
　　　　　　　　　　　　　　　　　
＊文学・文芸・（含評論）＊

2003

回 　   受 　　賞　　　名　　 　 　    書　　　　　　　　名 　　    著  者  名 出 版 社 図書ＮＯ． 分  類

128 芥川賞  (大道珠賞） しょっぱいドライブ 大道　珠貴 文藝春秋 252790 913

129 芥川賞 ハリガネムシ 吉村　萬壱 文藝春秋 335489 913

13 鮎川哲也賞 千年の黙 森谷　明子 東京創元社 404413 913

31 泉鏡花文学賞 輝く日の宮 丸谷　才一 講談社 335341 914

31 泉鏡花文学賞 グロテスク 桐野　夏生 文藝春秋 335192 913

14 伊藤整文学賞 容疑者の夜行列車 多和田　葉子 青土社 423598 913

26 巖谷小波文芸賞 こやま峰子  ◇特別賞＝水口町立歴史民俗資料館　 偕成社

49 江戸川乱歩賞 マッチメイク 不知火　京介 講談社 326383 913

49 江戸川乱歩賞 翳りゆく夏 赤井　三尋 講談社 335398 913

20 大阪女性文芸賞 島に吹く風 野見山　潔子

5 大薮春彦賞 ハルビン・カフェ 打海　文三 角川書店 325762 913

29 大佛次郎賞 桜桃とキリスト 長部　日出雄 文藝春秋 403099 910

29 大佛次郎賞 磔のロシア 亀山　郁夫 岩波書店

83 オール読物新人賞　　 七転び 志川　節子

83 オール読物新人賞　　 パパの分量 竹村　肇

42 オール読物推理小説新人賞　　 キッドナッパース゛ 門井　慶喜

29 川端康成賞 スタンス・ドット　　新潮'０３．６月号 堀江　敏幸 新潮社 535093 Ｚ

29 川端康成賞 吾妹子哀し 青山　光二 新潮社 423396 913

7 木山捷平文学賞 光る大雪 小檜山　博 講談社 403163 913

46 群像新人文学賞 （小説部門) 火薬と愛の星　　群像'０３．６月号 森　　健 講談社 535079 Ｚ

46 群像新人文学賞 （優秀作) 授　乳　　群像'０３．６月号 村田　紗耶香 講談社 535079 Ｚ



回 　   受 　　賞　　　名　　 　 　    書　　　　　　　　名 　　    著  者  名 出 版 社 図書ＮＯ． 分  類

46 群像新人文学賞 （優秀作) 鼠と助骨　　群像'０３．６月号 脇坂　綾 講談社 535079 Ｚ

46 群像新人文学賞（評論部門)　 「『奇蹟』の一角」　　群像'０３．６月号 佐藤　康智 講談社 535079 Ｚ

53 芸術選奨【文部科学大臣賞】文学 はにかみの国　石牟礼道子全詩集 石牟礼　道子 石風社 注文中 911

53 芸術選奨【文部科学大臣賞】文学 静かな水 正木　ゆう子 春秋社

53 芸術選奨【文部科学大臣賞】評論等 バッハとの対話 小林　義武 小学館 274986 762

53 芸術選奨【文部科学大臣賞】評論等 美の架け橋 榊原　悟 ぺりかん社 274985 721

16 柴田錬三郎賞　　　　　　　　 秋の猫 藤堂　志津子 集英社 403324 913

71 小説現代新人賞　　　　　　　 月のない晩に 橘　かがり

71 小説現代新人賞　　　　　　　 ゴーストライフ 竹村　肇

5 司馬遼太郎賞 杉山　正明

2 小林秀雄賞 夏目漱石を読む 吉本　隆明 筑摩書房 注文中 910

4 小松左京賞 火星ダーク・バラード 上田　早夕里 角川春樹事務所 403652 913

20 サントリーミステリー大賞（大賞）　 セカンド・サイト 中野　順一 文藝春秋 335048 913

20 サントリーミステリー大賞（読者賞）　 視えない大きな鳥 鈴木　凛太郎

20 サントリーミステリー大賞(優秀作品賞)　 春の砦 藤森　益弘 文藝春秋 335152 913

9 小説新潮長編新人賞 ﾋﾟﾝｸｺﾞﾑ･ﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ 清野　かほり

