
　　　　　　　　　　　　　　　　　
＊文学・文芸・（含評論）＊

2005

回 受 賞 名 書 名 著 者 名 出 版 社 図書ＮＯ． 分 類

132 芥川賞 グランド・フィナーレ 阿部和重 講談社 340708 913.6

133 芥川賞 土の中の子供 中村文則 新潮社 344340 913.6

16 朝日新人文学賞 陽だまりのブラジリアン 楽月慎

15 鮎川哲也賞（佳作） 六月の雪 篠宮裕介

33 泉鏡花文学賞 楽園の鳥　カルカッタ幻想曲 寮美千子 講談社 913.6

16 伊藤整文学賞（小説部門） 金毘羅 笙野頼子 集英社 404692 913.6

16 伊藤整文学賞（評論部門） 西鶴の感情 富岡多惠子 講談社 913.5

28 巌谷小波文芸賞 なかえよしを／上野紀子

51 江戸川乱歩賞 天使のナイフ 薬丸岳 講談社 344185 913.6

7 大籔春彦賞 犯人に告ぐ 雫井脩介 双葉社 337551 913.6

85 オール読物新人賞 黄砂吹く 野田栄二

44 オール読物推理小説新人賞 幻影浅草色付不良少年團（あさくさカラー・ギャング） 佑光正

21 織田作之助賞 六道珍皇寺 横井和彦 講談社出版サービスセンター 913.6

31 大佛次郎賞 鉄塔家族 佐伯一麦 日本経済新聞社 424162 913.6

31 大佛次郎賞 クアトロ・ラガッツィ 若桑みどり 集英社 210.4

31 川端康成文学賞 枯葉の中の青い炎 辻原登 新潮社 340646 913.6

9 木山捷平文学賞 あやめ　鰈　ひかがみ 松浦寿輝 講談社 404520 913.6

48 群像新人文学賞（小説部門） さよならアメリカ 樋口直哉 講談社 341965 913.6



回 受 賞 名 書 名 著 者 名 出 版 社 図書ＮＯ． 分 類

48 群像新人文学賞（優秀作） グルメな女と優しい男 望月あんね 講談社 348576 913.6

48 群像新人文学賞（評論部門優秀作） 赤坂真理　　　　　　　　　群像‘0５.６月号 山田茂 講談社 515539 Z

48 群像新人文学賞（評論部門優秀作）　 過去　メタファー　中国　　群像‘0５.６月号 水牛健太郎 講談社 515539 Z

4 このミステリがすごい！大賞 チーム・バチスタの栄光 海堂尊 宝島社 348600 913.6

6 小松左京賞 神の血脈 伊藤致雄 角川春樹事務所 445191 913.6

1 Ｃ★ＮＯＶＥＬＳ大賞 光降る精霊の森 藤原瑞記 中央公論新社 344130 913.6

1 Ｃ★ＮＯＶＥＬＳ大賞（特別賞） 聖者の異端書 内田響子 中央公論新社 344126 913.6

18 柴田錬三郎賞　　　　　　　　 蝶のゆくえ 橋本治 集英社 404728 913.6

8 司馬遼太郎賞 評伝　北一輝 松本健一 岩波書店 289.1

73 小説現代新人賞　　　　　　　 スリーピーホロウの座敷ワラシ 狩野昌人

18 小説すばる新人賞    　 はるがいったら 飛鳥井千砂 集英社 348481 913.6

29 すばる文学賞      　　　　　 踊るナマズ 高瀬ちひろ 集英社 348483 913.6

37 新潮新人賞 冷たい水の羊　　　　　新潮‘05.11月号 田中慎弥 新潮社 516292 Z

36 星雲賞（日本長編部門） ＡＲＩＥＬ 笹本祐一 朝日ソノラマ 913.6

36 星雲賞（日本短編部門） 象られた力 飛浩隆 早川書房 348512 913.6

36 星雲賞（海外長編部門） 万物理論 グレッグ・イーガン 東京創元社 348516 933.7

36 星雲賞（海外短編部門） ニュースの時間です シオドア・スタージョン 河出書房新社 425805 933.7

36 星雲賞（ノンフィクション部門) 前田建設ファンタジー営業部 前田建設工業株式会社 幻冬舎 340230 778.7

17 大衆文学研究賞（研究・考証部門） 伝統芸能に学ぶ 光森忠勝 恒文社２１ 340584 772.1



回 受 賞 名 書 名 著 者 名 出 版 社 図書ＮＯ． 分 類

17 大衆文学研究賞（評論・伝記部門） 松本清張の時代小説 中島誠 現代書館 326312 910.2

2 ダイヤモンド経済小説賞 デフォルト 相場英雄 ダイヤモンド社 344603 913.6

2 ダイヤモンド経済小説賞（優秀賞） 覇権の標的（ターゲット） 阿川大樹 ダイヤモンド社 348338 913.6

21 太宰治賞 刺繍 川本晶子 筑摩書房 345009 913.6

21 太宰治賞 君は永遠にそいつらより若い 津村記久子 筑摩書房 345011 913.6

41 谷崎潤一郎賞 風味絶佳 山田詠美 文芸春秋 341460 913.6

41 谷崎潤一郎賞 告白 町田康 中央公論新社 514712 913.6

