
応募票

※作品には必ず応募票を上下（天地）に合わせて、
　作品裏面右上にのり付けしてください

第64回 西日本読書感想画コンクール

※応募作品は未発表の作品に限ります。著作権は主催者側に帰属し、作品は返却しません
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未来へつなごう。
ＪＸＴＧエネルギーは、

「創造と革新」にチャレンジすることによって

社会の発展と活力ある未来づくりに貢献していきます。

私たちは、西日本読書感想画コンクールの応援を通して

次世代を担う子どもたちの

健やかな成長を応援しています。

天

地

第64回

西日本読書感想画

作品
募集中！

小指定図書 学 校 低 学 年 年１ 2 小指定図書 学 校 中 学 年 年3 4

指定図書 中 生学小指定図書 学 校 高 学 年 年5 6

ぶっく～じら

●詳しくは西日本読書感想画コンクール
　ホームページをご覧ください。

詳しくは西日本読書感想画コンクール
ホームページをご覧ください。

《九州・山口各県学校図書館協議会選定 指定図書》
九州・山口各県学校図書館協議会と西日本新聞社では、
地域の小・中学生、高校生を対象に「西日本読書感想画
コンクール」を開催しています。今年で64回目を迎え、
前回は約36万点の作品のご応募をいただきました。

ロバのジョジョとおひめさま

マイケル・モーパーゴ／文　
ヘレン・スティーヴンズ／絵
おびかゆうこ／訳

【徳間書店】
1，600円＋税

ロバのジョジョはメロン売
り。いつもバカにされていま
したが、やさしいおひめさま
と、ともだちになって…？
心あたたまる物語。

デヴィッド・カリ／文
セバスチャン・ムーラン／絵
ふしみみさを／訳

【あすなろ書房】
1，000円＋税

生まれつきすごく小さい
「まめまめくん」でしたが、大
人になってステキな仕事に
つきました。みんなと違う
からこそできる仕事です。

まめまめくん

石川えりこ／作

【アリス館】
1，500円＋税

ちえちゃんはひっこみじあ
んな女の子。友達とかんけ
りをする事になり、最後は
自分ひとりに。仲間を助け
るために勇気を出して…。

かんけり

もとしたいづみ／ぶん
やまぐちかおり／絵

【ほるぷ出版】
1，500円＋税

家の中にあるモノたち
が、人間にはないしょで
オリンピックをやるん
だって！　スリルまんて
んの、オリンピックがは
じまるよ！

ないしょのオリンピック

ロビン・ショー／さく
角口美絵／かきもじ　
せなあいこ／やく

【評論社】
1，400円＋税

パパとおでかけすると、ふ
しぎなことがいっぱい！す
てきな時間がまっています。
本が大すきな女の子のわ
くわくするお話。

まほうの さんぽみち

セルジオ・ルッツィア／作
福本友美子／訳
レオは小さな村のゆうび
ん屋さん。毎日、みんなに
手紙を届けます。でも、まだ
一度も自分あての手紙を
もらったことがなくて…。

