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   「今こそできる！じっくり読書キャンペーン」読書感想文・絵てがみ 

コンクールの審査結果についてについて 

 
 
 「今こそできる！じっくり読書キャンペーン」読書感想文・絵てがみコンクールの審

査結果について、別紙のとおり報告します。 

 
 
 
 令和２年７月１５日 
 
 
           鳥取県教育委員会教育長  山 本  仁 志  



 

「今こそできる！じっくり読書キャンペーン」 

読書感想文・絵てがみコンクールの審査結果について 

 令和２年７月１５日 

 教育総務課 

 
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、学校が臨時休校となり家庭で過ごす時間が増

えることから、この機会をとおして、子ども達が読書に親しみ、本を読むことの楽しさや大切さを

実感するとともに、読書をとおして自分の視野を拡げ、豊かな心を育むことができるような取組と

して、読書感想文・絵てがみコンクールを実施しました。 

 

 

１ 応募状況について 

種 別 部    門 応募数 受賞者数 
 

感想文 
部門 

小学校低学年の部 ３２ 知事賞１、教育長賞１、優秀賞１、佳作 ５ 
小学校中学年の部 ３３ 知事賞１、教育長賞１、優秀賞１、佳作 ４ 
小学校高学年の部 ４２ 知事賞１、教育長賞１、優秀賞１、佳作 ５ 

中学校・高等学校の部   ８６ 知事賞１、教育長賞１、優秀賞１、佳作１３ 
計 １９３  

絵てがみ 
部門 

小学校低学年の部   ９９ 知事賞１、教育長賞１、優秀賞１、佳作１４ 
小学校中学年の部   ６８ 知事賞１、教育長賞１、優秀賞１、佳作 ９ 
計 １６７  
合計 ３６０ 知事賞６、教育長賞６、優秀賞６、佳作５０ 

 

２ 受賞者について 

  別紙一覧のとおり 

  副賞として県産品、県立高校の生産品、図書カード等を贈呈 

 

３ 表彰式について 

 新型コロナウィスル感染症対策として西部会場を設け、東部会場の 

表彰式の様子をライブ配信しました。 

（１）日時 令和２年７月５日（日） １２時５０分～１３時１５分 

（２）場所 （東部会場）県立図書館大研修室 

      （西部会場）米子ワシントンホテルプラザ 

（３）内容 写真撮影、知事あいさつ、受賞者朗読（代表者１名） 

 

４ 感想文の朗読動画について 

  感想文部門の知事賞及び教育長賞の受賞者については、読書感想文を朗読する動画を撮影し、巡回

展や鳥取県教育委員会公式 YouTube 等により紹介します。 

 

５ 巡回展について 

以下のとおり巡回展を実施し、知事賞、教育長賞、優秀賞、佳作に入賞した作品を展示します。 

日時 場所 

７月２５日（土）～８月６日（木） 倉吉未来中心１階 アトリウム 

８月８日（土）～８月２０日（木） イオンモール鳥取北 １階 

８月２２日（土）～８月３０日（日） イオンモール日吉津西館 ２階 

                                       

 

 



