
第 38 回太宰治賞 一次選考通過作品（全 116 篇） 

………………………………………………………………………………………………… 

第 38 回太宰治賞は、2021 年 12 月 10 日に締切りました。作品の応募総数は 1478 篇でした。 

筑摩書房の社内で選考を進めた結果、116 篇が一次選考通過作品に決まりました。 

（カッコの中は応募時の在住地と年齢です） 

 

世界で一番のお別れ 萩原 朋子（神奈川県・66） 

墨と兎 山上 祐（大分県・36） 

異邦の人 周 詩恩（カナダ） 

わたしの青ん坊 蘭野 みゆう（秋田県・66） 

ドモアリガット 木立 亘（東京都・58） 

業火 青山 ジヒトー（栃木県・41） 

ちちんぷいぷい 鳥羽 遼太郎（埼玉県・27） 

わたしを纏う 深海 リョウビ（大阪府・40） 

こーちゃんの声 小川 ふみや（千葉県・29） 

姉妹 日和 裕（静岡県・28） 

四・七畳ランド 相川 千裕（長野県・31） 

うやまい 西荻 麦（京都府・36） 

Nobody 難波 行（東京都・38） 

西川口の有識者 多賀谷 二郎（埼玉県・38） 

親子の青春 にゃんしー（大阪府・39） 

百円玉 天野 太郎（兵庫県・30） 

舞いおどる風の、そのむこう 小石 珠（神奈川県・42） 

穴の中で酒 風上 葵（東京都・31） 

青々しく、 伊藤 正人（愛知県・38） 

昨日さよならを告げた 村山 綾子（神奈川県・56） 

哀歌 海野 陽平（兵庫県・73） 

ふしだらな娘 広島 哲也（東京都・48） 

侵入 真嶋 倫子（東京都・55） 

這い上がらなくても 高橋 末（群馬県・42） 

現の果て 門倉 ミミ（東京都） 

凪について 七森 侑佳（東京都・27） 

計り知れない距離の先に 田口 令地（イギリス・29） 

闇色ワンルーム 植田 かくら（静岡県・18） 

棕櫚を燃やす 野々井 透（神奈川県・41） 

こかげ 阿部 敦子（神奈川県・47） 



優しさ、あるいは生きる者の簒奪 西山 鴻多（千葉県・26） 

色彩の休息 福井 幸江（広島県・54） 

瞑想行為としての野球 富田 正人（東京都・31） 

薙髪譚（ちはつたん） 望月 廣次郎（兵庫県・82） 

浜田国際劇場 雪田 寿文（島根県・50） 

土の境界 松嶋 圭（神奈川県・47） 

やどかりの足跡 星島 友一郎（鹿児島県・48） 

掌編物語 二十年 こだま 千尋（東京都・78） 

うるしかく 岩岡 佐枝（岩手県・51） 

観覧 本川 将（東京都・28） 

静かな、あるいは穏やかな雨 中江 望（東京都・31） 

両国橋のむこうがわ 大場 純子（東京都・41） 

抽斗 竹中 優子（福岡県・39） 

しあわせにめぐまれる 伊藤 智彦（兵庫県・52） 

介護老人施設ならやま 浜田 太（神奈川県・41） 

五軸動輪 前田 雅峰（大阪府・54） 

付箋 紺乃 翔子（京都府・30） 

トラベルプランナー 酒本 煙（愛知県・27） 

銀歯でおはようございます 江戸 球太郎（東京都・23） 

ありあまる 田中 かしみ（大阪府・19） 

亀山（改訂版） 斉藤 紳士（大阪府・42） 

ヤケヤマ 鶴鶴天（兵庫県・32） 

氷の蝶 天上 杏（東京都・38） 

消失 小野寺 隼人（神奈川県・30） 

終の棲家は仮の宿 高田 智子（滋賀県・36） 

美しい季節 広井 公司（岐阜県・44） 

ユスと私とそれ以外の人々 仲野 芳恵（北海道・42） 

日溜まり漬けの夜 小倉 青（茨城県・28） 

ないないづくし 東 賢次郎（京都府・55） 

両性類 鳥山 まこと（兵庫県・29） 

鳥を放つ 町田 舜（神奈川県・28） 

失業者 吉田 清鏡（北海道・21） 

存在しない者 夏目 ゆうま（大阪府・26） 

黒い服の女 伊地瀬 ちよ（千葉県・55） 

望の間で（ぼうのはざまで） 江口 鉄平（福岡県・40） 

兄の残したもの 山下 流石（東京都・55） 



群青の季節 宮本 晴樹（神奈川県・29） 

陳謝 遠藤 洋和（宮崎県・59） 

うるたま 西野 栄（石川県・37） 

二十年の孤独 橘 真樹（京都府・59） 

いのち滅ぼして 沼本 蓮（東京都・23） 

勾玉 五十嵐 正人（千葉県・60） 

パストラル問題 寅間 心閑（東京都・47） 

イチョウの実 望月 なな（兵庫県・40） 

姥捨 飯田 未和（大阪府・42） 

適した人 安田 尚史郎（千葉県・42） 

ブルーマウンテン 松 英一郎（愛媛県・65） 

瞑目 古海 カナエ（東京都・30） 

日々を砂糖が転がって 七草 すずめ（静岡県・31） 

産業廃棄物処理報告書 玉置 伸在（大阪府・61） 

砂漠とオアシス 伊東 葎花（茨城県・60） 

安心安全アイドル かきあげ あゆみ（東京都・31） 

ご都合 倉石 真守（長野県・35） 

トラブ 湯矢 みなみ（神奈川県・46） 

心臓にハムスター 淡島 間（東京都・28） 

夏の作り方  中里 七重（兵庫県・68） 

たけのこ 白樺 涼子（神奈川県・48） 

再生 村上 慧（東京都・33） 

おかえりワンダラー 島田 奈穂子（大阪府・39） 

スナックねこ 穂積 縫（大阪府・34） 

半人前のピエロ 秋 あきら（奈良県・50） 

オレンジに染まる 長月 麻美（東京都・57） 

螺旋坂 蟻塚 哲人（大阪府・32） 

見える 春泥（愛知県・49） 

川のほとりで 辻 陽子（東京都・54） 

円かな時空 遊座 遥（東京都・68） 

ラブソング 村上 一（埼玉県・23） 

猫の夢 高田 朔実（神奈川県・40） 

夕暮れランドリー 逢河 光乃（京都府・54） 

見えぬ姫 磯貝 依里（大阪府・33） 

セブンデイズベイビー 秋野 佳月（埼玉県・56） 

かげろうの部屋 貝塚 円花（北海道・27） 



父を密猟する 鷽月 さつか（広島県・35） 

謝る男 田中 紘介（東京都・42） 

ディスラプティヴ 碇本 学（東京都・39） 

発火点 十嶋 慧（群馬県・52） 

桃のもも色 村雲 菜月（神奈川県・26） 

アサクラ裕コ、でぜる 西垣 匡基（東京都・36） 

×没 芥川 心之介（岡山県・25） 

あたたかくもつめたくもないし、ほんものですらない  

 坂崎 かおる（神奈川県・37） 

ルール 梶塚 美帆（東京都・35） 

今、まさに飛ぼうとしている 徳永 純（東京都・55） 

タロン 長谷川 澄（東京都・45） 

メレンゲのため息 山田 卓也（埼玉県・31） 

四十六億年のしずく 石田 るみ（熊本県・62） 

花の言伝て 三友 隆司（愛知県・62） 

 


