文学賞・文化賞受賞作品を読んでみませんか

２０１５年１～１２月受賞作品
展示期間：平成２８年１月４日～２月２３日

文学賞・文化賞名

書名・著者名・出版社

[請求記号]

1

アガサ・クリスティー賞（第5回）

『うそつき、うそつき』 清水 杜氏彦∥著

2

芥川賞（第152回）

『九年前の祈り』 小野 正嗣∥著

3

芥川賞（第153回）

『火花』又吉 直樹∥著

4

芥川賞（第153回）

『スクラップ・アンド・ビルド』 羽田 圭介∥著

5

アジア・太平洋賞大賞（第27回）

『対華二十一カ条要求とは何だったのか』奈良岡 聰智∥著

6

泉鏡花文学賞 （第43回）

『骨風』篠原 勝之∥著

7

泉鏡花文学賞 （第43回）

『冥途あり』 長野 まゆみ∥著

8

梅棹忠夫・山と探検文学賞（第4回） 『天、共に在り－アフガニスタン三十年の闘い』 中村 哲∥著 NHK出版 [333.8／ナ]

9

江戸川乱歩賞（第61回）

10 大宅壮一ノンフィクション賞（第46回）

[F／マ]

文藝春秋

文藝春秋

[F／ハ]

名古屋大学出版会

[319.1／ナ]

[F／シ]

講談社

講談社

[F／ナ]

[Ｆ／ゴ]

『捏造の科学者』 須田 桃子∥著

文藝春秋 ［460.7／ス］
徳間書店

11

大藪春彦賞（第17回）

『鬼はもとより』 青山 文平∥著

12

大藪春彦賞（第17回）

『コルトM1851残月』 月村 了衛∥著

13

織田作之助賞（第31回）

『阿蘭陀西鶴』 朝井 まかて∥著

14 開高健ノンフィクション賞（第11回）

[F／シ]

講談社[Ｆ／オ]

文藝春秋

『道徳の時間』呉 勝浩∥著

早川書房

[Ｆ／ア]

講談社

[Ｆ／ツ]

講談社 ［Ｆ／ア］

『五色の虹』三浦 英之∥著 集英社 [280.4／ミ]

15

科学ジャーナリスト賞（2014年）

『捏造の科学者』 須田 桃子∥著

文藝春秋 ［460.7／ス］

16

学校図書館出版賞（第17回）

『医療・福祉の仕事見る知るシリーズ』WILLこども知育研究所∥編著 保育社 ［Y／498.1］

17

角川財団学芸賞（第13回）

『折口信夫』 安藤 礼二∥著

18

角川春樹小説賞（第6回）

『シンデレラの告白』 櫻部 由美子∥著

19

河合隼雄学芸賞 （第3回）

『自由という牢獄』 大澤 真幸∥著

20

河合隼雄物語賞（第3回）

『かたづの!』 中島 京子∥著 集英社 ［Ｆ／ナ］

21

木村伊兵衛写真賞（第40回）

『okinawan portraits 2010-2012』石川 竜一∥[撮影]

22

木村伊兵衛写真賞（第40回）

『明星』川島 小鳥∥著

23

グルマン世界料理本大賞（2015）

『日本料理と天皇』 松本 栄文∥著 枻出版社 [383.8／マ]

24

グルマン世界料理本大賞（2015）

『身近な10の食材で始める薬膳ビューティーレシピ』 谷口 ももよ∥著 講談社 [498.5／タ]

25

グルマン世界料理本大賞（2015）

『世界に誇る「国酒」日本酒』 友田 晶子∥著 ギャップ・ジャパン [588.5／セ]

講談社 ［910.2／オ］
角川春樹事務所 ［Ｆ／サ］

岩波書店 ［151.2／オ］

赤々舎 ［748／イ］

ナナロク社 ［748／カ］

26

グルマン世界料理本大賞（2015）

『SPICE CAFEのスパイス料理』 伊藤 一城∥著 アノニマ・スタジオ [596／イ]

27

グルマン世界料理本大賞（2015）

『食べる世界地図』 ミーナ

28

グルマン世界料理本大賞（2015）

『一日一菓』 木村 宗慎∥著 新潮社 [791.7／キ]

ホランド∥著 エクスナレッジ [383.8／ホ]

