
平成２７年２月９日現在

文学賞・文化賞名 書　名 著　者 出版社 請求記号

1 しだれ桜恋心中 松浦 千恵美 早川書房

2 穴 小山田 浩子 新潮社

3 春の庭 柴崎 友香 文藝春秋

4 中国再考 葛  兆光 岩波書店

5 ビルマ・ハイウェイ タンミンウー 白水社

6 内山 純 東京創元社

7 エカチェリーナ大帝　上・下 白水社

8 妻が椎茸だったころ 中島 京子 講談社

9 たまもの 小池 昌代 講談社

10 国境 黒川 創 河出書房新社

11 渡良瀬 佐伯 一麦 岩波書店

12 謎の独立国家ソマリランド 高野 秀行 本の雑誌社

13 闇に香る噓 下村 敦史 講談社

14 さようなら、オレンジ 岩城 けい 筑摩書房

15 市場と権力 佐々木 実 講談社

16 リバーサイド・チルドレン 梓崎 優 東京創元社

17 西村 健 徳間書店

18 吉田健一 長谷川  郁夫 新潮社

19 原子力損害賠償制度の研究　東京電力福島原発事故からの考察 遠藤 典子 岩波書店

20 阿蘭陀西鶴 朝井 まかて 講談社

21 ガーディアン新人賞　 イエロー・バード ケヴィン　パワーズ 早川書房

22 ジャスミンの残り香 田原  牧 集英社

23 あさり よしとお 学研教育出版

24 巨大地震の科学と防災 金森  博雄 朝日新聞出版

25 戦争の日本中世史 呉座 勇一 新潮社

26 永続敗戦論 白井 聡 太田出版

文学賞・文化賞受賞作品を読んでみませんか　２０１４年１～１２月受賞作品

　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。すべて貸出できます。

アガサ・クリスティー賞（第4回） F／マ

芥川賞（150(2013下半期)）　 F／オ

芥川賞（151(2014上半期)）　 F／シ

アジア・太平洋賞大賞（第26回）　 222.0／コ

アジア・太平洋賞特別賞（第26回）　 223.8／タ

鮎川哲也賞（第24回） B（ビリヤード）ハナブサへようこそ F／ウ

アンドリュー・カーネギー・メダル(ノンフィクション部門) ロバート　K.マッシー 288.4／エ

泉鏡花文学賞 （第42回） F／ナ

泉鏡花文学賞 （第42回） F／コ

伊藤整文学賞評論部門（第25回）　 910.2／ク

伊藤整文学賞小説部門（第25回）　 F／サ

梅棹忠夫・山と探検文学賞（第3回） 302.4／タ

江戸川乱歩賞（第60回） F／シ

大江健三郎賞（第8回） F／イ

大宅壮一ノンフィクション賞（第45回）　 289.1／タ

大藪春彦賞（第16回） F／シ

大藪春彦賞（第16回） ヤマの疾風(かぜ) F／ニ

大佛次郎賞（第41回） 910.2／ヨ

大佛次郎論壇賞（第14回） 543.5／エ

織田作之助賞（第30回）　 F／ア

933／パ

開高健ノンフィクション賞（第10回）　 302.2／タ

科学ジャーナリスト賞（2014年）　 宇宙へ行きたくて液体燃料ロケットをDIYしてみた 538.9／ア

科学ジャーナリスト賞（2014年）　 453／カ

角川財団学芸賞（第12回） 210.4／ゴ

角川財団学芸賞（第12回） 319.1／シ



27 私が愛したサムライの娘 鳴神 響一 角川春樹事務所

28 首里城への坂道 与那原 恵 筑摩書房

29 私のなかの彼女 角田 光代 新潮社

30 光の山 玄侑 宗久 新潮社

31 最後の岸田国士論 大笹  吉雄 中央公論新社

32 「朦朧」の時代 佐藤 志乃 人文書院

33 自殺 末井 昭 朝日出版社

34 大栗先生の超弦理論入門 大栗 博司 講談社

35 しんがり 清武 英利 講談社

36 特命指揮官 梶永 正史 宝島社

37 一千兆円の身代金 八木 圭一 宝島社

38 月日の残像 山田 太一 新潮社

39 水仙の章－栗木京子歌集－ 栗木 京子 砂子屋書房

40 先進国 韓国の憂鬱 大西 裕 中央公論新社

41 木琴デイズ－平岡養一「天衣無縫の音楽人生」－ 通崎 睦美 講談社

42 儒学殺人事件－堀田正俊と徳川綱吉－ 小川 和也 講談社

43 櫛挽道守 木内 昇 集英社

44 ノボさん―小説正岡子規と夏目漱石― 伊集院 静 講談社

45 八月の青い蝶 周防 柳 集英社

46 里山資本主義 藻谷 浩介 角川書店

47 殺人犯はそこにいる 清水 潔 新潮社

48 櫛挽道守 木内 昇 集英社

