
文学賞・文化賞受賞作品を読んでみませんか　２０１３

平成２５年１１月３０日現在

文学賞・文化賞名 書　名 著　者 出版社 請求記号

あ 1 致死量未満の殺人 三沢 陽一 早川書房

2 爪と目 藤野 可織 新潮社

3 永井 均 講談社 

4 王 輝 ミネルヴァ書房 

5 市川 哲也 東京創元社

い 6 磯崎 憲一郎 文藝春秋　 

7 辻原 登 集英社

う 8 中村 保 東京新聞

え 9 竹吉 優輔 講談社 

お 10 本谷 有希子 講談社 

11 カウントダウンメルトダウン　上・下 船橋　洋一 文藝春秋　 

12 検事の本懐 柚月 裕子 宝島社

13 ある一日 いしい しんじ 新潮社

か 14 ガーディアン賞　 病の皇帝「がん」に挑む　上・下 シッダールタ・ムカジー 早川書房

15 カーネギー賞　 人という怪物　上・下 パトリック・ネス 東京創元社

16 エンジェルフライト 佐々 涼子 集英社

17 朝日新聞 朝日新聞出版

18 世界が土曜の夜の夢なら 齋藤　環 角川書店

19 晩夏光 池田 久輝 角川春樹事務所

20 ナチスのキッチン 藤原 辰史 水声社

21 ふくわらい 西 加奈子 朝日新聞出版

け 22 ことり 小川 洋子 朝日新聞出版

23 雲をつかむ話 多和田 葉子 講談社

こ 24 アグルーカの行方 角幡 唯介 集英社

25 謎の独立国家ソマリランド 高野 秀行 本の雑誌社

　今年、新聞・雑誌などで発表された文学賞受賞作品の中で、当館所蔵資料をご紹介します。今年話題になった本を読んでみませんか。（2012年に受賞し、今
年出版された資料も含みます。）すべて貸出できます。

