
結果 氏名 学年 題名 書名 著者名

優秀 森澤　心大 和泉市立緑ヶ丘 小学校 2 かいじゅうたちのいるところ かいじゅうたちのいるところ モーリス・センダック

優秀 中西　凌輔 追手門学院 小学校 3 白鳥ステーションで会おうね 銀河鉄道の夜 宮沢賢治

優良 羽入　美花 大阪狭山市立南第二 小学校 3 ボリス一家 エルマーと１６ぴきのりゅう ルース・スタイルス・ガネット

優良 山根　梨七 茨木市立沢池 小学校 2 わたしのおに いばらきのおに 宇津木秀甫

優良 岡本　樹宙 羽曳野市立丹比 小学校 1 おしゃれなカラス おしゃれなからす 濱田廣介

優良 池田　章透 守口市立さつき学園 小学校 3 りゅうを助けたエルマー エルマーのぼうけん ルース・スタイルス・ガネット

結果 氏名 学年 題名 書名 著者名

優秀 東尾　舞香 はつしば学園 小学校 1 キツネのはじめてのふゆ キツネのはじめてのふゆ マリオン・デーン・バウアー

優秀 桑島　希実 香里ヌヴェール学院 小学校 3 ぼくが案内してあげる エレベーターのふしぎなボタン 加藤直子

優良 生田　千閃 茨木市立豊川 小学校 1 どうぶつのふゆ キツネのはじめてのふゆ マリオン・デーン・バウアー

優良 𠮷田　朱璃 河南町立かなん桜 小学校 1 キツネのはじめてのふゆ キツネのはじめてのふゆ マリオン・デーン・バウアー

優良 藤木　颯真 高石市立取石 小学校 2 のりたいな、はたらくくるま たてる：こうじのえほん サリー・サットン

優良 岡　奏帆 香里ヌヴェール学院 小学校 2 ゆめの中の二人のきずな エレベーターのふしぎなボタン 加藤直子
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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
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結果 氏名 学年 題名 書名 著者名

優秀 德永　和 茨木市立茨木 小学校 6 海の生き物たち いのちあふれる海へ クレア・Ａ・ニヴォラ

優秀  廣谷　美有 岸和田市立東光 小学校 5 銀河鉄道の夜 銀河鉄道の夜 宮沢賢治

優良 岡村　慶奈 大阪狭山市立東 小学校 4 わたしの木 じぶんの木 最上一平

優良 香水　詩 大阪信愛学院 小学校 5 岩場の1本角 蒼き戦記：星と語れる者 古橋通夫

優良 栗林　春香 関西創価 小学校 6 輝く希望を見つめて お月さまと王女 池田大作

優良 平田　龍海 泉大津市立楠 小学校 5 真夜中の木の祭り 木の祭り 新美南吉

結果 氏名 学年 題名 書名 著者名

優秀 田中　志歩 河内長野市立三日市 小学校 6 希望の星への出発 スペース合宿へようこそ 山田亜友美

優秀 坪内　真帆 関西創価 小学校 6 未来の海へクジラは進む クジラのおなかからプラスチック 保坂直紀

優良 外池　正博 関西創価 小学校 6 未知なる星へレッツゴー！ スペース合宿へようこそ 山田亜友美

優良 川端　藍莉 守口市立守口 小学校 4 世界一の本屋さん モノ・ジョーンズとからくり本屋 シルヴィア・ビショップ

優良 横田　陽葵 守口市立佐太 小学校 4 海にただようプラスチック クジラのおなかからプラスチック 保坂直紀

優良 林　咲智 豊中市立桜井谷 小学校 6 こんな地球でいいのか クジラのおなかからプラスチック 保坂直紀

学校名

小学校高学年の部：指定読書

学校名

小学校高学年の部：自由読書
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結果 氏名 学年 題名 書名 著者名

