
令和３年度　第76回 2022/02
　　　冬休み良書推薦運動読書感想文コンクール

[最優秀賞]

作　　品　　名 図　　書　　名 学　　校　　名 学年 児　童　名

生きものたちとなか
よくくらすために

ひとがつくったどうぶ
つの道

盛岡市立永井小学校 1 土田　朝日

どこでもとどく、ま
ほうのポスト

まほうのゆうびんポスト 花巻市立宮野目小学校 2 米澤　温馬

一歩ふみだしてみる どっちでもいい子 盛岡市立高松小学校 3 菊地　姫華

どっちでもいいの意
味と、人との繋がり

どっちでもいい子 盛岡市立仙北小学校 4 宮城　廉愛

自分の人生を生きるとは
ぼくらは森で生まれか
わった

宮古市立田老第一小学校 5 山本　謙志郎

「ほくらは森で生まれか
わった」を読んで

ぼくらは森で生まれか
わった

遠野市立鱒沢小学校 6 山蔭　咲岐

作　　品　　名 図　　書　　名 学　　校　　名 学年 児　童　名

みんなで生きるために
ひとがつくったどうぶ
つの道

宮古市立山口小学校 2 箱石　好南

文字で表すって、む
ずかしい

先生、感想文、書けませ
ん！

軽米町立晴山小学校 3 古舘　陽和

災害と共に生きるた
めに

マンガでわかる災害の
日本史

宮古市立田老第一小学校 5 山内　颯我

作　　品　　名 図　　書　　名 学　　校　　名 学年 児　童　名

しあわせな気もち まほうのゆうびんポスト 北上市立黒沢尻東小学校 1 青木　創志朗

なりたいわたしにな
るために

どっちでもいい子 洋野町立中野小学校 4 粒來　明莉

トモが教えてくれた
こと

ライラックのワンピー
ス

宮古市立田老第一小学校 5 山崎　夢羽

作　　品　　名 図　　書　　名 学　　校　　名 学年 児　童　名

やさしさは広がって
いくんだね

ちいさな やたいのカス
テラやさん

宮古市立田老第一小学校 2 千葉　美姫

新しい自分になるた
めに

どっちでもいい子 宮古市立田老第一小学校 3 澤口　紗幸

殺処分ゼロへの道 北里大学獣医学部 犬部！ 久慈市立宇部小学校 5 滝澤　啓光

入　賞　者　名　簿

[岩手県小学校長会長賞]

[岩手県学校図書館協議会長賞]

[岩手県PTA連合会長賞]



[優秀賞]

作　　品　　名 図　　書　　名 学　　校　　名 学年 児　童　名

大せつな人
つくしちゃんとおねえ
ちゃん

北上市立黒沢尻北小学校 1 青沼　恵大
ひとがつくった「どうぶつ
の道」を読んで

ひとがつくったどうぶ
つの道

一戸町立奥中山小学校 2 猪又　結月

わたしの夢は飼育員
動物の仕事をするに
は？

宮古市立田老第一小学校 3 佐々木　柚月

ずっとわすれない
友だちは図書館のゆう
れい

盛岡市立桜城小学校 4 盛永　彩葉
三人をつなぐリーナ
の魔法

わたしたちの物語のつ
づき

宮古市立田老第一小学校 5 吉水　詩織
前を向いて生きるた
めに

キャンドル 宮古市立山口小学校 6 箱石　香乃

[入選]

作　　品　　名 図　　書　　名 学　　校　　名 学年 児　童　名

ビッグホーンとぼく
のお父さん

恐竜トリケラトプスと
ティラノクイーン

滝沢市立滝沢第二小学校 1 中村　空煌

見えない　気もちは
つくしちゃんとおね
えちゃん

宮古市立田老第一小学校 2 長洞　なずな
ぼくも感想文、書け
ません！

先生、感想文、書けませ
ん！

盛岡市立城南小学校 3 桐田　景護
感想文、時々きら
い、だけど好き？

先生、感想文、書けませ
ん！

釜石市立鵜住居小学校 4 久慈　廣多

岩手の恵みが生む力
ぼくらは森で生まれか
わった

宮古市立田老第一小学校 5 石田　心乃

大切にしたい親子の〝絆〟 あんなに　あんなに 盛岡市立土淵小学校 6 吉田　航

[学校賞]

[学級賞]

[佳作]

