
第11回子ども読書本のしおりコンテスト　　入賞一覧

最優秀賞　＜京都府教育委員会教育長賞＞
市町村名 学校名等 学年等 氏名 本の題名 本の作者

1 長岡京市 長岡第九小学校 小２ 松本　悠加 バナナこどもえん　ざりがにつり 柴田　愛子

最優秀賞　＜京都府図書館等連絡協議会長賞＞
1 京田辺市 草内小学校 小５ 村上　穂乃歌 カラスのいいぶん 嶋田　泰子

優秀賞
市町村名 学校名等 学年等 氏名 本の題名 本の作者

1 京田辺市 大住幼稚園 幼稚園・保育所 藤井　佳菜美 バナナこどもえん　ざりがにつり 柴田　愛子

2 木津川市 高の原幼稚園 幼稚園・保育所 山中　旅人 このほんよんでくれ ほむら　ひろし訳

3 京都市 清明保育園 幼稚園・保育所 永田　健嗣 ばけばけばけばけ　ばけたくん 岩田　明子

4 京都市 うたの里保育園 幼稚園・保育所 佐々木　周 小学館の図鑑NEO　昆虫 小池　啓一

5 京都市 北白川幼稚園 幼稚園・保育所 茂山　緑里 たねがとぶ 甲斐　信枝

6 城陽市 寺田西小学校 小１ 阪部　璃桜 あしたえんそくだから 守屋　正恵

7 京田辺市 大住小学校 小２ 宮木　遥大 たのしいキリンのかいかた さいとう　まさる

8 木津川市 城山台小学校 小２ 杉浦　緋莉 世界チョウ図鑑500種　華麗なる変身を遂げるチョウとガの魅力 ケン・プレストン・マフハム

9 京丹波町 下山小学校 小２ 山本　渉太 かえるのかさやさん 戸田　和代

10 舞鶴市 池内小学校 小２ 櫻井　結斗 ばあばにえがおをとどけてあげる コーリン・アーヴェリス

11 向日市 第２向陽小学校 小３ 野々口　叶磨 うまれたよ！ザリガニ 小杉　みのり

12 長岡京市 長岡第七小学校 小３ 山口　実咲 わたしといろんなねこ おくはら　ゆめ

13 京田辺市 薪小学校 小３ 上村　颯汰 いわしくん 菅原　たくや

14 舞鶴市 高野小学校 小３ 高田　悠吏 古墳時代へタイムワープ 河合　敦

15 宇治市 南小倉小学校 小４ 椎屋　凛咲 発見！植物の力⑧くだもの　ふしぎなくだものの世界 藤川　和美

16 向日市 第２向陽小学校 小６ 小村　奏翔 タロとジロ　南極で生きぬいた犬 東　多江子

17 舞鶴市 倉梯第二小学校 小６ 川北　朋史 海は地球のたからもの１　海は病気にかかっている 保坂　直紀

18 京丹波町 瑞穂中学校 中２ 亀田　憲太朗 ファンタスティックビーストと黒い魔法使いの誕生 J・K・ローリング

19 京丹波町 瑞穂中学校 中２ 橘　夏実 パラ・スター 阿部　暁子

20 京丹後市 網野中学校 中２ 石田　美夏 世界からボクが消えたなら 川村　元気

＜佳作＞
市町村名 学校名等 学年等 氏名 本の題名 本の作者

1 向日市 向陽幼稚園 幼稚園・保育所 安田　藍 ムーミントロールと金のはっぱ トーベ＆ラルス・ヤンソン

2 八幡市 八幡第四幼稚園 幼稚園・保育所 伊藤　奏斗 そらまめくんとながいながいまめ なかや　みわ
3 木津川市 木津幼稚園 幼稚園・保育所 古謝　良知 かぶと四十郎　夕陽のカブトマンの巻 宮西　達也
4 綾部市 八田幼稚園 幼稚園・保育所 吉﨑   かん奈 ぷくちゃんのすてきなぱんつ ひろかわ　さえこ
5 京都市 椥辻こども園 幼稚園・保育所 野口  滉 じごくのそうべえ 田島　征彦
6 京都市 北野保育園 幼稚園・保育所 和多田　望碧 そらの100かいだてのいえ 岩井　俊雄
7 京都市 清明保育園 幼稚園・保育所 新井　悠誠 ばけばけばけばけ　ばけたくん 岩田　明子
8 京都市 京都幼稚園 幼稚園・保育所 玉本　琉月奈 てんぐのかくれみの 中脇　初枝/小林　裕也

