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福岡市政記者各位 

経済観光文化局文化振興課 

令和２年度（第5１回）福岡市文学賞 
受賞者が決定しました 

令和２年度（第51回）福岡市文学賞の受賞者が決定しましたので、お知らせいたします。 

■ 記念作品集の刊行
受賞者の作品を収録した「記念作品集」を、５月上旬以降に福岡市総合図書館と各分館で

貸し出します。（情報プラザ等でも閲覧可） 
■ 添付資料

別紙１）令和２年度（第51回）福岡市文学賞の受賞者について
別紙２）令和２年度（第51回）福岡市文学賞選考経過
別紙３）受賞者調書
※贈呈式は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止します。

News Release

福岡市文学賞
福岡市において文学活動を続ける作家の中から、近年において特に優れた功
績をあげた個人を表彰することにより、受賞者のさらなる文学活動の充実・発
展につなげるとともに、市民が優れた文学作品にふれる機会を作り、福岡市の
文学の普及と振興を図ります。 

 昭和 45年度（今年で第 51回目） 
 285名（令和元年度まで） 
 本市または福岡都市圏に居住し、優れた著書の出版、もしくは、優れた作品を継続的に発表
するなど、近年顕著な文学創作活動を行ったと認められる個人（過去において文学賞を受
賞した者を除く。） 
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【問い合わせ先】 
経済観光文化局文化振興課 中牟田（電話 092-711-4664 内線 1801） 



令和２年度（第51回）福岡市文学賞の受賞者について（敬称略） 

 

 

○ 三角 和代（みすみ かずよ） 【小説（翻訳）】 

英米文学翻訳家として、海外ミステリの翻訳に目覚ましい実績をあげている。 

【訳書】ジャック・カーリイ『デス・コレクターズ』（本格ミステリ作家クラブ

2010年海外優秀本格ミステリ顕彰00年代最優秀作）、キャシー・アンズワース

『埋葬された夏』、ヨハン・テオリン『黄昏に眠る秋』、J・D・カー『帽子収集

狂事件』、スチュアート・タートン『イヴリン嬢は七回殺される』、キジ・ジョ

ンスン『霧に橋を架ける』 ほか多数 

 

 

○ 河野 妙子（こうの たえこ） 【 詩 】 

詩誌ALMÉE同人となる（昭和45年〜50年、平成16年～20年）。平成20年に詩誌

ALMÉEが終刊した後は、小九州詩人会「Bragi（ブラギ）」に平成22年の発足時

から参加し、現在に至る。 

日本現代詩人会・福岡県詩人会・福岡文化連盟各会員 

【著書】第一詩集『 蛾 』（平成19年）、第二詩集『なんでもない一日』（平成19

年）、第三詩集『クロノスとカイロス』（令和元年） 

 

 

○ 小田 鮎子（おだ あゆこ） 【短歌】 

熊本県民文芸賞受賞（平成20年）、第26回短歌現代新人賞受賞（平成23年） 

「牙」に入会（平成21年）しているほか、「八雁」には平成24年の創刊号より参

加 

【著書】第一歌集『海、または迷路』（令和元年） 

 

 

○ 山口 裕子（やまぐち ゆうこ） 【俳句】 

平成３年、奈良県公民館句会に参加。その後、愛知、富山、高知等々、転勤の

折、その地の句会・結社に参加し、「冬野」（平成12年）、「ぶどうの木」（平成

14年）「ホトトギス」（平成16年）、「山茶花」（平成17年）にそれぞれ入会する。 

日本伝統俳句協会会員、俳人協会会員、福岡県俳句協会事務局長（平成30年～

令和２年） 

【著書】俳句映像集『遠花火』（平成19年）、『旅衣』刊行（令和２年） 

 

 