132 直木賞 対岸の彼女 角田光代 文芸春秋 340641 913.6

133 直木賞 花まんま 朱川湊人 文芸春秋 341372 913.6

24 新田次郎文学賞 落花は枝に還らずとも（上・下） 中村彰彦 中央公論新社 340290,1 913.6

6 日本SF新人賞 ゴーディーサンディー 照下土竜 徳間書店 341523 913.6

25 日本SF大賞 イノセンス（映画） 押井守

58 日本推理作家協会賞（長編・連作短編集） 硝子のハンマー 貴志祐介 角川書店 534060 913.6

58 日本推理作家協会賞（長編・連作短編集） 剣と薔薇の夏 戸松淳矩 東京創元社 425652 913.6

58 日本推理作家協会賞（評論・その他部門） 不時着 日高恒太朗 新人物往来社 348657 210.7

17 日本ファンタジーノベル大賞（大賞） 金春屋ゴメス 西條奈加 新潮社 348056 913.6

17 日本ファンタジーノベル大賞（優秀賞） 愛をめぐる奇妙な告白のためのフーガ 琴音 ライブドアパブリッシング 348537 913.6

12 日本ホラー小説大賞 夜市 恒川光太郎 角川書店 344835 913.6



回 受 賞 名 書 名 著 者 名 出 版 社 図書ＮＯ． 分 類

12 日本ホラー小説大賞（短編賞） 余は如何にして服部ヒロシとなりしか あせごのまん 角川書店 348538 913.6

12 日本ホラー小説大賞（長編賞） チューイングボーン 大山尚利 角川書店 348538 913.6

9 日本ミステリー文学大賞　　 赤川次郎

58 野間文芸賞 半島を出よ（上・下） 村上龍 幻冬舎 341100,1 913.6

27 野間文芸新人賞 四十日と四十夜のメルヘン 青木淳悟 新潮社 340923 913.6

27 野間文芸新人賞 二人乗り 平田俊子 講談社 344640 913.6

5 婦人公論文芸賞 魂萌え！ 桐野夏生 毎日新聞社 341320 913.6

2 文の京文芸賞 アトムたちの空 大城貞俊 講談社 913.6

100 文學界新人賞(辻原登・松浦寿輝奨励賞) 末黒野             　       文学界‘05.6月号 佐久吉忠夫 文芸春秋 515545 Ｚ

101 文學界新人賞 さりぎわの歩き方　      文学界　'05.12月号 中山智幸 文芸春秋 516452 Z

15 Bunkamura ドゥマゴ文学賞 傷口にはウオッカ 大道珠貴 講談社 340644 913.6

42 文藝賞 窓の灯（あかり） 青山七恵 河出書房新社 348050 913.6

42 文藝賞 平成マシンガンズ 三並夏 河出書房新社 348062 913.6

6 ホラーサスペンス大賞 キタイ 吉来駿作 幻冬舎 348679 913.6

6 ホラーサスペンス大賞（特別賞） 時は静かに戦慄く（抄録）小説新潮 '05.12 本宮条太郎 新潮社 459754 Z

5 本格ミステリ大賞（小説部門） 生首に聞いてみろ 法月綸太郎 角川書店 337951 913.6

5 本格ミステリ大賞（評論・研究部門） 天城一の密室犯罪学教程 天城一 日本評論社 404308 913.6

2 本屋大賞（２００５年度） 夜のピクニック 恩田陸 新潮社 337585 913.6

12 松本清張賞 一枚摺屋 城野隆 文藝春秋 341722 913.6



回 受 賞 名 書 名 著 者 名 出 版 社 図書ＮＯ． 分 類

18 三島由紀夫賞　　　　　　　　 六〇〇〇度の愛 鹿島田真希 新潮社 341827 913.6

15 紫式部文学賞 ナラ・レポート 津島佑子 文藝春秋 404689 913.6

18 山本周五郎賞 明日の記憶 荻原浩 光文社 515050 913.6

18 山本周五郎賞 君たちに明日はない 垣根涼介 新潮社 341165 913.6

25 横溝正史ミステリ大賞 いつか、虹の向こうへ 伊岡瞬 角川書店 341571 913.6

39 吉川英治文学賞 夜の明けるまで 北原亜以子 講談社 336312 913.6

26 吉川英治文学賞新人賞 夜のピクニック 恩田陸 新潮社 337585 913.6

26 吉川英治文学賞新人賞 幸福な食卓 瀬尾まいこ 講談社 344045 913.6

56 読売文学賞（小説） 半島 松浦寿輝 文芸春秋 425116 913.6

56 読売文学賞（評論・伝記） 余多歩き菊池山哉の人と学問 前田速夫 晶文社 289.1

56 読売文学賞（詩歌・俳句） 馴鹿時代今か来向かふ 岡井隆 砂子屋書房 　 911.1

56 読売文学賞（詩歌・俳句） アメリカ 飯島耕一 思潮社 911.5

20 ヨゼフ・ロゲンドルフ賞 流れゆく日々 サイデンステッカー 時事通信出版局 289.3

29 歴史文学賞 乾山晩愁 葉室麟 新人物往来社 344839 913.6



　　　

