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若者の感性で振り返る2015年 

第29回 東洋大学「現代学生百人一首」 
入選作品100首、小学生の部入選作品10首を発表 

 

全国各地より集まった56,972首の作品から選定 

“現代の学生”ならではのユニークなものの見方・切り取り方で表現 
 

URL：http://www.toyo.ac.jp/site/issyu/ 

 東洋大学（文京区白山／学長・竹村牧男）の「現代学生百人一首」は、本学が1987年に創立
100周年を迎えた際に、「百」にちなんだ記念行事のひとつとして始めた事業であり、毎年大き
な反響と多くの方々からのご支持をいただいております。全国で最も応募数の多い短歌コンクール
（※）であり、第1回～第29回までの累計応募作品数は1,286,472首を数えます。 
   

 29回目となる今回は、56,972首の作品が寄せられました。ここに紹介する入選100首から
は、2015年の話題や出来事及び日常生活に対する、若者たちの感性を窺い知ることができます。 
 テーマである「現代学生のものの見方・生活感覚」を基準に、厳正に審査された入選100首を 
発表するとともに小学生の入選10首も併せて紹介いたします。 
 また、学校全体で取り組み､多数の優れた作品を応募いただいた学校に贈呈する「学校特別 
賞」も全国から5校選出いたしました。 

2016年1月15日 

Press Release 《報道関係者各位》 

【第29回 東洋大学「現代学生百人一首」概要】 
  

   ■テーマ  ：「現代学生のものの見方・生活感覚」を詠みこんだ短歌 
 ■応募総数 ： 56,972首（内、小学生612首） 
 ■応募校総数： 369校 
 ■応募期間 ： 2015年10月1日（木）～10月26日（月） 
 ■選考方法 ： 東洋大学「現代学生百人一首」選考委員会にて選考 
   

 ＜選考委員長＞ 
 ・菊地 義裕 東洋大学文学部日本文学文化学科教授 
  

 ＜選考委員＞ 
 ・神田 重幸 東洋大学名誉教授 
 ・野崎 益子氏（歌人／『迯水』編集委員）       
 ・米川 千嘉子氏（歌人／『かりん』編集委員） 
  

 ※詳細  http://www.toyo.ac.jp/site/issyu/ 
   

≪東洋大学「現代学生百人一首」公式Facebookページ≫ 
 入選作品発表のお知らせ、学校特別賞受賞校訪問に関する記事や過去の入選作品の紹介など 
 を行う公式Facebookページです。 
 URL： https://www.facebook.com/toyoissyu 
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（※）2015年2月25日 本学調べ 
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＜第29回応募作品に見られた2015年の世相を反映したトピックス＞ 
  

■戦後70年 
 太平洋戦争終戦から70年を迎えた2015年。戦争を体験したことの無い若い世代が、70 
  年前の戦争から何を学ぼうとしているのか、戦争と平和をどのように捉えているかが読み  
  取れる結果となりました。 

 

■選挙年齢の引き下げ 
    選挙年齢が18歳に引き下げられ、高校3年生にも選挙権が与えられることになりました。  
  選挙において若者自身が「選択」することへの責任感、そして不安な気持ちを反映した作 
    品が数多く寄せられました。 
 

■時事・社会問題 
    頻発するテロや、東京五輪を巡る議論に対して、若者ならではの視点でどのように捉えら 
    れているか読み取れる結果となりました。 

 

■世界で活躍する日本人 
  ノーベル医学・生理学賞、ノーベル物理学賞受賞者やラグビー・テニスなどスポーツ界の 
    日本代表選手、世界における日本人の活躍を喜ぶ作品が数多く寄せられました。 

 

■天災 
  阪神淡路大震災から20年を迎えた2015年は、鬼怒川の氾濫、東日本の豪雨災害、ネパー 
    ルの大地震など大規模な天災に見舞われました。被害を受けた方に寄り添う気持ちや復興 
 に向けた希望などの心情が、数多くの作品に反映されていました。 
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＝ 「学校特別賞」受賞5校＝ 

 
青森県  青森県立八戸工業高等学校   ・・・本リリースP.3に作品掲載 
東京都  東京都立片倉高等学校     ・・・本リリースP.6に作品掲載 
東京都  東京都立鷺宮高等学校   ・・・本リリースP.6に作品掲載 
長崎県  佐世保市立清水中学校       ・・・本リリースP.9に作品掲載 
アメリカ 慶應義塾ニューヨーク学院（高等部） ・・・本リリースP.9に作品掲載 
※学校特別賞には盾を授与します。 
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第29回 東洋大学「現代学生百人一首」入選作品 
（★は秀逸作品15首） 

