
≪令和元年度≫ 第 42回長野県読書感想文コンクール・第 65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）       

あしたもチャーシューメン 最上一平（作）青山友美（絵） 新日本出版社 1404円 

ソフィーとちいさなおともだち パット・ジトロー・ミラー（作）アン・ウィルスドルフ（絵）二宮由紀子（訳） 光村教育図書 1512円 

あのくも なあに? 富安陽子（作）山村浩二（絵） 福音館書店 972円 

ウルフィーは、おかしなオオカミ?  二コラ・シニア（作）おびかゆうこ（訳） ほるぷ出版 1620円 

小学校中学年（３，４年生）       

ライオンつかいのフレディ  アレグザンダー・マコール・スミス（作）かじりみな子（絵）もりうちすみこ（訳） 文研出版 1296円 

マオのうれしい日 あんずゆき（作）ミヤハラヨウコ（絵） 佼成出版社 1404円 

消えた時間割 西村友里（作）大庭賢哉（絵） 学研プラス 1404円 

パイパーさんのバス  エリナー・クライマー（作）クルト・ヴィーゼ（絵）小宮由（訳） 徳間書店 1512円 

小学校高学年（５，６年生）       

髪がつなぐ物語 別司芳子（作） 文研出版 1404円 

100年の木の下で 杉本りえ（作）佐竹美保（絵） ポプラ社 1512円 

小さいママと無人島 キャロル・ライリー・ブリンク（作）松本春野（絵）谷口由美子（訳） 文溪堂 1728円 

変化球男子 M・G・ヘネシー（作）スフェイ・R・モンスター（絵）杉田七重（訳） 鈴木出版 1728円 

中学校（１，２，３年）       

かならずお返事書くからね ケイトリン・アリフィレンカ、マーティン・ギャンダ（著）リズ・ウェルチ（編集）大浦千鶴子（訳） PHP研究所 1728円 

4ミリ同盟 高楼方子（作）大野八生（絵） 福音館書店 1296円 

赤はな先生に会いたい! 副島賢和（著） 金の星社 1512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）       

魔女ののろいアメ 草野あきこ（作）ひがしちから（絵） PHP研究所 1296円 

スタンリーとちいさな火星人 サイモン・ジェームズ（作）千葉茂樹（訳） あすなろ書房 1512円 

心ってどこにあるのでしょう？ こんのひとみ（作）いもとようこ（絵） 金の星社 1512円 

もぐらはすごい アヤ井アキコ（作）川田伸一郎（監修） アリス館 1620円 

小学校中学年（３，４年生）       

かみさまにあいたい 当原珠樹（作）酒井以（絵） ポプラ社 1296円 

子ぶたのトリュフ ヘレン・ピータース（文）エリー・スノードン（絵）もりうちすみこ（訳） さ・え・ら書房 1512円 

そうだったのか！ しゅんかん図鑑 伊知地国夫（写真） 小学館 1404円 

季節のごちそうハチごはん 横塚眞己人（写真・文） ほるぷ出版 1620円 

小学校高学年（５，６年生）       

ぼくとニケ 片川優子（著） 講談社 1512円 

かべのむこうになにがある？ ブリッタ・テッケントラップ（作）風木一人（訳） BL出版 1728円 

マンザナの風にのせて ロイス・セパバーン（作）ひだかのり子（絵）若林千鶴（訳） 文研出版 1620円 

もうひとつの屋久島から：世界遺産の森が伝えたいこと 武田剛（著） フレーベル館 1620円 

中学校（１，２，３年）       

星の旅人：伊能忠敬と伝説の怪魚 小前亮（著） 小峰書店 1728円 

ある晴れた夏の朝 小手鞠るい（著） 偕成社 1512円 

サイド・トラック：走るのニガテなぼくのランニング日記 ダイアナ・ハーモン・アシャー（作）武富博子（訳） 評論社 1728円 

高等学校（１，２，３年）         

この川のむこうに君がいる 濱野京子（作） 理論社 1512円 

ザ・ヘイト・ユー・ギヴ：あなたがくれた憎しみ アンジー・トーマス（作）服部理佳（訳） 岩崎書店 1836円 

ヒマラヤに学校をつくる：カネなしコネなしの僕と、見捨てられた

子どもたちの挑戦 
吉岡大祐（著） 旬報社 1512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（B4サイズ）を使用し、小学校低学年は 650～800字、中・高学年は 1,000～1,200字、中学校は 1,600～2,000字。 

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

のための空白か所も字数として数える。応募票に字数を記入すること。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、下記宛に送ること。 

（〒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、１０月８日（火）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 