29 芸術選奨・文部科学大臣賞（平成26年度）

『半分コ』 出久根 達郎∥著

三月書房 ［Ｂ／Ｆ／デ］

30 芸術選奨・文部科学大臣賞（平成26年度）

『ひみつの王国』 尾崎 真理子∥著

新潮社 ［910.2／イ］

31

講談社エッセイ賞（第31回）

『貴様いつまで女子でいるつもりだ問題』 ジェーン

スー∥著

幻冬舎 ［367.2／ジ］

32

講談社科学出版賞（第31回）

『地球の変動はどこまで宇宙で解明できるか』宮原 ひろ子∥著

化学同人 ［444／ミ］

33

講談社ノンフィクション賞（第37回） 『牛と土』 眞並 恭介∥著

34

講談社出版文化賞（第46回）

35 このミステリーがすごい大賞（第13回）

集英社

『一日一鉄』 中井 精也∥著

［645.3／シ］

インプレスジャパン

［748／ナ］

『女王はかえらない』 降田 天∥著 宝島社 ［Y／F／フ］

36

小林秀雄賞（第14回）

『生きて帰ってきた男 小熊 英二∥著 岩波書店 ［289.1／オ］

37

斎藤茂吉短歌文学賞（第26回）

『泥と青葉』 小島 ゆかり∥著 青磁社 ［911.1／コ］

38 サントリー学芸賞 思想・歴史部門 （第37回） 『対華二十一カ条要求とは何だったのか』奈良岡 聰智∥著 名古屋大学出版会
39 サントリー学芸賞 芸術・文学部門 （第37回） 『折口信夫』

安藤 礼二∥著

[319.1／ナ]

講談社 ［910.2／オ］

40 サントリー学芸賞 芸術・文学部門 （第37回） 『チャップリンとヒトラー』大野

裕之∥著

岩波書店 ［778.2／オ］

41

柴田錬三郎賞（第28回）

『かたづの!』 中島 京子∥著 集英社 ［Ｆ／ナ］

42

司馬遼太郎賞（第19回）

『狗賓童子の島』 飯嶋 和一∥著 小学館 [Ｆ／イ]

43

島清恋愛文学賞（第21回）

『Red』島本 理生∥著

44

小説すばる新人賞（第27回）

『砂漠の青がとける夜』 中村 理聖∥著 集英社 [Ｆ／ナ]

45

城山三郎賞（第2回）

『ニッポンの裁判』 瀬木 比呂志／著

46

新書大賞2015

『地方消滅』 増田 寛也∥編著

47

新潮ドキュメント賞（第14回）

『ブンヤ暮らし三十六年』永栄 潔∥著 草思社 ［070.2／ナ］

48

すばる文学賞（第38回）

『みずうみのほうへ』 上村 亮平∥著 集英社 ［F／カ］

49

すばる文学賞（第38回）

『島と人類』 足立 陽∥著 集英社 ［F／ア］

中央公論新社 [Ｆ／シ]

講談社

[327／セ]

中央公論新社 [334.3／マ]

50 星雲賞（第45回）日本長編部門（小説）

『オービタル・クラウド』 藤井 太洋∥著 早川書房 ［F／フ］

51 星雲賞（第45回）海外長編部門（小説）

『火星の人』 アンディ・ウィアー／著 早川書房 ［933／ウ］

52

太宰治賞（第31回）

『名前も呼べない』 伊藤 朱里／著 筑摩書房 ［F／イ］

53

谷崎潤一郎賞（第51回）

『ヤモリ、カエル、シジミチョウ』 江國 香織∥著 朝日新聞出版 ［F／エ］

54

中央公論文芸賞（第10回）

『インドクリスタル』 篠田 節子∥著 KADOKAWA ［F／シ］

55

中央公論文芸賞（第10回）

『長いお別れ』 中島 京子∥著 文藝春秋 ［F／ナ］

56

Twitter文学賞国内編（第5回）

『金を払うから素手で殴らせてくれないか?』 木下 古栗∥著 講談社 ［F／キ］

57

Twitter文学賞海外編（第5回）

『愉楽』 閻 連科∥著 河出書房新社 ［923.7／エ］

58

坪田譲治文学賞（第30回）

『クリオネのしっぽ』 長崎 夏海∥著 佐藤 真紀子∥絵 講談社 ［Y／F／ナ］

59

土門拳（第34回）

『結界』 下瀬 信雄∥著 平凡社 [748／シ]