 1：今年から相棒となった自転車の錆びた音には兄の面影 
    北海道 北海道札幌厚別高等学校 1年 吉野 萌美（よしの もえみ）15歳 女 
 
 2：「おかえり」とシチューの匂い母の声ふと考える巣立つその日を 
    北海道 北海道登別明日中等教育学校 3年 安田 萌恵（やすだ もえ）18歳 女 
  
 3：その笑顔本物なのか偽物か向けられるたび考えてみる 
    北海道 帯広北高等学校 2年 大友 里那（おおとも りな）18歳 女  
 
 4：内定が決まった兄の笑顔見て寂しさ隠し共に喜ぶ 
    青森県 青森県立八戸工業高等学校 2年 小泉 俊喜（こいずみ としき）17歳 男 
 
 5：八人の思いをのせたロボットがその手を伸ばす夢を摑みに 
    青森県 青森県立八戸工業高等学校 3年 荒瀬 将文（あらせ まさふみ）18歳 男 
 
★6：作業服使いはじめて三年目いい思い出が着るたび浮かぶ 
    青森県 青森県立八戸工業高等学校 3年 安ヶ平 隆介（やすがひら りゅうすけ）17歳 男 

 
 7：震災の記憶を持たぬ人たちと同じ道行く小さな違和感 
    岩手県 岩手県立盛岡第二高等学校 2年 佐藤 楓（さとう かえで）16歳 女 
 
★8：通学路寝ぐせが揺れるそよ風にノンフィクションの「今日」が始まる 
    秋田県 秋田県立能代高等学校 2年 佐藤 瑞穂（さとう みずほ）17歳 女 
 
 9：両親に進路聞かれて黙り込む聞かぬふりして空を眺める 
    山形県 山形市立金井中学校 2年 阿部 蒔史（あべ まきし）14歳 男 
 
 10：「んだ」「んね」「け」それで通じる山形弁会話になるとまるで呪文だ 
    山形県 山形県立北村山高等学校 2年 大場 美鈴（おおば みすず）16歳 女 
 
 11：祖父の背を洗い流すと申し出る言葉のいらない男の会話     
    山形県 山形県立酒田光陵高等学校 3年 斎藤 叶（さいとう きょう）17歳 男 
 
 12：性格とピッコロの音共通点みんなと合わないチューニングのB♭（ベー） 
    山形県 山形県立酒田光陵高等学校 3年 佐藤 なつ美（さとう なつみ）18歳 女 
 
 13：海岸で一人静かに釣りをするもう見られない地元の夕日     
    山形県 山形県立酒田光陵高等学校 3年 保坂 陸斗（ほさか りくと）17歳 男 
 
★14：教科書をあと何ページめくったら本当の平和はおとずれるのか 
    山形県 山形県立米沢興譲館高等学校 2年 渋谷 拓（しぶや たく）17歳 男 
 
 15：なあセミよ古文の課題手伝えよキミも法師の端くれならば 
    福島県 福島県立磐城桜が丘高等学校 3年 星野 裕司（ほしの ゆうじ）17歳 男 
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 16：震災時分けが分からず泣いていた今は違うぞ役に立つ時      
     福島県 福島県立平工業高等学校 1年 矢吹 由伸（やぶき よしのぶ）15歳 男 
 
 17：夏の日に満洲生まれの祖父に聞く戦後の日本と平和の尊さ 
     茨城県 東洋大学附属牛久中学校 1年 岡田 花音（おかだ かのん）12歳 女 
 
 18：今朝もまた「宿題やった？」と母の声母にあわせてインコが真似る 
     茨城県 東洋大学附属牛久中学校 1年 白坂 莉夏子（しらさか りかこ）13歳 女  
 
 19：バッグからいつも出てくる単語帳付箋が消えて自信がついた      
     茨城県 東洋大学附属牛久高等学校 3年 長谷川 拓（はせがわ たく）18歳 男 
 
 20：なにげない言葉一つにトゲはえていじめと気付かぬ言葉の怖さ 
     埼玉県 深谷市立岡部中学校 2年 甲原 佑真（こうはら ゆうま）14歳 男  
 
★21：諦めて丸めて捨てた過去の夢皺を伸ばせばまだ叶うはず 
     埼玉県 埼玉県立朝霞高等学校 1年 芳村 颯太郎（よしむら そうたろう）16歳 男 
 
   22：トルコテロ姉の帰りを心配す携帯持つ手気づけば滑る    
             埼玉県 埼玉県立朝霞高等学校 2年 辰口 紗帆（たつぐち さほ）17歳 女 
 
