
◆　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 宮古市立山口小学校 1年 箱石　好南 五ふん、五ふんっていうけれど

最優秀賞
（自由読書）

自由 一戸町立一戸小学校 1年 中村　奏仁 おおきくなるっていうことは

岩手県教育委員会
教育長賞

課題 大槌町立吉里吉里小学校 1年 倉本　来稀 おれ、りょうしになる

盛岡市教育委員会
教育長賞

自由 北上市立黒沢尻北小学校 2年 鈴木　聡仁 がんばれ、セミたち

毎日新聞社
盛岡支局長賞

課題 軽米町立晴山小学校 2年 古舘　陽和 ごんすけ、いってらっしゃい

岩手県学校図書館
協議会長賞

自由 奥州市立常盤小学校 1年 佐野  駿平 このほんよんでくれ

岩手県読書推進運動
協議会長賞

課題 花巻市立宮野目小学校 2年 米倉　佑一郎 『ぼく』からぼくが学んだこと

株式会社IBC岩手放送
社長賞

自由 北上市立黒沢尻西小学校 1年 佐々木　奏馬 かぞくにおもうこと

岩手県書店商業組合
理事長賞

課題 北上市立飯豊小学校 2年 杉澤　洋平 平和な毎日にありがとう

課題 花巻市立湯本小学校 1年 鎌田　詠人 たのしいことは、あっというまのふしぎなじかん

自由 一関市立涌津小学校 2年 千葉　柚希 わたしが生まれるまで

自由 大船渡市立猪川小学校 2年 佐藤　星 「このほんよんでくれ！」を読んで

課題 岩泉町立岩泉小学校 2年 大森　瑛心 時間ってふしぎ

自由 岩泉町立岩泉小学校 2年 日山　莉乃 「れいぞうこのなつやすみ」を読んで

課題 軽米町立晴山小学校 1年 畑中　佳紡 ながい五ふんとみじかい五ふん

自由 九戸村立長興寺小学校 2年 荒田　珠爽 虫の作せん

課題 盛岡市立巻堀小学校 1年 千葉　朱莉 ながい五ふんとみじかい五ふん

自由 盛岡市立生出小学校 2年 櫻　琉琥 「やぶかのはなし」を読んで

自由 岩手町立一方井小学校 2年 武田 蒼弥 「いのちをいただく」を読んで

課題 八幡平市立平笠小学校 1年 髙橋　莉瑚 わたしもゆめをかなえるぞ

課題 紫波町立星山小学校 1年 熊谷　果莉 じかんってふしぎ

自由 紫波町立水分小学校 1年 渡 　涼風 うれしいことばをつかいたい

自由 紫波町立佐比内小学校 2年 蒲生　円佳 「つめかみおばけ」を読んで

課題 遠野市立達曽部小学校 1年 太田　なほこ いろんなごふんがあるんだね

自由 陸前高田市立小友小学校 1年 村上　翔琉 にんじゃ、あまがえるくん

自由 洋野町立中野小学校 1年 粒來　朔久 「つよいこころをもって」

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 北上市立江釣子小学校 4年 伊藤　琉 ねこのように

最優秀賞
（自由読書）

自由 奥州市立水沢小学校 4年 菊地　慶晃 この夏、ぼくが学んだこと

岩手県教育委員会
教育長賞

自由 軽米町立晴山小学校 4年 本田　琉理 世界の平和を願って

盛岡市教育委員会
教育長賞

課題 一戸町立一戸小学校 4年 折元　紘仁 「くらべて分かる地球のこと」を読んで

毎日新聞社
盛岡支局長賞

課題 盛岡市立上田小学校 4年 土井尻　旺介 生き物たちみんなの地球

岩手県学校図書館
協議会長賞

課題 盛岡市立太田小学校 3年 舘澤　沙采 しることからかんきょうをまもる

岩手県読書推進運動
協議会長賞

課題 北上市立南小学校 4年 髙橋　一花 一まい捨てるより一まい拾う人に

株式会社IBC岩手放送
社長賞

自由 釜石市立小佐野小学校 3年 佐々木　蛍 いのちと気持ちへのかんしゃ

岩手県書店商業組合
理事長賞

自由 軽米町立小軽米小学校 3年 多田　心 心って大切

自由 矢巾町立煙山小学校 4年 佐藤　奏介 はい水こうは海や川につながっている

自由 北上市立江釣子小学校 3年 小原　寧桜 うまれてきてくれてありがとう

自由 北上市立黒沢尻西小学校 4年 越田　創志 海の生き物を守るために

自由 奥州市立羽田小学校 4年 高橋　琉空 ピンチはチャンス

課題 宮古市立千徳小学校 3年 工藤　和花 一歩ふみ出そう！

自由 宮古市立磯鶏小学校 3年 羽沢　一護 すてきな百円

課題 宮古市立崎山小学校 4年 祝田　優 地球を救う力とは何か

自由 盛岡市立津志田小学校 4年 吉田　志音 笑顔のために

課題 岩手町立沼宮内小学校 4年 丹内　椛蓮 友達がいると楽しい

自由 花巻市立宮野目小学校 4年 小田島　花 「いのちをいただく」を読んで

自由 花巻市立宮野目小学校 4年 鳥居　芽衣 おばあちゃん、ありがとう

自由 北上市立照岡小学校 3年 綱川　颯太朗 いのちの大切さ

自由 北上市立口内小学校 4年 岡本　心葉 命を守る行動力

自由 山田町立豊間根小学校 3年 上川原　紗那 「ええところ」を読んで

課題 洋野町立大野小学校 3年 佐々木　胡琴 わたしの一歩

自由 洋野町立中野小学校 3年 上小路　朱莉 ぎん色コインをいっぱいに

自由 久慈市立長内小学校 4年 清水　蒼太郎 人はロボットじゃない
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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 花巻市立桜台小学校 6年 盛川　莉奈 見えない世界の大切さ

