文学賞・文化賞受賞作品を読んでみませんか

2019

展示期間：令和２年３月１日～４月２４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

『月の落とし子』穂波 了∥著 早川書房 [Ｆ／ホ]

2

アガサクリスティー賞

『それ以上でも、それ以下でもない』折輝 真透∥著 早川書房 [Ｆ／オ]

3

芥川賞

第160回

『1R1分34秒』町屋 良平∥著 新潮社 [Ｆ／マ]

4

芥川賞

第160回

『ニムロッド』上田 岳弘∥著 講談社 [Ｆ／ウ]

5

芥川賞

第161回

『むらさきのスカートの女』今村 夏子∥著 朝日新聞出版 [Ｆ／ム]

6

鮎川哲也賞

『時空旅行者の砂時計』方丈 貴恵∥著 東京創元社 [Ｆ／ホ]

7

泉鏡花文学賞

『ひよこ太陽』田中 慎弥∥著 新潮社 [Ｆ／タ]

8

梅棹忠夫・山と探検文学賞

『十五の夏 1975 上・下』佐藤 優∥著 幻冬舎[293.8／サ／1・2]

9

大佛次郎賞

『鶴見俊輔伝』黒川 創∥著 新潮社 [289.1／ツ]

10 大佛次郎論壇賞

『居るのはつらいよ』 東畑 開人／著 医学書院 [146.8／ト]

11

大宅壮一メモリアル日本ノンフィクション賞 『選べなかった命 出生前診断の誤診で生まれた子』河合 香織∥著 文藝春秋 [495.6／カ]

12

大宅壮一メモリアル日本ノンフィクション賞 『八九六四 「天安門事件」は再び起きるか』安田 峰俊／著 KADOKAWA [222.0／ヤ]

13 大藪春彦賞

『肉弾』河崎 秋子∥著 KADOKAWA [Ｆ／カ]

14 大藪春彦賞

『凍てつく太陽』葉真中 顕∥著 葉真中 顕 [Ｆ／ハ]

15 織田作之助賞

『トリニティ』 窪 美澄∥著 新潮社 [Ｆ／ク]

16 開高健ノンフィクション賞

『聖なるズー』濱野 ちひろ∥著 集英社 [367.9／ハ]

17 科学ジャーナリスト賞

『近代日本一五〇年 科学技術総力戦体制の破綻』山本 義隆∥著 岩波書店[502.1／ヤ]

18 科学ジャーナリスト賞

『江戸の骨は語る 甦った宣教師シドッチのDNA』篠田 謙一∥著 岩波書店 [469.4/シ]

19 角川財団学芸賞

『水の匂いがするようだ 井伏鱒二のほうへ』若松 英輔∥著 集英社 [910.2／イ]

20 角川春樹小説賞

『ブラックシープ・キーパー』柿本 みづほ∥著 角川春樹事務所 [Ｆ／カ]

21 河合隼雄学芸賞

『土 地球最後のナゾ 100億人を養う土壌を求めて』藤井 一至∥著 光文社 [613.5／フ]

22 河合隼雄物語賞

『ののはな通信』三浦 しをん∥著 KADOKAWA [F／ミ]

23 グルマン世界料理本大賞

『みそさえあれば』小島 喜和∥著 日東書院本社 [596／コ]

24 グルマン世界料理本大賞

『砂糖不使用!野菜と果物だけで作るベジフル発酵ジュースとレシピ』岩田 麻奈未∥著 日東書院本社 [596.3／イ]

25 芸術選奨・文部科学大臣新人賞 『鏡のなかのアジア』谷崎 由依∥著 集英社 [Ｆ／タ]
26 芸術選奨・文部科学大臣賞

『飛ぶ孔雀』山尾 悠子∥著 文藝春秋 [F／ヤ]

27 芸術選奨・文部科学大臣賞

『国宝 上・下』吉田 修一∥著 朝日新聞出版 [F／ヨ／1・2]

30 講談社科学出版賞

『ゲノム編集の光と闇』青野 由利∥著 筑摩書房[467.2/ア]

31 講談社本田靖春ノンフィクション賞 『軌道 福知山線脱線事故 JR西日本を変えた闘い』松本 創∥著 東洋経済新報社 [686.7／マ]
32 古代歴史文化賞

『「古今和歌集」の創造力』鈴木 宏子∥著 NHK出版 [911.1／ス]

33 このミステリーがすごい大賞

『紙鑑定士の事件ファイル』歌田 年／著 宝島社 [Ｆ／ウ]

文学賞・文化賞名

書名・著者名・出版社

[請求記号]

34 小林秀雄賞

『江藤淳は甦える』平山 周吉∥著 新潮社 [910.2／エ]

35 斎藤茂太賞

『おでかけは最高のリハビリ！』たかはた ゆきこ∥著 雷鳥社 [916/タ]

36 サントリー学芸賞政治・経済部門 『「家族の幸せ」の経済学 』山口 慎太郎∥著 光文社 [367.3／ヤ]
37 サントリー学芸賞社会・風俗部門 『「帝国」ロシアの地政学』小泉 悠∥著 東京堂出版 [319.3／コ]
38 サントリー学芸賞思想・歴史部門 『言葉の魂の哲学』古田 徹也∥著 講談社 [801.0／フ]
39 サントリー学芸賞芸術・文学部門 『ルネサンス庭園の精神史』桑木野 幸司∥著 白水社 [629.2／ク]
40 柴田錬三郎賞

