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  【第 68回青少年読書感想文兵庫県コンクールを終えて】  

 

                                   

会長  川崎 芳徳 

                                   （県立須磨友が丘高等学校長） 

 

 兵庫県学校図書館協議会会員校の皆様には、平素より本会の活動にご理解とご協力を賜り、誠にありが

とうございます。 

 さて、令和２年（2020年）１月に、わが国最初の感染者が確認されて以来、第７波、第８波と未だに終

息を見ないコロナ禍の中でありますが、このたび、第 68回青少年読書感想文兵庫県コンクールを無事に開

催することができました。事務局員の皆様をはじめ、長時間にわたり厳正なる審査にあたってくださった

各校種審査員の皆様、各校にて児童・生徒をご指導くださった先生方、コンクール運営、読書感想文集の

編集等にご尽力いただけた、すべての関係各位に厚く御礼申し上げます。 

このたびのコンクールへの応募者数を見ますと、コロナ禍の中であることに加え、ロシアのウクライナ

侵攻、急激な円安、元首相の銃撃と、まさに変化激しく予測困難で不安定な社会情勢の中にありながら、

小学校の部で約 12万３千点、中学校の部で約７万８千点、高等学校の部で約２万点の、合計 22万点を超

える多くの皆さんに参加いただきました。実に有り難く、嬉しい限りです。 

時を越え、国を、人種を越えて語りかけてくれ、私たちを導いてくれる“読書”･･･会ったことも見たこ

ともない、想像を越える背景を持つ人の世界観にも触れることができ、今、ここに生きる私たちに、多く

の示唆を与えてくれる。また、遠い未来を生きる人々へ語りかけ、繋ぐべきものを遺していくことも可能

にする･･･この人類のみが獲得した読書文化を、今後ますます発展させていかなければならないと考えてい

ます。 

次代を担う若者が参加する本コンクールが、いかなる時代にあっても、末永く続いていきますことを祈

念しまして、挨拶とさせていただきます。 

 

【第 68回青少年読書感想文兵庫県コンクール応募状況】 
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小・低 133編 小・低 43編 

小・中 44,341編 小・中 134編 小・中 47編 

小・高 46,817編 小・高 134編 小・高 45編 

中学校 77,695編 347校 中学校 130編 中学校 44編 

高等学校 19,420編 114校 高等学校 43編 高等学校 28編 

合 計 220,264編 1,198校 合 計  574編 合 計  207編 

No.258 
 事務局  〒671-1242 

姫路市網干区浜田24番地 

姫路市立網干西小学校 

TEL：079-273-6106 

 



令和 5 年 1 月兵庫県学校図書館協議会会報 第 258 号 （ 2 ） 
 

 

  