アガサ・クリスティー賞（第3回） F／ミ

芥川賞（149(2013上半期)）　 F／フ

アジア・太平洋賞特別賞（第25回）　 フィリピンBC級戦犯裁判   329.6／ナ

アジア・太平洋賞大賞（第25回）　 文化大革命の真実 天津大動乱   222.0／ワ

鮎川哲也賞（第23回） 名探偵の証明   F／イ

泉鏡花文学賞 （第41回） 往古来今  F／イ

伊藤整文学賞小説部門（第24回）　 冬の旅   F／ツ

梅棹忠夫・山と探検文学賞（第2回） 最後の辺境   292.2／ナ

江戸川乱歩賞（第59回） 襲名犯   F／タ

大江健三郎賞（第7回） 嵐のピクニック   F／モ

大宅壮一ノンフィクション賞（第44回）　 543.5／フ

大藪春彦賞（第15回） F／ユ

織田作之助賞（第29回）　 F／イ

494.5／ム

Y933／ネ

開高健ノンフィクション賞（第10回）　 673.9／サ

科学ジャーナリスト賞（2013年）　 原発とメディア　2 539.0／ゲ

角川財団学芸賞（第10回） 367.6／サ

角川春樹小説賞（第5回）　 F／イ

河合隼雄学芸賞 （第1回） 383.9／フ

河合隼雄物語賞（第1回） F／ニ

芸術選奨・文部科学大臣賞（平成24年度） F／オ

芸術選奨・文部科学大臣賞（平成24年度） F／タ

講談社ノンフィクション賞（第35回） 297.8／カ

講談社ノンフィクション賞（第35回） 302.4／タ



26 銀色の月 小川 恵 岩波書店

27 歌に私は泣くだらう 永田 和宏 新潮社

28 化石の分子生物学 更科  功 講談社

29 もののみごと 田中　敦子 講談社

30 歌舞伎町 権  徹 扶桑社 291.3

31 生存者ゼロ 安生 正 宝島社

32 ヘンな日本美術史 山口 晃 祥伝社

し 33 夢幻花 東野　圭吾

34 東京プリズン 赤坂 真理 河出書房新社

35 未完のファシズム 片山 杜秀 新潮社

36 ラブレス 桜木 紫乃 新潮社

37 アスクレピオスの愛人 林 真理子 新潮社

38 あとかた 千早 茜 新潮社

39 赤と白 櫛木 理宇 集英社

40 名も無き世界のエンドロール 行成 薫 集英社

41 ザ・ロスチャイルド 渋井 真帆 ダイヤモンド社

42 社会を変えるには 小熊 英二 講談社

43 市場と権力 佐々木 実 講談社

す 44 狭小邸宅 新庄 耕 集英社

45 黄金の庭 高橋 陽子 集英社

せ 46 屍者の帝国 伊藤 計劃・円城 塔 河出書房新社

47 いま集合的無意識を、 神林 長平 早川書房

48 アンドロイドの夢の羊 ジョン・スコルジー 早川書房

49 第六ポンプ パオロ・バチガルピ 早川書房

50 星野 之宣 小学館

た 51 さようなら、オレンジ 岩城  けい 筑摩書房

52 愛の夢とか 川上 未映子 講談社

ち 53 北の無人駅から 渡辺 一史 北海道新聞社

54 北斗 石田 衣良 集英社

講談社エッセイ賞（第29回） 910.2／オ

講談社エッセイ賞（第29回） 911.1／カ

講談社科学出版賞（第29回） 457／サ

講談社出版文化賞（第44回）ブックデザイン賞 750.2／タ

講談社出版文化賞（第44回）写真賞

このミステリーがすごい大賞（第11回） F／イ

小林秀雄賞（第12回） 721.0／ヤ

柴田錬三郎賞（第26回） PHP研究所 F／ヒ

司馬遼太郎賞（第16回） F／ア

司馬遼太郎賞（第16回） 210.6／カ

島清恋愛文学賞（第19回） F／サ

島清恋愛文学賞（第20回） F／ハ

島清恋愛文学賞（第20回） F／チ

小説すばる新人賞（第25回） F／ク

小説すばる新人賞（第25回） F／ユ

城山三郎経済小説大賞（第4回） F／シ

新書大賞（第6回） 309.0／オ

新潮ドキュメント賞（第12回） 289.1／タ

すばる文学賞（第36回） F／シ

すばる文学賞（第36回） F／タ

星雲賞（第44回）日本長編部門（小説） F／イ

星雲賞（第44回）日本短編部門（小説） F／カ

星雲賞（第44回）海外長編部門（小説） 933／ス

星雲賞（第44回）海外短編部門（小説） 933／バ

星雲賞（第44回）コミック部門 星を継ぐもの（全4巻） M726.1／ホ

太宰治賞（第29回） F／イ

谷崎潤一郎賞（第49回） F／カ

地方出版文化功労賞（第26回） 302.1／ワ

中央公論文芸賞（第8回） F／イ



つ 55 本にだって雄と雌があります 小田 雅久仁 新潮社

56 きみはいい子 中脇 初枝 ポプラ社

な 57 ホテルローヤル 桜木 紫乃 集英社

58 破天の剣 天野 純希 角川春樹事務所

に 59 ラブレー 筑摩書房

60 満つる月の如し 澤田 瞳子 徳間書店

61 尾崎　俊介 新宿書房

62 美しく愛しき日本 岡野 弘彦 角川書店

63 百年法　上・下 山田 宗樹 角川書店

64 若竹 七海 講談社

65 『マルタの鷹』講義 諏訪部 浩一 研究社 930.2

66 星の民のクリスマス 古谷田 奈月 新潮社

67 ときめく鉱物図鑑 宮脇 律郎 山と渓谷社

68 かにみそ 倉狩 聡 角川書店

69 ウラミズ 佐島 佑 角川書店

70 ロスト・ケア 葉真中 顕 光文社

の 71 ノーベル文学賞 小説のように アリス・マンロー 新潮社

72 未明の闘争 保坂 和志 講談社

73 想像ラジオ いとう せいこう 河出書房新社

ひ 74 ピュリッツァー賞 病の皇帝「がん」に挑む　上・下 シッダールタ・ムカジー 早川書房

