
≪平成 26年度≫ 第 37回長野県読書感想文コンクール・第 60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）       

ふしぎなやまびこしゃしんかん 中島和子(作)秋里信子(絵) 金の星社 1188円 

くものちゅいえこ 森川成美(作)佐竹美保(絵) PHP研究所 1188円 

おみまい、おことわり？ ボニーベッカー(作)ケイディ・マクドナルドデントン(絵) 岩崎書店 1404円 

きみがおしえてくれた。 今西乃子(作)加納果林(絵) 新日本出版 1620円 

小学校中学年（３，４年生）       

かあちゃん取扱説明書 いとう みく(作)佐藤 真紀子(絵) 童心社 1296円 

笑顔の架け橋－佐野有美－手足のない体に生まれて－ 藤本美郷(作) 佼成出版社 1620円 

世界クワガタムシ探険記ダーウィン・ビートルを求めて 山口進(作) 岩崎書店 1728円 

タネオがきた すとうあさえ(作)福田岩緒(絵) 文研出版 1296円 

小学校高学年（５，６年生）       

てのひら咲いた 別司芳子(作) 文研出版 1404円 

狛犬の佐助迷子の巻 伊藤遊(作)岡本順(絵) ポプラ社 1404円 

発見、発掘、とがり石の縄文先生 山本政己(作) 学研教育マーケティング 1512円 

ボニンアイランドの夏－ふたつの国の間でゆれた小笠原 佐藤真澄(作) 汐文社 1512円 

中学校（１，２，３年）       

わたしは目で話します たかおまゆみ(作) 偕成社 1296円 

林業少年 堀米薫(作)スカイエマ(絵) 新日本出版 1620円 

おれたち戦国ロボサッカー部！ 奈雅月ありす(作)曽根愛(絵) ポプラ社 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）       

まよなかのたんじょうかい 西本鶏介(作)渡辺有一(絵) 鈴木出版 1296円 

どこかいきのバス 井上よう子(作)くすはら順子(絵) 文研出版 1296円 

ミルクこぼしちゃだめよ！ スティーヴン・デイヴィーズ(作)クリストファー・コー(絵)福本友美子(訳) ほるぷ出版 1620円 

ひまわり 荒井真紀(作)(絵) 金の星社 1296円 

小学校中学年（３，４年生）       

ともだちは、サティー！ 大塚篤子(作)タムラフキコ(絵) 小峰書店 1512円 

ただいま！マラング村！ ハンナ・ショット(作)佐々木田鶴子(訳)齊藤木綿子(絵) 徳間書店 1512円 

ちきゅうがウンチだらけにならないわけ 松岡たつひで(作) 福音館書店 1512円 

よかたい先生 水俣から世界を見続けた医師－原田正純 三枝三七子(作)(絵) 学研教育出版 1512円 

小学校高学年（５，６年生）       

ふたり 福田隆浩(作) 講談社 1404円 

マッチ箱日記 ポール・フライシュマン(作)バグラム・イバトゥーリン(絵)島式子，島玲子(訳) ＢＬ出版 1728円 

時をつなぐおもちゃの犬 マイケル・モーパーゴ(作)マイケル・フォアマン(絵)杉田七重(訳) あかね書房 1404円 

カブトムシ山に帰る 山口進(作) 汐文社 1512円 

中学校（１，２，３年）       

星空ロック 那須田淳(作) あすなろ書房 1512円 

語りつぐ者 パトリシア・ライリー・ギフ(作)もりうちすみこ(訳) さ・え・ら書房 1728円 

ホタルの光は、なぞだらけ  光る生き物をめぐる身近な大冒険 大場裕一(作) くもん出版 1512円 

高等学校（１，２，３年）         

アヴェ・マリアのヴァイオリン 香川宜子(作) KADOKAWA 1728円 

路上のストライカー マイケル・ウィリアムズ(作)さくまゆみこ(訳) 岩波書店 1836円 

生命とはなんだろう？ 長沼毅(作) 
集英社インター

ナショナル 
1080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

のための空白ヵ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（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２６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 

ふしぎなやまびこしゃしんかん くものちゅいえこ おみまい、おことわり? きみがおしえてくれた。 

町はずれのしゃしんやさんに、たくさん

のおきゃくさまが来てくれるようにと、ポ

スターをつくります。すると、ふしぎなお

きゃくさまが…!? 家族の愛情や思い出

の大切さを描いた心あたたまる物語。 

ちゅいえこは、小さなくもの女の子。古道

具屋にすんでいます。ある日、ちゅいえ

こは、置き時計の中に、茶色いふくろを

見つけます。そのことをお店のおじいさ

んに知らせるため、糸をかけます

が・・・。 

かぜで寝こんでいるクマの家に、お友だ

ちのネズミがやってきました。にぎやか

なネズミのおみまいで、クマは元気にな

るでしょうか? よむととっても元気にな

れるかも? かぜをひいた時も笑顔にな

れる絵本! 