部門 部門 区分 題名 学校名 学年 氏名 ふりがな 書籍 作者

知事賞 ずっといっしょだよ 鳥取市立福部未来学園 ２学年 本田　衣理奈 ほんだ　えりな ずっといっしょ スムリティ・プラサーダム・ホールズ

教育長賞 わたしのピンクのランドセル 米子市立車尾小学校 ２学年 米原　花恵 よねはら　かえ アンナの赤いオーバー ハリエット・ジィーフェルト

優秀賞 「ちいさなパワーでおおきなしあわせ」 鳥取大学附属小学校 １学年 高田　遥花 たかた　はるか 五つぶのえんどうまめ ハンスクリスチャンアンデルセン

みんななかよし 倉吉市立小鴨小学校 １学年 松井　結子 まつい　ゆうこ うちにあかちゃんがうまれるの いとう　えみこ

わたしだけのちいさないえ 米子市立明道小学校 ２学年 安達　真梨子 あだち　まりこ あなただけのちいさないえ ベアトリス・シェンク・ド・レーニエ

「クジラのおなかからプラスチック」を読ん
で

米子市立明道小学校 ２学年 瀧川　蒼一郎 たきがわ　そういちろう クジラのおなかからプラスチック 保坂　直紀

「まついひできものがたり」をよんで 米子市立義方小学校 ２学年 中原　翔太朗 なかはら　しょうたろう 松井秀喜物語 広岡　勲

みんなでちからをあわせて 鳥取大学附属小学校 １学年 河﨑　聖良 かわさき　せら おおきなかぶ Ａ・トルストイ再話

知事賞 せんそうをなくすためにできること 鳥取市立久松小学校 ４学年 柿本　翔 かきもと　しょう 火垂るの墓 野坂　昭如

教育長賞 しあわせに生きること 米子市立明道小学校 ３学年 坂本　理央 さかもと　りお はなちゃんのみそ汁 安武　信吾・千恵・はな

優秀賞 「きつつきの商売」を読んで 倉吉市立小鴨小学校 ３学年 宮本　昌治 みやもと　まさはる 教科書（光村図書） 林原　玉枝

明ち光ひでとぼく 鳥取市立美保小学校 ４学年 山本　丈尋 やまもと　たけひろ 明智光秀なぜ本能寺へ向かったのか 奥山　景布子

ぼくがつくったのでもないものたち 鳥取市立美保南小学校 ３学年 轟　健大朗 とどろき　けんたろう まめつぶうた まど・みちお

番ねずみのヤカちゃんを読んで 大山町立大山小学校 ３学年 伊澤　悠介 いざわ　ゆうすけ 番ねずみのヤカちゃん リチャード・ウィルバー

「セロ弾きのゴーシュ」を読んで 鳥取市立賀露小学校 ３学年 河﨑　美空 かわさき　みそら セロ弾きのゴーシュ 宮沢　賢治

知事賞 マザー・テレサの幸せとは 倉吉市立上北条小学校 ６学年 宇山　実桜 うやま　みお マザー・テレサ やなぎや　けいこ

教育長賞 どう生きるか 鳥取市立賀露小学校 ６学年 河﨑　優良 かわさき　ゆら 世界でいちばん貧しい大統領のスピーチ くさば　よしみ編

優秀賞 だれもがくらしやすい世の中に 米子市立明道小学校 ６学年 村上　結衣 むらかみ　ゆい
耳が聞こえないメジャーリーガー　ウィリ
アムホイ

ナンシー・チャーニン

のりこえることの大切さ 大山町立大山西小学校 ６学年 小原　理瑚 こはら　りこ ガラスのうさぎ 高木　敏子

ティファニーから教えてもらったこと 米子市立義方小学校 ６学年 中山　百世 なかやま　ももよ すてきな三にんぐみ トミーアンゲラー

自分の力で肉を獲るということ 鳥取市立国府東小学校 ６学年 千崎　憲 せんざき　けん
自分の力で肉を獲る１０歳から学ぶ狩猟の
世界

千松　信也

エドゥアルトからもらった勇気 米子市立明道小学校 ６学年 坂本　麻央 さかもと　まお ハプスブルクの宝剣 藤本　ひとみ