○ 弘津 明子（ひろつ あきこ） 【川柳】 

草ヶ江川柳グループ（平成７年）、福岡番傘川柳会（平成９年）、田島川柳教室

講師（平成10年）ふぁうすと福岡の会（平成17年）、川柳葦群（平成19年）に

それぞれ入会するほか、番傘川柳本社同人となる（平成12年）。 

平成24年にいずみ川柳会の講師になり、平成31年には、くさがえ川柳会（草ヶ

江・田島合併）の公民館代表者に就任。 
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令和２年度（第 51回）福岡市文学賞選考経過 

 

【小説部門】 

今年度の受賞候補に挙げられたのは三崎亜記、日巻寿夫、三角和代、由比和子、馬場明子であった（敬称略）。 

三崎は初期作品「となり町戦争」「失われた町」以来、日常に侵入するシュールな歪みを描く特異な作風で知られ

る。日巻は昨年度 50回九州芸術祭文学賞で「縁
よすが

（「終わらないジェンガ」に改題）」が最優秀作受賞。三角は J・デ

ィクスン・カー「帽子収集狂事件」の新訳などにはじまる海外ミステリーの翻訳にめざましい活躍をみせている。

時代・歴史小説分野では由比が文芸誌・第八期「九州文學」をしめくくる第 50号に「われ左少将定信なり」を発表

したほか、「とんちき」「愚か者の城」などの矢野隆もいる。ドキュメンタリー分野の馬場は近作「傷ついたマリア」

で原爆被災者に熱い視線を注いだ。 

昭和 45年度創設の福岡市文学賞は今年度で 51回を数えるが、その小説部門受賞者のフィールドは多岐にわたる。 

まずは福岡都市圏に在住して全国的に知名度の高い作家群（白石一郎、夏樹静子、岩井護、石沢英太郎、杉本章子

など）があり、並行して地元の同人文芸誌を主軸に息の長い創作活動にいそしむ営為（井上寛治、角田嘉久、青海静

雄、土井敦子など）が顕彰された。また、新進でも高い評価を得た作品に爾後の成長の後押しを託す表彰もあった。

その期待にこたえて創作活動を持続している現役を挙げれば十指に余る。さらには文芸評論で地域の文学活動に寄

与した業績（河野信子、織坂幸治、重松泰雄、杉山武子、坂口博など）にも目が向けられた。 

こうした広がりに加わったのが、近年、勢いを増している翻訳分野の活動である。もとより学術都市として蓄積

が厚い福岡都市圏には欧米から中国文学にいたる数多くの翻訳の先覚は数多いが、近年は韓国などアジア現代文学

の紹介にも目を見張るものがある。そうした背景もふまえて、今回、北欧ミステリーの分野まで訳業を伸張してい

る三角和代氏を推挙することに三委員が合意した。三角は、北欧ミステリーではスウェーデンのヨハン・テオリン

「黄昏に眠る秋」を訳出し、また昨年はイギリスの新人スチュアート・タートン「イヴリン嬢は七回殺される」で好

評を得たことを追記する。 

【詩部門】 

福岡市文学賞詩部門の選考は、対象となる詩集の確認から始まった。2019 年 11 月から 2020 年 10 月までの期間

に発行された詩集で、選考委員が把握した該当詩集は、かるべまさひろ『アクセス Access』。 

次に、本賞の実施要綱にも「優れた作品を継続的に発表するなど、近年顕著な文学創作活動を行ったと認められ