まっていたてがみ

やんばるの少年

たじまゆきひこ／作

【童心社】
1，600円＋税

自然豊かな森に暮らす
子どもの視点から、安
全な暮らしを奪われる
不条理さを描いた物
語。自然の中の「命」を
感じてください。

ジェシー・オリベロス／文
ダナ・ウルエコッテ／絵
落合恵子／訳

【絵本塾出版】
1，500円＋税

おじいちゃんの手を離れて、
次々にとんでいった思い出
のふうせん。認知症をテー
マに試練と希望を描いた
家族の絆と愛情の物語。

とんでいった ふうせんは

斉藤栄美／作
染谷みのる／絵

【金の星社】
1，300円＋税

主人公の小麦は退院してき
たおじいちゃんを手伝い、
町の人たちのためにカレー
パンを作ります。家族の絆と
パン作りのおいしい物語。

妖精のカレーパン

野中柊／作
姫野はやみ／絵

【理論社】
1，400円＋税

父さんに連れられ、初めて
海へ行ったヤマネコの兄妹
が、友だちになったウミネ
コからもらった青い扉。そ
の向こうには何があるの？

ヤマネコとウミネコ

あんびるやすこ／作・絵

【ポプラ社】
1，000円＋税

ある日、ジャレットは物置
のおくで、むらさき色にか
がやくハチミツを見つけ
ます。世界がすてきになる
魔法を教えてくれる物語！

魔法の庭ものがたり
100年ハチミツのあべこべ魔法

大橋慶子／作・絵

【教育画劇】
1，300円＋税

山の上で鬼の子た
ちが列を作って並
んでいたのは、巨大
な巨大なガチャガ
チャでした！ゴロン
と出てくるカプセル
を開けてみると…。

きょだいなガチャガチャ

空飛ぶのらネコ探険隊
キジムナーと乗っとられたのら号

大原興三郎／作
こぐれけんじろう／絵

【文溪堂】
1，300円＋税

風船気球「のら号」に乗っ
て、のらネコたちが大冒険！
勝手に動き出したのら号が
たどり着いたのは沖縄。
そこで待っていたものは？

三田村信行／作
十々夜／絵

【あかね書房】
1，200円＋税

タイムスリップで三国志の
時代に来た蒼一たち。未来
へ戻るため妖怪を巻き込み
大奮闘！戦い・友情・感動
のアドベンチャー物語!!

妖怪道中三国志　
炎の風吹け妖怪大戦

ジャクリーン・ウッドソン／作
ラファエル・ロペス／絵
都甲幸治／訳

【汐文社】
1，600円＋税

教室に入ると、そこにいる
みんながきみとはちがう…
外見や言葉、食べものがち
がうことは苦しいこと？
でも、すてきなことです。

みんなとちがうきみだけど

堀米薫／作
黒須高嶺／絵

【新日本出版社】
1，400円＋税

学は、「あぐり☆サイエン
スクラブ員募集」のチラシ
をひろう。「野外活動。合
宿あり」――おもしろいこ
とが待っていそうな予感！

あぐり☆サイエンスクラブ：春　
まさかの田んぼクラブ!?

小路すず／作
カタノトモコ／装画・挿絵

【岩崎書店】
1，300円＋税

おばあちゃんと暮らすこと
になった椎菜（しいな）。な
んとおばあちゃんは『ナン
シー探偵事務所』のナンシ
ーだった！

ナンシー探偵事務所
呪いの幽霊屋敷

村上淳子／作　
下平けーすけ／絵

【国土社】
1，400円＋税

心を閉ざしていた勇一は、
ひとりで山に住む賢おじさ
んの家に行くことになる。
勇一の心と体を強く大きく
育ててくれたものとは…。

ぼくと賢おじさんと山の学校

フラダン

古内一絵／作
今中信一／装画

【小峰書店】
1，500円＋税

女子率100％のフラダンス
愛好会に集められた4人の
男子高校生。その目的は男
女混合によるフラガールズ
甲子園出場だった!?

澤井美穂／作
中島梨絵／絵

【フレーベル館】
1，400円＋税

ピアノと母から逃れるた
め、祖母の暮らす町にやっ
てきた中学２年生の惟。
この町の噂「ローズさん
の呪い」を調べることに
なり…。

樫崎茜／作
杉山巧／画

【くもん出版】
1，300円＋税

パラクライマー・昴との出
会いが、スランプを抱えた
あかりを変えた。二人の成
長から「視覚障害やパラス
ポーツへの理解」を促す。

星くずクライミング

ローズさん

主 催
後 援

特別協賛

九州・山口各県学校図書館協議会、西日本新聞社
文部科学省、九州・山口各県教育委員会、
公益社団法人全国学校図書館協議会、福岡市教育委員会　
ＪＸＴＧエネルギー株式会社

【光村教育図書】
1，200円＋税

A3（W420mm×H297mm）



九州・山口各県の小学校、中学校、高校の児童、生徒（全日制、定時制、通信制問わず）で、2000年４月２日以降に生まれた者。

①指定図書の部……各学年別に主催者が指定した図書に対する読書感想画。高校生の指定図書はありません。
②自由図書の部……文学、自然科学、人文科学などその種類は問いません（ただし教科書、図鑑、辞典、雑誌、マンガ、
　　　　　　　　　写真集およびそれに準ずるものは不可）。日本国内で出版されている本に限ります。なお、該当学年
　　　　　　　　　以外の指定図書は、自由図書の部で応募できます。

①用　紙……………画用紙、ケント紙、キャンバスボード（枠張りは不可）、マニラボール紙、ゴッホ紙など自由。
②絵の具……………クレヨン、パステル、水彩、油絵の具など自由。版画、貼り絵なども可。
③大きさ……………四つ切り（54cm×38cm）。1cm程度の誤差は可。それ以上は不可。規格未満のものは、必ずこの大
　　　　　　　　　きさの白画用紙を台紙にすること。規格に合わないものは失格になります。

