
結果 名前 学年 題名 書名 著者名

優秀 清野　来光 茨木市立天王 小学校 3 サーカスのライオン サーカスのライオン 川村たかし

優秀 荒木　千愛良 大阪信愛学院 小学校 2 かさじぞうがわらってる かさじぞう 山下明生

優良 大野　統生 和泉市立光明台北 小学校 1 ふうせんクジラ ふうせんクジラ わたなべ　ゆういち

優良 谷口　桧 堺市立金岡 小学校 2 ぼくはカメレオン ぼくはカメレオン たしろちさと

優良 桑島　愛佳 香里ヌヴェール学院 小学校 1 いうことをきかないどんぐりたち どんぐりと山猫 宮沢賢治

優良 澤山　彩羽 守口市立錦 小学校 3 大きくなったあおむし はらぺこあおむし エリック・カール

結果 名前 学年 題名 書名 著者名

優秀 川村　碧士 守口市立寺方南 小学校 2 宇宙人がいた 宇宙人がいた やまだともこ

優秀 八木沼　美侑 池田市立秦野 小学校 2 幸せな思い出 みどりバアバ ねじめ正一

優良 岡座　悠真 茨木市立沢池 小学校 3 足元にある今と昔、命のつながり 地球がうみだす土のはなし 大西健夫、龍澤彩 

優良 玉田　桜久 羽曳野市立埴生南 小学校 2 うちゅうパーティー 宇宙人がいた やまだともこ

優良 門阪　泉顯 河内長野市立美加の台 小学校 2 コスモに会いに行く 宇宙人がいた 山田　ともこ

優良 宮本　空 阪南市立西鳥取 小学校 1 えがおのおばあちゃん みどりバアバ ねじめ正一
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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 名前 学年 題名 書名 著者名

優秀 桑島　希実 香里ヌヴェール学院 小学校 5 ジョバンニの夜 銀河鉄道の夜 宮沢賢治

優秀 中西　凌輔 追手門学院 小学校 5 仮面の奥の真実 オペラ座の怪人 ガストン・ルル―

優良 相川　誠 大阪狭山市立南第一 小学校 6 ドボン やまなし 宮沢賢治

優良 岩本　空恋 大阪狭山市立南第二 小学校 5 やかましい夜の町 世界で一番やかましい音 ベンジャミン・エルキン

優良 神田　のい 大阪信愛学院 小学校 6 届かない声 ５２ヘルツのクジラたち 町田そのこ

優良 川村　勇雅 守口市立守口 小学校 4 ぼくが行きたくない世界 じごくのそうべえ 田島　征彦

結果 名前 学年 題名 書名 著者名

優秀 篠原　世那 堺市立はるみ 小学校 4 サステナブル・ビーチ サステナブル・ビーチ 小手鞠るい

優秀 山本　悠陽 河内長野市立三日市 小学校 5 みんなで楽しくごみ拾い サステナブル・ビーチ 小手鞠るい

優良 水無瀬　咲良 高槻市立北日吉台 小学校 4 物語はたきぎから
お話のたきぎをあつめる人：魔法
の図書館の物語

ローレンティン妃、パウル・ヴァン・ローン

優良 平野　美由紀 関西創価 小学校 5 希望の空へ大航海 江戸の空見師 嵐太郎 佐和みずえ

優良 桑島　志歩 香里ヌヴェール学院 小学校 4 最高の読者タイム
お話のたきぎをあつめる人：魔法
の図書館の物語

ローレンティン妃、パウル・ヴァン・ローン

優良 松任　晟 追手門学院 小学校 4 二匹の海の神も驚いた 江戸の空見師 嵐太郎 佐和みずえ

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 名前 学年 題名 書名 著者名

優秀 大橋　愛生 東大阪市立英田 中学校 3 今日を喰べる。 東京すみっこごはん 成田名璃子

優秀 盛田　和岐 守口市立庭窪 中学校 2 東京の夜 真夜中乙女戦争 F

優良 奥田　もも 堺市立美木多 中学校 1 ホメロスのお墓のバラ一輪
アンデルセン童話全集１
 ホメロスのお墓のバラ一輪

高橋　健二

優良 西野　遥 堺市立浜寺南 中学校 2 植物に支配された星 宇宙の声 星　新一

優良 三宅　梨紗 東大阪市立英田 中学校 1 赤ずきんの道筋
赤ずきん、
　旅の途中で死体と出会う

青柳碧人

優良 芳滝　千乃 守口市立第一 中学校 2 背骨、炎上 推し、燃ゆ 宇佐見　りん

結果 名前 学年 題名 書名 著者名

優秀 小野寺　初菜 開明 中学校 3 「ありがとう」へ
大切な人は今もそこにいる
：ひびきあう賢治と東日本大震災 千葉 望

優秀 田中　志歩 河内長野市立東 中学校 2 すべてがある場所 きみのいた森で ピート・ハウトマン

優良 松井　彩里 高槻市立第七 中学校 3 記憶の破壊 きみのいた森で ピート・ハウトマン

優良 笠原　蒼依 東大阪市立英田 中学校 3 花が咲くとき 世界とキレル 佐藤まどか

優良 松井　若菜 東大阪市立長瀬 中学校 2 いてくれてありがとう
大切な人は今もそこにいる
：ひびきあう賢治と東日本大震災 千葉 望

優良 保田　陽向 守口市立樟風 中学校 1 世界からの脱出 世界とキレル 佐藤まどか

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 名前 学年 題名 書名 著者名

優秀 森　優日 大阪府立堺西 高等学校 2 お金と幸せの答え 億男 川村　元気

優秀 三村　真優 大阪府立池田 高等学校 3 幸せ（さちせ）
今日の空が一番好き、
　　 とまだ言えない僕は

福徳秀介

優良 川渕　朱里 大阪商業大学 高等学校 1 あこがれ 蝶の粉 蝶の粉

優良 岩藤　小町 大阪府立堺西 高等学校 2 呪縛 夜長姫と耳男 坂口　安吾

優良 田畑　芹奈 大阪府立堺西 高等学校 2 マリアの涙
バチカン奇跡調査官
　黒の学院

藤木　稟

結果 名前 学年 題名 書名 著者名

優秀 市成　巧 大阪商業大学 高等学校 3 新貫穿(シンカンセン) 零から０へ まはら三桃

優秀 美谷島　桜都 大阪府立枚方 高等学校 2 たった少しの誤差 きみのいた森で ピート・ハウトマン

優良 和田　詩菜 大阪商業大学 高等学校 3 アーティチョークの鎧 世界とキレル 佐藤まどか

優良 本田　夏帆 大阪商業大学 高等学校 3 突き進む、その向こうへ 零から０へ まはら三桃

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
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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 茨木市立天王小学校　　　大阪信愛学院小学校　　　香里ヌヴェール学院小学校　　追手門学院小学校　　池田市立秦野小学校

河内長野市三日市小学校　　堺市立はるみ小学校　　守口市立寺方南小学校

中学校 開明中学校　　守口市立庭窪中学校　　東大阪市立英田中学校　　河内長野市立東中学校

高等学校 大阪府立堺西高等学校　　大阪商業大学高等学校　　大阪府立枚方高等学校　　大阪府立池田高等学校


