文学賞・文化賞受賞作品を読んでみませんか

2017

展示期間：平成３０年２月８日～３月２９日
文学賞・文化賞名

書名・著者名・出版社

[請求記号]

1

芥川賞

第156回

『しんせかい』 山下 澄人∥著 新潮社 [Ｆ／ヤ]

2

芥川賞

第157回

『影裏』 沼田 真佑∥著 文藝春秋 [Ｆ／ヌ]

3

アジア・太平洋賞特別賞

『シベリア抑留』 富田 武／著 中央公論新社 [210.7／ト]

4

アジア・太平洋賞特別賞

『最後の「天朝」 上・下 』沈 志華／著 岩波書店[319.2／シ]

5

鮎川哲也賞

『屍人荘の殺人』 今村 昌弘∥著 東京創元社 [Ｆ／イ]

6

泉鏡花文学賞

『最愛の子ども』 松浦 理英子∥著 文藝春秋 [Ｆ／マ]

7

梅棹忠夫・山と探検文学賞

『シベリア最深紀行』 中村 逸郎∥著 岩波書店 [292.9／ナ]

8

大佛次郎賞

『土の記』上・下 高村 薫∥著 新潮社 [F／タ]

9

大佛次郎論壇賞

『分裂と統合の日本政治』 砂原 庸介／著 千倉書房 [312.1／ス]

10

大宅壮一メモリアル日本ノンフィクション賞

11

大宅壮一メモリアル日本ノンフィクション賞

大賞 『小倉昌男

読者賞

祈りと経営』 森 健∥著 小学館 [289.1／オ]

『日本会議の研究』 菅野 完∥著 扶桑社 [361.6／ス]

12 大藪春彦賞

『リボルバー・リリー』 長浦 京∥著 講談社 [Ｆ／ナ]

13 織田作之助賞

『僕が殺した人と僕を殺した人』 東山 彰良∥著 文藝春秋[Ｆ／ヒ]

14 織田作之助賞

『リリース』 古谷田 奈月∥著 光文社 [Ｆ／コ]

15 開高健ノンフィクション賞

『黙殺』 畠山 理仁／著 集英社 [314.8／ハ]

16 科学ジャーナリスト賞

『ゲノム編集の衝撃』 NHK「ゲノム編集」取材班∥著 NHK出版[467.2/ゲ]

17 科学ジャーナリスト賞

『科学報道の真相』 瀬川 至朗∥著 筑摩書房 [404/セ]

18 角川財団学芸賞

『南方熊楠』 松居 竜五／著 慶応義塾大学出版会 [289.1／ミ]

19 角川春樹小説賞

『乱世をゆけ』 佐々木 功∥[著] 角川春樹事務所 [Ｆ／サ]

20 河合隼雄学芸賞

『落語に花咲く仏教』 釈 徹宗∥著 朝日新聞出版 [180.4／シ]

21 河合隼雄物語賞

『あひる』 今村 夏子∥著 書肆侃侃房 [ＹＦ／イ]

22 グルマン世界料理本大賞

『1+1の和の料理』松本 栄文∥著 NHK出版 [596.2/マ]

23 グルマン世界料理本大賞

『ベジ薬膳』谷口 ももよ∥著 キラジェンヌ[498.5／タ]

24 芸術選奨・文部科学大臣新人賞 『ジニのパズル』 崔 実∥著 講談社 [Ｆ／チ]
25 芸術選奨・文部科学大臣賞

『馬上』 小島 ゆかり∥著 現代短歌社 ［911.1／コ］

26 講談社エッセイ賞

『黄色いマンション黒い猫』 小泉 今日子∥著 スイッチ・パブリッシング [767.8/コ]

27 講談社エッセイ賞

『鳥肌が』 穂村 弘∥著 PHP研究所 [914.6／ホ]

28 講談社科学出版賞

『人類と気候の10万年史』 中川 毅∥著 講談社 [451.8/ナ]

29 講談社ノンフィクション賞

『狂うひと』 梯 久美子∥著 新潮社 [910.2／シ]

30 講談社ノンフィクション賞

『勝ち過ぎた監督』 中村 計∥著 集英社 [783.7／コ]

31 講談社出版文化賞（写真賞）

『ヨシダ、裸でアフリカをゆく』 ヨシダ ナギ∥著 扶桑社 ［294.0/ヨ］

32 講談社出版文化賞（写真賞）

『SURI COLLECTION』 ヨシダ ナギ∥著 いろは出版 ［383.5/ヨ］

33 このミステリーがすごい大賞

『オーパーツ死を招く至宝』 蒼井 碧／著 宝島社 [Ｆ／ア]

34 小林秀雄賞

『中動態の世界』 國分 功一郎∥著 医学書院 [104／コ]

35 斎藤茂吉短歌文学賞

『行きて帰る』 橋本 喜典∥著 短歌研究社[911.1／ハ]

36 斎藤茂太賞

『地図マニア空想の旅』今尾 恵介∥著 集英社インターナショナル[448.9/イ]