最優秀賞
（自由読書）

自由 雫石町立御明神小学校 6年 佐々木　美凪 りょ－こと純子、私とお母さん

岩手県教育委員会
教育長賞

自由 二戸市立浄法寺小学校 5年 勝又　優汰 なんでそんなことするの？

盛岡市教育委員会
教育長賞

自由 岩手県立盛岡となん支援学校 5年 瀬川　成 願いをかなえるために

毎日新聞社
盛岡支局長賞

自由 二戸市立金田一小学校 6年 野﨑　莉奈 希望のために、できること

岩手県学校図書館
協議会長賞

課題 奥州市立水沢小学校 6年 竹花　紀慧 考えを広げてみよう

岩手県読書推進運動
協議会長賞

自由 岩手町立沼宮内小学校 6年 田村　優奈 犬の命に感謝して

株式会社IBC岩手放送
社長賞

自由 北上市立飯豊小学校 6年 石川　あかね ひまわりのように

岩手県書店商業組合
理事長賞

自由 紫波町立古館小学校 5年 中川　鈴音 俳句ってすごい！

自由 盛岡市立太田東小学校 5年 菊池　悠嗣 ぼくは、ぼくらしく

課題 盛岡市立月が丘小学校 6年 田中　陽菜 信頼できる友達

課題 一関市立滝沢小学校 6年 福田　茉穂 だれかの笑顔のために

自由 宮古市立鍬ヶ崎小学校 5年 山根　柊花 青いスタートライン

自由 宮古市立千徳小学校 6年 堀内　柊哉 出会いが人を変える

自由 宮古市立田老第一小学校 6年 伊東　笑凜 伝える、ということ

課題 野田村立野田小学校 6年 根井　琳紗子 消えても消えないもの

課題 八幡平市立安代小学校 6年 立花　蒼太郎 「ヒロシマ　消えたかぞく」を読んで

課題 花巻市立亀ケ森小学校 5年 伊藤　丞 ぼくのかべの乗りこえ方

課題 北上市立立花小学校 6年 阿部　真歩 誰だって、人に頼って生きている

課題 奥州市立田原小学校 5年 髙橋　芽央 この本を読んだ思いを多くの人に伝えたい

自由 宮古市立千徳小学校 5年 伊藤　蓮 心がさわぐ夏

課題 宮古市立山口小学校 5年 箱石　香乃 より高く、より遠くへ飛ぶために

課題 宮古市立田老第一小学校 6年 畠山　果蓮 沖縄、その美しさの裏側に

自由 久慈市立長内小学校 6年 黒澤　奏乃 命を守るためにできること

自由 一戸町立一戸南小学校 5年 南舘　ひより 合わせた力の使い方

自由 二戸市立金田一小学校 5年 髙森　小町 犬は「もの」じゃない
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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 西和賀町立湯田中学校 3年 髙橋　こはる 繋ごう、未来へ

最優秀賞
（自由読書）

自由 岩手大学教育学部附属中学校 2年 細川　莉緒 私の敵は

岩手県教育委員会
教育長賞

自由 陸前高田市立高田東中学校 3年 佐々木　乙羽 自分を信じて

盛岡市教育委員会
教育長賞

