
◆　小学校低学年の部　◆

賞 区分 学　　校 学年 氏　　名 作　品　名

最優秀賞
（課題読書）

課題 北上市立笠松小学校 1年 小田島　榮万 みえない人にもかんしゃして

最優秀賞
（自由読書）

自由 北上市立南小学校 2年 髙橋　みひろ ちがっていいんだ

岩手県教育委員会
教育長賞

課題 北上市立和賀東小学校 2年 平渕　佳都 心をこめて「いただきます」

盛岡市教育委員会
教育長賞

自由 大船渡市立立根小学校 2年 関口　紗月 いっぱいありがとう

毎日新聞社
盛岡支局長賞

課題 軽米町立軽米小学校 1年 戸草内　彩絆 しあわせってなんだろう

岩手県学校図書館
協議会長賞

自由 一関市立金沢小学校 1年 吉田　脩人 だいすきないし

岩手県読書推進運動
協議会長賞

課題 奥州市立岩谷堂小学校 2年 髙橋　來楽 そのときがくることをしんじて

株式会社IBC岩手放送
社長賞

自由 盛岡市立厨川小学校 1年 菊池　圭環 たねはいのちのばとん

岩手県書店商業組合
理事長賞

自由 八幡平市立大更小学校 2年 坂井　愛衣菜 わたしだって話せるんだ

課題 盛岡市立向中野小学校 2年 菊地　唯空 おべんとうからつたわったこと

自由 岩手町立一方井小学校 2年 今松　幸翔 あさがおの花は、すごかった

自由 岩手町立沼宮内小学校 2年 柏田　汰一 「ダンゴムシみつけたよ」を読んで

課題 奥州市立岩谷堂小学校 1年 髙橋　世楽 えがおのために、こころをこめて

課題 一関市立山目小学校 1年 佐野　陽南 そのときがきっとくる

課題 宮古市立山口小学校 2年 箱石　好南 ジグモンタがふさいだ本当のあなは

自由 二戸市立金田一小学校 1年 内田　みずき 「なまえのないねこ」をよんで

課題 盛岡市立太田東小学校 1年 藤原　望生 みずをくむプリンセス

自由 盛岡市立仙北小学校 2年 相原　映 せかいでいちばんつよい国

自由 盛岡市立青山小学校 2年 鈴木　陽葵 あきらめない心

自由 北上市立更木小学校 1年 伊藤　千友季 むしをたべるくさのひみつ

自由 北上市立いわさき小学校 1年 八重樫　朱那 でんわではなしたいな

課題 北上市立江釣子小学校 2年 後藤　明日香 「そのときがくるくる」を読んで

課題 大船渡市立大船渡北小学校 2年 小林　朱里 たくさんの人にかんしゃ

自由 釜石市立平田小学校 1年 藤原　柚夏 いつもいっしょに

課題 田野畑村立田野畑小学校 1年 佐藤　ひなた 「みずをくむプリンセス」をよんで

課題 久慈市立小久慈小学校 2年 八重櫻　莉子 水をとどけてあげたい

優　良　賞

入　　　選
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◆　小学校中学年の部　◆

賞 区分 学　　校 学年 氏　　名 作　品　名

最優秀賞
（課題読書）

課題 岩泉町立小川小学校 4年 前野　花歩 前に進まなくっちゃいけないのよ

最優秀賞
（自由読書）

自由 大船渡市立末崎小学校 3年 鈴木　龍海十 ぼくのゆめはわかめりょうし

岩手県教育委員会
教育長賞

課題 花巻市立南城小学校 3年 伊藤　璃星 私の第一歩

盛岡市教育委員会
教育長賞

課題 軽米町立晴山小学校 3年 古舘　陽和 カメムシの新しいせかい

毎日新聞社
盛岡支局長賞

自由 久慈市立大川目小学校 4年 柿内　皓貴 ぼくにもできることがある

岩手県学校図書館
協議会長賞

自由 奥州市立水沢小学校 3年 澤田　浩太郎 昆虫ってすごいんだな

岩手県読書推進運動
協議会長賞

自由 雫石町立雫石小学校 4年 前田　彩綾 本当の幸せとは

株式会社IBC岩手放送
社長賞

課題 花巻市立宮野目小学校 3年 西野　涼空 「わたしたちのカメムシずかん」を読んで

岩手県書店商業組合
理事長賞

課題 二戸市立石切所小学校 3年 橋本　悠 カメムシってわるい虫？

課題 盛岡市立土淵小学校 3年 金森　一花 生きぬいてきた四年間

課題 八幡平市立安代小学校 4年 山岸　杏奈 「カラスのいいぶん」を読んで

自由 雫石町立雫石小学校 3年 昆野　芽生 笑顔にかえて

自由 遠野市立小友小学校 4年 菊池　皇成 「耳の聞こえないメジャーリーガー　ウィリアム・ホイ」を読んで

自由 北上市立黒沢尻東小学校 4年 髙橋　俐弓 夢と希望がつまったランドセル

自由 一関市立大原小学校 3年 藤原　蒼 「せんそう」を読んで

課題 釜石市立釜石小学校 4年 菊池　すず きらいな物こそよいところをさがそう

課題 盛岡市立高松小学校 3年 田ノ岡　勇信 がんばれよ

自由 岩手町立沼宮内小学校 3年 中村　真心 二平方メートルの世界で

課題 矢巾町立矢巾東小学校 4年 奥村　杏貴 カラスと嶋田さんとわたしのいいぶん

課題 北上市立和賀東小学校 4年 髙橋　廉 カメムシの世界は広いなぁ

自由 奥州市立常盤小学校 3年 佐藤　拓斗 「すきなことにがてなこと」を読んで

自由 宮古市立田老第一小学校 3年 畠山　大地 りんちゃんから教わったこと

自由 宮古市立磯鶏小学校 3年 三河　海葵 未来の美しい自然のために

課題 宮古市立田老第一小学校 4年 田村　幸生 カラスはきらいなんだけど

自由 岩泉町立岩泉小学校 3年 佐々木　愛真 いのちをいただく

自由 田野畑村立田野畑小学校 4年 佐藤　香子 「いのち」の大切さ
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優　良　賞

