
図書番号①

みらいのえんそく
ジョン・ヘア／作 椎名かおる／文

1,540円あすなろ書房 ISBN 978-4-7515-2955-3

【選者からのひとこと】
月から地球はどんな風に見えるのかな。月に生き物はいる
のかな。想像をふくらませて描こう。

本の選定は審査委員の先生方にお願いしました。価格はすべて税込価格です。

選定図書
図書番号②

いろいろかえる
きくちちき／作

1,540円偕成社 ISBN 978-4-03-232670-3

図書番号③

区立あたまのてっぺん小学校
間部香代／作 田中六大／絵

1,320円金の星社 ISBN 978-4-323-07452-8

【選者からのひとこと】
あたまのてっぺんにできた教室ってどんなだろう。想像をふく
らませながら描きましょう。

図書番号④

きみのなまえ
あんずゆき／作 かなざわまゆこ／絵

1,320円佼成出版社 ISBN 978-4-333-02843-6

図書番号⑤

クロケのジャムとももふか草
島村木綿子／作 北村裕花／絵

1,320円国土社 ISBN 978-4-337-33654-4

【選者からのひとこと】
ねこのクロケがつくるジャムは、どんな味がするのでしょう。
想像しながら絵に表してみましょう。

図書番号⑥

まいごのモリーとわにのかばん
こまつのぶひさ／文 はたこうしろう／絵

1,430円童心社 ISBN 978-4-494-01641-9

【選者からのひとこと】
あなただったら、どんなかばんや財布と一緒におでかけしま
すか。想像したことを絵に表そう。

始業式のとき、頭の上に何かを感じた。トイレで
鏡を見たら、頭の上に小さな学校がある！個性
の大切さを考える、ユーモアあふれる物語。

図書番号⑦

くまちゃんがちいさくなっちゃった
トム・エリヤン／文 ジェーン・マッセイ／絵
なかがわちひろ／訳

1,540円光村教育図書 ISBN 978-4-89572-275-9

【選者からのひとこと】
「くまちゃん」とどんな遊びがしたいかな。あなたの「くまちゃ
ん」を想像して描いてみましょう。

「お墨付き」

キャンペーン実施中！

コンクール選定図書購入の際、帯

に印刷された「お墨付き」（証明

書）に、書店で押印してもらってく

ださい。絵の裏（左上）に貼付し

て応募した方（入賞・入選者は除

く）に返却の際、記念品を送付し

ます。詳しくは、帯の「お墨付き」を

ご覧ください。

応募方法など詳しくはHPをご覧ください。

公式Twitterでも情報を随時発信中！

【問い合わせ先】 京都新聞COM 開発推進部 TEL.075-255-9757（平日10時～17時）

HP Twitter

「スタンプカード」

キャンペーン実施中！

16冊の選定図書のうち2冊を購入し、

書店印を押してもらってください。作

品にスタンプカードを同封し、コンクー

ルにご応募いただいた方（入賞・入

選者は除く）の中から抽選で作品返

却時に図書カードをお送りします。

※本の購入は1店舗で2冊でも、2

店舗で1冊ずつでも構いません。

【選者からのひとこと】
いろいろなかえるがいるね。みんなが描きたいかえるは、ど
んなかえるで何をしていますか。

【選者からのひとこと】
物語に描かれていることを想像して、どのような色で描いた
らよいかを考えながら表現しよう。

未来の遠足は「月」にいくのかも！一人の少年と
月に住むゆかいな生物が、絵を描くことを通して
なかよしになります。夢が広がる楽しいお話！

次々にやってくる、色あざやかなかえるたちの楽し
い一日。いきいきとした、個性ゆたかなかえるたち
が見開きいっぱいに描かれます。

近所の林で見かけた、さみしそうな野良犬。たく
とは家で保護しようと貼り紙をするのですが……。
実話を元にした感動の物語。

クロケのジャムは、おいしくて元気が出ると、ねこた
ちに大人気。でも、だいじなひみつの草にピンチ
