
2019 年リリアーヌグランプリ受賞作品紹介



リリアーヌグランプリ

白百合女子大学図書館では、学生の皆様の中に眠っている創作意欲を

発掘し、その才能を引き出すべく、『リリアーヌグランプリ』と称し、

2015 年度より詩の作品募集を始めました。

5 回目となる本年度は、総数 50 編の珠玉の作品が集まりました。

これらはすべて、所属、氏名・ペンネームを伏せ、学長、図書館長、

各学科の図書館運営員、図書館職員にて、厳正に審査を行いました。

ここではその 50 作品の中より、受賞作品をご紹介いたします。

心のこもった作品をご応募いただきました皆様に、この場をお借りして

御礼申し上げます。



受賞作品一覧

・リリアーヌ賞（グランプリ）

「虚実の告白」 カサゴ

  ・学長賞（2 作品）

  四季を愛でる人に 「夏の桜」 直花

言葉の隠れた力に驚いて 「縁」 きょうこ

  ・館長賞（2 作品）

       見つけたで賞 「まって」 杏栞しえる

グッデイ賞 「ごきげんな日」 直花

  ・図書館エクセレント作品賞（3 作品）

    「蒼天に泳ぐ」 天鼓

   「私の宝物」 モロヘイヤ

   「恋と紙一重」 高砂

    ・金の卵賞（9 作品）

   「帰り道のひとり」 直花

  「まっくろ世界」 さくら

   「突然消えた右の世界」 モロヘイヤ

    「最初はみんなたね」 成長中

   「雨」 女生徒

   「氷」 女生徒

    「あのね」 えりな

  「青い鳥」 ハムコ

  「少女」 停滞中



Grand Prix

リリアーヌ賞

『 虚実の告白 』 カサゴ

ざくざく

ざくざくざく

この音が 誰にも聞かれませんように

この音は 魔物が胸を食らう音

あたしの心を糧に、たくさんの仮面をこしらえている

もう、どれだけ捨てて、どれだけ持っているのかもわからない

ざくざく

ざくざくざく

幼いころに誓った、まっすぐに生きようとする心が

削られ、掘られ、悲鳴をあげてできる仮面

ほら、よくできたものでしょう

口元の、弧を描いたひかえめな赤色がお気に入り

これをかぶって、あたしは平然と嘘をつく

あれが好き、これは嫌、私はこういう人間

あぁ、あぁ、心にそむくたび仮面に傷が入ってく

人と仮面ごしに会話するのはひどく苦痛だわ

ざくざく

ざくざくざく

逃げやしないから、早くこの心を喰らっちゃくれないかしら

いや、でも食われて死ぬのはやはり嫌だな

真っ赤な血が、きっとこの胸の内に流れてたまっている

なんて生き辛い世界

ありのままの自分を受け入れてくれる世界なんてとうにないのだわ

ざくざく

ざくざくざく

いずれ自分で仮面をこさえるようになったら、きっとしまいだわ



学長賞 四季を愛でる人に

『 夏の桜 』 直花

淡い春
青い空へと花弁を溶かす桜の木の下で君が言った

「私は夏の桜が好きよ」

僕にはわからなかった
なぜ君は
満開の桜を見ながらそんなことが言えるのか

君は知っていたのだ

夏も 秋も 冬も
変わらずそこに居る木が何よりも美しいことを
そしてその木は春にしか見向きされないことを

春のためだけに桜は現れない
「どうか覚えておいて」と言う君

だから 僕は約束する

夏の桜を愛そう
秋の桜を見つめよう
冬の桜を称えよう

ずっとそばに居てくれること
移りゆく姿
存在のありがたみ
そのすべてを僕は覚えていよう

四季の桜を君と見たいと思った
桜を愛する君が好きだと思った

僕は桜と君に恋をする



学長賞 言葉の隠れた力に驚いて
『 縁 』 きょうこ

太陽が昇って おはようっていう

月が昇って おやすみっていう

言葉をかけると ずっと残る、ずっと巡る、ずっと在る

ふわりふわりと目には見えないけれど
不確かで手の平において掬うことは出来ないけれど

時が経って 形やよみ方が変わってしまうけれど

必ず人の隣にあり続ける

言葉のつかい方次第で柔らかくも硬くもなる

過去と 今と 未来に
あなたと 私と 世界の人に

言葉をたぐりよせて 昨日も今日も明日も交わす

これから先も 私の隣で

これから先も あなたの隣で



館長賞 みつけたで賞

『まって』 杏栞しえる

「まって」っていうと

またかって顔をするの

いつも皆からおくれちゃう

でもね、わざとじゃないんだよ

ほら、足元のお花、おさんぽ中のわんちゃん、

日なたぼっこしてる こねこ

遠足にいったときの山でも、赤いかさのきのこ、

葉っぱのうしろのだんごむし

ほらね、かくれんぼうがいっぱい

みんなスタスタ過ぎちゃうけれど

わたし、たくさん見つけられるよ

だから今日も言うの

「まって」って



館長賞 グッデイ賞

『ごきげんな日』 直花

目覚まし時計よりも早起きして
窓をあけたら 気持ちがいいね

光合成はできないけれど
朝の光をたくさん浴びて 私の元気を作り出そう

きっと 今日は良い日！

お気に入りのコロンをそよ風にのせよう

さわさわとゆれる木々の葉っぱと歌を歌おう
いつもどおりの町なみと
いつもどおりの時の流れが

なんだかきらきらと かがやいて見えるね

やっぱり 今日は特別な日！

とてもきれいな空だけど
あえて写真は撮らないでおこうかな

スマホをかざしても きっとこの景色は残せないから
心の引き出しに入れておくの
でも 忘れてしまったとしても それでいいんだ

そう 今日はごきげんな日！

ふとしたときに やってくる
魔法がかかった 不思議な日
こんな日が大切だね

ありがとう ごきげんな日！



図書館エクセレント賞

『蒼天に泳ぐ』 天鼓

ずっと昔に見ていた幻が、今もまだ見えるような気がする

それは、蒼天に泳ぐクジラ

青く青く透ける空

白々と積み上がる雲海

そこに眠る君

深い深い青い底にあるはずの君が

天上にまで押し上げられることの意味を

君を見つけるたびに考える

君は海を回遊する

濃く 生々しい 傷だらけの草木のにおいも届かないところが

わたしの知る 君のいる場所

冷たく、昏い水底 冷えきった土

冷たさは混濁を冷結し ただ透明な硝子となる

限りなく 境界を失ったアオ

海と空とを隔てる一線は 薄いようで 重く、厚く、圧倒的な存在で

ただひたすらに 無限の青が頭上に広がっている

あの青に

視界に広がる世界にあるはずの青に

君は触れているのだろうか



図書館エクセレント賞

『私の宝物』 モロヘイヤ

私には 1 つ
かけがえのないものがある
みんなに知ってほしい
私の友達すごいんだ

同じ 3 年
されど 3 年
時の流れは早いんだ

私の友達すごいんだ
何がすごいって

努力する天才
人をよく見れる天才
ただひたすらに前を向ける天才
足が早い天才
トリックプレーの天才
応援できる天才
チームが大好きな天才
優しい天才
包容力に溢れた天才
支えてくれる天才

