
　　　　　　　　　　　　　　　　　
＊文学・文芸・（含評論）＊

回 受 賞 名 書 名 著 者 名 出 版 社 図書ＮＯ． 分 類

130 芥川賞 蛇にピアス 金原　ひとみ 集英社 336220 913

130 芥川賞 蹴りたい背中 綿矢　りさ 河出書房新社 335458 913

131 芥川賞 介護入門 モブ・ノリオ 新潮社 337760 913

15 朝日新人文学賞 サハリンのイトウ 河井　大輔

14 鮎川哲也賞 月夜が丘　→改題　鬼に捧げる夜想曲 神津　慶次朗 東京創元社 424535 913

14 鮎川哲也賞 屍の足りない密室　→改題　密室の鎮魂歌 岸田　るり子 東京創元社 424536 913

32 泉鏡花文学賞 ブラフマンの埋葬 小川　洋子 講談社 337365 913

15 伊藤整文学賞 シンセミア(上）・（下） 阿部　和重 朝日新聞社 335753,4 913

15 伊藤整文学賞 補陀落－観音信仰への旅－ 川村　湊 作品社

27 巌谷小波文芸賞 工藤　直子の業績およびライブ活動に対して

50 江戸川乱歩賞 カタコンベ 神山　裕右 講談社 337669 913

22 大阪女性文芸賞 純粋階段 鮒田　トト

6 大籔春彦賞 ワイルド・ソウル 垣根　涼介 幻冬舎 335474 913

6 大籔春彦賞 太平洋の薔薇（上）・（下） 笹本　稜平 中央公論新社 403544,5 913

30 大佛次郎賞 磁力と重力の発見（１）（２）（３） 山本　義隆 みすず書房 276229,30,31 423

30 川端康成文学賞 袋小路の男 絲山　秋子　 講談社 252575 913

8 木山捷平文学賞 雪沼とその周辺 堀江　敏幸 新潮社 336015 913

47 群像新人文学賞（小説部門） 狐寝入夢虜　　　　　　群像‘04.６月号 十文字　幸子 　 536319 Z

47 群像新人文学賞（優秀作） サージウスの死神　　　群像‘04.６月号 佐藤　憲胤 　 536319 Z



回 受 賞 名 書 名 著 者 名 出 版 社 図書ＮＯ． 分 類

47 群像新人文学賞（評論部門優秀作） 変な気持　　　　　　　群像‘04.６月号 中井　秀明 　 536319 Z

47 群像新人文学賞（評論部門優秀作） 汽車に乗る中野重治      群像‘04.６月号 和田　茂俊 536319 Z

54 芸術選奨文部科学大臣賞（文学部門） 約束の冬（上）・（下） 宮本　輝 文藝春秋 521975,6 913

3 小林秀雄賞 神も仏もありませぬ 佐野　洋子 筑摩書房 336183 914

3 小林秀雄賞 対称性人類学－カイエ・ソバージュV－ 中沢　新一 講談社 337242 389

5 小松左京賞 闇のなかに虹を見る　→改題　暗黒の城 有村　とおる 角川春樹事務所 424762 913

17 柴田錬三郎賞　　　　　　　　 パンドラ・アイランド 大沢　在昌 徳間書店 337314 913

17 柴田錬三郎賞　　　　　　　　 残虐記 桐野　夏生 新潮社 533924 913

72 小説現代新人賞　　　　　　　 肝、焼ける 朝倉　かすみ

7 司馬遼太郎賞 池澤　夏樹の功績に対して

36 新潮新人賞 真空が流れる　　　　　新潮‘04.11月号 佐藤　弘 514158 Z

3 親鸞賞 静かな大地 池澤　夏樹 朝日新聞社 335654 913