入　　　選



◆　小学校高学年の部　◆

賞 区分 学　　校 学年 氏　　名 作　品　名

最優秀賞
（課題読書）

課題 盛岡市立北厨川小学校 6年 岡本　諭行 私にとっての砂像

最優秀賞
（自由読書）

自由 八幡平市立大更小学校 6年 塩口　麗羽  ｢一隅を照らす」ーあきらめず誠意をつくして生きるー

岩手県教育委員会
教育長賞

課題 宮古市立山口小学校 6年 箱石　香乃 ポンコという生き方～北の大地にて～

盛岡市教育委員会
教育長賞

自由 北上市立和賀東小学校 6年 平渕　紬希 「知る」がつくる私達の未来

毎日新聞社
盛岡支局長賞

課題 二戸市立浄法寺小学校 6年 吉田　煌牙 あなたが食べるアイスクリームが…

岩手県学校図書館
協議会長賞

自由 盛岡市立向中野小学校 5年 佐藤　新 考えない、行動しない罪の重さ

岩手県読書推進運動
協議会長賞

自由 盛岡市立見前南小学校 6年 内田　万優 ありがとう大きらいな転校

株式会社IBC岩手放送
社長賞

自由 奥州市立岩谷堂小学校 6年 千葉　裕太 生きる力は補う力

岩手県書店商業組合
理事長賞

自由 盛岡市立山王小学校 5年 岡本　遥 宣戦布告

自由 盛岡市立渋民小学校 5年 坂本　一花 くどうれいんさんと私

自由 盛岡市立太田東小学校 6年 菊池　悠嗣 清める心　伝える心

課題 一関市立山目小学校 5年 菅原　昊來 私とタマゴとハム

自由 山田町立船越小学校 6年 阿部　結愛 自分の力を誰かのために

課題 岩泉町立岩泉小学校 5年 大森　柚來 オランウータンがすむ森のために

自由 岩泉町立岩泉小学校 6年 北川　龍成 両親をしつけよう！

自由 九戸村立伊保内小学校 6年 恵津森　祐那 本当の友達

自由 盛岡市立北厨川小学校 5年 田中　蓮 てっぺんを超えたら

自由 盛岡市立桜城小学校 6年 前田　妃希 気付き、考え、行動する

課題 岩手町立沼宮内小学校 5年 髙橋　絢音 不安をのりこえるスーパーチームに

自由 岩手町立沼宮内小学校 6年 福士　結衣 音楽で心の復興を

自由 紫波町立日詰小学校 6年 鈴木　遥紗 「勉強なんてしたくない君へ」を読んで

自由 奥州市立水沢南小学校 5年 小野寺　諭結 多様な考え方を理解する

自由 奥州市立玉里小学校 6年 佐藤　竜葵 動物たちに感謝して生きる

自由 一関市立弥栄小学校 5年 小野寺　陽斗 強い心

自由 一関市立油島小学校 6年 佐々木　結奈 一人で挑戦する人へ

課題 二戸市立石切所小学校 5年 佐藤　華乃 周りと関わるすばらしさ
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優　良　賞

入　　　選



◆　中学校の部　◆

賞 区分 学　　校 学年 氏　　名 作　品　名

最優秀賞
（課題読書）

課題 洋野町立種市中学校 3年 三浦　明燈 大切のために大切なこと

最優秀賞