課題 奥州市立胆沢中学校 2年 松戸　真穂 「平和のバトン」は私も持っている

毎日新聞社
盛岡支局長賞

課題 矢巾町立矢巾中学校 3年 桃李　百恵 心を開いて

岩手県学校図書館
協議会長賞

自由 岩手町立沼宮内中学校 3年 福士　真菜 「雄星ノート」から学んだこと

岩手県読書推進運動
協議会長賞

自由 岩手大学教育学部附属中学校 2年 高橋　稀琳 自分の道を自分で選ぶ

株式会社IBC岩手放送
社長賞

課題 金ケ崎町立金ケ崎中学校 3年 平澤　奈桜 誰かの〝にもつ″

岩手県書店商業組合
理事長賞

自由 八幡平市立西根第一中学校 3年 吉田　星 「コンビニ外国人」を読んで

自由 盛岡中央高等学校附属中学校 3年 村松　一朗 世界はとても困っている！

自由 岩手町立一方井中学校 1年 田中　優翔  心のおくりびと

自由 紫波町立紫波第一中学校 3年 塩井　琴音 誰かの人生を照らしたい

自由 平泉町立平泉中学校 3年 千葉　しおり 「現在
　い　ま

」を生きていく

課題 大船渡市立赤崎中学校 1年 石橋　咲希 戦争という二文字を伝えるために

自由 大船渡市立第一中学校 2年 鈴木　陽実梨 人間らしさ

自由 釜石市立甲子中学校 1年 猪又　柊人 捨てられる命を減らしたい

自由 大槌町立大槌学園 2年 菊池　康介 現代社会と「論語と算盤」

課題 釜石市立唐丹中学校 3年 太田　眞櫻 本当の平和

課題 久慈市立久慈中学校 3年 宅石　結 なめんなよ！

自由 盛岡中央高等学校附属中学校 1年 澤井　佳恋 自然と共に未来を変える

自由 岩手大学教育学部附属中学校 3年 馬場　悠歌 本当は気づかないだけ

自由 花巻市立花巻中学校 1年 壹岐　小春 「他人を愛する心」から学ぶ

自由 花巻市立東和中学校 3年 藤舘　由奈 みんなのために

自由 花巻市立南城中学校 3年 永田　美桜 「速く」ではなく「強く」

自由 北上市立東陵中学校 2年 駒込　実穂子 リンダの強さに学ぶ

自由 奥州市立胆沢中学校 1年 川又　菫 「成長」すること

自由 奥州市立水沢南中学校 3年 及川　結夢花 言葉のもつ力

自由 一関市立桜町中学校 2年 長谷川　花帆 「僕は上手にしゃべれない」を読んで

自由 一関市立藤沢中学校 3年 菊地　珠利 「繋がり」

自由 大船渡市立末崎中学校 2年 大和田　ひなの 堂々と生きていくため

自由 宮古市立津軽石中学校 3年 盛合　惇仁 私の隣の難民

課題 野田村立野田中学校 2年 根井　彩恵子 思いを繋ぐ

課題 久慈市立三崎中学校 3年 村塚　心海 関わり合うことの大切さ

自由 普代村立普代中学校 3年 高井　理史 未来を変える
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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 岩手県立花巻北高等学校 2年 鈴木　麻央 なけなしの愛情

