
令和４年度 第 45 回長野県読書感想文コンクール ・ 第 68 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 小学校低学年（１・２年） 中学年（３・４年） 高学年（５・６年） 中学  ／  １類（県課題図書） ２類（全国課題図書） ３類（自由図書） 

 

１ 類 （長野県課題図書） 

肥田美代子（文） くどう れいん（作） 北川 チハル（作）

小泉るみ子（絵） くりはらたかし（絵） ふくざわ ゆみこ（作） 武田美穂（絵）

文研出版 福音館書店 アリス館 金の星社

1,430円 1,210円 1,540円 1,320円

ニコラ・デイビス（著）

いまたあきこ（作） 長尾 充徳（著） エミリー・サットン（絵）

ふじもとみさと（著） 黒須高嶺（絵） 山極壽一(解説)
越智 典子（訳）       

斎藤 成也（監修）

佼成出版社 文研出版 くもん出版 ゴブリン書房

1,650円 1,430円 1,540円 1,650円

井嶋敦子（作） 吉野万理子（作）

丸山ゆき（絵） 赤羽 じゅんこ（作） 宮尾和孝（絵） 濱野 京子（作）

童心社 講談社 学研プラス 静山社

1,430円 1,540円 1,540円 1,320円

保健室の俳句会

にしがき ようこ（作） 森住　卓（写真・文） 髙柳克弘（作）

PHP研究所 新日本出版社 ポプラ社

1,540円 2,420円 1,540円

新型ウイルスがはびこる２０ＸＸ年。小学６年
生のミリとメイはダンスのメンバーを募集す
る。集まったのは住むエリアがちがう少女た
ち。会えるのはタブレットの中だけ——。コロナ
禍をうつした近未来小説。

小
学
校
高
学
年

ケンカばかりの両親にうんざりして家を出た真
子は、偶然出会った女性が住む「イカル荘」で
ホームステイをすることに。そこでの生活を通
して広い世界を知った真子は、葛藤しながら
も両親と向き合っていく。

原発事故でうばわれたふるさとを返して！　差別や
被ばくへの不安を抱えながら、国と東京電力を相
手に裁判を闘う、浪江町津島の人びと。原告たち
の心からの叫びと願いをこめたルポルタージュ写真
集です。

顔のホクロをからかわれて教室に行けなくな
り、保健室登校をしているソラは、風変わりな
同級生ハセオに巻き込まれ、養護の北村先
生と三人で俳句会を始めることに。十七文字
が、ソラの心を解き放つ！

中
学

イカル荘へようこそ 浪江町津島  風下の村の人びと そらのことばが降ってくる

転校生のゆうや君は毎日、広場でおはなしや
さんを開く。最初おもしろがっていたみんなも
次第に飽きてしまう。引っ込み思案のみおが
広場に行くとゆうや君はひとりぼっち。うれし
そうに笑顔を見せるけど…。

小
学
校
低
学
年

お金も人手もない、電気や水道も満足に来な
い、医療機器も足りない——。過酷な環境下
でも諦めず、患者の命を救う挑戦を続けてき
た𠮷岡さん。本書では、多くの人に影響を与
え続けるその半生を振り返ります。

アゲハチョウの卵を、一緒に育てることを約束した
咲良とお兄ちゃん。突然お兄ちゃんが亡くなり、家
族は深い悲しみにおそわれた。翌年、再び卵を見
つけた咲良は、お兄ちゃんとの約束を守ることを決
心した。

京都市動物園で飼育されているゴリラ一家の
貴重な観察記録を、豊富な写真とともに伝え
ます。ゴリラたちが見せるきずなや家族への
思いやりあふれるふるまいからは、私たち人
間も学ぶことが多くありそうです。

すべての生きものは、生まれて、育つ。でも、
どうやって？　だいじょうぶ、わたしたちはみ
んな「どうやって？」を教えてくれる設計書＝
DNAをもっているから！　DNAと遺伝について
の楽しい入門書です。

小
学
校
中
学
年

ヘレーじいさんがそば畑で掘り当てた大きな
トルコ石。ヘレーじいさんはそれをウシと交換
し、そしてウシをヤギと交換し、最後は歌と交
換しました。その歌は、ブータンの人々を幸せ
にしました。

友だちに遊ぶ約束をすっぽかされてプンスカ怒って
いたハルは、「そのプンスカをジャムにしないか
い？」とふしぎなおばあさんに誘われ、プンスカジャ
ムを作ることに。おいしくて楽しい物語。

クラスメートは、個性的なりすの子５ひき。発
表会でやることが決まらない。みんなはなに
を発表するのかな？　個性豊かなりすの子た
ちですが、困った時は力を合わせ、それを温
かく見守る学校のお話です。

みんなのクラスには色んな友達がいるはず。
このお話の主人公の「ひまり」も、ちょっと変
わった女の子だ。ひまりの日記を読むことで、
友達の色んな事に気がつくきっかけになっ
て、少しだけ優しくなれるかも。

学級新聞を作ることにしたイダッチ。相棒はクラス
の変わり者（だけど頭はキレる）「魔王」。スクープ
になりそうな事件は、真実を証明するのが難しいも
のばかり。凸凹コンビの学級新聞のゆくえは—
—！？