37 サントリー学芸賞政治・経済部門 『データ分析の力』 伊藤 公一朗∥著 光文社 ［417／イ］
38 柴田錬三郎賞

『日蝕えつきる』 花村 萬月∥著 集英社 [F／ハ]

39 司馬遼太郎賞

『秘密解除ロッキード事件』 奥山 俊宏／著 岩波書店 ［312.1／オ］

40 島清恋愛文学賞

『美しい距離』 山崎 ナオコーラ∥著 文藝春秋 [Ｆ／ヤ]

41 島清恋愛文学賞

『ロゴスの市』 乙川 優三郎∥著 徳間書店 [Ｆ／オ]

42 新書大賞

『言ってはいけない』 橘 玲∥著 新潮社 [304／タ]

43 新潮ドキュメント賞

『子どもたちの階級闘争』ブレイディみかこ∥[著] みすず書房 [369.4／ブ]

44 星雲賞

日本長編部門（小説） 『ウルトラマンF』 小林 泰三∥著 早川書房 ［F／コ］

45 星雲賞

海外長編部門（小説） 『ユナイテッド・ステイツ・オブ・ジャパン』 ピーター

トライアス∥著 早川書房［933.7/ピ］

46 蛇笏賞

『羽羽 はは、掃き清める大きなつばさ』 正木 ゆう子∥著 春秋社[911.3/マ]

47 蛇笏賞

『十年 高橋睦郎句集』 高橋 睦郎∥著 角川文化振興財団 [911.3／タ]

48 谷崎潤一郎賞

『名誉と恍惚』 松浦 寿輝∥著 新潮社 [F／マ]

49 中央公論文芸賞

『みかづき』 森 絵都∥著 集英社 [F／モ]

50 迢空賞

『行きて帰る』 橋本 喜典∥著 短歌研究社[911.1／ハ]

51 Twitter文学賞国内編

『吸血鬼』 佐藤 亜紀∥著 講談社 [F／サ]

52 Twitter文学賞海外編

『すべての見えない光』 アンソニー

53 坪田譲治文学賞

『Masato』 岩城 けい∥著 集英社 [Ｆ／イ]

54 直木賞

第156回

『蜜蜂と遠雷』 恩田 陸∥著 幻冬舎 [Ｆ／オ]

55 直木賞

第157回

『月の満ち欠け』 佐藤 正午∥著 岩波書店 [Ｆ／サ]

ドーア∥著 新潮社 [933.7/ド]

56 中山義秀文学賞

『荒仏師運慶』 梓澤 要∥著 新潮社 [F／ア]

57 日経・経済図書文化賞

『データ分析の力』 伊藤 公一朗∥著 光文社 ［417／イ］

58 新田次郎文学賞

『リーチ先生』 原田 マハ∥著 集英社 [F／ハ]

59 日本エッセイスト・クラブ賞

『文字を作る仕事』 鳥海 修∥著 晶文社 [727.8／ト]

60 日本エッセイスト・クラブ賞

『裁判の非情と人情』 原田 国男／著 岩波書店 [327.6／ハ]

61 日本自費出版文化賞

『米英軍記録が語る福島空襲』 紺野 滋∥著 歴史春秋出版 [092／コ]

62

日本推理作家協会賞長編および連作短編集部門

『愚者の毒』 宇佐美 まこと∥著 祥伝社 [B F／ウ]

63 日本翻訳大賞

『すべての見えない光』 アンソニー

64 日本翻訳大賞

『ポーランドのボクサー』 エドゥアルド

65 野間文芸賞

『土の記』上・下 高村 薫∥著 新潮社 [F／タ]

ドーア∥著 新潮社 [933.7/ド]
ハルフォン∥著 白水社 [963/ハ]

66 野間文芸新人賞

『星の子』 今村 夏子∥著 朝日新聞出版 [F／イ]

67 野間文芸新人賞

『日曜日の人々(サンデー・ピープル)』 高橋 弘希∥著 講談社 [Ｆ/タ]

68 萩原朔太郎賞

『絶景ノート』 岡本 啓∥著 思潮社 [911.5／オ]

69 ビジネス書大賞

『サピエンス全史 上・下』 ユヴァル ノア ハラリ∥著 河出書房新社 [209/ハ]

70 ビジネス書大賞審査員特別賞

『小倉昌男 祈りと経営』 森 健∥著 小学館 [289.1／オ]

71 ビジネス書大賞読者賞

『やり抜く力』 アンジェラ

72 福島民報出版文化賞

『もどれない故郷ながどろ』長泥記録誌編集委員会∥編 芙蓉書房出版 [369.3/モ]

ダックワース∥著 ダイヤモンド社 [159/ダ]

73 Bunkamuraドゥマゴ文学賞 『名誉と恍惚』 松浦 寿輝∥著 新潮社 [F／マ]
74 文藝賞

『おらおらでひとりいぐも』 若竹 千佐子∥著 河出書房新社 [Ｆ/ワ]

75 本格ミステリ大賞小説部門

『涙香迷宮』 竹本 健治∥著 講談社 [F／タ]

