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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。 

一一一一  主   催  長野県図書館協会小中学校図書館部会 

二二二二  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 

三三三三  応募区分  学年  課題図書 

１１１１    類類類類（（（（長野県課題図書長野県課題図書長野県課題図書長野県課題図書））））            

書     名 著  者 発行社 定 価 

小学校低学年小学校低学年小学校低学年小学校低学年（（（（１１１１，，，，２２２２年生年生年生年生））））         

バロン、いっしょにあるこう! 大島まや・作 狩野富貴子・絵  PHP 研究所 1155 円 

うずらのうーちゃんの話 かつやかおり・作  福音館書店 1260 円 

ケンタのとりのすだいさくせん 山下美樹・作 市居みか・絵  文溪堂 1260 円 

おてがみちょうだい 新沢としひこ・作 保手浜孝・絵  童心社 1400 円 

小学校中学年小学校中学年小学校中学年小学校中学年（（（（３３３３，，，，４４４４年生年生年生年生））））         

レンタルロボット 滝井幸代・作  学習研究社 1260 円 

リタイア犬ポリーの明日 日野多香子・作 福田岩緒・絵  佼成出版社 1365 円 

てんせいくん 八束澄子・作 大島妙子・絵  新日本出版社 1470 円 

ありがとう、諏訪子さん―日本でいちばん長生きしたインドゾウの話 深山さくら・作 末崎茂樹・絵  佼成出版社 1575 円 

小学校高学年小学校高学年小学校高学年小学校高学年（（（（５５５５，，，，６６６６年生年生年生年生））））         

ぼくたちのサマー 本田有明・作  PHP 研究所 1365 円 

緑のトンネルをぬけて 岸史子・作 上垣歩子・絵  岩崎書店 1260 円 

お父さんのバイオリン ほしおさなえ・作 高橋和枝・絵  徳間書店 1575 円 

おじいちゃんが、わすれても… 大塚篤子・作 こころ美保子・絵  ポプラ社 1365 円 

中学校中学校中学校中学校（（（（１１１１，，，，２２２２，，，，３３３３年年年年））））         

ハティのはてしない空 カービーラーソン・作 杉田七重(訳) 鈴木出版 1680 円 

フォスターさんの郵便配達 エリアセル・カンシーノ・作 宇野和美(訳) 偕成社 1470 円 

クマのあたりまえ 魚住直子・作 植田真・絵  ポプラ社 1365 円 

    

