
文学賞・文化賞受賞作品　２０１６年１～１２月

展示期間：平成２９年３月１日～４月３０日

文学賞・文化賞名

1 芥川賞　上半期

2 芥川賞　下半期

3 アジア・太平洋賞特別賞

4 鮎川信夫賞詩集部門

5 泉鏡花文学賞 

6 梅棹忠夫・山と探検文学賞

7 江戸川乱歩賞

8 大宅壮一ノンフィクション賞

9 大藪春彦賞

10 織田作之助賞　 

11 開高健ノンフィクション賞

12 科学ジャーナリスト賞

13 角川財団学芸賞

14 角川春樹小説賞 

15 角川源義賞歴史研究部門

16 河合隼雄学芸賞 

17 河合隼雄物語賞

18 グルマン世界料理本大賞

19 グルマン世界料理本大賞

20 群像新人文学賞

21 芸術選奨・文部科学大臣賞

22 現代短歌大賞

23 講談社エッセイ賞

24 講談社科学出版賞

25 講談社ノンフィクション賞

26 講談社出版文化賞

27 このミステリーがすごい大賞

28 小林秀雄賞

書名・著者名・出版社　[請求記号]

『コンビニ人間』 村田 沙耶香∥著　文藝春秋 [F/ム]

『しんせかい』 山下 澄人∥著　新潮社 [F/ヤ]

『1941決意なき開戦』 堀田 江理∥著 人文書院 [210.7/ホ]

『顔をあらう水』 蜂飼 耳∥著 思潮社 [911.5/ハ]

『大きな鳥にさらわれないよう』 川上 弘美∥著　講談社 [F/カ]

『ツンドラ・サバイバル』 服部 文祥∥著　みすず書房 [786.1/ハ]

『QJKJQ』 佐藤 究∥著　講談社 [F/サ]

『堤清二 罪と業 最後の「告白」』 児玉 博∥著　文藝春秋 [289.1/ツ]

『リボルバー・リリー』 長浦 京∥著　講談社 [F/ナ]

『ジニのパズル』 崔 実∥著　講談社 [F/チ]

『マラス　暴力に支配される少年たち』 工藤  律子／著　集英社　[367.6/ク]

『生命の星の条件を探る』 阿部 豊∥著　文藝春秋 [Y445/ア]

『九相図をよむ』 山本  聡美／著　ＫＡＤＯＫＡＷA　[721.2/ヤ]

『横濱つんてんらいら』 橘 沙羅∥[著]　角川春樹事務所 [F/タ]

『越境者の政治史』塩出　浩之∥著　名古屋大学出版会 [334.5/シ]  

『江戸日本の転換点』 武井 弘一∥著　NHK出版 [210.5/タ]

『悪声』 いしい しんじ∥著　文藝春秋 [F/イ]

『メゾンカイザーのパンレシピ』 エリック・カイザー／著　グラフィック社 [596.6/カ]

『イギリスの家庭料理』 砂古 玉緒∥著 世界文化社[596.2/サ]

『ジニのパズル』 崔 実∥著　講談社 [F/チ]

『九相図をよむ』 山本  聡美／著　ＫＡＤＯＫＡＷA　[721.2/ヤ]

『河野裕子論』 大島 史洋∥著 現代短歌社 [911.1/カ]

『言葉を離れる』 横尾 忠則∥著 青土社 [914.6/ヨ]

『ウイルスは生きている』 中屋敷 均∥著　講談社 [491.7/ナ]

『つかこうへい正伝』長谷川 康夫∥著　新潮社[912.6/ツ]

『ＢＡＣＯＮ  ＩＣＥ  ＣＲＥＡＭ』 奥山  由之／著　パルコエンタテインメント事業部　[748/オ]

『がん消滅の罠』 岩木 一麻∥著　宝島社 [F/イ]

『数学する身体』 森田 真生∥著　新潮社 [410.4/モ]



