
展示期間：令和４年３月１日～４月２７日

文学賞・文化賞名

1 アガサクリスティー賞

2

3

4

5 石橋湛山賞

6 石橋湛山賞

7 泉鏡花文学賞 

8 梅棹忠夫・山と探検文学賞

9

10 江戸川乱歩賞

11 エネルギーフォーラム小説賞

12 大川出版賞

13 大平正芳記念賞

14 大佛次郎賞

15 大佛次郎論壇賞

16 大宅壮一ノンフィクション賞

17 大藪春彦賞

18 小熊秀雄賞

19 織田作之助賞

20 小野市詩歌文学賞短歌部門

21 小野市詩歌文学賞俳句部門

22 小野十三郎賞

23 開高健ノンフィクション賞

24 科学ジャーナリスト賞

25 樫山純三賞一般書賞

26 角川春樹小説賞

27 河合隼雄学芸賞

28 河合隼雄物語賞

29 川端康成文学賞

30 紀伊國屋じんぶん大賞

31 グルマン世界料理本大賞

文学賞・文化賞受賞作品を読んでみませんか
２０２１

書名・著者名・出版社　[請求記号]

『同志少女よ、敵を撃て』 逢坂 冬馬∥著 早川書房 [Ｆ/ア]

芥川賞　第164回 『推し、燃ゆ』 宇佐見 りん∥著 河出書房新社 [Ｆ/ウ]

芥川賞　第165回 『貝に続く場所にて』 石沢 麻依∥著 講談社 [Ｆ/イ]

芥川賞　第165回 『彼岸花が咲く島』 李 琴峰∥著 文藝春秋 [Ｆ/リ]

『民主主義とは何か』 宇野  重規∥著 講談社 [311.7/ウ]

『ドキュメント日銀漂流』 西野  智彦∥著 岩波書店 [338.3/ニ]

『姉の島』 村田 喜代子∥著 朝日新聞出版 [Ｆ/ム]

『あいたくてききたくて旅にでる』 小野 和子∥執筆 清水 チナツ∥編集
 PUMPQUAKES [388.1/オ]

H氏賞 『針葉樹林』 石松  佳∥著 思潮社 [911.5/イ]

『老虎残夢』 桃野 雑派∥著 講談社 [Ｆ/モ]

『掌（たなごころ）を空に』 青木 ゆうか∥著 エネルギーフォーラム [Ｆ/ア]

『創るためのＡＩ』 徳井  直生∥著 ビー・エヌ・エヌ [007.1/ト]

『日米同盟における共同防衛体制の形成』 板山 真弓∥著 ミネルヴァ書房 [319.1/イ]

『暁の宇品』 堀川 惠子∥著 講談社 [396.7/ホ]

『人びとのなかの冷戦世界』 益田  肇∥著 岩波書店 [209.7/マ]

『女帝小池百合子』 石井 妙子∥著 文藝春秋 [289.1/コ]

『インビジブル』 坂上 泉∥著 文藝春秋 [Ｆ/サ]

『反暴力考』 富岡  悦子∥著 響文社 [911.5/ト]

『魯肉飯(ロバプン)のさえずり』 温 又柔∥著 中央公論新社 [Ｆ/オ]

『秋隣小曲集』 島田  修三∥著 砂子屋書房 [911.1/シ]

『百囀』 大石  悦子∥著 ふらんす堂 [911.3/オ]

『反暴力考』 富岡  悦子∥著 響文社 [911.5/ト]

『ソ連兵へ差し出された娘たち』 平井　美帆∥著 集英社 [210.7/ヒ]

『新型コロナからいのちを守れ！』 西浦  博∥著 中央公論新社 [498.6/ニ]

『ロヒンギャ危機』 中西 嘉宏∥著 中央公論新社 [316.8/ナ]

『駆ける』 稲田 幸久∥著 角川春樹事務所 [Ｆ/イ]

『「犠牲区域」のアメリカ』 石山  徳子∥著 岩波書店 [539.0/イ]

『水を縫う』 寺地 はるな∥著 集英社 [Ｆ/テ]

『マジックミラー』（『オーバーヒート』 千葉 雅也∥著 新潮社 [Ｆ/チ]に併録）

『ブルシット・ジョブ』 デヴィッド　グレーバー∥[著] 酒井 隆史∥訳
　　　　　　　　　　　 芳賀 達彦∥訳 森田 和樹∥訳 岩波書店 [366/グ]