第６８回（２０２２年度）青少年読書感想文兵庫県コンクール 入賞者一覧 

   兵庫県学校図書館協議会 

【小学校低学年の部】 

県知事賞 課題 わたしの大すきなおばあば 豊岡小 豊岡市立静修小学校 2年 谷垣 玲衣 

県知事賞 自由 「心ってどこにあるのでしょう？」をよんで 高砂 高砂市立阿弥陀小学校 1年 岸本 かなさ 

教育委員会賞 課題 「おすしやさんにいらっしゃい」を読んで 豊岡小 豊岡市立五荘小学校 2年 貝尻 葵依 

毎日新聞社賞 課題 「つくしちゃんとおねえちゃん」を読んで 丹波篠山 丹波篠山市立城北畑小学校 2年 片山 季子 

毎日新聞社賞 自由 あたたかい心をつたえよう 西宮 西宮市立段上西小学校 2年 岩永 瑛人 

学校図書館協議会長賞 自由 「おへそのあな」を読んで 川西 川西市立陽明小学校 2年 甲岡 優 

学校図書館協議会長賞 自由 「心ってどこにあるのでしょう？」を読んで 豊岡小 豊岡市立八条小学校 2年 今井 羽汰 

学校図書館協議会賞 課題 「おすしやさんにいらっしゃい！」をよんで 神戸小 神戸市立上筒井小学校 2年 森田 彩生 

学校図書館協議会賞 課題 わたしがえがおをとどけてあげる 養父小 養父市立八鹿小学校 2年 大畑 凜 

学校図書館協議会賞 課題 いのちをありがとう 赤穂市 赤穂市赤穂小学校 1年 大黒 光太 

学校図書館協議会賞 課題 ばあばにあったら 朝来 朝来市立山口小学校 1年 宮𦚰 慶次 

学校図書館協議会賞 課題 だいすきなばあば 小野 小野市立中番小学校 1年 松本 伊織 

学校図書館協議会賞 自由 ぼくと妹とミニトマト 赤穂市 赤穂市立塩屋小学校 2年 大川 遥斗 

学校図書館協議会賞 自由 「ぼくがあるくと月もあるく」をよんで 神戸小 神戸市立横尾小学校 1年 綾木 麻耶 

学校図書館協議会賞 自由 さいこうのスパイスはない？ 加古川 加古川市立東神吉小学校 2年 神吉 眞有呂 

佳作 自由 へいわなせかい 相生市 相生市立双葉小学校 2年 出田 詩織 

佳作 課題 いのちはつながるよ 南あわじ 南あわじ市立榎列小学校 1年 前川 芽衣 

佳作 自由 ゆるしてあげることはむずかしい 神戸小 神戸市立西山小学校 2年 國田 侑花 

佳作 自由 「おこめができた！」を読んで 朝来 朝来市立山口小学校 2年 太田 絢心 

佳作 自由 せんそうのないせかいにしたい 西脇 西脇市立重春小学校 2年 髙岡 晃蒼 

佳作 課題 じまんのお姉ちゃん 姫路 姫路市立水上小学校 2年 大塚 心乃花 

佳作 自由 「大ピンチずかん」をよんで 神戸小 神戸市立水木小学校 1年 山本 万真 

佳作 課題 「おすしやさんにいらっしゃい」を読んで 丹波 丹波市立青垣小学校 2年 塩田 琉太 

佳作 課題 
「おすしやさんにいらっしゃい！」 

～生きものが食べものになるまで～を読んで 
宍粟 宍粟市立山崎小学校 2年 森  華音 

佳作 自由 ウミガメといっしょにやくしまへ 南あわじ 
南あわじ市・洲本市組合立

広田小学校 
2年 髙松 嘉奈子 

 

【小学校中学年の部】 

  

  

 