 23：来年は与えられてる選挙権進路選択も出来ぬ私に 
     埼玉県 埼玉県立桶川高等学校 2年 大室 花香（おおむろ はなか）17歳 女 
 
 24：ホームラン汗が涙に変わってく土に染みこむ夏の思い出 
     埼玉県 埼玉県立川越総合高等学校 3年 田口 愛梨（たぐち あいり）18歳 女 
 
 25：直前の緊張こらえ深呼吸ノックで始まる面接本番 
     埼玉県 埼玉県立坂戸西高等学校 3年 齊藤 温子（さいとう あつこ）18歳 女  
 
★26：辛い時慰めてくれた楽器達今では時々机を叩く 
     埼玉県 埼玉県立坂戸西高等学校 3年 平野 詩織（ひらの しおり）18歳 女  
 
 27：消えてゆく地元の名残り秩父弁「せやあねぇよ」は祖母のぬくもり     
     埼玉県 埼玉県立松山女子高等学校 3年 関根 奈央（せきね なお）18歳 女 
 
 28：無意識につけてしまったクーラーに夏は終わりと言われてるよう 
     埼玉県 慶應義塾志木高等学校 1年 鈴木 悠斗（すずき はると）16歳 男 
 
 29：初めての三枚おろし魚から溢れ出す血に感じる「命」  
     千葉県 千葉市立打瀬中学校 2年 松田 詩乃（まつだ うたの）14歳 女 
  
★30：本読めば時間がどんどんすぎていく不思議な力が私を連れさる     
     千葉県 流山市立東部中学校 3年 大石 桃子（おおいし ももこ）14歳 女   
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 31：五輪選手超人類と思っていた次に出るのは自分の世代     
            千葉県 芝浦工業大学柏中学校 3年 宇川 綾香（うがわ あやか）15歳 女  
  
 32：クラス替え階段上っている僕が抱えているのは荷物と緊張 
    千葉県 昭和学院秀英中学校 2年 鈴木 恵杜（すずき けいと）14歳 男 
  
 33：地下深く埋れし薬徴生物根を張り咲いたノーベル賞 
    千葉県 千葉県立木更津高等学校 2年 吉富 さくら（よしとみ さくら）17歳 女 
 
 34：尾木ママがテレビで言ってた反抗期あなたのことねと母がつぶやく 
    千葉県 西武台千葉高等学校 1年 坂田 瑠美（さかた るみ）15歳 女 
 
★35：二日間連続受賞ノーベル賞努力が実った奇跡の瞬間     
    千葉県 千葉商科大学付属高等学校 1年 萩原 翔平（はぎわら しょうへい）15歳 男 
   
 36：砂時計上から下へ落ちていき目で見て思う時間の重さ     
    千葉県 千葉商科大学付属高等学校 3年 山口 慶子（やまぐち けいこ）17歳 女  
 
 37：生い先が短いからと甘やかす祖父の財布にうつむく私     
    千葉県 東京学館船橋高等学校 2年 岩瀬 瑠里（いわせ るり）17歳 女  
 
 38：朝焼けの空を見上げてペンを持つ児らの寝息のすこやかなるに     
    千葉県 香取郡市医師会附属 佐原准看護学校 1年 髙木 里美（たかぎ さとみ）31歳 女  
 
 39：朝露のダイヤモンドを散りばめた野を踏みしめて夏のデッサン     
    東京都 大田区立雪谷中学校 1年 紺野 安純（こんの あすみ）13歳 女  
 
 40：公民で勉強している選挙権三年後には人ごとじゃない     
    東京都 墨田区立両国中学校 3年 清水 知徳（しみず とものり）15歳 男  
 
 41：刀鍛冶京都に生きる姿見た炎を味方に刀を作る 
    東京都 東大和市立第四中学校 3年 小俣 幹豊（おまた みきひろ）14歳 男 
 
 42：声持たぬ友との会話手と顔で大きく表現心つながる     
    東京都 東大和市立第四中学校 3年 永﨑 千遥（ながさき ちはる）15歳 女  
 
 43：盆休みお墓参りで思い出す祖父母とかわした最後の言葉     
    東京都 日野市立日野第一中学校 2年 佛生 有里奈（ぶっしょう ゆりな）14歳 女  
 
 44：助け合いなぐさめ合って支え合う人ってそういう生き物だから     
    東京都 鷗友学園女子中学校 2年 岩﨑 有莉沙（いわさき ありさ）14歳 女  
 
 45：昼下がり私のやる気を吸い取って入道雲はぐんぐん伸びる     
    東京都 学習院女子中等科 3年 本幡 直子（もとはた なおこ）15歳 女  
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 46：ストローが君のものだと分かっても恋の予感を飲んでみたいの 
    東京都 慶應義塾中等部 2年 間仁田 珠里（まにた じゅり）14歳 女 
 