9 小説新潮長編新人賞 極北ツアー御一行様 富谷　千佳

35 新潮新人賞(小説） 四十日と四十夜のメルヘン　　新潮'０３．１１月号 青木　淳悟 新潮社 535599 Ｚ

35 新潮新人賞(小説） 家畜の朝　　新潮'０３．１１月号 浅尾　大輔 新潮社 533367 Ｚ

35 新潮新人賞(評論） 「＜－＞と＜二＞をめぐる思考ー文学・明治四十年前」　新潮'０３．１１月号 松井　博之 新潮社 535599 Ｚ

25 小説推理新人賞 真夏の車輪　　小説推理'０３．８ 長岡　弘樹 双葉社 535260 Ｚ

16 小説すばる新人賞    　 笑う描き猫 山本　幸久 集英社 403815 913

27 すばる文学賞      　　　　　 ダンボールボートで海岸 千頭　ひなた 集英社 403811 913



回 　   受 　　賞　　　名　　 　 　    書　　　　　　　　名 　　    著  者  名 出 版 社 図書ＮＯ． 分  類

27 すばる文学賞      　　　　　 蛇にピアス 金原　ひとみ 集英社 336220 913

19 太宰治賞 たゆたふ蝋燭 小林　ゆり 筑摩書房

39 谷崎潤一郎賞 容疑者の夜行列車 多和田　葉子 青土社 423598 913

13 ドゥマゴ文学賞 オリガ・モリソヴナの反語法 米原　万理 集英社 330337 913

129 直木賞 4TEEN 石田　衣良 新潮社 335252 913

129 直木賞 星々の舟 村山　由佳 文藝春秋 252895 913

22 新田次郎作家協会賞 滑稽な巨人　坪内逍遥の夢 津野　海太郎 平凡社 注文中 910

23 日本SF大賞 アラビアの夜の種族 古川　日出男 角川書店 421482 913

23 日本SF大賞 傀儡后 牧野　修 早川書房 421752 913

4 日本SF新人賞 ルナ 三島　浩司 徳間書店 326327 913

56 日本推理作家協会賞(長編・連作短編集） 石の中の蜘蛛 浅暮　三文 集英社 423630 913

56 日本推理作家協会賞(長編・連作短編集） マレー鉄道の謎 有栖川　有栖 講談社 329521 913

56 日本推理作家協会賞　(評論その他） 幻影の蔵 新保博久・山前譲 東京書籍

15 日本 ﾌｱﾝﾀｼﾞｰﾉﾍﾞﾙ大賞 太陽の塔 森見　登美彦 新潮社 326568 913

15 日本 ﾌｱﾝﾀｼﾞｰﾉﾍﾞﾙ(優秀賞) 象の棲む街 渡辺　球 新潮社 403756 913

10 日本ホラー小説大賞 姉　飼 遠藤　徹 角川書店 403653 913

7 日本ミステリー文学大賞　　 森村誠一

56 野間文芸賞 贈答の歌 竹内　寛子 講談社 注文中 911

25 野間文芸新人賞 リトル・バイ・リトル 島本　理生 講談社 521863 913

3 婦人公論文芸賞 空中庭園 角田　光代 文藝春秋 326120 913

96 文學界新人賞　　　　　　　　 イッツ・オンリー・トーク 絲山　秋子 文藝春秋 注文中 913

