
保護者の皆様へ

第30回全国読書作文コンクール
『お子さんの作品参加のご案内』

近年、こどもの読書環境と文を書く環境とが大きく変化し、ゲーム・テレビ・コミックなど視聴

覚中心の環境で、基本的な読書力と文章表現力の低下がめだつようになりました。それは、学校・

学習塾・ご家庭の努力にもかかわらず大きな教育上の問題の一つになっています。すべての知識や

技術の基礎となる基本的な国語力の低下には、学習塾でもその責任の一端を感じないではおられず、

読書力と文章表現力の向上・育成のために、毎年、公益社団法人全国学習塾協会主催の読書作文

コンクールを開催しております。そして、こどもの「読む力」「わかる力」「書く力」「まとめる力」

を育てていく努力を、年々発展させてきております。

今年度も、昨年まではご存じなかったご父母・こどもたちも新たに多数加わって、主として５月

から夏の学習塾等の指導やイベントとして、読書と作文の指導を実施致します。対象図書のご購入

を含め、ご協力とご理解をいただけますよう、お願い致します。

第30回全国読書作文コンクール実施要項

（1）応募資格 小学１年生から中学３年生まで

（ 2）対象図書 裏面記載の「対象図書」10点

（ 3）応募区分 ①小学生・低学年の部 小学１・２・３年生

②小学生・高学年の部 小学４・５・６年生

③中学生の部 中学１・２・３年生

（ 4）応募方法 ①用紙は市販の 400字詰め原稿用紙を用います。

②小学生低学年及び高学年の部３枚以内、中学生の部５枚以内とします。

（作品には必ず応募票を添付して下さい）

③１対象図書について１人１点とします。

④作品は未発表のものであることとします。

（ただし、他の類似のコンクール等に応募した作品は既発表とみなします）

⑤作品は原則として返却しません。

⑥応募作品の著作権は、本人および保護者の同意を得て、一部が主催者に帰属する場合

があります。

（ 5）応募締切 令和２年８月27日

（ 6）作品提出先 〔協会会員塾生の方〕会員塾

〔上記以外の方〕協会事務局「〒170-0005 東京都豊島区南大塚３-39-２」

（ 7）選考委員 ねじめ正一（詩人・作家） 佐藤 忠男（日本映画大学学長・映画評論家）

宮川 健郎（武蔵野大学文学部教授）

公益社団法人全国学習塾協会中央審査委員代表

（ 8）審 査 第１次から第３次の内部審査の上、選考委員会にて審査します

（ 9）表 彰 大 賞 小学生の部、中学生の部各１点 合計 ２点

最優秀賞 小学生・低学年１点、小学生・高学年及び中学生各学年１点 合計 ７点

優 秀 賞 小学生及び中学生各学年 数点

特 選 小学生及び中学生各学年 数点

（10）発 表 令和２年10月11日（但し、大賞・最優秀賞以外は令和２年10月下旬）

主 催 公益社団法人全国学習塾協会

後 援 経済産業省

文部科学省

公益社団法人読書推進運動協議会

一般財団法人出版文化産業振興財団

朝日新聞社

朝日学生新聞社



気づいてごらん！ もうひとりの自分に

第30回全国読書作文コンクール
「対象図書」申込書

先生から、さらに説明していただき、読みたい本を選んでください。
自由に読んでください。また、自由に作文を書いてください。

部門 書名・著者名・内容・定価・出版社 申込数

ウサギのトリン
きゅうしょく、おかわりできるかな

高畠 じゅん子 著
ニンジンが苦手なウサギのトリン。給食で
あまったチョコレートプリンをもらうには、
給食をのこさず食べなければいけません。
ところが、ニンジン入りのグラタンが……。
トリンは、プリンをもらえるでしょうか？

定価 1,210円 小峰書店

ユンボのいる朝
麦野 圭 著
家でも学校でも悩みを抱え、それを誰にも打
ち明けられない５年生の幹。毎朝ベランダで、
ユンボが向かいのビルを上から解体していく
のを見つめます。ユンボをきっかけに、幹が
悩みを乗り越え成長していく物語です。

定価 1,430円 文渓堂

うみべの文庫
堀米 薫 著
東日本大震災で被災した長谷川ゆきさんは、
全国の人々の支援を受け、夢だった私設絵
本図書館「うみべの文庫」を自宅に開設し
ました。絵本の力、言葉の力が「うみべの
文庫」をささえ、絵本が人と人をつないで
いきます。