①応募作品ごとに次の２項目を必ず守ってください。

②上記の項目に合わないものは失格となります。
③応募作品は未発表の作品に限ります。著作権は主催者側に帰属し、作品は返却しません。
④コンピューターグラフィックス（CG）の作品は不可とします。

A. 応募作品は所定の応募票（この応募要項の裏面にあります。同じ形式のものでも可）に必要事項を記入し、絵の上
下 （天地）に合わせて作品の裏面右上にのり付けしてください。

B. 読んだ本のどんな点に感動したか、作画の動機または作画に当たって工夫、苦心したことなどを原稿用紙200字
程度にまとめて作品の裏面に貼ってください。
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注意事項

課　題

名　前 学校名 学　年

自宅住所

購
入
希
望
図
書

出　版　社 価　格 冊　数

合　計

円

円

円

円

冊

冊

冊

冊

年　　　組

図　書　名

希望の本のタイトルを記入して近くの書店に持って行こう！
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第64回　西日本読書感想画コンクール　指定図書　申込書
（フリガナ） （フリガナ）

※指定図書の購入をご希望の方は、この申込書に必要事項を記入のうえ、お近くの書店にお持ちください。なお、ご希望の図書の在庫がない場合は、取り寄せとなりますので、ご了承ください 西日本新聞社 メディアプランニング部「西日本読書感想画コンクール」係　☎092（711）5490（平日9：30～17：30）

詳しくは西日本読書感想画コンクールホームページ　

https://www.nishinippon.co.jp/cp/kansoga/

☎092-633-6831
☎0954-23-8660
☎0957-22-0050
☎096-367-8113
☎097-549-2560
☎0985-58-0007
☎099-281-4600
☎098-998-2220
☎0820-77-1048

《福　岡》 福岡市博多区東公園8-1
《佐　賀》 武雄市武雄町武雄4595
《長　崎》  諫早市立石町1003
《熊　本》熊本市東区東町4-15-1 
《大　分》 大分市賀来101-4
《宮　崎》 宮崎市熊野10956　
《鹿児島》 鹿児島市西陵1-11-1
《沖　縄》 島尻郡八重瀬町具志頭690
《山　口》 大島郡周防大島町西安下庄489

福岡市立千代小学校内
武雄市立御船が丘小学校内
長崎県立諫早農業高等学校内
熊本市立東町中学校内
大分市立賀来小中学校内
宮崎市立木花小学校内　
鹿児島市立西陵小学校内
八重瀬町立具志頭中学校内
山口県立周防大島高等学校内

★各県学校図書館協議会

作品は在籍校を通じて提出。締め切りなどは各学校によって異なります。
詳細は在籍校を通じて、各県学校図書館協議会へお問い合わせください。

●最優秀賞〈文部科学大臣賞〉 （計５人）　各部を通じて小学校低、中、高学年各１人、中学校１人、高校１人
●優 秀 賞（計24人） 　　　　　　　　　各部ともに各学年１人、ただし高校は各学年２人
●優 良 賞（計48人）　　　　　　　　　各部ともに各学年２人、ただし高校は各学年４人
●佳　　作（計195人）　　　　　　　　　指定図書の部各学年10人、自由図書の部各学年７人（高校は各学年14人）
●入　　選（計最大889人）　　　　　　　指定図書の部各学年最大41人、自由図書の部各学年最大35人（高校は各学年最大70人）

①第１次（県内）審査…各県で審査委員会を構成し、小、中、高校各学年の指定図書、自由図書の部門ごとに県内入賞作品を決定
　し、上位作品（小・中学校は指定図書各学年６点、自由図書各学年５点、高校の部は各学年10点）を第２次審査に送付します。
②第２次（最終）審査…九州・山口各県学校図書館協議会の審査会で最終審査を行い、入賞作品を決定します。

●努力校賞　　　　　　　　　　　　　 取り組みが熱心な学校を各県から5校選び表彰
●ENEOS賞　　　　　　　　　　　　 最優秀・優秀賞受賞者を表彰

2021年2月7日（日）福岡市内で表彰予定

2021年2月上旬、西日本新聞朝刊に掲載し各学校に通知します。

提出・締め切り

審　査

入賞発表　

表　彰

表彰式　

第64回

応 募 要 項応 募 要 項

西日本読書感想画

趣旨
西日本読書感想画コンクールは、本を読み、感じたことや考えたこと、
心に浮かんだイメージなどを絵に表現することで、読書への意欲を
高め、豊かな感性、想像力を育むことを目的に毎年開催しています。

ラフ

ぶっく～じら

A3（W420mm×H297mm）