２２２２    類類類類    （（（（全国課題図書全国課題図書全国課題図書全国課題図書））））    

書     名 著  者 発行社 定 価 

小学校低学年小学校低学年小学校低学年小学校低学年（（（（１１１１，，，，２２２２年生年生年生年生））））         

ぼくがきょうりゅうだったとき まつおかたつひで・作・絵 ポプラ社 1365 円 

またおいで もりやまみやこ・作 いしいつとむ・絵 あかね書房 1050 円 

パンケーキをたべるサイなんていない？ アンナ・ケンプ・ぶん サラ・オギルヴィー・え かどのえいこ・やく ＢＬ出版 1575 円 

へいわってどんなこと？ 浜田桂子・作 童心社 1575 円 

小学校中学年小学校中学年小学校中学年小学校中学年（（（（３３３３，，，，４４４４年生年生年生年生））））         

ココロ屋 梨屋アリエ・作 菅野由貴子・絵 文研出版 1260 円 

チョコレートと青い空 堀米薫・作 小泉るみ子・絵 そうえん社 998 円 

ここがわたしのおうちです アイリーン・スピネリ・文 マット・フェラン・絵 渋谷弘子・訳 さ・え・ら書房 1365 円 

カモのきょうだいクリとゴマ なかがわちひろ・作・絵 アリス館 1470 円 

小学校高学年小学校高学年小学校高学年小学校高学年（（（（５５５５，，，，６６６６年生年生年生年生））））         

心の森 小手鞠るい・作 金の星社 1260 円 

走れ！マスワラ グザヴィエ＝ローラン・プティ・作 浜辺貴絵・訳 PHP 研究所 1470 円 

わたしのひかり モリー・バング・作 さくまゆみこ・訳 評論社 1470 円 

ピアノはともだち：奇跡のピアニスト辻井伸行の秘密 こうやまのりお・著 講談社 1260 円 

中学校中学校中学校中学校（（（（１１１１，，，，２２２２，，，，３３３３年年年年））））         

地をはう風のように 高橋秀雄・作 森 英二郎・画 福音館書店 1575 円 

怪物はささやく パトリック・ネス・著 シヴォーン・ダウド・原案 池田真紀子・訳 あすなろ書房 1680 円 

地球の声に耳をすませて：地震の正体を知り、命を守る 大木聖子・著 くもん出版 1470 円 

高等学校高等学校高等学校高等学校（（（（１１１１，，，，２２２２，，，，３３３３年年年年））））                 

オン・ザ・ライン 朽木 祥・著 小学館 1575 円 

ダーウィンと出会った夏 ジャクリーン・ケリー・作 斎藤倫子・訳 ほるぷ出版 1575 円 

パスタでたどるイタリア史 池上俊一・著 岩波書店 1029 円 

    

３３３３    類類類類    （（（（１１１１，，，，２２２２類類類類をををを除除除除くくくく図書図書図書図書））））    

    

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。 



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、9999 月月月月２８２８２８２８日日日日（（（（金金金金））））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。 

                   金賞入選者金賞入選者金賞入選者金賞入選者にはにはにはには、、、、金賞作品集金賞作品集金賞作品集金賞作品集「「「「ひろがるひろがるひろがるひろがる読書読書読書読書」」」」をををを副賞副賞副賞副賞としてとしてとしてとして贈呈贈呈贈呈贈呈いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    

（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。 

課課課課    題題題題    図図図図    書書書書    紹紹紹紹    介介介介                                    1111    類類類類    （（（（長野県課題図書長野県課題図書長野県課題図書長野県課題図書））））        

●●●●バロンバロンバロンバロン、、、、いっしょにあるこういっしょにあるこういっしょにあるこういっしょにあるこう!!!!    ●●●●うずらのううずらのううずらのううずらのうーーーーちゃんのちゃんのちゃんのちゃんの話話話話    ●●●●ケンタケンタケンタケンタのとりのすだいさくせんのとりのすだいさくせんのとりのすだいさくせんのとりのすだいさくせん    ●●●●おてがみちょうだいおてがみちょうだいおてがみちょうだいおてがみちょうだい    

小

学

校

低

学

年 

盲導犬としての役割りを終え、新しい家族に

引きとられたバロン。みきちゃんはバロンを

とても気に入るのですが…。心を閉ざしたバ

ロンがみきちゃんの家族の一員になっていく

様子を描いた心あたたまるお話。 

ぼくのうずら、名前は「うずらのうーちゃ

ん」。うーちゃんは小さいけれど、元気いっ

ぱいのあばれんぼうで、かんろくたっぷり。

でもある時、猫におそわれ片足をもがれて

しまいます。 

ケンタはかみのけをあらうのが大きらい。

だからあたまを「とりのす」にしちゃった。

おかあさんもビックリ！ ケンタはずっと、

あたまをあらわないで、いられるかな。 

ウサギのピッチは、ヤギのゆうびんやさ

んと一緒に森の仲間の家を回ります。み

んな、お手紙に大喜び。でも、ピッチは手

紙をもらったことがないのです。手紙をも

らいたい時、どうすればよいのでしょう？ 

●●●●レンタルロボットレンタルロボットレンタルロボットレンタルロボット    ●●●●リタイアリタイアリタイアリタイア犬犬犬犬ポリーポリーポリーポリーのののの明日明日明日明日    ●●●●てんせいくんてんせいくんてんせいくんてんせいくん    

