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2007

回 受 賞 名 書 名 著 者 名 出 版 社 図書ＮＯ． 分 類

136 芥川賞 ひとり日和 青山　七恵 河出書房新社 103529749 913.6

137 芥川賞 アサッテの人 諏訪　哲史 講談社 103543476 913.6

17 鮎川哲也賞 雲上都市の大冒険　（「雲上都市の怪事件」の改題） 山口　芳宏 東京創元社 103548285 913.6

35 泉鏡花文学賞 道元禅師 　(上・下) 立松　和平 東京書籍 104480553 913.6

18 伊藤整文学賞（小説部門） 爆心 青来　有一 文藝春秋 103522777 913.6

18 伊藤整文学賞（評論部門） 坂口安吾　百歳の異端児 出口　裕弘 新潮社 発注中 910.268

53 江戸川乱歩賞 沈底魚 曽根　圭介 講談社 103544557 913.6

1 大江健三郎賞 夕子ちゃんの近道 長嶋　有 新潮社 104458260 913.6

23 織田作之助賞 その街の今は 柴崎　友香 新潮社 103512737 913.6

23 織田作之助賞 足立さんの古い革鞄 庄野　至 編集工房ノア 発注中 913.6

9 大籔春彦賞 蒼火 北　重人 文藝春秋 103480554 913.6

9 大籔春彦賞 TENGU 柴田　哲孝 祥伝社 104462510 913.6

87 オール読物新人賞 平家蟹異聞 奥山　景布子 オール読物2007年5月号 103470316 913.6

87 オール読物新人賞 飛べないシーソー 島崎　ひろ オール読物2007年5月号 103470316 913.6

46 オール読物推理小説新人賞 白い鬼 向井　路琉 オール読物2007年11月号 103452694 913.6

20 尾崎秀樹記念・大衆文学研究賞(研究・考証部門） 歌舞伎ヒーローの誕生　　歌舞伎ヒロインの誕生 利根川　裕 右文書院 774.04

20 尾崎秀樹記念・大衆文学研究賞(評論・伝記部門) ぬけられますかー私漫画家・滝田ゆう 校條　剛 河出書房新社 726.101
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回 受 賞 名 書 名 著 者 名 出 版 社 図書ＮＯ． 分 類

33 大佛次郎賞 黒澤明vsハリウッド 田草川　弘 文藝春秋 104464292 778.21

33 大佛次郎賞 花はさくら木 辻原　登 朝日新聞社 103495057 913.6

33 川端康成文学賞 タダト 小池　昌代 新潮社 103543526 913.6

50 群像新人文学賞（小説部門正賞） アサッテの人 諏訪　哲史 講談社 103543476 913.6

50 群像新人文学賞（小説部門優秀作） だだだな町、ぐぐぐなおれ 広小路　尚祈 群像2007年6月号 103471355 Z

50 群像新人文学賞（評論部門優秀作）　 ≪無限≫の地平の≪彼方≫へ～チェーホフのリアリズム 岩月　悟 群像2007年6月号 103471355 Z

50 群像新人文学賞（評論部門優秀作）　 具体的(デジタル)な指触り(キータッチ) 橋本　勝也 群像2007年6月号 103471355 Z

6 このミステリーがすごい！大賞 禁断のパンダ 拓未　司 宝島社 104489000 913.6

20 柴田錬三郎賞　　　　　　　　 家日和 奥田　秀朗 集英社 103531455 913.6

11 司馬遼太郎賞 憲法９条の思想水脈 山室　信一 朝日新聞社 発注中 323.142

14 島清恋愛文学賞 がらくた 江國　香織 新潮社 103536298 913.6

2 小説現代長編新人賞　　　　　　　 花合わせ　(「色には出でじ　風に牽牛」の改題) 田牧　大和 講談社 103549838 913.6

2 小説現代長編新人賞(奨励賞)　　　　　　 東京駅太郎 火田　良子 小説現代

20 小説すばる新人賞    　 桃山ビート・トライブ 天野　純希 集英社 発注中 913.6

39 新潮新人賞(小説部門) アウレリャーノがやってくる 高橋　文樹 新潮2007年11月号 103452082 Z

39 新潮新人賞(評論部門) 宮澤賢治の暴力 大澤　信亮 新潮2007年11月号 103452082 Z

31 すばる文学賞      　　　　　 はじまらないティータイム 原田　ひ香 集英社 104488929 913.6

31 すばる文学賞 　　　　　 パワー系1８１ 墨谷　渉 集英社 発注中 913.6
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回 受 賞 名 書 名 著 者 名 出 版 社 図書ＮＯ． 分 類