海辺の崖の下にある家には、魔法使いが住
んでいる。思い出をあずかる？　そんなことで
きるの？　何に使うの？　魔法使いさんが箱
を開けると、チャリンと音がする。崖の下を舞
台に展開する友情ストーリー。

ひまりのすてき時間割 ぼくらのスクープ 崖の下の魔法使い

京都市動物園のゴリラファミリー観察記途上国医療に人生をかける小児外科医 

「ジャパンハート」𠮷岡秀人
わたしたちの DNAと いでん

Mガールズ

ヘレーじいさんのうた プンスカジャム くぬぎのもりのどきどきはっぴょうかい てんこうせいは おはなしやさん

命を救う 心を救う きっと、大丈夫 ゴリラのきずな うまれて そだつ

 



２ 類 （全国課題図書） 

コーリン・アーヴェリス ぶん

いとうみく 作 イザベル・フォラス え ミゲル・タンコ 作 おかだだいすけ 文

丹地陽子 絵 まつかわまゆみ やく 福本友美子 訳 遠藤宏 写真

福音館書店 評論社 ほるぷ出版 岩崎書店

1,320円 1,650円 1,760円 1,760円

パトリック・スキーン・キャトリング 作 リナ・シン 文

村上しいこ 作 佐藤淑子 訳 マリアンヌ・フェラー 絵

中田いくみ 絵 伊津野果地 絵 こだまともこ 訳 味田村太郎 文

童心社 文研出版 光村教育図書 学研プラス

1,320円 　　　　1,430円 1,540円 1,540円

Ｋ・Ｌ・ゴーイング 作 しあわせのレシピ

大谷美和子 作 熊谷千世子 作 久保陽子 訳

白石ゆか 絵 くまおり純 絵 早川世詩男 絵 井出留美 著

ポプラ社 小峰書店 徳間書店 あかね書房

1,650円 1,650円 1,760円 1,430円

Ｍ・Ｇ・ヘネシー 作

安田夏菜 著 杉田七重 訳 千野境子 著

講談社 鈴木出版 国土社

1,540円 1,760円 1,540円

１１１本の木 この世界からサイがいなくなってしまう

りんごの木を植えて 風の神送れよ ぼくの弱虫をなおすには 捨てないパン屋の挑戦

小
学
校
低
学
年

つくしちゃんとおねえちゃん ばあばにえがおをとどけてあげる すうがくでせかいをみるの おすしやさんにいらっしゃい！

生きものが食べものになるまで

中
学

セカイを科学せよ！ 海を見た日 江戸のジャーナリスト葛飾北斎

アフリカでサイを守る人たち

　

小
学
校
高
学
年

小
学
校
中
学
年

みんなのためいき図鑑 チョコレートタッチ

 

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      B4 サイズ の原稿用紙を使用する。 

小学校低学年 ６５０～８００字    小学校中 ・ 高学年  １，０００～１，２００字   中学校 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。 コピー不可。 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。） 

長野県読書感想文コンクール応募票を使用してください。全国コンクール応募票は使用しないでください。 

 

（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、下記宛に送ること。 

（〒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。 

支 部 代 表 者 

支部 支部代表者 学校 郵便番号 住所 電話

佐久 小坂 寿樹 小海中学校 〒384-1102 南佐久郡小海町小海４１４４ 0267-92-2140

上小 堀内　絹予 神科小学校 〒386-0002 上田市住吉３８６－１ 0268-22-0652

諏訪 赤羽　素乃 四賀小学校 〒392-0012 諏訪市四賀桑原４２９４ 0266-52-1136

上伊那 堀米　英徳 辰野南小学校 〒399-0428 上伊那郡辰野町南平7920 0266-41-0169

下伊那 濱中　　浩 売木小中学校 〒399-1601 下伊那郡売木村2656 0260-28-2331

木曽 倉澤　啓 三岳小学校 〒397-0101 木曽郡木曽町三岳6608-1 0264-46-2019

塩筑 青森　隆俊 生坂中学校 〒399-7201 東筑摩郡生坂村５４４５－２ 0263-69-2020

安曇野 竹内　幸浩 明南小学校 〒399-7102 安曇野市明科中川手２６９４ 0263-62-2035

大北 宮入　勝彦 大町北小学校 〒398-0002 大町市大町5806-8 0261-23-0190

更埴 柄澤　俊彦 村上小学校 〒389-0605 埴科郡坂城町上平1428-1 0268-82-2228

須高 冨沢　孝 仁礼小学校 〒382-0034 須坂市大字仁礼96 026-245-2343

中高 宮本　博 平野小学校 〒383-0045 中野市江部１３５９-４ 0269-22-2097

飯水 三井　康幸 城北中学校 〒389-2255 飯山市大字照里８０８ 0269-65-2001

長水 加藤　善彦 綿内小学校 〒381-0101 長野市若穂綿内6656 026-282-2164

松本 柳澤　充人 大野川小中学校 〒390-1520 松本市安曇3886-1 0263-93-2224  


