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　　　夏休み良書推薦運動読書感想文コンクール

入　賞　者　名　簿

作　　品　　名 図　　書　　名 学　　校　　名 学年 児　童　名

奥州市立水沢小学校 1 千田　瑚花

オニのサラリーマン 盛岡市立杜陵小学校 2 久慈　廣多

北上市立黒沢尻北小学校 3 小林　蒼生

北上市立黒沢尻西小学校 4 豊巻　慶

残菜とゆうなと給食と がんばれ給食委員長 宮古市立田老第一小学校 5 飛澤　咲良

自分と向き合う スケッチブック 滝沢市立滝沢第二小学校 6 新沼　奎華

作　　品　　名 図　　書　　名 学　　校　　名 学年 児　童　名

盛岡市立厨川小学校 2 小辻　佳歩

先生の本当の目的は 宮古市立山口小学校 4 箱石　香乃

それぞれの一歩 ぼくらの一歩 宮古市立宮古小学校 5 大村　光介

作　　品　　名 図　　書　　名 学　　校　　名 学年 児　童　名

なぞなぞのみせ 盛岡市立中野小学校 2 押川　笑

花巻市立宮野目小学校 3 吉田　景都

ぼくらの一歩 宮古市立山口小学校 6 川戸　綾乃

作　　品　　名 図　　書　　名 学　　校　　名 学年 児　童　名

オニのサラリーマン 盛岡市立城南小学校 1 桐田　景護

軽米町立晴山小学校 4 古舘　和華

スケッチブック 宮古市立田老第一小学校 5 佐々木　凜太

２０１９年度　第71回

[最優秀賞]

おねえちゃんのきもち
、よくわかる！

おねえちゃんって、まい
にちはらはら！

ぼくのお父さんもサラ
リーマン！

仲間とつくる「ひみ
つきち」

秘密基地のつくりかた教えま
す

宿題忘れるのも楽じゃ
ない

先生、しゅくだいわすれまし
た

[岩手県小学校長会長賞]

おねえちゃんになっ
てよかった

おねえちゃんって、ま
いにちはらはら！

先生、しゅくだいわ
すれました

[岩手県学校図書館協議会長賞]

なぞなぞはむずかし
い

上手なウソって大へ
ん

先生、しゅくだいわ
すれました

協力することの大切
さ

[岩手県PTA連合会長賞]

オニもにんげんもおん
なじだね

命と向き合うという
こと

ハニーのためにできるこ
と

スケッチブックがつ
ないだもの
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作　　品　　名 図　　書　　名 学　　校　　名 学年 児　童　名

まえばちゃん 盛岡市立上田小学校 1 髙橋　理紗

宮古市立山口小学校 2 花坂　明香

秘密基地のつくりかた教 宮古市立鍬ヶ崎小学校 3 佐藤　奏介

堂々と話せること 先生、しゅくだいわすれ 北上市立鬼柳小学校 4 武田　拓馬

軽い体と重い命 北上市立いわさき小学校 5 小原　花

がんばる給食委員長 がんばれ給食委員長 盛岡市立土淵小学校 6 吉田　歩

作　　品　　名 図　　書　　名 学　　校　　名 学年 児　童　名

はは、ともだち まえばちゃん 盛岡市立青山小学校 1 長澤　まどか

みんなの水を大切に 水不足のサバイバル 盛岡市立桜城小学校 2 浅見　理空

花巻市立宮野目小学校 3 小川　菜々子

命を大切にすること 盛岡市立中野小学校 4 小野寺　朝妃

宮古市立田老第一小学校 5 畠山　果蓮

スケッチブック 北上市立黒沢尻東小学校 6 千田　若奈

　・宮古市立田老第一小学校 

　（佳作）

作　　品　　名 図　　書　　名 学　　校　　名 学年 児　童　名

まえばちゃん 一関市立川崎小学校 1 千葉　翔生

オニのサラリーマン 宮古市立千徳小学校 2 畠山　純輝

大船渡市立日頃市小学校 3 木下　優奈

そうぞうする力 北上市立鬼柳小学校 4 大山　真成人

ジョージのように ウソつきとスパイ 宮古市立田老第一小学校 5 伊藤　玲奈

水不足のサバイバル 盛岡市立松園小学校 5 菊池　旺生

[優秀賞]