ひな子は子犬の力丸をつれて公園に。すると、

見知らぬおばあさんから声をかけられます。お

ばあさんはひな子に子どもの頃かっていた秋

田犬のことを語り始めます。それは戦争にまつ

わる悲しい物語でした－。 

小
学
校
中
学
年 

かあちゃん取扱説明書 笑顔の架け橋 
世界クワガタムシ探険記 －ダーウィン・

ビートルを求めて－ 
タネオがきた 

いつもガミガミうるさいかあちゃんを思い

どおりに動かしたい! 哲哉は“かあちゃ

ん取扱説明書"を書くために、かあちゃ

んのことを観察しはじめた。すると、かあ

ちゃんの気持ちが少しずつわかってき

て・・・。 

先天性四肢欠損症と言う手足がほとんど

ない障害をかかえて生まれた佐野有美

さん。何事もあきらめずに努力し可能に

してきた。私の役割はみんなを笑顔にす

ること! その輝く笑顔の秘密に迫った感

動の一冊。 

南米チリへの取材をはじめ、世界中の珍

しいクワガタを大しょうかい! 珍しいクワ

ガタの生態やクワガタの住む森や場所

もしょうかいしています。昆虫さいしゅう

やクワガタの好きな君にピッタリの一冊! 

入院したひいじいが大切にしていたクヌギの実

が、いっぱい芽を出したら、きっとひいじいはよ

くなるはずだ! そう思ってぼくは引っこした先の

東京で、クヌギの実を植える場所をさがしはじ

めた・・・。 

小
学
校
高
学
年 

てのひら咲いた 狛犬の佐助 迷子の巻 
発見! 発掘! とがり石の縄文先生 宮坂

英弌物語 
ボニンアイランドの夏 

6年生で児童会長の菜月のお母さんは、

菜月と同じ学校で先生をしている。子ど

もたちからも人気の先生だが、ある日、

お母さんのクラスの子のランドセルが傷

つけられるという事件が起きた・・・。 

明野神社の狛犬には、彫った石工の魂

が宿っていた。狛犬の「あ」には親方、

「うん」には弟子の佐助の魂が――。150

年まえの石工の魂を宿した狛犬たちと現

代の人々が織りなす心躍るファンタジ

一。 

第3回「子どものためのノンフィクション

大賞」最優秀作品。素人ではありながら

縄文時代の遺跡発掘に成功し、日本の

考古学に大きく貢献した宮坂英弌氏の波

乱万丈のノンフィクション。 

夏休みに南の楽園・小笠原を訪れた小 6の啓

太。現地の人と触れ合う中で、欧米人によって

切り拓かれ、戦争にふりまわされながら今もな

お、その子孫が住み続けているという島の歴史

を知る・・・。 

中
学
校 

わたしは目で話します 林業少年 おれたち戦国 ロボサッカー部! 
 

話せるってことがどれほど贅沢か知って

いますか? 全身の筋肉が動かなくなる

難病ALSを発症した著者が、文字盤をつ

かい、目の動きだけで書き上げた渾身

のメッセージ。「人間にとって言葉とはな

にか?」 

山持ちとして代々続く大沢家の長男・喜

樹。初めて百年杉の伐採を見届けた喜

樹は、その重量感に圧倒される。「何十

年後かの山の姿が見えている」という祖

父・庄蔵が、喜樹には「山の仙人」に見え

た－－。 

織田信長・命! の中学2年生・ノブナガが

転校した先は、家康の御膝元の三河。し

かも、ひょんなことから入部することにな

ったロボットサッカー部には、イエヤスと

いう名前の家康そっくりの男子がい

て・・・。 

 

 

支 部 代 表 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 和田　敦 北御牧中学校 〒389-0405 東御市下之城９４７ 0268-67-2013

諏訪 大蔵　和幸 城北小学校 〒392-0001 諏訪市大和３－２２－１ 0266-52-0746

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

下伊那 小林　久通 高森南小学校 〒399-3103 下伊那郡高森町下市田２２２８ 0265-35-2250

木曽 金森　茂 南木曽中学校 〒399-5301 木曽郡南木曽町読書２９４２－２ 0264-57-2043

塩筑 赤羽　高志 木曽楢川小学校 〒399-6302 塩尻市木曽平沢１４５１－１３８ 0264-34-2004

安曇野 勝家　昌昭 堀金小学校 〒399-8211 安曇野市堀金烏川３０００ 0263-72-2013

大北 鈴木　桂子 大町東小学校 〒398-0003 大町市社６７００ 0261-22-0611

更埴 諏訪　順一 治田小学校 〒387-0021 千曲市稲荷山１３６０ 026-272-1054

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 若松　享観 長丘小学校 〒383-0061 中野市壁田１５７２ 0269-22-3642

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 吉越　邦榮 泉台小学校 〒389-2251 飯山市大字旭5339 0269-63-3111

長野 宮澤　真一 信州新町小学校 〒381-2405 長野市信州新町新町６３０－１ 026-262-2043

松本 黒澤　増博 波田小学校 〒390-1401 松本市波田１０２８６－１ 0263-92-2044
 


