"One Hundred Poems of Modern Students” Contest | 現代学生百人一首

第 32 回「 現 代 学 生 百 人 一 首」入 選 作 品

としてスタートしたこの事業 。第1回から

近 年、日 本 語 学 校・外 語 学 校 から
も多くの作品が 寄せられています。
入選作品とは別に第32 回の特に優

の累計応募作品数は1,445,605首を数え

入 選作品の紹介

秀な作品を一部紹介します。

ます。平 成 最 後となる今 回 の 応 募 作 品 数
動画

は、57,446 首 でした。ここで入選 作品 の

Video

うち、優れた「秀逸作品」15首を紹介します。

「現代学生百人一首」をより詳しく
動画で紹介しています。
ぜひご覧ください。

Entries from
Japanese language schools
and foreign language schools

Video highlights of “One Hundred Poems of
Modern Students” Contest.

The contest has received a lot of entries
from students at Japanese language
schools and foreign language schools.
Here is a selection of some of the best
poems representing this category, chosen
separately from the annual best 100 lists.

Prize-winning Works of the 32nd Annual
記載した 学年 は 2019（平成 31）年 1月 15日
入選 作品 発表時 のものです。

“One Hundred Poems of Modern Students” Contest

東洋大学報

こぼ

に本学創立 10 0 周年の 記念 行事 のひとつ

︵国書日本語学校 ２年 王 有成さん︶

百人一首

10 0 首 が 決定しました。1987
（ 昭和 62）
年

日本語学校・外語学校の
学生の作品

The 32nd “One Hundred Poems of Modern Students”
Contest has selected the 100 best tanka poems. They
were selected from among a total of 57,446 entries
received for the event, the last to be held in the Heisei
era. The following are 15 particularly outstanding
poems picked out from the best 100 list.

︵ 双葉外語学校 １年 朴 智苑さん︶

現代
学生

文部 科学省後援

松の下待っているのはおばあさん
喜ぶ 私 涙 零 した

32 回

君からの不在着信私には
今の時間がとても寂しい

第

Sponsored by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology

社会・時事

自分・日常

進路・未来

恋 愛

月曜は 時半の越後線
１号車には君が居るから
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︵ 東京学館新潟高等学校 ２年 菅沼 麻沙さん︶

︵ 貞静学園高等学校 １年 角屋 麻由音さん︶

﹁ せ ん せ い ﹂と 足 に 抱 き つ く 子 供 た ち
また膨らんだ保育士の夢

ＡＩは人間よりも仕事する
将来の夢無くなっちゃうよ

︵ 星美学園中学校 １年 古市 真季さん︶

︵ 関西学院中学部 ２年 長浜 由佳さん︶

思い出の花に包まれ寝る祖母の
いつにもましてやすらかな顔

︵ 東京学館新潟高等学校 １年 五十嵐 翔亜さん︶

除雪車の仕事を終えた祖父の靴
まだ濡れている登校する朝

﹁父は嫌い﹂友が言うたび思い出す
単身赴任の父の笑顔を

︵ 東京学芸大学附属小金井中学校 ２年 藤友 実緒さん︶

︵ 麗澤中学校 １年 山口 義仁さん︶

空っぽのおばあちゃん家の犬小屋で
夏に来るたび白い尾探す

︵ 早稲田佐賀高等学校 １年 大田 洋輔さん︶

ありがとうＬＩＮＥではなく電話する
母から届いた荷物眺めて

︵ 広島市医師会看護専門学校医療高等課程 ２年 植梶 香織さん︶

三十路過ぎ化粧禁止で学びます
今日は誰にも会いませんように

︵ 東京学館新潟高等学校 １年 磯野 瑠子さん︶

夕食のテーブルにある母からの
手紙毎日日記にはさむ

願いこめ夢にまでみた初舞台
覚悟を決めて楽器手にとる
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︵ 神奈川大学附属中学校 １年 宮野 結衣さん︶
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※

︵ 埼玉県立 寄居 高等学校 ２年 木村 明美 さん︶

In 1989, the Showa era ended and the Heisei era started in Japan.
The contest held in the initial year of the new era received a host
of entries expressing grievances against the 3% consumption
tax introduced in April, as well as many on the fall of the Berlin
Wall, a significant turning point in world history.

新しい平和が見えたヨーロッパ
やっと解けたよベルリンの壁

Poems from entries for the first contest
in the Heisei era

百 円 のノート を 買い に 行ったのに
払った お金は 百 三 円 だ

※右記の2 首は第3 回入選作品で、記載した学年は1990年1月15日入選
作品発表時のものです。

︵ 兵庫県立 北条 高等学校 １ 年 村田 千 知 さん︶

その年の世相や流行を映す「現代学生百人一首」。作品
から時代背景を読み解くことができます。昭和から平成
に移り変わって最初のこの年は、4月に導入された消費
税率 3％に対する嘆きも多く詠まれました。また、歴史
を大きく動かしたベルリンの壁崩壊に関する作品など
も集まりました。

おめでとうそれを言うのにどれほどの
脳内会議を重ねたことか

︵ 練馬区立貫井中学校 ２年 岩﨑 心紀さん︶

︵ 国士舘中学校 ２年 原田 晶平さん︶

父と行く水害被災地ボランティア
俺でもできた小さなちから

中東で今日も銃声鳴り響く
銃を持つ子の幼い瞳

︵ 芝浦工業大学柏中学校 １年 菅谷 学毅さん︶

︵ コロンビアインターナショナルスクール ２年 神田 蓉さん︶

大地揺れ山から岩が滑り落ち
一瞬にして消えゆく暮らし

秀 逸 作 品

※

平成元年に詠まれた作品

家 族

お 知らせ

Data
平成の30年でどこまで変化した？

応募数推移

平成最後の応募（第32回）
Received in 2019 (last year of the Heisei era)

Changes in number of entries received

10,660首

過去の入選作品や募集要項、各種お知らせを掲載しています。
▶ https://www.toyo.ac.jp/social-partnership/issyu/

第32 回「現代学生百人一首」編纂冊子完成

平成元年の応募（第3回）
Received in 1989 (first year of the Heisei era)

「現代学生百人一首」公式 Webサイト

57,446 首

入選作品100首と小学生の部入選作品10首を収録した編纂冊子が完成しました。ご希望
の方には、送料のみのご負担でお送りしています。詳しくは Webページをご覧ください。
▶ http://www.toyo.ac.jp/social-partnership/issyu/booklet/

お問い合わせ先 東洋大学広報課 TEL：03-3945-7571

東洋大学 現代 学生百人一首の 30年
1990年1月15日発表

平成元年度から、
5倍以上の応募数となりました。

2019年1月15日発表

朝日新聞出版より、
「 現代学生百人一首 」の歴史を振り返るムック本が
全国書店ならびにオンライン書店にて販売中です。

The number of entries received has
increased more than fivefold from 1990,
when the third event was held.
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