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学校名 学年 氏名 作品名 書籍名 著者名 出版者名
東京都作文コ
ンクール出品

者

1 谷戸 １年 長田　奈々 しげちゃんは、いいなまえ しげちゃん
室井　滋　作

長谷川　義史　絵
金の星社 〇

2 上鷺宮 １年 鵜澤虎之介 ホイホイとフムフム
ホイホイとフムフム
たいへんなさんぽ

マージョリー・ワインマン・
シャーマット　文
　　　バーバラ・クーニー　絵

ほるぷ出版 〇

3 鷺宮 ２年 奥野　弘輝 言ばでつたえる大切さ
ずーっと　ずっと　だいすきだ
よ

ハンス・ウィルヘルム　えとぶ

ん

　　　　久山　太市　訳
評論社 〇

4 谷戸 ２年 清水　紬生 ゆうながねがったこと ゆうなとスティービー
堀米　薫　さく
丸山　ゆき　え

ポプラ社 〇

5 桃園第二 ３年 土屋晴太郎 命の大切さ・生き物のしあわせ
命がこぼれおちる前に　収容
された犬猫の命をつなぐ人び
と

今西　乃子　文 佼成出版社 〇

6 中野第一 ３年 片山　志帆 『ココロ屋』を読んで ココロ屋 梨屋　アリエ　作 文研出版 〇

7 上鷺宮 ４年 山口　彩那 一すじのメッセージ
子ぎつねヘレンがのこしたも
の

竹田津　実　著 偕成社 〇

8 武蔵台 ４年 西川　詩穂 だれに対してもやさしい人に マローンおばさん エリナー・ファージョン　著 こぐま社 〇

9 塔山 ５年 鈴木悠理香 自分に自信をもてる「宝物」
光村ライブラリー　ガラスの
小びん

樺島　忠夫・宮地　裕・渡
辺　実　監修

光村図書出版 〇

10 上鷺宮 ５年 葛城　そよ 勇気とは何か ぼくがスカートをはく日
エイミ・ポロンスキー作
西田　佳子　訳

学研プラス 〇

11 啓明 ６年 木野村　舞 私たちは二番目の悪者 二番目の悪者 林　木林　作 小さい書房 〇

12 南台 ６年 清野　紗良 死と命について学んだこと 夏の庭 湯本　香樹実　著 新潮社 〇

13 新井 １年 佐野　心咲
ばけばけばけばけたくんたん
じょうびのまき

ばけばけばけばけばけたくん
たんじょうびの巻

岩田　明子　ぶん・え 大日本図書

14 武蔵台 １年 嶋田　結月 じぶんかってなスタンリー スタンリーとちいさな火星人
サイモン・ジェームズ　作

千葉　茂樹　訳
あすなろ書房

15 桃花 １年 小々馬理子 もどってきた、あめ 魔女ののろいアメ
草野　あきこ　作
ひがし　ちから　絵

ＰＨＰ研究所

16 みなみの １年 松本歌菜子 はじめてのともだち あのこに　あえた もりやま　みやこ　作 あかね書房

17 中野第一 １年 瀬嵐　響太 キリンプロフェッショナル
キリンの運びかた、教えます
電車と病院も!?