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

55 Ｈ氏賞　　　　　　　　　　　 あまのがわ 山本純子 花神社 　 911.5

38 小熊秀雄賞 かんごかてい 寺田美由記 詩学社 911.5

51 角川短歌賞 闘牛の島　　　　　　　短歌　'05.11月号 森山良太 角川書店 516360 Ｚ

51 角川俳句賞 夏が来る　　　　　　　俳句　'05.11月号 原雅子 角川書店 516359 Ｚ

23 現代詩人賞 舟歌 平林敏彦 思潮社 911.5

23 現代詩花椿賞 神の子犬 藤井貞和 書肆山田 911.5

5 現代短歌新人賞 無言歌 河野美砂子 砂子屋書房

23 現代短歌評論賞 寺山修二の見ていたもの なみの亜子

25 現代俳句評論賞 さすらう言葉としての俳句 柳生正名

16 斉藤茂吉短歌文学賞 滴滴集 小池光 短歌研究社 911.1

20 詩歌文学館賞（現代詩部門） アメリカ 飯島耕一 思潮社 911.5

20 詩歌文学館賞（短歌部門） 西域更紗 宮英子 柊書房 　 　

20 詩歌文学館賞（俳句部門） 光年 林翔 ふらんす堂 911.3

35 高見順賞 マンゴー幻想 相沢啓三 書肆山田 　 911.5

35 高見順賞 零度の犬 建畠晢 書肆山田 911.5

39 蛇笏賞 晨鐘 鷲谷七菜子 本阿弥書房 　 　



回 受 賞 名 書 名 著 者 名 出 版 社 図書ＮＯ． 分 類

41 短歌研究賞 竹酔日 春日真木子

41 短歌研究賞 死と塩 吉川宏志

48 短歌研究新人賞 麦と砲弾 奥田亡羊

18 短歌現代・歌人賞 綿雪 稲葉範子

20 短歌現代・新人賞 片翅の蝶 高木佳子

12 短歌新聞社賞 葛飾 続 宮地伸一 短歌新聞社 911.1

30 地球賞 在日コリアン詩選集 森田進/佐川亜紀 土曜美術社出版販売 911.5

39 迢空賞 時のめぐりに 小池光 本阿弥書店 　 911.1

33 壺井繁治賞 方言札 真栄田義功 編集工房ノア

10 寺山修司短歌賞 新月の蜜 伊藤一彦 雁書館

43 藤村記念歴程賞 北原白秋 三木卓 筑摩書房 348470 911.5

43 藤村記念歴程賞 蟹場まで 安永稔和 編集工房ノア

10 中原中也賞 オウバアキル 三角みづ紀 思潮社 911.5

32 日本歌人クラブ賞　　　　　　 足下 大下一真 不識書院 911.1

11 日本歌人クラブ新人賞 リカ先生の夏 里見佳保

38 日本詩人クラブ賞 有明まで 尾花仙朔 思潮社 911.5

15 日本詩人クラブ新人賞 水葬の森 星善博 土曜美術社出版販売 911.5

5 俳句四季大賞 耶々 大石悦子 富士見書房 911.3

44 俳人協会賞　　　　　　　　　 千年 鈴木鷹夫 角川書店



回 受 賞 名 書 名 著 者 名 出 版 社 図書ＮＯ． 分 類

28 俳人協会新人賞 真咲 辻美奈子 ふらんす堂 911.3

28 俳人協会新人賞 げんげ 松永浮堂 文学の森

28 俳人協会新人賞 点睛 山崎裕子 角川書店

19 俳人協会評論賞 虚子の京都 西村和子 角川学芸出版 911.3

19 俳人協会評論新人賞 魅了する詩型 小川軽舟 富士見書房 911.3

13 萩原朔太郎賞 心理 荒川洋治 みすず書房 341713 911.5

46 晩翠賞 犀 高岡修 思潮社 911.5

12 丸山薫賞 客地黄落 柏木義雄 思潮社 911.5

14 丸山豊記念現代詩賞 ささ笛ひとつ 森崎和江 思潮社 911.5

5 山本健吉文学賞（俳句・句集部門） 海鼠の日 角川春樹 文学の森 911.3

5 山本健吉文学賞（短歌・歌集部門） あかるたへ 水原紫苑 河出書房新社 911.1

5 山本健吉文学賞（詩部門） 木端微塵 季村敏夫 書肆山田 911.5