定価 1,540円 文研出版

部門 書名・著者名・内容・定価・出版社 申込数

八月のひかり
中島 信子 著
八月、夏休み。五年生の美貴は、働くお母
さんのかわりに家事をして、毎日を家です
ごしていた。美貴には、夏休みに遊ぶよう
な友達はいない。学校でも、誰とも友達に
なりたくないと思っていた。それには理由
があって......。

定価 1,540円 汐文社

おじいちゃんの大脱走
デイヴィッド・ウォリアムズ 著
三辺 律子 訳
おじいちゃんは、イギリス空軍のパイロット
だった。近ごろいろんなことを忘れてしまう。
ある日、ロンドンの帝国戦争博物館に入り
込んで、爆撃機に乗り込んで飛び立とうと大
騒ぎ。笑いあり、涙ありの社会派エンターテ
インメント。

定価 1,760円 小学館

ゴースト
ジェイソン・レノルズ 著
ないとう ふみこ 訳
中学１年の少年キャスは、父親に銃を向け
られ、家から逃げだした過去がある。足の速
さから自分でつけた呼び名はゴースト。陸上
チームに入った彼は、チームメートとの関係
を通し、自分の才能と弱さに向き合っていく。

定価 1,650円 小峰書店

部門 書名・著者名・内容・定価・出版社 申込数 書名・著者名・内容・定価・出版社 申込数

あみちゃんの魔法のことば
ふじもと みさと 著
手足がほとんどない障がいをかかえて生まれて
きたあみちゃん。笑顔がすてきで、前向きにチャ
レンジをしてきたあみちゃんは、27年後結婚を
しました。幸せに向かって努力を続けるあみちゃ
んの、心あたたまる15の物語。

定価 1,540円 文研出版

その魔球に、まだ名はない
エレン・クレイジス 著
橋本 恵 訳
野球の技術が抜群で、魔球をあみだして活躍して
いた少女がいた。だが、彼女は女性だということ
でリーグへの道が閉ざされた。少女はこれに屈す
ることなく問題の調査をしていく。少女のひたむ
きな情熱に心打たれる物語。

定価 1,540円 あすなろ書房

「いただきます」を考える
生源寺 眞一 著
あなたは、きょう何を食べましたか？ 食べ物
は、食卓に上るまでに、どのような人たちの努
力に支えられ、どんな旅をしてきたのでしょう
か。大切な「食べ物」とそれを生産する「農業」
について、ていねいに解説します。

定価 1,760円 少年写真新聞社

先生、ウンチとれました
牛田 一成 著
先生は腸内細菌学者。アフリカ奥地の森で、ゴ
リラに怒られ、ゾウに追いかけられる！ そのフィー
ルド調査は、もはや探検！ 動物の身体の秘密
にせまり、生命をつないでいくため、先生は、今
日もただひたすら“出したて”を探し求めます。

定価 1,540円 さ・え・ら書房

切り取り線

申込票

図書名

※（定価はすべて消費税が含まれています。）

学年

校名・塾名・教室

氏名

代金 円を添えて申し込みます。



株式会社 明光ネットワークジャパン

日本最大規模の個別指導専門塾「明光義塾」
「個別指導による自立学習を通じて、創造
力豊かで自立心に富んだ21世紀社会の人材
を育成する。」

〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-20-1
住友不動産西新宿ビル30Ｆ

電話 0120-334-117

URL. https://www.meikogijuku.jp

私たちは子どもの豊かな心を育て、

読書力・文章力・創造力の向上を目的とした

「全国読書作文コンクール」に協賛しています。

文研出版

豊かなこころを育む児童書

〒113-0023 東京都文京区向丘2-3-10
電話 03-3814-5187 FAX 03-3814-2159

交通アクセス：東京メトロ南北線東大前駅より
徒歩約３分

URL. https://shinko-keirin.co.jp/

担当者：課長 岩 友和

英進館 株式会社

自立した社会人の育成を
目指す総合学習塾

〒810-0021 福岡市中央区今泉1-11-12
電話 092-715-7788 FAX 092-713-9691

交通アクセス：西鉄福岡（天神）駅より徒歩１分

URL. http://www.eishinkan.net/

国語専門塾・K's セミナー

「豊かな心」そして「生きる力」へ

〒980-0021 仙台市青葉区中央4-7-22 3F
電話 022-266-8087 FAX 022-267-5645

交通アクセス：仙台駅より徒歩8分

E-mail:murakawa@cello.ocn.ne.jp
URL. http://www.hyosemi.ac
担当者：主宰 蛎崎 暁子

英智学館 株式会社

いっしょに未来をはじめよう。

〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡5-1-12-2F
電話 022-299-0501 FAX 022-297-2941