そんな天才に囲まれて
私はいつでも幸せだ

あの子たちを見れば頑張れる
あの子たちを見れば誇らしい
あの子たちに追いつきたい
あの子たちは私の誇りです

なんてったって天才だ。
わたしはどうだ。
平々凡々。
何も出来てない。

でもくよくよしてたって
もうあとすこし
すこししかないんだ
無駄にした時間は帰ってこない
何を足掻いたって
時の流れは逆らえない



だからみてろ
わたしは誰より強く生きてやる
あの子達の力になれるように
わたしは追いついてやる

何をしたらいい？
わからない
でもやるしかないんだ

あの子達の背中を追いかけて
追いかけて
追いかけることしかできないけど

いつか絶対頂上に連れて行ってくれる
そう信じて

いやちがうな
私も一緒に行くんだ
連れて行ってもらうんじゃない
自力でいくんだ

あの子達だって
元から天才じゃない
それを 1 番知っている

毎日毎日
雨にも負けず
やっていた

努力できるって
すごいこと
その努力が叶って今がある

追いつくには大変だけど
貴方達がすきだから

私はこたえてみせるから
あと 1 年

がむしゃらに
ただひたむきに

まってろみんな。

私もおんなじ景色をみたいから。



図書館エクセレント作品賞

『恋と紙一重』 高砂

君最近、溜め息が増えた。

原因は分かっている。

強く想えば胸が締め付けられ

夜も眠れないくらい

四六時中考え、囚われている。

いよいよ明日だ。

どうしたら私の考え、伝わるのだろうか。

「あぁ…これじゃ駄目だ」ピタッと指が止まる。

書き込んでは消し、また書き込んでは消し、

夜通しかかって出来た、私の努力の結晶

これに思いの丈を全てぶつけた

「やった…間に合った…！ これで渡せる…！」

ふと手帳を開いて今日の予定を確認する。

『レポート〆切日』

赤いペンで大きく書いてあった。



金の卵賞 受賞作品紹介

惜しくも受賞を逃した作品の中でも、キラリと光る作品が

たくさんありました。

『金の卵賞』と称し、ここにその作品をご紹介したいと

思います。



金の卵賞

『帰り道のひとり』 直花

さほど綺麗でもない東京の空
この町でいちばん好きな信号機
残り 20 パーセントのスマホの充電

知り合いに会うことのない帰り道は幸せ

コンクリートの道が私の足音を吸収する
町をつつむ湿った空気はどこかに上品さを含む

いまだかつて入ったことのない成城石井を通り過ぎて

私の目的地まではあと少し

ふと

冷凍庫の中にハーゲンダッツがあったら
午前 1 時の電話に出てくれる男の人がいたら
伸びた前髪を気にしなくて良いのなら

私はもっと幸せになれる？

そんなことを考えながら

ようやくたどり着いた扉をあける

暗い部屋は案外嫌いじゃない

でも

どうしても夜は好きになれない



金の卵賞

『まっくろ世界』 さくら

「今が一番楽しい時」と

誰かが言って

私はその時全然楽しくなくて

これからもっと楽しくないんだと

まっくろな気持ちになりました

「今が一番楽しい時」と

誰かが言って

私はその時涙が止まらなかったので

これから涙が枯れるんだと

まっくろな気持ちになりました

「今が一番楽しい時」と

誰かが言って

私はその時苦しんでいたので

これから絶望がやってくるんだと

まっくろな気持ちになりました

「今が一番楽しい時」と

誰かが言って

私はその時やっと誰かもずっと

まっくろだったと気付いてしまって

まっくろな気持ちになりました

まっくろ まっくろ まっくろ まっくろ



金の卵賞

『突然消えた右の世界』 モロヘイヤ

いつも迫りくる音の雨
しゃかしゃかしゃかしゃか
みんなと一緒
電車で下向き
1 人の世界
みんなは何を追ってるの

ある時 1 つ消えました
小さな穴が空きました
もわーんもわん
私の世界に幕ひとつ
もわーんもわん
この音いつまで続くでしょう

それは静かに突然に
いつものように音が降る