17 小説すばる新人賞    　 となり町戦争 三崎　亜記 集英社 340503 913

28 すばる文学賞      　　　　　 漢方小説 中島　たい子 集英社 340501 913

28 すばる文学賞      　　　　　 白の咆哮 浅倉　祐弥 集英社 340485 913

35 星雲賞（日本長編部門） 第六大陸 小川　一水 早川書房

35 星雲賞（日本短編部門） 黄泉びと知らず 梶尾　真治 新潮社 335449 913

35 星雲賞（海外長編部門） 星海の楽園 デーヴィド・ブリン 早川書房

35 星雲賞（海外短編部門） あなたの人生の物語 テッド・チャン 早川書房 注文中 933

35 星雲賞（コミック部門） 彼方から ひかわ　きょうこ 白泉社



回 受 賞 名 書 名 著 者 名 出 版 社 図書ＮＯ． 分 類

35 星雲賞（ノンフィクション部門） 宇宙へのパスポート 笹本　祐一 朝日ソノラマ 336409 539

11 関根賞 栄花物語の乳母の系譜 新田　孝子 風間書房

11 関根賞 王朝歴史物語の生成と方法 加藤　静子 風間書房

1 ダイヤモンド経済小説大賞 内部告発者 滝沢　隆一郎 ダイヤモンド社 337633 913

40 谷崎潤一郎賞 雪沼とその周辺 堀江　敏幸 新潮社 336015 913

20 太宰治賞 指の音楽 志賀　泉 筑摩書房 326949 913

130 直木賞 号泣する準備はできていた 江國　香織 新潮社 335966 913

130 直木賞 後巷説百物語 京極　夏彦 角川書店 533886 913

131 直木賞 空中ブランコ 奥田　英朗 文藝春秋 247477 913

131 直木賞 邂逅の森 熊谷　達也 文藝春秋 337649 913

23 新田次郎文学賞 狙うて候－銃豪村田経芳の生涯－ 東郷　隆 実業之日本社 335620 913

57 日本推理作家協会賞（長編・連作短編集） 葉桜の季節に君を想うということ 歌野　晶午 文藝春秋 252885 913

57 日本推理作家協会賞（長編・連作短編集） ワイルド・ソウル 垣根　涼介 幻冬舎 335474 913

57 日本推理作家協会賞（短編部門） 死神の精度　　　ザ・ベストミステリーズ ２００４ 伊坂　幸太郎 講談社 424166 913

57 日本推理作家協会賞（評論・その他部門） 水面の星座水底の宝石 千街　晶之 光文社 　 　

57 日本推理作家協会賞（評論・その他部門） 夢野久作読本 多田　茂治 弦書房

8 日本比較文学会賞 谷崎潤一郎とオリエンタリズム－大正日本の中国幻想－ 西原　大輔 中央公論新社

16 日本ファンタジーノベル大賞（大賞） ラス・マンチャス通信 平山　瑞穂 新潮社 340431 913

16 日本ファンタジーノベル大賞（優秀賞） ボーナス・トラック 越谷　オサム 新潮社 340421 913

11 日本ホラー小説大賞（短編賞） お見世出し 大和　王子



回 受 賞 名 書 名 著 者 名 出 版 社 図書ＮＯ． 分 類

11 日本ホラー小説大賞（長編賞佳作） レテの支流 早瀬　乱 角川書店 340296 913

8 日本ミステリー文学大賞　　 小樽 北の墓標 西村　京太郎

8 日本ミステリー文学大賞（新人賞） ユグノーの呪い 新井　政彦

57 野間文芸賞 父の肖像 辻井　喬 新潮社 326953 913

26 野間文芸新人賞 ぐるぐるまわるすべり台 中村　航 文藝春秋 337267 913