がおきて！クロケはジャムをつくれるの？

ひつじのモリーはおでかけするのがだいすき！森で
も海でも沼地でも、ひとりでおでかけできるのでし
た。でもだいたいまいごになるのです。

だいすきな気持ちは変わらない。くまのぬいぐるみ
とのふれあいを通して、少年の成長をさわやかに
描いた、せつなくも心あたたまる絵本。



図書番号⑧

ウィンストンとクリスマスのおとしもの
アレックス・T・スミス／作 おおたにまゆみ／訳

2,200円潮出版社 ISBN 978-4-267-02296-8

【選者からのひとこと】
ウィンストンはサンタさんに会えるのでしょうか。クリスマスの
風景を想像しながら描いてみよう。

図書番号⑨

バトン
中川なをみ／著 大野八生／画

1,430円 くもん出版 ISBN 978-4-7743-3090-7

【選者からのひとこと】
ひな人形に込めた人々の気持ちを感じ取りながら、心に
残った場面を工夫して絵にしよう。

図書番号⑩

えっ！わたしだけの学校？
劉旭恭／文・絵 松本猛／訳

1,650円新日本出版社 ISBN 978-4-406-06277-0

【選者からのひとこと】
女の子に幸せな気持ちを届けてくれた場面を思い浮かべな
がら、自分らしく表現してみましょう。

図書番号⑪

ねずみの家
ルーマー・ゴッデン／作 おびかゆうこ／訳
たかおゆうこ／絵

1,430円徳間書店 ISBN 978-4-19-861420-1

【選者からのひとこと】
子ねずみたちが楽しく遊ぶ様子や、メアリーの様子を想像
しながらのびのびと表現しましょう。

図書番号⑫

かみさまのベビーシッター
廣嶋玲子／作 木村いこ／絵

1,540円理論社 ISBN 978-4-652-20367-5

【選者からのひとこと】
ボンテンと幸介たちの楽しくて、不思議な日常生活の中か
ら表したいことを見つけて描いてみよう。

本の選定は審査委員の先生方にお願いしました。価格はすべて税込価格です。

【応募方法】

①選定図書の中からあなたの好きな本を読んで、感じたこと、思ったことを絵にしてください。

②四つ切り画用紙（５４ｃｍ×３８ｃｍ）いっぱいに描いてください。クレヨン画、パステル画、水彩画、版画など、表現は自由です（油彩は除く）。

ただし、貼り絵については画用紙内におさまるようにしてください。また、規定より小さい画用紙に描いた作品を四つ切り画用紙に貼り付ける手法は避けてください。

③絵のウラ右下に規定の応募票を貼り、名前、ふりがな、学校（園）名、学年（園児はクラスの年齢、特別支援学級はその旨）、読んだ本の題名を書いてください。

④応募は1人１作品に限ります。

⑤出品料はいりません。

⑥特別支援学級・学校は、対象年齢以外の選定図書でも受け付けます。

⑦学校・園で取り組んだ選定図書とは別の作品であれば、個人応募が可能です

（ただし学（園）内選抜で選外となった作品は除きます）。

⑧学校・園からの応募には、集計票が必要です。ない場合はHＰからダウンロードください。

⑨作品は令和５年３月ごろに返却します（ただし入賞作品３０点は一定期間お預かりし、次年度の作品返却時にお返しします）。

【締め切り】 令和４年１０月１４日（金）必着

選定図書

応募方法など詳しくはHPをご覧
ください。公式Twitterでも情報
を随時発信中！

HP Twitter

「スタンプカード」

キャンペーン実施中！

16冊の選定図書のうち2冊を購入し、

書店印を押してもらってください。作品

にスタンプカードを同封し、コンクールに

ご応募いただいた方（入賞・入選者は

除く）の中から抽選で作品返却時に

図書カードをお送りします。※本の購入

は1店舗で2冊でも、2店舗で1冊ずつ

でも構いません。

「お墨付き」キャンペーン実施中！

コンクール選定図書購入の際、帯に印

刷された「お墨付き」（証明書）に、

書店で押印してもらってください。絵の