4 ダイヤモンド経済小説大賞(佳作) 左遷の理由 黒沼　彰

23 太宰治賞 mit Ｔuba　「太宰治賞2007」に収録 瀬川　深 筑摩書房 913.68

43 谷崎潤一郎賞 爆心 青来　有一 文藝春秋 103522777 913.6

2 中央公論文芸賞 八日目の蝉 角田　光代 中央公論新社 103530663 913.6

136 直木賞 受賞作なし

137 直木賞 吉原手引草 松井　今朝子 幻冬舎 103547725 913.6

12 中山義秀文学賞 雲を斬る 池永　陽 講談社 104456884 913.6

26 新田次郎文学賞 奸婦にあらず 諸田　玲子 日本経済新聞出版社 103516001 913.6

8 日本SF新人賞 ジャン=ジャックの自意識の場合 樺山　三英 徳間書店 913.6

27 日本SF大賞 バルバラ異界(全4巻) 萩尾　望都 小学館

60 日本推理作家協会賞（長編・連作短編集） 赤朽葉家の伝説 桜庭　一樹 東京創元社 103529756 913.6

60 日本推理作家協会賞（評論・その他部門） 私のハードボイルドー固茹で玉子の戦後史 小鷹　信光 早川書房 930.29

60 日本推理作家協会賞（評論・その他部門） 論理の蜘蛛の巣の中で 巽　昌章 講談社 発注中 910.264

19 日本ファンタジーノベル大賞（長編賞） 厭犬伝 弘也　英明 新潮社 104486295 913.6

19 日本ファンタジーノベル大賞（優秀賞） ブラック・ジャック・キッド 久保寺　健彦 新潮社 103551958 913.6

14 日本ホラー小説大賞（短編賞） 鼻 曽根　圭介

11 日本ミステリー文学大賞　　 内田康夫

11 日本ミステリー文学新人賞 滑走路３４ 緒川　怜
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回 受 賞 名 書 名 著 者 名 出 版 社 図書ＮＯ． 分 類

2 日本ラブストーリー大賞 守護天使 上村　佑 宝島社 104474804 913.6

60 野間文芸賞 ノルゲ(Norge) 佐伯　一麦 講談社 103555231 913.6

29 野間文芸新人賞 ピカルディーの三度 鹿島田　真希 講談社 発注中 913.6

29 野間文芸新人賞 暗渠の宿 西村　賢太 新潮社 104470182 913.6

104 文學界新人賞 オブ・ザ・ベースボール 円城　塔 文藝春秋 発注中 913.6

104 文學界新人賞 舞い落ちる村 谷崎　由依

105 文學界新人賞 ワンちゃん 楊　逸 文藝春秋 104489414 913.6

17 Bunkamura ドゥマゴ文学賞 岡本太郎の見た日本 赤坂　憲雄 岩波書店 723.1

44 文藝賞 肝心の子供 磯崎　憲一郎 河出書房新社 104486071 913.6

44 文藝賞 青色讃歌 丹下　健太 河出書房新社 104486063 913.6

10 坊ちゃん文学賞（大賞） タロウの鉗子 甘木　つゆこ 913.6

2 ポプラ社小説大賞(優秀賞) 月のうた 穂高　明 ポプラ社 104484936 913.6

7 本格ミステリ大賞（評論・研究部門） 論理の蜘蛛の巣の中で 巽　昌章 講談社 発注中 910.264

7 本格ミステリ大賞（小説部門） シャドウ 道尾　秀介 東京創元社 103512109 913.6

4 本屋大賞 一瞬の風になれ(第1部～第3部) 佐藤　多佳子 講談社 103508966 913.6

14 松本清張賞 銀漢の賦 葉室　麟 文藝春秋 103542635 913.6

20 三島由紀夫賞　　　　　　　　 1000の小説とバックベアード 佐藤　友哉 新潮社 104477708 913.6
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受 賞 名 書 名 著 者 名 出 版 社 図書ＮＯ． 分 類

