
≪平成 28年度≫ 第 39回長野県読書感想文コンクール・第 62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）       

ないしょにかんぱい! 宮川ひろ(作)小泉るみ子(絵) 童心社 1188円 

くじらさんのーたーめならえんやこーら 内田麟太郎(作)山村浩二(絵) 鈴木出版 1404円 

ぼくは、チューズデー ルイス・カルロスモンタルバン(作)おびかゆうこ（翻訳） ほるぷ出版 1512円 

あなたをずっとあいしてる 宮西たつや(作) ポプラ社 1080円 

小学校中学年（３，４年生）       

宇宙への夢、力いっぱい！ 若田光一(作) PHP研究所 1512円 

ちゃいろいつつみ紙のはなし アリソン・アトリー(作)殿内真帆（絵）松野正子(翻訳) 福音館書店 1188円 

きずなを結ぶ震災学習列車―三陸鉄道、未来へ 堀米薫(作) 佼成出版社 1620円 

つばさ 大島理惠(作) 文研出版 1296円 

小学校高学年（５，６年生）       

さくらいろの季節 蒼沼洋人(作) ポプラ社 1512円 

ありがとう実験動物たち 太田京子(作)笠井憲雪(監修) 岩崎書店 1404円 

魚屋しめ一物語 柳沢朝子(作) くもん出版 1512円 

フラフラデイズ 森川成美(作)つじむらあゆこ(絵) 文研出版 1404円 

中学校（１，２，３年）       

ぼくと象のものがたり リン・ケリー(作)若林千鶴（翻訳） 鈴木出版 1728円 

青い目の人形物語 I シャーリー・パレントー(作)河野万里子（翻訳） 岩崎書店 1728円 

命を救われた捨て犬夢之丞 災害救助泥まみれの一歩 今西乃子（作）浜田一男（写真） 金の星社 1404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）       

ボタンちゃん  小川洋子（作）岡田千晶（絵） ＰＨＰ研究所 1404円 

ひみつのきもちぎんこう ふじもとみさと（作）田中六大（絵） 金の星社 1188円 

みずたまのたび アンヌ・クロザ（作）こだましおり（訳） 西村書店 1404円 

アリとくらすむし  島田たく（作・写真） ポプラ社 1296円 

小学校中学年（３，４年生）       

二日月 いとうみく（作）丸山ゆき（絵） そうえん社 1404円 

さかさ町 Ｆ．エマーソン・アンドリュース（作）ルイス・スロボドキン（絵）小宮由（訳） 岩波書店 1512円 

木のすきなケイトさん Ｈ．ジョゼフ・ホプキンズ（作）ジル・マケルマリー（絵）池本佐恵子（訳） ＢＬ出版 1728円 

コロッケ先生の情熱！古紙リサイクル授業 中村文人（作）  佼成出版社 1404円 

小学校高学年（５，６年生）       

茶畑のジャヤ 中川なをみ（作） 鈴木出版 1620円 

ワンダー Ｒ・Ｊ・パラシオ（作）中井はるの（訳） ほるぷ出版 1620円 

ここで土になる  大西暢夫（作） アリス館 1512円 

大村智ものがたり：苦しい道こそ楽しい人生 馬場錬成（作） 毎日新聞出版 1188円 

中学校（１，２，３年）       

ＡＢＣ！曙第二中学校放送部 市川朔久子（作） 講談社 1620円 

白いイルカの浜辺 ジル・ルイス（作）さくまゆみこ（訳） 評論社 1728円 

生きる： 劉連仁の物語 森越智子（作）谷口広樹（絵） 童心社 1728円 

高等学校（１，２，３年）         

タスキメシ 額賀澪（作） 小学館 1404円 

ハーレムの闘う本屋 ヴォーンダミショー・ネルソン（作）Ｒ・グレゴリー・クリスティ（絵）原田勝（訳） あすなろ書房 1944円 

シンドラーに救われた少年 レオン・レイソン（作）古草秀子（訳） 河出書房新社 1728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、１０月４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 

