文学賞・文化賞受賞作品を読んでみませんか

2020

展示期間：令和３年２月２６日～４月２９日
文学賞・文化賞名

書名・著者名・出版社 [請求記号]
『地べたを旅立つ』

そえだ 信∥著

早川書房［F／ソ］

1

アガサクリスティー賞

2

芥川賞

第163回

3

芥川賞

第162回

『背高泡立草』 古川 真人∥著

4

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／イ］

5

アジア・太平洋賞特別賞

『台湾総統選挙』

欣幸∥著

6

アジア・太平洋賞特別賞

『アジア経済とは何か』後藤

7

鮎川哲也賞

『五色の殺人者』 千田 理緒∥著

8

泉鏡花文学賞

『業平 小説伊勢物語』

9

梅棹忠夫・山と探検文学賞

『考える脚 北極冒険家が考える、リスクとカネと歩くこと』

『首里の馬』 高山 羽根子∥著
『破局』 遠野 遙∥著

10 大佛次郎賞
11

大宅壮一メモリアル日本ノンフィクション賞

新潮社［F／タ］

河出書房新社［F／ト］

小笠原

高樹 のぶ子∥著

集英社［F／フ］

健太∥著 中央公論新社［332.2／ゴ］

東京創元社［F／セ］

日経BP日本経済新聞出版本部 日経BPマーケティング［F／タ］

『金閣を焼かなければならぬ 林養賢と三島由紀夫』
大賞

晃洋書房［314.8／オ］

荻田 泰永∥著 KADOKAWA[297.7／オ]

内海 健∥著

河出書房新社[910.2／ミ]

『チョンキンマンションのボスは知っている』小川 さやか∥著

赤松 利市∥著

春秋社[334.4／オ]

12 大藪春彦賞

『犬』

徳間書店［F／ア］

13 織田作之助賞

『魯肉飯(ロバプン)のさえずり』

14 開高健ノンフィクション賞

『デス・ゾーン』 河野 啓∥著 集英社[786.1／ク]

15 科学ジャーナリスト賞

『誰が科学を殺すのか』毎日新聞「幻の科学技術立国」取材班∥著

16 科学ジャーナリスト賞

『ルポ人は科学が苦手 アメリカ「科学不信」の現場から 三井 誠∥著 光文社 [404／ミ]

17 角川財団学芸賞

『宮沢賢治デクノボーの叡知』 今福 竜太／著

18 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]

19 グルマン世界料理本大賞

『THE REAL Japanese Izakaya COOKBOOK』横田 渉∥著

温 又柔∥著

中央公論新社［F／オ］

毎日新聞出版［409.1／ダ］

新潮社 [910.2／ミ]