強い心を持って生きる 鳥取市立大正小学校 ５学年 西田　帆花 にしだ　ほのか 虹色ほたる 川口　雅幸

今こそできる！じっくり読書キャンペーン受賞者一覧

小学校
低学年

佳作

小学校
中学年

佳作

小学校
高学年

感想文

佳作

別紙



部門 部門 区分 題名 学校名 学年 氏名 ふりがな 書籍 作者

知事賞 歴史と未来 鳥取大学附属中学校 １学年 本庄　泰都 ほんじょう　たいと のぼうの城 和田　竜

教育長賞 海洋問題の本質 鳥取西高等学校 ２学年 岸本　隼和 きしもと　はやと 海洋プラスチック汚染 中嶋　亮太

優秀賞 食から伝わるメッセージ 大山町立大山中学校 ３学年 小原　乙華 こはら　おとか 給食のおばさん、ブータンへ行く！ 平澤　さえ子

人間の弱さについて 米子南高等学校 ２学年 吉持　那悠 よしもち　なゆ 流浪の月 凪良　ゆう

※記載なし 鳥取商業高等学校 ３学年 尾﨑　愛来 おさき　めく 君の膵臓を食べたい 住野　よる

真のレジェンド 日野町立日野中学校 ２学年 小倉　啓太郎 おぐら　けいたろう
レジェンド！葛西紀明選手と
下川ジャンプ少年団ものがたり

城島　充

「書くこと」 鳥取西高等学校 １学年 松島　舞依 まつしま　まい ツバキ文具店 小川　糸

一歩踏み出した先に 鳥取西高等学校 ２学年 寺田　侑菜 てらだ　ゆうな 引金 朝井　リョウ

未来へ輝く希望の光 米子市立弓ヶ浜中学校 １学年 景山　颯 かげやま　りゅう オレは、センセーなんかじゃない！ おかざき　さとこ

現実として 米子東高等学校 ２学年 田口　りさ子 たぐち　りさこ 夏の花 原　民喜

「さみしさ」が私に与えた力 米子東高等学校 ２学年 岸本　一花 きしもと　はな 「さみしさ」の力 榎本　博明

世界から私が消えるまで 鳥取市立西中学校 ３学年 小谷　綾 こだに　あや 世界から猫が消えたなら 川村　元気

「ふつう」や「あたりまえ」 米子市立東山中学校 １学年 矢田貝　紗代 やたがい　さよ きみに向かって咲け 灰芭　まれ

大切な友だち 米子市立淀江中学校 １学年 平田　萌 ひらた　めぐみ きみの友だち 重松　清

「マチトム」の魔法 鳥取大学附属中学校 ３学年 広富　愛奈 ひろとみ　まな 都会のトム＆ソーヤ はやみね　かおる

「精霊の守り人」と一緒に育つ 倉吉東高等学校 ２学年 東　裕美子 あずま　ゆみこ 精霊の守り人 上橋　菜穂子

知事賞 ベルレプシュだんしゃくさんととりさんへ 境港市立上道小学校 １学年 野坂　樹生 のざか　いつき すばこ キム・ファン文、イ・スンウォン絵

教育長賞 ふらいぱんじいさんへ 日南町立日南小学校 ２学年 安達　八雲 あだち　やくも ふらいぱんじいさん 神沢　利子

優秀賞 なにかでてきた！！ 米子市立彦名小学校 １学年 高真　千明 たかま　ちあき マンホールからこんにちは いとう　ひろし

さいごはおりこうになったゲルランゲへ 日南町立日南小学校 １学年 岸　更紗 きし　さらさ
おそうじをおぼえたがらないリスのゲルラ
ンゲ

J・ロッシュ＝マゾン

かぼちゃのごちそう 境港市立中浜小学校 １学年 石橋　裕咲 いしばし　ゆうさく ぐりとぐらとすみれちゃん なかがわりえこ・やまわきゆりこ

わたしのあたまはりんごワールド 鳥取市立修立小学校 １学年 山﨑　陽加 やまさき　はるか りんごかもしれない ヨシタケ　シンスケ