5 山本健吉文学賞（評論部門） 昭和の名句集を読む 宗田安正 本阿弥書店 911.3

5 山本健吉文学賞（評論部門） 市井風流 加藤郁乎 岩波書店 911.3

16 歴程新鋭賞 音づれる声 藤原安紀子 書肆山田 911.5

9 蓮如賞 北原白秋 三木卓 筑摩書房 348470 911.5

10 若山牧水賞 あかるたへ 水原紫苑 河出書房新社 911.1



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

17 アジア・太平洋賞 中村屋のボース 中島岳志 白水社 発注中 289.2

17 アジア・太平洋賞(特別賞） アジア冷戦史 下斗米伸夫 中央公論新社 327855 319.2

17 アジア・太平洋賞(特別賞） アジア金融再生 高安健一 勁草書房 338.2

17 アジア・太平洋賞(特別賞） 大仏破壊 高木徹 文芸春秋 425056 302.2

26 石橋湛山賞 平和のリアリズム 藤原帰一 岩波書店 319.8

36 大宅壮一ノンフィクション賞 ぼくもいくさに征くのだけれど 稲泉連 中央公論新社 348658 911.5

36 大宅壮一ノンフィクション賞 大仏破壊 高木徹 文芸春秋 425056 302.2

4 大佛次郎論壇賞 国民の天皇 ケネス・ルオフ 共同通信社 340572 313.6

4 大佛次郎論壇賞 文明史のなかの明治憲法 滝井一博 講談社 340573 323.1

3 開高健ノンフィクション賞 絵はがきにされた少年 藤原章生 集英社 348070 302.4

21 科学出版賞 性転換する魚たち 桑村哲生 岩波書店 327861 487.5

27 角川源義賞（文学研究部門） 西行の和歌の世界 稲田利徳 笠間書院 　 911.1

27 角川源義賞（歴史研究部門）　 日本古代金石文の研究 東野治之 岩波書店 　 210.3

3 角川財団学芸賞　 戦場の精神史 佐伯真一 日本放送出版協会 348028 156

49 岸田国士戯曲賞 鈍獣 宮藤官九郎 パルコ出版局 341642 912.6

49 岸田国士戯曲賞 三月の５日間 岡田利規 白水社 　 912.6

30 木村伊兵衛写真賞 東京窓景 中野正貴 河出書房新社 748

8 桑原武夫学芸賞 パレオマニア 池澤夏樹 集英社インターナショナル 326916 915.6

8 桑原武夫学芸賞 文芸にあらわれた日本の近代 猪木武徳 有斐閣 210.6



回 受 賞 名 書 名 著 者 名 出 版 社 図書ＮＯ． 分 類

55 芸術選奨文部科学大臣賞（文学部門） ナラ・レポート 津島佑子 文藝春秋 404689 913.6

55 芸術選奨文部科学大臣新人賞（文学部門） 海の仙人 絲山秋子 新潮社 424319 913.6

55 芸術選奨文部科学大臣新人賞（評論部門） 耳の悦楽 西成彦 紀伊国屋書店 341125 930.2

21 講談社エッセイ賞 日本語ぽこりぽこり アーサー・ビナード 小学館 425029 914.6

36 講談社出版文化賞（絵本賞） 鹿よおれの兄弟よ 神沢利子 福音館書店 333907 E

27 講談社ノンフィクション賞 ナツコ  沖縄密貿易の女王 奥野修司 文芸春秋 425304 289.1

27 講談社ノンフィクション賞 メディアの支配者（上・下） 中川一徳 講談社 344291,2 335.5

4 小林秀雄賞 脳と仮想 茂木健一郎 新潮社 276573 491.3

27 サントリー学芸賞（政治・経済部門） 日本の不平等 大竹文雄 日本経済新聞社 　 331.8

27 サントリー学芸賞（政治・経済部門） 属国と自主のあいだ 岡本隆司 名古屋大学出版会 　 319.2

