
結果 氏名 学年 題名 書名 著者名

優秀 中村　怜央 岸和田市立八木南 小学校 2 くじゃくのはなび くじゃくのはなび 鍾子芒 君島久子訳

優秀 中西　凌輔 私立追手門学院 小学校 2 ハッピーエンド ロミオとジュリエット ウィリアムシェイスクピア

優良 遠所　杏彩 大阪狭山市立東 小学校 2 それいけ！それいけ！ ありとすいか たむらしげる

優良 小南　千幸 河南町立　近つ飛鳥 小学校 1 「パパお月さまとって！」を読んで 「パパお月さまとって！」 エリックカール もりひさし訳

優良 安田　考宏 3 ゆきの遊園地 わんぱくだんのゆきまつり ゆきのゆみこ、上野与志

優良 杉岡　志遠 守口市立錦 小学校 3 ドードー鳥のフルホンさん 雨ふる本屋 日向理恵子

結果 氏名 学年 題名 書名 著者名

優秀 三宅　えみり 和泉市立南池田 小学校 2 空とぶドラゴンンの本やさん フランクリンの空とぶ本やさん ジェンキャンベル 横山和江　訳

優秀 巽　由吏 河内長野市立加賀田 小学校 3 かえるの冬眠 さとやまさん 工藤直子

優良 山口　凌功 富田林市立伏山台 小学校 1 フランクリンの上に本がいっぱいあったらいいな フランクリンの空とぶ本やさん ジェンキャンベル 横山和江　訳

優良 太田　真悠子 吹田市立東佐井寺 小学校 1 しあわせなせかい フランクリンの空とぶ本やさん ジェンキャンベル 横山和江　訳

優良 池田　章透 2 森のヒーローこがらしぼうや きらわれもののこがらしぼうや 仁科幸子

優良 高野　優衣 私立はつしば学園 小学校 1 フランクリンのたのしい本やさん フランクリンの空とぶ本やさん ジェンキャンベル 横山和江　訳

大和  簔城　久太 富田林市立東条 小学校 3 大女ろうぐも きらわれもののこがらしぼうや 仁科幸子
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小学校低学年の部：自由読書

