
　　　　　　　　　　　　　　　　　
＊文学・文芸・（含評論）＊

回 受 賞 名 書 名 著 者 名 出 版 社 図書ＮＯ． 分 類

134 芥川賞 沖で待つ 糸山秋子 文芸春秋 348937 913.6

135 芥川賞 八月の路上に捨てる 伊藤たかみ 文芸春秋 342646 913.6

16 鮎川哲也賞 ヴェサリウスの柩 麻見和史 東京創元社 446620 913.6

16 鮎川哲也賞（佳作） 理由あって冬に出る 似鳥鶏 　 　 　

16 鮎川哲也賞（佳作） 毒殺倶楽部 松下麻利緒 　 　 　

34 泉鏡花文学賞 悪党芭蕉 嵐山光三郎 新潮社 446024 911.32

17 伊藤整文学賞（小説部門） 退廃姉妹 島田雅彦 文芸春秋 425765 913.6

17 伊藤整文学賞（評論部門） 武田泰淳伝 川西政明 講談社 910.26

29 巌谷小波文芸賞 岩崎京子

52 江戸川乱歩賞 東京ダモイ 鏑木蓮 講談社 350755 913.6

52 江戸川乱歩賞 三年坂　火の夢 早瀬乱 講談社 350751 913.6

22 織田作之助賞 眠れぬ川 松嶋ちえ

8 大籔春彦賞 遠くて浅い海 ヒキタクニオ 文芸春秋 344461 913.6

86 オール読物新人賞 夏光 乾ルカ

86 オール読物新人賞 裏へ走り蹴り込め 小野寺文宜

45 オール読物推理小説新人賞 俺と雌猫のレクイエム 牧村一人

18 尾崎秀樹記念・大衆文学研究賞(研究・考証部門） 日本の放浪芸 小沢昭一 白水社 779

18 尾崎秀樹記念・大衆文学研究賞(評論・伝記部門) 流行歌 西条八十物語 吉川潮 新潮社 424396 913.6

18 尾崎秀樹記念・大衆文学研究賞(特別賞) 新田次郎文学事典 新田次郎記念会 新人物往来社 910.26
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回 受 賞 名 書 名 著 者 名 出 版 社 図書ＮＯ． 分 類