県知事賞 課題 ためいきをついたら 神戸小 神戸市立井吹の丘小学校 3年 深谷 美月 

県知事賞 自由 ぼくの妹 神戸小 
神戸市立義務教育学校 

港島学園 
4年 中川 颯真 

教育委員会賞 課題 人を思いやる気持ち 姫路 姫路市立勝原小学校 3年 森山 心々音 

毎日新聞社賞 自由 「新聞記者はせいぎの味方？」を読んで 尼崎 尼崎市立成文小学校 3年 木下 京香 

毎日新聞社賞 課題 ぼくのためいき図かん 多可 多可町立八千代小学校 3年 丸山 奏亮 

学校図書館協議会長賞 課題 ため息だって悪くない 高砂 高砂市立伊保小学校 4年 千葉 柚來 

学校図書館協議会長賞 課題 サイたちといっしょに生きるミライ 豊岡小 豊岡市立豊岡小学校 3年 入江 咲羽 

学校図書館協議会賞 自由 十歳をむかえる今 南あわじ 南あわじ市立神代小学校 4年 島田 暖加 

学校図書館協議会賞 自由 「天の台所」を読んで 丹波 丹波市立進修小学校 3年 正呂地 つかさ 

学校図書館協議会賞 課題 「みんなのためいき図鑑」を読んで 尼崎 尼崎市立武庫南小学校 4年 寺澤 快成 

学校図書館協議会賞 自由 ハチにちかう 相生 相生市立双葉小学校 3年 江口 雄健 

学校図書館協議会賞 課題 ためいきは、悪くない!? 姫路 姫路市立高岡西小学校 4年 石田 絢 

学校図書館協議会賞 自由 「先生、しゅくだいわすれました」を読んで 養父小 養父市立八鹿小学校 3年 小畑 ひのか 

学校図書館協議会賞 課題 自然やいのちあるもの全てを大切に 神戸小 神戸市立糀台小学校 4年 山下 愛加 

学校図書館協議会賞 課題 スンダルさんに伝えたいこと 淡路 淡路市立北淡小学校 4年 島脇 日桜里 

佳作 自由 心をこめて「いただきます。」 新温泉 新温泉町立浜坂北小学校 4年 谷本 桜仁郎 

佳作 自由 いろいろな「かべ」を乗りこえて 三田 三田市立三田小学校 4年 田村 佳菜 
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佳作 自由 「戦争をやめた人たち」を読んで 神戸小 神戸市立高倉台小学校 4年 杉山 侑也 

佳作 自由 「ぼくらの青」を読んで 洲本 洲本市立大野小学校 4年 萩野 隼太 

佳作 自由 「ぼくはなきました」を読んで 養父小 養父市立建屋小学校 3年 沖田 健真 

佳作 課題 サイがぼくに教えてくれたこと 伊丹 伊丹市立伊丹小学校 4年 立田 唯翔 

佳作 課題 みんなのためいき図鑑を読んで 加古 稲美町立天満南小学校 4年 塚本 茉那 

佳作 課題 「１１１本の木」を読んで 神戸小 神戸市立西山小学校 4年 中釜 心愛 

佳作 課題 ジョンが教えてくれたこと 加西 加西市立九会小学校 4年 甲 蓮音 

佳作 課題 心のきょりで人は変われる 西宮 西宮市立瓦林小学校 4年 泉 舞佳 

 

