選定図書
図書番号①

ちびちっち

図書番号②

図書番号③

谷口智則／作

草野あきこ／作

カメレオンのかきごおりや

ステファニー・ブレイク／作

ふしみみさを／訳

1,430円 あすなろ書房 ISBN 978-4-7515-2839-6
ママが赤ちゃんを産みました。赤ちゃんばかりかま
うので、幼い兄はおもしろくありません。でも兄も
弟がかわいくて…。ほほえましいお話。

1,650円 アリス館 ISBN 978-4-7520-0941-2
カメレオンは旅するかき氷屋さん。世界中で集め
た色とりどりのシロップをかけると不思議なことが。
ぼくって一体何色なんだろう。

ジェンと星になったテリー
永島壮矢／絵

1,100円 岩崎書店 ISBN 978-4-265-07416-7
ジェンは、ユイの家の飼い犬。亡くなったはずの先
住犬テリーの存在にイライラ。ある日、ユイがたい
へんなことに！ジェン、どうする？

【選者からのひとこと】お気に入りの場面はどこかな。ふたり
が仲良しになっていく様子を想像しながら描いてみよう。

【選者からのひとこと】かき氷を食べると起こる、すてきなこと 【選者からのひとこと】飼い犬のジェンと家族のつながりを、
ジェンの気持ちになって描いてみましよう。
を想像して絵にしてみましょう。

図書番号④

図書番号⑤

くまのこのるうくんとおばけのこ
東直子／作

吉田尚令／絵

1,320円 くもん出版 ISBN 978-4-7743-3071-6
るうくんは、初対面のおばけのこと意気投合。山
にのぼり、分かれ道で別れて、頂上で会おうねと
約束しますが……。やさしく切ない友情物語。

【選者からのひとこと】るうくんとおばけのこがお互いを思いや
るあたたかい気持ちを絵に表現してみましょう。

おならひめ

サム・ズッパルディ／作

福本友美子／訳

1,540円 光村教育図書 ISBN 978-4-89572-236-0
楽しみにしていた発表会の当日、ジャックの前に
どきどきモンスターがあらわれた！とまどっているう
ちに、どんどん大きくなっていき……。

みどりのほし

有田奈央／ぶん

喜湯本のづみ／え

林木林／作

長谷川義史／絵

1,540円 新日本出版社 ISBN 978-4-406-06283-1 1,650円 童心社 ISBN 978-4-494-01247-3
大好きなさつまいもをたくさん食べては、おなら
をしてあそぶナーラ姫。しかし、その姿を見かね
た王様は「おならあそび」を禁止して…。

【選者からのひとこと】今日は元気いっぱいどんな「おならあ
そび」をするのでしょう。楽しく想像しながら描きましょう。

図書番号⑦

ジャックのどきどきモンスター

図書番号⑥

夏みかんや野菜のてっぺんに緑の星をみつけた
ぼくは、どんどん想像をひろげます。大の字になっ
て手をつなぐぼくたちも、みんな星の子ども！

【選者からのひとこと】 野菜にも花にもある「みどりのほしで
うまれたしるし」って何だろう。想像をふくらませて表そう。

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。

「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。

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！
【選者からのひとこと】 お母さんのやさしさでジャックのどきど
きモンスターが変化していく様子を楽しく描こう！

HP

Twitter

【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）

選定図書
図書番号⑧

図書番号⑨

岡田淳／作・絵

小手鞠るい／作

1,320円 偕成社 ISBN 978-4-03-639460-9

1,320円 金の星社 ISBN 978-4-323-07438-2

1,430円 佼成出版社 ISBN 978-4-333-02833-7

成績順で席が決まるクラスに転校してきた始。
そこにはびりになると見える神さまがいた。一番
になるより大切なことを描いた物語。

くろくまシェフからレストランをまかされた野うさぎパ
ティシエ。自分にしかできない料理で、みんなを
幸せにすることができるでしょうか？

少ない言葉に思いをこめる俳句の魅力や、句会
を通じて人と心を通わせる楽しさを描いた、俳句
入門にもぴったりの物語です。

【選者からのひとこと】神さまとのやりとりや仲間との作戦会
【選者からのひとこと】野うさぎのパティシエの作るおいしそ
議など楽しく想像したことを色や構図を工夫して表現しよう。 うな食べ物を想像しながら楽しい作品を描いてみよう。