チャールズ・イー・タトル出版 ［A596/ヨ］

20 芸術選奨・文部科学大臣新人賞 『遠い他国でひょんと死ぬるや』 宮内 悠介∥著
21 芸術選奨・文部科学大臣賞

『山海記』 佐伯 一麦∥著 講談社［F／サ］

22 芸術選奨・文部科学大臣賞

『石蓮花』 吉川 宏志／著

23 講談社科学出版賞

『地磁気逆転と「チバニアン」』 菅沼 悠介／著

24 講談社本田靖春ノンフィクション賞

『ふくしま原発作業員日誌』 片山 夏子∥著

25 講談社本田靖春ノンフィクション賞

『孤塁 双葉郡消防士たちの3・11』 吉田 千亜∥著

祥伝社 ［F／ミ］

書肆侃侃房［911.1／ヨ］
講談社［450.1／ス］

朝日新聞出版 ［543.5／カ］
岩波書店 ［369.3／ヨ］

26 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

27 小林秀雄賞

『心を病んだらいけないの？』 斎藤 環∥著 新潮社［493.7／サ］

28 斎藤茂太賞

『旅の断片』 若菜

29 サントリー学芸賞政治・経済部門

『日本のセーフティーネット格差』 酒井 正／著

30 サントリー学芸賞政治・経済部門

『人類と病』詫摩 佳代∥著

31 サントリー学芸賞社会・風俗部門

『記憶する体』 伊藤 亜紗∥著

32 サントリー学芸賞社会・風俗部門

『南方熊楠のロンドン』 志村 真幸∥著 慶應義塾大学出版会［289.1／ミ］

33 サントリー学芸賞思想・歴史部門

『五・一五事件』 小山 俊樹∥著 中央公論新社［210.7／コ］

34 柴田錬三郎賞

『逆ソクラテス』

35 司馬遼太郎賞

『ナポレオン』 佐藤 賢一∥著

36 自費出版文学賞 研究・評論部門

『別冊会津学

37 島清恋愛文学賞

『生のみ生のままで』 綿矢 りさ∥著

38 新書大賞

『独ソ戦 絶滅戦争の惨禍』 大木 毅∥著

39 新潮ドキュメント賞

『潜入ルポamazon帝国』 横田 増生∥著

Vol.1

年∥著 宝島社［F／ウ］

晃子∥著 KTC中央出版 ［290.9／ワ］
慶応義塾大学出版会［364.3／サ］

中央公論新社［498／タ］
春秋社［369.2／イ］

伊坂 幸太郎∥著

集英社［F／イ］

集英社［F／サ］

暮らしと繊維植物』

菅 浩江∥著

奥会津書房［092.1／ア］

集英社［F／ワ］
岩波書店[391.2／オ]

小学館[673.3／ヨ]

40 星雲賞

日本短編部門（小説） 『不見(みず)の月』

早川書房［F／ス］

41 星雲賞

海外長編部門（小説） 『三体』 劉 慈欣∥著 早川書房［923.7／リ］

42 星雲賞

海外短編部門（小説） 『ビット・プレイヤー』 グレッグ・イーガン／早川書房［B 933.7／イ］

43 全米図書賞翻訳文学部門

『JR上野駅公園口』 柳 美里∥著 河出書房新社 ［A／F／Y］

44 蛇笏賞

『柿本多映俳句集成』

45 迢空賞

『遅速あり』 三枝

46 谷崎潤一郎賞

『日本蒙昧前史』 磯崎 憲一郎∥著

47 中央公論文芸賞

『家族じまい』 桜木 紫乃∥著

48 Twitter文学賞国内編

『黄金列車』 佐藤 亜紀∥著 KADOKAWA［F／サ］

49 Twitter文学賞海外編

『掃除婦のための手引き書』ルシア・ベルリン∥著 岸本 佐知子∥訳 講談社[933.7／ベ]

50 坪田譲治文学賞

『あららのはたけ』 村中 李衣∥作 石川 えりこ∥絵 偕成社［F／ム］

51 直木賞

第163回

『少年と犬』 馳 星周∥著

52 直木賞

第162回

『熱源』 川越 宗一∥著

柿本 多映∥著

深夜叢書社［911.3／カ］

昮之∥著 砂子屋書房［911.1／サ］
文藝春秋［F／イ］

集英社［F／サ］

文藝春秋［F／ハ］

文藝春秋［F／カ］

53 中山義秀文学賞

『まむし三代記』 木下 昌輝∥著

54 新田次郎文学賞

『土に贖う』河崎 秋子∥著

朝日新聞出版［F／キ］

集英社［F／カ］

55 日本エッセイスト・クラブ賞

『裁判官も人である』岩瀬 達哉∥著 講談社[327.1／イ]

56 日本エッセイスト・クラブ賞

『万葉学者、墓をしまい母を送る』

57

『スワン』

日本推理作家協会賞長編および連作短編集部門

58 日本翻訳大賞

講談社[916／ウ]

呉 勝浩∥著 KADOKAWA［F／ゴ］

『アカシアは花咲く』

59 日本歴史時代作家協会賞新人賞 『へぼ侍』

上野 誠∥著

デボラ・フォーゲル∥著

坂上 泉∥著

60 日本歴史時代作家協会賞作品賞 『まむし三代記』

松籟社［989.8／フ］

文藝春秋［F／サ］

木下 昌輝∥著

朝日新聞出版［F／キ］

61 野間文芸賞

『小箱』 小川 洋子∥著

朝日新聞出版［F／オ］

62 野間文芸新人賞

『あなたが私を竹槍で突き殺す前に』李 龍徳∥著

63 萩原朔太郎賞

『雨をよぶ灯台』マーサ・ナカムラ∥著 思潮社[911.5／マ]

64 ビジネス書大賞

『FACTFULNESS』ハンス・ロスリング∥著 日経BP社[ICT 002.7／フ]

65

ビジネス書大賞審査員特別賞ソーシャルデザイン部門

『シン・ニホン』安宅 和人∥著 ニューズピックス[332.1／ア]

66

ビジネス書大賞審査員特別賞ビジネス教養部門

『哲学と宗教全史』

出口 治明∥著

河出書房新社［F／イ］

ダイヤモンド社[162／デ]

67 福島民報出版文化賞大賞

『慶応四戊辰日記 "わが家に薩摩兵が来た！"遭遇した庄屋の体験記』 石川町立歴史民俗資料館 [L20／ケ]