26 野間文芸新人賞 遮光 中村　文則 新潮社 424105 913

4 婦人公論文芸賞 負け犬の遠吠え 酒井　順子 講談社 336161 367.4

98 文學界新人賞　　　　　　　　 介護入門 モブ・ノリオ 文藝春秋 337760 913

98 文學界新人賞（佳作） 静かな雨　　　　　　　文学界‘04.6月号 宮下　奈都 536310 Ｚ

99 文學界新人賞　　　　　　　　 初子さん        　　　　 文学界‘04.12月号 赤染　晶子 　 514298 Ｚ

99 文學界新人賞（島田雅彦奨励賞） ヒヤシンス                  文学界‘04.12月号 寺坂　小迪 514298 Ｚ

14 Bunkamura ドゥマゴ文学賞 メロウ1983               新潮‘04.8月号 田口　賢司 新潮社 536742 Ｚ

41 文藝賞 人のセックスを笑うな 山﨑　ナオコーラ 河出書房新社 424645 913

41 文藝賞 野ブタ。をプロデュース 白岩　玄 河出書房新社 340094 913

5 ホラーサスペンス大賞 9月が永遠に続けば　　小説新潮‘04.12月号 沼田　まほかる 458175 Ｚ

5 ホラーサスペンス大賞（特別賞） 背の眼 道尾　秀介 　 　 　

4 本格ミステリ大賞（小説部門） 葉桜の季節に君を想うということ 歌野　晶午 文藝春秋 252885 913

4 本格ミステリ大賞（評論・研究部門） 水面の星座水底の宝石 千街　晶之 光文社 　 　

1 本屋大賞（２００４年度） 博士の愛した数式 小川　洋子 新潮社 533881 913

11 松本清張賞 火天の城 山本　兼一 文藝春秋 337271 913



回 受 賞 名 書 名 著 者 名 出 版 社 図書ＮＯ． 分 類

38 吉川英治文学賞 楊家将 （上）・（下） 北方　謙三 PHP研究所 336068,9 913

25 吉川英治文学賞新人賞 アヒルと鴨のコインロッカー 伊坂　幸太郎 東京創元社 404448 913

17 三島由紀夫賞　　　　　　　　 ららら科學の子 矢作　俊彦 文藝春秋 335976 913

14 紫式部文学賞 愛する源氏物語 俵　万智 文藝春秋 424499 913

17 山本周五郎賞 邂逅の森 熊谷　達也 文藝春秋 337649 913

24 横溝正史賞 風の歌、星の口笛 村崎　友 角川書店 337174 913

24 横溝正史賞（優秀賞） みんな誰かを殺したい 射逆　裕二 角川書店 337163 913

25 吉川英治文学賞新人賞 ワイルド・ソウル 垣根　涼介 幻冬舎 335474 913

55 読売文学賞（小説） 博士の愛した数式 小川　洋子 新潮社 533881 913

55 読売文学賞（戯曲・シナリオ） 泥人魚 唐　十郎 新潮社 336926 912

55 読売文学賞（随筆・紀行） 乱視読者の英米短篇講義 若島　正 研究社 　 　

55 読売文学賞（評論・伝記） ユートピア文学論 沼野　充義 作品社 276264 980

55 読売文学賞（詩歌・俳句） 夏のうしろ 栗木　京子 短歌研究社 　 　

55 読売文学賞（研究・翻訳） 文豪たちの大喧嘩 谷沢　永一 新潮社 335542 910

28 歴史文学賞 村を助くは誰ぞ 岩井　三四二 新人物往来社 424681 913



　　　

