
結果 氏名 学年 題名 書名 著者名

優秀 池田　実沙 泉大津市立上條 小学校 1 くじゃくの花火 くじゃくの花火
なすだみのる：作
かるべめぐみ：絵

優秀 平田　龍海 泉大津市立楠 小学校 3 楽しい天国に住むぼくの仲間達
なかないでアーサー
てんごくにいったいぬのおはなし

エマ・チチェスター・クラーク作・絵
こだまともこ訳

優良 小林　悠人 堺市立美木多 小学校 3 ぼくはカメレオン ぼくはカメレオン たしろ　ちさと

優良 野村　奏乃子 堺市立新浅香山 小学校 3 モチモチの木にひが モチモチの木 斎藤隆介

優良 中西　凌輔 追手門学院 小学校 1 しあわせなごん ごんぎつね 新見南吉

優良 水野　歩夢 守口市立三郷 小学校 3 ワンプのほし ワンプのほし ビル・ピート作・絵　代田昇　訳

結果 氏名 学年 題名 書名 著者名

優秀 髙松　富之介 城星学園 小学校 1 シロナガスクジラの学校 シロナガスクジラ
ジェニ・デスモンド著
福本由紀子　訳

優秀 木村　健太郎 はつしば学園 小学校 1 あなのなかには・・・ あなのなかには・・・
レベッカ・コップ作
長友恵子　訳

優良 德能　楓 和泉市立伯太 小学校 3 あなのなかの口をあけたかっこいいりゅう あなのなかには・・・
レベッカ・コップ作
長友恵子　訳

優良 山崎　蒼平 和泉市立南池田 小学校 1 あなの中にはカマキリがいっぱい あなのなかには・・・
レベッカ・コップ作
長友恵子　訳

優良 茶谷　小麦 和泉市立南池田 小学校 1 いわをもちあげたおにぼう おにぼう
くすのき　しげのり作
伊藤秀男　絵

優良 野村　沙恵 堺市立登美丘南 小学校 2 あなのなかには あなのなかには・・・
レベッカ・コップ作
長友恵子　訳
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小学校低学年の部：指定読書

小学校低学年の部：自由読書

学校名

学校名



結果 氏名 学年 題名 書名 著者名

優秀 橘　咲良 和泉市立北松尾 小学校 6 にぎやかなかいじゅうたち かいじゅうたちのいるところ
作：モーリス・センダック
訳：じんぐう　てる

優秀 石原　大暉 堺市立新浅香山 小学校 5 セロ弾きのゴーシュ セロ弾きのゴーシュ 宮沢賢治

優良 岡村　虹龍 和泉市立北松尾 小学校 6 ゆかいなかいじゅうたち かいじゅうたちのいるところ
作：モーリス・センダック
訳：じんぐう　てる

優良 有吉　小都音 堺市立東深井 小学校 6 銀河鉄道の夜 銀河鉄道の夜 宮沢賢治

優良 竹田　真理子 賢明学院 小学校 5 とうさん，おかえりなさい！ プラム・クリークの土手で
ローラ・インガルス・ワイルダー作
ガース・ウィリアムズ画
恩地三保子　訳

