
小学校 低学年 自由読書の部
結果 題　　　名 学　校　名 学年 氏名
優秀 まほうのまち 堺市立原山台東小学校 1 石本　優花
優秀 本当はすきなの… 島本町立第三小学校 2 吉崎　冴恵
優良 コバンザメとクジラ 茨木市立中津小学校 3 森　　優大
優良 であえてほんとうによかった 大阪狭山市立南第三小学校 1 岩本　晴香
優良 アルフィーのいえで 守口市立寺方小学校 1 飯田　兜斗
優良 ちいさなちいさなおかしのまち 私立帝塚山学院小学校 2 矢倉　千奈未
佳作 おひさまのたね 羽曳野市立西浦小学校 2 志毛　遥
佳作 空とぶわんこハウス 富田林市立伏山台小学校 2 西川真依子
佳作 虫と友だち 守口市立佐太小学校 2 門脇怜音
佳作 やさしいジオジオ 堺市立上野芝小学校 2 河野莉々香
佳作 パピーウォカーの絵里ちゃんとコメット 島本町立第四小学校 3 大渕理真
佳作 ねずみのやまいも 河南町立白木小学校 2 八尾祐杏
佳作 のっぽのばけもの 河内長野市立川上小学校 1 大和はる
佳作 「金のりんご」を読んで 河内長野市立南花台小学校 2 三浦陸史

小学校 低学年 指定読書の部
結果 題　　　名 学　校　名 学年 氏名
優秀 おさるとおともだちになったよ 堺市立津久野小学校 1 池田　惺
優秀 みんな　なかよしだよ 羽曳野市立古市南小学校 2 松井　寿樹
優良 けいとで作られたせかい 守口市立橋波小学校 2 石村　陽達
優良 森でセーターをあむアナベル 和泉市立北松尾小学校 3 平石　宙望
優良 森でセーターをあむアナベル 和泉市立北松尾小学校 3 藤原　暖子
優良 キツネの花よめ 能勢町立田尻小学校 1 中嶋　依吹
佳作 アナベルとふしぎなけいと 堺市立熊野小学校 2 寺田透子
佳作 アナベルと森の動物たちのさんかん日 和泉市立北松尾小学校 3 吉田一花
佳作 あったかそうなアナベル 羽曳野市立丹比小学校 3 高橋琥珀
佳作 バナナをとってあげるジェーンさん 富田林市立久野喜台小学校 2 笹原健人
佳作 ジェーンとチンパンジーのひみつの森 私立賢明学院小学校 3 角間晴奏
佳作 だいすき、でも、でもね 堺市立西百舌鳥小学校 2 宮本　葵
佳作 ふしぎなやまびこしゃしんかん 富田林市立東条小学校 2 森　櫻大
佳作 ディビットじいさんとジェーン 池田市立石橋南小学校 2 小原　悠市

小学校 高学年 自由読書の部
結果 題　　　名 学　校　名 学年 氏名
優秀 感動の再会 私立帝塚山学院小学校 4 高島　咲来
優秀 ぼくは、ずっとずっと待ってるよ 私立賢明学院小学校 5 永松　ゆい
優良 おこっている山ねこ 和泉市立北松尾小学校 4 中塚　騰也
優良 木の実のなるころに・・・ 大阪狭山市立南第二小学校 5 中野　安優
優良 モチモチの木 岸和田市立八木南小学校 4 椎葉　日南
優良 小さな王子様の大きな決意 守口市立錦小学校 6 浮田　紗希
佳作 猫ばばがやってきた 和泉市立鶴山台南小学校 5 船本彩加
佳作 エルマーのぼうけん 羽曳野市立高鷲南小学校 4 阪倉瑛万
佳作 宮沢賢治の世界に挑戦　注文の多い料理店 守口市立春日小学校 6 中村水都
佳作 月のいいばんのこと 堺市立新浅香山小学校 4 片田沙弥花
佳作 いばら姫 堺市立土師小学校 5 椿　康雅
佳作 「人間ごっこ」を読んで 河南町立近つ飛鳥小学校 5 徳山彩水
佳作 またごはんつくってあげるね 河内長野市立長野小学校 5 辻　胡々杏
佳作 ディノニクスとインコのロージー 河内長野市立川上小学校 5 松本愛可