る個人」とあることから、近年に結実した業績があり、かつ詩歴、活動歴も選考の大切な要因と考え、さらに検討を

行った。その際、前年の選考でも候補者として熟考した河野妙子の名前が挙がった。選考にあたった私たちの脳裏

には、選考委員の一人が言った「おのずから生活の実感が滲み出た」詩集が評価されにくい現代にあっては、むし

ろ大切なものではないかという評が強く残っていた。 

河野妙子の詩歴は長い。かつて詩状況を牽引し、2008年に終刊した、伝説の詩誌ともいえる「ALMÉE」に所属。一

度、詩を客観的に見つめなおす時期を経た後、現在所属している詩誌に河野自身が書いているように、「詩は大いな

る沈黙の中より呼び出される言葉であり応答であり対話でもある。書くことによって姿を表す」という思いから、

詩と向き合っていく。このスパンの長さは、そのまま詩とともに暮らす河野妙子の生活となっている。 

そして、2019 年に上梓した詩集『クロノスとカイロス』は、日記の装いを持ちながら、知性と越し方の様々な経

験をもとに詩の世界を巧みに創りだしている。長い詩歴によってこそ到達できた端正で瀟洒な詩の世界だ。 

これまで詩と共に暮らしてきた作者の経歴と、それを形にした詩集の双方を評価し、推薦することとした。 

なお、最後まで悩ましかったのは、かるべまさひろ詩集の清新さだった。物理用語、IT 用語、話体、散文体、SNS

表現などを駆使しながら、現実と仮想が織りなす現在の中に、生の実感を探ろうとする。現代詩の最前線に位置し

うる詩集であった。が、おそらく近い将来、彼はより完成度の高い詩集を生みだすであろうと考え、今後への期待

を込めて今回は推薦者からは外すこととした。 

【短歌部門】 

本年度の選考対象となった歌集は、刊行順に小田鮎子『海、または迷路』（現代短歌社）、中村仁彦『ユアトーン』

（柊書房）、村瀬満希子『長い貨車』（私家版）、大西晶子『花の未来図』（柊書房）、松本千恵乃『蝶の声』（角川文化

振興財団）であった。これら五冊について、今年から選考委員に加わった山下と、引き続き委員を務める桜川冴子、

藤野早苗の三名で慎重に協議したところ、小田鮎子『海、または迷路』に決定した。 

小田鮎子氏は、「八雁」所属。前身の「牙」のころより参加し、歌歴そのものは四半世紀に及ぶ。装いの少ない落

ち着いた歌体ながら、それがかえって剝き出しの迫力をうむようなところがある。 

・産む機械に喩えられているこの体産まれてくる子は何なのだろう 

・陣痛を待つというより待ちわびる我よりも母 母よりも父 

・喧嘩して謝らせたる幼子のつむじばかりを追う帰り道 

・繰り返すことのやさしさ春の海夕暮れになるまでを見ており 

  社会詠については、ジェンダーのうたをはじめとする視野の広さや、うたい口の鋭さが評価された一方で、現代

短歌全体で見ればやはり突出とまではいかないのではないか、という指摘もあった。氏の持ち味であり、今後のさ

らなる展開が期待されるところである。 

・根回しは役所の仕事二階から九階までを三回めぐる      中村仁彦『ユアトーン』 
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・今し蚊は夫のうなじを吸血中しばらく待って思い切り打つ   村瀬満希子『長い貨車』 