【小学校高学年の部】 

県知事賞 自由 おばあちゃん、僕を忘れてもいいよ 朝来 朝来市立糸井小学校 6年 門𦚰 和生 

県知事賞 課題 命をつないで 養父小 養父市立養父小学校 6年 服部 雅子 

教育委員会賞 課題 一日一日を大切に生きる 丹波 丹波市立黒井小学校 6年 北 葉恩 

毎日新聞社賞 課題 想いをつなぎ、伝え残す 尼崎 尼崎市立尼崎北小学校 6年 野川 葉月 

毎日新聞社賞 自由 分かり合える関係づくりを目指して 加東 加東市立社小学校 5年 清水 虹 

学校図書館協議会長賞 自由 わたしの大切な時間 揖龍 太子町立斑鳩小学校 5年 仙頭 愛子 

学校図書館協議会長賞 自由 悲しみを乗り越えて 神戸小 神戸市立会下山小学校 5年 伯川 絆更 

学校図書館協議会賞 自由 大切な人の幸せのために 赤穂市 赤穂市立塩屋小学校 6年 鈴木 理桜 

学校図書館協議会賞 自由 応援を力に変えて 姫路 姫路市立津田小学校 5年 長川 茉生 

学校図書館協議会賞 自由 敏子のように明るく前に向かって生きたい 神戸小 神戸市立神戸祇園小学校 6年 高田 桜花 

学校図書館協議会賞 課題 「生きる」ということ 養父小 養父市立高柳小学校 6年 村上 恵都 

学校図書館協議会賞 課題 毎日を大切に生きる 神戸小 神戸市立霞ヶ丘小学校 5年 田中 恒有 

学校図書館協議会賞 自由 私にとって「生きる」とは 加古川 加古川市立神野小学校 5年 岡田 成美 

学校図書館協議会賞 課題 私とひいおじいちゃん 神崎 福崎町立田原小学校 6年 宜川 真子 

学校図書館協議会賞 自由 「チーム」を読んで 加東 加東市立三草小学校 6年 藤本 美結 

佳作 課題 本当にかわいそう？ 三木 三木市立三樹小学校 6年 三原 瑞稀 

佳作 自由 世界で一つのぼくのココロ 神戸小 神戸市立宮本小学校 6年 髙倉 英斗 

佳作 課題 しあわせのレシピで作ろう！捨てない未来 神崎 神河町立寺前小学校 6年 青木 胡麦 

佳作 自由 チキン！ 丹波 丹波市立竹田小学校 6年 西山 明里 

佳作 課題 出会い 西宮 西宮市立高木北小学校 5年 益滿 杏珠 

佳作 課題 「りんごの木を植えて」を読んで 神戸小 神戸市立下畑台小学校 6年 浅川 芽生 

佳作 課題 「りんごの木を植えて」を読んで 朝来 朝来市立生野小学校 6年 村尾 凪悠 

佳作 自由 がんってどんなもの 神戸小 神戸市立中央小学校 5年 藤原 心瞳 

佳作 自由 心のスイッチ 神戸小 神戸市立谷上小学校 5年 髙田 梨世 

佳作 課題 だからこれからも自分を見つめる 三田 三田市立けやき台小学校 5年 小玉 雄大 

 

【中学校の部】 
 

県知事賞 課題 心のルーペで見えるもの 加東 加東市立東条学園小中学校 3年 田處 司 

県知事賞 自由 私というばけもの 洲本 洲本市立由良中学校 1年 粟 悠希 

教育委員会賞 自由 「世界は『』で満ちている」を読んで 豊岡 豊岡市立日高西中学校 3年 水田 乃菜 

毎日新聞社賞 課題 好きでいることを続ければ 姫路 姫路市立香寺中学校 3年 川村 咲葵 

毎日新聞社賞 自由 庭の向こうにあるもの 加古 播磨町立播磨南中学校 3年 十河 明日香 

学校図書館協議会長賞 課題 「本当の家族」、それはーー 尼崎 尼崎市立小田中学校 3年 水島 唯花 

学校図書館協議会長賞 自由 みんなスペシャル 加古 播磨町立播磨中学校 2年 林 心音 

学校図書館協議会賞 課題 全ての子供たちに「愛」を 洲本 洲本市立由良中学校 1年 渋谷 日桜莉 

学校図書館協議会賞 自由 天高く昇っていった音 揖龍 たつの市立新宮中学校 2年 奥田 栞 

学校図書館協議会賞 課題 「海を見た日」を読んで 高砂 高砂市立松陽中学校 2年 石井 心陽 

学校図書館協議会賞 自由 愛 加古川 加古川市立別府中学校 3年 山本 みゆう 

学校図書館協議会賞 課題 「本当の家族」とは 加古川 加古川市立加古川中学校 3年 北尾 大珠 

学校図書館協議会賞 自由 生きることの奇跡 三田 三田市立富士中学校 1年 北本 樹 

学校図書館協議会賞 課題 「本当の家族」とは 小野 小野市立小野中学校 1年 水池 綾心 
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学校図書館協議会賞 自由 聖地を支える 高砂 高砂市立松陽中学校 2年 大谷 悠輔 