 47：戦争は今年節目の七十年今も待ってる戦地の遺骨     
    東京都 駒込学園駒込中学校 1年 髙石 幹太（たかいし みきひろ）13歳 男 
 
★48：戦争をしてはいけないと訴える語り部さんの顔は必死だ     
    東京都 星美学園中学校 1年 倉林 祥子（くらばやし しょうこ）12歳 女  
 
 49：漠然と立ちはだかった高い壁巨人みたいに見おろしたいぜ     
    東京都 東京都立片倉高等学校 3年 市倉 望（いちくら のぞむ）18歳 男  
 
 50：じじの死後受け入れられずめくる本しおり代わりに私の写真     
    東京都 東京都立片倉高等学校 3年 瀧口 結（たきぐち ゆう）17歳 女  
 
 51：数年後キラキラネームの祖父母増え孫に本名何と聞かれる     
    東京都 東京都立片倉高等学校 3年 湯浅 美魅（ゆあさ みみ）18歳 女  
  
 52：病院で大丈夫なのかと聞く母に家はとつけて大丈夫という     
    東京都 東京都立鷺宮高等学校 1年 藤田 くるみ（ふじた くるみ）16歳 女  
 
★53：ネクタイをゆるめる父の金曜日明日は私がごはんをつくろう     
    東京都 東京都立鷺宮高等学校 1年 松沼 那奈（まつぬま なな）16歳 女  
 
 54：淡白でぶっきらぼうな言の葉は君の一つの恋愛表現 
    東京都 東京都立鷺宮高等学校 3年 藤田 比奈子（ふじた ひなこ）18歳 女  
  
 55：七十年そんなに長い月日かな忘れていくのは罪ではないか 
    東京都 東京都立府中高等学校 3年 岩塚 彩咲日（いわつか あさひ）18歳 女 
 
 56：「あと一つ」歓声が沸く甲子園さあそろそろだ魔物が動く     
    東京都 東京都立府中工業高等学校 1年 岩淵 大輝（いわぶち たいき）16歳 男 
 
 57：日々熱き技能試験の夏過ぎて辛かった日の充足を知る 
    東京都 東京都立府中工業高等学校 3年 丸山 香菜（まるやま かな）18歳 女  
 
 58：難題に止まる右手を見てるときぼんやり思う未来の私     
    東京都 東京都立保谷高等学校 3年 田中 真巳子（たなか まみこ）17歳 女 
 
 59：黒板にうっすら残る日直欄あなたが書いた私の名前 
    東京都 京華商業高等学校 2年 宮崎 偲永（みやざき しえ）16歳 女 
  
★60：辛いから逃げたくなるけど逃げないと決めた私は今日も靴をはく  
    東京都 駒込学園駒込高等学校 1年 斉藤 美奈（さいとう みな）16歳 女 
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 61：携帯のカメラロールをスクロール時の流れの速さに気づく 
    東京都 星美学園高等学校 2年 藤波 ほのか（ふじなみ ほのか）17歳 女  
  
