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書　名 著　者 出版社 出版年

最優秀賞 言の葉の庭 新海 誠 KADOKAWA 2016 小谷　剛 和歌山県立橋本高等学校

優秀賞（中学生の部） 記憶屋 織守 きょうや KADOKAWA 2015 三木　結加 有田川町立吉備中学校

優秀賞（高校生の部） 世界から猫が消えたなら 川村 元気 マガジンハウス 2012 坂上　舞香 和歌山県立田辺高等学校

奨励賞（中学生の部） あん ドリアン 助川 ポプラ社 2013 吉田　彩華 和歌山県立桐蔭中学校

奨励賞（　　〃　　） 雑草のはなし 田中 修 中央公論新社 2007 岩橋　昂平 紀の川市立貴志川中学校

奨励賞（　　〃　　） 定年ゴジラ 重松 清 講談社 2001 福田　あげは 和歌山市立有功中学校

奨励賞（　　〃　　） ８分音符のプレリュード 松本 祐子 小峰書店 2008 ありす 和歌山市立高積中学校

奨励賞（　　〃　　） ふたつの月の物語 富安 陽子 講談社 2012 磯田　紗矢華 和歌山県立桐蔭中学校

奨励賞（高校生の部） 金魚ノ歌 深堀 隆介 河出書房新社 2016 東口　貴紀 和歌山県立新翔高等学校

奨励賞（　　〃　　） 葉っぱのフレディ－いのちの旅－ レオ・バスカーリア 童話屋 1998 藤岡　美紅 国立和歌山工業高等専門学校

書　名 著　者 出版社 出版年

佳作 暗黒女子 秋吉 理香子 双葉社 2016 有井　千晴 紀の川市立荒川中学校

佳作 暗黒女子 秋吉 理香子 双葉社 2016 米田　奈未 有田川町立吉備中学校

佳作 犬と私の１０の約束 サイトウ アカリ 毎日新聞社 2008 栗山　結衣 和歌山県立古佐田丘中学校

佳作 オーダーメイド殺人クラブ 辻村 深月 集英社 2015 ばーぼん 紀の川市立荒川中学校

佳作 楽隊のうさぎ 中沢 けい 新潮社 2000 吉田　一翔 和歌山市立高積中学校

佳作 君の膵臓をたべたい 住野 よる 双葉社 2017 加山　愛美 紀の川市立荒川中学校

佳作 キミノ名ヲ。 梅谷 百 アスキー・メディアワークス 2010 三島　奈緒 和歌山県立古佐田丘中学校

佳作 きらきら眼鏡 森沢 明夫 双葉社 2015 内田　晴華 和歌山県立桐蔭中学校

佳作 蹴りたい背中 綿矢 りさ 河出書房新社 2007 タイヤキ 紀の川市立荒川中学校

佳作 サーカスの夜に 小川 糸 新潮社 2017 本田　実乃里 紀の川市立荒川中学校

佳作 サナギの見る夢 如月 かずさ 講談社 2009 森山　咲花 白浜町立富田中学校

佳作 十角館の殺人 綾辻 行人 講談社 2007 大藤　涼世 有田川町立吉備中学校

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 石井　照 和歌山県立桐蔭中学校

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

中学生の部
ＰＯＰ作品

制作者又はペンネーム 学校名

H29年度応募総数：890点（内中学生496点、高校生394点）

入賞
ＰＯＰ作品

制作者又はペンネーム 学校名
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書　名 著　者 出版社 出版年

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 みさっきー 紀の川市立荒川中学校

佳作 双月高校、クイズ日和 青柳 碧人 講談社 2011 松野　壮汰 和歌山県立桐蔭中学校

佳作 ＤＩＶＥ！！　上 森 絵都 KADOKAWA 2006 山本　莉瑠 和歌山県立古佐田丘中学校

佳作 ダレン・シャン Darren Shan 小学館 2006 ナナチャン 紀の川市立荒川中学校

佳作 ドッグカフェ・ワンノアール 石田 祥 宝島社 2015 出納　愛梨 紀の川市立荒川中学校

佳作 ナミヤ雑貨店の奇蹟 東野 圭吾 KADOKAWA 2014 東山　実令 紀の川市立荒川中学校

佳作 灰色の本 緑川 聖司 ポプラ社 2017 三木　陸斗 紀の川市立貴志川中学校

佳作 陽だまりの彼女 越谷 オサム 新潮社 2011 栗本　真希 和歌山市立高積中学校

佳作 瓶詰の地獄 夢野 久作 角川書店 1977 川口　拓音 和歌山県立桐蔭中学校

書　名 著　者 出版社 出版年

佳作 永遠の０ 百田 尚樹 講談社 2009 橋本　梨園 和歌山県立桐蔭高等学校

佳作 か「」く「」し「」ご「」と「 住野 よる 新潮社 2017 田村　早稀 和歌山県立和歌山商業高等学校

佳作 きょうもメロンパン ヒヨコ舎 アスペクト 2009 成田　浩周 和歌山県立粉河高等学校

佳作 答えが運ばれてくるまでに 時雨沢 恵一 アスキー・メディアワークス 2011 向山　実花 和歌山県立橋本高等学校

佳作 政略結婚 高殿 円 KADOKAWA 2017 大谷　花 和歌山県立向陽高等学校

佳作 ちょっと今から仕事やめてくる 北川 恵海 KADOKAWA 2015 宮本　未夏子 和歌山県立海南高等学校（海南校舎）

佳作 謎解きはディナーのあとで 東川 篤哉 小学館 2010 明渡　花歩 和歌山県立那賀高等学校

佳作 七つの海を照らす星 七河 迦南 東京創元社 2008 ころっけ 和歌山県立南部高等学校

佳作 日本の昔話　1（ねずみの嫁入り　含む） 楠山 正雄 フロンティアニセン 2005 阪本　有里 和歌山県立紀央館高等学校

佳作 パンダ銭湯 tupera tupera 絵本館 2013 小西　樹里 和歌山県立粉河高等学校

佳作 １１２日間のママ 清水 健 小学館 2016 木場田　萌 和歌山県立那賀高等学校

佳作 ピンクとグレー 加藤 シゲアキ KADOKAWA 2014 泉　早也花 和歌山県立那賀高等学校

佳作 ふたりのロッテ エーリヒ・ケストナー 岩波書店 1990 片山　実夢 和歌山県立和歌山商業高等学校

佳作 ぼくは明日、昨日のきみとデートする 七月 隆文 宝島社 2014 山本　鮎美 和歌山県立紀央館高等学校

佳作 また、同じ夢を見ていた 住野 よる 双葉社 2016 澤田　明香莉 和歌山県立桐蔭高等学校

佳作 みをつくし料理帖 高田 郁 角川春樹事務所 2009 堀内　八衣乃 和歌山県立桐蔭高等学校

佳作 燃えよ剣 司馬 遼太郎 新潮社 1972 植本　ゆきな 和歌山県立和歌山高等学校

佳作 妖怪アパートの幽雅な日常 香月 日輪 講談社 2008 中嶋　悠佳 和歌山県立海南高等学校（海南校舎）

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

中学生の部
ＰＯＰ作品

制作者又はペンネーム 学校名

高校生の部
ＰＯＰ作品

制作者又はペンネーム 学校名
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