32 大佛次郎賞 西鶴の感情 富岡多惠子 講談社 350764 913.52

32 大佛次郎賞 千々にくだけて リービ英雄 講談社 341461 913.6

32 川端康成文学賞 ロック母　　　　　　　　　新潮　'06.6月号 角田光代 新潮社 517328 Z

49 群像新人文学賞（小説部門） 無限のしもべ　　　　　　　群像   '06.6月号 木下 古栗 講談社 517323 Z

49 群像新人文学賞（小説部門） 憂鬱なハスビーン 朝比奈あすか 講談社 446473 913.6

49 群像新人文学賞（優秀作） 煙幕　　　　                   群像   '06.6月号 深津 望 講談社 517323 Z

49 群像新人文学賞（評論部門優秀作） 乖離する私　－中村文則－　群像‘06.6月号 田中 弥生 講談社 517323 Z

5 このミステリーがすごい！大賞 ブレイクスルー・トライアル 伊園旬 宝島社 447118 913.6

19 柴田錬三郎賞　　　　　　　　 虹の彼方 小池真理子 毎日新聞社 349702 913.6

9 司馬遼太郎賞 水滸伝１～19 北方謙三 集英社 323391 913.6

10 司馬遼太郎賞 お腹召しませ 浅田次郎 中央公論新社 348810 913.6

10 司馬遼太郎賞 暗闘 スターリン、トルーマンと日本降伏 長谷川毅 中央公論新社 445550 210.75

13 島清恋愛文学賞 眠れぬ真珠 石田衣良 新潮社 349683 913.6

1 小説現代長編新人賞　　　　　　　 ワーホリ任侠伝 ヴァシィ章絵 講談社 351490 913.6

1 小説現代長編新人賞(奨励賞)　　　　　　 火ノ児の剣 中路啓太 講談社 351448 913.6

19 小説すばる新人賞    　 でかい月だな 水森サトリ 集英社 447149 913.6

38 新潮新人賞 ポータブル・パレード　　　新潮‘06.11月号 吉田直美 新潮社 346078 Z

4 親鸞賞 新リア王(上下) 高村薫 新潮社 344827,8 913.6

30 すばる文学賞      　　　　　 幻をなぐる 瀬戸良枝 集英社 447146 913.6

30 すばる文学賞 (佳作)  　　　　　 テーパー・シャンク 吉原清隆
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回 受 賞 名 書 名 著 者 名 出 版 社 図書ＮＯ． 分 類

3 ダイヤモンド経済小説賞 ザ・リコール 志摩峻 ダイヤモンド社 446623 913.6

22 太宰治賞 ぴんはらり　『峠の春は』を改題 栗林佐知 筑摩書房 352298 913.6

42 谷崎潤一郎賞 ミーナの行進 小川洋子 中央公論新社 350418 913.6

1 中央公論文芸賞 お腹召しませ 浅田次郎 中央公論新社 348810 913.6

134 直木賞 容疑者Ｘの献身 東野圭吾 文芸春秋 344261 913.6

135 直木賞 まほろ駅前多田便利軒 三浦しをん 文芸春秋 350727 913.6

135 直木賞 風に舞いあがるビニールシート 森絵都 文芸春秋 350728 913.6

11 中山義秀文学賞 天馬、翔ける（上・下） 安部竜太郎 新潮社 340417,8 913.6

25 新田次郎文学賞 灰色の北壁 真保裕一 講談社 341050 913.6

7 日本SF新人賞 マーダー・アイアン タタツシンイチ 徳間書店 350308 913.6

26 日本SF大賞 象られた力 飛浩隆 早川書房 348512 913.6

59 日本推理作家協会賞（長編・連作短編集） ユージニア 恩田陸 角川書店 340709 913.6

59 日本推理作家協会賞（短篇部門) 独白するユニバーサル横メルカトル 平山夢明 光文社 350831 913.6

59 日本推理作家協会賞（評論・その他部門） 松本清張事典決定版 郷原宏 角川学芸出版 R910.2

59 日本推理作家協会賞（評論・その他部門） 下山事件 最後の証言 柴田哲孝 祥伝社 425476 326.2

18 日本ファンタジーノベル大賞（長編賞） 僕僕先生 仁木英之 新潮社 446858 913.6

18 日本ファンタジーノベル大賞（優秀賞） 闇鏡 堀川アサコ 新潮社 446906 913.6

13 日本ホラー小説大賞 紗央里ちゃんの家 矢部嵩 角川書店 351601 913.6

13 日本ホラー小説大賞（短編賞） サンマイ崩れ 平松次郎 角川書店

10 日本ミステリー文学大賞　　 夏樹静子
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回 受 賞 名 書 名 著 者 名 出 版 社 図書ＮＯ． 分 類