 62：本当は待てぬ返事を「待ってます」口にするのは僕の弱さか 
    東京都 専修大学附属高等学校 3年 髙木 蔵治（たかぎ くらじ）18歳 男 
 
 63：体張る桜の戦士五郎丸世界に響いたキックのフォーム 
    東京都 東京農業大学第一高等学校 3年 大場 歩（おおば あゆむ）17歳 男  
 
★64：落ち込んで「辛い」とぼやく僕の手を祖父が黙ってギュッと握った 
    東京都 東洋大学（大学院）  1年 小田切 拓（おだぎり たく）23歳 男  
 
 65：爽やかな虫の音ひびく秋の夜雲のすき間に輝く名月 
    神奈川県 山北町立山北中学校 2年 鈴木 惇也（すずき あつや）13歳 男  
 
 66：いがいがのいがの中からこんにちはひきこもりからぬけだす季節 
    神奈川県 山北町立山北中学校 2年 長崎 優希音（ながさき ゆきね）14歳 女  
 
 67：ホームドア人の体は落さずも心の転落守りはしない 
    神奈川県 神奈川大学附属中学校 2年 神庭 芳史（かんば よしふみ）14歳 男  
 
 68：休暇取りゴルフ楽しむ一方で世紀の発見世界を救う 
    神奈川県 慶應義塾普通部 1年 大橋 和真（おおはし かずま）13歳 男  
 
 69：山里に静かに響く踏切は今日も寂しく旅人を待つ 
    神奈川県 慶應義塾普通部 3年 大西 理久（おおにし りく）15歳 男  
 
 70：スマホとは私の欲をふくらますまるで小さなブラックホール 
    神奈川県 捜真女学校中学部 3年 飯岡 美穂奈（いいおか みほな）14歳 女  
 
 71：大空に一人で浮かぶ雲に問う「あなたも進路に迷っているの？」 
    神奈川県 神奈川大学附属高等学校 1年 豊田 汐梨（とよだ しおり）16歳 女  
 
 72：日本食ホームステイで思い出す祖母のだしつゆ母の豚汁 
    神奈川県 鎌倉女学院高等学校 1年 山内 彩愛（やまうち さえ）16歳 女  
 
★73：折れにくい心に変えてみたくって７ｍｍにするシャーペンノック 
    新潟県 東京学館新潟高等学校 1年 寺尾 航太（てらお こうた）16歳 男  
 
 74：午前四時レスキュー派遣される父玄関ドア音私は聴いてる 
    新潟県 東京学館新潟高等学校 1年 山口 響（やまぐち ひびき）16歳 女  
 
   75：閉校の小学校のインターホンかすかに鳴って思い出を呼ぶ 
    新潟県 東京学館新潟高等学校 3年 本多 伶（ほんだ れい）18歳 男 
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 76：僕が見る半月君が見る半月二つ合わせて満月にしよう 
    石川県 石川県立金沢錦丘高等学校 2年 若林 哲哉（わかばやし てつや）17歳 男 
  
★77：浅間峰（あさまね）の肥えし大地に生え伸びる草を食わんと牛は駆け行く 
    長野県 長野県佐久平総合技術高等学校 1年 塩川 蓮（しおかわ れん）15歳 男  
 
 78：お小遣い貯めてようやく手に入れたヒールの高さと大人の気分 
    長野県 伊那西高等学校 1年 加藤 朱香（かとう あやか）16歳 女  
 
 79：背表紙が色褪せている祖母の書を独りでなでる祖父の手のひら 
    長野県 伊那西高等学校 2年 小椋 環（おぐら たまき）16歳 女  
 
 80：人受けを気にしてばかりいる私「つまらないよ」と母の一言 
    長野県 伊那西高等学校 3年 遠山 愛実（とおやま まなみ）18歳 女  
 
 81：冬が好き雪の匂いもオリオン座も「寒い」と言って繋がれる手も 
    長野県 上田西高等学校  1年 小宮山 芙（こみやま ふみ）15歳 女  
 
★82 間違いを修正テープで直すよう上辺に過ぎぬ貴方の謝罪 
    長野県 上田西高等学校 3年 望月 柚莉（もちづき ゆり）18歳 女  
 
 83：冬服に袖をとおせばひしひしと近づく入試肌で感じる 
    愛知県 光ヶ丘女子高等学校 3年 山本 朝水（やまもと あさみ）19歳 女  
 
 84：大晦日寂しい寮で思い出す母の手料理幸せの味 
    愛知県 愛知淑徳大学留学生別科 -年 茹 臻君（じょ しんくん）21歳 女  
 
 85： 「またきてね」言ってもらったあのコトバ神戸と東北絶えない絆 
    兵庫県 神戸市立葺合高等学校 2年 橘 優佳（たちばな ゆうか）16歳 女 
 
 86：あの父が初めてくれたおこづかい「また来るわな」のひとことそえて 
    奈良県 天理教校学園高等学校 1年 佐波 貴恵（さなみ たかえ）16歳 女  
 
 87：艇友と夢に向かってオール漕ぎ今日も川面がキラキラ光る 
    岡山県 岡山県立岡山東商業高等学校 3年 柿本 衿菜（かきもと えりな）17歳 女  
 
 88：伝えたい原爆の持つ恐しさ祖父に代わって次の世代へ 
    広島県 広島市立舟入高等学校 1年 江草 清花（えぐさ きよか）16歳 女 
 
 89：瞳閉じ両手合わせて御霊らの声を聞いてる八月六日 
    広島県 広島市立舟入高等学校 1年 保本 祐希（やすもと ゆうき）15歳 男  
 
 90：ものづくりひとつひとつの工程に思いを込めて機械を動かす 
    広島県 広島県立宮島工業高等学校 3年 中野 竜嘉（なかの たつよし）18歳 男  
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 91：また一つ小さくなった祖母の背に長生きしてねとつぶやいてみる 
    広島県 広島県立広島工業高等学校  3年 野坂 慎太郎（のさか しんたろう） 17歳 男 