『低糖質だからおいしい！「おやつ＆スイーツ」』 沼津  りえ∥著 Ｋ＆Ｍ企画室 [596.6/ヌ]



文学賞・文化賞名 書名・著者名・出版社　[請求記号]

32 群像新人文学賞当選作

33 芸術選奨・文部科学大臣新人賞（文学部門）

34

35 現代詩人賞

36 高校生直木賞

37 講談社科学出版賞

38 講談社本田靖春ノンフィクション賞

39 講談社本田靖春ノンフィクション賞

40 このミステリーがすごい大賞

41 小林秀雄賞

42 斎藤茂太賞

43 サントリー学芸賞政治・経済部門

44 サントリー学芸賞政治・経済部門

45 サントリー学芸賞社会・風俗部門

46 サントリー学芸賞社会・風俗部門

47 サントリー学芸賞芸術・文学部門

48 詩歌文学館賞（短歌部門）

49 柴田錬三郎賞

50 司馬遼太郎賞

51 島清恋愛文学賞

52 城山三郎賞

53 新書大賞

54 新潮ドキュメント賞

55 星雲賞　日本短編部門（小説）

56 星雲賞　海外長編部門（小説）

57 世界幻想文学大賞短編集部門

58 蛇笏賞

59 太宰治賞

60 谷崎潤一郎賞

61 中央公論文芸賞

62 土門拳賞

63

64

65

『鳥がぼくらは祈り、』 島口 大樹∥著 講談社 [Ｆ/シ]

『ポラリスが降り注ぐ夜』 李 琴峰∥著 筑摩書房 [Ｆ/リ]

芸術選奨・文部科学大臣賞(文学部門)『類』 朝井 まかて∥著 集英社 [Ｆ/ア]

『サイードから風が吹いてくると』 鈴木  ユリイカ∥著 書肆侃侃房 [911.5/ス]

『オルタネート』 加藤 シゲアキ∥著 新潮社 [Ｆ/カ]

『脳を司る「脳」』 毛内  拡∥著 講談社 [491.3/モ]

『沢村忠に真空を飛ばせた男』 細田 昌志∥著 新潮社 [788.3/ノ]

『エクソダス』 村山 祐介∥著 新潮社 [334.4/ム]

『元彼の遺言状』 新川 帆立∥著 宝島社 [Ｆ/シ]

『音楽の危機』 岡田  暁生∥著 中央公論新社 [760.4/オ]

『冬の旅』 山本  高樹∥文・写真 雷鳥社 [292.5/ヤ]

『欧州の排外主義とナショナリズム』 中井  遼∥著 新泉社 [316.8/ナ]

『ロヒンギャ危機』 中西 嘉宏∥著 中央公論新社 [316.8/ナ]

『サラ金の歴史』 小島 庸平∥著 中央公論新社 [338.7/コ]

『土偶を読む』 竹倉 史人∥著 晶文社 [210.2/タ]

『エチオピア高原の吟遊詩人』 川瀬  慈∥著 音楽之友社 [294.5/カ]

『未来のサイズ』 俵 万智∥著 角川文化振興財団 [911.1/タ]

『類』 朝井 まかて∥著 集英社 [Ｆ/ア]

『中国共産党、その百年』 石川 禎浩∥著 筑摩書房 [315.2/イ]

『自転しながら公転する』 山本 文緒∥著 新潮社 [Ｆ/ヤ]

『ルポ入管』 平野  雄吾∥著 筑摩書房 [329.9/ヒ]

『人新世の「資本論」』 斎藤 幸平∥著 集英社 [331.6/サ]

『こどもホスピスの奇跡』 石井 光太∥著 新潮社 [490.1/イ]

『アメリカン・ブッダ』 柴田 勝家∥著 早川書房 [Ｂ/Ｆ/シ]

『三体 2』上下 劉 慈欣∥著 早川書房 [923.7/リ/2-1、2-2]

『おばちゃんたちのいるところ』 松田 青子∥著 中央公論新社 [Ｆ/マ]

『百囀』 大石 悦子∥著 ふらんす堂 [911.3/オ]

『birth』 山家 望∥著 筑摩書房 [Ｆ/ヤ]

『アンソーシャルディスタンス』 金原 ひとみ∥著 新潮社 ［Ｆ/カ]