10 日本ミステリー文学新人賞 水上のパッサカリア 海野夕凪

1 日本ラブストーリー大賞 カフーを待ちわびて 原田マハ 宝島社 349380 913.6

1 日本ラブストーリー大賞特別賞 スイッチ さとうさくら 宝島社 349774 913.6

59 野間文芸賞 一日　夢の柵 黒井千次 講談社 348680 913.6

28 野間文芸新人賞 名もなき孤児たちの墓 中原昌也 新潮社 348959 913.6

2 フランツ・カフカ賞 村上春樹

102 文學界新人賞 風化する女                 文学界‘06.6月号 木村紅美 文芸春秋 517329 Z

102 文學界新人賞(島田雅彦奨励賞) バードメン　　　　　　文学界　'06.6月号 澁谷ヨシユキ 文芸春秋 517329 Ｚ

103 文學界新人賞 裏庭の穴                   文学界‘06.12月号      田山朔美 文芸春秋 346245 Z

103 文學界新人賞 いやしい鳥　　　　　　文学界‘06.12月号      藤野可織 文芸春秋 346245 Z

16 Bunkamura ドゥマゴ文学賞 買えない味 平松洋子 筑摩書房 発注中 596.04

43 文藝賞 公園 荻世いをら 河出書房新社 446802 913.6

43 文藝賞 ヘンリエッタ 中山咲 河出書房新社 446803 913.6

9 坊ちゃん文学賞（大賞） ゆくとしくるとし 大沼紀子 マガジンハウス 351842 913.6

1 ポプラ社小説大賞 削除ボーイズ０３２６ 方波見大志 ポプラ社 351394 913.6

1 ポプラ社小説大賞(優秀賞) アンクレット・タワー 真田コジマ ポプラ社 351310 913.6

1 ポプラ社小説大賞(優秀賞) ミツメテイタイ 長谷川安宅 ポプラ社 351311 913.6

6 本格ミステリ大賞（評論・研究部門） ニッポン硬貨の謎 北村薫 東京創元社 343882 913.6

6 本格ミステリ大賞（小説部門） 容疑者Ｘの献身 東野圭吾 文芸春秋 344261 913.6

3 本屋大賞 東京タワー オカンとボクと、時々、オトン リリー・フランキー 扶桑社 343897 913.6

13 松本清張賞 一応の推定 広川純 文藝春秋 350179 913.6
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回 受 賞 名 書 名 著 者 名 出 版 社 図書ＮＯ． 分 類

19 三島由紀夫賞　　　　　　　　 ＬＯＶＥ 古川日出男 祥伝社 344387 913.6

16 紫式部文学賞 沼地のある森を抜けて 梨木香歩 新潮社 344322 913.6

1 野生時代青春文学大賞 りはめより１００倍恐ろしい 木堂椎 角川書店 348957 913.6

2 野生時代青春文学大賞 些末なおもいで 埜田杳 角川書店 351980 913.6

19 山本周五郎賞 安徳天皇漂海記 宇月原晴明 中央公論新社 348944 913.6

26 横溝正史ミステリ大賞 ユグドラジルの覇者　『世界樹の枝で』を改題 桂木希 角川書店 349989 913.6

26 横溝正史ミステリ大賞テレビ東京賞 オブリビオン～忘却 大石直紀 角川書店 446006 913.6

40 吉川英治文学賞 受賞作なし    

27 吉川英治文学賞新人賞 隠蔽捜査 今野敏 新潮社 344454 913.6

57 読売文学賞（小説賞） 河岸忘日抄 堀江敏幸 新潮社 404796 913.6

57 読売文学賞（小説賞） 焼身 宮内勝典 集英社 425606 913.6

57 読売文学賞（随筆・紀行賞） イタリア・ユダヤ人の風景 河島英昭 岩波書店 237.06

57 読売文学賞（評伝・伝記賞） 西条八十 筒井清忠 中央公論新社 345028 911.5

57 読売文学賞（詩歌俳句賞） 瞬間 小沢実 角川書店 911.36

30 歴史文学賞 抗蒙の丘（オルム）三別抄耽羅戦記 金重明 新人物往来社 350192 913.6
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　　　　　　　　　　　　　　 ＊詩・短歌・俳句＊
回 受 賞 名 書 名 著 者 名 出 版 社 図書ＮＯ． 分 類

