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E-mail 

分  類 イベント･行事  募集  契約･入札   会議･説明会   その他 

（該当する分類を囲むこと。） 

日  程     １１月１２日（土）１０：００～１１：３０ 

発表項目 

（行事名） 

平成２８年度（第６１回）「旭川市児童生徒読書感想文コンク

ール表彰式」（報道依頼） 

概  要 

（趣旨・日時・ 

場所・内容等を 

記入すること。） 

 

 

 

 

 

内容   特別賞 10人・優秀賞 70人・計 80人の表彰式  

会期   平成 28年 11月 12日（土）10：00～11：30 

 

場所    旭川建設労働者福祉センター（旭川市６条４丁目） 

     サンアザレア ３階ホール 

 

主催   旭川市学校図書館協会・旭川市教育研究会学校図書館部 

     旭川市教育委員会（担当：旭川市中央図書館）     

 

問合せ  旭川市立愛宕中学校 加藤直子教諭 

      ℡：0166-34-9090 

     旭川市中央図書館（担当：松田・真鳥） 

  ℡：0166-22-4174 

付資料 
有 ・ 無 

（有・無のいずれかを囲むこと。） 

※ 式次第 ， 入賞者・作品一覧 

報道（取材）に当

たってのお願い 

取材は月曜日以外でお願いします。 

 

 

 

備  考 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

第６１回 旭川市児童生徒読書感想文コンクール 表彰式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年１１月１２日（土） 午前１０時～ 

旭川建設労働者福祉センター サン・アザレア ３階ホール 

旭川市６条通４丁目 



式 次 第 

 

日時 平成２８年１１月１２日（土） 午前１０時～ 

会場 旭川建設労働者福祉センター サン・アザレア ３階ホール 

 

 

１．はじめのことば  旭川市学校図書館協会    副会長  石ケ森 孝順 

 

２．主催者挨拶   旭川市学校図書館協会   会長   鎌田 優子 

    旭川市中央図書館     館長   杉山 一彦 

 

３．「特別賞」表彰 

 

（１）旭川市学校図書館協会長賞 旭川市学校図書館協会 会長   鎌田 優子 

・永山小学校   １年  梶原 一慶（かじわら いっけい） 

・神居東小学校  ３年  村山 花恋（むらやま かれん） 

・緑新小学校   ５年  奥野 隼輔（おくの しゅんすけ） 

・中央中学校   １年  朝倉 正樹（あさくら まさき） 

・愛宕中学校   ３年  中島 有佳子（なかじま ゆかこ） 

 

（２）旭川市教育長賞  旭川市中央図書館  館長   杉山 一彦 

・春光小学校   ２年  笠原 吹（かさはら すい） 

・愛宕小学校   ４年  島田 礼愛（しまだ れいあ） 

・緑が丘小学校  ６年  岸本 悠壮（きしもと ゆうと） 

・江丹別中学校  ２年  松井 佳映（まつい かえ） 

・旭川東高等学校 １年  大川 真子（おおかわ まこ） 

 

４．旭川市教育長賞受賞作品の朗読 

 

５．「優秀賞」表彰   旭川市学校図書館協会 副会長  加藤 宏明 

 旭川市学校図書館協会 副会長  山根 治彦 

 

６．講評             旭川市教育研究会学校図書館部  部長  加藤 直子 

 

