
≪平成 27年度≫ 第 38回長野県読書感想文コンクール・第 61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）       

あひるの手紙 朽木祥(作)ささめやゆき(絵) 佼成出版社 1296円 

しゅくだいさかあがり 福田岩緒(作)(絵) PHP研究所 1188円 

なんでもあらう 鎌田歩(作) 福音館書店 1296円 

ギンジとユキの 1340日 渡辺有一(作) 文研出版 1512円 

小学校中学年（３，４年生）       

きょうから飛べるよ 小手鞠るい(作)たかすかずみ(絵) 岩崎書店 1296円 

七夕の月 佐々木ひとみ(作)小泉るみ子(絵) ポプラ社 1080円 

犬をかうまえに 赤羽じゅんこ(作)つがねちかこ(絵) 文研出版 1296円 

ふしぎねこりん丸 竹内もと代(作)松成真理子(絵) アリス館 1512円 

小学校高学年（５，６年生）       

木かげの秘密 浅野竜(作)杉田比呂美(絵) 学研教育出版 1404円 

あたしたちのサバイバル教室 高橋桐矢(作)283(絵) ポプラ社 702円 

六千人の命を救え！外交官・杉原千畝 白石仁章(作) PHP研究所 1512円 

ふわふわ 白鳥たちの消えた冬 中山聖子(作)尾崎眞吾(絵) 福音館書店 1296円 

中学校（１，２，３年）       

わたしの心のなか シャロン・M・ドレイパー(作) 鈴木出版 1728円 

ゾウと旅した戦争の冬 マイケル・モーパーゴ(作)杉田七重（翻訳） 徳間書店 1620円 

偽りの王子 ジェニファー・A・ニールセン(作) ほるぷ出版 1836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）       

クレヨンからのおねがい！ ドリュー・デイウォルト（作）オリヴァー・ジェファーズ（絵）木坂涼（訳） ほるぷ出版 1620円 

あしたあさってしあさって もりやまみやこ（作）はたこうしろう（絵） 小峰書店 1188円 

かあさんのしっぽっぽ 村中李衣（作）藤原ヒロコ（絵） ＢＬ出版 1296円 

はこぶ 鎌田歩（作）（絵） 教育画劇 1404円 

小学校中学年（３，４年生）       

お話きかせてクリストフ ニキ・コーンウェル（作）渋谷弘子（訳）中山成子（絵） 文研出版 1296円 

かぐやのかご 塩野米松（作）はまのゆか（絵） 佼成出版社 1404円 

パオズになったおひなさま 佐和みずえ（作）宮尾和孝（絵） くもん出版 1296円 

ぼくはうちゅうじん 中川ひろたか（作）はたこうしろう（絵） アリス館 1512円 

小学校高学年（５，６年生）       

ぼくの、ひかり色の絵の具 西村すぐり（作）大野八生（絵） ポプラ社 1404円 

ぼくとテスの秘密の七日間 アンナ・ウォルツ（作）野坂悦子（訳）きたむらさとし（絵） フレーベル館 1512円 

ちいさなちいさな めにみえないびせいぶつのせかい ニコラ・デイビス（作）エミリー・サットン（絵）越智典子（訳）出川洋介（監修） ゴブリン書房 1620円 

レジェンド！ 葛西紀明選手と下川ジャンプ少年団ものがたり 城島充（作） 講談社 1296円 

中学校（１，２，３年）       

夏の朝 本田昌子（作）木村彩子（絵） 福音館書店 1836円 

ブロード街の１２日間 デボラ・ホプキンソン（作）千葉茂樹（訳） あすなろ書房 1620円 

うなぎ 一億年の謎を追う 塚本勝巳（作） 学研教育出版 1512円 

高等学校（１，２，３年）         

希望の海へ マイケル・モーパーゴ（作）佐藤見果夢（訳） 評論社 1814円 

マララ 教育のために立ち上がり、世界を変えた少女 マララ・ユスフザイ,パトリシア・マコーミック（作）道傳愛子（訳） 岩崎書店 1836円 

ペンギンが教えてくれた物理のはなし 渡辺佑基（作） 河出書房新社 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２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 

