第 15 回

文芸思潮 現代詩賞 作品募集

文芸思潮では、清新な詩作品を募集します。志操が荒廃し、言葉の真の力が失われ
つつある現在、日本語の奥底に流れる感情の根を洗い、美しい言葉として表現の結晶
体に高める文芸の営為は、今こそ再興されねばなりません。言葉の芯をなす強靭な詩
ことだま
精神を鍛え、人の心の底に響き、永くそこで生き続ける言魂の作品を期待します。
作品募集要項
主旨●真の言葉の力に溢れた詩作品を賞揚し、詩の創作エネルギーを顕彰する。由来
や伝統に根差しつつ、現代に造形する、美しい日本語によって、言語の精神エネルギ
ーの復活をめざす。また埋もれた才能や作品を掘り起こし、広く社会に知らしめ、作
品を世に残すことによって、日本文学の興隆に寄与する。
募集内容●オリジナルの詩作品。ただしこれまで同人雑誌に発表したものを改作した
ものも可。一人 3 篇までに限る（3 篇の場合まとめて送付のこと / 添付別紙は全体に
対して 1 枚のみでよい）。1 篇でも 2 篇でもよい。
※恐縮ですが応募審査料 1500 円を御協力くださいますようお願い申し
応募資格●不問
上げます。郵便為替には無記入・無押印でお願いします。
応募規定●
一篇は 2000 字以内（原稿用紙使用の場合も必ず A4 原稿用紙を使用のこと。B4 は失
格）。3 篇以内。応募審査料全体で 1500 円を郵便為替などで同封のこと。
ワープロ原稿は A4 用紙を罫線なしで横に使い 40 字 ×30 行で印字。必ず閉じること。
別紙に①応募部門（2019 年度第 15 回現代詩賞応募作品と明記のこと）②タイト
ル③本名およびペンネーム④年齢・生年月日（年齢・生年月日のないものは失格）⑤
〒（郵便番号は必ず明記のこと / ないものは失格）住所⑥電話番号⑦職業・略歴⑧
400 字詰換算原稿枚数を記したものを添付。これらを厳守しない場合は失格とする。
⑨応募審査料 1500 円を郵便為替などで同封。外国からは 14US ドル。※ 応募原稿は
返却しないので、必ずコピーを取ったうえで送付のこと（コピー送付が望ましい）。
応募先●〒 158-0083 東京都世田谷区奥沢 7-15-13 アジア文化社
「文芸思潮」現代詩賞 係
TEL03-5706-7847 FAX03-5706-7848 E-mail asiawave@qk9.so-net.ne.jp
賞●文芸思潮現代詩賞■賞状・トロフィー・賞金 10 万円（2 名 7 万円／ 3 名 5 万円）
優秀賞■賞状・賞メダル・賞金 3 万円（4 名以上は 2 万円）
奨励賞■賞状・賞メダル
佳作・入選■賞状・記念品
選考委員●松尾真由美・五十嵐勉
締切● 2019 年 5 月 31 日（当日消印有効）
発表●予選通過者は 2019 年 9 月末発売の「文芸思潮」73 号に発表。
受賞発表・最優秀賞および優秀賞作品掲載は 12 月末発売の 74 号に発表掲載。奨励賞
なども順次「文芸思潮」に掲載する。
主催●文芸思潮
※主催者から 痛切な心の叫び、天を射抜く鮮烈な言葉、水晶のように輝く言葉の結
晶、流麗な音韻の調べ、言魂の響きを期待しています。
ことだま