岩貞　るみこ　文
たら子　絵

講談社

18 塔山 ２年 舩生　るな 気もちのあめだま あめだま
ペク・ヒナ　作

長谷川　義史　訳
ブロンズ新社

19 啓明 ２年 萩尾　歩鳥
わたしのじいじとエリックのじい
じ

おじいちゃんがおばけになっ
たわけ

キム・フォップス・オーカソン

文

　　エヴァ・エリクソン　絵
　　菱木　晃子　訳

あすなろ書房

20 西中野 ２年 田中万央璃 そいつの名前はエメラルド そいつの名前はエメラルド
竹下　文子　作
鈴木　まもる　画

金の星社

21 平和の森 ２年 坂本　和奏 すきだ、すきだと思うこと しゅくだいクロール 福田　岩緒　作・絵 ＰＨＰ研究所

22 みなみの ２年 吉田　圭汰 だいじないもうと いもうとのにゅういん
筒井　頼子　さく
林　明子　え

福音館書店

23 中野第一 ２年 平野　未彩 一ばんのたからもの
おねえちゃんって、まいにち
はらはら！

いとう　みく　作 岩崎書店

24 谷戸 ３年 樋田　朱音 あきらめない！ しっぽをなくしたイルカ 岩貞　るみこ　作 講談社

25 江古田 ３年 宮﨑　結彩 けんかにかんぱい！ けんかにかんぱい！
宮川　ひろ　作
小泉　るみこ　絵

童心社

26 鷺宮 ３年 植木　暖 ポリぶくろ、一まい、すてた ポリぶくろ、１まい、すてた
ミランダ・ポール　文
エリザベス・ズーノン絵
藤田　千枝　訳

さ・え・ら書房

27 西中野 ３年 淺井　千結
お姉ちゃんって大へんだけど楽
しい

おねえちゃんって、いっつも
がまん!?

いとう　みく　作 岩崎書店

28 南台 ３年 高橋　杏佳 生きる時間を大切に 犬と私の１０の約束 川口　晴　著 文藝春秋

29 美鳩 ３年 伊藤　和深 金曜日が終わらなかったら 金曜日がおわらない
アニー・ドルトン　作
岡本　浜江　訳
風川　恭子　絵

文研出版

30 桃園第二 ４年 神林　　広
「やっぱりお母さんってすご
い！」

かあちゃん取扱説明書
いとう　みく　作
佐藤　真紀子　絵

童心社

31 鷺宮 ４年 大井　彩楽
人は一人で生きているのではな
い

口で歩く
丘　修三　作

立花　尚之介　絵
小峰書店

32 北原 ４年 松本　華実 この世の二つだけのできごと
山古志村のマリと三匹の子
犬

桑原　眞二　著 文藝春秋
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33 西中野 ４年 田山　絢子 戦争を生きぬいた人々の力強さ この世界の片隅に こうの　史代　著 双葉社