・火消し壺ありし世恋ほし父母わかく闇がしんそこ暗かりし頃  大西晶子『花の未来図』 

・胸にささりし人の言葉は忘れよう対馬の栄螺ゴリゴリ洗う   松本千恵乃『蝶の声』 

いきいきとした職場詠、一転して抒情的なうたにも魅力のある中村氏、ユーモアと率直のなかに真実のこもるよ

うな村瀬氏、一首の容量というものを心得てなめらかな調べの大西氏、一首一首の巧さに明るさただよう松本氏。

それぞれに魅力はありながら、歌集としての構成や、「一冊」というところで圧してくるもの、その完成度では、受

賞作がひとつ抜けていた。 

【俳句部門】 

本年度は新型コロナウイルス感染症の蔓延のためか福岡都市圏での句集出版は少なかった。最終候補となったの

は著者五十音順に、みのたりかこ『笑ふ木』、山口裕子『旅衣』、山本則男『補陀落』の三冊。この順につぶさに検討

を行った。 

まず、『笑ふ木』は還暦を過ぎた比較的若い作者らしく「胎の子の手足の見ゆる白露かな」「猛禽の貌して嗽ふ受

験生」という視線の若々しさを評価できる。また「春の海母は軍歌を忘れざる」「冬の水美しきもの懐に」のような

深い詩心も表出できる力量がある反面、只事に終わっている句や意味の捉え難い作品が散見されるという指摘もあ

った。 

『旅衣』は作者の約三十年に亘る作句の中から三百余句を厳選した一集である。編年体の編集形式は取らず四季

別に配列している。そのためか四季折々の中に若さあり年輪の重みあり、と読むものを飽きさせない。「炉話の佳境

は声を落としけり」「忽と落ち過去の椿となりにけり」「靴脱げばそこが入り口花筵」などという「ホトトギス」の系

譜に繋がる作者ながら単なる写生を超えた意表を突く表現が多い。また、「単衣着て形見の重さありにけり」「羅や

こころ読まれてゐる不安」など身ほとりのものをしっかりと心に引き付けて詠む力量と姿勢は高く評価できる。 

『補陀落』の作者はすでに二冊の句集を持ち、全国的な俳誌「銀化」などでも活躍する他、詩の分野でも斬新な作

品を見せて来た。そういう文学的環境は「陽炎の中のひとりを追ひ越せず」「逃水の中に手足の出てをりし」「海峡

に足を突つ込む春の虹」「階段の途中は冬になつてゐる」という独特の詩的雰囲気を醸し出すことに成功しており、

写生力もある。が反面、全体的にやや饒舌で俳句ならではの省略や象徴性をもっと見せて欲しかった。 

『旅衣』の静謐な語り口と『補陀落』の多彩な作品群について再度、選考を行った結果、一句一句の持つ意味合い

の深さにおいて『旅衣』が秀でているとの結論に達し受賞に至った。   （文中敬称略） 

【川柳部門】 

令和２年度の文学賞の選考については、すでに文学賞を授賞した 13名に、アンケートをとって参考にした。福岡

都市圏内の川柳作家を対象に候補者をあげてもらい、７人の名前が出されたが、その中から弘津明子氏の推薦を決

めた。 

明子氏は平成２年に、当時草香江川柳グループの講師をしていた番傘川柳本社同人の林千代子氏（故人）に誘わ

れて加入したのが川柳の始めである。次いで平成四年に福岡番傘川柳会に入会、同十年には、市内の田島川柳教室

に加入し、講師の林千代子氏が死去すると教室を引き継いだ。 

その後、31 年に田島川柳会は草香江川柳グループと合併し「くさがえ川柳会」として新出発。明子氏はいま、同

会の公民館川柳の代表者として、会の中心的な存在で世話をしている。 

平成 17年には「ふあうすと川柳福岡の会」に加入、19 年には、全国的に会員のいる「川柳葦群」の同人になるな

ど意欲的だ。そしていま、福岡番傘川柳会の事務局と句会部員として活躍。また 27 年からは、市の身体障がい者施

設での「いずみ川柳会」の講師として、13 人の方たちに川柳を教えるなど、献身的な活動を行っている。 

今日、コロナ禍で各地の川柳大会が出来ず誌上大会になっているが、明子氏は福岡都市圏内はもとより、北九州、

筑後地方の大会には必ず参加し、国民文化祭などにも投句をして持ち前の明るさと、趣味の社交ダンスのせいか、

女性特有の匂いと情熱的な佳句も多い。 

まだ消えぬ火種が夢を掻き立てる 

カーブするたびに悪女が艶を出す 

君慕うほのおを抱いて渡る橋 

終止符の恋に出逢った交差点 

さらに目につくのは、市文化芸術振興財団主催で実施していた市民文芸には毎年、投句を続けて佳句入選も数回、

とくに平成 21年には市教育委員会長賞を、同 23年には RKB 毎日放送賞を受賞するなど努力家でもある。 

喪の庭の去年の薔薇が痩せてゆく 

風を殺して見事な父の木が茂る 

明子氏の家庭内での川柳への理解度は大きい。ただ明るく活発な性格だが、時々オーバーになり過ぎることがあ

る。今日の努力を認め、今後のさらなる活動を期待し推薦した。 

 