（自由読書）

自由 盛岡市立厨川中学校 3年 藤澤　菜月 個性の色を重ねて

岩手県教育委員会
教育長賞

自由 盛岡市立北陵中学校 1年 山本　花音 ずっと、忘れない

盛岡市教育委員会
教育長賞

自由 盛岡市立下橋中学校 2年 千葉　寧々 見えない色

毎日新聞社
盛岡支局長賞

課題 久慈市立宇部中学校 1年 滝澤　光来 可能性はそこから

岩手県学校図書館
協議会長賞

自由 花巻市立西南中学校 3年 藤原　春華 人との関わりから生まれる「幸せ」

岩手県読書推進運動
協議会長賞

課題 奥州市立水沢中学校 1年 切田　慶佳 平和は、きっと来る。

株式会社IBC岩手放送
社長賞

自由 大船渡市立東朋中学校 2年 菊池　七実 九十歳。何がめでたい

岩手県書店商業組合
理事長賞

自由 九戸村立九戸中学校 3年 千葉　理聖 「選択」し続けるということ

自由 盛岡市立城西中学校 3年 太田　温菜 「銀のロバ」から学んだ強さ

自由 紫波町立紫波第一中学校 3年 多田　明夏 真の多様性

自由 花巻市立花巻北中学校 3年 伊藤　愛爽 弱さを認める勇気

自由 遠野市立遠野東中学校 3年 荒川　颯音 その詩は世界を愛していた

自由 北上市立和賀西中学校 2年 德増　志音 「支え」の意味

自由 北上市立東陵中学校 3年 髙橋　里桜 歴史と向き合って

自由 奥州市立胆沢中学校 1年 松戸　那樹 「大切な人に伝えたい」

自由 奥州市立水沢中学校 3年 千田　梨緒 「生きる」という宝物

自由 釜石市立甲子中学校 1年 浅田　桜子 教育を全世界に

自由 二戸市立福岡中学校 3年 平野　花桜 努力とチャンス

自由 盛岡市立大宮中学校 1年 西川　和音 くじけるなと言える自分に

自由 盛岡市立下小路中学校 2年 小森　愛実 「心の力」で強くなる

自由 盛岡市立松園中学校 2年 田畑　舞桜 あと少し、もう少しの先には

自由 紫波町立紫波第一中学校 2年 中川　明咲 生きるということ

自由 北上市立南中学校 3年 及川　和琉 「カラフル」な自分

課題 奥州市立水沢南中学校 1年 清水　陽太 平和な世界にするために

自由 奥州市立前沢中学校 2年 元木　莉音 「親子の証」

自由 奥州市立江刺第一中学校 3年 及川　朋花 「前を向いて」

課題 県立一関第一高等学校附属中学校 2年 黒沢　愛 ヤングケアラー

課題 大槌町立吉里吉里中学校 8年 金﨑　潤矢 人類の失敗

自由 大槌町立大槌学園 8年 岩間　凛子 平和な未来へ

自由 宮古市立津軽石中学校 3年 中嶋　藍良 数学と文学から学んだ心

自由 久慈市立長内中学校 2年 小野寺　愛香 強く生きる

自由 久慈市立山形中学校 2年 宅石　朱希 最期のメッセージ

自由 野田村立野田中学校 3年 山下　陽花 存在理由
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入　　　選