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

54 Ｈ氏賞　　　　　　　　　　　 金田君の宝物 松岡　政則 書肆青樹社 　 　

37 小熊秀雄賞 須臾の間に 黒羽　英二 詩画工房

50 角川短歌賞 乱反射　　　　　　　　短歌‘04.11月号 小島　なお 514248 Ｚ

50 角川俳句賞 小海線　　　　　　　　俳句‘04.11月号 仲　寒蝉 514247 Ｚ

48 現代歌人協会賞 蒼の重力 本多　稜 本阿弥書店

48 現代歌人協会賞 友達ニ出会フノハ良イ事 矢部　雅之 ながらみ書房

22 現代詩人賞 翅の伝記 時里　二郎 書肆山田

22 現代詩花椿賞 雲の縁側 八木　忠栄 思潮社

27 現代短歌大賞 はじめての雪 佐佐木　幸綱 短歌研究社 　 　

4 現代短歌新人賞 いびつな果実 松本　典子

22 現代短歌評論賞 インターネットからの叫び－『文学』の延長線上に－ 森井　マスミ

24 現代俳句評論賞 赤黄男と三鬼 白石　司子

24 現代俳句評論賞 基督者田川飛旅子 山本　千代子

14 河野愛子賞 樹雨 日高　堯子 北冬舎

15 斉藤茂吉短歌文学賞 獨狐意尚吟 清水　房雄 不識書院

19 詩歌文学館賞（現代詩部門） わがノルマンディー 安藤　元雄 思潮社

19 詩歌文学館賞（短歌部門） はらりさん 山埜井　喜美枝 砂子屋書房 　 　

19 詩歌文学館賞（俳句部門） 葛の崖 森田　峠 本阿弥書店

38 詩人会議賞 つづれさせ　こおろぎ 美和　澪



回 受 賞 名 書 名 著 者 名 出 版 社 図書ＮＯ． 分 類

38 迢空賞 風位 永田　和宏 短歌研究社 　 　

34 高見順賞 エルヴィスが死んだ日の夜 中上　哲夫 書肆山田 　  

38 蛇笏賞 草虱 福田　甲子雄 花神社 　 　

40 短歌研究賞 滴滴集６・荷風私鈔 小池　光

47 短歌研究新人賞 ペイルグレーの海と空 嵯峨　直樹

17 短歌現代・歌人賞 偏西風 八木田　順峰

19 短歌現代・新人賞 草守 中里　純子

11 短歌新聞社賞 狭き蔭に 小市　己世司 短歌新聞社

29 地球賞 半世紀 高見　弘也 書肆山田

32 壺井繁治賞 ノモンハン桜 猪野　睦 ふたば工房

9 寺山修司短歌賞 斧と匂玉 内藤　明 砂子屋書房

42 藤村記念歴程賞 わがノルマンディー 安藤　元雄 思潮社

42 藤村記念歴程賞 伊良子清白 平出　隆 新潮社

42 藤村記念歴程賞 伊良子清白全集 平出　隆 岩波書店

9 中原中也賞 昼も夜も 久谷　雉 ミッドナイト・プレス

31 日本歌人クラブ賞　　　　　　 風紋の島 三井　修 砂子屋書房

31 日本歌人クラブ賞　　　　　　 樹雨 日高　堯子 北冬舎

10 日本歌人クラブ新人賞 友達ニ出会フノハ良イ事 矢部　雅之 ながらみ書房

37 日本詩人クラブ賞 歳月、失われた蕾の真実 吉野　令子 思潮社

37 日本詩人クラブ新人賞 ガリレオが笑った 吉田　義昭 書肆山田



回 受 賞 名 書 名 著 者 名 出 版 社 図書ＮＯ． 分 類

4 俳句四季大賞 永日 小原　啄葉 角川書店

43 俳人協会賞　　　　　　　　　 深吉野 藤本　安騎生 角川書店

43 俳人協会賞　　　　　　　　　 野面積 黛　執 本阿弥書店

27 俳人協会新人賞 主審の笛 中田　尚子 角川書店

18 俳人協会評論賞 杉田久女 坂本　宮尾 富士見書房

18 俳人協会評論新人賞 季語の底力 櫂　未知子 日本放送出版協会 335519 910

12 萩原朔太郎賞 詩七日　　　　　　　　新潮‘04.１１月号 平田　俊子 思潮社 514158 Ｚ

45 晩翠賞 風ぼうぼうぼう 山﨑　るりこ 思潮社

11 丸山薫賞 祝祭 槙　さわ子 ふらんす堂

13 丸山豊記念現代詩賞 エルヴィスが死んだ日の夜 中上　哲夫 書肆山田