56 Ｈ氏賞　　　　　　　　　　　 パルナッソスへの旅 相沢正一郎 書肆山田 　 911.56

8 小野十三郎賞 学校 たかとう匡子 思潮社 351711 911.56

52 角川短歌賞 黙秘の庭　　　　　　　短歌　'06.12月号 澤村斉美 角川書店 346166 Ｚ

52 角川俳句賞 鯛の笛 千々和恵美子 　 　 　

24 現代詩人賞 神の子犬 藤井貞和 書肆山田 911.56

24 現代詩花椿賞 鷲がいて 辻井喬 思潮社 911.56

6 現代短歌新人賞 冷えゆく耳 後藤由紀恵 ながらみ書房

24 現代短歌評論賞 現実感喪失の危機－離人病的短歌 高橋啓介

26 現代俳句評論賞 不可知について－純粋俳句論と現代 宇井十間

5 現代ポイエーシス賞 家族の風景 西出新三郎 思潮社 911.56

17 斉藤茂吉短歌文学賞 昭和短歌の精神史 三枝昂之 本阿弥書店 276511 911.16

21 詩歌文学館賞（現代詩部門） アルボラーダ 入沢康夫 書肆山田 911.56

21 詩歌文学館賞（短歌部門） 椿の館 稲葉京子 短歌研究社 　 　

21 詩歌文学館賞（俳句部門） 日月 深見けん二 ふらんす堂  

36 高見順賞 河原荒草 伊藤比呂美 思潮社 348214 911.56

40 蛇笏賞 めんない千鳥 後藤比奈夫 ふらんす堂 　 911.36

42 短歌研究賞 賞味期限 大島史洋

49 短歌研究新人賞 カシスドロップ 野口あや子

13 短歌新聞社賞 天水 大河原惇行 短歌新聞社 911.16
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回 受 賞 名 書 名 著 者 名 出 版 社 図書ＮＯ． 分 類

31 地球賞 化身 倉橋健一 思潮社 911.56

40 迢空賞 泡も一途                      短歌　'06.6月号 岩田正 角川書店 517419 Z

40 迢空賞 憂春　　                      短歌　'06.6月号 小島ゆかり 角川書店 517419 Z

11 寺山修司短歌賞 海雨 吉川宏志 砂子屋書房 911.16

44 藤村記念歴程賞 幸福 井川博年 思潮社 351263 911.56

44 藤村記念歴程賞 時空蒼茫 高橋英夫 講談社 　 914.6

11 中原中也賞 音速平和 水無田気流 思潮社 911.56

33 日本歌人クラブ賞　　　　　　 冬の骨 山名康郎 短歌新聞社 911.16

33 日本歌人クラブ賞　　　　　　 杖 板宮清治 短歌新聞社 911.16

12 日本歌人クラブ新人賞 問答雲 春日いづみ 角川書店 911.16

4 日本歌人クラブ評論賞 昭和短歌の精神史 三枝昂之 本阿弥書店 276511 911.16

4 日本歌人クラブ評論賞 与謝野鉄幹 青井史 深夜叢書社 　 911.16

6 日本詩人クラブ詩界賞 日本近代象徴詩の研究 佐藤伸宏 翰林書房 911.52

16 日本詩人クラブ新人賞 切通し 竹内美智代 花神社 911.56

39 日本詩人クラブ賞 ゴドー氏の村 川島完 　 　

17 日本伝統俳句協会賞 月 佐土井智津子 　 　

17 日本伝統俳句協会賞新人賞 野の咲く 内原弘美 　 　

45 俳人協会賞　　　　　　　　　 大地 大串章 角川書店 911.36

45 俳人協会賞　　　　　　　　　 胡蝶 鍵和田ユウ子 角川書店 911.36

29 俳人協会新人賞 花実 高田正子 ふらんす堂 911.36

29 俳人協会新人賞 こゑふたつ 鴇田智哉 木の山文庫 911.36
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回 受 賞 名 書 名 著 者 名 出 版 社 図書ＮＯ． 分 類