97 文學界新人賞　　　　　　　　 ハンゴンタン　　文学界'０３．１2月号 由真　直人 文藝春秋 535700 Ｚ

40 文藝賞 黒冷水 羽田　圭介 河出書房新社 326523 913



回 　   受 　　賞　　　名　　 　 　    書　　　　　　　　名 　　    著  者  名 出 版 社 図書ＮＯ． 分  類

40 文藝賞 オアシス 生田　紗代 河出書房新社 326516 913

40 文藝賞 魔女の息子 伏見　憲明 河出書房新社 335973 913

4 ホラーサスペンス大賞 奇跡の女 高田　侑

4 ホラーサスペンス大賞（特別賞） ＡＣＣＥＳ　　アクセス 誉田　哲也 新潮社 403838 913

3 本格ミステリ大賞(小説部門） GOTH 乙一 角川書店 422128 913

3 本格ミステリ大賞(小説部門） オイディプス症候群 笠井　潔 光文社 329421 913

3 本格ミステリ大賞(評論･研究部門） 探偵小説論序説 笠井　潔 光文社 注文中 901

10 松本清張賞 月ノ浦惣庄公事置書 岩井　三四二 文藝春秋 335119 913

16 三島由紀夫賞　　　　　　　　 阿修羅ガール 舞城　王太郎 新潮社 253171 913

10 三田文学新人賞 仮　病 片野　朗延

10 三田文学新人賞 ルッキング･フォー･フェアｰリーズ 永野　新弥

10 三田文学新人賞 冬のコラージュ 平井　敦貴

13 紫式部文学賞 浦安うた日記 大庭　みな子 作品社 252850 914

16 山本周五郎賞 覘き小平次 京極　夏彦 中央公論新社 330231 913

37 吉川英治文学賞 海　霧　（上）・（下） 原田　康子 講談社 326039 913

24 吉川英治文学賞新人賞 終戦のローレライ　（上）・（下） 福井　晴敏 講談社 330596 913

24 吉川英治文学賞新人賞 其の一日 諸田　玲子 講談社 330598 913

54 読売文学賞（小説） 本格小説　（上）・（下） 水村　美苗 新潮社 521978 913

54 読売文学賞（戯曲・シナリオ） 屋根裏 坂手　洋二



回 　   受 　　賞　　　名　　 　 　    書　　　　　　　　名 　　    著  者  名 出 版 社 図書ＮＯ． 分  類

54 読売文学賞（戯曲・シナリオ） アジア海道紀行 佐々木　幹朗 みすず書房 注文中 915

54 読売文学賞（評論・伝記） 幕末気分 野口　武彦 講談社 421634 210

54 読売文学賞（詩歌・俳句） 虚　空 長谷川　櫂 花神社 注文中 911

54 読売文学賞（研究・翻訳） イギリス近代詩法 高松　雄一 研究社

24 らいらっく文学賞 残り香 伊波　伊久子

24 らいらっく文学賞　（佳作） 空ーＴｈｅ　Ｓｋｙ 土田　映子

24 らいらっく文学賞　（佳作） 白南風 紺野　美子

8 蓮如賞 姥ざかり花の旅笠 田辺　聖子 集英社 324750 291



　　　