4 山本健吉文学賞（俳句・句集部門） 消息 きちせ　あや ふらんす堂

4 山本健吉文学賞（短歌・歌集部門） はじめての雪 佐佐木　幸綱 短歌研究社

4 山本健吉文学賞（評論部門） 蕉風俳諧における<季語・季題>の研究 東　聖子 明治書院

15 歴程新鋭賞 素晴らしい海岸生物の観察 小笠原　鳥類 思潮社

9 若山牧水賞 滝と流星 米川　千嘉子 短歌研究社



＊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

25 石橋湛山賞 家計からみる日本経済 橘木　俊詔 岩波書店 327683 332

イタリア国際フライアーノ賞 ダヌンツィオの楽園 田之倉　稔 白水社

3 大佛次郎論壇賞 平和構築と法の支配 篠田　英朗 創文社 276222 329

3 大佛次郎論壇賞 <民主>と<愛国> 小熊　英二 新曜社 276181 210

35 大宅壮一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

2 開高健ノンフィクション賞 ウーマンアローン 廣川　まさき 集英社 340209 295

20 科学出版賞 時間の分子生物学－時計と睡眠の遺伝子－ 粂　和彦 講談社 注文中 463

26 角川源義賞　 中世和歌論 川平　ひとし 笠間書院 　 　

26 角川源義賞　 書物の中世史 五味　文彦 みすず書房 　 　

2 角川財団学芸賞　 文明史のなかの明治憲法 瀧井　一博 講談社 注文中 323

48 岸田国士戯曲賞 ワンマン・ショー 倉持　裕 　 　 　

29 木村伊兵衛写真賞 ID400 澤田　知子 青幻舎

32 金田一京介博士記念賞 今昔物語集の表現形成 藤井　俊博 和泉書院

7 桑原武夫学芸賞 テクストから遠く離れて 加藤　典洋 講談社 　 　

7 桑原武夫学芸賞 小説の未来 加藤　典洋 朝日新聞社

20 講談社エッセイ賞 忘れられる過去 荒川　洋治 みすず書房 335760 914

20 講談社エッセイ賞 負け犬の遠吠え 酒井　順子 講談社 336161 367

35 講談社出版文化賞（絵本賞） おばけドライブ スズキ　コージ ビリケン出版 332100 E

26 講談社ノンフィクション賞 年金大崩壊 岩瀬　達哉 講談社 335602 364



回 受 賞 名 書 名 著 者 名 出 版 社 図書ＮＯ． 分 類

26 講談社ノンフィクション賞 年金の悲劇 岩瀬　達哉 講談社 337042 364

26 講談社ノンフィクション賞 野中広務差別と権力 魚住　昭 講談社 424093 289

26 サントリー学芸賞（政治・経済部門） 中国近代外交の形成 川島　真 名古屋大学出版会 　 　

26 サントリー学芸賞（政治・経済部門） 現代中国の政治と官僚制 国分　良成 慶應義塾大学出版会 　 　

26 サントリー学芸賞（芸術･文化部門） あやかし考 田中　貴子 平凡社 注文中 910

26 サントリー学芸賞（芸術･文化部門） デザインのデザイン 原　研哉 岩波書店 　 　

26 サントリー学芸賞（社会･風俗部門） ｢食道楽｣の人　村井弦斎 黒岩　比佐子 岩波書店 　 　

26 サントリー学芸賞（社会･風俗部門） アフター・アメリカ 渡辺　靖 慶應義塾大学出版会

26 サントリー学芸賞（思想･歴史部門） 清帝国とチベットの問題－多民族統合の成立と瓦解－ 平野　聡 名古屋大学出版会 　 　

ＪＣＪ賞（2004年度） 戦場の「慰安婦」－拉孟全滅戦を生き延びた朴永心の軌跡－ 西野　瑠美子 明石書店 403864 210

21 渋沢・クローデル賞（本賞） 東京の下町における日常生活の中の宗教 ファビエンヌ・デュテイユ・オカダ 　

11 小学館ノンフィクション大賞   伊織ちゃんはなぜ死んだか　→改題　ネグレクト－育児放棄－ 杉山　春 小学館 340024 367