『彼女は頭が悪いから』 姫野 カオルコ∥著 文藝春秋 [Ｆ／ヒ]

41 司馬遼太郎賞

『狼の義』林 新／著 ＫＡＤＯＫＡＷA ［289.1／ハ］

42 島清恋愛文学賞

『ののはな通信』三浦 しをん∥著 KADOKAWA [F／ミ]

43 城山三郎賞

『資本主義と闘った男』佐々木 実∥著 講談社 [289.1／ウ]

44 新書大賞

『日本軍兵士』 吉田 裕∥著 中央公論新社 [391.2／ヨ]

45 新潮ドキュメント賞

『選べなかった命』河合 香織∥著 文藝春秋 [495.6／カ]

46 星雲賞

日本長編部門（小説） 『零號琴』飛 浩隆∥著 早川書房 ［F／ト］

47 星雲賞

海外長編部門（小説） 『メカ・サムライ・エンパイア』 ピーター・トライアス∥著 中原 尚哉∥訳 早川書房［933.7/ピ］

48 蛇笏賞

『朝の森

49 谷崎潤一郎賞

『飛族』村田 喜代子∥著 文藝春秋 [F／ム]

50 中央公論文芸賞

『国宝 上・下』 吉田 修一∥著 朝日新聞出版 [F／ヨ]

51 Twitter文学賞国内編

『ベルリンは晴れているか』深緑 野分∥著 筑摩書房 [F／フ]

52 Twitter文学賞海外編

『最初の悪い男』ミランダ・ジュライ∥著 岸本 佐知子∥訳 新潮社 [933.7/ジ]

53 坪田譲治文学賞

『ペンギンは空を見上げる』 八重野 統摩∥著 東京創元社 [Ｆ／ヤ]

54 手塚治虫文化大賞

『その女、ジルバ1～5』 有間 しのぶ∥著 小学館 [097.2／ア]

55 直木賞

第160回

『宝島 HERO's ISLAND』 真藤 順丈∥著 講談社 [Ｆ／シ]

56 直木賞

第161回

『渦 妹背山婦女庭訓魂結び』 大島 真寿美∥著 文藝春秋 [Ｆ／オ]

大牧広句集』 大牧 広∥著 ふらんす堂 [911.3/オ]

57 中山義秀文学賞

『がいなもん 松浦武四郎一代』河治 和香∥著 小学館 [F／カ]

58 新田次郎文学賞

『月まで三キロ』 伊与原 新∥著 新潮社 [F／イ]

59 日本医学ジャーナリスト協会賞 『発達障害に生まれて』松永 正訓∥著 中央公論新社 [493.9／マ]
60 日本エッセイスト・クラブ賞

『線量計と奥の細道』ドリアン助川∥著 幻戯書房 [915.6／ド]

61 日本エッセイスト・クラブ賞

『死を生きた人びと』 小堀 鷗一郎∥著 みすず書房 [498／コ]

62

日本推理作家協会賞長編および連作短編集部門

『凍てつく太陽』葉真中 顕∥著 幻冬舎 [F／ハ]

63 日本歴史時代作家協会賞新人賞 『髪結百花』 泉 ゆたか∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ [F/イ]
64 日本歴史時代作家協会賞作品賞 『雑賀のいくさ姫』 天野 純希∥著 講談社 [F／ア]
65 日本歴史時代作家協会賞作品賞 『青山に在り』 篠 綾子∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ [F／シ]
66 日本歴史時代作家協会賞功労賞 『陰陽師シリーズ』文藝春秋，『沙門空海シリーズ』徳間書店 夢枕 獏∥著 [F／ユ]
67 日本翻訳大賞

『ガルヴェイアスの犬』 ジョゼ・ルイス・ペイショット∥著 木下 眞穂∥訳 新潮社 [969.3/ペ]

文学賞・文化賞名

書名・著者名・出版社

[請求記号]

68 野間文芸賞

『人外』松浦 寿輝∥著 講談社 [F／マ]

69 野間文芸新人賞

『神前酔狂宴』 古谷田 奈月∥著 河出書房新社 [F／コ]

70 野間文芸新人賞

『デッドライン』 千葉 雅也∥著 新潮社 [Ｆ／チ]

71 萩原朔太郎賞

『QQQ』和合 亮一∥著 思潮社 [911.5／ワ]

72 ビジネス書大賞

『AI vs.教科書が読めない子どもたち』 新井 紀子∥著 東洋経済新報社 [007.1/ア]

73 ビジネス書大賞経営者賞

『ティール組織』 フレデリック・ラルー∥著 鈴木 立哉∥訳 英治出版 [336.3/ラ]

74 ビジネス書大賞読者賞

『the four GAFA』スコット・ギャロウェイ∥著 渡会 圭子∥訳 東洋経済新報社 [007.3／ギ]

