
≪平成 25年度≫ 第 36回長野県読書感想文コンクール・第 59回青少年読書感想文全国コンクール応募要項 

このコンクールは児童生徒に読書の楽しさ、すばらしさを体験させ､読書生活の習慣化を図り、さらに、読書の感動を文章に表現することを通して、 

豊かな人間性や考える力をはぐくむ目的で、実施するものです。 

一  主   催  長野県図書館協会小中学校図書館部会 

二  後   援  長野県教育委員会 信濃教育会 長野県優良図書研究所 毎日新聞長野支局 

三  応募区分  学年  課題図書 

１ 類（長野県課題図書）   

書     名 著  者 発行社 定 価 

小学校低学年（１，２年生）       

ちょっとだけタイムスリップ 花田鳩子(作)・福田岩緒(絵) PHP研究所 1,155円 

ぼくのママはうんてんし おおともやすお(作) 福音館書店 1,365円 

ふくしまからきた子 松本猛(作)・松本春野(作・絵) 岩崎書店 1,365円 

イチゴがいっぱい 竹内もと代(作)・小泉るみ子(絵) 文研出版 1,260円 

小学校中学年（３，４年生）       

ちっこばぁばの泣いた夜 福明子(作)・ふりやかよこ(絵) 新日本出版社 1,470円 

幸せを奏でる私の音楽-小林夏衣・七本の指のハーモニー- 光丘真里(文) 佼成出版社 1,575円 

ゆびわがくれたプレゼント 田沢五月(作)・吉田尚令(絵) ポプラ社 1,050円 

ぼくとおじちゃんとハルの森 山末やすえ(作)・大野八生 くもん出版 1,260円 

小学校高学年（５，６年生）       

糸子の体重計 いとうみく(作)・佐藤真紀子(絵) 童心社 1,470円 

願いがかなうふしぎな日記 本田有明(作) PHP研究所 1,365円 

希望への扉リロダ 渡辺有理子(作)・小渕もも(絵) アリス館 1,365円 

ぼくのプールサイド 今井恭子(作)・小松良佳(絵) 学研教育出版 1,260円 

中学校（１，２，３年）       

新版 死の川とたたかう 八田清信(作) 偕成社 840円 

おまけ鳥 飯田朋子(作)・長野ともこ(絵) 新日本出版社 1,575円 

捨て犬・未来 命のメッセージ-東日本大震災・犬たちが避難した学校- 今西乃子(作)・浜田一男 岩崎書店 1,365円 

 

２ 類 （全国課題図書） 

書     名 著  者 発行社 定 価 

小学校低学年（１，２年生）       

メガネをかけたら くすのきしげのり・作 たるいしまこ・絵 小学館 1575円 

なみだひっこんでろ 岩瀬成子・作 上路ナオ子・絵 岩崎書店 1050円 

わたしのいちばんあのこの１ばん アリソン・ウォルチ・作 パトリス・バートン・絵 薫くみこ・訳 ポプラ社 1365円 

いっしょだよ 小寺卓矢・写真・文 アリス館 1470円 

小学校中学年（３，４年生）       

くりぃむパン 濱野京子・作 黒須高嶺・絵 くもん出版 1365円 

ジャコのお菓子な学校 ラッシェル・オスファテール・作 ダニエル遠藤みのり・訳 風川恭子・絵 文研出版 1470円 

こおり 前野紀一・文 斉藤俊行・絵 福音館書店 1365円 

ゾウの森とポテトチップス 横塚眞己人・しゃしんとぶん そうえん社 1365円 

小学校高学年（５，６年生）       

オムレツ屋へようこそ！ 西村友里・作 鈴木びんこ・絵 国土社 1365円 

有松の庄九郎 中川なをみ・作 こしだミカ・絵 新日本出版社 1575円 

はるかなるアフガニスタン アンドリュー・クレメンツ・著 田中奈津子・訳 講談社 1470円 

永遠に捨てない服が着たいー太陽の写真家と子どもたちのエコ革命 今関信子・著 汐文社 1470円 

中学校（１，２，３年）       

チャーシューの月 村中李衣・作 佐藤真紀子・絵 小峰書店 1575円 

フェリックスとゼルダ モーリス・グライツマン・著 原田勝・訳 あすなろ書房 1365円 

ぼくが宇宙人をさがす理由 鳴沢真也・著 旬報社 1470円 

高等学校（１，２，３年）         

歌え！多摩川高校合唱部 本田有明・著 河出書房新社 1575円 

ジョン万次郎海を渡ったサムライ魂 マーギー・プロイス・著 金原瑞人・訳 集英社 1890円 

宇宙へ「出張」してきます：古川聡の ISS勤務１６７日 古川聡 / 林公代 / 毎日新聞科学環境部・著 毎日新聞社 1680円 

 