かわいいまえばちゃ
ん

「おかあさんにあい
たいの」

ともだちはなきむしな
こいぬ

わくわくが止まらな
い

100グラムのいのち

[入選]

楽しくおぼえる英単
語

マンガでおぼえる英
単語

ハニーのためにでき
ること

殺処分を減らすため
に

100グラムのいのち

「スケッチブック」
を読んで

[学校賞]

[学級賞]　　　　

　・宮古市立田老第一小学校　 5年

「まえばちゃん」をよ
んで

いねむりがたいへん
なこと

大すきな犬と、さい
ごまで

ハニーのためにできるこ
と

先生、しゅくだいわすれ
ました

水不足で世界はどう
なる
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　（努力賞）

作　　品　　名 図　　書　　名 学　　校　　名 学年 児　童　名

軽米町立晴山小学校 1 古舘　陽和

わたしのまえばちゃん まえばちゃん 盛岡市立高松小学校 1 佐々木　真幌

まえばちゃん 盛岡市立桜城小学校 1 海原　杏々実

まえばちゃん 盛岡市立北厨川小学校 1 永沼　恵実

盛岡市立青山小学校 1 大坪　かのん

盛岡市立土淵小学校 1 金森　一花

花巻市立宮野目小学校 1 石岡　志麻

うそをついた時には 盛岡市立土淵小学校 2 八重樫　翔

オニのサラリーマン 盛岡市立向中野小学校 2 関口　奏希

オニのサラリーマン 盛岡市立土淵小学校 2 佐々木　侑人

オニのサラリーマン 盛岡市立永井小学校 2 荒井　かほ

まえばちゃん 盛岡市立土淵小学校 2 菊池　舜人

ぬけた前歯 まえばちゃん 盛岡市立土淵小学校 2 吉田　那乃葉

まえばちゃんを読んで まえばちゃん 滝沢市立滝沢第二小学校 2 吉田　菜那子

まえばちゃん 宮古市立千徳小学校 2 星野　夏希

まえばちゃん 盛岡市立杜陵小学校 2 菊池　壱果

Ｑくんとぼく 盛岡市立杜陵小学校 2 木谷　航

盛岡市立高松小学校 2 大澤　菜花

きょうだいっていいな 盛岡市立北厨川小学校 2 櫻田　真尋

ゆめを形に 教室に幽霊がいる！？ 釜石市立小佐野小学校 3 六岡　龍河

もちつづけたゆめ 教室に幽霊がいる！？ 滝沢市立滝沢小学校 3 関　紅羽

花巻市立宮野目小学校 3 佐々木　希愛

盛岡市立土淵小学校 3 佐藤　由梨

おねえちゃんってふし
ぎだな

おねえちゃんってふしぎ
だな

なんでもしってるまえ
ばちゃん

まえばちゃんは、にゅ
うし

ともだちはなきむしな
こいぬ

ともだちはなきむしなこ
いぬ

べんきょうするのはだ
れのため？

なんで勉強しなきゃいけ
ないの？

おねえちゃんってたい
へんだけど

おねえちゃんって、まい
にちはらはら！

あたし、うそついちゃっ
た

「オニのサラリーマン
」を読んで

本とうはやさしい「オ
ニ」

サラリーマンのしごと
はたいへん

うらやましいな「まえ
ばちゃん」

早く出てきてスーパー
まえばちゃん

まえばちゃんが教えて
くれたこと

なんで勉強しなきゃいけ
ないの？

しゅ人公のココちゃん
とわたし

おねえちゃんって、まい
にちはらはら！

おねえちゃんって、まい
にちはらはら！

「ハニーのためにでき
ること」を読んで

ハニーのためにできるこ
と

「先生しゅくだいわすれ
ました」を読んで

先生、しゅくだいわすれ
ました
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軽米町立晴山小学校 3 古舘　透和