●●●●ありがとうありがとうありがとうありがとう、、、、諏諏諏諏訪子訪子訪子訪子さんさんさんさん――――日本日本日本日本でいちばでいちばでいちばでいちば

んんんん長生長生長生長生きしたきしたきしたきしたインドゾウインドゾウインドゾウインドゾウのののの話話話話    

小

学

校

中

学

年 

学校の帰り道、「ロボットかします」という店を

見つけた健太は、自分のこづかいで弟ロボ

ットを手に入れた。願いがかなって楽しい

日々が続いたが、兄として我慢しなければ

ならないことも出てきて…！？ 

リタイア犬とは盲導犬の引退後の呼び名。

ラブラドール・レトリーバーのポリーはリタイ

ア犬となり、庄司家で生活を始めます。犬を

飼いたがっていた裕之ですが、盲導犬の習

慣が抜けないポリーにとまどい…。 

てんせいくんちはお寺。お寺にはおはか

やじごく絵があるんだ。おしっこをちびりそ

うなくらいこわいけど、でも……、ワクワク

する－－！ おっとりやさしいてんせいく

んと「ぼく」の、友情と初恋の物語。 

日本最高齢の６５歳で亡くなるまで、神戸

市立王子動物園の人気者として多くの人

に愛された、インドゾウ・諏訪子の一生を

振り返ります。２５年を共にした、飼育員

の関さんとの心の交流が感動を呼びま

す。 

●●●●ぼくたちのぼくたちのぼくたちのぼくたちのサマーサマーサマーサマー    ●●●●緑緑緑緑ののののトンネルトンネルトンネルトンネルをぬけてをぬけてをぬけてをぬけて    ●●●●おおおお父父父父さんのさんのさんのさんのバイオリンバイオリンバイオリンバイオリン    ●●●●おじいちゃんがおじいちゃんがおじいちゃんがおじいちゃんが、、、、わすれてもわすれてもわすれてもわすれても…………    

小

学

校

高

学

年 

「その犬が気になるようだね？」公園に捨て

た”サマー”そっくりの子犬は、今ぼくに尊い

命や友情を見つめなおすきっかけをくれた

…。夏色に彩られた、この物語の熱い風が、

あなたの心に届きますように！ 

いつもとかわらない毎日だけど、すこしだけ

勇気を出して一歩をふみだそう！ おじぞう

さんのまねをするのが得意な一年生のて

つ。近所のおばあちゃんや不登校中の同級

生と関わっていくことで成長していく物語。 

ある事故がきっかけで、バイオリンが弾け

なくなった 12 歳の梢。でもお母さんの田舎

で季節はずれのどんぐりを拾い、不思議な

曲をハミングする男の子と出会ったことか

ら……？ みずみずしい、夏の日の物語。 

杏は小学五年生。やさしい祖父が大好き

です。しかし、認知症にかかった祖父は、

少しずつ変わりはじめ、家族のこともわか

らなくなる時間がふえたり。そしてつい

に、おじいちゃんが行方不明になってしま

い…。 

●●●●ハティハティハティハティのはてしないのはてしないのはてしないのはてしない空空空空    ●●●●フォスターフォスターフォスターフォスターさんのさんのさんのさんの郵便配達郵便配達郵便配達郵便配達    ●●●●クマクマクマクマのあたりまえのあたりまえのあたりまえのあたりまえ     

中

学

校 

２０世紀初頭、幼いころに両親を亡くした１６

歳の少女ハティは、おじの遺言をうけ、アメリ

カ西部のモンタナでたった一人で土地の開

拓に挑む。厳しい暮らしの中での温かな心

のふれあいを描いた感動の物語。 

人生を変えるような人と出会ったことがあり

ますか？ つい嘘をつき、学校にも行かな

い少年は、ある出会いで大きく変わってい

く。自分の進む道を考える思春期にだれも

が直面する悩みや葛藤が見事に描かれま

す。 

「死んでるみたいに生きるんだったら、意

味がないって思ったんだ」というクマの子。

どうしたら生きる不安が消えるのだろう？ 

一生懸命生きている動物を主人公に「生き

ること」を考えさせる７編を収録。 

 

    

支支支支    部部部部    代代代代    表表表表    者者者者    

支部 支部代表者 学校 郵便番号 住所 電話

佐久 小林　克雄 中込中学校 〒385-0034 佐久市平賀２３１３ 0267-62-0725

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

諏訪 小林　洋子 湊小学校 〒394-0044 岡谷市湊３－６－１ 0266-22-2728

上伊那 塩澤　誠 手良小学校 〒396-0003 伊那市手良野口２２２ 0265-72-2756

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 児玉　孝義 南条小学校 〒389-0603 埴科郡坂城町南条２０３６ 0268-82-3141

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 村田　公希 山ノ内中学校 〒381-0401 下高井郡山ノ内町平穏３４００－１ 0269-33-3604

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　淑子 木島小学校 〒389-2233 飯山市大字野坂田４８４－３ 0269-62-2148

長野 竹平　康功 中条小学校 〒381-3203 長野市中条２７７０ 026-267-2016

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

    