17 紫式部文学賞 歌説話の世界 馬場　あき子 講談社 911.102

3 野生時代青春文学賞 楽園に間借り 黒澤　珠々 角川書店 103547402 913.6

20 山本周五郎賞 中庭の出来事 恩田　陸 新潮社 103518882 913.6

20 山本周五郎賞 夜は短し歩けよ乙女 森見　登見彦 角川書店 103524310 913.6

27 横溝正史ミステリ大賞 ロスト・チャイルド　　(「LOST　CHILD」の改題) 桂　美人 角川書店 103540613 913.6

27 横溝正史ミステリ大賞 首挽村の殺人　　(「血ヌル里、首挽村」の改題) 大村　友貴美 角川書店 103540605 913.6

27 横溝正史ミステリ大賞テレビ東京賞 誤算 松下　麻里緒 角川書店 103549929 913.6

41 吉川英治文学賞 名もなき毒 宮部　みゆき 幻冬舎 103513834 913.6

28 吉川英治文学賞新人賞 一瞬の風になれ(第1部～第3部) 佐藤　多佳子 講談社 103508966 913.6

58 読売文学賞（戯曲・シナリオ賞） ゆれる（映画シナリオ)   小説版 西川　美和 ポプラ社 103505087 913.6

58 読売文学賞（戯曲・シナリオ賞） ロープ 野田　秀樹 新潮2007年1月号 103464087 Z

58 読売文学賞（随筆・紀行賞） 語りかける　季語ゆるやかな日本 宮坂　静生 岩波書店 発注中 911.307

58 読売文学賞（評伝・伝記賞） 悪党芭蕉 嵐山　光三郎 新潮社 911.32

58 読売文学賞（研究・翻訳賞） ラシーヌ論(ロラン・バルト著) 渡辺　守章 みすず書房 952.5

32 歴史文学賞 風歯 賀名生　岳 歴史読本2008年2月号
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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

57 Ｈ氏賞　　　　　　　　　　　 ヒムル、割れた野原 野木　京子 思潮社 911.56

9 小野十三郎賞 影たちの墓碑銘 長津　功三良 幻棲舎

9 小野十三郎賞 宙家族 中岡　淳一 書肆青樹社

53 角川短歌賞 桃花水を持つ 斎藤　芳生 短歌研究2007年11月号

53 角川俳句賞 春の猫 津川　絵里子

25 現代詩人賞 わが友、泥ん人 小長谷　清実 書肆山田 911.56

25 現代詩花椿賞 記憶する水 新川　和江 思潮社 103553251 911.56

7 現代短歌新人賞 鳥女 松村　由利子 本阿弥書店 911.168

25 現代短歌評論賞 日本語の変容と短歌 鹿島　秀憲 短歌研究2007年10月号

27 現代俳句評論賞 蝶の系譜ー言語の変容にみるもうひとつの現代俳句史 高岡　修

6 現代ポイエーシス賞 新しい朝の潮騒 清水　茂 舷燈社

18 斉藤茂吉短歌文学賞 木香薔薇 花山　多佳子 砂子屋書房

22 詩歌文学館賞（詩部門） 童子 池井　昌樹 思潮社 911.56

22 詩歌文学館賞（短歌部門） バグダッド燃ゆ 岡野　弘彦 砂子屋書房 911.168

22 詩歌文学館賞（俳句部門） 平心 小原　啄葉 角川書店 911.368

37 高見順賞 桜病院周辺 岬　多可子 書肆山田 911.56

41 蛇笏賞 午後の椅子 岡本　眸 ふらんす堂 103538294 911.368

43 短歌研究賞 日高堯子
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回 受 賞 名 書 名 著 者 名 出 版 社 図書ＮＯ． 分 類