３ 類 （１，２類を除く図書） 

 

四  応募規定 

（１）対象図書   教科書・副読本・講習会用テキスト類・雑誌や付録・日本語以外で書かれた図書は応募できない。単行本であること。 

（２）用紙・字数 原稿用紙使用（市販のものでも私製でも可）小学校低学年は８００字以内、中・高学年は 1,200字以内、中学校は 2,000字以内。 

題名・学校・学年・氏名などは字数に数えない。書き始めにこれらを入れなくてもよい。入れても失格にはならない。句読点は、１字に数える。改行

のための空白ヵ所も字数として数える。規定字数の８割以上書くこと。 

原稿は本人自筆、未発表であること。類別に 1人1点を応募できる。 

（３）応 募 票         指定の応募票に必要事項を楷書で記入し、作品の右上にホチキス留めし添付する。（応募票が不足の場合はコピーしてください。） 

（４）応募点数・応募先   １校あたり学年別・類別に、原則として 1学級1点応募可。各学校は集計表を添えて所属の支部代表者（裏面）へ応募する。 



          支部では学校から応募された作品を審査し、学年別・類別に 5点以内を選び、下記宛送ること。 

          （〒380－0928 長野市若里１-１-４県立長野図書館内 小中学校図書館部会） 

（５）締め切り         学校から支部へ応募する締め切りは、支部ごとに決めるので、支部代表者に問い合わせてください。 

支部から県への応募は、９月２７日（金）が締め切りです。 

（６）入賞・入選        県審査では、学年別類別に各金賞 5点、銀賞、銅賞各10点以内を選出する。その他の県応募作品は入選とする。入賞、入選とも賞状を授与する。 