29 俳人協会新人賞 楽浪 中村与謝男 富士見書房 911.36

20 俳壇賞 蜻蛉の翅 三吉みどり 　

14 萩原朔太郎賞 アストロノート 松本圭二 　 　 　

47 晩翠賞 地球頭脳詩篇 和合亮一 思潮社 911.56

13 丸山薫賞 パゴダツリーに降る雨 山本博道 書肆山田 911.56

15 丸山豊記念現代詩賞 ズレる？ 西沢杏子 てらいんく 911.56

1 三好達治賞 黄燐と投げ縄 清水哲男 書肆山田 911.56

6 山本健吉文学賞（俳句・句集部門）  該当作なし 　 　 　

6 山本健吉文学賞（短歌・歌集部門） 海雨 吉川宏志 砂子屋書房 911.16

6 山本健吉文学賞（詩部門） 黄燐と投げ縄 清水哲男 書肆山田 911.56

6 山本健吉文学賞（評論部門） 長谷川素逝　圓光の生涯 うさみとしお 　 　

6 山本健吉文学賞（評論部門） 評伝西脇順三郎 新倉俊一 慶応義塾大学出版会 911.52

57 読売文学賞（詩歌俳句賞） 瞬間 小沢実 角川書店 911.36

17 歴程新鋭賞 ある街の観察 浜田優 思潮社 911.56

11 若山牧水賞 プーさんの鼻 俵万智 文芸春秋 344815 911.16

11 若山牧水賞  アメリカ 坂井修一 角川書店  911.16
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＊文化賞＊
回 受 賞 名 書 名 著 者 名 出 版 社 図書ＮＯ． 分 類

18 アジア・太平洋賞(大賞） ミャンマーという国への旅 エマ・ラーキン 晶文社 292.4

18 アジア・太平洋賞(特別賞） 栄家の血脈 王曙光 東洋経済新報社  288.3

18 アジア・太平洋賞(特別賞） 大地の咆哮 杉本信行 ＰＨＰ研究所 350368 319.1

18 アジア・太平洋賞(特別賞） イスラーム世界の創造 羽田正 東京大学出版会 227

27 石橋湛山賞 戦後和解 小菅信子 中央公論新社 276765 210.75

37 大宅壮一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

37 大宅壮一ノンフィクション賞 散るぞ悲しき 硫黄島総指揮官・栗林忠道 梯久美子 新潮社 425579 289.1

5 大佛次郎論壇賞 中村屋のボース 中島岳志 白水社 348724 289.2

4 開高健ノンフィクション賞 さよなら、サイレント・ネイビー 伊東乾 集英社 351764 916

28 角川源義賞（文学研究部門） 二条良基研究 小川剛生 笠間書院 　 289.1

28 角川源義賞（歴史研究部門）　 近世後期政治史と対外関係 藤田覚 東京大学出版会 　 210.55

4 角川財団学芸賞　 昭和短歌の精神史 三枝昂之 本阿弥書店 276511 911.16

50 岸田国士戯曲賞 愛の渦 三浦大輔 白水社 349571 912.6

50 岸田国士戯曲賞 ぬけがら 佃典彦 白水社 349572 912.6

31 木村伊兵衛写真賞 IN MY ROOM 鷹野隆大 蒼穹社 　

9 桑原武夫学芸賞 アースダイバー 中沢新一 講談社 276550 213.61

56 芸術選奨文部科学大臣賞（文学部門） ＨＯＫＫＡＩ 高樹のぶ子 新潮社 344831 913.6

56 芸術選奨文部科学大臣賞（文学部門） 焼身 宮内勝典 集英社 425606 913.6

56 芸術選奨文部科学大臣賞（評論） 昭和短歌の精神史 三枝昂之 本阿弥書店 276511 911.16
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56 芸術選奨文部科学大臣新人賞（文学部門） 食うものは食われる夜 蜂飼耳 思潮社  911.56