  
 92：我が祖父の起床時刻は朝の四時寝起きのよさはあさがおのよう 
    広島県 広島県立総合技術高等学校 2年 山持 康太（やまじ こうた） 17歳 男 
 
 93：拭く洗う一つ一つにありがとうそのひと言で頑張れるんだ 
    広島県 広島市医師会看護専門学校医療高等課程  2年 西森 萌（にしもり もえ） 20歳 女  

 
 94：人事部の声にうなずきメモを取る同級生がまるで別人 
    徳島県 阿南工業高等専門学校  5年 坂部 義将（さかべ よしまさ） 19歳 男  
  
 95：友情の裏に秘めたるエゴイズム開けてはならぬパンドラの箱 
    佐賀県 佐賀県立鹿島高等学校  1年 松浦 慶次郎（まつうら けいじろう） 16歳 男  

 
★96：一本のシャトルが床に落ちるまでみんなは息を忘れていたよ 
    長崎県 佐世保市立清水中学校  2年 德田 瑞季（とくだ みずき） 14歳  女  
 
 97： 「こんにちは」返ってきたのは「こんばんは」日の短さを感じた帰り 
    長崎県 佐世保市立清水中学校  2年 中尾 優花（なかお ゆか）13歳 女 
 
 98：今はもう消しゴムのカスでしかない罫線上に散らばる「好きです。」 
    沖縄県 沖縄県立八重山商工高等学校  2年 鷲尾 玖美（わしお くみ） 17歳 女  
 
 99：川氾濫稲穂倒れて水の中画面の中の故郷を憂う 
    アメリカ合衆国ニューヨーク州 慶應義塾ニューヨーク学院（高等部） 9年（中学校3年） 
  新保 結希（しんぼ ゆうき） 14歳 女 
 
 100：ぎこちない英語訛のコンニチハふわっとこころあったかくなる 
    アメリカ合衆国ニューヨーク州 慶應義塾ニューヨーク学院（高等部） 11年（高校2年） 
  川島 加湖（かわしま かこ） 16歳 女 
 
       ※年齢は2016年1月15日入選作品発表時のものです  
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第29回 東洋大学「現代学生百人一首」入選作品 
 

＝ 小学生の部 ＝ 
 

 1：こわがるな明日はきっととってやる白いボールを体の前で 
    宮城県 加美町立宮崎小学校 5年 小松 浩也（こまつ ひろや）11歳 男 
 
 2：火の玉が龍のごとく舞い上がり花になるときみながどよめく 
    埼玉県 コロンビアインターナショナルスクール 6年 鈴木 孝昌（すずき たかまさ）12歳 男 

 
 3：発表会黒と白とのけんばんに手を置いたならもうもどれない 
    千葉県 山武市立睦岡小学校 6年 齊藤 光里（さいとう ひかり）12歳 女 
 
 4：強敵の速くて重いあのシュートそれでもぼくはゴールをまもる 
    千葉県 山武市立睦岡小学校 6年 鈴木 悠介（すずき ゆうすけ）12歳 男 
 
 5：大会に出られないことわかった夜ベランダに出てほしをながめた 
    千葉県 市川市立大野小学校 4年 神尾 康介（かみお こうすけ）10歳 男 
 
 6：落ちた葉をていねいに拾うはかまいり祖母と話すよ守ってください 
    大阪府 堺市立新浅香山小学校 5年 金平 和佳奈（かねひら わかな）11歳 女 
 
 7：花ふきんチクチクぬってもようでるみんなの個性花ふきんにある 
    大阪府 堺市立新浅香山小学校 5年 横見 陽菜（よこみ ひな）10歳 女 
 
 8：だんじりで走りまくって汗まみれおれも見せたぜ男だましい 
    大阪府 堺市立深井西小学校 6年 大野 栞音（おおの しおん）12歳 男 
 
 9：感動を音とリズムでまきおこすみんな心を一つに合わす 
    大阪府 堺市立深井西小学校 6年 河本 紅奈（こうもと くれな）12歳 女 
 
 10：庭に出てさると戦うおばあちゃんおそわれないでね心配だから 
    長崎県 大村市立放虎原小学校 6年 安藤 結唯（あんどう ゆい）12歳 女 
 
 
  ※年齢は2016年1月15日入選作品発表時のものです  
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第29回 東洋大学「現代学生百人一首」 
 