交通アクセス：JR仙石線榴ヶ岡駅 徒歩１分

E-mail:y-sasaki@eichi.gr.jp
URL. https://www.eichikan.co.jp
担当者：代表取締役 佐藤 逸郎

株式会社 学隆社

ほんもの学力をバックアップ
中学生県模試、中高一貫校適性検査模試

適性検査対応問題集

〒700-0925 岡山市北区大元上町13-12 スタック Vビル
電話 086-243-6410 FAX 086-243-5626

E-mail:info@gakuryu.jp
URL. 学隆社 検索←

担当者：代表取締役 山下 典男

駒込中学校高等学校
学びとは想いを胸に刻むこと！

〒113-0022 東京都文京区千駄木5丁目6番25号
電話 03-3828-4141 FAX 03-3822-6833

交通アクセス：東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩５分
東京メトロ千代田線 千駄木駅 徒歩７分
都営三田線 白山駅 徒歩７分

E-mail:kikaku@komagome.ed.jp
URL. https://www.komagome.ed.jp/

担当者：代表参与 本田 早苗

柚木進学ゼミ

学ぶ姿勢を育てる

〒712-8051 岡山県倉敷市中畝8-13-20
電話 086-456-6516 FAX 086-456-5717

交通アクセス：水島臨海鉄道 水島駅 徒歩10分

E-mail:yunoki-j@mx32.tiki.ne.jp
HP は「柚木進学ゼミ」で検索してください。

担当者：塾長 柚木 真澄

創英ゼミナール

夢見る力と大きな感動を

〒220-8142 横浜市西区みなとみらい2-2-1
電話 045-641-4119 FAX 045-662-1119

交通アクセス：JR・市営地下鉄 桜木町駅
みなとみらい線 みなとみらい駅

E-mail:honbu@souei.net
URL. http://www.souei.net

担当者：代表取締役 豊川 忠紀

◇◇真の『共育』を目指して◇◇

レーゼクライス

本部 〒762-0035 香川県坂出市池園町2-4
Tel 0877-46-3064 FAX 0877-44-3589

交通アクセス：JR坂出駅から徒歩10分

◎URL. http://www.niji.jp/home/lesekreis/
◎E-mail:lese@niji.jp

担当者：代表取締役 三谷 修司

ソロモン総合学院

おかげさまで創立44年。ますます教育の核心へ。

〒350-1308 狭山市中央1-4-13
電話 04-2959-3750 FAX 04-2957-4022

交通アクセス：西武新宿線 狭山市駅 徒歩13分

E-mail:gakuin@solomonsolomon.jp
HP アドレス：solomonsolomon.jp

担当者：内藤 有基

ホリエグループ

小・中・高校生の進学・学習塾
地域に密着した責任ある指導

堀江ゼミナール
〒550-0015 大阪市西区南堀江4-30-13

花乃井ゼミナール
〒550-0005 大阪市西区西本町3-1-7

さくら個別進学ゼミ
〒544-0003 大阪市生野区小路東2-1-24

担当者：会長 荒川 雅行

株式会社 市進ホールディングス

自己ベストの学力で

自己ベストの合格へ

〒113-0033 文京区本郷5-25-14

電話 03-5840-9837

首都圏に約470教室の学習塾

URL. https://www.ichishin.co.jp

http://gakuryu.jp/outline
https://eichikan.co.jp/
https://www.meikogijuku.jp/
https://www.eishinkan.net/
https://www.hyosemi.ac/
https://www.komagome.ed.jp/
http://ww32.tiki.ne.jp/~yunoki-j/
https://shinko-keirin.co.jp/bunken/
https://www.souei.net/
https://www.tanakagakushukai.com/
http://www.niji.jp/home/lesekreis/
https://www.morijuku.com/
http://www.ichishin.co.jp/
https://www.solomonsolomon.jp/
https://horizemi.com/greeting


ナカジュク

小さな教室から大きく育つ

〒173-0005 板橋区仲宿55-8-205（本部教室）
電話 03-3963-5572

他埼玉（越谷、吉川）東京（板橋）に７教室

交通アクセス：都営三田線板橋区役所前駅５分

E-mail:nakajuku.onoda@gmail.com
URL. www.nakajuku.com

担当者：副塾長 小野田 光伸

木 村 塾
―克己と利他の心を合わせ持った子供達を社会へ―

〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町1-8-3 電話 06-6422-2155 FAX 06-6428-4311