75 福島民報出版文化賞正賞

『日月 詩人高橋新二とその時代』 関根 宏幸∥著 歴史春秋出版 [099.1／タ]

76 福島民報出版文化賞奨励賞

『磐城三藩の戊辰戦争 改訂増補版』 上妻 又四郎∥著 雄峰舎 [092.5／ア]

77 福島民報出版文化賞奨励賞

『会津手語り 鍛冶屋編』 赤沼 博志∥写真 ・文 歴史春秋出版 [093.8／ア／ｶｼﾞﾔﾍﾝ]

78 Bunkamuraドゥマゴ文学賞 『古本屋散策』小田 光雄∥著 論創社 [023.1／オ]
79 文藝賞

『かか』 宇佐見 りん∥著 河出書房新社 [Ｆ/ウ]

80 文藝賞

『改良』 遠野 遙∥著 河出書房新社 [Ｆ/ト]

81 本格ミステリ大賞小説部門

『刀と傘』 伊吹 亜門∥著 東京創元社 [F／イ]

82 本格ミステリ大賞評論・研究部門 『乱歩謎解きクロニクル』中 相作∥著 言視舎 [910.2/エ]
83 本屋が選ぶ時代小説大賞

『熱源』 川越 宗一∥著 文藝春秋 [F／カ]

84 翻訳ミステリー大賞

『カササギ殺人事件

85 本屋大賞

『そして、バトンは渡された』 瀬尾 まいこ∥著 文藝春秋 [Ｆ／セ]

86 本屋大賞翻訳小説部門

『カササギ殺人事件

上・下』 アンソニー・ホロヴィッツ∥著 山田 蘭∥訳 東京創元社[B 933.7/ホ]

上・下』 アンソニー・ホロヴィッツ∥著 山田 蘭∥訳 東京創元社[B 933.7/ホ]

87 毎日出版文化賞文学・芸術部門 『夏物語』 川上 未映子∥著 文藝春秋 [Ｆ／カ]
88 毎日出版文化賞人文・社会部門 『内村鑑三』 関根 清三∥著 筑摩書房 [198.9／セ]
89 毎日出版文化賞特別賞

『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』ブレイディみかこ∥著 新潮社 [376.3／ブ]

90 毎日出版文化賞特別賞

『科学者は、なぜ軍事研究に手を染めてはいけないか』池内 了∥著 みすず書房 [407／イ]

91 松本清張賞

『へぼ侍』 坂上 泉∥著 文藝春秋 [Ｆ／サ]

92 三島由紀夫賞

『いかれころ』三国 美千子∥著 新潮社[Ｆ／ミ]

93 紫式部文学賞

『パンと野いちご』 山崎 佳代子∥著 勁草書房 [239.3／ヤ]

94 山田風太郎賞

『欺す衆生』 月村 了衛∥著 新潮社 [Ｆ／ツ]

95 山本周五郎賞

『平場の月』朝倉 かすみ∥著 光文社 [Ｆ／ア]

96 吉川英治文学賞

『鏡の背面』篠田 節子∥著 集英社 [F／シ]

97 吉川英治文学新人賞

『歪んだ波紋』塩田 武士∥著 講談社 [Ｆ／シ]

98 吉川英治文学新人賞

『ハロー・ワールド』 藤井 太洋∥著 講談社 [Ｆ／フ]

99 吉川英治文学文庫賞

『十津川警部シリーズ』 西村 京太郎∥著 出版社各社 [Ｆ／ア]

100 読売文学賞小説賞

『ある男』平野 啓一郎∥著 文藝春秋[Ｆ／ヒ]

101 読売文学賞評論・伝記賞

『バテレンの世紀』 渡辺 京二∥著 新潮社 [210.4/ワ]

文学賞・文化賞名

書名・著者名・出版社

[請求記号]

102 読売文学賞随筆・紀行賞

『外地巡礼』西 成彦∥著 みすず書房 [910.2／ニ]

103 読売文学賞詩歌俳句賞

『名井島』 時里 二郎∥著 思潮社 [911.5/ト]

104 読売・吉野作造賞

『経済学者たちの日米開戦』 牧野 邦昭∥著 新潮社[391.3／マ]
『世界一美味しい手抜きごはん』 はらぺこグリズリー∥著 KADOKAWA [596/ハ]

105

料理レシピ本大賞inJapan2019料理部門大賞

106

料理レシピ本大賞inJapan2019料理部門エッセイ賞 『料理が苦痛だ』

107

料理レシピ本大賞inJapan2019お菓子部門大賞

『世界一親切な大好き!家おやつ』 藤原 美樹∥著 主婦の友社 [596.6/フ]

108

料理レシピ本大賞inJapan2019特別選考委員賞

『とりあえずウミガメのスープを仕込もう。』宮下 奈都∥著 扶桑社 [914.6/ミ]

本多 理恵子∥著 自由国民社 [596/ホ]

109 渡辺淳一文学賞

『芙蓉の干城(たて) 』松井 今朝子∥著 集英社[Ｆ／マ]

110 和辻哲郎文化賞一般部門

『戦国日本と大航海時代』平川 新∥著 中央公論新社 [210.4／ヒ]