＝ 選外作品＝ 
 

 選外作品の中にも、現代若者ならではの話題や観点が多く見られました。惜しくも入選を逃した
ものの、時代を投影したユニークな作品が数多く集まりました。以下にいくつか紹介いたします。 
 なお、選外作品を記事等としてお取り扱いいただく際には、「選外作」であることを明記してく
ださいますよう、お願い申し上げます。 

■自分・日常 
「最近の若者ったら」大人言う彼らの背中見て育ったのに    岩手県 16歳 男 
おかしいな理想と違う夏休み女子力消えて筋力増える    埼玉県 16歳 女 
大好きな曲を流して勉強だいつのまにやらペンがマイクに    埼玉県 16歳 女 
マジヤバイすべてのものをそれで言うそれでいいのか若者達よ   広島県 16歳 女 
 

■家族   
祖父は言う今年で最後とお年玉それを聞くのは四年目になる   埼玉県 18歳 男 
「おいしいよ」小さいころは言えたのにうまく言えないおふくろの味  千葉県 14歳 男 
星が降る夜の堤防に父と待つ竿の振動波間の背びれ     長野県 15歳 女 
宅急便開けて最初に探すのは品物じゃない母からの手紙   アメリカ合衆国ニューヨーク州 17歳   女 
 

■学校・友人   
二十キロ自転車漕いだ登下校悪魔のように吹く向かい風    山形県 18歳 男 
旋盤で神経尖らせ削られる工作物と俺のメンタル     山形県 18歳 男 
二升炊きにぎる手のひら赤くなる部員の顔も夕日に染まる    兵庫県 17歳 女 
 

■進路・未来 
女子一人なんだかとてもやりづらいそれでもなりたい電気工事士   東京都 17歳 女 
学校に行けない世界の子どもたち助けたいから英語頑張る    広島県 18歳 女 
 

■環境・風景・自然 
夕食のご飯の白に混ぜられた栗の黄色に感じる初秋        神奈川県 17歳 女 
天気予報外れて豪雨帰り道家につく頃青空に虹     東京都 17歳 女 
イネかりの後の田んぼのワラ集めいなご飛びかい秋を感じる   長野県 18歳 女 
暑い夏変わってきてる自然界希少になったホタルの光    福岡県 16歳 女 
 

■恋愛 
好きという二文字のために電話とるゴシック体では伝わらぬ思い      神奈川県 16歳 女 
「ステキよね」またもあいつの話かと窓を閉めつつため息もらす     福岡県 15歳 男 
好きだよの語尾に「笑（わらい）」がはりついた臆病な恋を許して下さい 宮崎県 18歳 女 
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第29回 東洋大学「現代学生百人一首」 
 

＝ 選外作品＝ 
 ■戦後70年 

モノクロの重さ感じる終戦日見上げた空の青さが増した    千葉県 17歳 男 
沖縄の海を眺めて深呼吸この地の悲劇心に染みる     愛知県 17歳 女  

  
■選挙年齢の引き下げ 
投票に私だったら行くけどな日本の未来は自分で決めたい    茨城県 14歳 女 
十八歳まだまだ先と思ってた突然かかった一票の重み    東京都 18歳 女 

  
■時事・社会問題 
食事中スマホを触わる依在症こぼしてもなお手は止まらない   千葉県 16歳 女 
調べよう安保法案どんなものその手のスマホ今使うとき    東京都 17歳 男 
又吉が芥川賞歓喜わく本をとりあいうちで火花散る        神奈川県 16歳 女 

   

■世界で活躍する日本人 
沸き上がる日本の期待と声援に見事応えるエアケイショット   千葉県 14歳 女 
夢を追う楕円のボール桜咲き世界を変える「かち」の選択    東京都 16歳 男 
彼方から時空を越えてニュートリノ日本のロマン北欧に響く   千葉県 14歳 男 