福岡市文学賞選考委員（部門別／敬称略） 

【小説】深野治   【詩】龍秀美  【短歌】桜川冴子 【俳句】阿比留初見 【川柳】敷田無煙 

鈴木比嵯子    田中圭介     藤野早苗     野中亮介      冨永紗智子 

井手俊作     吉貝甚蔵     山下翔      松岡耕作      植村克志 



受賞者調書 

 

部門 小説 

氏名 三角 和代（みすみ かずよ） 

生年 昭和40年生 

住所 福岡市西区 

略歴 

・ 

著書 

西南学院大学文学部外国語学科英語専攻卒。旅行会社勤務を経

て、英米文学翻訳家となる。 

訳書に、ジャック・カーリイ『デス・コレクターズ』（本格ミステ

リ作家クラブ2010年海外優秀本格ミステリ顕彰00年代最優秀作）、 

キャシー・アンズワース『埋葬された夏』、ヨハン・テオリン『黄昏

に眠る秋』、J・D・カー『帽子収集狂事件』、スチュアート・タート

ン『イヴリン嬢は七回殺される』、キジ・ジョンスン『霧に橋を架け

る』ほか多数 
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受賞者調書 

 

部門 詩 

氏名 河野 妙子（こうの たえこ） 

生年 昭和12年生 

住所 福岡市西区 

略歴 

・ 

著書 

福岡学芸大学卒 福岡県公立学校教員 

昭和45年 詩誌ALMÉE同人（〜昭和50年、平成16年～平成20年）（終刊） 

平成22年 小九州詩人会「Bragi（ブラギ）」会発足から参加、 

現在に至る 

日本現代詩人会・福岡県詩人会・福岡文化連盟各会員 

○河野妙子詩集 

第一詩集『 蛾 』 平成19年１月 

第二詩集『なんでもない一日』 平成19年９月 

第三詩集『クロノスとカイロス』 令和元年８月 
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受賞者調書 

 

部門 短歌 

氏名 小田 鮎子（おだ あゆこ） 

生年 昭和53年生 

住所 福岡市早良区 

略歴 

・ 

著書 

昭和53年    熊本県天草町生まれ 

平成13年    長崎大学教育学部卒業 

平成20年    熊本県民文芸賞受賞 

平成21年    「牙」入会 

平成23年    第26回短歌現代新人賞受賞 

平成24年    「八雁」創刊号より参加 

令和元年12月  第一歌集『海、または迷路』上梓 

現在      博多高等学校（福岡市東区）勤務 
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受賞者調書 

 

部門 俳句 

氏名 山口 裕子（やまぐち ゆうこ） 

生年 昭和16年生 

住所 福岡市西区 

略歴 

・ 

著書 

平成３年 奈良県公民館句会に参加 

愛知、富山、高知等々、転勤の折、その地の句会・結社に参加 

平成12年 「冬野」入会 

平成14年 「ぶどうの木」入会 

平成16年 「ホトトギス」入会 

平成17年 「山茶花」入会 

平成19年 俳句映像集『遠花火』刊行 

令和２年 『旅衣』刊行 

 

日本伝統俳句協会会員 

俳人協会会員 

福岡県俳句協会事務局長（平成30年～令和２年） 
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受賞者調書 

 

部門 川柳 

氏名 弘津 明子（ひろつ あきこ） 

生年 昭和14年生 

住所 福岡市早良区 

略歴 

・ 

著書 

平成７年 草ヶ江川柳グループに入会 

平成９年 福岡番傘川柳会に入会 

平成10年 田島川柳教室講師になる 

平成12年 番傘川柳本社同人になる 

平成17年 ふぁうすと福岡の会に入会 

平成19年 川柳葦群に入会 

平成24年 いずみ川柳会の講師になる 

平成31年 くさがえ川柳会（草ヶ江・田島合併）の公民館代表者になる  
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