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きたあきた読書まつり令和元年度
♩一冊の本からすてきな世界へ♩

鷹巣図書館入り口横に設けられたコーナーにはたくさんの仕掛け絵本が展示。
館内で閲覧できるほか貸し出し可能な本もあります。仕掛け絵本のページを
めくると様々な仕掛けがあり、本の世界を創造豊かに体験できます。

ひっぱる　のぞく　まわる　とびだす
ひろげる　ページをひらくと立体的に絵が

とびだすなど子どもだけでなく大人も魅了する
ワクワクいっぱいのしかけ絵本が

いっぱい

保育園の部
特選 米澤　柊哉 米内沢保
特選 新田　萌衣 あいかわ保
入選 川田　芭奈 南鷹巣保
入選 布田　智樹 七日市保
入選 菅原美衣花 しゃろーむ
入選 田崎　蒼依 米内沢保
佳作 成田　柚夏 鷹巣東保
佳作 小笠原　陸 鷹巣中央保
佳作 鈴木心瑚葵 南鷹巣保
佳作 佐藤　志帆 綴子保
佳作 岩澤　侑依 しゃろーむ
佳作 櫻庭　風莉 あいかわ保
佳作 岸野　創太 前田保
佳作 片岡　翔愛 阿仁合保
佳作 鈴木　蓮央 大阿仁保
佳作 鈴木ひまり 大阿仁保
  
小１年生の部
特選 宮腰　栞來 鷹巣南小
特選 野呂　慈幸 合川小
入選 成田　遥斗 鷹巣小
入選 柴田　羽琉 米内沢小
入選 金田　美希 合川小
佳作 藤嶋　咲愛 鷹巣小

小３年生部門
特選 栗谷　大智 阿仁合小
入選 佐藤　暖胡 鷹巣東小
入選 佐藤　希実 綴子小
佳作 出川　遙乃 鷹巣小
佳作 佐藤　綾彦 鷹巣東小
佳作 宮腰　朱芽 鷹巣南小
佳作 織山　芽子 前田小
  
小４年生部門
特選 佐京　寛淳 阿仁合小
入選 中嶋　真滉 鷹巣中央小
入選 中島　心音 阿仁合小
入選 吉田　充輝 合川小
佳作 簾内　夏帆 鷹巣中央小
佳作 長岐　郁杜 鷹巣南小
佳作 荒川　遥茉 阿仁合小
佳作 チョールトン ゆき 阿仁合小
佳作 藤本　蓮 阿仁合小
  
小５年生部門
特選 佐藤瑚々渚 鷹巣中央小
入選 金　龍汰 米内沢小
入選 兎澤　新菜 阿仁合小
入選 庄司　暖 合川小
佳作 佐々木裕人 鷹巣小
佳作 菊地　昊 鷹巣東小

佳作 萩野　愛 鷹巣東小
佳作 斎藤　美夢 阿仁合小
佳作 松橋　慶人 阿仁合小
佳作 田口　椿 大阿仁小

小６年生部門
特選 戸澤　慈雲 鷹巣小
入選 若松　璃胡 前田小
入選 加藤　夷織 合川小
佳作 岩谷　香帆 鷹巣東小
佳作 金澤　心音 米内沢小
佳作 栗谷　天花 阿仁合小
佳作 柴田　悠斗 合川小
  
中学校部門
特選 河田　晃和 合川中２年
特選 白旗　水音 森吉中１年
入選 佐藤　音々 合川中２年
入選 石野巻昇平 森吉中１年
入選 髙橋明日香 合川中１年
佳作 梅井　瑠菜 森吉中２年
佳作 金　明日美 森吉中２年
佳作 佐々木祥英 鷹巣中１年
佳作 柴田　彩羽 森吉中１年
佳作 庄司　優花 森吉中１年
佳作 佐藤　智美 森吉中１年

佳作 本城谷海織 鷹巣東小
佳作 堀内　希咲 綴子小
佳作 野呂　蒼斗 鷹巣中央小
佳作 児玉　莉聖 鷹巣南小
佳作 佐藤　環奈 米内沢小
佳作 森川　絢士 前田小
佳作 坂上　莉桜 合川小
佳作 藤嶋　優維 合川小
  
小２年生の部
特選 藤本　尚 鷹巣小
特選 バウティスタ　ジュエル 鷹巣東小
入選 伊藤　楓真 鷹巣小
入選 小林　咲斗 米内沢小
入選 荒川　佑月 阿仁合小
入選 佐藤　心愛 合川小
佳作 岩谷　諒 鷹巣東小
佳作 細田　來玖 綴子小
佳作 長岐　怜奈 鷹巣南小
佳作 玉造　暖都 米内沢小
佳作 三浦　蓮 前田小
佳作 佐々木心愛 合川小
佳作 成田　楓歌 合川小

読書感想文入賞者の紹介（応募総数96点）

読書感想画入賞者の紹介（応募総数467点）

特選 米澤  柊哉　（米内沢保育園）
題名　つばさくん、かんちゃん  かぶぬけたよ！
書名　おおきなかぶ（ロシア民話）

特選 バウティスタ  ジュエル   （ 鷹巣東小）
題名　わたしのおいしそうなぼうし
書名　ミリーのすてきなぼうし

特選 新田  萌衣　（あいかわ保育園）
題名　シンデレラが、すてきなドレスにへんしん！
書名　シンデレラ

特選 宮腰  栞來　（鷹巣南小）
題名　ゆきだるまのパーティ
書名　おばけのゆきだるま

特選 野呂  慈幸　（合川小）
題名　くまをとってきた山んばのあかちゃん
書名　やまんばのにしき

特選 藤本　尚　（鷹巣小）
題名　だいじょうぶだよにじいろさかなくん
書名　にじいろのさかなうみのそこのぼうけん

　きたあきた読書まつりが２月29日、文化会館で行われました。ホールには
読書感想画コンクールの入賞作品、図書館内には仕掛け絵本が展示され、訪れ
た人がかわいらしい作品や仕掛け絵本の世界を楽しんでいました。今回はきた
あきた読書まつりとして、子どもが本を親しむ機会を作ろうと、市教育委員会
が初めて企画したもので、当初は2019年度の読書感想文感想画コンクールの
表彰式やステージでの絵本の読み聞かせなどたくさんのイベントも予定してい
ましたが、新型コロナウイルスの感染予防のために中止となりました。
　展示は予定どおり行い、1階ホールに感想画コンクール入賞作品44点、会館
内の鷹巣図書館に仕掛け絵本35冊が紹介されました。当日は多くの方が展示
された感想画などを見に訪れました。仕掛け絵本は貸し出し可能なものも多数
あり、様々な仕掛けがされた本を楽しむことができます。


