく浮かぶため︑ボイスレ

● アイデアは︑歩いているとき
コーダーを持ち歩いている︒

日記を書いている︒

● ネタを書きためるために３年

● 長いものを書いて行き詰まる

と︑短いものに切り替えてリ
フレッシュをする︒

ごく進む瞬間がある︒

● 地方紙は採用確率が高い︒

公募のライフスタイル

図書館に行って集中的に書く︒

● 午前中に家事を済ませ︑午後に

● 書き上がった作品は奥さんに

見てもらっている︒

● 夕飯のあと片付けのあとに 時

間くらい︑公募や創作をする時

ながっているということを実感で

が評価された喜びのほうがはるか

に利益を得られた喜びより︑労作

賞金が得られた喜びは︑経済的

間を設けている︒

きたり︑応募してなんらかのリア

でハイテンションになり︑す

● 長いものは︑書き上げる過程

クションがあったりすることに喜

賞金はあげますと言われてもちっ

に大きい︒だから評価はゼロだが

もっとも︑これは大きな傾向で

びを感じる︒

と専業主婦の方は言うかもしれな

えれば家計が助かるからうれしい

いやいや︑それでも賞金がもら

ともうれしくないのだ︒

前記二つのほかに公募の楽しさ

いが︑それは私も家計に貢献する

あって︑男女ではっきり分けられ

というと︑入選して自分の存在や

ことができるのだという承認の欲

るものではなさそうだが︒

能力を認められることと︑賞金が

求が満たされた喜びではないかと

そのことで男女の脳は違う方向に

得られることの二つがあるが︑こ

進化してきたそうだが︑公募や創

男性は狩りをするように︑夢や

の二つは別のものではなく︑同じ

作に感じる楽しさにも性差が感じ

目的を設定し︑そこに向かって邁

思うのである︒

られる︒

進することに喜びを覚える︒

ものの裏表だ︒
女性は︑公募を通じて誰かとつ
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