選定図書
図書番号①
おねえちゃんって、ほーんとつらい！
いとうみく／作 つじむらあゆこ／絵
1,000円 岩崎書店
ISBN 978-4-265-06726-8
ママが再婚して妹ができたコ
コ。ある日妹に届いた洋服
を着ればとママに言われ、
頭にきて家出することに。で
もどこへ⾏けばいいの？
【選者からのひとこと】
妹ができたときの気持ち
になって、お気に入りの場
面や気持ちが動いた場
面を描いてみましょう。

図書番号④
本、だ〜いすき！

ジュディ・シエラ／文 マーク・ブラウン／絵 山本敏子／訳

1,500円 新日本出版社
ISBN 978-4-406-05660-1

モリーは、移動図書館用
の⾞をまちがって動物園
に入れてしまいました。動
物園の中で図書館を開
き、動物たちは、本の世
界にもう夢中です。
【選者からのひとこと】
本が大好きな動物たち
の気持ちになってわくわ
くどきどきを自分なりに絵
にしてみましょう。

図書番号⑦
あっ！ みーつけたっ！！
くすのきしげのり／作 大島妙子／絵
1,300円 光村教育図書
ISBN 978-4-89572-890-4
ぼくは、毎日みつけた石を
ひろって帰った。「ぼく」が
石を集める理由とは？
少年の健気でひたむきな
思いに心あたたまる絵本。
【選者からのひとこと】
ぼくは学校の帰り道にす
ごいものを⾒つけます。
何を考えどんなことした
のか想像しながら絵に
表してみましょう。

図書番号②
どんどろめがね
はやしますみ／作 はやしますみ／絵
1,500円 佼成出版社
ISBN 978-4-333-02737-8
山が大きな動物の背中に
⾒えたこと、あるかな？目
には⾒えない、でも確かに
そこにある姿が、色が、魂
がめがねをかけると⾒えてく
る。
【選者からのひとこと】
どんどろめがねで⾒るとど
んな景色が⾒えるかな。
めがねの向こうの世界を
楽しく想像してみましょう。

図書番号⑤
ミウの花まる夏休み
きたじまごうき／作 きたじまごうき／絵
1,200円 汐文社
ISBN 978-4-8113-2286-5
ミウが池でつかまえた⿂は、
まさか新種！？ 何を食
べる？あれれ、動かなく
なっちゃった！観察を始め
て、ミウの毎日はワクワク、
ハラハラ、新しい発⾒の連
続。
【選者からのひとこと】
不思議なお⿂オサリンっ
てどんな⿂だろう、どんな
気持ちかな。イメージを
膨らませてみましょう。

図書番号③
いちにちパンダ
大塚健太／作 くさかみなこ／絵
1,450円 小学館
ISBN 978-4-09-726642-6
パンダが大人気の動物園。
ある日、パンダが風邪をひ
いてしまいました。困った
飼育員はトラに「いちにち
パンダになってくれ」と頼み、
困ったトラに飼育員はある
ものを差し出しました。
【選者からのひとこと】
次にパンダの格好をし
いて動物園の人気者
になるのは誰かな。楽
しい絵を描いてみよう。

図書番号⑥
だいじょうぶだよ、ゾウさん

ローレンス・ブルギニョン／作 ヴァレリー・ダール／絵 柳⽥邦男／訳

1,500円 文溪堂
ISBN 978-4-89423-438-3

年⽼いたゾウは自分の死
期を悟るが，一緒に暮ら
していたネズミはそれを受
け入れられない。しかし幾
つもの季節を重ねるうちに
ネズミも成⻑して…。
【選者からのひとこと】
ネズミとゾウの温かい心の
触れ合いを感じ、豊かな
自然を織り交ぜながら描
くと一層良いものになるで
しょう。

本の選定は審査委員の先生方にお願いしました。
価格はすべて税別価格です。

選定図書
図書番号⑧
ぺちゃんこスタンレー

ジェフ・ブラウン／文 トミー・ウンゲラー／絵 さくまゆみこ／訳

950円 あすなろ書房
ISBN 978-4-7515-1884-7

図書番号⑨
ねむの花がさいたよ
にしがきようこ／作 ⼾⽥ノブコ／絵
1,300円 小峰書店
ISBN 978-4-338-22209-9

目が覚めたら、スタン
レーはぺちゃんこになって
いた。⾝⻑122cm横幅
30cm厚さ1.3cmのぺら
ぺらの男の子が活躍す
る痛快な物語。

ママを亡くした、小学4年
生のきらら。きららは気づく、
ママは⾒えなくなったけど、
そばにいてくれると。ゆっくり
⽴ち直っていく心の動きを
丁寧に描いている。

【選者からのひとこと】
ぺちゃんこになったスタン
レーはいろいろなところで
大活躍。わくわくしながら
自由に絵に表現してみ
よう。

【選者からのひとこと】
きららの成⻑する姿や家
族、周りの人々の心の変
化を読み取り、丁寧に絵
に表してみましょう。

図書番号⑪
トマとエマのとどけもの
〜みちをたどるおはなし〜
大庭賢哉／作
1,300円 ほるぷ出版
ISBN 978-4-593-56319-7
トマとエマは、おじいさんお
ばあさんへ、とどけものに
⾏くことになりました。すべ
てのページの絵が、ひとつ
ながりに描かれた絵本。
【選者からのひとこと】
二人はどんな道を歩き、
どんな出会いがあったの
でしょうか。冒険の様
子を想像を膨らませて
表しましょう。

