
第 22回グリム童話賞入賞作品発表 

 

一般財団法人グリムの里いしばしでは、昨年４月より『薔薇』をテーマにした創

作童話を募集しました。11 月３日に締め切り、慎重かつ厳正なる審査を行った

結果、以下の作品が「第 22 回グリム童話賞」に入賞しましたので、発表いたし

ます。 
 

◆募集期間 令和 4 年 4 月 1 日～令和 4 年 11 月 3 日 

 ◆応募総数 ３５３編 

 ◆選考委員 こやま峰子（児童文学作家、詩人）、戸田和代（児童文学作家）、天沼春樹（作家、翻訳家、

ドイツ文学者）、橋本孝（宇都宮大学名誉教授、ドイツ文学者）、すとうあさえ（児童文学作家） 

 

 

［一般の部］ 

大 賞   

「本当の幸せを知ったバラ」    宇都宮
うつのみや

 みどり    （東京都） 

 

優秀賞  

「エブリン」           村上
むらかみ

 ときみ      （神奈川県） 

「バラの処方箋」          森都
も り と

 芽美
め ぐ み

      （岡山県） 

 

佳 作   

「リタと白いバラの花」      東島
ひがしじま

 千
ち

恵
え

       （和歌山県） 

 

 

［中学生以下の部］ 

大 賞  

「バラは私の宝物」        本田
ほ ん だ

 さくら  （京都府 小学 3 年生） 

 

奨励賞  

「バラ園」            野元
の も と

 志唯
し い

    （東京都 中学 2 年生）  

「ローズのぼうけん」       佐々木
さ さ き

 菜
な

緒
お

   （栃木県 小学 5 年生） 

 

佳 作   

「ローズときせきの花」      安田
や す だ

 菜々美
な な み

   （栃木県 小学 4 年生） 

「ばらバラ薔薇」         中島
なかじま

 葵生
あ お い

    （栃木県 小学 6 年生） 

 

 
 
 



 

［一般の部］ 
グリム大賞 グリムの森の新芽 遠藤 美幸 （さくら市） 060 

グリム準大賞 魅せられて（錦魚葉椿） 平塚 正光 （真岡市） 067 

渡辺安友賞 泉に光さして 安藤 賢二 （真岡市） 156 

杉山吉伸賞 天平の丘の水辺 伊達 美津男 （小山市） 048 

一般社団法人 

下野市観光協会長賞 
照月山満福寺 石﨑 旭 （結城市） 056 

下野市 

国際交流協会長賞 
大木（天平の丘公園） 五月女 宏子 （宇都宮市） 039 

白馬会賞 睡蓮池に秋が来た 宮﨑 克幸 （壬生町） 098 

グリム賞 木漏れ日 大根田 登美子 （宇都宮市） 040 

 時を刻む（天平の丘） 田村 光枝 （栃木市） 105 

 公園の睡蓮 森 房子 （宇都宮市） 041 

 陽を浴びて すくすくと 青山 初枝 （真岡市） 074 

 西洋菖蒲 ジャーマンアイリス 渡邉 節子 （真岡市） 053 

特別賞 天平の丘公園 黄菖蒲 石原 美子 （小山市） 034 

 過ぎ行く刻（薬師ヶ池） 佐藤 惠子 （結城市） 272 

 天平の丘公園の秋 堀之内 貢 （小山市） 042 

 陽漏れる天平の丘 早川 好子 （宇都宮市） 155 

 緑蔭 亀田 紀子 （下野市） 077 

 明日香川に架かる橋 小島 正 （栃木市） 160 

 

［幼・小・中の部］ 
グリム大賞 白鳥のいるグリムの城 田上 優愛 9歳 （小山市） 088 

グリム準大賞 いちごがりをしたよ 本橋 凛桜 4歳 （高根沢町） 267 

 ししまい 下地 祐輝 5歳 （浦安市） 137 

 あつまれ じゅえきの木 室井 僚介 9歳 （下野市） 010 

ﾙｰﾄｳﾞｨッﾋ・ 

ｴｰﾐｰﾙ・ｸﾞﾘﾑ賞 
わたしのかお 櫻井 唯乃 4歳 （浦安市） 113 

グリム賞 ぞう 小森 遥太 3歳 （益子町） 216 

 わたしのかお 倉田 和果 4歳 （浦安市） 129 

 リレーたのしかったよ 渡橋 瑠莉 5歳 （高根沢町） 251 

 おゆうぎかわいくおどれたよ 青木 凛音 5歳 （浦安市） 141 

 大きなグリムのおしろ 松本 花凛 8歳 （小山市） 083 

特別賞 うさぎとにんじん 栁 優和 3歳 （益子町） 217 

 がんばったソーラン節 齋藤 優仁 5歳 （高根沢町） 261 

 秋の空 宮澤 嶺緒 4歳 （下野市） 030 

 グリムのイルミネーション 舞田 凛 7歳 （小山市） 086 

 かに 禹 将煥 10歳 （小山市） 090 

 
空に輝く 

バラのイルミネーション  
國分 菜月 11歳 （小山市） 

089 

応 募 点 数： ２７２点 