学校図書館協議会賞 自由 足りないかけら 加古川 加古川市立神吉中学校 3年 松尾 有紗 

学校図書館協議会賞 課題 本当の家族 西脇 西脇市立西脇南中学校 1年 郡 碧衣 

佳作 課題 『見た目』の先にあるもの 宝塚 宝塚市立宝塚中学校 2年 高村 紗季 

佳作 自由 カラフル 川辺 猪名川町立清陵中学校 2年 森口 心蕗 

佳作 課題 ルーペで科学せよ！ 宍粟 宍粟市立山崎南中学校 3年 松岡 稔音 

佳作 自由 自分のポジション 南あわじ 
南あわじ市・洲本市組合立 

広田中学校 
1年 赤坂 歩 

佳作 課題 身近にある幸せに感謝 西宮 西宮市立学文中学校 3年 奥田 隼斗 

佳作 自由 「どんまい」を読んで 新温泉 新温泉町立夢が丘中学校 3年 西村 樹 

佳作 課題 『セカイを科学せよ！』から教わったこと 赤穂郡 兵庫県立大学附属中学校 1年 定 倫太郎 

佳作 自由 「大河の一滴」から気づかされたこと 丹波 丹波市立市島中学校 3年 古谷 紗也花 

佳作 課題 本質を見る。 加古川 加古川市立山手中学校 1年 宇野 蒼生 

佳作 自由 ｢生きる｣こと それは 芦屋 芦屋市立山手中学校 3年 中川 初郁 

 

【高等学校の部】 
  

県知事賞 自由 「空中ブランコ」を読んで 但馬高 県立八鹿高等学校 2年 中村 凜花 

教育委員会賞 課題 人を想う 淡路高 県立津名高等学校 2年 矢野 明日香 

毎日新聞社賞 自由 清六が生きた意味 私学 神戸女学院高等学校 2年 小手川 翠 

学校図書館協議会長賞 課題 私の扉をたたく音 私学 親和女子高等学校 2年 泉 瑠菜 

学校図書館協議会賞 自由 その人らしい最後の時間のために 私学 神戸女学院高等学校 2年 平山 凛桜 

学校図書館協議会賞 自由 もう一歩踏み出す勇気 播磨東高 県立加古川南高等学校 1年 桐山 郁未 

学校図書館協議会賞 自由 コンビニ人間を読んで 但馬高 県立日高高等学校 2年 大嶋 絢花 

学校図書館協議会賞 自由 未来への鍵 播磨西高 県立姫路西高等学校 1年 小原 羽乃 

学校図書館協議会賞 自由 葉蔵と共に見る世界 私学 松蔭高等学校 1年 池森 莉奈 

学校図書館協議会賞 自由 思いを届けるために 神戸高 県立伊川谷北高等学校 2年 岸田 結衣 

佳作 自由 人に生きる 但馬高 県立豊岡高等学校 2年 福井 崚馬 

佳作 課題 夢と人生 播磨東高 県立小野高等学校 2年 植田 彩花 

佳作 課題 人を最も成長させるもの 神戸高 神戸市立葺合高等学校 2年 植田 清花 

佳作 自由 多様性の真意 播磨西高 県立姫路西高等学校 2年 田渕 木乃香 

佳作 自由 グレイソンから学んだこと 播磨東高 県立加古川北高等学校 1年 篠田 幸風 

佳作 自由 多様性の中で生きていく私たち 阪神高 県立川西緑台高等学校 2年 秋山 優月 

※今年度も読書感想文兵庫県コンクールにご協力ありがとうございました。 

入賞作品については、「ひょうごの読書」（令和 5年１月上旬刊行予定）をご覧ください。 

 

第 68回青少年読書感想文兵庫県コンクール表彰式」について 

    新型コロナウィルスによる感染拡大防止対策により、開催いたしませんでした。 

入選した児童・生徒への表彰状・盾などにつきましては、臨時総会終了後（令和 4年 11 

月 29日）、該当支部へ配付し、支部より学校へ配付して頂き、児童・生徒へ届くように致し 

ました。 

【編集後記】                  

   今年度も読書感想文兵庫県コンクールにおいて、応募状況のスムーズな報告、審査会へのご協力等

ありがとうございました。お陰様で、会報を作成し、報告ができますことに心より感謝申しあげま

す。来年度もご協力どうぞよろしくお願いいたします。 