図書番号⑫
てのひら島はどこにある
佐藤さとる／作 池⽥仙三郎／絵
1,400円 理論社
ISBN 978-4-652-20140-4
太郎は迷い込んだ畑で⾒
知らぬおじいさんに出会い、
その孫の小さな⼥の子に、
虫の神さまの話をした。もう
一度⾏こうとしてたどり着け
なかったその家に、１５年
後、成⻑した太郎⻘年は。

図書番号⑩
迷いクジラの子守歌
安東みきえ／著
1,100円 ＰＨＰ研究所
ISBN 978-4-569-78543-1
鳥になりたいトビウオや、
お⺟さんとはぐれて迷子
になったクジラの子どもな
ど、幸せを求める海の生
き物たちの物語。
【選者からのひとこと】
海の生き物を通して
伝わってくるメッセージ
から感じた海の世界
を生き生きと色彩豊
かに描いてみましょう。

価格はすべて税別価格です。
【おはなし大好き！
「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。絵の裏に
貼付して応募した方に、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。

【選者からのひとこと】
物語に登場するさまざまな
人物や虫たちの様子が伝
わるようにイメージを膨らま
せて絵に表現してみよう。

【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、住所、学校（園）名、学年（園児はクラスの年齢）、学校（園）の住
所、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作品は平成３０年３⽉ごろに返却します（ただし入賞作品３０点は返却しません）。
⑦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。
⑧学校・園からの応募には、集計票が必要です。ない場合は下記までお問い合わせください。
締め切り
平成２９年１０⽉１３日（⾦）必着
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選定図書
図書番号⑬
まほろ姫とブッキラ山の大テング
なかがわちひろ／作
1,300円 偕成社
ISBN 978-4-03-530920-8
タヌキに育てられたお姫さま、
まほろには、ひみつがあります。
じゅもんをとなえて宙がえり。す
ると、思ったものにばけられるの
です。タヌキの茶々丸と一緒
にブッキラ山にのぼることに。楽
しい⻑編ファンタジー童話。
【選者からのひとこと】
まほろ姫と茶々丸はいろいろ
な変⾝をします。変⾝した姿
をイメージして描いてみましょう。

図書番号⑮
ときめき団地の夏祭り
宇佐美牧子／作 小栗麗加／絵
1,300円 くもん出版
ISBN 978-4-7743-2446-3

図書番号⑭
学校犬バディが教えてくれたこと
吉⽥太郎／著
1,400円 ⾦の星社
ISBN 978-4-323-07371-2
11年10か⽉にわたり、子ども
たちと生活をともにしてきた
学校犬のバディ。いつも⾒
守ってきた著者が、学んだこ
とを、やさしい言葉とエピソー
ドで伝えます。
【選者のひとこと】
バディが学校で子どもたちと
一緒に授業を受けたり、遊ん
でいたりして触れ合っている
様子を思い浮かべて表現し
ましょう。

図書番号⑯
夏の猫
北森ちえ／作 森川泉／絵
1,300円 国土社
ISBN 978-4-337-33629-2

学校の授業のボランティア
で木目木団地のお祭りを
⼿伝うことに。お祭り成功
に向けてがんばる4人が、
友だちとの関わり方や人
の輪の大切さに気づいて
いく物語。

仲間はずれにされた舟と、
けがをしてサッカーに挫折し
ている海。呉の⽥舎で過ご
したひと夏の冒険と、ふしぎ
な灰色猫やなっちゃんとの
出会いを経て、迷いを乗り
越えていくさわやかな物語。

【選者のひとこと】
お祭りの準備を通して仲間
とのチームワークのよさや地
域の人々の心の交流、つ
ながりについて読み取り絵
で表現しよう。

【選者からのひとこと】
登場人物は暑い夏、山と
海に囲まれた町でどんな体
験するのでしょう。想像しな
がら描いてみましょう。

価格はすべて税別価格です。
【絵の送り先】
〒６０４－８５６７ 京都市中京区烏丸通夷川上ル
京都新聞ＣＯＭ「お話を絵にする」コンクール係
ＴＥＬ．０７５－２４１－６１８０
※滋賀からもこちらへご送付ください。
※作品紛失防止のため、送り先、持ち込み先は上記のみとさせていただきます。
審査委員
京都府教育委員会、滋賀県教育委員会、京都市教育委員会、京都・滋賀の各学校図書館協議会、美術教
育研究会の先生ほか
発表
平成２９年１２⽉中旬、京都新聞紙上
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表彰式
平成３０年１⽉下旬、京都新聞文化ホールにて（予定）