【選者からのひとこと】俳句でつながっていく七実と早知恵の
ゆれ動く思いを、あなたに見えた色と絵で表現しよう。

びりっかすの神さま

野うさぎレストランへようこそ
土田義晴／絵

図書番号⑫

図書番号⑪

ふしぎなコウモリガサ
如月かずさ／作

はたこうしろう／絵

1,430円 小峰書店 ISBN978-4-338-29501-7
学校帰りに出会った不思議な女の子は黒の帽
子に黒マントの全身黒ずくめ。十字架が嫌いで、
まっ黒が大好きだなんて、まるで……⁈

ほら、ここにいるよ
この ちきゅうで くらすためのメモ
オリヴァー・ジェファーズ／作

tupera tupera／訳

1,760円 ほるぷ出版 ISBN 978-4-593-10023-1

ひとりぼっちだと思っている子どもたちへ。世界は大
きくて、いろんな人がいて、いつでも君を助けてくれ
るよ。心あたたまるメッセージ絵本。

【選者からのひとこと】まっ黒が大好きなノダちゃんと一緒にい 【選者からのひとこと】あなたが住むこの地球はどんなところ
なのでしょう。自分の思いを絵に表してみましょう。
るところを、想像しながら描いてみよう。

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】

図書番号⑩

俳句ステップ！
おおぎやなぎちか／作

イシヤマアズサ／絵

「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。

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。

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！

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。

HP

⑨作品は令和４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３年１０月８日（金）必着
【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）

Twitter

選定図書
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。

図書番号⑬

内館牧子／著
1,760円 潮出版社 ISBN 978-4-267-02284-5

小さな神たちの祭り

谷川晃は宮城県のいちご農家の長男。家業を継ぐ気はなく、東京の大学に進学することに。2011年3
月11日、アパート契約等のために上京していた間に、晃を除く家族全員が津波に呑まれてしまい、８
年経っても誰一人まだ見つかっていない。大学卒業後、仙台に戻った晃の目には、人々が震災のことな
ど忘れてしまっているかのように映っていた・・・。死んだ人はどこにいくのだろう。残された人はどう生きてい
けばいいのだろう。震災で亡くなった人と残された家族との心温まるストーリー。
【選者からのひとこと】 谷川晃はどんな人と出会い、どんな風景を見て、どんなことを思ったのでしょう。
東北の人々のことを想像しながら、心に残った場面を絵に表してみましょう。

図書番号⑭

つげみさお／作 森川泉／絵
1,540円 国土社 ISBN 978-4-337-33646-9

トップラン

速く走れる魔法の運動靴トップラン。徒競走でいつもビリの航平は、瞬く間に小学生たちに流行し
ていくその靴が、どうしても欲しかった。今年の運動会に向けて焦る航平。夏休みのがんばり次第で
買ってもらえるという両親の約束をなんとかとりつけ、さっそく早朝のランニングに向かうが、そこで意
外な人物から声をかけられる…。
【選者からのひとこと】 みんなのあこがれの運動靴、「トップラン」！「トップラン」がつなぐ出来事や出会いの
数々。航平の気持ちを感じながら、心に残った場面をさわやかにのびやかに描いてみよう！

図書番号⑮

ネコのミヌース

アニー・M・G・シュミット／作 カール・ホランダー／絵 西村由美／訳
1,540円 徳間書店 ISBN 978-4-19-861202-3

若い新聞記者ティベは恥ずかしがりやでニュースの取材がうまくできません。でもある日、ミヌースと
いう不思議な女の子が手伝ってくれることに。もとはネコだったというミヌースは、ネコたちから集めた
ニュースをティベに教えてくれます。オランダの「子どもの本の女王」と称される、アンデルセン賞受賞
作家シュミットの楽しい物語。
【選者からのひとこと】 もともとネコだった女の子のミヌース。ネコだったころのクセが抜けないミヌースに対するティベの気
持ちの変化を探りながら、お気に入りの場面を見つけ、表情豊かな登場人物たちの様子をのびのびと描きましょう。

図書番号⑯

よんひゃくまんさいのびわこさん

梨木香歩／作 小沢さかえ／絵
1,760円 理論社 ISBN 978-4-652-20407-8

びわこは４００万年くらい前に伊賀の辺りで生まれ、移動をくり返して、今の場所に落ち着いた
のは１００万年ほど前と言われています。内陸なのに、ハマヒルガオなどの海浜植物が生え、たく
さんの固有種を育みながら移動してきた「びわこさん」。地学や植物学の成果と想像力豊かなフィ
クションが融合した絵本。
【選者からのひとこと】 びわこさんは、ハマヒルガオやハマゴウ、そして、さかなたちを連れて「うみ」をめざす。
その長い旅の様子やたどりついた「母のうみ」の雄大な姿を自由に想像しながら、大胆に表現しよう。

「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。

「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！

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。

【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

