
中高生読書まつりPOPコンクール
入賞・佳作作品一覧

H30.12.9

書　名 著　者 出版社 出版年

最優秀賞 はなちゃんのみそ汁 安武信吾/千恵/はな 文藝春秋 2012 宇藤　愛子 和歌山県立日高高等学校

優秀賞（中学生の部） 少女不十分 西尾維新 講談社 2015 宮井　彩月 有田川町立吉備中学校

優秀賞（高校生の部） まほろ駅前多田便利軒 三浦しをん 文藝春秋 2006 玉置　颯来 和歌山県立日高高等学校

奨励賞（中学生の部） Ａｎｏｔｈｅｒ 綾辻行人 角川書店 2009 大藤　涼世 有田川町立吉備中学校

奨励賞（　　〃　　） 人生は一度だけ。 唯川恵 新潮社 2005 妙中　波留香 和歌山市立紀之川中学校

奨励賞（　　〃　　） 千年の田んぼ 石井里津子 旬報社 2017 藤本　敦也 和歌山県立日高高等学校附属中学校

奨励賞（　　〃　　） ナミヤ雑貨店の奇蹟 東野圭吾 KADOKAWA 2014 大江　優花 和歌山県立向陽中学校

奨励賞（　　〃　　） 僕は何度でも、きみに初めての恋をする。 沖田円 スターツ出版 2015 寺岡　美咲 紀の川市立貴志川中学校

奨励賞（高校生の部） 孤道 内田康夫 毎日新聞出版 2017 古部　了大 和歌山県立日高高等学校

奨励賞（　　〃　　） さいとう市立さいとう高校野球部 あさのあつこ 講談社 2013 大谷　花 和歌山県立向陽高等学校

書　名 著　者 出版社 出版年

佳作 あつあつを召し上がれ 小川糸 新潮社 2014 藤瀧　瑠利 和歌山県立日高高等学校附属中学校

佳作 あと少し、もう少し 瀬尾まいこ 新潮社 2015 柏木　志保子 和歌山県立日高高等学校附属中学校

佳作 １Ｑ８４ 村上春樹 新潮社 2009 上谷　南美 和歌山県立田辺中学校

佳作 浮雲心霊奇譚　赤眼の理 神永学 集英社 2017 大棟　日花莉 和歌山県立向陽中学校

佳作 ｏｒａｎｇｅ 時海結以 双葉社 2015 西芝　咲季 和歌山市立紀之川中学校

佳作 か「」く「」し「」ご「」と「 住野よる 新潮社 2017 稲垣　裕稀 和歌山県立日高高等学校附属中学校

佳作 蒲生邸事件 宮部みゆき 文藝春秋 2000 内田　晴華 和歌山県立桐蔭中学校

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

佳作 銀河鉄道の夜 宮沢賢治 新潮社 1989 田中　春菜 紀の川市立荒川中学校

佳作 最後の医者は桜を見上げて君を想う 二宮敦人 TOブックス 2016 三木　結加 有田川町立吉備中学校

佳作 佐賀のがばいばあちゃん 島田洋七 徳間書店 2004 谷口　聡一 紀の川市立貴志川中学校

佳作 Ｓｔｏｒｙ　Ｓｅｌｌｅｒ 有川浩 新潮社 2010 タイヤキ 紀の川市立荒川中学校

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 川口　真生 和歌山県立日高高等学校附属中学校

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

H30年度応募総数：632点（内中学生359点、高校生273点）

入賞
ＰＯＰ作品

制作者又はペンネーム 学校名
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中高生読書まつりPOPコンクール
入賞・佳作作品一覧

H30.12.9

書　名 著　者 出版社 出版年

佳作 天空高事件　放課後探偵とサツジン連鎖 椙本孝思 角川書店 2012 寒川　優衣 和歌山県立日高高等学校附属中学校

佳作 東京バンドワゴン 小路幸也 集英社 2008 今井　惣 和歌山県立向陽中学校

佳作 友達以上探偵未満 麻耶雄嵩 KADOKAWA 2018 福島　弥由菜 広川町立耐久中学校

佳作 謎解き広報課 天祢涼 幻冬舎 2015 藤田　恵理子 和歌山県立日高高等学校附属中学校

佳作 二度めの夏、二度と会えない君 赤城大空 小学館 2017 森　乙叶 和歌山市立紀之川中学校

佳作 ノックの音が 星新一 新潮社 2012 寄住　碧 和歌山県立日高高等学校附属中学校

佳作 文房具の解剖図鑑 ヨシムラマリ/トヨオカアキヒコ エクスナレッジ 2018 西岡　菫 広川町立耐久中学校

佳作 モモ ミヒャエル・エンデ 岩波書店 2005 古野　心乃香 和歌山県立向陽中学校

佳作 羅生門・鼻・芋粥　（煙草と悪魔　含む） 芥川龍之介 KADOKAWA 2007 湯川　柚那 和歌山市立紀伊中学校

書　名 著　者 出版社 出版年

佳作 青の数学 王城夕紀 新潮社 2016 藤本　瑞穂 和歌山県立橋本高等学校

佳作 あと少し、もう少し 瀬尾まいこ 新潮社 2015 芝中　彩華 和歌山県立日高高等学校

佳作 アリス殺し 小林泰三 東京創元社 2013 堀口　明日香 和歌山県立日高高等学校

佳作 怒り 吉田修一 中央公論新社 2014 鈴木　菜々 和歌山県立紀央館高等学校

佳作 犬から聞いた素敵な話 山口花 東邦出版 2013 宮本　紗季 和歌山県立和歌山工業高等学校

佳作 おちくぼ姫 田辺聖子 角川書店 1990 小杉　姫菜 和歌山県立海南高等学校（海南校舎）

佳作 機械・春は馬車に乗って 横光利一 新潮社 2003 西川　萌々果 和歌山県立桐蔭高等学校

佳作 君はレフティ 額賀澪 小学館 2016 畑中　咲友理 和歌山県立笠田高等学校

佳作 キリン 山田悠介 角川書店 2013 大谷　香乃 和歌山県立日高高等学校

佳作 崩れる脳を抱きしめて 知念実希人 実業之日本社 2017 宮田　玲奈 和歌山県立和歌山商業高等学校

佳作 セーラー服と女学生 内田静枝 河出書房新社 2018 岩本　莉奈 和歌山県立和歌山北高等学校（北校舎）

佳作 葬偽屋は弔わない 森晶麿 河出書房新社 2015 井村　汐里 和歌山県立田辺高等学校

佳作 Ｄ坂の殺人事件 江戸川乱歩 東京創元社 1994 寒川　薫 和歌山県立日高高等学校

佳作 トワイライト ステファニー・メイヤー ヴィレッジブックス 2008 越賀　さくら 和歌山県立海南高等学校（海南校舎）

佳作 葉桜と魔笛 太宰治/紗久楽さわ 立東舎 2016 都烈堂 和歌山県立和歌山商業高等学校

佳作 ぼくらの七日間戦争 宗田理 ポプラ社 2007 原　こなつ 和歌山県立桐蔭高等学校

佳作 「また、必ず会おう」と誰もが言った。 喜多川泰 サンマーク出版 2010 吉田　彩華 和歌山県立桐蔭高等学校

佳作 三日間の幸福 三秋縋 KADOKAWA 2013 山下　萌緩 和歌山県立紀央館高等学校

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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