小学校 高学年 指定読書の部
結果 題　　　名 学　校　名 学年 氏名
優秀 さあ行こうバン 私立賢明学院小学校 5 永松　れい
優秀 マナポ、初めての読みきかせ 堺市立南八下小学校 6 原山　由芽加
優良 嵐にいななくバン 茨木市立清渓小学校 6 宮脇　一喜
優良 嵐が来た 河内長野市立天見小学校 6 稲田　正一郎
優良 もえつきた村 堺市立桃山台小学校 4 森田　実玖
優良 夢をつかみとれ！ 茨木市立天王小学校 5 新田　風佳
佳作 ジャックとバン 堺市立若松台小学校 5 趙あおい
佳作 母ちゃんのもと 私立城南学園小学校 4 小野蓮未
佳作 ぬくもり 守口市立庭窪小学校 5 八木遥香
佳作 人を楽しませるリロダ 私立関西創価小学校 5 髙橋和奏
佳作 まんてん夜空の星 岸和田市立立太田小学校 4 岡久桃子
佳作 しあわせの国につれて行く船 私立関西創価小学校 5 髙瀬夢菜
佳作 飛び散る火花 堺市立三国丘小学校 6 阪村莉奈
佳作 自然の手造りの船 守口市立東小学校 6 山本真広
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中学校 自由読書の部
結果 題　　　名 学　校　名 学年 氏名
優秀 たそがれ 堺市立三国丘中学校 2 能登　都
優秀 勇気と愛 箕面市立第四中学校 1 紀平　彩羽
優良 奇跡のリンゴ 堺市立中百舌鳥中学校 2 筒井　洋貴
優良 三日間 高槻市立芝谷中学校 2 芦田　恵美奈
優良 報われない努力 豊中市立第十四中学校 1 福田　郁
優良 『夏の庭－TheFriends－』を読んで 柏原市立堅下南中学校 1 松岡　柚花
佳作 NON  STOP！！ 東大阪市立池島中学校 1 原田ひかる
佳作 その先は空 東大阪市立高井田中学校 2 中井優香
佳作 彼らのアンデバラン 守口市立庭窪中学校 2 野口彩穂
佳作 雨古本屋 堺市立中百舌鳥中学校 2 吉本瑚美
佳作 おかしの部屋 堺市立津久野中学校 2 小野日向子
佳作 涙は花びらのように 高槻市立芝谷中学校 2 奥　結帆
佳作 生命との出会い 松原市立第五中学校 1 塩谷佑香
佳作 竹取物語 吹田市立第六中学校 1 半田珠梨

中学校 指定読書の部
結果 題　　　名 学　校　名 学年 氏名
優秀 月の光 守口市立大久保中学校 2 芳倉　虹子
優秀 後輩の背中 守口市立錦中学校 3 中村　文哉
優良 春のブラウス 堺市立美木多中学校 2 山口　珠実
優良 明日へのスタート 東大阪市立長栄中学校 1 太田　朋香
優良 水の命 東大阪市立石切中学校 1 加藤　仁奈
優良 甘い香りに誘われて 四條畷市立四條畷西中学校 2 橋口　りさ
佳作 知らない人々 東大阪市立立長栄中学校 2 鈴木乃愛
佳作 お前もこいよ！ 堺市立美木多中学校 2 岡本小花
佳作 走れる 堺市立美木多中学校 2 森　晴奈

高等学校 自由読書の部
結果 題　　　名 学　校　名 学年 氏名
優秀 ツナグ 大阪府立港南造形高等学校 2 谷川　朱音
優秀 双子の星 大阪府立堺西高等学校 3 山下　久美子
優良 ニューロマンサー 大阪府立港南造形高等学校 2 中之薗　直樹
優良 山月記 大阪府立港南造形高等学校 2 藤原　美貴
優良 月からの迎え 大阪府立咲洲高等学校 2 奥座　栄理
優良 銀河鉄道の夜 大阪府立堺西高等学校 2 渡邉　瑞緒
佳作 生命のたね 私立明浄学院高等学校 1 薦田　すみれ
佳作 ルパン　VS　イジドール 私立明浄学院高等学校 2 今田　佳奈実
佳作 たんぽぽ娘 私立明浄学院高等学校 3 川田　美帆
佳作 フジコ・ヘミング運命の言葉 私立明浄学院高等学校 3 井上　祐希
佳作 クリスマスの夜のキセキ 大阪府立咲洲高等学校 2 岩谷　紗央
佳作 半透明の心 大阪府立咲洲高等学校 2 日置　彩香
佳作 おおおく 私立香ヶ丘リベルテ高等学校 1 富田　優里菜
佳作 ハリーポッター 私立香ヶ丘リベルテ高等学校 1 森下　千尋

高等学校 指定読書の部
結果 題　　　名 学　校　名 学年 氏名
優秀 青春 私立大阪商業大学高等学校 1 森　すみれ
優秀 夢の中の少女は 大阪府立港南造形高等学校 2 佐々木　杏菜
優良 カウント 私立大阪商業大学高等学校 1 山口　愛華
優良 あまやみ 私立大阪商業大学高等学校 1 関　万穂
優良 春の光 私立大阪商業大学高等学校 1 松村　直美
優良 明るい未来へ 私立大阪商業大学高等学校 1 上野　みやび
佳作 閉ざされた世界から 私立大阪薫英女学院高等学校 1 大野　栄里子