７．おわりのことば  旭川市学校図書館協会  副会長  石ケ森 孝順 



【小学生】

学年 賞 学校名 名前 ふりがな 作品名

1 協会長賞 永山小 梶原　一慶 かじわら　いっけい 「ちっちゃなサリーは、みていたよ」をよんで

1 優秀賞 神居小 織山　香奈 おりやま　かな ボタンちゃんをよんで

1 優秀賞 東町小 富樫　芙碧 とがし　ふうあ みずたまのたび

1 優秀賞 緑が丘小 池内　奏心 いけうち　かなみ ころがったぼたんちゃん

1 優秀賞 新町小 渡辺　結衣 わたなべ　ゆい かえってきたまほうのじどうはんばいき

1 優秀賞 永山小 大石　陽向 おおいし　ひゅうが 「１００ねんごのちきゅう」をよんで

1 優秀賞 永山小 馬場　歩未 ばば　あゆみ ボタンちゃんを読んで

学年 賞 学校名 名前 ふりがな 作品名

2 教育長賞 春光小 笠原　吹 かさはら　すい 『ライオンをかくすには』を読んで

2 優秀賞 共栄小 玉手　優花 たまで　ゆうか 「アリとくらすむし」を読んで

2 優秀賞 愛宕東小 岡山　璃来 おかやま　りこ 「ひみつのきもちぎんこう」

2 優秀賞 陵雲小 工藤　大誠 くどう　たいせい 「だれかのために」

2 優秀賞 永山小 金子　実生 かねこ　みお 「ひみつのきもちぎんこう」をよんで

2 優秀賞 永山小 吉田　颯 よしだ　はやて 「みずたまのたび」を読んで

2 優秀賞 江丹別小 武山　大雅 たけやま　たいが かめ２００円

2 優秀賞 西御料地小 廣野　心惟奈 ひろの　ここな 『ひみつのきもちぎんこう』を読んで

2 優秀賞 緑新小 菅原　ゆりあ すがわら　ゆりあ ボタンちゃんを読んで

学年 賞 学校名 名前 ふりがな 作品名

3 協会長賞 神居東小 村山　花恋 むらやま　かれん 二日月を読んで

3 優秀賞 永山小 杉澤　羽菜 すぎさわ　はな おねえちゃんって、もうたいへん！を読んで

3 優秀賞 永山小 河部　結愛 あべ　ゆいな がんばるということ

3 優秀賞 永山小 風間　心花 かざま　このか 「目の見えない子ねこ、どろっぷ」を読んで思ったこと

3 優秀賞 永山西小 松本　雛野 まつもと　ひなの さかさ町が教えてくれたこと

3 優秀賞 神居東小 佐藤　一咲 さとう　いさき コロッケ先生の情熱！古紙リサイクル授業を読んで

3 優秀賞 緑が丘小 上田　華凛 うえだ　かりん ノックノックみらいをひらくドアを読んで

3 優秀賞 永山西小 君羅　妃保 きみら　ひより 「ぞうのなみだ　ひとのなみだ」を読んで

学年 賞 学校名 名前 ふりがな 作品名

4 教育長賞 愛宕小 島田　礼愛 しまだ　れいあ 「お昼の放送の時間です」を読んで

4 優秀賞 東五条小 工藤　紗奈 くどう　さな わすれたって、いいんだよ　おばあちゃん

4 優秀賞 緑が丘小 細木　菜々子 ほそき　ななこ 「さかさ町」を読んで

4 優秀賞 東五条小 落合　奏太 おちあい　そうた ぼくが目指すキャプテン

4 優秀賞 永山小 大岩　健太郎 おおいわ　けんたろう 「ごめんね、お母さん」を読んで

4 優秀賞 東五条小 山　和希 やま　かずき バッテリー（友じょう、きずな）

4 優秀賞 東五条小 小林　奈緒 こばやし　なお 「私の大好きなティラノサウルス」

4 優秀賞 東五条小 早坂　佑真 はやさか　ゆうしん 「さかさ町」を読んで作者に学んだこと

学年 賞 学校名 名前 ふりがな 作品名

5 協会長賞 緑新小 奧野　隼輔 おくの　しゅんすけ 強い心をもつために

5 優秀賞 向陵小 平田　梨紗 ひらた　りさ 「五体不満足」を読んで

5 優秀賞 陵雲小 工藤　侑和 くどう　ゆうな 本当の勇気

5 優秀賞 朝日小 坂田　穣 さかた　じょう ずっと忘れない

5 優秀賞 永山小 大谷　陽 おおたに　ひなた 捨て犬未来と捨てネコ未来を読んで

5 優秀賞 知新小 渡辺　幸太郎 わたなべ　こうたろう 大津波のあとの生きものたちを読んで

5 優秀賞 永山小 川瀬　心奈 かわせ　ここな 捨て犬未来と捨てネコ未来を読んで