56 芸術選奨文部科学大臣新人賞（評論部門） 神々の闘争 折口信夫論 安藤礼二 講談社 340473 380.1

22 講談社エッセイ賞 赤ちゃん教育 野崎歓 青土社 425623 599.04

22 講談社エッセイ賞 悪女の美食術 福田和也 講談社 445743 596.04

37 講談社出版文化賞（絵本賞） ぼくの鳥の巣絵日記 鈴木まもる 偕成社 433290 C488.1

37 講談社出版文化賞（科学出版賞） プリオン説はほんとうか？ 福岡伸一 偕成社 348083 493.8

28 講談社ノンフィクション賞 凍 沢木耕太郎 新潮社 344534 913.6

28 講談社ノンフィクション賞 黒沢明ｖｓ．ハリウッド 田草川弘 文芸春秋 446429 778.21

5 小林秀雄賞 文芸時評という感想 荒川洋治 四月社  910.26

28 サントリー学芸賞（政治・経済部門） 核兵器と日米関係 黒崎輝 有志舎 　 319.10

28 サントリー学芸賞（政治・経済部門） 日本の食と農 神門善久 ＮＴＴ出版 　 612.1

28 サントリー学芸賞（芸術･文学部門） バーナード・リーチの生涯と芸術 鈴木禎宏 ミネルヴァ書房 751.3

28 サントリー学芸賞（芸術･文学部門） 手塚治虫＝ストーリーマンガの起源 竹内一郎 講談社 　 726.1

28 サントリー学芸賞（社会・風俗部門） 戦後日本のジャズ文化 マイク・モラスキー 青土社 276595 764.7

28 サントリー学芸賞（思想･歴史部門） 丸山真男 苅部直 岩波書店 381547 289.1

28 サントリー学芸賞（思想･歴史部門） 日本の科学／技術はどこへいくのか 中島秀人 岩波書店 　 404

23 渋沢・クローデル賞 ルルド傷病者巡礼の世界 寺戸淳子 知泉書館 196.8

23 渋沢・クローデル賞(特別賞) オーダー・メイドの街づくり 鳥海基樹 学芸出版社 196.8

5 新潮ドキュメント賞 自壊する帝国 佐藤優 新潮社 350006 312.38

40 新風賞　　　　　　　　　　　 さおだけ屋はなぜ潰れないのか？ 山田真哉 光文社 340950 336.9

49 日経・経済図書文化賞 マクロ金融政策の時系列分析 宮尾竜蔵 日本経済新聞社 381871 338.3
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49 日経・経済図書文化賞 帝国と慈善　ビザンツ 大月　康弘 創文社 209.4

49 日経・経済図書文化賞 日本経済の環境変化と労働市場 阿部正浩 東洋経済新報社 366.21

49 日経・経済図書文化賞 国債の歴史 富田俊基 東洋経済新報社 504174 347.2

6 日経BP・BizTech図書賞 医療崩壊 小松秀樹 朝日新聞社 447067 498.02

6 日経BP・BizTech図書賞 ウェブ進化論 梅田望夫 筑摩書房 348847 007.3

6 日経BP・BizTech図書賞 見える化 遠藤功 東洋経済新報社 348297 336

54 日本エッセイスト・クラブﾞ賞　　　　　　 逃亡 「油山事件」戦犯告白録 小林弘忠 毎日新聞社 349779 913.6

54 日本エッセイスト・クラブﾞ賞　　　　　　 星の王子の影とかたちと 内藤初穂 筑摩書房  91.026

54 日本エッセイスト・クラブﾞ賞　　　　　　 パリの女は産んでいる 中島さおり ポプラ社 348292 367.23

43 日本翻訳文化賞 繻子の靴　上・下 渡辺守章（訳） 岩波書店 発注中 952.7

60 毎日出版文化賞（文学・芸術部門） 繻子の靴　上・下 ポール・クローデル 岩波書店 発注中 952.7

60 毎日出版文化賞（人文・社会部門） 満州国皇帝の秘録 中田整一 幻戯書房 425702 222.5

60 毎日出版文化賞（自然科学部門） ガリレオの迷宮 高橋憲一 共立出版  423.1

60 毎日出版文化賞（企画部門） 益田勝実の仕事 　全５巻 益田勝実 筑摩書房 910.8

60 毎日出版文化賞（特別賞） 昭和史(戦前篇・戦後篇) 半藤一利 平凡社 403950 210.7

15 山本七平賞 語られなかった皇族たちの真実 竹田恒泰 小学館 348354 288.44

15 山本七平賞（特別賞） 大地の咆哮 杉本信行 ＰＨＰ研究所 350368 319.10

２００５年 吉田賞 満州国皇帝の秘録 中田整一 幻戯書房 425702 222.5

7 読売・吉野作造賞 暗闘 スターリン、トルーマンと日本降伏 長谷川毅 中央公論新社 445550 210.75

18 和辻哲郎文化賞（一般部門） 評伝　西脇順三郎 新倉俊一 慶応義塾大学出版会 　 911.52

18 和辻哲郎文化賞（学術部門） カント『判断力批判』と現代 佐藤康邦 岩波書店 134.2
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回 受 賞 名 書 名 著 者 名 出 版 社 図書ＮＯ． 分 類