おつきさまって、きれいだね。 三朝町立三朝小学校 ２学年 知久馬　優希 ちくま　ゆうき ぼく、おつきさまがほしいんだ ジョナサン・エメット

ババールと子どもたち 江府町立江府小学校 １学年 竹田　芽生 たけだ　めい ババールとサンタクロース ジャン・ド・ブリュノフ

うみはたのしいよ 鳥取市立日進小学校 １学年 治部　湊 じぶ　みなと ※記載なし

小学校
低学年

絵てがみ

中学校・
高等学校

佳作

感想文

佳作



部門 部門 区分 題名 学校名 学年 氏名 ふりがな 書籍 作者

わた毛ふわふわきもちよさそう 倉吉市立小鴨小学校 ２学年 前田　円花 まえた　まどか のげしとおひさま 甲斐　信枝

みみかきめいじん 米子市立車尾小学校 １学年 小椋　謙三 おぐら　けんぞう みみかきめいじん かがくい　ひろし

またうえようよ 倉吉市立西郷小学校 １学年 谷口　暖真 たにぐち　はるま そらいろのたね なかがわ　りえこ

ともだち 鳥取市立日進小学校 １学年 小原　花凛 おはら　かりん スイミー レオ・レオニ

クリスティーナへ 鳥取大学附属小学校 ２学年 筏津　真子 いかだつ　まこ クリスティーナとおおきなはこ パトリシア・リー・ゴーチ

わたしのかみのけで、せんたくものがほせる
かな？

鳥取市立岩倉小学校 １学年 中川　彩葉 なかがわ　いろは まあちゃんのながいかみ たかどの　ほうこ

みんなですもう大会 鳥取市立青谷小学校 ２学年 大江　琥太郎 おおえ　こたろう きょうは泣き虫 たけがみ　たえ

「セロ弾きのゴーシュ」さんへ　セラより 国立鳥大附属小学校 １学年 河﨑　聖良 かわさき　せら セロ弾きのゴーシュ 宮沢　賢治

知事賞 目玉焼を焼いているふらいぱんじいさんへ 日南町立日南小学校 ３学年 岸　紡生 きし　つむぎ ふらいぱんじいさん 神沢　利子

教育長賞 おいしい料理は笑顔のおまじない 日南町立日南小学校 ４学年 前田　夏帆 まえだ　かほ のはらキッチンへぜひどうぞ まはら　三桃

優秀賞 ハチやっと会えたね 岩美町立岩美南小学校 ４学年 山本　結唯 やまもと　ゆい ハチ公物語 岩貞　るみこ

絵馬にねがいをこめて 倉吉市立小鴨小学校 ３学年 宮本　昌治 みやもと　まさはる ふるさとの民話第１１集鳥取県中部編Ⅱ 酒井　董美

わがまま兄ちゃん 伯耆町立八郷小学校 ４学年 野口　敦司 のぐち　あつし ぼくの兄ちゃん よしなが　こうたく

ずっと見守っていてね 境港市立上道小学校 ４学年 野坂　優里 のざか　ゆうり すばこ キム・ファン文、イ・スンウォン絵

新しい世界 境港市立渡小学校 ４学年 谷垣　千尋 たにがき　ちひろ ヒックとドラゴン クレシッダ・コーウェル

やねの上で 鳥取市立用瀬小学校 ３学年 蓜島　千星 はいしま　ちせ 長くつ下のピッピ アストリッド・リンドグレーン

新しいヤクミレンジャーさん上！！
～コロナウイルスをやっつけろ～

米子市立尚徳小学校 ４学年 青戸　結 あおと　ゆい いちごちゃん さとう　めぐみ

馬に乗って走ろう 岩美町立岩美南小学校 ４学年 廣瀬　出帆 ひろせ　いずほ
マジックツリーハウス３５ アレクサン
ダー大王の馬

メアリー・ポープ・オズボーン

金色のライオン 岩美町立岩美南小学校 ４学年 山本　輝矢 やまもと　てるや サーカスのライオン 川村　たかし

やさしい友だち 岩美町立岩美南小学校 ４学年 大久保　和佳 おおくぼ　わか お手紙 アーノードル・ベール

小学校
中学年

佳作

絵てがみ

小学校
低学年

佳作