優良 松岡　佳希 四天王寺 小学校 4 闘え！パーシー!!
パーシー・ジャクソンと
         オリンポスの神々

リック・リオーダン
金原瑞人・小林みき　訳

結果 氏名 学年 題名 書名 著者名

優秀 小野寺　初菜 泉大津市立浜 小学校 5 明里がんばれ 流れ星キャンプ 嘉成晴香・作　宮尾和孝・絵

優秀 中西　陽一 関西創価 小学校 5 やさしいおばあちゃん いたずらっ子がやってきた
カトリーナ・ナネスタッド作
渋谷弘子・訳　こぺんなな・絵

優良 日髙　結愛 堺市立日置荘西 小学校 5 小雪ちゃんはお友だち ぼくが消えないうちに
Ａ・Ｆ・ハロルド作
エミリー・グラヴェット絵
こだまともこ訳

優良 松本　海璃 泉大津市立楠 小学校 4 想像の世界 ぼくが消えないうちに
Ａ・Ｆ・ハロルド作
エミリー・グラヴェット絵
こだまともこ訳

優良 吉光　春希 賢明学院 小学校 4 夜空ぼうし 流れ星キャンプ 嘉成晴香・作　宮尾和孝・絵

優良 岸本　実優 城南学園 小学校 5 地球を守るための森
本当はすごい森の話
～林業家からのメッセージ～

田中惣次

小学校高学年の部：指定読書

小学校高学年の部：自由読書

学校名

学校名



結果 氏名 学年 題名 書名 著者名

優秀 宮原　明日香 堺市立三国丘 中学校 2 未来へ キシャツー 小路幸也

優秀 山本　莉緒 守口市立梶 中学校 2 正義
ひとりぼっちの
        スーパーヒーロー

マーティン・リーヴィット・著
神戸　万知・訳

優良 鈴　友梨香 高槻市立芝谷 中学校 1 君は、光なんだ いなくなれ、群青 河野　裕

優良 成松　健心 堺市立陵南 中学校 2 悩みと鳥 青い鳥 重松　清

優良 森口　晴美 堺市立陵南 中学校 1 年月 かさぶた 中筋　純

優良 近藤　真衣 堺市立大泉 中学校 3 魔法の塔 僕とおじいちゃんと魔法の塔 香月日輪・亜円堂

結果 氏名 学年 題名 書名 著者名

優秀 和田　みゆ 東大阪市立長栄 中学校 2 絆の歌
青い目の人形物語2
  ：希望の人形　日本編

シャーリー・パレント・作
河野　万里子・訳

優秀 峰松　由衣 守口市立庭窪 中学校 2 出逢い
人はなぜ星を見上げるのか
  ：星と人をつなぐ仕事

髙橋真理子

優良 山邊　愛梨 大阪女学院 中学校 2 夢の達成
スマイル：笑顔と出会った
自転車地球一周１５７ヵ国、
155,502㎞

小口良平・著

優良 片山　恵利 堺市立陵南 中学校 2 小里の駅路 駅鈴（はゆまのすず）
久保田香里・作
坂本ヒメミ・画

優良 有馬　颯太 堺市立三国丘 中学校 2 謎からナゾへ スピニー通りの秘密の絵
Ｌ・Ｍ・フィッツジェラルド・著
千葉茂樹・訳

優良 髙橋　涼葉 守口市立庭窪 中学校 2 秘密の絵の謎 スピニー通りの秘密の絵
Ｌ・Ｍ・フィッツジェラルド・著
千葉茂樹・訳

学校名

学校名

中学校の部：指定読書

中学校の部：自由読書



結果 氏名 学年 題名 書名 著者名

優秀 齋藤　ひなた 大阪府立刀根山 高等学校 3 恐怖 天使の囀り 貴志　祐介

優秀 森田　安香音 大阪府立港南造形 高等学校 1 失って気づいたこと この世界から猫が消えたなら 川村　元気

優良 澤野　杏実 大阪女学院 高等学校 2 独歩
歩きながら考えよう
           建築も、人生も

安藤　忠雄

優良 野見　彩珠 関西創価 高等学校 3 愛された世界 オー！ファーザー 井坂　幸太郎

優良 阪口　佳南 大阪府立堺西 高等学校 2 呪い 親指さがし 山田　悠介

優良 畦﨑　雅 大阪薫英女学院 高等学校 2 あるロボットの暴走 声の網 星　新一

結果 氏名 学年 題名 書名 著者名

優秀 水上　聡太 大阪商業大学 高等学校 2 秘密を追って スピニー通りの秘密の絵
Ｌ・Ｍ・フィッツジェラルド・著
千葉茂樹・訳

優秀 木本　沙希 大阪成蹊女子 高等学校 2 真実と絆 スピニー通りの秘密の絵
Ｌ・Ｍ・フィッツジェラルド・著
千葉茂樹・訳

優良 藤原　純里 大阪商業大学 高等学校 2 迷いと信実 スピニー通りの秘密の絵
Ｌ・Ｍ・フィッツジェラルド・著
千葉茂樹・訳

優良 中嶋　巴椰 大阪商業大学 高等学校 2 空を辿る
スマイル!：笑顔と出会った
自転車地球一周１５７ヵ国、
155,502㎞

小口良平・著

優良 福本　有笑 大阪商業大学 高等学校 2 生命と惑星
人はなぜ星を見上げるのか
   ：星と人をつなぐ仕事

髙橋真理子

優良 永山　柚乃花 大阪成蹊女子 高等学校 2 風 駅鈴（はゆまのすず）
久保田香里・作
坂本ヒメミ・画

中学校

高等学校

泉大津市立浜小学校　　　　 関西創価小学校            和泉市立北松尾小学校　　　　 　堺市立新浅香山小学校　　　  　   

 東大阪市立長栄中学校　　　   　守口市立庭窪中学校          堺市立三国丘中学校　　　　守口市立梶中学校　　　　    

大阪商業大学高等学校　　　大阪成蹊女子高等学校　　　   大阪府立刀根山高等学校　　　　大阪府立港南造形高等学校　　　　　

学校名

学校名

高等学校の部：指定読書

高等学校の部：自由読書

学校賞（優秀を受賞した児童・生徒が在籍している学校）

小学校
城星学園小学校　　　　はつしば学園小学校　 　　泉大津市立上條小学校　　　　泉大津市立楠小学校　　　    　