薬屋の魔女ティファニー 宮古市立宮古小学校 3 松谷　桃子

薬屋の魔女ティファニー 一戸町立奥中山小学校 3 猪又　日葵

あきらめないパンツ パンツはながれる 宮古市立宮古小学校 3 三浦　あかり

ぼうけんっていいな ほねほねザウルス 久慈市立宇部小学校 3 滝澤　啓光

盛岡市立中野小学校 4 齋藤　菜の佳

北上市立黒沢尻東小学校 4 渡邊　未来

夏の最高の思い出 宮古市立千徳小学校 4 畠山　太耀

「いいね」をふやそう いいね！ 盛岡市立土淵小学校 4 吉田　航

一歩の努力 ぼくらの一歩 一戸町立奥中山小学校 5 釡石　知奈

じゃ、ムリしよう ぼくらの一歩 宮古市立田老第一小学校 5 影田久保　和

萌花から学んだこと ぼくらの一歩 宮古市立田老第一小学校 5 舘崎　乃々花

努力することは ぼくらの一歩 宮古市立田老第一小学校 5 松本　優美

がんばれ、リーダー がんばれ給食委員長 宮古市立宮古小学校 5 尾張　あゆみ

食べ残しを減らすには がんばれ給食委員長 久慈市立宇部小学校 5 滝澤　光来

自分に自信をもって がんばれ給食委員長 盛岡市立山王小学校 5 杉江　めい

がんばれ給食委員長 盛岡白百合学園小学校 5 田村　天音

尊い命によりそって 宮古市立宮古小学校 5 澤田　明希

ほんの小さな種だけど 宮古市立田老第一小学校 5 吉水　愛莉

宮古市立田老第一小学校 5 花輪　駿弥

動物を飼うなら責任を 紫波町立赤石小学校 5 岩清水　麻央

ジョージとセイファー ウソつきとスパイ 宮古市立田老第一小学校 5 佐々木　玄太

正直にどうどうと スケッチブック 盛岡市立山王小学校 5 鈴木　紀子

スケッチブック 宮古市立千徳小学校 5 星野　有沙

スケッチブック 宮古市立千徳小学校 5 伊藤　昊馬

ヒーローって、いいね いいね！ 宮古市立宮古小学校 5 中洞　巧乃介

実は先生に仕組まれて
いた！？

先生、しゅくだいわすれ
ました

くすりやのまじょティ
ファニーへ

ティファニーから学ん
だこと

「ハニーのためにでき
ること」を読んで

ハニーのためにできるこ
と

わすれてきた友達をお
うえんする

先生、しゅくだいわすれ
ました

秘密基地のつくりかた教
えます

がんばれ給食委員長を
読んで

100グラムのいのち

100グラムのいのち

友森玲子さんから学ん
だ事

100グラムのいのち

100グラムのいのち

供養絵にこめられた思
い

自分の心と向き合う大
切さ
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見方を変えたなら いいね！ 宮古市立宮古小学校 5 細川　惺羽

水不足のサバイバル 宮古市立田老第一小学校 5 畠山　晃弥

仲間と協力する がんばれ給食委員長 宮古市立山口小学校 6 佐々木　清名

がんばれ給食委員長 宮古市立千徳小学校 6 伊藤　怜華

仮面シンドローム 軽米町立晴山小学校 6 山野下　華涼

見かたを変えると⋯ いいね！ 平泉町立長島小学校 6 千葉　悠太

「あきらめの愛情」 盛岡市立仙北小学校 5 德田　真人

ひみつのきもちぎんこう 盛岡市立本宮小学校 3 藤村　紗名

水の星、地球だと思っ
ていたけれど

給食は当たり前じゃな
い

仮面をつけて楽しいの
か

秘密基地のつくりかた教
えます

ひみつのきもちぎんこう　かぞく
つうちょうできましたを読んで


	19夏入賞者名簿 (努力賞まで完成版)