『自転しながら公転する』 山本 文緒∥著 新潮社 [Ｆ/ヤ]

『ノースウッズ』 大竹 英洋∥著 クレヴィス [748/オ]

直木賞　第164回 『心淋し川』 西條 奈加∥著 集英社 [Ｆ/サ]

直木賞　第165回 『テスカトリポカ』 佐藤 究∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ [Ｆ/サ]

直木賞　第165回 『星落ちて、なお』 澤田 瞳子∥著 文藝春秋 [Ｆ/サ]



文学賞・文化賞名 書名・著者名・出版社　[請求記号]

66 中山義秀文学賞

67 日経・経済図書文化賞

68 日経・経済図書文化賞

69 新田次郎文学賞

70 日本医学ジャーナリスト協会賞

71

72 日本エッセイスト・クラブ賞

73 日本エッセイスト・クラブ賞

74 日本推理作家協会賞長編および連作短編集部門

75 日本推理作家協会賞長編および連作短編集部門

76 日本推理作家協会賞短編部門

77 日本歴史時代作家協会賞新人賞 

78 日本歴史時代作家協会賞作品賞

79 日本翻訳出版文化賞

80 日本翻訳出版文化賞翻訳特別賞

81 野間文芸賞

82 野間文芸新人賞

83 野村胡堂文学賞

84 ハヤカワＳＦコンテスト

85 福島民報出版文化賞正賞

86 福島民報出版文化賞奨励賞

87 福島民報出版文化賞特別賞

88 本格ミステリ大賞小説部門

89 本屋が選ぶ時代小説大賞

90 翻訳ミステリー大賞

91 翻訳ミステリー読者賞

92 本屋大賞

93 本屋大賞翻訳小説部門

94 毎日出版文化賞文学・芸術部門

95 毎日出版文化賞人文・社会部門

96 毎日出版文化賞企画部門

97 毎日出版文化賞特別賞

98 松本清張賞

99 三島由紀夫賞

『化け者心中』 蟬谷 めぐ実∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ [Ｆ/セ]

『最後通牒ゲームの謎』 小林 佳世子∥著 日本評論社 [331.1/コ]

『子育て支援の経済学』 山口 慎太郎∥著 日本評論社 [369.4/ヤ]

『商う狼』 永井 紗耶子∥著 新潮社 [Ｆ/ナ]

『ルポ「命の選別」』 千葉 紀和∥著 文藝春秋 [490.1/チ]

日本SF大賞 『歓喜の歌』 菅 浩江∥著 早川書房 [Ｆ/ス]

『さだの辞書』 さだ まさし∥著 岩波書店 [914.6/サ]

『宿無し弘文』 柳田  由紀子∥著 集英社 [188.8/ヤ]

『インビジブル』 坂上 泉∥著 文藝春秋 [Ｆ/サ]

『蟬かえる』 櫻田 智也∥著 東京創元社 [Ｆ/サ]

『♯拡散希望』結城 真一郎∥著
（『ザ・ベストミステリーズ 推理小説年鑑 2021』 講談社 [Ｆ/ザ/21]に収録）

『化け者心中』 蟬谷 めぐ実∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ [Ｆ/セ]

『千里をゆけ』 武川 佑∥著 文藝春秋 [Ｆ/タ]

『クララとお日さま』 カズオ　イシグロ∥著 土屋 政雄∥訳 早川書房 [933.7/イ]

『行く、行った、行ってしまった』 ジェニー　エルペンベック∥著
　　　　　　　　　　　　　　　　 浅井 晶子∥訳 白水社 [943.7/エ]

『天路』 リービ英雄∥著 講談社 [Ｆ/リ]

『ここはとても速い川』 井戸川  射子∥著 講談社 [Ｆ/イ]

『高瀬庄左衛門御留書』 砂原 浩太朗∥著 講談社 [Ｆ/ス]

『スター・シェイカー』 人間六度∥著 早川書房 [Ｆ/ニ]

『祈りの碑』 長島 雄一∥著 歴史春秋出版 [092.8/ハ]

『知られざる福島移民』 紺野 滋∥著 歴史春秋出版 [093.3/コ]

『神皇正統記  只見本』 只見町教育委員会／編 [L23/タ/只-23]

『蟬かえる』 櫻田 智也∥著 東京創元社 [Ｆ/サ]

『高瀬庄左衛門御留書』 砂原 浩太朗∥著 講談社 [Ｆ/ス]