 
■天災 
思い出の赤ランドセルせめてもと津波被災の沿岸に送る    岩手県 16歳 女 
東北のニュース見るたび思いだす今はもうない祖父母の家を   埼玉県 16歳 女 
茨城の堤防破壊強い雨被害強烈あふれる涙      東京都 15歳 男 
忘れない爪痕残る広島にすべてを奪った土砂の災害     広島県 18歳 男 
 

■SNS 
最近は母もＬＩＮＥで返事する愛が込もった絵文字の暗号    青森県 18歳 男 
スタンプや絵文字を一つ送ったらそれで解決廃れる言語    岩手県 17歳 女 
既読よりよかれと思って未読無視「気づかなかった」保身のために  広島県 15歳 女 
 
※年齢は2016年1月15日入選作品発表時のものです  
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応募数 （第29回 東洋大学「現代学生百人一首」） 

応募数の推移 
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都道府県別 

回（年度） 小学校 中学校 高等学校 大学等 合計

第25回（2011年度） 322 19,179 40,079 657 60,237

第26回（2012年度） 67 16,300 36,497 1,243 54,107

第27回（2013年度） 228 18,238 35,834 1,902 56,202

第28回（2014年度） 267 16,922 35,673 1,988 54,850

第29回（2015年度） 612 16,745 37,331 2,284 56,972

※「大学等」の中には、専門学校（看護・医療など）、短大、特別支援学校が含まれます 

都道府県 応募作品数 都道府県 応募作品数

北海道 790 静岡県 259

青森県 792 愛知県 1,065

岩手県 731 三重県 25

宮城県 180 京都府 158

秋田県 253 大阪府 1,644

山形県 1,643 兵庫県 252

福島県 2,123 奈良県 322

茨城県 744 岡山県 508

栃木県 55 広島県 3,392

群馬県 21 山口県 576

埼玉県 6,019 徳島県 222

千葉県 6,072 香川県 66

東京都 19,907 高知県 58

神奈川県 3,142 福岡県 279

新潟県 755 佐賀県 217

石川県 114 長崎県 1,898

福井県 145 宮崎県 65

山梨県 17 鹿児島県 80

長野県 1,883 沖縄県 134

岐阜県 89 アメリカ 277

56,972合計
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累計応募数 （第1回～第29回東洋大学「現代学生百人一首」 ） 

【報道関係者様からのお問い合わせ先】 
東洋大学PR事務局（電通PR内） 担当：藤田 

TEL：03-5565-1089  MAIL：fujita@dentsu-pr.co.jp 

回数（年度） 小学校 中学校 高校 大学等 応募作品数

第1回（1987年度） 0 2,233 237 2,470

第2回（1988年度） 528 4,500 359 5,387

第3回（1989年度） 251 10,022 387 10,660

第4回（1990年度） 689 14,298 792 15,779

第5回（1991年度） 1,590 14,322 638 16,550

第6回（1992年度） 1,066 18,775 610 20,451

第7回（1993年度） 1,346 21,553 650 23,549

第8回（1994年度） 1,155 22,028 675 23,858

第9回（1995年度） 2,438 21,026 879 24,343

第10回（1996年度） 5,598 29,278 758 35,634

第11回（1997年度） 4,859 30,644 743 36,246

第12回（1998年度） 9,792 38,744 939 49,475

第13回（1999年度） 16,167 43,419 952 60,538

第14回（2000年度） 9,797 59,087 602 69,486

第15回（2001年度） 412 14,300 54,248 1,010 69,970

第16回（2002年度） 572 12,415 42,750 636 56,373

第17回（2003年度） 155 9,375 52,139 1,080 62,749

第18回（2004年度） 274 14,084 48,554 418 63,330

第19回（2005年度） 281 15,470 41,897 288 57,936

第20回（2006年度） 300 15,928 44,058 473 60,759

第21回（2007年度） 271 18,617 41,062 785 60,735

第22回（2008年度） 225 21,125 41,486 436 63,272

第23回（2009年度） 175 18,400 34,054 1,148 53,777

第24回（2010年度） 137 19,816 40,314 510 60,777

第25回（2011年度） 322 19,179 40,079 657 60,237

第26回（2012年度） 67 16,300 36,497 1,243 54,107

第27回（2013年度） 228 18,238 35,834 1,902 56,202

第28回（2014年度） 267 16,922 35,673 1,988 54,850

第29回（2015年度） 612 16,745 37,331 2,284 56,972

合計 4,298 302,190 955,905 24,079 1,286,472

14/14 

※「大学等」の中には、専門学校（看護・医療など）、短大、特別支援学校が含まれます 