50 短歌研究新人賞 六千万個の風鈴 吉岡　太朗 短歌研究2007年9月号

14 短歌新聞社賞 新光 秋葉　四郎 角川書店 911.2

14 短歌新聞社賞 東京二十四時(にじふしじ) 秋葉　四郎 短歌新聞社 911.168

32 地球賞 ラジオと背中 齋藤　恵美子 思潮社 911.56

41 迢空賞 けむり水晶 栗木　京子 角川書店 発注中 911.168

12 寺山修司短歌賞 闇市ー谷岡亜紀歌集 谷岡　亜紀 雁書館 911.168

45 藤村記念歴程賞 岡井隆全歌集・全四巻 岡井　隆 思潮社 911.168

12 中原中也賞 みちのく鉄砲店 須藤　洋平 自費出版 911.56

34 日本歌人クラブ賞　　　　　　 封印 大島　史洋 角川書店 911.168

34 日本歌人クラブ賞　　　　　　 マグマの歌 波汐　國芳 短歌新聞社 911.168

13 日本歌人クラブ新人賞 スサノオの泣き虫 加藤　英彦 ながらみ書房

13 日本歌人クラブ新人賞 青層圏 都築　直子 雁書館

5 日本歌人クラブ評論賞 斎藤茂吉から塚本邦雄へ 坂井　修一 五柳書院 911.162

7 日本詩人クラブ詩界賞 遠いうたー拾遺集 石原　武 詩画工房 902.1

17 日本詩人クラブ新人賞 発語 岡野　絵里子 思潮社 911.56

40 日本詩人クラブ賞 足形のレリーフ 麻生　直子 梧桐書院 911.56

18 日本伝統俳句協会賞 あそび歌 椋　誠一朗 　

18 日本伝統俳句協会賞新人賞 お伽噺 木原　佳子 　

46 俳人協会賞　　　　　　　　　 心音 西村　和子 角川書店 911.368
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回 受 賞 名 出 版 社 図書ＮＯ． 分 類

30 俳人協会新人賞 星槎 明隅　礼子 ふらんす堂 911.368

30 俳人協会新人賞 嘉祥 石島　岳 富士見書房

30 俳人協会新人賞 和音 津川　絵里子 文学の森

21 俳壇賞 山の相 高木　櫻子 　

21 俳壇賞 上映中 川嶋　一美

15 萩原朔太郎賞 とげ抜き新巣鴨地蔵縁起 伊藤　比呂美 講談社 103539201 911.56

48 晩翠賞 草花丘陵 新井　豊美 思潮社 911.56

14 丸山薫賞 薔薇色のカモメ 新藤　涼子 思潮社 911.56

16 丸山豊記念現代詩賞 幸福 井川　博年 思潮社 103512638 911.56

2 三好達治賞 ある年の年頭の所感 伊藤　桂一 潮流社

7 山本健吉文学賞（俳句部門） 角川家の戦後 角川　春樹 思潮社 911.368

7 山本健吉文学賞（短歌部門） けむり水晶 栗木　京子 角川書店 発注中 911.368

7 山本健吉文学賞（詩部門） 六月の光、九月の椅子 吉田　文憲 思潮社 911.56

7 山本健吉文学賞（評論部門） 鳳作の季節 前田　霧人 沖積舎 911.362

58 読売文学賞（詩歌俳句賞） 鷲がいて 辻井　喬 思潮社 発注中 911.56

18 歴程新鋭賞 カナシヤル 三角　みづ紀 思潮社 911.56

12 若山牧水賞 perspective 香川　ヒサ
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＊文化賞＊