『指差す標識の事例』上下 イーアン・ペアーズ∥著 池 央耿ほか∥訳 東京創元社 [933.7/ペ]

『ザリガニの鳴くところ』 ディーリア　オーエンズ∥著 友廣 純∥訳 早川書房 [933.7/オ]

『52ヘルツのクジラたち』 町田 そのこ∥著 中央公論新社 [Ｆ/マ]

『ザリガニの鳴くところ』 ディーリア　オーエンズ∥著 友廣 純∥訳 早川書房 [933.7/オ]

『TIMELESS石岡瑛子とその時代』 河尻 亨一∥著 朝日新聞出版 [757.0/イ]

『人びとのなかの冷戦世界』 益田  肇∥著 岩波書店 [209.7/マ]

『シェイクスピア全集 1』 シェイクスピア∥著 松岡 和子∥訳 筑摩書房 [932.5/シ/1]ほか、全33巻

『チェーホフの山』 工藤 正廣∥著 未知谷 [Ｆ/ク]

『万事快調(オール・グリーンズ)』 波木 銅∥著 文藝春秋 [Ｆ/ナ]

『旅する練習』 乗代 雄介∥著 講談社 [Ｆ/ノ]



文学賞・文化賞名 書名・著者名・出版社　[請求記号]

100 みんなのつぶやき文学賞国内篇１位

101 みんなのつぶやき文学賞海外篇１位

102 紫式部文学賞

103 メフィスト賞

104

105 山田風太郎賞

106 山本七平賞

107 山本周五郎賞

108 吉川英治文学賞

109 吉川英治文学新人賞

110 吉川英治文学新人賞

111 吉川英治文学文庫賞

112 横溝正史ミステリ＆ホラー大賞

113 読売文学賞随筆・紀行賞

114 読売文学賞詩歌俳句賞

115 読売文学賞研究・翻訳賞

116 読売・吉野作造賞

117

118

119

120 歴史浪漫文学賞

121 渡辺淳一文学賞

『百年と一日』 柴崎　友香∥著 筑摩書房 [Ｆ/シ]

『ザリガニの鳴くところ』 ディーリア　オーエンズ∥著 友廣 純∥訳 早川書房 [933.7/オ]

『組曲わすれこうじ』 黒田 夏子∥著 新潮社 [Ｆ/ク]

『スイッチ』 潮谷 験∥著 講談社 [Ｆ/シ]

Yahoo!ニュース/本屋大賞ノンフィクション本大賞 『海をあげる』 上間 陽子∥著 筑摩書房 [914.6/ウ]

『黒牢城』 米澤 穂信∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ [Ｆ/ヨ]

『進化思考』 太刀川 英輔∥著 海士の風 [141.5/タ]

『テスカトリポカ』 佐藤 究∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ [Ｆ/サ]

『風よあらしよ』 村山 由佳∥著 集英社 [Ｆ/ム]

『オルタネート』 加藤 シゲアキ∥著 新潮社 [Ｆ/カ]

『愛されなくても別に』 武田 綾乃∥著 講談社 [Ｆ/タ]

『羽州ぼろ鳶組シリーズ』 今村 翔吾∥著 祥伝社 [Ｆ/イ]

『虚魚(そらざかな)』 新名 智∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ [Ｆ/ニ]

『勘三郎の死』 中村 哲郎∥著 中央公論新社 [774.0/ナ]

『此処』 池田 澄子∥著 朔出版 [911.3/イ]

『源氏物語』 [紫式部∥著] 角田 光代∥訳
（『日本文学全集』4～6 池澤 夏樹∥個人編集 河出書房新社 [918/ニ/4～6]に所収）

『デジタル化する新興国』 伊藤  亜聖∥著 中央公論新社 [007.3/イ]

料理レシピ本大賞inJapan2021料理部門大賞 『カレンの台所』 滝沢 カレン∥著 サンクチュアリ出版 [596/タ]

料理レシピ本大賞inJapan2021エッセイ賞 『おしゃべりな人見知り』 山本 ゆり∥著 扶桑社 [914.6/ヤ]

料理レシピ本大賞inJapan2021お菓子部門大賞 『もっと!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]

『最期の海』 佐山 啓郎∥著 郁朋社 [Ｆ/サ]

『透明な夜の香り』 千早 茜∥著 集英社 [Ｆ/チ]