68 福島民報出版文化賞特別賞

『いわき戊辰探究』 夏井 芳徳∥著 歴史春秋出版[092.5／ナ]

69 福島民報出版文化賞奨励賞

『四季彩々 奥会津・只見線 星賢孝写真集』 星 賢孝∥写真 文

70 福島民報出版文化賞奨励賞

『天球儀 句集』 春日 石疼∥著 朔出版

71 Bunkamuraドゥマゴ文学賞

『ホテル・アルカディア』石川 宗生∥著

72 文藝賞

『水と礫』藤原 無雨∥著

73 本格ミステリ大賞小説部門

『medium霊媒探偵城塚翡翠』相沢 沙呼∥著 講談社［F／ア］

74 本格ミステリ大賞評論・研究部門

『モダニズム・ミステリの時代』長山 靖生∥著

75 本屋が選ぶ時代小説大賞

『商う狼 江戸商人杉本茂十郎』永井 紗耶子∥著

76 翻訳ミステリー大賞

『11月に去りし者』ルー・バーニー∥著 ハーパーコリンズ・ジャパン［B933.7／バ］

77 本屋大賞

『流浪の月』凪良 ゆう∥著

78 本屋大賞翻訳小説部門

『アーモンド』ソン ウォンピョン∥著 矢島 暁子∥訳

79 毎日出版文化賞文学・芸術部門 『＜うた＞起源考』藤井

歴史春秋出版[097.4／ホ]

［099.1/カ］
集英社［F／イ］

河出書房新社［F／フ］

河出書房新社 ［910.2/ナ］

新潮社［F／ナ］

東京創元社［F／ナ］
祥伝社[929.1／ソ]

貞和∥著 青土社［910.0／フ］

80 毎日出版文化賞人文・社会部門 『追いついた近代消えた近代』苅谷

剛彦∥著

岩波書店［372.1／カ］

81 毎日出版文化賞自然科学部門

『洪水と水害をとらえなおす』大熊 孝∥著

82 毎日出版文化賞企画部門

『日本文学全集 全30巻』池澤 夏樹∥個人編集

83 毎日出版文化賞特別賞

『ものがたり西洋音楽史』近藤 譲∥著 岩波書店[Y 762.3／コ]

農山漁村文化協会[517.2／オ]
河出書房新社 [Z 918／ニ]

84 松本清張賞

『震雷の人』千葉 ともこ∥著

85 三島由紀夫賞

『かか』 宇佐見 りん／著［F／ウ］

86 紫式部文学賞

『夢見る帝国図書館』 中島 京子∥著

87 山田風太郎賞

『じんかん』 今村 翔吾∥著 講談社［F／イ］

88 山本周五郎賞

『ザ・ロイヤルファミリー』 早見 和真∥著

89

『八本目の槍』 今村 翔吾∥著

吉川英治文学新人賞

文藝春秋［F／チ］

文藝春秋［F／ナ］

新潮社［F／ハ］

新潮社［F／イ］

90

『スワン』

呉 勝浩∥著 KADOKAWA［F／ゴ］

91 吉川英治文学文庫賞

『十二国記シリーズ』小野 不由美∥著

新潮社

92 読売文学賞小説賞

『君が異端だった頃』 島田 雅彦∥著

集英社［F／シ］

93 読売文学賞随筆・紀行賞

『最後の読書』 津野 海太郎∥著

94 読売文学賞評論・伝記賞

『龍彦親王航海記 澁澤龍彦伝』

95 読売文学賞戯曲・シナリオ賞

『命、ギガ長ス』 松尾 スズキ／著 白水社[912.6／マ]

96 読売文学賞詩歌俳句賞

『歓待 川野里子歌集』 川野 里子∥著 砂子屋書房[911.1／カ]

97 読売・吉野作造賞

『平成の経済』

98 料理レシピ本大賞料理部門

『リュウジ式悪魔のレシピ』リュウジ∥著 ライツ社[596／リ]

99 料理レシピ本大賞お菓子部門

『魔法のてぬきおやつ』 てぬキッチン∥著 ワニブックス［596.6／テ］

小峰

［B/F/オ］

新潮社[019.0／ツ]

礒崎 純一∥著 白水社[910.2／シ]

隆夫∥著

日本経済新聞出版社[332.1／コ]

100 料理レシピ本大賞エッセイ部門 『頑張らない台所』 村上 祥子／著
101 渡辺淳一文学賞

『アタラクシア』 金原 ひとみ∥著

102 和辻哲郎文化賞一般部門

『中央銀行』 白川 方明∥著

大和書房［596.0／ム］
集英社［F／カ］

東洋経済新報社[338.4／シ]