優　良　賞



◆　高等学校の部　◆

賞 区分 学　　校 学年 氏　　名 作　品　名

最優秀賞
（課題読書）

課題

最優秀賞
（自由読書）

自由 盛岡市立高等学校 2年 千田つむぎ 凍った声が動き始める

岩手県教育委員会
教育長賞

自由 岩手県立不来方高等学校 2年 門屋　晃太郎 生きる意味

盛岡市教育委員会
教育長賞

自由 岩手県立一関第一高等学校 2年 及川　悠里 教育に必要なこと

毎日新聞社
盛岡支局長賞

自由 岩手県立一関第一高等学校 2年 佐藤　優羽 「母ちゃん」から学んだこと

岩手県学校図書館
協議会長賞

自由 岩手県立一関第一高等学校 1年 伊東　若菜 死と向き合う

岩手県読書推進運動
協議会長賞

自由 岩手県立一関第一高等学校 2年 紫原　七海 気づきを大切に

株式会社IBC岩手放送
社長賞

自由 岩手県立一関第一高等学校 1年 高橋　伶那 逃げない

岩手県書店商業組合
理事長賞

課題 岩手県立一関第一高等学校 2年 神崎　花奈 私の普通

課題 岩手県立盛岡第一高等学校 1年 昆野　晴菜 自分らしく、清らかに

課題 岩手県立盛岡第一高等学校 1年 馬場　悠歌 世界を変えるきっかけは前向きな仮定

自由 岩手県立盛岡第二高等学校 2年 菅原　あずさ 人と心

自由 岩手県立盛岡商業高等学校 2年 山崎　愛女 よだかの生き方から学ぶ

自由 岩手県立花巻北高等学校 1年 菊池　沙優 世界でいちばんかなしい花を読んで

自由 岩手県立花巻北高等学校 2年 畠山　真緒 天使の飛行

自由 岩手県立黒沢尻北高等学校 3年 壹岐　悠太郎 次に蛇を踏むのは私かもしれない

自由 岩手県立水沢高等学校 2年 佐藤　花 ありのままの自分を味方に

自由 岩手県立一関第一高等学校 1年 那須野　栞 他人になれない私達

自由 岩手県立久慈東高等学校 3年 林　有紗 ひとが否定されないために

課題 岩手県立盛岡第一高等学校 1年 井上　彩花 普通であること

課題 岩手県立盛岡第一高等学校 1年 中村　優斗 「普通に生きる」

自由 岩手県立盛岡第一高等学校 1年 篠原　さくら きょうだいとしまい

自由 岩手県立盛岡第二高等学校 2年 村上　碧 世界の風に会いにいく

自由 岩手県立不来方高等学校 2年 大間　あかり 外国人労働者を見つめる

自由 岩手県立盛岡工業高等学校 2年 米澤　瑠南 「死」について考える

課題 岩手県立花巻北高等学校 2年 伊藤　万奈夏 水を縫う

自由 岩手県立花巻北高等学校 1年 髙橋　佳蓮 出会いと変化

課題 花巻東高等学校 2年 沼田　柊花 「個性と受容」

課題 花巻東高等学校 3年 久米　紗奈 「自分を見つけたい」

自由 岩手県立黒沢尻北高等学校 1年 佐藤　瑠音 つながりの難しさ

自由 岩手県立黒沢尻北高等学校 2年 髙橋　柑奈 時間とは生きるということ

自由 岩手県立水沢高等学校 2年 小野寺　祐介 日々是好日

自由 岩手県立岩谷堂高等学校 2年 宮舘　凛 ＃ＭｅＴｏｏ

課題 岩手県立一関第一高等学校 1年 菊池　涼汰 普通ではない生き方
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優　良　賞

入　　　選

該当作品なし