49 村上海賊の娘　上・下 和田 竜 新潮社

50 左目に映る星 奥田 亜希子 集英社

51 教授と少女と錬金術師 金城 孝祐 集英社

52 コロロギ岳から木星トロヤへ 小川 一水 早川書房

53 星を創る者たち 谷 甲州 河出書房新社

54 ブラインドサイト　上・下 ピーター・ワッツ 東京創元社

55 あさり よしとお 学研教育出版

56 コンとアンジ 井鯉  こま 筑摩書房

57 東京自叙伝 奥泉 光 集英社

角川春樹小説賞（第6回）　 F／ナ

河合隼雄学芸賞 （第2回） 753.8／カ

河合隼雄物語賞（第2回） F／カ

芸術選奨・文部科学大臣賞（平成25年度） F／ゲ

芸術選奨・文部科学大臣賞（平成25年度） 910.2／キ

芸術選奨・文部科学大臣新人賞（平成25年度） 721.9／サ

講談社エッセイ賞（第30回） 368.3／ス

講談社科学出版賞（第30回） 429.6／オ

講談社ノンフィクション賞（第35回） 338.1／キ

このミステリーがすごい大賞（第12回） F／カ

このミステリーがすごい大賞（第12回） F／ヤ

小林秀雄賞（第13回） 914.6／ヤ

斎藤茂吉短歌文学賞（第25回） 911.1／ク

サントリー学芸賞　政治・経済部門（第36回） 312.2／オ

サントリー学芸賞　社会・風俗部門（第36回） 762.1／ヒ

サントリー学芸賞　社会・風俗部門（第36回） 210.5／オ

柴田錬三郎賞（第27回） F／キ

司馬遼太郎賞（第18回） F／イ

小説すばる新人賞（第26回） F／ス

新書大賞2014 332.1／サ

新潮ドキュメント賞（第13回） 368.6／シ

親鸞賞（第8回） F／キ

親鸞賞（第8回） F／ワ

すばる文学賞（第37回） F／オ

すばる文学賞（第37回） F／カ

星雲賞（第45回）日本長編部門（小説） F／オ

星雲賞（第45回）日本短編部門（小説） F／タ

星雲賞（第45回）海外長編部門（小説） 933／ワ

星雲賞（第45回）ノンフィクション部門 宇宙へ行きたくて液体燃料ロケットをDIYしてみた 538.9／ア

太宰治賞（第30回） F／イ

谷崎潤一郎賞（第50回） F／オ



58 櫛挽道守 木内 昇 集英社

59 スタッキング可能 松田 青子 河出書房新社

60 ローラン　ビネ 東京創元社

61 世界地図の下書き 朝井 リョウ 集英社

62 恋歌 朝井 まかて 講談社

63 昭和の犬 姫野 カオルコ 幻冬舎

64 破門 黒川 博行 KADOKAWA

65 峠越え 伊東 潤 講談社

66 子ども　上・下 ジュール・ヴァレス 岩波書店

67 天佑なり－高橋是清・百年前の日本国債－　上・下 幸田 真音 角川書店

68 天才と異才の日本科学史 後藤 秀機 ミネルヴァ書房

69 辞書になった男 佐々木 健一 文藝春秋

70 金色機械 恒川 光太郎 文藝春秋

71 殺人犯はそこにいる 清水 潔 新潮社

72 変格探偵小説入門 谷口  基 岩波書店

73 死呪の島 雪富 千晶紀 KADOKAWA

74 内藤 了 KADOKAWA

75 代理処罰 嶋中 潤 光文社

76 暗いブティック通り パトリック・モディアノ 白水社

77 未闘病記－膠原病、「混合性結合組織病」の－ 笙野 頼子 講談社

78 LIFE 松波 太郎 講談社

79 ナツェラットの男 山浦  玄嗣 ぷねうま舎

80 死にたくなったら電話して 李 龍徳 河出書房新社

81 アルタッドに捧ぐ 金子 薫 河出書房新社

82 スノーホワイト　 森川 智喜 講談社

83 ロジャー・アクロイドはなぜ殺される？ 内田 隆三 岩波書店

84 スティーブン・キング 文藝春秋

85 村上海賊の娘　上・下 和田 竜 新潮社

86 ローラン　ビネ 東京創元社

87 還れぬ家 佐伯 一麦 新潮社

88 奇跡－ミラクルー 長田 弘 みすず書房

89 ゼツメツ少年 重松 清 新潮社

中央公論文芸賞（第9回） F／キ

Twitter文学賞国内編（第4回） F／マ

Twitter文学賞海外編（第4回） HHhH－プラハ、1942年－ 953／ビ

坪田譲治文学賞（第29回） F／ア

直木賞（第150回） F／ア

直木賞（第150回） F／ヒ

直木賞（第151回） F／ク

中山義秀文学賞（第20回） F／イ

日仏翻訳文学賞（第19回） 953／バ