回 受 賞 名 書 名 著 者 名 出 版 社 図書ＮＯ． 分 類

19 アジア・太平洋賞(大賞） 周恩来秘録　(上・下) 高　文謙 文藝春秋 103527297 312.22

19 アジア・太平洋賞(特別賞） 北朝鮮『偉大の愛』の幻　(上・下)
ブラッドレー・
　　　K・マーティン 青灯社 302.21

19 アジア・太平洋賞(特別賞） 台湾ハイテク産業の生成と発展 佐藤　幸人 岩波書店 549.09

19 アジア・太平洋賞(特別賞） 領土ナショナリズムの誕生 玄　大松 ミネルヴァ書房 319.2101

28 石橋湛山賞 日中関係 毛里　和子 岩波書店 103816591 319.1022

38 大宅壮一ノンフィクション賞 自壊する帝国 佐藤　優 新潮社 103500062 312.38

38 大宅壮一ノンフィクション賞 黒澤明vsハリウッド 田草川　弘 文藝春秋 104464292 778.21

6 大佛次郎論壇賞 北方領土問題 岩下　明裕 中央公論新社 103810701 319.1038

5 開高健ノンフィクション賞 医療の光と影ー隠ぺいとの闘い 志治　美世子

29 角川源義賞（文学研究部門） 芭蕉、その後 楠元　六男 竹林舎 911.32

29 角川源義賞（歴史研究部門）　 戦国織豊期の貨幣と石高制 本多　博之 吉川弘文館 337.21

5 角川財団学芸賞　 『捨て子』たちの民俗学 大塚　英志 角川学芸出版 380.1

32 木村伊兵衛写真賞 スモールプラネット 本城　直季 リトル・モア 102121068 C72

10 桑原武夫学芸賞 トリックスター群像 井波　律子 筑摩書房 104480165 923.5

57 芸術選奨文部科学大臣賞（文学部門） 真鶴 川上　弘美 文藝春秋 103515052 913.6

57 芸術選奨文部科学大臣賞（文学部門） 水惑星 栗木　京子

57 芸術選奨文部科学大臣賞（評論部門） 美酒と革嚢(かくのう) 長谷川　郁夫 河出書房新社 23.067

57 芸術選奨文部科学大臣賞（評論部門） 黒澤明vsハリウッド 田草川　弘 文藝春秋 104464292 778.21
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回 受 賞 名 書 名 著 者 名 出 版 社 図書ＮＯ． 分 類

57 芸術選奨文部科学大臣新人賞（文学部門） その街の今は 柴崎　友香 新潮社 103512737 913.6

57 芸術選奨文部科学大臣新人賞（評論部門） 鞍馬天狗とは何者か 小川　和也 藤原書店 発注中 910.268

23 講談社エッセイ賞 アフリカにょろり旅 青山　潤 講談社 104474325 294.81

23 講談社エッセイ賞 ねにもつタイブ 岸本　佐知子 筑摩書房 103543443 914.6

23 講談社科学出版賞 渋滞学 西成　活裕 新潮社 103515284 410

38 講談社出版文化賞（さしえ賞）
「壁」「猿の子ども」(「小説現代」掲載)
「がらくた」(「小説新潮」掲載)