27 サントリー学芸賞（芸術･文化部門） 漢文脈の近代 斎藤希史 名古屋大学出版会 910.2

27 サントリー学芸賞（芸術･文化部門） アメリカン・ナルシス 柴田元幸 東京大学出版会 　 930.2

27 サントリー学芸賞（思想･歴史部門） 教育の世紀 苅谷剛彦 弘文堂 　 372.5

27 サントリー学芸賞（思想･歴史部門） 御一新とジェンダー 関口すみ子 東京大学出版会 276461 367.2

27 サントリー学芸賞（思想･歴史部門） 政党内閣制の成立一九一八～二七年 村井良太 有斐閣 　 312.1

22 渋沢・クローデル賞 フランス革命と結社 竹中幸史 昭和堂 325

12 小学館ノンフィクション大賞   昭和犬奇人　平岩米吉伝 片野ゆか

4 新潮ドキュメント賞 メディアの支配者（上・下） 中川一徳 講談社 344291,2 335.5

39 新風賞　　　　　　　　　　　 グッドラック アレックス・ロビラ ポプラ社 337386 963

48 日経・経済図書文化賞 資本の測定 野村浩二 慶応義塾大学出版会 331.1

48 日経・経済図書文化賞 近代日本の所得分布と家族経済 谷沢弘毅 日本図書センター 331.8



回 受 賞 名 書 名 著 者 名 出 版 社 図書ＮＯ． 分 類

48 日経・経済図書文化賞 日本の不平等 大竹文雄 日本経済新聞社 　 331.8

5 日経BP・BizTech図書賞 環境リスク学 中西準子 日本評論社 348575 519.1

5 日経BP・BizTech図書賞 戦略不全の論理 三品和広 東洋経済新報社 　 336.1

5 日経BP・BizTech図書賞 日本のもの造り哲学 藤本隆宏 日本経済新聞社 424892 509.2

53 日本エッセイスト・クラブﾞ賞　　　　　　 日本を愛したティファニー 久我なつみ 河出書房新社 425580 289.3

53 日本エッセイスト・クラブﾞ賞　　　　　　 名優・滝沢修と激動昭和 滝沢荘一 新風舎 424659 775.1

53 日本エッセイスト・クラブﾞ賞　　　　　　 報道電報検閲秘史 竹山恭二 朝日新聞社

42 日本翻訳文化賞 アーレント＝ヤスパース往復書簡１９２６－１９６９ ハンナ・アーレント みすず書房 134.9

59 毎日出版文化賞（文学・芸術部門） 半島を出よ（上・下） 村上龍 幻冬舎 341100,1 913.6

59 毎日出版文化賞（人文・社会部門） 評伝　北一輝 松本健一 岩波書店 289.1

59 毎日出版文化賞（自然科学部門） 環境リスク学 中西準子 日本評論社 348575 519.1

59 毎日出版文化賞（企画部門） 形の科学百科事典 形の科学会 朝倉書店 R403

59 毎日出版文化賞（特別賞） 国家の罠 佐藤優 新潮社 341773 319.1

23 向田邦子賞 不機嫌なジーン 大森美香 フジテレビ出版 　 913.6

14 山本七平賞 白洲次郎　占領を背負った男 北康利 講談社 425614 289.1

14 山本七平賞（特別賞） 西条八十 筒井清忠 中央公論新社 345028 911.5

15 吉田秀和賞 グレン・グールド論 宮澤淳一 春秋社 762.5

6 読売・吉野作造賞 憲法で読むアメリカ史（上・下） 阿川尚之 ＰＨＰ研究所 323.5

17 和辻哲郎文化賞（一般部門） ラフカディオ・ハーン 平川祐弘 ミネルヴァ書房 　 930.2

17 和辻哲郎文化賞（学術部門） 法という企て 井上達夫 東京大学出版 321.1



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

35 赤い鳥文学賞 いちど消えたものは 李錦玉 てらいんく K911.56

15 けんぶち絵本の里大賞 もったいないばあさん 真珠まりこ 講談社 333388 E