60

直木賞（第152回）

『サラバ! 上・下』 西 加奈子∥著

61

直木賞（第153回）

『流』 東山 彰良∥著 講談社 [Ｆ／ヒ]

62

中山義秀文学賞（第21回）

『沙羅沙羅越え』 風野 真知雄∥著 KADOKAWA [F／カ]

63

新田次郎文学賞（第34回）

『ひみつの王国』 尾崎 真理子∥著

64

日本ＳＦ大賞（第35回）

『オービタル・クラウド 』藤井 太洋∥著

65

日本ＳＦ大賞（第35回）

『My Humanity』 長谷 敏司∥著

小学館

[Ｆ／ニ]

新潮社 ［910.2／イ］
早川書房 ［Ｆ／フ］

早川書房 ［Ｆ／ハ］

66 日本エッセイスト・クラブ賞（第63回）

『天災から日本史を読みなおす』 磯田 道史∥著 中央公論新社 ［210.1／イ］

67

日本推理作家協会賞長編および連作短編集部門（第68回）

『土漠の花』 月村 了衛∥著 幻冬舎

68

日本推理作家協会賞長編および連作短編集部門（第68回）

『イノセント・デイズ』 早見 和真∥著 新潮社 ［F／ハ］

［F／ツ］

69 日本推理作家協会賞評論その他の部門（第68回）

『本棚探偵最後の挨拶』 喜国 雅彦∥著 双葉社 ［024.8／キ］

70 日本推理作家協会賞評論その他の部門（第68回）

『アガサ・クリスティー完全攻略』 霜月 蒼∥著 講談社 ［９930.2／ク］

71

日本ホラー小説大賞（第22回）

72 日本ミステリー文学大賞新人賞（第18回）

2015年

『ぼぎわんが、来る』 澤村 伊智∥著 KADOKAWA ［F／サ］
『十二月八日の幻影』 直原 冬明∥著 光文社 ［F／ジ］

73

ノーベル文学賞

74

野間文芸賞（第68回）

『冥途あり』 長野 まゆみ∥著

75

野間文芸新人賞（第37回）

『愛と人生』 滝口 悠生∥著

76

野間文芸新人賞（第37回）

『女たち三百人の裏切りの書』 古川 日出男∥著 新潮社 ［F／フ］

77

ビジネス書大賞（2015）

『ゼロ・トゥ・ワン』 ピーター

78

Bunkamuraドゥマゴ文学賞（第25回） 『紋切型社会』 武田 砂鉄∥著 朝日出版社

79

文藝賞（第52回）

『ドール』 山下 紘加∥著 河出書房新社 ［F／ヤ］

80

文藝賞（第5回）

『地の底の記憶』 畠山 丑雄∥著 河出書房新社 ［F／ハ］

『チェルノブイリの祈り』ｽﾍﾞﾄﾗｰﾅ

ｱﾚｸｼｴｰﾋﾞｯﾁ∥[著] 岩波書店 ［986／ア］

講談社

[F／ナ]

講談社 ［F／タ］

ティール∥著 NHK出版 ［335／テ］
［304／タ］

81 本格ミステリ大賞小説部門（第15回）

『さよなら神様』 麻耶 雄嵩∥著 文藝春秋

［F／マ］

82 本格ミステリ大賞評論・研究部門 （第15回）

『アガサ・クリスティー完全攻略』 霜月 蒼∥著 講談社 ［９930.2／ク］

83

本屋が選ぶ時代小説大賞（第5回）

『もののふ莫迦』 中路 啓太／著 中央公論新社 [Ｆ／ナ]

84

翻訳ミステリー大賞（第6回）

『秘密 上・下』 ケイト

85

本屋大賞（第12回）

『鹿の王 上・下』 上橋 菜穂子∥著 KADOKAWA ［F／ウ］

モートン∥著 東京創元社 ［933／モ］

86

本屋大賞翻訳小説部門（第12回）

『その女アレックス』 ピエール

ルメートル∥著 文藝春秋 ［B／953／ル］

87 毎日出版文化賞文学・芸術部門（第69回）

『京都』 黒川 創∥著

新潮社 [Ｆ／ク]