　　　　　　　　　　　　　　 ＊詩・短歌・俳句＊
回 　   受 　　賞　　　名　　 　　    書　　　　　　　　名 　　    著  者  名 出 版 社 図書ＮＯ．分  類

53 Ｈ氏賞　　　　　　　　　　　 アリア、この夜の裸体のために 河津　聖恵 ふらんす堂 注文中 911

36 小熊秀雄賞 愛、ゴマフアザラ詩 佐相　憲 土曜美術社

5 小野十三郎賞 バース 苗村　吉昭 編集工房ノア

5 小野十三郎賞（特別賞） 戦後関西詩壇回想 杉山　平一 思潮社

49 角川短歌賞 夏の読点 駒田　晶子

49 角川俳句賞 色　鳥 馬場　龍吉

47 現代歌人協会賞 みずを搬ぶ 渡　英子 本阿弥書店

47 現代歌人協会賞 歌集ｎｏｎｅｗｓ 島田　幸典 砂子屋書房

21 現代詩花椿賞 ﾆｭｰｲﾝｽﾋﾟﾚｰｼｮﾝ 野村　喜和夫 書肆山田

21 現代詩人賞 いろはにほへとちりぬるを 木村　迪夫 書肆山田

26 現代短歌大賞 流　轉 前　登志夫 砂子屋書房 注文中 911

21 現代短歌評論賞 死物におちいる病 矢部　雅之

21 現代俳句新人賞 夏　野 松本　勇二

23 現代俳句評論賞 寺山修司俳句論ーわたしの墓は、私のことば 五十嵐　秀彦

13 河野愛子賞 太陽の壷 川野　里子 砂子屋書房

14 斉藤茂吉短歌文学賞 書簡にみる斉藤茂吉 藤岡　武雄 短歌新聞社

18 詩歌文学館賞（詩部門） モノクロ・クロス 財部　鳥子 思潮社

18 詩歌文学館賞（短歌部門） 一点鐘 岡部　圭一郎 青磁社 注文中 911

18 詩歌文学館賞（俳句部門） 長　江 松島　鉄之助 角川書店

33 高見順賞 ことばのつえ、ことばのつえ 藤井　貞和 思潮社 注文中 911

37 蛇笏賞 滝の音 草間　時彦 永田書房 注文中 911



回 　   受 　　賞　　　名　　 　　    書　　　　　　　　名 　　    著  者  名 出 版 社 図書ＮＯ．分  類

39 短歌研究賞 巌のちから 阿木　津英

39 短歌研究新人賞 星と切符 黒田　雪子

3 短歌四季大賞 でで虫の歌ー安田純生の歌集 安田　純生 青磁社

28 地球賞 水の地図 鈴木　有美子 思潮社

37 迢空賞 一点鐘 岡部　圭一郎 青磁社 注文中 911

8 寺山修司短歌賞 歩く仏像 渡辺　松男 雁書館

41 藤村記念暦程賞 吉本隆明全詩集 吉本　隆明 思潮社

11 ながらみ書房出版賞 黒燿宮 黒瀨　珂瀾 砂子屋書房

30 日本歌人クラブ賞　　　　　　 昼顔の譜 雨宮　雅子

9 日本歌人クラブ新人賞 水は襤褸に 生沼　義朗

36 日本詩人クラブ賞 しずかな日々を 井奥　行彦 書肆青樹社

14 日本伝統俳句協会賞 大　樹 今橋　真理子

14 日本伝統俳句新人賞 画展にて 今井　肖子

18 俳句研究賞 五十一 有澤　榠櫨

3 俳句四季大会 四時抄 山上　樹実雄 花神社

3 俳句四季大会 延　年 矢島　渚男 富士見書房

42 俳人協会賞　　　　　　　　　 宇宙塵 大峰　あきら ふらんす堂

26 俳人協会新人賞 あおぞら 井上　弘美 富士見書房

26 俳人協会新人賞 常　行 三村　純也

44 晩翠賞 浮遊する母、都市 白石　かずこ 書肆山田

10 丸山薫賞 河口まで 三谷　晃一 宇宙塵詩社

12 丸山豊記念現代詩賞 今、ぼくが死んだら 金井　雄二 思潮社

8 中原中也賞 火よ！ 中村　恵美 書肆山田



回 　   受 　　賞　　　名　　 　　    書　　　　　　　　名 　　    著  者  名 出 版 社 図書ＮＯ．分  類

17 俳人協会評論賞   　　　　　 俳句とハイクの世界 星野　恒彦 早稲田大学出版部

17 俳人協会評論賞   　　　　　 正岡子規と俳句分類 柴田　奈美 思文閣出版

17 俳壇賞 素　顔 栗山　政子

11 萩原朔太郎賞　　　　　　　 噤みの午後 四元　康祐 思潮社

3 山本健吉文学賞（俳句部門） 四時抄 山上　樹実雄 花神社

3 山本健吉文学賞（俳句部門） 花　晨 きくち　つねこ 梅里書房

3 山本健吉文学賞（短歌部門） 燠　火 大島　史洋 雁書館

3 山本健吉文学賞（短歌部門） 流離伝 成瀬　有 角川書店