34 南台 ４年 林　　英里 私たちが今から出来ること
あなたが世界を変える日
12歳の少女が環境サミットで
語った伝説のスピーチ

セヴァン・カリス＝スズキ
著

学陽書房

35 美鳩 ４年 江川のどか 一人立ちとは何か 魔女の宅急便 角野　栄子　作 福音館書店

36 中野本郷 ５年 平嶋　咲優 二日月 二日月
いとう　みく　作
丸山　ゆき　絵

そうえん社

37 江古田 ５年 中島　陽登 知ることでの変化 いのちの食べかた 森　達也　著 イースト・プレス

38 鷺宮 ５年 山崎　天香 言葉の力と大切さ
言葉屋　言箱と言珠のひみ
つ

久米　絵美里　作
もとやま　まさこ　絵

朝日学生新聞社

39 啓明 ５年 福田　沙弥 いつも本気で精一杯取り組む びりっかすの神さま 岡田　淳　作・絵 偕成社

40 白桜 ５年 清田　桃花 幸せになれる未来に
すてねこたちに未来を
小学４年生の保護ねこ活動

菅　聖子　著 汐文社

41 緑野 ５年 高橋　亮 ぼくの預けたいもの
十年屋　時の魔法はいかが
でしょう？

廣嶋　玲子　作
佐竹　美保　絵

静山社

42 江古田 ６年 神澤　美音
「もうひとつの屋久島から」を読
んで

もうひとつの屋久島から世界
遺産の森が伝えたいこと

武田　剛　著 フレーベル館

43 上高田 ６年 日影舘希帆 意志を行動にうつす大切さ
杉原千畝物語　命のビザを
ありがとう

杉原　幸子・
杉原　弘樹　著

金の星社

44 江原 ６年 深野　結希 言葉と勇気 言葉屋５　いろは暗号歌
久米　絵美里　作
もとやま　まさこ　絵

朝日学生新聞社

45 西中野 ６年 後藤　康太 十五少年漂流記を読んで 十五少年漂流記
ジュール＝ベルヌ　著
那須　辰造　訳

講談社

46 白桜 ６年 新田　美月 一冊の本との出会い
武器より一冊の本をください
少女マララ・ユスフザイの祈り

ヴィヴィアナ・マッツア　著
横山　千里　訳

金の星社

47 緑野 ６年 田中　朔人 いつでも応援してるよ
光をくれた犬たち　盲導犬の
一生

今西　乃子　著
浜田　一男　写真

金の星社

48 塔山 １年 前田衣緒理 グー・スー・ピー
ぞくぞく村のちびっこおばけ
グー・スー・ピー

末吉　暁子　作
垂石　真子　絵

あかね書房

49 塔山 １年 岡﨑　清太 スピノサウルス
であえて　ほんとうに　よかっ
た

宮西　達也　作・絵 ポプラ社

50 中野本郷 １年 浅見彪太朗 うろこをあげてうれしくなった にじいろの　さかな
マーカス・フィスター　作
谷川　俊太郎　訳

講談社

51 江古田 １年 安田香穂里 とのさまがうみにいった とのさま１ねんせい
長野ヒデ子　本田カヨ子

　作・絵
あすなろ書房

52 江古田 １年 落合　海音 ゆうびんはいたつにきました！ ゆきだるまのポー たしろ　ちさと　作・絵 ひかりのくに

53 江古田 ２年 中島　一志 みんながたのしいおまつり
新美南吉童話選集１
木の祭り

新美　南吉　作
黒井　健　絵

ポプラ社

54 上高田 １年 板村　一希 りすのなかまたち どうぞのいす
香山　美子　作
柿本　幸造　絵

ひさかたチャイルド

55 啓明 ４年 沖山　楓 木の実とヤマネ 森のスケーターヤマネ 湊　秋作　著 文研出版

56 江原 １年 松本　武 かえるくんとがまくんの水遊び ふたりは　ともだち アーノルド・ローベル　作 文化出版局

57 西中野 １年 小川　夢子 もりでみつけたはいいろのみ ぞうのエルマー
デビッド・マッキー　ぶんと

え
ＢＬ出版

58 上鷺宮 ２年 村田　大知
とんまが　なみだとはな水を出し
て　ゾロリがピンチの絵

かいけつゾロリ　たべられ
る！！

原　ゆたか　さく・え ポプラ社

59 上鷺宮 ２年 明丸　悠悟
ブルートレインがたま川のはしを
通る

ぼく　しんかんせんに　のった
んだ

わたなべ　しげお　さく
おおとも　やすお　え

あかね書房

60 白桜 １年 小原　唯愛
スタンリーがちきゅうにとびたつ
とき

スタンリーとちいさな火星人 サイモン・ジェームズ　作 あすなろ書房

61 白桜 １年 松本いちか たぬきになったおねえちゃん 魔女ののろいアメ 草野　あきこ　作 ＰＨＰ研究所

62 平和の森 １年 吉村メロディ かたつむりのぼうし ミリーのすてきなぼうし きたむら　さとし　作 ＢＬ出版

63 緑野 １年 中西　一紗 かいじゅうのいるゆめ かいじゅうたちのいるところ モーリス・センダック　さく 冨山房

64 緑野 ２年 栗野ゆりあ かんらん車のぼうし ミリーのすてきなぼうし きたむら　さとし　作 ＢＬ出版

65 南台 １年 諸冨　玲奈 ぐりとぐらとあそんだよ ぐりとぐら
中川　李枝子　さく
大村　百合子　え

福音館書店

66 美鳩 １年 望月　治希
ものすごくおおきなプリンのうえ
で

ものすごく　おおきな　プリン
の　うえで

二宮　由紀子　ぶん
中新井　純子　え

教育画劇

67 美鳩 ２年 金今　璃子 ドアのむこうにくろいかげ 注文の多い料理店 宮澤　賢治　作 講談社