交通アクセス：阪急神戸線「塚口駅」下車南西徒歩５分

担当者：代表室 室長 義根
よしもと

勝利

株式会社 成学社

もっと伸びる、信頼の指導。

〒530-0015 大阪市北区中崎西3-1-2 開成梅田ビル
電話 06-6373-1529 FAX 06-6373-1579

交通アクセス：「大阪駅」より徒歩12分
「阪急大阪梅田駅」より徒歩７分

「大阪メトロ谷町線 中崎町駅」より徒歩３分

URL. https://www.kaisei-group.co.jp
担当者：代表取締役 永井 博

読 書 作 文 と は

盈進中学高等学校
“実学の体得”

～社会に貢献できる人を育てる～
〒720-8504 広島県福山市千田町千田487-4
電話 084-955-2333 FAX 084-955-4423

交通アクセス：JR福山駅よりバス15分（中国バス）
〃 JR 福塩線「横尾駅」下車、徒歩10分

スクールバス運行

E-mail:eishin-jhg@eishin.ed.jp
URL. http://www.eishin.ed.jp
担当者：広報部長 塩田 量応

志学塾

誠心誠意情熱指導

〒989-5605 宮城県栗原市志波姫北郷蟹沢102-2
電話 0228-25-2525 FAX 0228-25-4870

交通アクセス：くりこま高原駅より徒歩10分

E-mail:shigakujuku@wonder.ocn.ne.jp

担当者：塾長 小野寺 和行

株式会社 国土社

子どもたちの明るい未来のために…

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-5
電話 03-6272-6125 FAX 03-6272-6126

交通アクセス：JR「御茶ノ水」駅・地下鉄「神保町」駅

E-mail:hirano@kokudosha.co.jp
URL. http://www.kokudosha.co.jp
担当者：営業部課長 平野 光信

株式会社 私塾界

教育サービス業界の専門誌『月刊私塾界』

〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-39-1 三善ビル3F
電話 03-3987-0838 FAX 03-3987-1940

E-mail:info@shijyukukai.co.jp
URL. http://www.shijyukukai.jp

担当者：代表取締役 山田 未知之

浪速高等学校・浪速中学校

浪速でしかできない、学びがある。

〒558-0023 大阪市住吉区山之内2-13-57
電話 06-6693-4031 FAX 06-6693-6511

交通アクセス：南海高野線「我孫子前」徒歩6分
JR 阪和線「我孫子町」徒歩9分、

「杉本町」徒歩8分
E-mail:nyushi01@naniwa.ed.jp
URL. http://www.naniwa.ed.jp

担当者：入試広報部 部長 近藤 義紀

英数学館小･中･高等学校

英語教育や国際教育等の
特色あるプログラムを実践

〒721-8502 広島県福山市引野町980-1
電話 084-941-4166 FAX 084-941-4143

交通アクセス：JR 山陽本線「大門」下車駅、西へ徒歩約15分

E-mail:sumida@eisugakkan.com
URL. https://www.eisu-ejs.ac.jp

担当者：入試広報部部長 隅田 晃司

福山暁の星女子中学･高等学校

Women for Others
～他者のために生きる女性の育成～

〒721-8545 広島県福山市西深津町三丁目４番１号
電話 084-922-1682 FAX 084-925-1533

交通アクセス：JR福山駅よりバスで約15分

E-mail:home@akenohoshi.ed.jp
URL. http://www.akenohoshi.ed.jp
担当者：入試広報部長 西原 辰規

パワーゼミ西本塾

わかるまでつきあう

〒721-0904 福山市坪生町南1-14-14
電話 084-948-2243 FAX 084-948-2337

交通アクセス：JR東福山駅 徒歩10歩

E-mail:nishimoto@power-semi.net
URL. http://info@power-semi.net
担当者：代表取締役 西本 雅明

https://www.kimurajuku.co.jp/
https://www.kokudosha.co.jp/
https://www.shijyukukai.jp/
http://www.naniwa.ed.jp/
https://www.kaisei-group.co.jp/
https://www.eisu-ejs.ac.jp/
https://www.shigakujuku.jp/p5/
http://power-semi.net/
https://www.akenohoshi.ed.jp/
https://www.eishin.ed.jp/
https://www.nakajuku.com/