20 赤い鳥さし絵賞 またたびトラベル 黒井健／絵 学習研究社 334629 C913.6

36 赤い鳥文学賞 わたしたちの帽子 高楼方子 フレーベル館 339884 C913.6

16 けんぶち絵本の里大賞(大賞) もったいないばあさんがくるよ！ 真珠まりこ 講談社 368004 E

53 産経児童出版文化賞（大賞） ジャックのあたらしいヨット サラ・マクメナミー ＢＬ出版 339117 E

53 産経児童出版文化賞（JR賞） 風神秘抄 荻原規子 徳間書店 334912 C913.6

53 産経児童出版文化賞 樹液をめぐる昆虫たち 矢島稔 偕成社 426782 C486

53 産経児童出版文化賞 わたしの庭 今森光彦 クレヨンハウス 344638 748

53 産経児童出版文化賞 おともださにナリマ小
たかどのほうこ/作
にしむらあつこ／
絵

フレーベル館 339033 C913.6

53 産経児童出版文化賞 震度７ 新潟県中越地震を忘れない 松岡達英 ポプラ社  K369.31

53 産経児童出版文化賞 天国からはじまる物語 ガブリエル・ゼヴィン 理論社 344924 933.7

53 産経児童出版文化賞（美術賞） とんでとんでサンフランシスコ ドン・フリーマン ＢＬ出版 339813 E

53 産経児童出版文化賞（フジテレビ賞） ダイヤモンドより平和がほしい 後藤健二 汐文社  K302.44

53 産経児童出版文化賞（ニッポン放送賞） じいちゃの子どものころ 熊谷元一 富山房インターナショナル  726.7

55 小学館児童出版文化賞 風神秘抄 荻原規子 徳間書店 334912 C913.6

55 小学館児童出版文化賞 わたしたちの帽子 高楼方子 フレーベル館 339884 C913.6

21 坪田譲治文学賞 ぎぶそん 伊藤たかみ ポプラ社 339029 C913.6
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11 日本絵本賞 （大賞） マーシャと白い鳥
Ｍ．ブラートフ／
再話　　　出久根
育／文・絵

偕成社 339715 E

11 日本絵本賞       どんなかんじかなあ
中山千夏／ぶん
和田誠／え

自由国民社 339344 E

11 日本絵本賞 ルフランルフラン 荒井良二 プチグラパブリッシング 339064 E

11 日本絵本賞翻訳絵本賞       ふつうに学校にいくふつうの日
コリン・マクノートン／
文
きたむらさとし／絵

小峰書店 334909 E

11 日本絵本賞読者賞(山田養蜂場賞) しゃっくりがいこつ
マージェリー・カイラー
／作
Ｓ．Ｄ．シンドラー／絵

セーラー出版 334488 E

29 日本児童文学学会賞(奨励賞) 児童文化とは何であったか 浅岡靖央 つなん出版  379.3

29 日本児童文学学会賞(奨励賞) マンガ産業論 中野晴行 筑摩書房 424121 024.1

29 日本児童文学学会賞(特別賞) 西条八十 筒井清忠 中央公論新社 345028 911.52

30 日本児童文芸家協会賞 真実の種、うその種 芝田勝茂 小峰書店 433449 C913.6

44 野間児童文芸賞 わたしの、好きな人 八束澄子 講談社 349641 913.6

16 椋鳩十児童文学賞 走れ、セナ！ 香坂直 講談社 342039 C913.6
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