あひるの手紙 しゅくだいさかあがり なんでもあらう ギンジとユキの１３４０日 

一年生の教室に、「あひる」と書かれた手

紙が届きました。だれからの手紙でしょ

う？ どんな返事を書けばいいのでしょ

う？ ひらがなが書けるようになったばか

りの一年生とふしぎな青年の文通を描きま

す。 

夏休みに、さかあがりの宿題がでた。

友達のさとしと一緒に練習したけれど、

一度もできなくて、さとしに八つ当たりし

てしまった。もうさかあがりなんてどうで

もいい、練習なんてするもんかって思っ

た。 

けんちゃんは掃除道具をもったおじさん

と出会い、道路、電車、ビル、飛行機な

ど、街や乗りものを洗う仕事の現場を見

にいくことにしました。私たちの安全を守

る重要な仕事が丁寧に描かれています。 

数千キロの旅をして、ふたたび故郷の川に戻

ろうとするサケ。そんなサケの一生に、ギンジ

とユキのまっすぐな愛情の物語を詰めこみまし

た。物語の舞台は東日本大震災で被害を受け

た故郷の川です。 

小
学
校
中
学
年 

きょうから飛べるよ 七夕の月 犬をかうまえに ふしぎねこりん丸 

新学期を楽しみにしていたのに病気で入

院生活に入ってしまったさくらを勇気づけ

てくれたのは花さかじいさんから届く手紙

と病院内に巣作りをする鳥でした。一歩を

踏み出す勇気をくれる物語。 

仙台七夕まつりの日の朝、まぼろしの

七夕かざりを見つけてほしい……。お

ばあちゃんの願いをかなえたくて、ぼく

は、必死で折り鶴を折った。一羽一羽に

想いをこめて……。 

空斗が飼いたかったのは、飼い主に従順

で、素直な犬。でも空斗が散歩させること

になったチヤッピーは、理想とは反対の

犬でした。人間が皆同じではないように、

犬にも尊重すべき個性がある事に気づき

ます。 

ねこのりん丸は、すずさんに気もちを伝えたく

て、人間の言葉を話せるようになる。入院した

すずさんを探しに冒険に出て、言葉を話す日本

人形や、妖怪のお手玉ぼっこちゃんと、ふしぎ

な体験をする。 

小
学
校
高
学
年 

木かげの秘密 あたしたちのサバイバル教室 
六千人の命を救え！ 

外交官・杉原千畝 
ふわふわ 白鳥たちの消えた冬 

クラスで飼っていた金魚が病気になり、生

き物係の中井君は金魚を捨てに教室を出

ていった。同じく生き物係の葉月は、校庭

の木の幹で、ピカッと光る何かを見つけ

る。荒れたクラスで２人の交流が始まって

いく。 

５年生の途中から学校に行けなくなった

未来は「夏期特別アシストクラス」に通う

ことにした。ピチピチのジャージを着た

先生は、いじめっ子がいる学校で生き

ていくためのいろいろな技を教えてくれ

て…。 

一九四〇年、リトアニアの日本領事館領

事代理・杉原干畝は，迫害されていた多く

のユダヤ人に日本通過ビザ（「命のビ

ザ」)を発給した。命の重みと勇気・信念の

大切さが伝わる、感動のノンフィクション。 

小五の香枝は、近くの公園にすむ四百羽の白

鳥たちと、小さいときからの友だち。ところがあ

る冬、突然襲った鳥インフルエンザのために、

全頭殺処分が決まってしまいます。なんとかな

らないのでしょうか？ 

中
学
校 

わたしの心のなか ゾウと旅した戦争の冬 偽りの王子 
 

脳性麻痺のため言葉を発することができ

ないメロディ。しかし彼女の秘められた知

性のきらめきを感じとった両親や隣人、理

解ある先生の奮闘により知性を証明でき

たメロディの人生は、大きくかわっていく

…。 

ドレスデンが空襲にあった夜、母が勤

務先の動物園から連れてきた子ゾウを

守りながら、リジーは家族と安全な場所

を求めて歩きだした。弟の病気、敵兵と

の恋、迫り来るソ連軍…。戦火の家族

の姿を描く感動作。 

孤児院に暮らす少年４人が、あやしい男

によって集められた。偽りの王子を仕立

てて王座を奪う陰謀に巻きこまれ一

一！？ ＮＹタイムズベストセラーにもな

った、ミステリ仕立ての人気ファンタジ

ー。 

 

 

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 柳町　照明 浦里小学校 〒386-1546 上田市浦里２３７ 0268-31-2001

諏訪 笠井みゆき 川岸小学校 〒394-0047 岡谷市川岸中１－１－２ 0266-22-2663

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 青木　信一 三岳中学校 〒397-0101 木曽郡木曽町三岳６６３４－１ 0264-46-2600

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 袖山　茂 埴生小学校 〒387-0015 千曲市鋳物師屋７２ 026-272-0158

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 横倉　隆夫 平野小学校 〒383-0045 中野市江部１３５９－４ 0269-22-2097

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

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