9 向日市 第２向陽小学校 小１ 佐久間　芽唯 雨の日の地下トンネル 鎌田　歩
10 京田辺市 大住小学校 小１ 内田　咲輝 へびながすぎる ふくなが　じゅんぺい

11 京田辺市 大住小学校 小１ 中村　恭史郎 にっぽん妖怪大図鑑 常光　徹
12 京田辺市 三山木小学校 小１ 岩田　頼俊 トリケラトプスとあくまのもり 黒川　みつひろ
13 井手町 井手小学校 小１ 木戸脇　宗司 ぼくのふとん 鈴木　のりため
14 綾部市 中筋小学校 小１ 小雲　絢華 あしにょきにょきにょき 深見　春夫
15 綾部市 中筋小学校 小１ 長岡　奏明 海のかくれんぼ 小宮　輝之
16 与謝野町 山田小学校 小１ 太田　昊樹 ちくわのわーさん 岡田　よしたか
17 向日市 第２向陽小学校 小２ 赤井　結奏 いつつごうさぎとうみのほうせき まつお　りかこ
18 向日市 第２向陽小学校 小２ 小倉　帆乃果 ぺんぎんきょうだい　ふねのたび 工藤　ノリコ
19 向日市 第２向陽小学校 小２ 中村　莉瑚 えんそくのおばけずかん　おいてけバスガイド 斉藤　洋
20 宇治市 南部小学校 小２ 帯金　真菜 エルマーのぼうけん ルース・スタイルス・ガネット

21 城陽市 久津川小学校 小２ 柴田　純怜 めっきらもっきらどおんどん 長谷川　摂子



22 八幡市 有都小学校 小２ 佐野　慶駿 ミニオンズ　ドラキュラ最後のたん生日 ユニバーサル
23 京田辺市 大住小学校 小２ 坂本　夏絆 うちゅうのサバイバル３　こくさいうちゅうステーション ホンヂェチョル（文）ネモ（作家）

24 京田辺市 薪小学校 小２ 平　直翔 ほねほねザウルス ぐるーぷ・アンモナイツ

25 京田辺市 薪小学校 小２ 平尾　優幸 かいじゅうぞろぞろ 木曽　秀夫
26 木津川市 上狛小学校 小２ 中　友希帆 まじょのナニーさん　なみだの海でであった人魚 藤　真知子
27 宇治田原町 田原小学校 小２ 佐竹　柚月 死んだかいぞく 下田　昌克
28 精華町 精華台小学校 小２ 中山　斗馬 十二支のはじまり 岩崎　京子
29 精華町 精華台小学校 小２ 三宅　晴瑠 おむすびころりんはっけよい！ 森　くま堂
30 相楽東部 南山城小学校 小２ 米澤　旺樹 ろうそくいっぽん 市居みか
31 亀岡市 青野小学校 小２ 山口　春真 ねこはるすばん 町田　尚子
32 京丹波町 瑞穂小学校 小２ 木村　康誠 おおきなきがほしい さとうさとる むらかみ　つとむ

33 京丹波町 瑞穂小学校 小２  由良　大成 学研の図鑑LIVE　昆虫 岡島　秀治
34 綾部市 志賀小学校 小２ 白波瀬　羽菜 おかのうえのカステラやさん 堀　直子
35 福知山市 成仁小学校 小２ 𫝆里 　春貴 おばけのてんぷら せな　けいこ
36 福知山市 成仁小学校 小２ 菊地　楓子 アナグマさんはごきげんななめ ハーウィン・オラム
37 福知山市 成仁小学校 小２ 十河　桜 じぶんだけのいろ レオ＝レオニ
38 舞鶴市 倉梯第二小学校 小２ 柴田　朱華 クレヨンからのおねがい ドリューデイウォルト

