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最優秀賞（中学生の部） ぼくがスカートをはく日 ｴｲﾐ・ﾎﾟﾛﾝｽｷｰ 学研プラス 2018 三原　菜結 県立 日高高等学校附属中学校

最優秀賞（高校生の部） レインツリーの国 有川　浩 新潮社 2006 さえ 県立 日高高等学校

優秀賞（中学生の部） 雨上がり、君が映す空はきっと美しい 汐見　夏衛 スターツ出版 2021 田伏　悠 広川町立 耐久中学校

優秀賞（高校生の部） 金の角持つ子どもたち 藤岡　陽子 集英社 2021 西山　友梨 県立 日高高等学校

奨励賞（中学生の部） ツバキ文具店 小川　糸 幻冬舎 2018 前芝　小羽 みなべ町立上南部中学校

奨励賞（　　　〃　　　） ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人 東野　圭吾 光文社 2020 佐々木　夢乃 県立 田辺中学校

奨励賞（　　　〃　　　） 三日間の幸福 三秋　縋 KADOKAWA 2013 西野　菜穂 串本町立 潮岬中学校

奨励賞（高校生の部） 蜘蛛の糸 芥川　龍之介 ポプラ社 2005 髙尾　知歩美 県立 和歌山北高等学校(北校舎）

奨励賞（　　　〃　　　） 世界のへんな肉 白石　あづさ 新潮社 2019 中嶋　しおり 県立 田辺高等学校

奨励賞（　　　〃　　　） ペンギンの世界 上田　一生 岩波書店 2001 東　梨優 県立 橋本高等学校

書名 著者 出版社 出版年

佳作 あの夏が飽和する。 カンザキ イオリ 河出書房新社 2020 森岡　華恋 紀の川市立 那賀中学校

佳作 あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。 汐見　夏衛 スターツ出版 2016 上田　望未 和歌山市立 日進中学校

佳作 犬と私の10の約束 川口　晴 文藝春秋 2007 坂本　穂乃 和歌山市立 楠見中学校

佳作 運命のタックル 荒川　慶 幻冬舎 2022 湯川　紗世 県立 日高高等学校附属中学校

佳作 架空OL日記１ バカリズム 小学館 2013 ﾄﾞﾘｰﾑなっぱ 広川町立 津木中学校

佳作 きみはポラリス 三浦　しをん 新潮社 2011 池永　芽生 広川町立 耐久中学校

佳作 教室が、ひとりになるまで 浅倉　秋成 KADOKAWA 2021 松原　琴音 串本町立 潮岬中学校

佳作 クローバー 中西　翠 講談社 2009 こまいぬ　小夜 田辺市立 東陽中学校

佳作 告白 湊　かなえ 双葉社 2008 谷畑　美来 御坊市日高川町中学校組合立 大成中学校

佳作 コンビニたそがれ堂 村山　早紀 ポプラ社 2010 西岡　優那 有田川町立 吉備中学校

佳作 15歳のテロリスト 松村　涼哉 KADOKAWA 2019 点Ｐ 県立 日高高等学校附属中学校

佳作 新釈　走れメロス　他四篇 森見　登美彦 KADOKAWA 2015 バレンタインを消したい 岩出市立 岩出第二中学校

佳作 そして、バトンは渡された 瀬尾　まいこ 文藝春秋 2020 小竹　未紘 県立 日高高等学校附属中学校

中学生の部
POP作品 制作者

（またはペンネーム）
学校名

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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中高生読書まつり・POPコンクール　入賞・佳作作品一覧
令和４年度応募総数：９２９点（内中学生６４２点、高校生２８７点）
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佳作 大正浪漫 NATSUMI 双葉社 2022 ゆうぞー 有田川町立 八幡中学校

佳作 月の満ち欠け 佐藤　正午 岩波書店 2019 田中　京楓 和歌山市立 紀之川中学校

佳作 ハッピーバースデー 青木　和雄 金の星社 1997 岡本　陽奈 和歌山市立 伏虎義務教育学校

佳作 ヒトラーの大衆扇動術 許　成準 彩図社 2020 アイル 県立 日高高等学校附属中学校

佳作 副音声 大林　利江子 河出書房新社 2022 宮﨑　蒼己 広川町立 耐久中学校

佳作 真夜中のパン屋さん　午前０時のレシピ 大沼　紀子 ポプラ社 2011 齋藤　ほのか 県立 日高高等学校附属中学校

佳作 わたしの心が傷つかないように ソルレダ 日本実業出版社 2021 堀　美奈希 串本町立 串本中学校

書名 著者 出版社 出版年

佳作 移植医療 橳島　次郎，出河　雅彦 岩波書店 2014 酒谷　菜月 県立 橋本高等学校

佳作 86　-エイティシックス- 安里　アサト KADOKAWA 2017 森　万温 県立 日高高等学校

佳作 快適睡眠のすすめ 堀　忠雄 岩波書店 2000 白濵　妃織 県立 橋本高等学校

佳作 源氏物語の世界 日向　一雅 岩波書店 2004 和田　実季 県立 橋本高等学校

佳作 コーヒーが冷めないうちに 川口　俊和 サンマーク出版 2015 小谷　倫加 県立 桐蔭高等学校

佳作 5分後に恋するラスト エブリスタ／編 河出書房新社 2018 則藤　咲紀 県立 紀央館高等学校

佳作 殺した夫が帰ってきました 桜井　美奈 小学館 2021 田村　美羽 県立 和歌山工業高等学校

佳作 コンビニ人間 村田　沙耶香 文藝春秋 2016 後藤　咲稀 県立 和歌山商業高等学校

佳作 朔と新 いとう　みく 講談社 2020 藤﨑　愛 県立 向陽高等学校

佳作 THE ALCHEMIST Paulo Coelho 講談社ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 2005 ＰＯＰＯ 県立 日高高等学校

佳作 時給三〇〇円の死神 藤まる 双葉社 2017 中塩路　乃愛 県立 和歌山北高等学校(北校舎）

佳作 ダメなときほど運はたまる 萩本　欽一 廣済堂 2011 根來　夏桜 県立 橋本高等学校

佳作 同志少女よ、敵を撃て 逢坂　冬馬 早川書房 2021 成田　優希 県立 田辺高等学校

佳作 止まりだしたら走らない 品田　遊 リトルモア 2015 加藤　ひより 県立 海南高等学校（海南校舎）

佳作 人間失格 太宰　治 新潮社 1952 中谷　柚葉 県立 那賀高等学校

佳作 巴里マカロンの謎 米澤　穂信 東京創元社 2020 杉本　絢音 県立 日高高等学校

佳作 魔女の家：エレンの日記 ふみー KADOKAWA 2013 大畑　希代 県立 和歌山工業高等学校

佳作 木曜日にはココアを 青山　美智子 宝島社 2019 さといも 精華学園高等学校

佳作 ゆきうさぎのお品書き 小湊　悠貴 集英社 2016 上野山　涼日 県立 海南高等学校（海南校舎）

佳作 檸檬 梶井　基次郎 新潮社 2003 玉置　和奏 県立 日高高等学校

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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