
YAチャレンジ・ザ・POPワールド
入賞・佳作作品一覧

H27.2.22

賞 書名 著者 出版社 出版年 制作者又はペンネーム 学校名

最優秀賞 何もかも憂鬱な夜に 中村文則 集英社 2009 根来 千愛紀 和歌山商業高校

優秀賞 銀河鉄道の夜 宮沢賢治 KADOKAWA 2014 今井 弥江 桐蔭中学校

優秀賞 ランナー あさのあつこ 幻冬舎 2007 坂浦 みなみ 那賀高校

特別奨励賞 魔法使いのハーブティー 有間カオル アスキー・メディアワークス 2013 永峯 香央莉 橋本高校

会場賞 人は見た目が９割 竹内一郎 新潮社 2005 小川 菜都美 桐蔭中学校

奨励賞 俺、リフレ ヒキタクニオ 角川書店 2009 宮本 彩理香 桐蔭中学校

奨励賞 夢をかなえるゾウ 水野敬也 飛鳥新社 2007 森 美紀 桐蔭中学校

奨励賞 少女 湊かなえ 早川書房 2009 松田 みな美 那賀高校

奨励賞 智恵子抄 高村光太郎 新潮社 1956 鈴木 美海 神島高校

奨励賞 博多豚骨ラーメンズ 木崎ちあき KADOKAWA 2014 辻田 帆乃夏 橋本高校

佳作 熱く生きる 天野篤 セブン＆アイ出版 2014 古市 晃崇 桐蔭中学校

佳作 ありがとう３組 乙武洋匡 講談社 2012 髙石 沙知佳 桐蔭中学校

佳作 永遠の０ 百田尚樹 講談社 2006 岡島 奎 古佐田丘中学校

佳作 ST警視庁科学特捜班エピソード１新装版 今野敏 講談社 2014 中畑 奈津夏 桐蔭中学校

佳作 京大少年 菅広文 講談社 2009 清水 愛美 桐蔭中学校

佳作 少女 湊かなえ 早川書房 2009 横田 彩愛 古佐田丘中学校

佳作 少女ポリアンナ エリナー・ポーター 岩波書店 2002 梅田 万愛 桐蔭中学校

佳作 人生はニャンとかなる！ 水野敬也、長沼直樹 文響社 2013 尾崎 勇芽 桐蔭中学校

佳作 スパイクを買いに はらだみずき KADOKAWA 2014 吉田 大志 向陽中学校

佳作 世界から猫が消えたなら 川村元気 マガジンハウス 2012 石垣 未悠 桐蔭中学校

佳作 ブレイズメス１９９０ 海堂尊 講談社 2012 紺谷 優志 湯川中学校

佳作 星の王子様 サン・テグジュペリ 新潮社 2006 吉岡 咲季 桐蔭中学校

佳作 モナミは世界を終わらせる？ はやみねかおる 角川書店 2011 吉増 杏実 桐蔭中学校

佳作 弱くても勝てます 髙橋秀実 新潮社 2012 堀端 千智 桐蔭中学校

※　会場賞は、奨励賞６点の中から皆さんの投票によって選ばれました。

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



YAチャレンジ・ザ・POPワールド
入賞・佳作作品一覧

H27.2.22

賞 書名 著者 出版社 出版年 制作者又はペンネーム 学校名

佳作 another 綾辻行人 角川書店 2009 さやさん 那賀高校

佳作 いつまでも白い羽根 藤岡陽子 光文社 2009 宮本 永遠 那賀高校

佳作 海の底 有川浩 メディアワークス 2005 北本 皓子 那賀高校

佳作 おどる１２人のおひめさま グリム童話 ほるぷ出版 1980 マヨマヨ 那賀高校

佳作 恋空 美嘉 スターツ出版 2006 澁谷 美優 那賀高校

佳作 告白 湊かなえ 双葉社 2008 谷澤 鈴佳 伊都高校

佳作 ことば絵ブック韓国 下川裕治 (監修) 角川書店 2008 尾上 佑之介 那賀高校

佳作 この本が、世界に存在することに 角田光代 メディアファクトリー 2005 岡﨑 亮 那賀高校

佳作 三匹のおっさん 有川浩 文藝春秋 2009 大沼 由香里 桐蔭高校

佳作 十角館の殺人 綾辻行人 講談社 1991 侑一郎 那賀高校

佳作 スイッチを押すとき 山田悠介 文芸社 2005 希井ラミ 那賀高校

佳作 注文の多い料理店 宮沢賢治 偕成社 1984 吉村 梨那 那賀高校

佳作 つみきのいえ 加藤久仁生、平田研也 白泉社 2008 坂上 茉優 那賀高校

佳作 トリツカレ男 いしいしんじ 新潮社 2006 楠山 由華 那賀高校

佳作 パコと魔法の絵本 関口尚 幻冬舎 2008 村田 菜都子 那賀高校

佳作 ビブリア古書堂の事件手帖～栞子さんと奇妙な客人たち～ 三上延 アスキー・メディアワークス 2011 おこのみやき 北高校

佳作 フリーター、家を買う。 有川浩 幻冬舎 2009 ＺＵ 那賀高校

佳作 ペンギン・ペディア デイビッド・サロモン 河出書房新社 2013 伊師 大央 和歌山商業高校

佳作 坊っちゃん 夏目漱石 講談社 1985 恩地 駿 那賀高校

佳作 本当に旨いサンドウィッチの作り方１００ ホテルニューオータニ (監修) イカロス出版 2014 おいよー！！ 那賀高校

佳作 魔女の宅急便 角野栄子 角川書店 2013 蜜柑 田辺高校

佳作 マリリン・モンローという女 藤本ひとみ 角川書店 2009 木野 汐理 那賀高校

佳作 ミッキーマウスの憂鬱 松岡啓祐 新潮社 2008 おすし 南部高校

佳作 もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら 岩崎夏海 ダイヤモンド社 2009 栗本 真帆 那賀高校

佳作 レインツリーの国 有川浩 新潮社 2009 柳谷 紅秋 橋本高校

佳作 ロミオとジュリエット ウィリアム・シェイクスピア 岩波書店 1989 中島 颯希 南部高校

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