網中　いづる
小説現代
小説新潮

Z

38 講談社出版文化賞（写真賞）
「亡骸劇場」
「東京ディズニーシー」

小林　伸一郎 講談社
748

689.3

29 講談社ノンフィクション賞 星新一　1001話をつくった人 最相　葉月 新潮社 103531166 910.268

29 講談社ノンフィクション賞 明香ちゃんの心臓ー<検証>東京女子医大病院事件 鈴木　敦秋 講談社 103542692 498.12

6 小林秀雄賞 私家版・ユダヤ文化論 内田　樹 文藝春秋 103511622 316.88

29 サントリー学芸賞（政治・経済部門） 日本の統治構造 飯尾　潤 中央公論新社 103831111 312.1

29 サントリー学芸賞（政治・経済部門） 地方債改革の経済学 土居　丈朗 日本経済新聞出版 発注中 349.7

29 サントリー学芸賞（芸術･文学部門） 切断の時代－20世紀におけるコラージュの美学と歴史 河本　真理 ブリュッケ 726.9

29 サントリー学芸賞（芸術･文学部門） 近代芸術家の表象ーマネ、ファンタン=ラトゥールと1860年代のフランス絵画 三浦　篤 東京大学出版会 723.35

29 サントリー学芸賞（芸術･文学部門） 源氏物語の時代 山本　淳子 朝日新聞社 10386342 210.37

29 サントリー学芸賞（社会・風俗部門） 生物と無生物のあいだ 福岡　伸一 講談社 103831657 460.4

29 サントリー学芸賞（社会・風俗部門） 色男の研究 村上　孝之 角川学芸出版 384.7

29 サントリー学芸賞（思想･歴史部門） トクヴィル平等と不平等の理論家 宇野　重規 講談社 311.235

29 サントリー学芸賞（思想･歴史部門） ソフィストとは誰か? 納富　信留 人文書院 131.2
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24 渋沢・クローデル賞 ロートレアモン-他者へ 原　大地 アルマッタン出版社

24 渋沢・クローデル賞(特別賞) 切断の時代－20世紀におけるコラージュの美学と歴史 河本　真理 ブリュッケ 726.9

6 新潮ドキュメント賞 でっちあげ　福岡『殺人教師』事件の真相 福田　ますみ 新潮社 103526463 374.6

41 新風賞　　　　　　　　　　　 ローマ人の物語 塩野　七生 新潮社 102055183 232

50 日経・経済図書文化賞 法と企業行動の経済分析 柳川　範之 日本経済新聞出版 103825287 335

50 日経・経済図書文化賞 配当政策の実証分析 石川　博行 中央経済社 335.45

50 日経・経済図書文化賞 地方債改革の経済学 土居　丈朗 日本経済新聞出版 発注中 349.7

50 日経・経済図書文化賞 ドイツ工業化における鉄道業 ばん澤　歩 有斐閣 509.234

50 日経・経済図書文化賞 前工業化期日本の農業経済 友部　謙一 有斐閣 612.1

7 日経BP・BizTech図書賞 渋滞学 西成　活裕 新潮社 103515284 410

7 日経BP・BizTech図書賞 新平等社会 山田　昌弘 文藝春秋 103513303 360

7 日経BP・BizTech図書賞 日本の食と農 神門　善久 ＮＴＴ出版 612.1

55 日本エッセイスト・クラブﾞ賞　　　　　　 歴史の教師植村清二 植村　鞆音 中央公論新社 289.1

55 日本エッセイスト・クラブﾞ賞　　　　　　 オペラ歌手誕生物語 畑中　良輔 音楽之友社 104473574 913.6

55 日本エッセイスト・クラブﾞ賞　　　　　　 日本語の歴史 山口　仲美 岩波書店 103815536 810.2

44 日本翻訳文化賞 カイエ(エミール・Ｍ・シオラン著) 金井　裕(訳) 法政大学出版局 139.3

61 毎日出版文化賞（文学・芸術部門） 悪人 吉田　修一 朝日新聞社 103531463 913.6

61 毎日出版文化賞（人文・社会部門） ナショナリズムの由来 大澤　真幸 講談社 311.3
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61 毎日出版文化賞（自然科学部門） 地球システムの崩壊 松井　孝典 新潮社 440

61 毎日出版文化賞（企画部門） 正伝後藤新平(全8巻・別巻1) 鶴見　祐輔 藤原書店 289

61 毎日出版文化賞（特別賞） カラマーゾフの兄弟(亀山郁夫訳)(全5巻) ドフトエフスキー 光文社 103550372 983

16 山本七平賞（奨励賞） 日本軍のインテリジェンス 小谷　賢 講談社 103533071 391.6

２００7年 吉田賞 加藤高明と政党政治ー二大政党制への道 奈良岡　聰智 山川出版社 312.1

8 読売・吉野作造賞 『帝国』の国際政治学 山本　吉宣 東信堂 319.53

19 和辻哲郎文化賞（一般部門） 支倉常長慶長遺欧使節の真相ー肖像画に秘められた実像 大泉　光一 雄山閣 210.52

19 和辻哲郎文化賞（学術部門） 美の存立と生成 今道　友信 ピナケス出版
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　　　 　　　　　　　　　　　　　　 ＊児　童　書＊
回 受 賞 名 書 名 著 者 名 出 版 社 図書ＮＯ． 分 類