あしたもチャーシューメン ソフィーとちいさなおともだち あのくも なあに？ ウルフィーは、おかしなオオカミ？ 

けがで歩けないこうすけくん。今日は、あ

かねちゃんとりりが「こうすけくん係」で 1

日お世話するよ！ 車いすを押したりラ

ンドセルをはこんだり。人のやくにたつっ

ていいきもち！ 

ファーマーズ・マーケットで、かぼちゃを

買ったソフィー。ところがかぼちゃは、抱

っこするのにぴったり！ バーニスと名

付け、食べずにかわいがるソフィーでし

たが……。命のつながりを描いた楽しい

絵本。 

ぽっかり浮かぶあの雲は、きっと天狗の

ざぶとんだよ。むくむくふくらむ入道雲

は、竜の親子のすみかかな。雲の形か

ら空想がどんどん広がります。今日の雲

はどんな雲？ 空を見上げるのが楽し

みになる絵本。 

ウルフィーは、お菓子作りが大好き。で

もオオカミがお菓子作りなんてきっと笑

われちゃう。だからひみつにしていたの

に、コブタにみつかってしまいます……。

かわいくて、くすっと笑えるイギリスの絵

本。 

小
学
校
中
学
年 

ライオンつかいのフレディ マオのうれしい日 消えた時間割 パイパーさんのバス 

みなさんはサーカスを見たことがありま

すか？ 空中ブランコや動物の楽しい出

し物が人気です。フレディは夏休みにサ

ーカスで働くことになり、ライオンつかい

の芸を手伝うことに。ライオンとうまくいく

かな？ 

チワワのマオは、生まれつき前足があり

ません。でも、持ち前の明るい性格で元

気に成長していきます。そんなマオが自

由に動き回れるようにと、飼い主のケイ

コさんは「前足用の車いす」を用意します

が……。 

はじまりは墨汁が飛びちった時間割だっ

た。地図・体育・算数、墨汁が消したとお

りに、できごとが消えていく。これって、偶

然？ そうともいえない。だって、クラス

中で不思議なことが起こってる。 

路線バスの運転手パイパーさんは、犬、

ねこ、ひよことくらしていましたが、アパ

ートの大家さんに動物たちを追い出せと

いわれます。パイパーさんは中古のバ

スを買い、動物たちの新しい家をさがし

に出発！ 

小
学
校
高
学
年 

髪がつなぐ物語 100年の木の下で 小さいママと無人島 変化球男子 

長く伸ばした自分の髪を散髪して寄付を

するヘアドネーションの活動を、みなさん

はご存知ですか？ 髪を寄付する子ども

たちの思いと、その髪でできた医療用ウ

ィッグを受け取る子どもたちの思いをつ

づります。 

友人関係に悩んでいた 6 年生の千尋。

自由奔放に見えて、苦手だった祖母と過

ごした数日間で、先祖たちの息づかいを

感じ、彼女自身が変わっていく――。10

代の少女を主人公にした、ファミリーヒス

トリー。 

12 歳の少女メアリは、船が難破したた

め、妹のジーンと 4 人の赤ちゃんと共に

救命ボートで無人島？ に流れ着いた

が…。ニューベリー賞受賞作家が書い

たユーモアあふれる少女版ロビンソン・

クルーソー。 

体は女子、心は男子として生まれた 6年

生のシェーンは、転校を機に男子として

通学していた。親友もできて、野球に熱

中する毎日を送っていたが、ある日、女

子だったころの画像をメールで拡散され

てしまい… 

中
学
校 

かならずお返事書くからね 4ミリ同盟 赤はな先生に会いたい！  

偶然にも文通が始まった、12歳のアメリ

カの少女ケイトリンと、14歳のジンバブエ

の少年マーティン。1万キロの距離を越

えて心を通わせ、友だちとして支え合っ

た 2人が起こした奇跡……感動の実話

です！ 

ある目的を達成するために同盟を結ん

だ 4人。彼らは〈4 ミリ〉の仲間だった。果

たして彼らは、目的を成し遂げることが

できるのか？ どこか風変わりな中年と

老年の男女 4 人による、ちょっと奇妙な

物語。 

夢をかなえ小学校教師になった副島賢

和さんは闘病体験を経て、入院している

子どもたちへのケアの大切さに気づき、

地道な努力を重ね、院内学級の先生に

なった。生きる勇気を与えてくれるノンフ

ィクション。 

 

 

支 部 代 表 者 

支部 支部代表者 学校 郵便番号 住所 電話

佐久 鈴木　雅幸 美南ガ丘小学校 〒384-0808 小諸市大字御影新田1985番地 0267-22-2000

上小 塚田　量 城下小学校 〒386-0032 上田市諏訪形928-2 0268-23-0708

諏訪 伊東　秀 豊田小学校 〒392-0016 諏訪市豊田2399 0266-52-1840

上伊那 酒井　直彦 中沢小学校 〒399-4231 駒ケ根市中沢4036 0265-83-3707

下伊那 栁瀬　賢司 根羽小学校 〒395-0701 下伊那郡根羽村80 0265-49-2100

木曽 吉沢　一夫 木祖小学校 〒399-6201 木曽郡木祖村薮原1563 0264-36-2064

塩筑 折橋　善文 宗賀小学校 〒399-6461 塩尻市宗賀２６４６ 0263-52-1002

安曇野 濱野　久 豊科北中学校 〒399-8205 安曇野市豊科5558 0263-72-2265

大北 輿　幸雄 仁科台中学校 〒398-0002 大町市大町３７５９ 0261-22-1817

更埴 酒井　康行 東小学校 〒387-0005 千曲市大字森100番地 026-272-2217

須高 宮坂ゆかり 井上小学校 〒382-0047 須坂市幸高２９２ 026-245-0599

中高 加藤　善彦 永田小学校 〒389-2104 中野市大字永江1824番地の４ 0269-38-2503

飯水 中沢　裕子 東小学校 〒389-2322 飯山市瑞穂413 0269-65-2504

長水 千葉　節子 信更小学校 〒381-2353 長野市信更町田野口１０８２ 026-290-3011

松本 小口　裕康 中山小学校 〒390-0823 松本市中山３５１７ 0263-58-5823  