優秀 小西　桃華 堺市立赤坂台 中学校 1 きっと君に届くと信じて きっと君に届くと信じて 吉富多美

優秀 阪本　凉 東大阪市立若江 中学校 2 アネモネ ひだまりに花の咲く 沖田円

優良 丸山　結加 堺市立赤坂台 中学校 1 とらわれの姫 王子と姫（５分後に感動のラスト） 藤李

優良 沼口　結実 守口市立八雲 中学校 2 悲しみの色 ある晴れた夏の朝 小手鞠るい

優良 田中　咲伎 大阪女学院 中学校 3 表現 残像に口紅を 筒井康隆

優良 笠原　蒼依 東大阪市立英田 中学校 1 光
スイッチを押すとき
　WHEN YOU RUSH THE SWITCH

山田悠介

結果 氏名 学年 題名 書名 著者名

優秀 加藤　唯奈 東大阪市立石切 中学校 2 悲しみ マレスケの虹 森川成美

優秀 藤田　茉緖 守口市立庭窪 中学校 2 あしたのために
子犬たちのあした
：ロンドン大空襲

ミーガン・リクス

優良 佐野　釉香 守口市立庭窪 中学校 2 思いを乗せて 南西の風やや強く 吉野万理子

優良 仲田　久瑠実 守口市立樟風 中学校 2 戦争の恐怖
子犬たちのあした
：ロンドン大空襲

ミーガン・リクス

優良 桐　晴香 守口市立梶 中学校 2 希望を胸に マレスケの虹 森川成美

優良 泊野　愛良 高槻市立第九 中学校 1 再会
子犬たちのあした
：ロンドン大空襲

ミーガン・リクス

学校名

中学校の部：自由読書

学校名

中学校の部：指定読書
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結果 氏名 学年 題名 書名 著者名

優秀 桑　優梨香 大阪府立桃谷 高等学校 3 　ギャー！ ポッコちゃん 星新一

優秀 伊地知　壮良 大阪商業大学 高等学校 2 死神の記憶 死神の精度 伊坂幸太郎

優良 西川　越理 大阪商業大学 高等学校 2 交差 ぼくは明日、昨日のきみとデートする 七月隆文

優良 長野　風花 大阪商業大学 高等学校 2 星の下で 星守る犬 蒔田陽平

優良 廣中　美月 大阪商業大学 高等学校 2 銀河に溺れる 銀河鉄道の夜 宮沢賢治

優良 川口　なつ貴 大阪府立桃谷 高等学校 3 　灯火 獣の奏者 上橋菜穂子

結果 氏名 学年 題名 書名 著者名

優秀 天野　花美 帝塚山学院 高等学校 1 光のために マルスケの虹 森川成美

優秀 和田　詩菜 大阪商業大学 高等学校 1 南西に向かって 南西の風やや強く 吉野万理子

優良 市成　巧 大阪商業大学 高等学校 1 犬、戦争を憎み仔を探す
子犬たちのあした
：ロンドン大空襲

ミーガン・リクス

優良 井上　亜美 大阪商業大学 高等学校 1 平和 マルスケの虹 森川成美

優良
タヒナーエヴァ・

アリーナ
大阪商業大学 高等学校 1 紙ひこうき 南西の風やや強く 吉野万理子

優良 松本　つぶら 大阪薫英女学院 高等学校 2 真夜中の少年たち 南西の風やや強く 吉野万理子

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

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。
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中学校

高等学校

小学校

　　　和泉市立緑ヶ丘小学校　　　　　　　　　追手門学院小学校　 　　　　　　　はつしば学園小学校　　　　　　　香里ヌヴェール学院小学校

　　　茨木市立茨木小学校　　　　 　　　　　　岸和田市立東光小学校　　　　　関西創価小学校　　　　　     　河内長野市立三日市小学校

 　　堺市立赤坂台中学校　　　   　　　　東大阪市立石切中学校　　　　　　東大阪市立若江中学校　　　　　　　守口市立庭窪中学校

　　 大阪府立桃谷高等学校　　　　　　　　　帝塚山学院高等学校　   　　　　　　　　　　　大阪商業大学高等学校　　　　　

学校賞（優秀を受賞した児童・生徒が在籍している学校）


