
　　　　　　　　　　　　　　　　　
＊文学・文芸・（含評論）＊

2008

回 受 賞 名 書 名 著 者 名 出 版 社 図書ＮＯ． 分 類

138 芥川賞 乳と卵 川上　未映子 文藝春秋 103563508 913.6

139 芥川賞 時が滲む朝 楊　逸 文藝春秋 103436846 913.6

18 鮎川哲也賞 七つの海を照らす星 七河　迦南 東京創元社 103579074 913.6

36 泉鏡花文学賞 草すべり 南木　佳士 文藝春秋 104661210 913.6

36 泉鏡花文学賞 ぶるうらんど 横尾　忠則 文藝春秋 104494315 913.6

19 伊藤整文学賞（小説部門） 蟹と彼と私 荻野　アンナ 集英社 104481163 913.6

19 伊藤整文学賞（評論部門） 短歌の友人 穂村　弘 河出書房新社

54 江戸川乱歩賞 誘拐児 翔田　寛 講談社 103573911 913.6

54 江戸川乱歩賞 訣別の森  (「猛き咆哮の果て」を改題) 末浦　広海 講談社 103573804 913.6

2 大江健三郎賞 わたしたちに許された特別な時間の終わり 岡田　利規 新潮社 103528469 913.6

25 織田作之助賞(大賞) お家さん 上・下 玉岡　かおる 新潮社
103551982
103551990

913.6

25 織田作之助賞(青春賞) Innocent Summer 小笠原　由記

10 大籔春彦賞 サクリファイス 近藤　史恵 新潮社 103545679 913.6

10 大籔春彦賞 すじぼり 福澤　徹三 角川書店 104494471 913.6

88 オール読物新人賞 虫のいどころ  (「男と女の腹の蟲」を改題) 坂井　希久子 オール読物11月号 102914538 Ｚ

88 オール読物新人賞 フォーゲットミー、ノットブルー 柚木　麻子 オール読物11月号 102914538 Ｚ

21 尾崎秀樹記念・大衆文学研究賞(研究・考証部門） 新聞小説の時代‐メディア・読者・メロドラマ 関　肇 新曜社

21 尾崎秀樹記念・大衆文学研究賞(評論・伝記部門) 寄席の人たち　現代寄席人物列伝 秋山　雅使 創美社 103588539 779.1

35 大佛次郎賞 出星前夜 飯嶋　和一 小学館 103573861 913.6

34 川端康成文学賞 海松(みる) 稲葉　真弓 新潮19年2月号 103465357 Ｚ

34 川端康成文学賞 蛹 田中　慎弥 新潮19年8月号 103474227 Ｚ
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51 群像新人文学賞（小説部門正賞） 子守唄しか聞こえない 松尾　依子 講談社 104663414 913.6

