
≪平成 29年度≫ 第 40回長野県読書感想文コンクール・第 63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）       

またおこられてん 小西貴士(作)石川えりこ(絵) 童心社 1404円 

おにぼう くすのきしげのり(作)伊藤秀男(絵) PHP研究所 1296円 

みてろよ！ 父ちゃん！！ くすのきしげのり(作)小泉るみ子（絵） 文溪堂 1404円 

くれよんがおれたとき かさいまり(作)北村裕花（絵） くもん出版 1512円 

小学校中学年（３，４年生）       

4年 2組がやってきた 野村一秋(作)ささきみお（絵） くもん出版 1404円 

ミミとまいごの赤ちゃんドラゴン マイケル・モーパーゴ(作)ヘレン・スティーヴンズ（絵）おびかゆうこ(翻訳) 徳間書店 1836円 

私が今日も、泳ぐ理由 パラスイマー一ノ瀬メイ 金治直美(文) 学研プラス 1458円 

あたし、アンバー・ブラウン！ ポーラ・ダンジガー(作)むかいながまさ（絵）若林千鶴（訳） 文研出版 1296円 

小学校高学年（５，６年生）       

ハルと歩いた 西田俊也(作) 徳間書店 1620円 

星野道夫 アラスカのいのちを撮りつづけて 国松俊英(著) PHP研究所 1512円 

捨て犬たちとめざす明日 今西乃子(著)浜田一男（写真） 金の星社 1512円 

幽霊少年シャン 高橋うらら(作)黒須高嶺(絵) 新日本出版社 1944円 

中学校（１，２，３年）       

アポリア あしたの風 いとうみく(作)宍戸清孝（写真） 童心社 1620円 

いい人ランキング 吉野万理子(作) あすなろ書房 1512円 

夜間中学へようこそ 山本悦子（作） 岩崎書店 1620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）       

ばあばは、だいじょうぶ 楠章子（作）いしいつとむ（絵） 童心社 1404円 

なにがあっても ずっといっしょ くさのたき（作）つじむらあゆこ（絵） 金の星社 1296円 

アランの歯は でっかいぞ こわーいぞ ジャーヴィス（作）青山南（訳） ＢＬ出版 1620円 

すばこ キム・ファン（作）イ・スンウォン(絵) ほるぷ出版 1620円 

小学校中学年（３，４年生）       

くろねこのどん 岡野かおる子（作）上路ナオ子（絵） 理論社 1512円 

空にむかってともだち宣言 茂木ちあき(作)ゆーちみえこ(絵) 国土社 1404円 

耳の聞こえないメジャーリーガー ウィリアム・ホイ ナンシー・チャーニン（作）ジェズ・ツヤ（絵）斉藤洋（訳） 光村教育図書 1512円 

干したから… 森枝卓士（作・写真）  フレーベル館 1512円 

小学校高学年（５，６年生）       

チキン！ いとうみく（作）こがしわかおり(絵) 文研出版 1404円 

ぼくたちのリアル 戸森しるこ（作）佐藤真紀子（絵） 講談社 1404円 

霧の中の白い犬 アン・ブース（作）橘賢亀（絵）杉田七重（訳） あかね書房 1512円 

転んでも、大丈夫 臼井二美男（作） ポプラ社 1296円 

中学校（１，２，３年）       

円周率の謎を追う 鳴海風（作）伊野孝行(絵) くもん出版 1620円 

ホイッパーウィル川の伝説 キャシー・アッペルト、アリソン・マギー（作）吉井知代子（訳） あすなろ書房 1512円 

月はぼくらの宇宙港 佐伯和人（作） 新日本出版社 1620円 

高等学校（１，２，３年）         

フラダン 古内一絵（作） 小峰書店 1620円 

ストロベリーライフ 荻原浩（作） 毎日新聞出版 1728円 

犬が来る病院 大塚敦子（作） ＫＡＤＯＫＡＷＡ 1620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（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１０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 