しぐれの日のことでした
夢の中からさめません
めはあいてるの
聞こえない
なんかつまった？わからない

なんだか音が少ないな

ぐらぐらぐらぐら世界が回る
そうしてきづいて目を開けた
白い天井、白い天使
私はどこにはこばれた

先生の口からおとされる
信じられるかまだ 20
私の体は健康だ



だって週 5 で動いてた
誰よりきっと若かった
体力だって底知らず
ストレスなんてつゆしらず

私の体は健康だ
あなたの言葉信じない

でもわかってる。いわないで。
私の世界音一つ
きぃぃぃんきぃぃぃん
こればっか。

そうして音が消えました

私のかたっぽ
私の右側

何もないけど
私は笑う

強くなって生きてやる

音が消えたあの日から
私の右側聞こえない
代わりにずっとわらってやる



金の卵賞

『最初はみんなたね』 成長中

最初はみんな
ちいさなたね

たねはね

きれいな水
たいようのあたたかい光
きもちのいい温度

これがあると

芽がでてくるよ

その芽はね

ぐんぐん伸びて
たくさん葉っぱをつけて
花を咲かせて
実をつけて

あたらしいたねができる

私たち人間と同じ

最初はみんなたね



金の卵賞

『雨』 女生徒

傘にぶつかる隕石のせいで

聞きたい声が聞こえないじゃないか

天から下ろされた幕のせいで

見たいものが見えないじゃないか

僕の目と耳をふさぐこの雨は

いつやむのだろうか



金の卵賞

『氷』 女生徒

冷たい飲み物に入った氷をストローで沈める

浮かび上がってくるたびに沈める

沈めても 沈めても

そのたび氷は浮かび上がる

あんなに抗っていたのに

やがてその氷は全て

溶けて跡形もなくなった



金の卵賞

『あのね』 えりな

容赦なく過ぎゆく時間とか
当てもない旅とか

不意に襲ってくる
目的地が見つからない焦り

隙間は要らないから
必死になって探してる

分からないよ
何を探したらいいのか

めくるページのどこにも答えは載っていない

成功者の語りは
一層私を傷つける
何の役にも立たない

分からないから聞いてるのに質問で返される
聞いてほしいから相談するのに話される

無限ループを繰り返して
空っぽになる

明日が来たら何か変わる
受け身だから駄目なんだよって言われても
願わずにはいられない

あのね
寂しいだけなの
伝えかかって喉元で止まる

言えない
言わない

あのね
分かってくれないなら
言わなくていいや



金の卵賞

『青い鳥』 ハムコ

＠kirakirahika 3 日

昨日はみんなお疲れ様っ！！みんながいたからここまでやりきれたと思う。。。

引退して四ババかな( ´∀｀ )

いいね２４

＠kirakirahika 4 時間

今日天気よくてテンション上がる！！！と思ったんだよさっきまで、まさかの遅延

いいね９

＠kirakirahika 1 分

なっちゃんと今日もランチ！三年目にもなると食べに行く場所ネタ切れ～え泣

いいね１

「つながる」ってなんだろう。

いつも君の隣には私がいるのに何も話してくれない。遠くの誰かと繋がっている。

だから私も呟く。

＠nachaaaan 今

おなかすいたーーー、今日の昼ごはん何にしようかな？？



金の卵賞

『少女』 停滞中

愛と自由と一緒に

今、勇気を得た

理由はもういらない

可能性を

何倍にも秘めた

この身の羽化の時

飛び立つ先には何も見えないけれど

見ることのない我が身のつき進む力を信じて

燃え上がる心を胸に秘め

栄光を分かち合えたら

あの日の約束が

今、現実となる

未知の空を踏み

駆け抜けた日々が遠い過去のよう

赤子のように生れ落ちた気分

いつもの私じゃないみたい

夢を

理想から現実に

眠ってしまえ 弱い自分

眠れ 眠れ 弱い声

凛と背を正し

格好を整え

これでもかと全身全霊をぶつける

悠々自在に

身を羽ばたかす



主催・発行 白百合女子大学図書館