裏（左上）に貼付して応募した方

（入賞・入選者は除く）に返却の際、

記念品を送付します。詳しくは、帯の

「お墨付き」をご覧ください。

【問い合わせ先】 京都新聞COM 開発推進部 TEL.075-255-9757（平日10時～17時）

心優しいネズミのウィンストンが拾ったのは、なんと
サンタさんへの手紙！大切な願いを届けるため、
ドキドキの大ぼうけんがはじまります！

圭、ハッサン、朝子の3人に手渡されたおばあちゃ

んのひな人形にこめられた思いとは？人、もの、
自然のつながりや多様性を考える物語。

春になって学校に行ったら、生徒はわたしだけ。
みんな別の学校に行ってしまった―。「学校がつ
ぶれてしまう」と心配する先生たちは…。

ねずみの女の子ボニーの家は、うえきばち。でも
家族が多すぎて、いつもぎゅうぎゅう。ねる場所を
さがして人間のすむ部屋に行ったボニーは？

福引で幸介が当てたのは「神様のたまご」。神様
がいれば願いはかない放題⁉でもあまえんぼでわ
がままな赤ちゃん神様のお世話は大変で…。



図書番号⑬

まほろばトリップ ～時のむこう、飛鳥～

図書館の司書から渡された白い紙の束。タイトルは「しずかな魔女」。それは、ふたりの少女の
まぶしい、ひと夏の物語だった―。

【選者からのひとこと】
突然飛鳥時代にタイムスリップしたら…未知の世界への想像力をふくらませて表そう。

図書番号⑭

しずかな魔女

【選者からのひとこと】
草子にとってかけがえのない居場所であった図書館のイメージや、心の変化の模様を描いてみよう。

幼い頃に行方不明になった兄を探すため明日香村へやってきた、真秀。足元で光った石を拾うと
飛鳥時代にタイムスリップして……？

にぎわう浅草を舞台に、両親の相次ぐ失踪により高校を辞め、車夫の世界に飛び込んだ少年と、
周囲の人たちとの心のふれあいを描く。

図書番号⑮

車夫２ 幸せのかっぱ

【選者からのひとこと】
人と人とのつながりやあたたかさを感じて、お気に入りの場面を絵に表現しよう。

エヴィーは動物が大好きな11歳。でも、ただ動物が好きなだけじゃない。エヴィーにはとくべつなひ
みつがあって…

図書番号⑯

エヴィーのひみつと消えた動物たち

【選者からのひとこと】
様々な動物とのつながりを楽しみながら、あなたが心動いた場面を色や形で豊かに表現しましょう。

選定図書

【問い合わせ先】 京都新聞COM 開発推進部 TEL.075-255-9757（平日10時～17時）

倉本由布／著 いつか／装画
1,540円 アリス館 ISBN 978-4-7520-0939-9

市川朔久子／作 平澤朋子／絵
1,430円岩崎書店 ISBN 978-4-265-05793-1

いとうみく／作 田中寛崇／装画
1,760円小峰書店 ISBN 978-4-338-28712-8

マット・ヘイグ／作 宮坂宏美／訳 ゆうこ／絵
1,650円ほるぷ出版 ISBN 978-4-593-10133-7 

「お墨付き」キャンペーン実施中！

コンクール選定図書購入の際、帯に印刷された「お墨

付き」（証明書）に、書店で押印してもらってください。

絵の裏（左上）に貼付して応募した方（入賞・入選

者は除く）に返却の際、記念品を送付します。詳しく

は、帯の「お墨付き」をご覧ください。

「スタンプカード」キャンペーン実施中！

16冊の選定図書のうち2冊を購入し、書店印を押しても

らってください。作品にスタンプカードを同封し、コンクールにご

応募いただいた方（入賞・入選者は除く）の中から抽選で

作品返却時に図書カードをお送りします。※本の購入は1

店舗で2冊でも、2店舗で1冊ずつでも構いません。

本の選定は審査委員の先生方にお願いしました。価格はすべて税込価格です。

応募方法など詳しくは

HPをご覧ください。公

式Twitterでも情報を

随時発信中！

HP Twitter


