
書名 著者 出版社 出版年
最優秀賞（中学生の部） ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー　 ブレイディみかこ 新潮社 2019 延明　智美 有田川町立吉備中学校
最優秀賞（高校生の部） 活版印刷三日月堂　　星たちの栞 ほしお さなえ ポプラ社 2016 金﨑　未和 県立日高高等学校
優秀賞（中学生の部） 僕は上手にしゃべれない 椎野直弥 ポプラ社 2017 西野　菜穂 串本町立潮岬中学校
優秀賞（高校生の部） いまさら翼といわれても 米澤 穂信 KADOKAWA 2019 杉本　絢音 県立日高高等学校
奨励賞（中学生の部） 貝の火 宮沢 賢治 三起商行 2017 新家　亜理 広川町立津木中学校
奨励賞（　　　〃　　　） 記憶喪失の君と、君だけを忘れてしまった僕。 小鳥居 ほたる スターツ出版 2018 奥林　莉子 有田川町立吉備中学校
奨励賞（　　　〃　　　） スガリさんの感想文はいつだって斜め上　 平田 駒 河出書房新社 2019 山田　二胡 美浜町立松洋中学校
奨励賞（高校生の部） I Love Youの訳し方 望月 竜馬 雷鳥社 2016 惣坊　彩月 県立耐久高等学校
奨励賞（　　　〃　　　） 風の又三郎 宮沢 賢治 KADOKAWA 1988 松尾　直音 県立和歌山北高等学校（北校舎）

奨励賞（　　　〃　　　） 船乗りクプクプの冒険 北 杜夫 新潮社 1987 三枝　奈々葉 県立海南高等学校（海南校舎）

書名 著者 出版社 出版年
佳作 ある少女にまつわる殺人の告白 佐藤 青南 宝島社 2012 加藤　千暖 県立田辺中学校
佳作 SNS炎上 長江優子ほか 金の星社 2017 濵口　優希乃 串本町立潮岬中学校
佳作 介助犬を育てる少女たち 大塚 敦子 講談社 2012 近藤　隼人 岩出市立岩出中学校
佳作 風に恋う 額賀 澪 文芸春秋 2020 藤﨑　愛 和歌山市立城東中学校
佳作 彼女が好きなものはホモであって僕ではない 浅原 ナオト KADOKAWA 2020 岩橋　未空 県立桐蔭中学校
佳作 きみの友だち 重松 清 新潮社 2005 辻本　咲 和歌山信愛中学校
佳作 黒猫の小夜曲(セレナーデ) 知念 実希人 光文社 2018 谷畑　美来 御坊市日高川町中学校組合立大成中学校

佳作 この本を盗む者は 深緑 野分 KADOKAWA 2020 明石　咲來 県立桐蔭中学校
佳作 桜のような僕の恋人 宇山 佳佑 集英社 2017 山口　日向子 広川町立耐久中学校
佳作 スガリさんの感想文はいつだって斜め上　 平田 駒 河出書房新社 2019 初心者の全力（80％） 岩出市立岩出第二中学校
佳作 チョコレート屋のねこ スー・ステイントン ほるぷ出版 2013 伊賀　良衣華 和歌山市立加太中学校
佳作 夏の朝 本田 昌子 福音館 2014 稲葉　すみれ 県立桐蔭中学校
佳作 猫がくれたたいせつな贈りもの アレン・アンダーソン アルファポリス 2013 新家　凛華 広川町立津木中学校
佳作 ネトゲ中毒 鎌倉 ましろ 金の星社 2017 橋野　月乃 広川町立耐久中学校
佳作 BALLAD名もなき恋のうた 百瀬しのぶ 小学館 2009 藤野　遥 串本町立串本中学校
佳作 100回泣くこと 中村航 小学館 2007 平原　香苗 串本町立潮岬中学校
佳作 フェイクニュースがあふれる世界に生きる君たちへ 森 達也 ﾐﾂｲﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ 2019 高橋　琴菜 美浜町立松洋中学校
佳作 また、同じ夢を見ていた 住野 よる 双葉社 2018 岩﨑　絆奈 県立桐蔭中学校
佳作 また、同じ夢を見ていた 住野 よる 双葉社 2016 北東　杏梨 海南市立下津第二中学校
佳作 恋愛日記 cheeery スターツ出版 2014 佐々木　玲美 広川町立耐久中学校

奨励賞・佳作は、書名順です。書名・出版社・出版年については、当館所蔵の展示資料と異なる場合がございます。　　　　　　　　　　和歌山県立図書館

中高生読書まつり・POPコンクール
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令和３年度応募総数：５４１点（内中学生２４１点、高校生３００点）
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書名 著者 出版社 出版年
佳作 雨の名前 高橋 順子ほか 小学館 2001 赤坂　侑亮 県立海南高等学校（海南校舎）
佳作 ありえないほどうるさいオルゴール店 瀧羽 麻子 幻冬舎 2018 中居　千優 県立和歌山北高等学校（北校舎）

佳作 アリス殺し 小林 泰三 創元社 2019 田村　美羽 県立和歌山工業高等学校
佳作 アリス殺し 小林 泰三 創元社 2019 濵上　なごみ 県立日高高等学校
佳作 いのちの停車場 南 杏子 幻冬舎 2020 夏目　翔太 県立日高高等学校
佳作 海辺のカフカ　上　下 村上 春樹 新潮社 2005 楠本　すみれ 県立田辺高等学校
佳作 オリエント急行の殺人 アガサ・クリスティ 早川書房 2003 玉置　ありさ 県立日高高等学校
佳作 温室デイズ 瀬尾 まいこ 角川書店 2009 宮崎　遥 県立日高高等学校
佳作 かがみの孤城 辻村 深月 ポプラ社 2021 玉置　愛梨 県立日高高等学校
佳作 カラフル 森 絵都 文芸春秋 1998 妙中　波留香 県立和歌山工業高等学校
佳作 君は月夜に光り輝く　 佐野 徹夜 KADOKAWA 2017 宇和　七音 県立日高高等学校
佳作 ゴーストハント　1　旧校舎怪談 小野 不由美 ﾒﾃﾞｨｱファクトリー 2010 中西　真奈美 県立桐蔭高等学校
佳作 ころべばいいのに ヨシタケ シンスケ ブロンズ新社 2019 谷口　茉菜花 県立桐蔭高等学校
佳作 今昔百鬼拾遺 河童 京極 夏彦 KADOKAWA 2019 山城　舞耶 県立和歌山工業高等学校
佳作 桜のような僕の恋人 宇山 佳佑 集英社 2017 岡　来夢 県立箕島高等学校
佳作 ゼツメツ少年 重松 清 新潮社 2013 榎本　翠 県立海南高等学校（海南校舎）
佳作 チア男子!! 朝井 リョウ 集英社 2013 浦田　三鈴 県立海南高等学校（海南校舎）
佳作 人間失格 太宰 治 角川書店 1989 谷口　果未 県立和歌山商業高等学校
佳作 「のび太」という生きかた 横山 泰行 アスコム 2014 横貫　綾花 県立海南高等学校（海南校舎）
佳作 ヒトリコ 額賀 澪 小学館 2015 昇　愛華 県立桐蔭高等学校

奨励賞・佳作は、書名順です。書名・出版社・出版年については、当館所蔵の展示資料と異なる場合がございます。　　　　　　　　　　和歌山県立図書館
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