作　　品　　名 図　　書　　名 学　　校　　名 学年 児　童　名

みんなにとどけ まほうのゆうびんポスト 盛岡市立高松小学校 1 菊地　大翔
「つくしちゃんとおねえ
ちゃん」をよんで

つくしちゃんとおねえちゃん 盛岡市立桜城小学校 1 鈴木　晴華
「まほうのゆうびん
ポスト」を読んで

まほうのゆうびんポス
ト

盛岡市立仙北小学校 2 大村　優真

どうぶつたちの道
ひとがつくったどうぶつ
の道

盛岡市立向中野小学校 2 堀川　七愛

たった一つの感想文
先生、感想文、書けませ
ん！

盛岡市立杜陵小学校 3 佐々木　杏

わたしもへんだった！？
みんなふつうで、みんな
へん。

宮古市立田老第一小学校 4 田村　幸生
犬部の宝物～人も、
動物も

北里大学獣医学部 犬部！ 宮古市立田老第一小学校 5 熊岡　大翔

「楽」も「怖」も 本当に危ないスマホの話 宮古市立田老第一小学校 5 畠山　芽依

宮古市立田老第一小学校

　・宮古市立田老第一小学校　５年　



[努力賞]

作　　品　　名 図　　書　　名 学　　校　　名 学年 児　童　名

あったらいいなまほ
うのポスト

まほうのゆうびんポスト 盛岡市立本宮小学校 1 生平　志乃
「まほうのゆうびんポス
ト」をよんで

まほうのゆうびんポスト 盛岡市立向中野小学校 1 千葉　心陽
ねがいがかなうまほうの
ちから

まほうのゆうびんポスト 北上市立黒沢尻東小学校 1 関根　芽丸
まほうが町にあったらいい
な まほうのゆうびんポスト 北上市立黒沢尻東小学校 1 横山　晴奈

ぼくのまほうとゆめ まほうのゆうびんポスト 北上市立黒沢尻東小学校 1 関根　歩丸
まほうのゆうびんポスト
をよんで

まほうのゆうびんポスト 北上市立黒沢尻北小学校 1 梶川　理蒼

大すきなおばあちゃんへ うそつきにかんぱい！ 盛岡市立杜陵小学校 1 及川　碧

うそつきにかんぱい！ うそつきにかんぱい！ 岩手大学教育学部附属小学校 1 新田　小百合
さいきょうのてきとのた
たかい

恐竜トリケラトプスと
ティラノクイーン

北上市立黒沢尻北小学校 1 荻原　楓仁
「つくしちゃんとおねえ
ちゃん」をよんで

つくしちゃんとおねえ
ちゃん

盛岡市立青山小学校 1 赤坂　優和
おねえちゃんに、なれる
かな

つくしちゃんとおねえ
ちゃん

盛岡市立本宮小学校 1 佐藤　羽紗
おいしいカステラよかっ
たね

ちいさな やたいのカス
テラやさん

盛岡市立永井小学校 1 奥野　千雪
ちいさなやたいのカステ
ラやさんをよんで

ちいさな やたいのカス
テラやさん

盛岡市立杜陵小学校 1 柳澤　翠
ひとがつくったどうぶつの
道

ひとがつくったどうぶつ
の道

滝沢市立滝沢第二小学校 1 沼舘　陸
どうぶつのこと、人のこ
と、みんなのこと

ひとがつくったどうぶつ
の道

花巻市立八幡小学校 1 菅原　桜子
「まものの森から」をよ
んでみて

キャベたまたんていまも
のの森からSOS！

岩手大学教育学部附属小学校 1 佐藤　啓
「まものの森から」をよ
んでみて

キャベたまたんていまも
のの森からSOS！

岩手大学教育学部附属小学校 1 佐藤　ここ乃
「あんなに あんなに」
をよんで

あんなに　あんなに 盛岡市立向中野小学校 1 古水　結斗
あんなに あんなにをよ
んで

あんなに　あんなに 盛岡市立向中野小学校 1 佐藤　春志
どこまでもとどくまほう
のポスト

まほうのゆうびんポスト 平泉町立長島小学校 2 千葉　愛美

あったらいいな まほうのゆうびんポスト 盛岡市立向中野小学校 2 松本　果依
ぼくも出してみたいまほ
うのポスト

まほうのゆうびんポスト 盛岡市立向中野小学校 2 西村　諒真

まほうのゆうびんポスト まほうのゆうびんポスト 盛岡市立向中野小学校 2 伊藤　遥香

ふしぎなポスト まほうのゆうびんポスト 岩手大学教育学部附属小学校 2 佐々木　凛乃
思いがつたわるゆうびん
ポスト

まほうのゆうびんポスト 盛岡市立上田小学校 2 土井尻　千紗
ぼくとけん玉でしょうぶ
だ

けんだましょうぶ 滝沢市立滝沢小学校 2 高橋　宗慈

ついてもいいうそ うそつきにかんぱい！ 大船渡市立越喜来小学校 2 大上　柑奈