3 山本健吉文学賞（詩部門） 世界中年会議 四元　康祐 思潮社

3 山本健吉文学賞（評論部門） 近世中期の上方俳壇 深沢　了子 和泉書院

3 山本健吉文学賞（評論部門） 俳句のモダン 仁平　勝 五柳書院

3 山本健吉文学賞（歌詞部門） 島人ぬ宝 BEGIN



＊随筆・ノンフィクション＊
回 　   受 　　賞　　　名　　 　　    書　　　　　　　　名 　　    著  者  名 出 版 社 図書ＮＯ．分  類

2 大佛次郎論壇賞 現代アラブの社会思想 池内　恵 講談社 421521 302

34 大宅壮一ノンフィクション賞 藤田嗣治『異邦人』の生涯 近藤　史人 講談社 422888 723

19 大平正芳記念賞 魯迅事典 藤井　省三 三省堂

19 大平正芳記念賞 中央アジアの少数民族社会の変貌 李愛　俐娥 昭和堂

19 大平正芳記念賞 ｼﾘｰｽﾞ現代中国経済（３） 丸川　知雄 名古屋大学出版会

25 角川源義賞　（文学研究） 初期俳諧から芭蕉時代へ 今　栄蔵 笠間書院 512490 911

25 角川源義賞　（歴史研究） 日本中世被差別民の研究 脇田　晴子 岩波書店 512471 361

1 角川財団学芸員賞　 口語訳古事記 三浦　祐之 文芸春秋 511854 913

1 角川財団学芸員賞（奨励賞）　 芭蕉の方法 宮脇　真彦 角川書店

47 岸田国士戯曲賞 アテルイ 中島　かずき 論創社 注文中 912

28 木村伊兵衛写真賞 カメラキメラ オノデラ　ユキ 水声社

6 桑原武夫学芸賞 林芙美子の昭和 川本　三郎 新書館 276128 910

19 講談社エッセイ賞 不眠の都市 到津　伸子 講談社

19 講談社エッセイ賞 昭和が明るかった頃 関川　夏央 文藝春秋 423692 778

34 講談社出版文化賞（ブックデザイン賞） よしもとばなな著「アルゼンチンババア」 中島　英樹 ロッキング・オン 330690 913

19 科学出版賞 ミトコンドリア・ミステリー 林　純一 講談社 423675 463

25 講談社ノンフィクション賞 食肉の帝王 溝口　敦 講談社 423686 289

25 講談社ノンフィクション賞 こんな夜更けにバナナかよ 渡辺　一史 北海道新聞社 423800 369

37 新風賞　　　　　　　　　　　 声に出して読みたい日本語 齊藤　孝 草思社 328385 809

34 星雲賞（日本長編） 太陽の簒奪者 野尻　抱介 早川書房 423742 913

34 星雲賞（日本短編） おれはミサイル 秋山　端人



回 　   受 　　賞　　　名　　 　　    書　　　　　　　　名 　　    著  者  名 出 版 社 図書ＮＯ．分  類

34 星雲賞（海外長編） イリガル・エイリアン　 ロバート・J･ソーヤ 早川書房 423744 933

34 星雲賞（コミック） クロノアイズ 長谷川　裕一 講談社

34 星雲賞（ノンフィクション） 宇宙へのパスポート 笹本　裕一 朝日ソノラマ 注文中 538

25 サントリー学芸賞 (政治・経済） 韓国における『権威主義的』体制の成立 木村　幹 ミネルヴァ書房 276227 312

25 サントリー学芸賞 (政治・経済） 中国台頭 津上　俊哉 日本経済新聞社 注文中 332

25 サントリー学芸賞 (政治・経済） 内閣政治と『大蔵省支配』 牧原　出 中央公論新社 336053 317

25 サントリー学芸賞 (芸術･文化） 現代建築・アウシュヴィッツ以後 飯島　洋一 青土社 276232 523

25 サントリー学芸賞 (芸術･文化） 花鳥・山水画を読み解く 宮崎　法子 角川書店 注文中 722

25 サントリー学芸賞 (社会･風俗） 『キング』の時代 佐藤　卓己 岩波書店 276226 O５１

25 サントリー学芸賞 (社会･風俗） 闘　蟋 瀬川　千秋 大修館書店

25 サントリー学芸賞 (思想･歴史） 沖縄問題の起源 ロバート・D・エルドリッジ 名古屋大学出版会 276218 319

25 サントリー学芸賞 (思想･歴史） 神、人を喰う 六車　由美 新曜社 276228 386