                   金賞入選者には、金賞作品集「ひろがる読書」を副賞として贈呈いたします。 

（７）そ の 他        応募作品の著作権は主催者に帰属する。（応募作品は、必要な場合を想定してコピーするとよい。） 

                   応募票に記入された氏名・学校名・学年・感想文の題名・対象図書名は、毎日新聞社および全国学校図書館協議会・長野県図書館協会の刊行   

                   物・ホームページで公表することがあります。ご了承のうえ、ご記入ください。 

課 題 図 書 紹 介         1 類 （長野県課題図書）  

小
学
校
低
学
年 

ちょっとだけタイムスリップ ぼくのママはうんてんし ふくしまからきた子 イチゴがいっぱい 

おもわずついたウソが大きくなっていく。さ

っきまでいい気持ちだったのに、一人にな

ったらいやな気持ちになった。 

「ぼくウソをつく前にもどりたい」。さあ、ちょ

っとだけタイムスリップできるのでしょうか。 

ママは運転士、パパは看護師。保育囲に通

うのぞむと妹。ママの誕生日をめぐる物語

を通じてたがいに支え合う日々の暮らしと、

それぞれの仕事のようすをていねいに描き

ます。 

原発事故後に福島から引っ越してきた女の

子。公園でだいじゅ君がサッカーに誘いま

すが、「私、やらない」と断ります。二人の子

どもの交流を通じ、原発について考える絵

本。 

しょくぶつをそだててしゅうかくするのをま

つのは、とても楽しいことです。それが大す

きなイチゴだったらなおさら。夏休み研究

に、アサガオやオクラをそだてているみん

なに、ぴったりの作品です。 

小
学
校
中
学
年 

ちっこばぁばの泣いた夜 
幸せを奏でる私の音楽-小林夏衣・七本の

指のハーモニー- 
ゆびわがくれたプレゼント ぼくとおじちゃんとハルの森 

ちっこばぁばは、かあさんが働く病院の入

院患者さん。いじめにあって学校に行けな

かったぼくは、毎日ちっこばぁばの病室へ

通った。重い病気のはずなのに、ちっこば

ぁばはいつも幸せそうに笑っていた－。 

ようやく授った赤ちゃんの左手は、指が二

本しかありませんでした。両親の愛情を受

けて育った夏衣さんは、やがてピアノが大

好きな少女に成長します。この指で自分の

音楽を奏でたいと努力する姿を追います。 

夏休み。香菜は、ひとりで海べのおじいち

ゃんの家に泊まりにいくことになった。家の

近くには遊べる子はいないし、食べ物も魚

ばかり。退屈していた香菜の前に、ある日、

ふしぎな女の子があらわれた。 

友だちや家族に支えられてばかりだと思っ

ていたけれど、周りの人たちを支えてい

る、そんな自分もいるんだ。家族とはなれ、

おじちゃんと犬のハルと過ごした山小屋

で、自分の存在の意味に気づいた輝矢の

物語。 

小
学
校
高
学
年 

糸子の体重計 願いがかなうふしぎな日記 希望への扉リロダ ぼくのプールサイド 

食べ物のことを考えている時が一番幸せ

で、食べることが大好きな糸子。誰に対して

も真正面から向きあって思ったことを口に

する。がさつで無神経、だけど憎めない糸

子と、四人の同級生との心温まる物語。 

おばあちゃんからもらった日記に願いごと

を書くと、その願いが次々にかなうようにな

った。けれども一つだけ実現しないで残っ

てしまったものが‥‥‥。いったい何故？ 

思いは通じるのか？ ふしぎな日記の話。 

故郷をおわれ、タイの難民キャンプヘたど

りついた少女、マナポ。リロダ（図書館）で

働きながら、本とこどもたちに出会い、つら

い記憶や悲しいわかれをのりこえて、民族

のほこりと希望をとりもどしていく。 

5 年生の健は水が苦手。実は幼い頃、舟か

ら落ちる事故に遭ったのだ。水への恐怖は

それがきっかけだったが、それだけではす

まなかった。忘れかけていた記憶が少しず

つ健によみがえってくる……。 

中
学
校 

新版 死の川とたたかう おまけ鳥 
捨て犬・未来 命のメッセージ-東日本大震

災・犬たちが避難した学校-  

神通川流域に発生し、ながく奇病とされて

いたイタイイタイ病の真実を探求した医師・

萩野昇と、住民、科学者たちがこの病を公

害によるものだと企業に認めさせるまで

の、月日を経ても色あせない真実の物語。 

きょうは「来る来る亭」の餃子講習会。講師

は父さん。おいしい餃子を作るはずがおね

いちゃんと芳くんが作り始めたのは－－

鳥、餃子鳥！ 障害があってもなくても向き

合うことで何かが変わっていく－－。 

東日本大震災から約1年がたった2012年2

月、捨て犬・未来は、被災地の学校での「命

の授業」の講演にまねかれた。未来は子ど

もたちに何を伝えたのか？  

 

支 部 代 表 者 

支部 支部代表者 学校 郵便番号 住所 電話

佐久 伴野　健 立科小学校 〒384-2305 北佐久郡立科町芦田３７００ 0267-56-3131

上小 滝澤　俊明 浦里小学校 〒386-1546 上田市浦里２３７ 0268-31-2001

諏訪 矢﨑　進一 豊平小学校 〒391-0213 茅野市豊平２３４０ 0266-72-2924

上伊那 岩田　睦子 辰野南小学校 〒399-0428 上伊那郡辰野町南平７９２０ 0266-41-0169

下伊那 今村　貴美子 上久堅小学校 〒399-2611 飯田市上久堅１９９５－４ 0265-29-7004

木曽 村本まみゑ 南木曽中学校 〒399-5301 木曽郡南木曽町読書２９４２－２ 0264-57-2043

塩筑 塩原　義郎 坂井小学校 〒399-7711 東筑摩筑北村坂井５６８５ 0263-67-2241

安曇野 丸山　行宏 豊科南小学校 〒399-8205 安曇野市豊科２７２３ 0263-72-2154

大北 中村　豊 池田小学校 〒399-8601 北安曇郡池田町池田３１７７－１ 0261-62-2006

更埴 山本　利隆 坂城中学校 〒389-0602 埴科郡坂城町中之条９２６ 0268-82-3080

須高 鎌野登美子 日滝小学校 〒382-0012 須坂市大字日滝１６４８ 026-245-0203

中高 阿部　恵子 科野小学校 〒383-0005 中野市大字越８４９ 0269-22-3754

上水内 水上　勇 三水第一小学校 〒389-1206 上水内郡飯綱町普光寺１７９ 026-253-2004

飯水 原田　千万 岡山小学校 〒389-2601 飯山市大字照岡４８５－イ 0269-69-2205

長野 西澤　茂 徳間小学校 〒381-0041 長野市徳間５７０ 026-244-2131

松本 山田　幸江 安曇小中学校 〒390-1520 松本市安曇９６４ 0263-94-2234
 