76 本格ミステリ大賞評論・研究部門 『本格力』喜国 雅彦∥著 国樹 由香∥著 講談社 [902.3/キ]
77 本屋が選ぶ時代小説大賞

『会津執権の栄誉』 佐藤 巖太郎∥著 文藝春秋 [Ｆ／サ]

78 翻訳ミステリー大賞

『その雪と血を』ジョー

79 本屋大賞

『蜜蜂と遠雷』 恩田 陸∥著 幻冬舎 [Ｆ／オ]

80 本屋大賞翻訳小説部門

『ハリネズミの願い』 トーン

ネスボ∥著 早川書房 [949.6／ネ]

テレヘン∥著 長山 さき∥訳 新潮社[949.3/テ]

81 毎日出版文化賞文学・芸術部門 『いくさの底』 古処 誠二∥著 KADOKAWA [Ｆ／コ]
82 毎日出版文化賞人文・社会部門 『ゲンロン ０』 東 浩紀／編 ゲンロン[051/ゲ/0]
83 毎日出版文化賞自然科学部門

『歌うカタツムリ』 千葉 聡∥著 岩波書店 [484.6/チ]

84 毎日出版文化賞特別賞

『バッタを倒しにアフリカへ』 前野ウルド浩太郎∥著 光文社 [486.4/マ]

85 松本清張賞

『明治乙女物語』 滝沢 志郎∥著 文藝春秋 [Ｆ／タ]

86 三島由紀夫賞

『カブールの園』 宮内 悠介∥著 文藝春秋[Ｆ／ミ]

87 紫式部文学賞

『浮遊霊ブラジル』 津村 記久子∥著 文藝春秋 [F／ツ]

88 山田風太郎賞

『ヒストリア』 池上 永一∥著 KADOKAWA [Ｆ／イ]

89 山本周五郎賞

『明るい夜に出かけて』 佐藤 多佳子∥著 新潮社 [Ｆ／サ]

90 吉川英治文学賞

『大雪物語』 藤田 宜永∥著 講談社 [Ｆ／フ]

91 吉川英治文学新人賞

『ミッドナイト・ジャーナル』 本城 雅人∥著 講談社 [Ｆ／ホ]

92 吉川英治文学新人賞

『彼女がエスパーだったころ』 宮内 悠介∥著 講談社 [Ｆ／ミ]

93 吉川英治文学文庫賞

『隠蔽捜査シリーズ』 今野 敏∥著 新潮社 [ＢＦ／コ]

94 読売文学賞小説賞

『模範郷』 リービ英雄∥著 集英社 [Ｆ／リ]

95 読売文学賞随筆・紀行賞

『ヘンリー・ソロー野生の学舎』 今福 龍太∥著 みすず書房 [930.2/ソ]

96 読売文学賞評論・伝記賞

『狂うひと』梯 久美子∥著 新潮社 [910.2／シ]

97 読売文学賞詩歌俳句賞

『わたしの日付変更線』 ジェフリー

98 読売文学賞研究・翻訳賞

『パンセ』全3巻 パスカル∥著 塩川 徹也∥訳 岩波書店 [Ｂ135.2/パ]

99 読売・吉野作造賞

『集団的自衛権の思想史』 篠田 英朗∥著 風行社 [319.8／シ]

アングルス∥著 思潮社[911.5/ア]

100 料理レシピ本大賞料理部門

『世界一美味しい煮卵の作り方』 はらぺこグリズリー∥著 光文社 [596/ハ]

101 料理レシピ本大賞専門料理部門 『包丁の教科書』 野崎 洋光∥監修 新星出版社 [596.2/ホ]
102 料理レシピ本大賞お菓子部門

『白崎茶会のあたらしいおやつ』 白崎 裕子∥著 マガジンハウス [596.6/シ]

103 料理レシピ本大賞エッセイ部門 『あしたも、こはるびより。』 つばた 英子∥著 主婦と生活社 [590.4/ツ]
104 料理レシピ本大賞コミック部門 『真夜中ごはん』 イシヤマ アズサ∥著 宙出版 [Ｍ726.1/イ]
105 料理レシピ本大賞DNP部門

『三陸わかめと昆布』 婦人之友社編集部∥編 婦人之友社[596.3/サ]

106 歴史時代作家クラブ賞新人賞

『ほかほか蕗ご飯 居酒屋ぜんや』 坂井 希久子∥著 角川春樹事務所 [ＢＦ/サ]

107 歴史時代作家クラブ賞作品賞

『白村江』 荒山 徹∥著 PHP研究所 [F／ア]

108 歴史時代作家クラブ賞特別賞

『大水滸伝シリーズ』北方 謙三∥著 集英社 [F／キ]

109 渡辺淳一文学賞

『マチネの終わりに』 平野 啓一郎∥著 毎日新聞出版 [Ｆ／ヒ]

110 和辻哲郎文化賞一般部門

『日本語を作った男』山口 謠司∥著 集英社インターナショナル[810.2/ヤ]

111 和辻哲郎文化賞学術部門

『心という難問』野矢 茂樹∥著 講談社 [104／ノ]