24 ジャポニズム学会賞 壁紙のジャポニズム 松村　恵理 思文閣出版 338500 757

12 JTB旅行文化賞（紀行文学大賞） 『即興詩人』のイタリア 森　まゆみ 講談社 注文中 949

12 JTB旅行文化賞（旅行記賞） 父娘チャリダ－（自転車族）、白夜のアラスカを行く 山田　明希

12 JTB旅行文化賞（旅行写真賞） 街おこし 玉手　恒弘

20 渋沢・クローデル賞（本賞） コンディヤックの思想 山口　裕之 勁草書房

20 渋沢・クローデル賞（ルイ・ブィトンジャパン特別賞） コルシカの形成と変容 長谷川　秀樹 三元社

10 小学館ノンフィクション大賞 （優秀賞）  赤と黒と緑の地にて やまもとくみこ

2 新潮ドキュメント賞 武士の家計簿 磯田　道史 新潮社 423109 210

37 新風賞　　　　　　　　　　　 声に出して読みたい日本語 齊藤　孝 草思社 328385 809

11 スポーツノンフィクション新人賞 風を裁く 小堀　隆司

46 日経・経済図書文化賞 慣習と規範の経済学 松井　彰彦 東洋経済新報社



回 　   受 　　賞　　　名　　 　　    書　　　　　　　　名 　　    著  者  名 出 版 社 図書ＮＯ．分  類

46 日経・経済図書文化賞 経済系のマクロ行動とゆらぎのﾓﾃﾞﾙ化 青木　正直

46 日経・経済図書文化賞 近代資本主義の組織 中村　真幸 東京大学出版会

46 日経・経済図書文化賞 都市住宅対策の経済分析 中川　雅之 日本評論社 512488 365

3 日経BP・BizTech図書賞 インターネットの思想史 喜多　千草 青土社 512485 547

3 日経BP・BizTech図書賞 産廃コネクション 石渡　正佳 WAVE出版 422919 519

3 日経BP・BizTech図書賞 特許のルールが変わるとき 高岡　亮一 日経BP出版センター 512486 507

51 日本ｴｯｾｲｽﾄ・ｸﾗﾌﾞ賞　　　　　　 がんと向き合って 上野　創 晶文社 423743 916

51 日本ｴｯｾｲｽﾄ・ｸﾗﾌﾞ賞　　　　　　 神楽坂ホン書き旅館 黒川　鍾信 日本放送出版協会 422403 689

51 日本ｴｯｾｲｽﾄ・ｸﾗﾌﾞ賞　　　　　　 ここに生きるー村の家・村の暮らし 古庄　ゆき子 ドメス出版 423414 367

24 日本出版学会賞（奨励賞） はじめて学ぶ日本の絵本史 鳥越　信編 ミネルバ書房 328818 726

24 日本出版学会賞（特別賞） パピルスが伝えた文明 箕輪　成男 出版ニュース社 511393 O２３

24 日本出版学会賞（特別賞） 活版印刷技術調査報告書 森　啓 青梅市教委

4 日本歴史学会賞
『模範的工場』の労働史的研究－
江口章子の『女工解放』を手がかりとして

成田　一江

14 野間文芸翻訳賞 村上春樹著「ねじまき鳥クロニクル」の翻訳 ジェイ・ルービン 新潮社

橋本峰雄賞（2002年度） 介護小説　最後の贈り物 中島　久美子 学陽書房

橋本峰雄賞（2002年度） 力道山と日本人 岡村　正史 青弓社 422476 788

44 毎日芸術賞　 一　瞬 清岡　卓行 思潮社

44 毎日芸術賞　 太陽に酔う 清岡　卓行 講談社

44 毎日芸術賞　 新　宿 森山　大道 月曜社

57 毎日出版文化賞(文学・芸術) 林芙美子の昭和 川本　三郎 新書館 276128 910

57 毎日出版文化賞(人文・社会) ＜民主＞と＜愛国＞ 小熊　英二 新曜社 276181 210

57 毎日出版文化賞(自然科学) 磁力と重力の発見（全３巻） 山本　義隆 みすず書房 276229～３１ 423



回 　   受 　　賞　　　名　　 　　    書　　　　　　　　名 　　    著  者  名 出 版 社 図書ＮＯ．分  類

57 毎日出版文化賞(企画部門)　 日本の中世（全12巻） 網野善彦・石井進 中央公論新社 503911～５１２０９８ 210

57 毎日出版文化賞(特別賞） バカの壁 養老　孟司 新潮社 253044 304

25 マルコ・ポーロ賞　　　　　　 ダンテ『神曲』講義 今道　友信 みすず書房 971

