
結果 氏名 学年 題名 書名 著者名

優秀 冷水　宏圭 堺市立東深井 小学校 1 じろべえ、かきいっぱいやな。 あたまにかきの木 小沢正

優秀 山本　蓮華 堺市立久世 小学校 1 ふうせんクジラと花火たいかいへいったよ ふうせん　クジラ わたなべ　ゆういち

優良 𠮷永 瑛大 大阪狭山市立南第三 小学校 1 はらぺこあおむし はらぺこあおむし エリック　カール

優良 大西　りお 岸和田市立天神山 小学校 2 雪わたり 雪渡り 宮沢賢治

優良 新屋　涼葉 高石市立取石 小学校 2 詩のせかいでわたしは 子どものいっしょに読みたい詩 水内　喜久雄

優良 山出　奈緒 河内長野市立長野 小学校 1 おうさまとおほしさま おうさまのたからもの 糟谷　奈美

結果 氏名 学年 題名 書名 著者名

優秀 岡　奏帆 香里ヌヴェール学院 小学校 3 糸がつなぐみんなの心 魔法のたいこと金の針 茂市久美子

優秀 木村　栞菜 堺市立東深井 小学校 2 どぼん！みんなでブクブク かわにくまがおっこちた リチャード・Ｔ・モリス

優良 八木沼　美侑 池田市立秦野 小学校 1 みんなともだち　せかいはひろがる かわにくまがおっこちた リチャード・Ｔ・モリス

優良 木村　真幹 はつしば学園 小学校 1 かわにくまがおっこちた かわにくまがおっこちた リチャード・Ｔ・モリス

優良 大畑　奏 堺市立三国丘 小学校 3 もしも恐竜とくらしたら もしも恐竜とくらしたら 山本　省三

優良 村上　心桜 河内長野市立高向 小学校 1 きょうりゅうとおにごっこ もしも恐竜とくらしたら 山本　省三
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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 神田　のい 大阪信愛学院 小学校 5 森林 シトロン坂を登ったら 白鷺あおい

優秀 中西　凌輔 追手門学院 小学校 4 ジャベール、光へ届け！ レ・ミゼラブル Ｖ・ユゴー

優良 熊代　梨花 茨木市立沢池 小学校 5 奇跡の再会 完全版　あらしのよるに きむら　ゆういち

優良 香水　詩 大阪信愛学院 小学校 6 オオカミ 大草原の小さなオオカミ 姜　戎

優良 桑島　希実 香里ヌヴェール学院 小学校 4 時間は絶対わたさない！！ モモ ミヒャエル・エデン

優良 一瀬　快翔 堺市立若松台 小学校 6 やまなし やまなし 宮沢　賢治

結果 氏名 学年 題名 書名 著者名

優秀 平野　美由紀 関西創価 小学校 4 木の妖精と太陽の光 太陽ってどんな星？ 宮原　ひろこ

優秀 鈴木　杜空 和泉市立北松尾 小学校 6 親友との最高な誕生パーティー 月でたんじょうパーティーをひらいたら ジョイス・ラパン

優良 本岡　凌咲人 和泉市立北松尾 小学校 6 月で誕生パーティーを開いたら 月でたんじょうパーティーをひらいたら ジョイス・ラパン

優良 金沢　咲依 茨木市立畑田 小学校 5 未来を見つめる光 夏に降る雪 あんず　ゆき

優良 尾木　良美 関西創価 小学校 6 光の雪が見える無きゅう洞 夏に降る雪 あんず　ゆき

優良 山本　恋 堺市立大仙西 小学校 4 月でたんじょうパーティーをひらいたら 月でたんじょうパーティーをひらいたら ジョイス・ラパン

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
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結果 氏名 学年 題名 書名 著者名

優秀 矢野　愛佳 堺市立陵南 中学校 2 人生の物語 また、同じ夢を見ていた 住野　よる

優秀 中岡　晶 堺市立陵南 中学校 2 人間 羅生門・鼻・芋粥 芥川　龍之介

優良 酒井　椰歩 東大阪市立小阪 中学校 2 僕の小説 満月と近鉄 前野　ひろみち

優良 織田　沙帆 守口市立庭窪 中学校 2 おいかけっこ 雨ふる本屋 日向　理恵子

優良 山本　紗瑶 守口市立梶 中学校 2 繋がる 猫のお告げは樹の下で 青山　美智子

優良 横山　仁美 堺市立美木多 中学校 2 桜のような僕の恋人 桜のような僕の恋人 宇山　佳佑

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 3 ウチナーの彩りのために よみがえった奇跡の紅型 中川　なをみ

優秀 田中　志歩 河内長野市東 中学校 1 スタート ゴースト ジェイソン・レノルズ

優良 秋吉　楓 東大阪市立小阪 中学校 2 君と踊るは夢にあらめや 王の祭り 小川　英子

優良 清水　萌衣 高槻 中学校 3 繋ぐ・繋がる もえぎ草子 久保田　香里

優良 小野寺　初菜 開明 中学校 2 魂のスタート ゴースト ジェイソン・レノルズ

優良 米井　優芽 守口市立八雲 中学校 2 ゴーストの過去 ゴースト ジェイソン・レノルズ

中学校の部：自由読書

学校名

中学校の部：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 田畑　芹奈 大阪府立堺西 高等学校 1 生きる 天と地の守り人　第三部　新ヨゴ皇国編 上橋　菜穂子

優良 中尾　光華 大阪商業大学 高等学校 1 時間と記憶 百花 川村　元気

優良 吉村　南颯 大阪商業大学 高等学校 1 僕は僕だけ 僕が僕をやめる日 松村　涼哉・たえ

優良 平石　宙望 大阪府立堺西 高等学校 1 月光 君は月夜に光り輝く 佐野　徹夜

優良 桝本　綺麗 大阪府立堺西 高等学校 1 ネバーランド号 ピーターパン ジェームズ・M・バリー

結果 氏名 学年 題名 書名 著者名

優秀 市成　巧 大阪商業大学 高等学校 2 ギヤースと犠牲者へ
戦場の秘密図書館
～シリアに残された希望～

マイク・トムソン

優良 和田　詩菜 大阪商業大学 高等学校 2 踏み出す もえぎ草子 久保田　香里　

優良 井上　亜美 大阪商業大学 高等学校 2 走る ゴースト ジェイソン・レノルズ

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。

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