最優秀賞
（自由読書）

自由 岩手県立一関第一高等学校 2年 梅村　琴音 生きた歴史

岩手県教育委員会
教育長賞

自由 岩手県立高田高等学校 2年 戸羽　衣紗希 幸せ

盛岡市教育委員会
教育長賞

自由 岩手県立福岡高等学校 2年 佐藤　遥 後悔しない選択

毎日新聞社
盛岡支局長賞

自由 岩手県立不来方高等学校 2年 阿部　菜々花 新たな芸術を考える

岩手県学校図書館
協議会長賞

自由 岩手県立久慈高等学校 2年 菅野　凜 心に触れる

岩手県読書推進運動
協議会長賞

自由 岩手県立軽米高等学校 2年 大橋　幸音 「時間」という概念から学ぶ

株式会社IBC岩手放送
社長賞

課題 岩手県立盛岡第一高等学校 1年 髙橋　夕桜 夢をもつ、そして謙虚にひた向きに

岩手県書店商業組合
理事長賞

自由 岩手県立盛岡第一高等学校 1年 小成　雪月 「枠」を越えて想う

自由 岩手県立盛岡第一高等学校 1年 菅原　萌永 強く生きる

自由 岩手県立盛岡第一高等学校 1年 高橋　結季 強さから輝きへ

自由 岩手県立盛岡第一高等学校 1年 多田　愛佳 「地獄変」を読んで

自由 岩手県立不来方高等学校 1年 里村　采音 死に方を選べる社会へ

自由 岩手県立不来方高等学校 2年 鳥部　れい 私はこう思う

自由 岩手県立水沢高等学校 2年 信田　華子 経験を生かす

自由 岩手県立宮古高等学校 1年 武田　恵依 嫌われる勇気

自由 岩手県立福岡高等学校 2年 大谷　理紗 若者の居場所を作るために

自由 岩手県立福岡高等学校 2年 中戸鎖　綾音 理想から現実に目を向けてみて

自由 盛岡白百合学園高等学校 1年 高橋　希 「祈りのカルテ」を読んで

自由 岩手県立盛岡第一高等学校 1年 佐藤　千歳 英国の中学生が教えてくれたこと

自由 岩手県立盛岡第三高等学校 3年 平沼　舞子 生きていることこそが幸せ

自由 岩手県立盛岡第四高等学校 2年 辻野　里夏 私の幸せ

自由 岩手県立盛岡北高等学校 1年 藤平　優衣 選択の力

自由 岩手県立不来方高等学校 2年 佐藤　光優 幻想の中で生きる私たち

自由 岩手県立盛岡商業高等学校 2年 太田　志穂 命の選択

自由 盛岡市立高等学校 2年 福士　莉子 真実を知るということ

課題 岩手県立花巻北高等学校 2年 小山　恭佳 心で繋がること

自由 岩手県立花巻北高等学校 2年 吉澤　妃奏 揺るぎない「私」として

自由 岩手県立黒沢尻北高等学校 1年 菅野　清子 これからを生きる私へ

自由 岩手県立北上翔南高等学校 2年 田鎖　愛菜 「個性」にとらわれない生き方

自由 岩手県立一関第一高等学校 2年 千葉　遼人 死にたいと思っている君へ 

自由 岩手県立一関第二高等学校 2年 小野寺　可菜 嫌われる勇気

自由 岩手県立福岡高等学校 2年 荒井　めぐみ 自分の居場所があるということ

自由 岩手県立福岡高等学校 2年 田中　心花 本当の「発展」とは
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優　良　賞
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