5 優秀賞 東五条小 谷脇　萌香 たにわき　ほのか 「窓ぎわのトットちゃん」を読んで

平成２８年度旭川市児童生徒読書感想文コンクール入賞作品



【小学生】

学年 賞 学校名 名前 ふりがな 作品名

6 教育長賞 緑が丘小 岸本　悠壮 きしもと　ゆうと 「大村智ものがたり」を読んで

6 優秀賞 東町小 櫻井　壮二郎 さくらい　そうじろう 「生きる」の答え

6 優秀賞 神居東小 岩田　梨花 いわた　りか 「とぶ！夢に向かって」を読んで

6 優秀賞 東五条小 高松　華帆 たかまつ　かほ 「武器より一冊の本をください」を読んで

6 優秀賞 永山小 金森　晴加 かなもり　はるか 「１リットルの涙」が私に教えてくれたこと

6 優秀賞 神居東小 米田　二葉 よねた　ふたば あきらめないこと、それが冒険だを読んで

6 優秀賞 千代田小 弘田　ゆい ひろた　ゆい 「ここで土になる」を読んで

6 優秀賞 春光小 笠原　陽 かさはら　よう 八月六日を忘れない

【中学生】

学年 賞 学校名 名前 ふりがな 作品名

1 協会長賞 中央中 朝倉　正樹 あさくら　まさき キャプテンシー

1 優秀賞 愛宕中 那須川　叶愛 なすかわ　とあ 命の重さについて問う

1 優秀賞 北星中 北川　真彩 きたがわ　まあや 「鼻」を読んで感じたこと

1 優秀賞 永山中 髙谷　芽生 たかたに　めい 「頭のうちどころが悪かった熊の話」人生について教わった

1 優秀賞 北星中 熊木　杏 くまき　あん 私を変えた本

1 優秀賞 永山南中 中野　真希 なかの　まき ＡＢＣ！曙第二中学校放送部

1 優秀賞 中央中 福原　芽生 ふくはら　めい ＡＢＣ！曙第二中学校放送部を読んで

1 優秀賞 江丹別中 中村　織音 なかむら　おりね 「タロジロは生きていた」を読んで

学年 賞 学校名 名前 ふりがな 作品名

2 教育長賞 江丹別中 松井　佳映 まつい　かえ 世界の家族の一員として

2 優秀賞 東光中 矢萩　和 やはぎ　のどか 「心のおくりびと」を読んで

2 優秀賞 中央中 富田　夏樹 とみた　なつき 「生きる劉連仁の物語」を読んで

2 優秀賞 東光中 本澤　那菜 もとざわ　なな 「夢をかなえるゾウ」を読んで

2 優秀賞 永山南中 谷本　有優 たにもと　ゆうゆ 精霊の守り人を読んで

2 優秀賞 北門中 須藤　沙彩 すどう　さあや 「君の膵臓をたべたい」を読んで

2 優秀賞 東光中 岩瀬　萌花 いわせ　ほのか 「西の魔女が死んだ」を読んで

2 優秀賞 永山南中 安久　丈也 あぐ　たけや 「だれもが知ってる小さな国」を読んで

学年 賞 学校名 名前 ふりがな 作品名

3 協会長賞 愛宕中 中島　有佳子 なかじま　ゆかこ 「くちびるに歌を」を読んで

3 優秀賞 東光中 高倉　未楼 たかくら　みろう 生きるということ

3 優秀賞 永山南中 中野　紗希 なかの　さき 「赤いペン」を読んで

3 優秀賞 愛宕中 門脇　未侑 かどわき　みゆう 生きていく中で

3 優秀賞 東光中 児玉　愛実 こだま　まなみ 「君の膵臓をたべたい」を読んで

3 優秀賞 東光中 後藤　美空 ごとう　みく 思い出

3 優秀賞 東光中 佐藤　涼華 さとう　りょうか ぐるんぱのようちえんを読んで

3 優秀賞 東光中 押田　歩乃実 おしだ　ほのみ 言葉

【高校生】

学年 賞 学校名 名前 ふりがな 作品名

1 教育長賞 旭川東高 大川　真子 おおかわ　まこ 「人間失格」になりたくない

2 優秀賞 旭川東高 貴田岡　結衣 きたおか　ゆい 生きる希望

2 優秀賞 旭川東高 河野　有衣子 かわの　ゆいこ 確かな光

1 優秀賞 旭川東高 松山　未佳 まつやま　みか 落とし物を探して

2 優秀賞 旭川東高 後藤　開 ごとう　かい 戦争の記憶

2 優秀賞 旭川藤高 山川　ちひろ やまかわ　ちひろ 私の責任

1 優秀賞 旭川西高 鈴木　歩佳 すずき　あゆか 彼と私

1 優秀賞 旭川西高 寺澤　佳祐 てらさわ　けいすけ タスキメシを読んで