21 赤い鳥さし絵賞 本朝奇談(にほんふしぎばなし)　天狗童子 村上　豊(さし絵) あかね書房 104266879 C913.6

37 赤い鳥文学賞 本朝奇談(にほんふしぎばなし)　天狗童子 佐藤　暁 あかね書房 104266879 C913.6

30 巌谷小波文芸賞 小野かおる

17 けんぶち絵本の里大賞(大賞) おへそのあな 長谷川　義史 ＢＬ出版 103704870 E

48 講談社児童文学新人賞(佳作) 熱風 ふくだ　たかひろ

38 講談社出版文化賞（絵本賞） ルリユールおじさん いせ　ひでこ 理論社 103702502 E

54 産経児童出版文化賞（大賞） 牡丹さんの不思議な毎日 柏葉　幸子 あかね書房 103692802 C913.6

54 産経児童出版文化賞（JR賞） オホーツクの十二か月 竹田津　実 福音館書店 103688586 C482.112

54 産経児童出版文化賞(翻訳作品賞) ドラゴンキーパー　 キャロル・ウィルキンソン 金の星社 103704755 C933.7

54 産経児童出版文化賞(産経新聞社賞) どこかいいところ 高木　あきこ 理論社 103432324 C911.56

54 産経児童出版文化賞（美術賞） ぼくのきもち 原田　大助 クレヨンハウス 104479415 C911.56

54 産経児童出版文化賞（フジテレビ賞） 未来のきみが待つ場所へ 宮本　延春 講談社 104273883 C289.1

54 産経児童出版文化賞（ニッポン放送賞） 世界一おいしい火山の本 林　信太郎 小峰書店 103711701 C453.8

36 児童文芸新人賞 トモ、ぼくは元気です 香坂　直 講談社 103704953 C913.6

56 小学館児童出版文化賞 おじいちゃんは水のにおいがした 今森　光彦 偕成社 103690509 C664.2

56 小学館児童出版文化賞 ケイゾウさんは四月がきらいです。 市川　宣子 福音館書店 103689964 C913.6

22 坪田譲治文学賞 空をつかむまで 関口　尚 集英社 103495198 913.6

25 新美南吉児童文学賞 どこかいいところ 高木　あきこ 理論社 103432324 C911.56
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12 日本絵本賞 （大賞） おかあさん、げんきですか。
後藤　竜二/作
武田　美穂/絵

ポプラ社 103690350 E

12 日本絵本賞       ここが家だ　ベン・シャーンの第五福竜丸

アーサー・ビナード/
構成・文

ベン・シャーン/
絵

集英社 103706677 E

12 日本絵本賞 うさぎのさとうくん 相野谷　由紀 小学館 104268388 E

12 日本絵本賞 ホームランを打ったことのない君に 長谷川　集平 理論社 103683561 E

12 日本絵本賞読者賞(山田養蜂場賞) おかあさん、げんきですか。
後藤　竜二/作
武田　美穂/絵

ポプラ社 103690350 E

30 日本児童文学学会賞(奨励賞) 怪盗ジゴマと活動写真の時代 永峰　重敏 新潮社 発注中 778.09

30 日本児童文学学会賞(奨励賞) 宮沢賢治　存在の開放(ビッグバン)へ 松田　司郎 洋々社 910.268

30 日本児童文学学会賞(特別賞) マザーグースとイギリス近代 鶴見　良次 岩波書店 103811469 930.26

47 日本児童文学者協会賞 ハーフ(Teen's best selections) 草野　たき ポプラ社 103696316 C913.6

31 日本児童文芸家協会賞 レネットー金色の林檎 名木田　恵子 金の星社 103720793 C913.6

45 野間児童文芸新人賞 しずかな日々 椰月　美智子 講談社 103704904 C913.6

17 椋鳩十児童文学賞 冬の龍 藤江　じゅん 福音館書店 103705497 C913.6

－ 14 －