またおこられてん おにぼう みてろよ！ 父ちゃん！！ くれよんがおれたとき 

「かたずけや～！」「またうそついて～っ」

…かあちゃんにおこられてばかりのけん

ちゃん。「かあちゃん、ぼくのこときらいに

なってしもうたんかなあ」…。そんな時、と

うちゃんが教えてくれたのは…。 

村人に嫌われていたおにぼう。ある日の

大雨の時、力持ちのおにぼうは村人に助

けを求められます。おにぼうは自分が何

とかしなければと、がけの上の大岩を動

かし、川の水をせき止めようとした瞬間…

…。 

運動会の徒競走で 1番になれそうなアキ

ヨシ。でも、お父さんは仕事で見にいけま

せん。お父さんの思いを知ったことによ

り、反発する気持ちが徒競走を頑張る気

持ちへとかわる。親子の関係を描いた物

語。 

私とゆうちゃんは大の仲良し。ところが、

学校の写生会の絵を一緒に描いていた

時、私の大切なくれよんを、ゆうちゃんが

折ってしまった…。ちいさな事件がきっか

けで強まる、ふたりの友情と絆のものが

たり。 

小
学
校
中
学
年 

4年 2組がやってきた ミミとまいごの赤ちゃんドラゴン 
私が今日も、泳ぐ理由       

パラスイマー 一ノ瀬メイ 
あたし、アンバー・ブラウン！ 

話せないし歩けない、手もうまく動かせな

い。給食もトイレも一人では無理なマーく

んは、脳性まひです。そんなマーくんの

いる「にじ組」に 4年 2組のみんながやっ

てきて、交流授業をすることになりまし

た。 

山のふもとのドルタ村には、「山のドラゴ

ンまつり」という珍しいおまつりがありま

す。その由来となった、少女ミミと赤ちゃ

んドラゴンの出会いとは…？  人間とド

ラゴンの心あたたまるファンタジー！ 

一ノ瀬メイさんは、リオパラリンピックの

競泳日本代表選手。生まれつき右腕のひ

じから先がありません。小学生のとき、パ

ラリンピックを夢見るようになりました。本

当にあった、そして未来にもつづく物語。 

大好きな人と別れを迎える時、あなたは

別れの日までどんな気持ちで過ごします

か？  アンバーは、親友のジャスティン

が引っ越すことになり、素直な気持ちを言

えません。がんばれ！ アンバー・ブラウ

ン！ 

小
学
校
高
学
年 

ハルと歩いた 
星野道夫               

アラスカのいのちを撮りつづけて 
捨て犬たちとめざす明日 幽霊少年シャン 

引っ越してきたばかりの町で、小学校を

卒業した陽太。迷い犬の家さがしをする

ことになり、犬と町を歩きはじめたら、町

もまわりの人たちも、なんだか前とはち

がって見えた。そして犬の飼い主が見つ

かり…？ 

アラスカを舞台に野生動物を撮り続けて

きた星野道夫の写真には、いのちの輝き

があり、見る人に安らぎや慰めを与えてく

れます。1996年、ヒグマに襲われて亡く

なるまでの道夫の生涯をあざやかに描き

ます。 

人間不信で引きこもりになった若者たちと

捨て犬たちが、捨て犬へのトレーニング

を通して、それぞれが心のハードルを飛

び越えて変わっていく。そんなことのでき

る施設を一人の女性が立ち上げた。 

砂ぼこりを巻き上げ近づく竜巻。ドドー

ン！  ざわめきが止むと、「アイタイ ア

イタイ ナツカシイ トモダチ」という声が

聞こえた。竜巻に乗って現れた少年シャ

ンに導かれ、大地は敗戦間近の「満州」

へ――。 

中
学
校 

アポリア あしたの風 いい人ランキング 夜間中学へようこそ 
 

２０XX年、首都を襲った大地震！ 一弥

の日常は一変した。絶望と葛藤、そして

人との関わりの先に見えてきたもの…。

自分や他者の弱さ、醜さも直視しながら

「生」への手応えをもとめて、一歩をふみ

だす。 

中学校の日常で小さなきっかけから、

様々な連鎖が起こり少女が追いつめられ

ていく。妹と友人の力をかりて、意外なと

ころからその状況を打破していく。生徒た

ちのゆれる心理がいきいきと描かれてい

る物語。 

「わたしも 4月から学校だから」ある日突

然、祖母が宣言。おばあちゃんがわたし

と同級生になる!?  なぜ勉強するのかな

ど、多感な中学生の目を通して、見えたも

のとは。夜間中学を舞台にした感動の物

語。 

 

 

支 部 代 表 者 

支部 支部代表者 学校 郵便番号 住所 電話

佐久 横澤　泰志 東小学校 〒384-0055 小諸市大字柏木５２６ 0267-22-0659

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 上澤　浩 原小学校 〒391-0104 諏訪郡原村6585 0266-79-2123

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 矢﨑　基 和田小学校 〒399-1311 飯田市南信濃和田1165 0260-34-2044

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

塩筑 宮川源三郎 生坂小学校 〒399-7201 東筑摩郡生坂村６８２０ 0263-69-2002

安曇野 中村　弘文 穂高北小学校 〒399-8301 安曇野市穂高有明943 0263-83-2502

大北 松尾　修 小谷小学校 〒399-9422 北安曇小谷村大字千国乙3387-1 0261-82-3522

更埴 山根　義夫 戸倉上山田中学校 〒389-0804 千曲市大字戸倉2500番地 026-275-0069

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

長水 河原　節子 清野小学校 〒381-1233 長野市松代町清野６４ 026-278-2164

松本 小沢　智子 菅野小学校 〒399-0033 松本市笹賀3460 0263-58-2482  