第 12 回

銀華文学賞

作品募集

銀華文学賞は、人生経験豊かな壮年・熟年・シルバー世代の文芸創作活動に光を
当て、その小説作品を賞揚し、文学創作エネルギーを顕彰するものです。埋もれた
才能や稀有な人生体験・世界観を掘り起こし、広く社会に知らしめ、真に価値ある
作品を世に残すことによって、日本文学の興隆に寄与することを目的とします。
10 回を超えた今年も、どうぞ奮って銀華文学賞にご応募ください。
●●募集要項
募集内容●オリジナルの短編小説作品。これまで同人雑誌などに発表したものを改
作したものも可。一人一篇に限る（複数応募者は失格とする）。
応募資格● 2019 年 2 月 28 日現在において 45 歳以上の者
応募規定●
400 字詰原稿用紙 50 枚以内（20 枚くらいのものでも可 / 原稿用紙使用の場合は必
ず A4 の原稿用紙を使用のこと）。ワープロ原稿は A4 用紙 40 字 ×30 行で印字。
必ず右上を綴じること。応募原稿は返却しないので、必ずコピーを取って応募のこ
と（コピーを応募するのが望ましい）。※応募審査料が 2800 円かかります。
別紙に①タイトル②本名およびペンネーム③年齢・生年月日（年齢・生年月日のな
いものは失格とする）④〒（ないものは失格）・住所⑤電話番号⑥職業・略歴⑦
400 字詰換算原稿枚数を記したものを添付。⑧応募部門（第 12 回銀華文学賞応募
作品と明記）⑨応募審査料 2800 円を郵便為替で同封。外国からは 25US ドル。
応募者には結果を通知し、希望者は作品をインターネット・ホームページに掲載する。
応募先●〒 158-0083 東京都世田谷区奥沢 7-15-13 アジア文化社
文芸思潮「銀華文学賞」係
TEL03-5706-7847 FAX03-5706-7848 E-mail asiawave@qk9.so-net.ne.jp
賞●銀華文学賞■賞状・トロフィー・賞金 20 万円（受賞者複数 2 名の場合は 10 万
円、3 名の場合は 7 万円）
河林満賞■賞状・トロフィー・賞金 5 万円
優秀賞■賞状・賞メダル・賞金 3 万円（4 名以上の場合は 2 万円）
奨励賞■賞状・賞メダル 佳作・入選■賞状
※恐縮ですが応募審査料
2800 円を御協力くださいま
選考委員●作家集団「塊」メンバー
すようお願い申し上げます。
締切● 2019 年 2 月 28 日（当日消印有効）
発表●予選通過者は 2019 年 9 月末発売の「文芸思潮」73 号に発表する。受賞作は
2019 年 12 月 25 日発売の「文芸思潮」74 号に発表掲載。優秀作・奨励賞など優れ
た作品も順次「文芸思潮」およびインターネットに掲載する。
主催●文芸思潮
※主催者から 真撃な文学創作に打ち込んでいる人々に光を当てたい。強烈な体
験、斬新で強靭な視線、震えるような共感、心に迫る文章、魂を打つ言葉を期待し
ています。熟年世代・シルバー世代の底力を見せてください。

第 14 回 文芸思潮エッセイ賞 作品募集
文芸思潮では広くエッセイを募集します。日々の暮らしのなかでの思い、様々な体
験、ユニークな視点、痛烈な批判、残しておくべき重要な記憶・記録など、自由な随
筆作品をお寄せ下さい。聞き書きのような、他の人の語りをまとめたものでもけっこ
うです。短文の世界に言葉の自由な翼をひろげて多くの人に語りかけてください。優
れた作品は、
「文芸思潮」誌上に発表し、インターネットにも載せて、永く保存します。
文芸思潮エッセイ賞作品募集要項
主旨●随筆文学の顕彰によって文芸創作エネルギーを活性化する。短文学の才能や稀
有な人生体験・世界観を掘り起こし、それぞれの生活に密着した記録を保存するとと
もに、広く社会に知らしめ、文芸の興隆に寄与する。
募集内容●オリジナルのエッセイ作品。ただしこれまで同人雑誌に発表したものを改
作したものも可。一人一篇に限る（複数作品応募者は失格とする）。
応募資格●不問
応募規定● 400 字詰原稿用紙 5 ～ 10 枚（原稿用紙使用の場合は必ずＡ 4 原稿用紙を
使用のこと／ B4 は失格）。※応募審査料 1800 円を郵便為替で同封のこと。
ワープロ原稿は A4 用紙 40 字× 30 行で印字。必ず右上を閉じること。
別紙に①応募部門（2019 第 14 回「文芸思潮」エッセイ賞応募作品と明記）②タイ
トル③本名およびペンネーム④年齢・生年月日⑤〒（必ず郵便番号を明記のこと）住
所⑥電話番号⑦職業・略歴⑧ 400 字詰換算原稿枚数を記したものを添付。これらが厳
守されていないものは失格となる。⑨応募審査料 1800 円を郵便為替などで同封のこ
と（為替には無記入・無押印）。外国からは 16US ドルを同封。※ 応募原稿は返却
しないので、必ずコピーを取ったうえで送付のこと（コピー送付が好ましい）。
応募先●〒 158-0083 東京都世田谷区奥沢 7-15-13 アジア文化社
「文芸思潮」エッセイ賞係
TEL03-5706-7847
E-mail

FAX 03-5706-7848

※恐縮ですが応募審査料 1800 円を御協力
くださいますようお願い申し上げます。

asiawave ＠ qk9.so-net.ne.jp

賞●エッセイ賞■賞状・トロフィー・賞金 10 万円（2 名は 7 万円／ 3 名は 5 万円）
優秀作■賞状・賞メダル・賞金 3 万円（4 名以上は 2 万円）
奨励賞■賞状・賞メダル