39 舞鶴市 倉梯第二小学校 小２ 西野　翼 クレヨンからのおねがい ドリューデイウォルト

40 舞鶴市 倉梯第二小学校 小２ 基井　陽介 スイミー レオ＝レオニ
41 私立 同志社国際学院初等部 小２ 日下　佳也 カブトくん タダ　サトシ
42 向日市 第２向陽小学校 小３ 安田　佳穂 ルルとララのフレンチトースト あんびる　やすこ
43 長岡京市 長法寺小学校 小３ 藤原　莉緒那 ココロ屋つむぎのなやみ 梨屋　アリエ
44 長岡京市 長岡第四小学校 小３ 安川　祥 111本の木 リナ・シン
45 宇治市 三室戸小学校 小３ 村瀬　康太 ピラミッド かこ　さとし
46 木津川市 高の原小学校 小３ 中塚　晴大 よだかの星 宮沢賢治
47 木津川市 高の原小学校 小３ 樋󠄀口　藍 ライチョウを絶滅から救え 国松　俊英
48 木津川市 梅美台小学校 小３ 木多見　健太郎 I wish you more おかあさんはね エイミー・クラウス・ローゼンタール

49 精華町 精華台小学校 小３ 藤木　葵大 わけあって絶滅しました。世界一おもしろい絶滅したいきもの図鑑 丸山　貴史
50 京丹波町 竹野小学校 小３ 安井　心桜 草花のうえかたそだてかた 松原　樹
51 福知山市 雀部小学校 小３ 土手　和奏 ふたりはともだち アーノルド・ローベル

52 宮津市 府中小学校 小３ 坂根　颯真 海のかくれんぼ 武田　正倫
53 府立 丹波支援学校 小３ 谷口　俊輔 やさいぺたぺたかくれんぼ 松田　奈那子
54 向日市 第２向陽小学校 小４ 春名　杏璃 先生しゅくだいわすれました 山本　悦子
55 向日市 第２向陽小学校 小４ 藤田　陽 いっぽんの木のそばで G・ブライアン・カラス

56 長岡京市 長法寺小学校 小４ 村松　奏 かこさとし　ほしのほん　ふゆのほし かこ　さとし
57 宇治市 南部小学校 小４ 磯﨑　勇樹 そうだいすぎて気がとおくなる宇宙の図鑑 渡部　潤一
58 八幡市 くすのき小学校 小４ 勝　心葉 ツバメ号とアマゾン号 アーサー・ラムサン

59 京田辺市 薪小学校 小４ 西尾　蓮菜 空気がなくなる日 岩倉　政治
60 京田辺市 桃園小学校 小４ 礒田　彩那 きょうりゅうがめいろにやってきた アン・フォーサイス
61 宇治田原町 宇治田原小学校 小４ 辻󠄀井　ひより 人といきることをえらんだ鳥　カラスのいいぶん 嶋田　泰子
62 精華町 精華台小学校 小４ 中山　桃花 SOS　海ガメを救え 中村　庸
63 亀岡市 本梅小学校 小４ 八田　歩翔 スイカの絵本 沢田としき
64 南丹市 八木西小学校 小４ 山𦚰　真緒 おかえり、ウミガメ 高久　至
65 南丹市 八木東小学校 小４ 中川　葉月 きつねのでんわボックス 戸田　和代
66 南丹市 八木東小学校 小４ 村上　真太郎 ざんねんないきもの事典 今泉忠明
67 綾部市 西八田小学校 小４ 西村　榎乃 ふたりはとっても本が好き！ 如月　かずさ
68 舞鶴市 倉梯小学校 小４ 松岡　琳叶 雪の写真家ベントレー ジャクリーンブリッグス・マーティン