うそ、ついちゃおうか
なぁ

うそつきにかんぱい！ 宮古市立田老第一小学校 2 日戸　遥陽
わたしにもできるやさし
いうそ

うそつきにかんぱい！ 盛岡市立桜城小学校 2 小田島　杏見
それぞれの思いと姉妹の
つながり

つくしちゃんとおねえ
ちゃん

盛岡市立仙北小学校 2 宮城　理愛
つくしちゃんとおねえ
ちゃん

つくしちゃんとおねえ
ちゃん

盛岡市立向中野小学校 2 狩野　咲乃
つくしちゃんとおねえ
ちゃんを読んで

つくしちゃんとおねえ
ちゃん

盛岡市立高松小学校 2 山口　まどか

なかよくくらすには
ひとがつくったどうぶつ
の道

岩手大学教育学部附属小学校 2 阿部　羽菜
しぜんとどうぶつを大切
にしよう

ひとがつくったどうぶつ
の道

盛岡市立上田小学校 2 稲荷平　桃圭
どうぶつたちのたいせつな
道

ひとがつくったどうぶつ
の道

盛岡市立城南小学校 2 井上　英

いのちをまもる道
ひとがつくったどうぶつ
の道

盛岡市立桜城小学校 2 盛永　彩花

歌のパワー おしっこもらスター 滝沢市立滝沢第二小学校 2 八幡　航颯
おしっこもらスターを読ん
で おしっこもらスター 盛岡市立好摩小学校 2 久保　心愛
ちいさなやたいのカステ
ラやさんを読んで

ちいさな やたいのカステ
ラやさん

陸前高田市立高田小学校 2 佐々木蒼迦利
「まほうのゆうびんポス
ト」を読んで

まほうのゆうびんポスト 陸前高田市立高田小学校 2 菅野　成海
「先生、感想文、書けま
せん」を読んで

先生、感想文、書けませ
ん！

盛岡市立仙北小学校 3 野﨑　万陽
ちえを出し合ってできた
すてきな本

先生、感想文、書けませ
ん！

盛岡市立山岸小学校 3 芳賀　明里

本を作ろう
先生、感想文、書けませ
ん！

盛岡市立桜城小学校 3 内藤　陽珈
先生、感想文、書けませ
ん！を読んで

先生、感想文、書けませ
ん！

盛岡市立桜城小学校 3 高橋　紗永
「みんなふつうで、みん
なへん。」を読んで

みんなふつうで、みん
なへん。

北上市立黒沢尻北小学校 3 笠井　茜
友だちと協力することの
大切さ

ミルドレッド魔女学校
の転校生

滝沢市立滝沢小学校 3 高橋　紗彩
「どっちでもいい子」を
読んで

どっちでもいい子 盛岡市立北厨川小学校 3 永沼　恵実

森を守る！！
キャベたまたんていま
ものの森からSOS！

盛岡市立本宮小学校 3 西里　結衣
「先生、感想文、書けま
せん」を読んで

先生、感想文、書けま
せん！

盛岡市立本宮小学校 4 三浦　樹吹

何よりも強い愛
先生、感想文、書けま
せん！

盛岡市立山岸小学校 4 杉本　ほのり
友だちのためにできるこ
と

友だちは図書館のゆう
れい

盛岡市立向中野小学校 4 藤井　彩瑛

人魚の友達 ちびっと！マーメイド 盛岡市立本宮小学校 4 西里　真希

いいライバルとともに どっちでもいい子 宮古市立山口小学校 4 小坂　芽生

少しずつ進んでいく どっちでもいい子 平泉町立長島小学校 4 今野　莉桜
「あんなに あんなに」
を読んで

あんなに　あんなに 盛岡市立向中野小学校 4 岩舘　知代莉

あんな昔とこんな今 あんなに　あんなに 盛岡市立土淵小学校 4 吉田　那乃葉



最後まで前向きに わたしたちの物語のつづき 一戸町立奥中山小学校 5 猪又　日葵

動物のためには・・・？ 北里大学獣医学部 犬部！ 岩手大学教育学部附属小学校 5 高野　結來

身近に潜むスマホの危険 本当に危ないスマホの話 滝沢市立滝沢小学校 5 関　紅羽
危険はぼく達のすぐそば
に

本当に危ないスマホの話 宮古市立田老第一小学校 5 藤田　優

時は流れて・・・ あんなに　あんなに 盛岡市立本宮小学校 5 藤村　紗名
「あんなに」が、「こん
なに」

あんなに　あんなに 宮古市立田老第一小学校 5 松本　愛美
妖怪コンビニのバイトで
得たもの

妖怪コンビニで、バイトはじ
めました。 宮古市立田老第一小学校 5 髙橋　聖翔

「災害の本当のこわさ」 マンガでわかる災害の日本史 平泉町立長島小学校 6 千葉　雅瑛
ネット社会について思う
こと

本当に危ないスマホの話 盛岡市立青山小学校 6 春日谷　由奈