29 サントリー学芸賞　思想・歴史部門 

30 サントリー学芸賞政治・経済部門

31 柴田錬三郎賞

32 司馬遼太郎賞

33 新書大賞

34 新潮ドキュメント賞

35 すばる文学賞

36 星雲賞　日本長編部門（小説）

37 星雲賞　日本短編部門（小説）

38 星雲賞　海外長編部門（小説）

39 星雲賞　海外短編部門（小説）

40 星雲賞　ノンフィクション部門

41 星雲賞　ノンフィクション部門

42 谷崎潤一郎賞

43 中央公論文芸賞

44

45

46 坪田譲治文学賞

47 直木賞　上半期

48 直木賞　下半期

49 中山義秀文学賞

50 新田次郎文学賞

51 日本ＳＦ大賞

52 日本ＳＦ大賞

53 日本エッセイスト・クラブ賞

54 日本推理作家協会賞長編および連作短編集部門

55 日本推理作家協会賞評論その他の部門

56 日本ミステリー文学大賞新人賞　 

57 野間文芸賞

58 野間文芸新人賞

59 萩原朔太郎賞

『フランス革命という鏡』 熊谷  英人／著　白水社 [311.2/ク]

『越境者の政治史』塩出　浩之∥著　名古屋大学出版会 [334.5/シ]  

『赤へ』 井上 荒野∥著　祥伝社 [F/イ]

『鬼神の如く 黒田叛臣伝』 葉室 麟∥著　新潮社 [F/ハ]

『京都ぎらい』 井上 章一∥著　朝日新聞出版 [361.4/イ]

『原節子の真実』 石井 妙子∥著　新潮社 [778.2/ハ]

『そういう生き物』 春見  朔子／著　集英社 [F/ハ]

『怨讐星域　全3巻』 梶尾 真治∥著　早川書房 [B/F/カ]

『多々良島ふたたび 』山本  弘／ほか著　早川書房 [F/タ]

『叛逆航路』 アン　レッキー∥著 赤尾 秀子∥訳 東京創元社 [B/933/レ]

『紙の動物園』 ケン　リュウ∥著 古沢 嘉通∥編・訳 早川書房 [933/リ]

『ＳＦまで１０万光年以上』 水玉  蛍之丞／著　早川書房 [902.3/ミ]

『ＳＦまで１００００光年』 水玉  蛍之丞／著　早川書房 [902.3/ミ]

『三の隣は五号室』 長嶋 有∥著　中央公論新社 [F/ナ]

『罪の終わり』 東山 彰良∥著　新潮社 [F/ヒ]

Twitter文学賞国内編 『淵の王』 舞城 王太郎∥著　新潮社 [F/マ]

Twitter文学賞海外編 『紙の動物園』 ケン　リュウ∥著 古沢 嘉通∥編・訳 早川書房 [933/リ]

『Masato』岩城 けい∥著　集英社 [F/イ]

『海の見える理髪店』 荻原 浩∥著　集英社 [F/オ]

『蜜蜂と遠雷』 恩田 陸∥著　幻冬舎 [F/オ]

『眩(くらら)』 朝井 まかて∥著　新潮社 [F/ア]

『つかこうへい正伝』長谷川 康夫∥著　新潮社[912.6/ツ]

『コロンビア・ゼロ』 谷 甲州∥著　早川書房 [F／タ]

『突変』 森岡 浩之∥著　徳間書店 [B/F/モ]

『チェリー・イングラム』 阿部 菜穂子∥著 岩波書店 [289.3/イ]

『孤狼の血』 柚月 裕子∥著　KADOKAWA [F/ユ]

『マジカル・ヒストリー・ツアー』 門井 慶喜∥著　幻戯書房 [902.3/カ]

『星宿る虫』 嶺里 俊介∥著　光文社 [F/ミ]

『その姿の消し方』 堀江 敏幸∥著 新潮社 [F/ホ]

『のろい男 俳優・亀岡拓次』 戌井 昭人∥著 文藝春秋 [F/イ]

『砂文』 日和 聡子∥著 思潮社 [911.5/ヒ]　　　　　　　　