69 舞鶴市 倉梯第二小学校 小４ 清川　優陽 一つの花 今西　祐行
70 向日市 第２向陽小学校 小５ 井上　希美 宇宙飛行士　大図鑑 安藤　卓
71 向日市 第２向陽小学校 小５ 岡谷　拓海 とってもいいひ ケビン・ヘンクス
72 向日市 第２向陽小学校 小５ 櫻井　莉子 水瓶座の少女アレーア タニヤ・シュテーブナー

73 向日市 第２向陽小学校 小５ 髙橋　依里 つるばら村のパン屋さん 茂市　久美子
74 向日市 第２向陽小学校 小５ 安田　理桜 迷子の星たちのメリーゴーランド 日向　理恵子
75 京田辺市 薪小学校 小５ 東定　真優 いろどり屋 廣嶋　玲子
76 宇治田原町 宇治田原小学校 小５ 河嶋　翠 はじめてであうシートン動物記 アーネスト・トムソン・シートン

77 亀岡市 青野小学校 小５ 長谷川　偉純 走れ犬ぞり、命を救え！ メアリー・ﾎﾟｰﾌﾟ・ｵｽﾞﾎﾞｰﾝ

78 南丹市 殿田小学校 小５ 船越　茉子 あるかしら書店 ヨシタケ　シンスケ
79 宮津市 府中小学校 小５ 冨田　一葉 天国までの49日間 櫻井　千姫
80 与謝野町 山田小学校 小５ 阿山　康太 青く塗りつぶせ 阿部　夏丸
81 向日市 第２向陽小学校 小６ 大前　実諒 ちきゅうはみんなのいえ リンダ・グ・レイザー



82 向日市 第２向陽小学校 小６ 橋本　莉亜 捨てないパン屋の挑戦 井出　留美
83 長岡京市 長法寺小学校 小６ 野村　伽梨 かがやき子ども病院　トレジャー・ハンター まはら三桃
84 京田辺市 田辺小学校 小６ 西田　陽 象のいない動物園 斎藤　憐
85 京田辺市 薪小学校 小６ 友田　航太朗 すごすぎる　天気の図鑑 荒木　健太郎
86 亀岡市 本梅小学校 小６ 寺竹　瑠音 里見八犬伝 曲亭馬琴
87 綾部市 中筋小学校 小６ 松本　茉莉亜 霧のむこうのふしぎな町 柏葉　幸子
88 福知山市 雀部小学校 小６ 足立　奏乃音 生き物たちのわすれもの 小宮　輝之
89 府立 聾学校舞鶴分校 小６ 荻野　怜奈 獣の奏者 上橋　菜穂子
90 八幡市 男山東中学校 中１ 平位　実鈴 サーカスの夜に 小川　糸
91 京田辺市 培良中学校 中１ 谷村　有菜 君が落とした青空 櫻　いいよ
92 木津川市 木津中学校 中１ 市川　愛奈 HELLO WORLD　映画ノベライズみらい文庫版 松田　朱夏
93 京丹後市 網野中学校 中１ 引野　柚希 少年少女飛行倶楽部 加納　朋子
94 府立 福知山高等学校附属中学校 中１ 関　乃ノ香 かぐや姫の物語 高畑　勲
95 大山崎町 大山崎中学校 中３ 谷口　照瑛 同志少女よ、敵を撃て 逢坂　冬馬
96 八幡市 男山東中学校 中３ 北村　彩奈 カラフル 森　絵都
97 京田辺市 培良中学校 中３ 佐藤　史奈 桜のような僕の恋人 宇山　佳佑
98 京丹波町 瑞穂中学校 中３ 甲山　楓佳 ぼくはイエローでホワイトでちょっとブルー ブレイディみかこ
99 京丹波町 和知中学校 中３ 田中　瑛大 死ぬ気まんまん 佐野　洋子
100 京都市 鳴滝総合支援学校 高１ 谷垣　雅斗 52ヘルツのクジラたち 町田　その子
101 府立 西舞鶴高等学校 高２ 藤田　日陽 キュリー夫人伝 エーヴ・キュリー


