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書　名 著　者 出版社 出版年

最優秀賞（中学生の部） ぼくらのサイテーの夏 笹生陽子 講談社 2005 寺井　巴菜 和歌山県立日高高等学校附属中学校

最優秀賞（高校生の部） 変身 フランツ・カフカ 新潮社 1952 宮井　彩月 和歌山県立耐久高等学校

優秀賞（中学生の部） 奇跡の夢ノート 石黒由美子 日本放送出版協会 2010 及川　倖加 和歌山県立日高高等学校附属中学校

優秀賞（高校生の部） 夜行 森見登美彦 小学館 2016 宮田　玲奈 和歌山県立和歌山商業高等学校

奨励賞（中学生の部） 青空のむこう アレックス・シアラー 求龍堂 2018 中野　由菜 和歌山市立貴志中学校

奨励賞（　　〃　　） 鸚鵡楼の惨劇 真梨幸子 小学館 2013 玉置　そら 和歌山県立日高高等学校附属中学校

奨励賞（　　〃　　） 億男 川村元気 文藝春秋 2018 川端　希子 和歌山県立日高高等学校附属中学校

奨励賞（高校生の部） おちくぼ物語 田辺聖子 文藝春秋 2015 新井　真菜 和歌山県立日高高等学校

奨励賞（　　〃　　） 小梅さんの日記 中村純子/山上祥子/芝田浩子 小梅日記を楽しむ会 2012 近藤　穂佳 和歌山信愛高等学校

奨励賞（　　〃　　） 友だち幻想　人と人の<つながり>を考える 菅野仁 筑摩書房 2008 橋本　菜々子 和歌山県立那賀高等学校

書　名 著　者 出版社 出版年

佳作 アルジャーノンに花束を ダニエル・キイス 早川書房 1999 前田　美波 串本町立串本中学校

佳作 暗黒女子 秋吉理香子 双葉社 2016 中西　真奈美 海南市立亀川中学校

佳作 いつか、眠りにつく日 いぬじゅん スターツ出版 2016 田淵　穂花 和歌山県立日高高等学校附属中学校

佳作 ＳＮＳ炎上 NHK「オトナヘノベル」制作班 金の星社 2017 中西　麻友 広川町立耐久中学校

佳作 屋上のテロリスト 知念実希人 光文社 2017 谷畑　綺音 御坊市日高川町中学校組合立大成中学校

佳作 ｏｒａｎｇｅ 時海結以 双葉社 2015 南村　歩未 有田市立初島中学校

佳作 かあちゃん 重松清 講談社 2009 芦立　心 串本町立串本中学校

佳作 君の思い出が消えたとしても 才羽楽 宝島社 2018 細見　苑子 串本町立串本中学校

佳作 君の膵臓をたべたい 住野よる 双葉社 2015 松永　航希 和歌山県立日高高等学校附属中学校

佳作 クラスメイツ　前期 森絵都 KADOKAWA 2018 池田　帆花 和歌山県立日高高等学校附属中学校

佳作 蹴りたい背中 綿矢りさ 河出書房新社 2007 小早川　琉愛 和歌山県立日高高等学校附属中学校

佳作 ５分後に意外な結末　オレンジ色に燃える呪文 桃戸ハル 学研プラス 2018 山田　美裕 広川町立耐久中学校

佳作 世界からボクが消えたなら 涌井学 小学館 2016 上田　桜愛 有田市立初島中学校

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

令和元年度応募総数：573点（内中学生287点、高校生286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 そして、バトンは渡された 瀬尾まいこ 文藝春秋 2018 塩路　香乃 和歌山県立日高高等学校附属中学校

佳作 時をかける少女 筒井康隆 KADOKAWA 2012 小川　心晴 広川町立耐久中学校

佳作 西の魔女が死んだ 梨木香歩 新潮社 2001 上田　愛莉 和歌山県立日高高等学校附属中学校

佳作 ホームレス中学生 田村裕 ワニブックス 2008 平林　璃央 和歌山市立貴志中学校

佳作 ぼくらの大冒険 宗田理 ポプラ社 2007 上田　桃愛 有田市立初島中学校

佳作 本屋さんのルビねこ 野中柊/松本圭以子 理論社 2018 北野　朱莉 和歌山県立日高高等学校附属中学校

佳作 負けるな、届け！ こかじさら 双葉社 2019 田渕　夏希 和歌山県立日高高等学校附属中学校

書　名 著　者 出版社 出版年

佳作 犬が伝えたかったこと 三浦健太 サンクチュアリ出版 2017 細田　夢希 和歌山県立日高高等学校

佳作 有頂天家族 森見登美彦 幻冬舎 2010 芝中　彩華 和歌山県立日高高等学校

佳作 黄色いバスの奇跡 吉田理宏 総合法令出版 2013 佐川　真喜 和歌山県立日高高等学校

佳作 記憶屋 織守きょうや KADOKAWA 2015 松井　友希 和歌山県立日高高等学校

佳作 吉祥寺よろず怪事請負処 結城光流 KADOKAWA 2017 野口　布美香 和歌山県立橋本高等学校

佳作 君にさよならを言わない 七月隆文 宝島社 2015 濵上　のどか 和歌山県立日高高等学校

佳作 金メダル男 内村光良 中央公論新社 2016 楠本　健人 和歌山県立那賀高等学校

佳作 四月になれば彼女は 川村元気 文藝春秋 2016 髙橋　梨月 和歌山県立和歌山工業高等学校

佳作 １５歳のテロリスト 松村涼哉 KADOKAWA 2019 榎本　翠 和歌山県立海南高等学校（海南校舎）

佳作 贖罪 湊かなえ 双葉社 2012 川﨑　有生 和歌山県立日高高等学校

佳作 人生はニャンとかなる！ 水野敬也/長沼直樹 文響社 2013 山田　紗里 和歌山県立和歌山北高等学校（北校舎）

佳作 世界地図の下書き 朝井リョウ 集英社 2013 安大　千晴 和歌山県立紀央館高等学校

佳作 ソウルメイト 馳星周 集英社 2015 藤本　瑞穂 和歌山県立橋本高等学校

佳作 そして誰もいなくなった アガサ・クリスティー 早川書房 2010 保田　愛里 和歌山県立紀央館高等学校

佳作 旅猫リポート 有川浩 講談社 2015 川本　晴日 和歌山信愛高等学校

佳作 人間失格 太宰治 新潮社 2006 原田　沙知 和歌山県立田辺高等学校

佳作 阪急電車 有川浩 幻冬舎 2010 嶋田　このみ 和歌山県立日高高等学校

佳作 ふたご 藤崎彩織 文藝春秋 2017 三村　稜 和歌山県立日高高等学校

佳作 ペンギン・ハイウェイ 森見登美彦 角川書店 2010 あおい 和歌山県立海南高等学校（海南校舎）

佳作 ポイズンドーター・ホーリーマザー 湊かなえ 光文社 2016 二四きこり 和歌山県立和歌山商業高等学校

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

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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