佳作・入選■賞状・記念品

選考委員●三神弘・水木亮・都築隆広・五十嵐勉
締切● 2019 年 3 月 30 日（当日消印有効）※ 1 カ月早くなっていますので御注意ください。
発表●予選通過作品発表は 2019 年 6 月末発売の「文芸思潮」72 号、またインターネ
ット・ホームページでも行なう。最終結果・受賞作は 2019 年 9 月末発売の「文芸思潮」
73 号に発表掲載。優秀作・奨励賞なども順次「文芸思潮」に掲載する。
主催●文芸思潮
※主催者から

日々の中に埋もれている強い思いや記憶、味わい深い生活感、残して

おきたい体験、矛盾に満ちた人生への痛切な抗議、体験に基づいた現代への鮮烈な視
点など、短い文章でなければできないあなたのエッセイ作品をお寄せください。

第 7 回 アジア文化社

イラスト・漫画賞 作品募集

アジア文化社では、斬新なイラスト・漫画作品を募集します。視覚による直接的表現
によって内面のエネルギーを解放させ、力ある自己表出を現代世界に呈示することは、
時代が求めているビジュアル領域を開拓するものであると信じます。現代社会が共有す
べき感性と表現、独自の個性と新鮮な表現のイラスト・漫画作品を期待します。
作品募集要項
主旨●ビジュアル表現による現代文化の一端を開拓する。イラスト、漫画を広く募集
し、優れた作品に賞を授与して賞揚する。さらにアジア文化社の出版物やインターネッ
トなどによって作品を広め、社会と共有していく。もってこの領域の興隆に資する。
募集内容●オリジナルのイラスト・漫画作品。ただしこれまで同人雑誌に発表したもの
を改作したものも可。挿絵イラスト、表紙絵、1 コマ漫画、ストーリー漫画 4 部門。
応募資格●不問。外国人も応募可能。1 部門につき応募 1 作品とする。組み絵も可。
応募規定● A. イラスト・表紙絵部門（1）♥イラスト部門（雑誌の本文中にイラストと
して載せるもの／応募はカラーでもけっこうですが、雑誌に掲載の場合白黒になります
／ただしインターネット掲載はカラーとなります）A4 サイズ 1 人 1 作品
（2）♣表紙絵部門（本、雑誌の表紙になるもの／カラー。A4 サイズ 1 人 1 作品とする）
B. 漫画・ストーリー部門（3）♠一コマ漫画部門（風刺画またはひとつの意図が表現さ
れているもの／題材は海外でもどこでも何でも可）（4）♦ストーリー漫画部門（4 コマ
漫画も可能／ストーリーは A4 用紙 20 枚以内／ギャグ、劇画を問わない）
別紙に①応募部門（2016 年度第 7 回アジア文化社イラスト・漫画賞応募作品と明記
のこと）②タイトル（イラストの場合なくてもよい）③本名およびペンネーム④年齢・
生年月日⑤〒住所（郵便番号のないものは失格）⑥電話番号⑦職業・略歴⑧メールアド
レス（あれば）⑨応募審査料部門別 1000 円を郵便為替などで同封。外国からは 10US
ドル。※応募原稿は返却しない。（1）（2）（3）（4）ともパソコン出力 A4 サイズ作
品が望ましいが、コピー、写真でもよい（写真の場合は葉書サイズ〜 B5 判まで）。オ
リジナル原画は送付不可。メール送信応募は受け付けない。 主催●アジア文化社
応募先●〒 158-0083 東京都世田谷区奥沢 7-15-13 アジア文化社 「イラスト・漫画賞」係
TEL03-5706-7847

賞●

FAX03-5706-7848

E-mail asiawave@qk9.so-net.ne.jp

大 賞■賞状・トロフィー・賞金 10 万円（2 名以上は 5 万円）
優秀賞■賞状・賞メダル・賞金 2 万円 ★優秀作以上は電子出版
奨励賞■賞状・賞メダル
佳作・入選■賞状・記念品
選考●アジア文化社編集部（他の選考委員が加わることあり）
締切● 2016 年 6 月 30 日（消印有効）
発表● 1 次・2 次予選通過者は 2016 年 9 月末発売の「文芸思潮」65 号に発表。
受賞発表・作品掲載は 2016 年 12 月末発売の「文芸思潮」66 号、およびインターネッ
トに発表掲載。優秀作・奨励賞なども順次「文芸思潮」などに掲載する。
※主催者から 斬新な意匠、心温まる図画、現代を射抜く痛烈な風刺、抱腹絶倒のお
もしろさ、線や色や影の深い造形の味わい、痛快無比なストーリーなど現代の人間表現
を期待しています。アジアや欧米など外国人の方の応募も歓迎です。