15 けんぶち絵本の里大賞（びばからす賞） ねこがさかなをすきになったわけ ひだのかな代 新風舎 334598 E

15 けんぶち絵本の里大賞（びばからす賞） うちにあかちゃんがうまれるの いとうえみこ ポプラ社 334569 E

15 けんぶち絵本の里大賞（びばからす賞） つきのよるに いもとようこ 岩崎書店 333344 E

46 講談社児童文学新人賞 ソニンと燕になった王子 菅野雪虫

52 産経児童出版文化賞（大賞） 昔のくらしの道具事典 小林克 岩崎書店 443996 C383

52 産経児童出版文化賞（JR賞） ヒットラーのむすめ ジャッキー・フレンチ 鈴木出版 333467 C933

52 産経児童出版文化賞 ホリス・ウッズの絵 パトリシア・ライリー・ギフ さ・え・ら書房 333982 C933

52 産経児童出版文化賞 スピリット島の少女 ルイーズ・アードリック 福音館書店 333347 C933

52 産経児童出版文化賞 うさぎのおうち マーガレット・ワイズ・ブラウン ほるぷ出版 334250 E

52 産経児童出版文化賞 ウィッシュリスト オーエン・コルファー 理論社 333988 C933

52 産経児童出版文化賞（美術賞） 悲しい本 マイケル・ローゼン あかね書房 334547 E

52 産経児童出版文化賞（フジテレビ賞） 盲導犬不合格物語 沢田俊子 学研 332730 C369

52 産経児童出版文化賞（ニッポン放送賞） どうぶつゆうびん もとしたいづみ 講談社 333457 C913

34 児童文芸新人賞 さるすべりランナーズ 浅田宗一郎 岩崎書店 433431 C913

34 児童文芸新人賞 月のかおり 童みどり らくだ出版 433502 C911

54 小学館児童出版文化賞 バッテリー あさのあつこ 教育画劇 270268 C913



回 受 賞 名 書 名 著 者 名 出 版 社 図書ＮＯ． 分 類

22 小さな童話大賞 スイカのすい子 奥原弘美

20 坪田譲治文学賞 ペーターという名のオオカミ 那須田淳 小峰書店 332381 C913

23 新見南吉児童文学賞 雪の林 やえがしなおこ ポプラ社 433424 C913

10 日本絵本賞 （大賞） ないた
中川ひろたか　さ
く　　　長新太
絵

金の星社 333360 E

10 日本絵本賞       いろはにほへと
今江祥智　文
長谷川義史　絵

ＢＬ出版 333356 E

10 日本絵本賞       さくら子のたんじょう日
宮川ひろ　作
こみねゆら　絵

童心社 334517 E

ケイト・ラム　文

エイドリアン・ジョンソン　絵

10 日本絵本賞翻訳絵本賞       エリカ奇跡のいのち

ルース・バンダー・ジー
文
ロベルト・インノチェン
ティ　絵

講談社 333288 E

45 日本児童文学者協会賞 ４つの初めての物語 さとうまきこ ポプラ社 334350 C913

45 日本児童文学者協会賞（特別賞） ズッコケ三人組 那須正幹 ポプラ社 242523 C913

38 日本児童文学者協会新人賞 青いチューリップ 新藤悦子 講談社 433435 C913

38 日本児童文学者協会新人賞 近代沖縄における児童文化・児童文学の研究 齋木喜美子 風間書房 379.3

29 日本児童文芸家協会賞 あした、出会った少年 越水利江子 学習研究社 334468 C913

43 野間児童文芸賞 なまくら 吉橋通夫 講談社 339180 C913

16 ひろすけ童話賞 きょうはいい日だね 宮川ひろ ＰＨＰ研究所 338733 C913

15 椋鳩十児童文学賞 雪の林 やえがしなおこ ポプラ社 433424 C913

10 日本絵本賞 読者賞 あらまっ！ 小学館 332744 E