60 ビジネス書大賞

61

62 文藝賞

63 本格ミステリ大賞小説部門

64 本屋が選ぶ時代小説大賞

65 翻訳ミステリー大賞

66 本屋大賞

67 本屋大賞翻訳小説部門

68 毎日出版文化賞文学・芸術部門

69 毎日出版文化賞人文・社会部門

70 毎日出版文化賞自然科学部門

71 毎日出版文化賞書評賞

72 毎日出版文化賞企画部門

73 松本清張賞

74 三島由紀夫賞

75 三好達治賞

76 紫式部文学賞

77 山田風太郎賞

78 山本七平賞 

79 山本周五郎賞

80 吉川英治文学賞

81 吉川英治文学新人賞

82 読売文学賞小説賞

83 読売文学賞評論・伝記賞

84 料理レシピ本大賞料理部門

85 料理レシピ本大賞お菓子部門

86 料理レシピ本大賞お菓子部門

87 歴史時代作家クラブ賞新人賞 

88 歴史時代作家クラブ賞作品賞

89 歴史時代作家クラブ賞作品賞

90 和辻哲郎文化賞

『HARD THINGS HARD THINGS』 ベン　ホロウィッツ∥著  日経BP社 [335.1/ホ] 

Bunkamuraドゥマゴ文学賞 『私の消滅』 中村 文則∥著 文藝春秋 [F/ナ]

『青が破れる』 町屋 良平∥著　河出書房新社[F/マ]

『死と砂時計』 鳥飼 否宇∥著 東京創元社 [F/ト]

『室町無頼』 垣根 涼介∥著 新潮社 [F/カ]

『声』アーナルデュル　インドリダソン∥著  東京創元社 [949.5/ア]

『羊と鋼の森』 宮下 奈都∥著 文藝春秋 [F/ミ]

『書店主フィクリーのものがたり』 ガブリエル　ゼヴィン∥著  早川書房 [933/ゼ]

『虚人の星』 島田 雅彦∥著 講談社 [F/シ]

『越境者の政治史』塩出　浩之∥著　名古屋大学出版会 [334.5/シ]  

『ヘッケルと進化の夢(ファンタジー) 』佐藤 恵子∥著　工作舎 [289.3/ヘ]

『過去をもつ人』 荒川 洋治∥[著] みすず書房 [914.6/ア]

『現代語訳　吾妻鏡』全17巻 吉川弘文館 [210.4/ゲ]

『待ってよ』 蜂須賀 敬明∥著 文藝春秋 [F/ハ]

『伯爵夫人』 蓮實 重彦∥著 新潮社  [F/ハ]

『詩に就いて』 谷川 俊太郎∥著 思潮社 [911.5/タ]

『戯れ言の自由』 平田 俊子∥著 思潮社 [911.5/ヒ]

『罪の声』 塩田 武士∥著 講談社 [F/シ]

『なぜ私は韓国に勝てたか』 加藤 達也∥著　産経新聞出版 [327.9/カ]

『ユートピア』 湊 かなえ∥著 集英社 [F/ミ]

『東京零年』 赤川 次郎∥著 集英社 [F/ア]

『Aではない君と』 薬丸 岳∥著 講談社 [F/ヤ]

『模範郷』 リービ英雄∥著 集英社 [F/リ]

『狂うひと 「死の棘」の妻・島尾ミホ』 梯 久美子∥著 新潮社 [910.2/シ]

『つくおき 週末まとめて作り置きレシピ』 nozomi∥[著] 光文社 [596/ノ]

『魔法のケーキ』 荻田 尚子∥著 主婦と生活社 [596.6/オ]

『まいにちおやつ』 なかしま しほ∥著 KADOKAWA [596.6/ナ]

『大坂誕生』 片山 洋一∥著 朝日新聞出版 [F/カ]

『ヨイ豊』 梶 よう子∥著 講談社 [F/カ]

『若冲』 澤田 瞳子∥著 文藝春秋 [F/サ]

『私小説千年史』  勝又 浩∥著 勉誠出版 [910.2/カ]
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