3 新潮ドキュメント賞 そして殺人者は野に放たれる 日垣　隆 新潮社 326556 326

3 新潮ドキュメント賞 獄窓記 山本　譲司 ポプラ社 403916 916

38 新風賞　　　　　　　　　　　 バカの壁 養老　孟司 新潮社 253044 304

47 日経・経済図書文化賞 数理ファイナンスの基礎 国友直人・髙橋明彦 東洋経済新報社

47 日経・経済図書文化賞 地方交付税の経済学 赤井伸郎･佐藤主光･山下耕治 有斐閣

47 日経・経済図書文化賞 昭和恐慌の研究 岩田　規久男 東洋経済新報社

47 日経・経済図書文化賞 産業発展のルーツと戦略 園部哲史・大塚啓二郎 知泉書館 　 　

4 日経BP・BizTech図書賞 ウォーター・ビジネス 中村　靖彦 岩波書店 327699 517



回 受 賞 名 書 名 著 者 名 出 版 社 図書ＮＯ． 分 類

4 日経BP・BizTech図書賞 職人学 小関　智弘 講談社 　 　

4 日経BP・BizTech図書賞 誰が科学技術について考えるのか 小林　傳司 名古屋大学出版 　 　

4 日経BP・BizTech図書賞 日本の優秀企業研究 新原　浩朗 日本経済新聞社

52 日本エッセイスト・クラブﾞ賞　　　　　　 日本<汽水>紀行 畠山　重篤 文藝春秋 注文中 662

52 日本エッセイスト・クラブﾞ賞　　　　　　 銃を持つ民主主義 松尾　文夫 小学館 336702 302

52 日本エッセイスト・クラブﾞ賞　　　　　　 ヒトという生きもの 柳沢　嘉一郎 草思社 注文中 914

25 日本出版学会賞（奨励賞） 出版と知のメディア 長谷川　一 みすず書房 　 　

25 日本出版学会賞（特別賞） 日本出版関係書目 朝岡邦雄・布川角左衛門監修 日本エディタースクール出版部 　 　

49 日本随筆家協会賞 風呂焚き 羽田　竹美

49 日本随筆家協会賞 幻の花 宮本　瀧夫

49 日本随筆家協会賞 青磁の香合 福本　直美

40 日本翻訳出版文化賞 ホロコースト大事典 ウォルター・ラカー 柏書房 512421 禁帯出

45 毎日芸術賞　 草影 桂　信子 ふらんす堂

45 毎日芸術賞　 きれいな人 高橋　たか子 講談社 335337 913

58 毎日出版文化賞（文学・芸術部門） シンセミア （上）・（下） 阿部　和重 朝日新聞社 335753,4 913

58 毎日出版文化賞（人文・社会部門） 神々の汚れた手 奥野　正男 梓書院 340156 210

58 毎日出版文化賞（自然科学部門） スノーボール・アース ガブリエル・ウォーカー 早川書房 340164 456

22 向田邦子賞 すいか 木皿　泉 　 　 　

13 山本七平賞 反音楽史－さらば、ベートーヴェン－ 石井　宏 新潮社 340178 762

13 山本七平賞（推薦賞） 大東亜会議の真実－アジアの解放と独立を目指して－ 深田　祐介 PHP研究所 326966 210

吉田茂国際基金褒賞（2003年度） 太平洋問題調査会の研究 片桐　庸夫 慶應義塾大学出版会



回 受 賞 名 書 名 著 者 名 出 版 社 図書ＮＯ． 分 類

14 吉田秀和賞 クリスチャン・ボルタンスキー死者のモニュメント 湯沢　英彦 水声社

5 読売・吉野作造賞 東アジア・イデオロギーを超えて 古田　博司 新書館 337388 311

16 和辻哲郎文化賞（一般部門） 神経と夢想　私の『罪と罰』 秋山　駿 講談社 　 　

16 和辻哲郎文化賞（学術部門） パスカル考 塩川　徹也 岩波書店



　　　 　　　　　　　　　　　　　　 ＊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 人形の旅立ち 長谷川　摂子 福音館書店 333628 C913