88 毎日出版文化賞人文・社会部門（第69回）

『歴史の歴史』 樺山 紘一／著

89 毎日出版文化賞自然科学部門（第69回）

『情報を生み出す触覚の知性』 渡辺 淳司／著 化学同人［141.2／ワ］

千倉書房

[204／カ]

90

毎日出版文化賞書評賞（第69回）

『探検家の日々本本』 角幡 唯介／著

幻冬舎

[019.9／カ]

91

毎日出版文化賞特別賞（第69回）

『イスラーム国の衝撃』 池内 恵／著

文芸春秋

92

毎日出版文化賞企画部門（第69回）

『新國史大年表』 日置 英剛∥編

93

松本清張賞（第22回）

『屋上のウインドノーツ』 額賀 澪∥著 文藝春秋 [Ｆ／ヌ]

94

三島由紀夫賞（第28回）

『私の恋人』 上田 岳弘∥著 新潮社 [Ｆ／ウ]

95

三好達治賞（第10回）

『海へ』高橋 順子∥著

96

紫式部文学賞（第25回）

『晩鐘』 佐藤 愛子∥著 文藝春秋 [Ｆ／サ]

97

メフィスト賞（第51回）

『恋と禁忌の述語論理(プレディケット)』 井上 真偽∥著 講談社 [Ｆ／イ]

98

山田風太郎賞（第6回）

『鳩の撃退法 上・下』 佐藤 正午∥著 小学館 [Ｆ／サ]

99

山本七平賞（第24回）

『新・観光立国論』 ﾃﾞｰﾋﾞｯﾄﾞ ｱﾄｷﾝｿﾝ∥著 東洋経済新報社 [689.1／ア]

100

山本周五郎賞（第28回）

『ナイルパーチの女子会』 柚木 麻子∥著 文藝春秋 [Ｆ／ユ]

101

吉川英治文学賞（第49回）

『平蔵狩り』 逢坂 剛∥著

102

吉川英治文学新人賞（第36回）

『まるまるの毬』西條 奈加∥著

104

読売文学賞小説賞（第66回）

『水声』 川上 弘美∥著

105

読売文学賞小説賞（第66回）

『夜は終わらない』 星野 智幸∥著

[316.4／イ]

国書刊行会 ［Ｒ210.0／ヒ］

書肆山田 [911.5／タ]

文藝春秋 ［Ｆ／オ］
講談社 ［Ｆ／サ］

文藝春秋

[Ｆ／カ]
講談社

[Ｆ／ホ]

106 読売文学賞随筆・紀行賞（第66回）

『ベオグラード日誌』 山崎 佳代子／著

書肆山田

107 読売文学賞研究・翻訳賞（第66回）

『新訳紅楼夢（全7巻）』曹 雪芹∥作 井波 陵一∥訳

[915.6／ヤ]
岩波書店

[923.6／ソ]

108

読売・吉野作造賞（第16回）

『日韓歴史認識問題とは何か』 木村 幹∥著 ミネルヴァ書房 [319.1／キ]

109

読売・吉野作造賞（第16回）

『日本占領史1945-1952』 福永 文夫∥著 中央公論新社 [210.7／フ]

110

料理レシピ本大賞料理部門（第2回） 『ラクうまごはんのコツ』瀬尾 幸子∥著 新星出版社 [596／セ]

111 料理レシピ本大賞お菓子部門（第2回）

『作りおきスイーツ』 主婦の友社∥編 主婦の友社 [596.6／ツ]

112 歴史時代作家クラブ賞新人賞（第4回）

『宇喜多の捨て嫁』 木下 昌輝∥著 文藝春秋 [Ｆ／キ]

113 歴史時代作家クラブ賞作品賞（第4回）

『乱丸 上・下』 宮本 昌孝∥著 徳間書店 [Ｆ／ミ]

114 歴史時代作家クラブ賞作品賞（第4回）

『かたづの!』 中島 京子∥著 集英社 ［Ｆ／ナ］

115

和辻哲郎文化賞（第27回）

『有島武郎』亀井 俊介∥著

ミネルヴァ書房 [910.2／ア]