21 向田邦子賞 北の国から２００２遺言 倉本　聰 理論社 422096 912

12 山本七平賞 マックス・ブェーバーの犯罪 羽入　辰郎 ミネルブァ書房

4 読売・吉野作造賞 経済論戦は甦る 竹森　俊平 東洋経済新報社 330703 332

4 読売・吉野作造賞 国際政治とは何かー地球社会における人間と秩序 中西　寛 中央公論新社 327470 319

15 和辻哲郎文化賞（一般） 桜桃とキリストーもう一つの太宰治伝 長部　日出雄 文藝春秋 403099 910

15 和辻哲郎文化賞（学術） 木村敏著作集（７）　臨床哲学論文集 木村　敏 弘文堂

15 和辻哲郎文化賞（学術） 時間の本性 植村　恒一郎 勁草書房



　　　 　　　　　　　　　　　　　　 ＊児　童　書＊
回 　   受 　　賞　　　名　　 　 　    書　　　　　　　　名 　　    著  者  名 出 版 社 図書ＮＯ． 分  類

33 赤い鳥文学賞 そして、カエルはとぶ！ 広瀬　寿子 国土社 332014 Ｃ913

17 赤い鳥さし絵賞 くすのきじいさんのむかしむかし　　かみかくし 杉浦　範茂 文溪堂 443612 Ｃ913

7 海洋文学賞（大賞） 不定期船宝洋丸 椋本　一期

25 講談社絵本新人賞（佳作） へんてこおさんぽ 中谷　靖彦

25 講談社絵本新人賞（佳作） はっきょい～畑場所～ 加岳　井広

25 講談社絵本新人賞（佳作） むかった　さきは・・・ 高畠　邦生

44 講談社児童文学新人賞 佐藤さん 片川　優子

44 講談社児童文学新人賞 Days～デイズ～ 佐藤　恵

52 小学館児童出版文化賞 神の守り人　来訪編／帰還編 上橋　菜穂子 偕成社 273453～４ Ｃ913

52 小学館児童出版文化賞 シートン 今泉　吉晴 福音館書店 272890 C289

52 小学館児童出版文化賞 ダイブ　!!（１～４） 森　絵都 講談社 254910他 Ｃ913

20 小さな童話大賞 お・ば・け 幸田　裕子

19 世界絵本原画展グランプリ あめふらし
グリム兄弟　作
出久根　育　絵

パロル社 443099 E

18 坪田譲治賞 麦ふみクーツェ いしい　しんじ 理論社 252755 Ｃ913

21 新見南吉児童文学賞 ミックスジュース 唯野　由美子 小峰書店 443613 Ｃ913

19
ニッサン童話と絵本の
グランプリ　童話の部優秀賞

ネコひげアンテナ
屋島みどり　作
青木　貴子　絵

BL出版 333874 E

19
ニッサン童話と絵本の
グランプリ　絵本大賞

しろしろのさんぽ 中新井　純子 BL出版 332328 E

8 日本絵本賞       さらば、ゆきひめ 宮本　忠夫 童心社 443156 E

8 日本絵本賞       おばあちゃんは木になった 大西　暢夫 ポプラ社 321782 C291



回 　   受 　　賞　　　名　　 　 　    書　　　　　　　　名 　　    著  者  名 出 版 社 図書ＮＯ． 分  類

8 日本絵本賞       読者賞 てではなそうきらきら
佐藤　慶子　作
沢田　としき　絵

小学館 273742 E

8 日本絵本賞       翻訳絵本賞 パパのカノジョは　　
ジャニス･レブィ
作
クリス･モンロー

岩崎書店 273719 E

8 日本絵本大賞       なつのいけ 塩野米松文　村上康成絵 ひかりのくに 272801 E

27 日本児童文学学会賞 ファンタジーの魔法空間 井辻　朱美 岩波書店

27 日本児童文学学会賞（特別賞） はじめて学ぶ　日本の絵本史Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 鳥越　信 ミネルヴァ書房 329162 C726

27 日本児童文学学会賞（特別賞）
現代日本のアニメ『AKIRA』から
『千と千尋の神隠し』まで

スーザン・J・ネ
イﾋﾟア

中央公論新社 423153 778

41 野間児童文芸賞 おさるのもり いとう　ひろし 講談社 333701 C９１３

13 椋鳩十児童文学賞 寿司屋の小太郎 佐川　芳枝　作　 ポプラ社 443496 C９１３