学校名

小学校低学年の部：指定読書

学校名

守口市立さつき学園

守口市立さつき学園



結果 氏名 学年 題名 書名 著者名

優秀 馬場　萌亜 私立関西創価 小学校 6 楽しく遊ぼう 長くつ下のピッピ リンドグレーン 大塚勇三訳

優秀 平山　彩乃 泉大津市立浜 小学校 6 トットちゃん 窓ぎわのトットちゃん 黒柳徹子

優良 末松　美桜 堺市立三国丘 小学校 5 仲間を救うガンの頭領 大造じいさんとガン 椋鳩十

優良 河合　駿 羽曳野市立高鷲南 小学校 5 銀河鉄道の夜 銀河鉄道の夜 宮沢賢治

優良 井上　俊瑛 私立関西創価 小学校 5 元気に飛び立つ白鳥 雪ぐにの王子さま 池田大作

大和 平田　龍海 泉大津市立楠 小学校 4 好きな物にかこまれて うみのとしょかん 葦原かも

結果 氏名 学年 題名 書名 著者名

優秀 古友　七実 私立関西創価 小学校 5 守ろう大切な命 しだれ桜のゴロスケ 熊谷千世子

優秀 守安　陽香 私立帝塚山学院 小学校 6 変わらぬ愛情 しだれ桜のゴロスケ 熊谷千世子

優良 石井　優羽 堺市立原山ひかり 小学校 6 感謝の気持ちを大切に しだれ桜のゴロスケ 熊谷千世子

優良 藤戸　礼菜 守口市立寺方南 小学校 6 虹色のしだれ桜 しだれ桜のゴロスケ 熊谷千世子

優良 中西　陽一 私立関西創価 小学校 6 救い出す！命の香り 救助犬エリーの物語り Ｗブルースキャメロン 西本かおる訳

優良 吉光　春希 私立賢明学院 小学校 5 アサギマダラとの約束 あした飛ぶ 束田澄江

小学校高学年の部：自由読書

学校名

小学校高学年の部：指定読書

学校名



結果 氏名 学年 題名 書名 著者名

優秀 佐藤　涼佳 堺市立陵南 中学校 2 高島明石「春と修羅」 蜜蜂と遠雷 恩田　陸

優秀 釣田　知栄実 堺市立陵南 中学校 2 愛と希望の先に ヘレンケラー フィオ・マクドナルド（著） 菊島伊久栄（訳）

優良 加藤　星華 堺市立陵南 中学校 2 時間の町へ行こう モモ ミヒャエル・エンデ作 大島かおり　訳

優良 阪本　凉 東大阪市立若江 中学校 1 KATACHI かがみの弧城 辻村深月

優良 岡田　芽久 私立大阪女学院 中学校 2 大乱舞会の終わり
かしわばやしの夜
「注文の多い料理店」より

宮沢賢治

優良 和田　乙希 私立帝塚山学院 中学校 3 生きた証 余命１０年 小坂流加

大和 𠮷原　慈 堺市立赤坂台 中学校 2 俺は今、太陽のように フリーター、家を買う。 有川浩

結果 氏名 学年 題名 書名 著者名

優秀 小谷　陽奈 堺市立陵南 中学校 2 キツネの男の子の絆
キツネのパックス
愛をさがして

サラ・ペニーパッカー・作 佐藤見果夢・訳

優秀 柳田　桃花 堺市立陵南 中学校 1 極北の数々の景色 極北へ 石川直樹

優良 山口　晶晶 茨木市立豊川 中学校 2 代々と同じ １００年の木の下で 杉本りえ

優良 寺木　未来 堺市立陵南 中学校 1 この１００年間で １００年の木の下で 杉本りえ

優良 森口　晴美 堺市立陵南 中学校 2 思い出 １００年の木の下で 杉本りえ

優良 西山　友菜 東大阪市立楠根 中学校 3 成長 １００年の木の下で 杉本りえ

中学校の部：自由読書

学校名

中学校の部：指定読書

学校名



結果 氏名 学年 題名 書名 著者名

優秀 松本　奈々 私立清教学園 高等学校 1 出会い 夜は短し　歩けよ乙女 森見登美彦

優秀 畦﨑　雅 私立大阪薫英女学院 高等学校 3 ひとりぼっちの独裁者 マイ国家 星新一

優良 西端　日奈子 大阪府立港南造形 高等学校 3 星になる よだかの星 宮沢賢治

優良 嵯峨　結月 大阪府立堺西 高等学校 2 真空の夜
星空の下、君の声だけを抱きし
める

高橋びすい

優良 島田　梨香 私立大阪薫英女学院 高等学校 3 生きて 永遠をさがしに 原田マハ

優良 松尾　和佳奈 私立大阪商業大学 高等学校 1 亡霊 モンスター 百田尚樹

大和 北田　愛莉 大阪府立堺西 高等学校 2 みかん島とどうぶつ島 エルマーのぼうけん ルース・スタイルヌ・ガネット作 わたなべしげお訳

結果 氏名 学年 題名 書名 著者名

優秀 木本　沙希 大阪成蹊女子 高等学校 3 希望と団結
正義の声は消えない
反ナチス・城バラ抵抗運動の学生たち

ラッセル・フリードマン（著） 渋谷弘子（訳）

優秀 福本　有笑 私立大阪商業大学 高等学校 3 別れ キツネのパックス サラ・ペニーパッカー・作 佐藤見果夢・訳

優良 藤原　純里 私立大阪商業大学 高等学校 3 僕はかわる ヒトラーと暮らした少年 ジョン・ボイン作 原田勝　訳

優良 米重　瑞美 私立大阪商業大学 高等学校 3 別れ キツネのパックス サラ・ペニーパッカー・作 佐藤見果夢・訳

優良 山本　琉聖 私立大阪商業大学 高等学校 3 つながり キツネのパックス サラ・ペニーパッカー・作 佐藤見果夢・訳

優良 田窪　真菜実 大阪府立刀根山 高等学校 3 歌聴くレンゲの花 １００年の木の下で 杉本りえ

お名前の異体字については、Webでは対応が難しい場合があるのでご容赦ください。
大和　は、「大和証券支店賞」です。

高等学校の部：自由読書

学校名

高等学校の部：指定読書

学校名



中学校

高等学校

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

　　　岸和田市立八木南小学校　　　　　　　　　私立追手門学院小学校　 　　　　　　　和泉市立南池田小学校　　　　　　　河内長野市立加賀田小学校　　　    　

　　　私立関西創価小学校　　　　 　　　　　　　 泉大津市立浜小学校　　　　　　　　　　私立帝塚山学院小学校            　　　　　　 　　

 　　堺市立陵南中学校　　　   　　　

　　　私立清教学園高等学校　　　　　　　　　私立大阪薫英女学院高等学校　   　　　　大阪成蹊女子高等学校　　　　　　　私立大阪商業大学高等学校　　　　　