新田次郎文学賞（第33回） F／カ

日本エッセイスト・クラブ賞（第62回） 092.8／ゴ

日本エッセイスト・クラブ賞（第62回） 813.1／サ

日本推理作家協会賞長編および連作短編集部門（第67回）　 F／ツ

日本推理作家協会賞評論その他の部門（第67回）　 368.6／シ

日本推理作家協会賞評論その他の部門（第67回）　 910.2／タ

日本ホラー小説大賞（第21回） F／ユ

日本ホラー小説大賞読者賞（第21回）　 ON－猟奇犯罪捜査班・藤堂比奈子－ F／ナ

日本ミステリー文学大賞新人賞（第17回）　 F／シ

ノーベル文学賞　2014年 953／モ

野間文芸賞（第67回） 916／シ

野間文芸新人賞（第36回） F／マ

Bunkamuraドゥマゴ文学賞（第24回） F／ヤ

文藝賞（第51回） F／イ

文藝賞（第51回） F／カ

本格ミステリ大賞小説部門（第14回） F／モ

本格ミステリ大賞評論・研究部門（第14回） 930.2／ク

翻訳ミステリー大賞（第5回）　 11／22／63　上・下 933／キ

本屋大賞（第11回）　 F／ワ

本屋大賞翻訳小説部門（第1回）　 HHhH－プラハ、1942年－ 953／ビ

毎日芸術賞（第55回） F／サ

毎日芸術賞（第55回） 911.5／オ

毎日出版文化賞文学・芸術部門 （第68回） F／シ



90 明と暗のノモンハン戦史 秦 郁彦 ＰＨＰ研究所

91 ペンギンが教えてくれた物理のはなし 渡辺 佑基 河出書房新社

92 佐藤 賢一 集英社

93 立花 隆 文藝春秋

94 推定脅威 未須本 有生 文藝春秋

95 自分を好きになる方法 本谷 有希子 講談社

96 かなぶん　清水ひさし詩集 清水 ひさし 四季の森社

97 「青鞜」の冒険 森 まゆみ 平凡社

98 ○○○○○○○○殺人事件 早坂  吝 講談社 Ｆ／ハ

99 二千七百の夏と冬　上・下 荻原 浩 双葉社

100 なぜ中国から離れると日本はうまくいくのか 石 平 ＰＨＰ研究所

101 満願 米澤 穂信 新潮社

102 神様の裏の顔 藤崎 翔 KADOKAWA

103 海と月の迷路 大沢 在昌 毎日新聞社

104 祈りの幕が下りる時 東野 圭吾 講談社

105 村上海賊の娘　上・下 和田 竜 新潮社

106 木琴デイズ－平岡養一「天衣無縫の音楽人生」－ 通崎 睦美 講談社

107 ゆうじょこう 村田 喜代子 新潮社

108 旅立つ理由 旦 敬介 岩波書店 Ｆ／ダ

109 アイルランドモノ語り 栩木 伸明 みすず書房

110 マヤコフスキー事件 小笠原 豊樹 河出書房新社

111 統合の終焉　ＥＵの実態と論理 遠藤 乾 岩波書店

112 火男 吉来 駿作 朝日新聞出版

113 上田 秀人 講談社 Ｂ Ｆ／ウ

114 平谷 美樹 角川春樹事務所 Ｂ Ｆ／ヒ

115 捨ててこそ空也 梓澤 要 新潮社

毎日出版文化賞人文・社会部門（第68回） 210.7／ハ

毎日出版文化賞自然科学部門（第68回） 481.7／ワ

毎日出版文化賞特別賞（第68回） 小説フランス革命　全12巻 F／サ

毎日出版文化賞書評賞（第68回） 読書脳　ぼくの深読み300冊の記録 019／タ

松本清張賞（第21回） F／ミ

三島由紀夫賞（第27回）　 F／モ

三越左千夫少年詩賞（第18回） 911.5／シ

紫式部文学賞（第24回） 367.2／モ

メフィスト賞（第50回）　 

山田風太郎賞（第5回） F／オ

山本七平賞（第23回）　 210.1／セ

山本周五郎賞（第27回）　 F／ヨ

横溝正史ミステリ大賞（第34回） F／フ

吉川英治文学賞（第48回） F／オ

吉川英治文学賞（第48回） F／ヒ

吉川英治文学新人賞（第35回）　 F／ワ

吉田秀和賞（第24回） 762.1／ヒ

読売文学賞小説賞（第65回）　 F／ム

読売文学賞随筆・紀行賞（第65回）　 

読売文学賞随筆・紀行賞（第65回）　 293.3／ト

読売文学賞評論・伝記賞（第65回）　 981／マ

読売・吉野作造賞（第15回）　 319.3／エ

歴史時代作家クラブ賞新人賞（第3回） F／キ

歴史時代作家クラブ賞シリーズ賞（第3回） 奥右筆秘帳シリーズ　全12巻

歴史時代作家クラブ賞シリーズ賞（第3回） 風の王国シリーズ　全10巻

歴史時代作家クラブ賞作品賞（第3回）　 F／ア