ないしょにかんぱい! くじらさんのーたーめならえんやこーら ぼくは、チューズデー あなたをずっとあいしてる 

クラスにおかれた「ポスト 太郎」に子どもた

ちがないしょの手紙を入れます。太郎くんと

先生からの手紙のやりとりがきっかけで、ク

ラスみんなが仲良くなるよ。みんなはないし

ょの手紙を書いたことある？ 

「くじらさんのーたーめならえんやこー

ら」というかけ声と共に、ペンギン、アザ

ラシ、トド、シロクマが順番に海に飛び込

んでいきます。くじらさんのためって、い

ったいどういうことなのでしょう？ 

戦争による後遺症（PTSD）で、もとの生

活ができなくなった元兵士のルイス。彼

といっしょにくらす介助犬チューズデー

の一日をおいかけた写真絵本。一見、健

常者に見えるルイスに必要な助けと

は？ 

心やさしいセラと強くてかしこいむれの

ボスゼスタの子としてうまれたティラノサ

ウルスの子トロンは、お父さんのように

強くなりたいとねがいます。ところが、乱

暴ものバルドによってむれはあらされ

て・・・。 

小
学
校
中
学
年 

宇宙への夢、力いっぱい！ ちゃいろいつつみ紙のはなし 
きずなを結ぶ震災学習列車―三陸鉄

道、未来へ 
つばさ 

四度目の宇宙旅行で、日本人初のコマンダ

ー（船長）を務めたJAXA若田光一宇宙飛行

士。「宇宙」にこだわり続けたわけやこれか

らの夢など、若田氏の想いをやさしく伝える

感動のノンフィクション。 

小さな新聞屋さんで退屈していた 1枚の

ちゃいろい紙が、クリスマスプレゼン卜

を包んだ小包となって旅立ちました。そ

こで待っていた嬉しい出来事とは…？ 

身近なものへの慈しみあふれる物語。 

東日本大震災で被害を受けた、岩手県

の三陸鉄道。震災を風化させまいと、列

車に乗りながら被災地の現状を見て防

災を学べる「震災学習列車」の運行を開

始、災害に立ち向かう三陸鉄道の軌跡を

追う！ 

商店街でみつけた、二羽のツバメのひ

な。よわよわしくて、たよりない。けど、

力強い目が、僕をまっすぐみあげた。ぼ

くは決めたんだ。この二羽は、ぼくが育

てる。そしていっしょに旅する。それなの

に…。 

小
学
校
高
学
年 

さくらいろの季節 ありがとう実験動物たち 魚屋しめ一物語 フラフラデイズ 

めぐみは12歳。教室での日々を、親友の優

希とたんたんとやり過ごしていた。だが、優

希の転校を経て、めぐみとクラスメイ卜たち

の関係は少しずつ変わっていく。本当の友

情、「ひとの強さ」とはなにか――。 

なぜ動物実験は必要？ 人間は実験動

物たちのおかげで健康を保てていること

に気づいてほしい。また、その動物たち

の毎日を支える人たちのいることを知っ

てほしいという願いをこめておくるノンフ

ィクション。 

十二歳の少年しめ一は、家族のもとを離

れ、たった一人、長野の魚屋ヘ奉公に出

ました。大正から昭和、そして戦争の時

代を魚屋としての誇りを胸に、自らの信

じた道をまっすぐに生きる姿を描いた物

語です。 

こんなはずじゃなかった。雅の春休み。

行きたくなかったハワイに来て、興味の

ないフラダンスをおどる羽目に…。ボタ

ンのかけちがいが重なり、ほんろうされ

る雅のフラフラデイズ。激動の毎日に楽

しさ満点。 

中
学
校 

ぼくと象のものがたり 青い目の人形物語 I 
命を救われた捨て犬夢之丞 災害救助

泥まみれの一歩  

家族のため、サーカスの象の世話係として

働く 10歳の少年ハスティン。非情な雇主の

元、象は少年を慕い守ろうとし、少年は象を

かばい救おうとします。強いきずなで結ば

れた命の重さの物語です。 

日米友好の証として贈られる青い目の

人形。壮行会が行われるサンフランシス

コで母に会いたい。そのために学校一

の手紙を書いて代表に選ばれるべく奮

闘した少女の心の軌跡。史実を基にした

感動の物語。 

一度は人間に捨てられ、殺処分となる運

命だった子犬が、たくさんの困難を乗り

越え、災害救助犬としての第一歩を踏み

出した。過酷な災害救助現場で活躍す

る、災害救助犬の感動のノンフィクショ

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 矢野　勝彦 南牧北小学校 〒384-1302 南佐久郡南牧村海ノ口804 0267-96-2240

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 笠井　正啓 東部中学校 〒391-0011 茅野市玉川10030 0266-79-5050

上伊那 青木裕美恵 富県小学校 〒396-0621 伊那市富県7312 0265-72-3094

下伊那 伊東　秀 平谷小学校 〒395-0601 下伊那郡平谷村１０７７ 0265-48-2004

木曽 林　一之 開田中学校 〒397-0302 木曽郡木曽町開田高原８４１ 0264-42-3321

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

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 木下　潤児 松川小学校 〒399-8501 北安曇郡松川村７０１６－１ 0261-62-2069

更埴 町田　秀敏 戸倉小学校 〒389-0804 千曲市大字戸倉１７５６番地 026-275-0072

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 小林　妙子 科野小学校 〒383-0005 中野市大字越849 0269-22-3754

飯水 森本　浩正 東小学校 〒389-2322 飯山市大字瑞穂４１３ 0269-65-2504

長水 河原　節子 中条小学校 〒381-3203 長野市中条2770 026-267-2016

松本 鏡味　洋子 旭町小学校 〒390-0802 松本市旭２－４－４ 0263-32-1124  