8 海洋文学賞（海の子ども文学賞部門佳作） いつか、未来の海で 新垣　勤子

45 講談社児童文学新人賞 勇太と死神 立石　彰

51 産経児童出版文化賞（大賞） 夜中に犬に起こった奇妙な事件 マーク・ハッドン 早川書房 333652 C933

51 産経児童出版文化賞（JR賞） 中世の城日誌 リチャード・プラット 岩波書店 333747 C230

51 産経児童出版文化賞 カマキリ 今森　光彦 アリス館 332555 C486

51 産経児童出版文化賞 江戸っ子ガラス 那須　正幹 くもん出版 321628 C913

51 産経児童出版文化賞 私たちはいま、イラクにいます シャーロット・アルデブロン 講談社 424110 367

51 産経児童出版文化賞 ペーターという名のオオカミ 那須田　淳 小峰書店 332381 C913

51 産経児童出版文化賞 ヘラジカがふってきた！ アンドレアス・シュタインヘーフェル 早川書房 331542 C943

51 産経児童出版文化賞 ハリネズミと金貨 ウラジーミル・オルロフ 偕成社 443723 E

51 産経児童出版文化賞（フジテレビ賞） 妖怪アパートの幽雅な日常 香月　日輪 講談社 332199 C913

51 産経児童出版文化賞（日本放送賞） 原っぱの虹 菊永謙詩・八島正明 いしずえ

33 児童文芸新人賞 ピアニッシシモ 梨屋　アリエ 講談社 333617 C913

33 児童文芸新人賞 はるなつあきふゆもうひとつ 糸永　えつこ 栗田出版

53 小学館児童出版文化賞 鹿よ、おれの兄弟よ
神沢　利子　作
G・D・パヴリーシ
ン絵

福音館書店 333907 E

21 小さな童話大賞 い、ち、もく、さ、ん 宮下　すずか

19 坪田譲治文学賞 人形の旅立ち 長谷川　摂子 福音館書店 333628 C913

22 新見南吉児童文学賞 ニコルの塔 小森　香折 ビーエル出版 332294 C913



回 受 賞 名 書 名 著 者 名 出 版 社 図書ＮＯ． 分 類

9 日本絵本賞       オー・スッパ
越野　民雄　作
高畠　純　　絵

講談社 334191 E

9 日本絵本賞       きつねとうさぎ
フランチェスカ・
      ヤルブーソワ
絵

福音館書店 333848 E

9 日本絵本賞       きつねのかみさま
あまん　きみこ
作
酒井　駒子

ポプラ社 333865 E

9 日本絵本賞 読者賞 天使のかいかた 中川　千尋 理論社 321536 C913

9 日本絵本賞翻訳絵本賞       きつねとうさぎ
フランチェスカ・
      ヤルブーソワ
絵

福音館書店 333848 E

9 日本絵本賞翻訳絵本賞       ぼくの見た戦争 髙橋　邦典 ポプラ社 443796 C302

44 日本児童文学者協会賞 ユウキ 伊藤遊・上出慎也 福音館書店 333640 C913

44 日本児童文学者協会賞（特別賞） 砂田弘評論集成 砂田　弘 てらいんく

37 日本児童文学者協会新人賞 かめきちのおまかせ自由研究 村上しいこ・長谷川義史 岩波書店 334040 C913

37 日本児童文学者協会新人賞 いいねこだった 本間　ちひろ 書肆楽々

28 日本児童文芸家協会賞 カンボジアに心の井戸を 井上　こみち 学習研究社 注文中 C369

28 日本児童文芸家協会賞 しっぽのクレヨン こやま　峰子 朔北社 333503 C911

28 日本児童文芸家協会賞 かぜのアパート こやま　峰子 朔北社 333649 C911

28 日本児童文芸家協会賞 ことばのたしざん こやま　峰子 朔北社 333808 C911

42 野間児童文芸賞 狐笛のかなた 上橋　菜穂子 理論社 333849 C913

15 ひろすけ童話賞 まいごのことり ねじめ　正一 佼成出版社 332864 C913

14 椋鳩十児童文学賞 人形の旅立ち 長谷川摂子・金井田英津子 福音館書店 333628 C913


