
 

2017年 11月 16日 

株式会社 公文教育研究会 

 

審査委員の作家たちも参加 

おはなしエンジェル 子ども創作コンクール 表彰式開催 
 ～ 2017年 11 月 19日（日）14 時 15分～16時／アルカディア市ヶ谷にて ～ 

 

この夏、株式会社公文教育研究会（代表取締役社長 池上秀徳〔いけがみ ひでのり〕）は、一般

社団法人日本児童文芸家協会、一般社団法人日本児童文学者協会との共催による「おはなしエンジ

ェル 子ども創作コンクール」を行い、幼児・小学生・中学生から創作童話を募集しました。18

回目を迎えた今回は、幼児・小学生低学年の部 103 点、小学生中高学年の部 301点、中学生の部

345点の計 767 点もの作品応募があり、その中から 27 作品が入賞しました。このたびその審査

結果に基づいた表彰式を開催いたします。 
 

※取材をご希望の方は、リリース末尾の問い合わせ先までご連絡ください。 
 
                    表彰式プログラム 
開会の挨拶 ― 日本児童文学者協会 理事長 内田 麟太郎 

講     評 ― 日本児童文芸家協会 理事表 矢部 美智代 

各賞の贈呈 ― 受賞した子どもたちから「なぜこの作品を書いたか」につ

い 

て一言コメントを発表いただきます。 

作家への質問―作家の先生が受賞した子どもたちからの質問に答えま

す。 

歓   談  ― 軽食を用意した立食懇親会。作品について、作家の 

先生と受賞者との自由なコミュニケーションタイムです。 

閉会の挨拶 ― 日本児童文芸家協会 理事長 矢部 美智代 
 

アルカディア市ヶ谷（私学会館）アクセス → http://www.arcadia-jp.org/access.htm 

■今回の表彰式について  

① 表彰式には著名な作家の方々が参加されます 

審査員を務められた作家の方々と受賞者の子どもたちとの歓談の場も用意され、直接講評を伝えていただくなど、

和やかな時間を過ごします。参加予定の作家の皆さんは以下の通りです。 
 

【日本児童文学者協会】（敬称略） 

内田麟太郎（理事表）、加藤純子、国松俊英、最上一平、藤田千津、田部智子、いとうみく、にしがきようこ、しめのゆき、 

鳥野美知子、河野睦美、松本聰美 

【日本児童文芸家協会】（敬称略） 

矢部美智代（理事長）、山本省三、すとうあさえ、金治直美、光丘真理、たけたにちほみ、横田明子、穂高順也、麻生かづこ、 

計良ふき子、高橋うらら 

② 受賞者には作品をモチーフとした絵画が贈られます 

最優秀おはなしエンジェル賞と金のエンジェル賞受賞者にはプロの画家による、作品をモチーフとした描き下ろし

の絵画が贈られます。子どもが考えた世界がどのように表現されるのか、自分のイメージがさらに広がる絵画を手

にした子どもたちの表情も楽しみのひとつです。 

③ 受賞作は絵本化の可能性も！ 

受賞作の中から、とくに独創性のある、すぐれた作品は

くもん出版より絵本として出版されます。絵本として世

に出る前の作品に表彰式で出会えるかもしれません。 

詳細はこちらをご覧ください → 

http://www.kumon.ne.jp/kumonnow/topics/vol182/ 

 

＜昨年の授賞式の様子＞ 

  
2015 年最優秀賞受賞作 

『一日だけうさぎ』 

 

これまでにくもん出版より 
絵本として出版された作品 

表彰式プログラム 
開会の挨拶   ― 日本児童文学者協会 理事長 内田 麟太郎 

講    評   ― 日本児童文芸家協会 理事表 矢部 美智代 

各賞の贈呈   ―  受賞した子どもたちから「なぜこの作品を書いた 

か」について一言コメントを発表いただきます。 

作家への質問 ― 作家の先生が受賞した子どもたちからの質問に

答えます。 

歓   談  ― 軽食を用意した立食懇親会。作品について、作家

の先生と受賞者との自由なコミュニケーション

タイムです。 

閉会の挨拶  ― 日本児童文芸家協会 理事長 矢部 美智代 

http://www.arcadia-jp.org/access.htm
http://www.kumon.ne.jp/kumonnow/topics/vol182/


■ 入賞者一覧 

最優秀 

おはなし 

エンジェル賞 

幼児・小学生

低学年の部 
まりちゃんのあさがお 小野 瑞季（東京都・小 1） 

小学生 

中高学年の部 
夢 窪田 庸雅（東京都・小 6） 

中学生の部 オレンジ色の海 田中 麻美（東京都・中 2） 

金の 

エンジェル賞 

幼児・小学生

低学年の部    

だんごむしくんとわらじむしくん 小室 孝介（神奈川県・年長） 

にじ色の鳥 土屋 光伸（東京都・小 1） 

おほしさまタクシー 吉野 凜（富山県・小 1） 

小学生 

中高学年の部  

バイバイ、リンちゃん 鯨岡 愛（神奈川県・小 3） 

お天気小学校 金城 汐栞（宮城県・小 3） 

パンツストライキ 中田 有俊（東京都・小 6） 

中学生の部  

オオカミ男になりそうだ 富樫 輝紀(東京都・中 2) 

蜘蛛 星 結以那（新潟県・中 2） 

ぽたぽた 矢澤 希空（東京都・中 3） 

銀の 

エンジェル賞 

幼児・小学生

低学年の部   

だじゃれのカッパ 佐伯 柚葉（神奈川県・小 1） 

あさおのぼうけん 中島 里津（群馬県・小 1） 

おもらしママ 文字 優実（神奈川県・小 2） 

やさいレンジャー 有村 文沙（京都府・小 2） 

呪いの人形 木村 凛（福岡県・小 2） 

小学生 

中高学年の部 

安物どろぼうやってきた 金子 絵理（東京都・小 4） 

トイレへの家出 宮国 愛（沖縄県・小 3） 

頭の良くなる薬 山本 ゆりか（東京都・小 6） 

小さな小さな絵の具の世界 古場 つむぎ（福岡県・小 6） 

バスてい 小泉 真奈花（神奈川県・小 3） 

中学生の部  

まじないごっこ 新村 夏生（埼玉県・中 2） 

ニンゲンリョク 矢澤 宙空（東京都・中 3） 

非常口子の物語 山内 菜月（京都府・中 1） 

怪盗だった日 若林 光（神奈川県・中 2） 

一生友達 若林 明日香（千葉県・中 3） 

主催： （一社）日本児童文学者協会 http://jibunkyo.main.jp/ 

 （一社）日本児童文芸家協会  http://www.jidoubungei.jp/ 

（株）公文教育研究会 http://www.kumon.ne.jp/angel/index.html 

協賛： （株）くもん出版  http://www.kumonshuppan.com/ 

後援： 朝日学生新聞社 （一社）家の光協会 親子読書地域文庫全国連絡会 この本だいすきの会  産経新聞社 

（一財）出版文化産業振興財団 （公社）全国学校図書館協議会 日本子どもの本研究会 日本書店商業組合連合会 

（公社）日本図書館協会 毎日新聞社 読売新聞社 

 

【問い合わせ先】   公文教育研究会 広報部 広報チーム  

〒108-0074 東京都港区高輪４－1０－１８ 京急第１ビル１３F  

ＴＥＬ 03-6836-0030 ／ ＦＡＸ 03-6836-0282 

過去のプレスリリース⇒ http://www.kumon.ne.jp/press/ 
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