ふ 75 余白の祭 恩田 侑布子 深夜叢書社

76 ふくしま伊達の名勝　高子二十境 松浦 丹次郎 土龍社

77 会津歌舞伎史 渡部 康人 歴史春秋出版

78 肝煎文書にみる会津藩の八十年（新明家文書集　巻二） 新明 宣夫 おもはん社

79 お任せ！数学屋さん 向井 湘吾 ポプラ社

80 世界泥棒 桜井　晴也 河出書房新社

ほ 81 大山  誠一郎 原書房

82 本格ミステリ鑑賞術 福井 健太 東京創元社

83 無罪 スコット・トゥロー 文藝春秋

Twitter文学賞（第3回） F／オ

坪田譲治文学賞（第28回） F／ナ

直木賞（第149回） F／サ

中山義秀文学賞（第19回） F／ア

日仏翻訳文学賞（第18回） ガルガンチュアとパンタグリュエル　全5巻 B953／ラ

新田次郎文学賞（第32回） F／サ

日本エッセイスト・クラブ賞（第61回） S先生のこと 289.1／ス

日本歌人クラブ賞（第4回） 911.1／オ

日本推理作家協会賞長編および連作短編集部門（第66回）　 F／ヤ

日本推理作家協会賞短編部門（第66回）　 暗い越流（『ザ・ベストミステリーズ　2013』収録） F／ザ／13

日本推理作家協会賞評論その他の部門（第66回）　

日本ファンタジーノベル大賞（第25回） F／コ

日本編集制作大賞グランプリ（第7回）　 459／ミ

日本ホラー小説大賞優秀賞（第20回） F／ク

日本ホラー小説大賞読者賞（第20回）　 F／サ

日本ミステリー文学大賞新人賞（第16回）　 F／ハ

933／マ

野間文芸賞（第66回） F／ホ

野間文芸新人賞（第35回） F／イ

494.5／ム

Bunkamuraドゥマゴ文学賞（第23回） 911.3／オ

福島民報出版文化賞正賞（第36回） 092.94／マ

福島民報出版文化賞奨励賞（第36回） 097／ワ

福島民報出版文化賞奨励賞（第36回） 092.2／シ

ポプラ社小説新人賞（第2回）　 F／ム

文藝賞（第50回） F／サ

本格ミステリ大賞小説部門（第13回） 密室蒐集家   F／オ

本格ミステリ大賞評論・研究部門（第13回） 901.3／フ

翻訳ミステリー大賞（第4回）　 933／タ



84 海賊とよばれた男　上・下 百田 尚樹 講談社

ま 85 歓喜の仔　上・下 天童 荒太 幻冬舎

86 林 望 祥伝社

87 熱い読書冷たい読書（新版） 辻原 登 筑摩書房

88 月下上海 山口 恵以子 文藝春秋

み 89 しろいろの街の、その骨の体温の 村田 沙耶香 朝日新聞出版

90 おーい山ん子 最上 二郎 らくだ出版

む 91 東京プリズン 赤坂 真理 河出書房新社

め 92 図書館の魔女　上・下 高田 大介 講談社

や 93 天涯の楽土 篠原 悠希 角川書店

94 巨鯨の海 伊東 潤 光文社

95 消えたヤルタ密約緊急電  岡部 伸 新潮社

96 残穢 小野 不由美 新潮社

よ 97 沈黙のひと 小池 真理子 文藝春秋

98 国を蹴った男 伊東 潤 講談社

99 機龍警察暗黒市場 月村 了衛 早川書房

100 雲をつかむ話 多和田 葉子 講談社

101 火山のふもとで 松家 仁之 新潮社

102 ヤン・ヨンヒ シナリオ作家協会

103 恩地孝四郎 池内 紀 幻戯書房

104 風車 和田 悟朗 角川書店

105 謎とき『悪霊』 亀山 郁夫 新潮社

106 ラブレー 筑摩書房

107 イギリス帝国の歴史 秋田 茂 中央公論新社

れ 108 玉兎の望 仁志 耕一郎 講談社

109 無名の虎 仁志 耕一郎 朝日新聞出版

110 日御子 帚木 蓬生 講談社

111 義烈千秋天狗党西へ 伊東 潤 新潮社

112 評伝野上彌生子 岩橋 邦枝 新潮社

本屋大賞（第10回）　 F／ヒ

毎日出版文化賞文学・芸術部門 （第67回） F／テ

毎日出版文化賞特別賞（第67回） 謹訳源氏物語　全10巻 913.3／ム

毎日出版文化賞書評賞（第67回） B019／ツ

松本清張賞（第20回） F／ヤ

三島由紀夫賞（第26回）　 F／ム

三越左千夫少年詩賞（第17回） 099.1／モ

紫式部文学賞（第23回） F／ア

メフィスト賞（第45回）　 F／タ

野性時代フロンティア文学賞（第4回）　 F／シ

山田風太郎賞（第4回） F／ナ

山本七平賞（第22回）　 391.6／オ

山本周五郎賞（第26回）　 F／オ

吉川英治文学賞（第47回） F／コ

吉川英治文学新人賞（第34回）　 F／イ

吉川英治文学新人賞（第34回）　 F／ツ

読売文学賞小説賞（第64回）　 F／タ

読売文学賞小説賞（第64回）　 F／マ

読売文学賞戯曲・シナリオ賞（第64回）　 かぞくのくに（『'12年鑑代表シナリオ集』収録） 912.7／ネ

読売文学賞評論・伝記賞（第64回）　 732.1／オ

読売文学賞詩歌俳句賞（第64回）　 911.3／ワ

読売文学賞研究・翻訳賞（第64回）　 980.2／

読売文学賞研究・翻訳賞（第64回）　 ガルガンチュアとパンタグリュエル　全5巻 B953／ラ

読売・吉野作造賞（第14回）　 233.0／ア

歴史時代作家クラブ賞新人賞（第2回） F／ニ

歴史時代作家クラブ賞新人賞（第2回） F／ニ

歴史時代作家クラブ賞作品賞（第2回）　 F／ハ

歴史時代作家クラブ賞作品賞（第2回）　 F／イ

蓮如賞（第13回） 910.2／ノ
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