51 群像新人文学賞（評論部門正賞） 囲われない批評　東裕紀と中原中也 武田　将明 群像20年6月号 103479663 Ｚ

7 このミステリーがすごい！大賞 屋上ミサイル 山下　貴光 宝島社 103586681 913.6

7 このミステリーがすごい！大賞 臨床真理 柚月　裕子 宝島社 103586665 913.6

21 柴田錬三郎賞　　　　　　　　 愛に似たもの 唯川　恵 集英社 103547535 913.6

12 司馬遼太郎賞 昭和天皇 原　武史 岩波書店 103842860 288.41

15 島清恋愛文学賞 婚約のあとで 阿川　佐和子 新潮社 103560090 913.6

3 小説現代長編新人賞　　　　　　　 地獄番鬼蜘蛛日誌 斎樹　真琴 講談社 103579710 913.6

3 小説現代長編新人賞(奨励賞)　　　　　　 実さえ花さえ 朝井　まかて 講談社 103579876 913.6

30 小説推理新人賞 寿限無 浮穴　みみ 小説推理20年8月号
104447743 Ｚ

21 小説すばる新人賞    　 魚神 千早　茜 集英社 103586632 913.6

21 小説すばる新人賞    　 蛇衆 矢野　隆 集英社 103586624 913.6

1 城山三郎経済小説大賞 ロロ・ジョングランの歌声 松村　美香

40 新潮新人賞 クロスフェーダーの曖昧な光 飯塚　朝美 新潮20年11月号 102834702 Ｚ

32 すばる文学賞      　　　　　 灰色猫のフィルム 天埜　裕文 集英社

24 太宰治賞 ロミオとインディアナ　「太宰治賞2008」に収録 永瀬　直矢 筑摩書房

44 谷崎潤一郎賞 東京島 桐野　夏生 新潮社 103570933 913.6

3 中央公論文芸賞 荒地の恋 ねじめ　正一 文藝春秋 104483813 913.6

138 直木賞 私の男 桜庭　一樹 文藝春秋 103554770 913.6

139 直木賞 切羽へ 井上　荒野 新潮社 103569588 913.6

14 中山義秀文学賞 清佑、ただいま在庄 岩井　三四二 集英社 104481171 913.6

27 新田次郎文学賞 頼山陽　上・下 見延　典子 徳間書店
103549796
103549804

913.6

10 日本SF新人賞 プシスファイラ 天野　邊
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10 日本SF新人賞 競馬の終わり 杉山　俊彦

29 日本SF大賞 新世界より　上・下 貴志　祐介 講談社
103556460
103556478

913.6

61 日本推理作家協会賞（長編・連作短編集） 果断 (隠蔽捜査2) 今野　敏 新潮社 103538039 913.6

61 日本推理作家協会賞（短編部門） 傍聞き 長岡　弘樹 双葉社 103578530 913.6

61 日本推理作家協会賞（評論・その他部門） 幻想と怪奇の時代 紀田　順一郎 松籟社 103572178 902.1

61 日本推理作家協会賞（評論・その他部門） 星新一　一〇〇一話をつくった人 最相　葉月 新潮社 103531166 910.268

20 日本ファンタジーノベル大賞（大賞） 天使の歩廊　ある建築家をめぐる物語 中村　弦 新潮社 104669460 913.6

20 日本ファンタジーノベル大賞（優秀賞） 彼女の知らない彼女 里美　蘭 新潮社 103582623 913.6

15 日本ホラー小説大賞（大賞） 庵堂三兄弟の聖職　 真藤　順丈 角川書店 103579728 913.6

15 日本ホラー小説大賞（長編賞） 粘膜人間 飴村　行 角川書店 103588729 913.6

15 日本ホラー小説大賞（短編賞） 生き屏風 田辺　青蛙 角川書店 発注中 913.6

15 日本ホラー小説大賞（短編賞） トンコ 雀野　日名子 角川書店 発注中 913.6

61 野間文芸賞 宿屋めぐり 町田　康 講談社 104663208 913.6

30 野間文芸新人賞 ミュージック・ブレス・ユー！! 津村　記久子 角川書房 103571352 913.6

106 文學界新人賞 逃げ道 北野　道夫 文学界2008年6月号 103479739 Ｚ

107 文學界新人賞 射手座 上村　渉 文学界2008年12月号 105060461 Ｚ

107 文學界新人賞 廃車 松波　太郎 文学界2008年12月号 105060461 Ｚ

45 文藝賞 けちゃっぷ 喜多　ふあり 河出書房新社 104669403 913.6

45 文藝賞 おひるのたびにさようなら 安戸　悠太 河出書房新社 104669395 913.6

3 ポプラ社小説大賞(優秀賞) ROCKER 小野寺　史宜 ポプラ社 104668736 913.6

8 本格ミステリ大賞（評論・研究部門） 探偵小説の論理学 小森　健太朗 南雲堂 103569844 901.3

8 本格ミステリ大賞（小説部門） 女王国の城 有栖川　有栖 東京創元社 103547097 913.6

2008 本屋大賞 ゴールデンスランバー 伊坂　幸太郎 新潮社 103564936 913.6

15 松本清張賞 一朝の夢 梶　よう子 文藝春秋 103570263 913.6
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21 三島由紀夫賞　　　　　　　　 切れた鎖 田中　慎弥 新潮社 103574075 913.6

18 紫式部文学賞 とげ抜き  新巣鴨地蔵縁起 伊藤　比呂美 講談社 103539201 911.56

21 山本周五郎賞 果断 (隠蔽捜査2) 今野　敏 新潮社 103538039 913.6

21 山本周五郎賞 ゴールデンスランバー 伊坂　幸太郎 新潮社 103564936 913.6

42 吉川英治文学賞 中原の虹  全4巻 浅田　次郎 講談社 103517058他 913.6

29 吉川英治文学賞新人賞 ミノタウロス 佐藤　亜紀 講談社 103538310 913.6

60 読売文学賞（小説賞） かもめの日 黒川　創 新潮社 104494869 913.6

60 読売文学賞（戯曲・シナリオ賞） おくりびと 小山　薫堂/脚本 小学館 103571592 913.6

60 読売文学賞（研究・翻訳賞） 遠きにありてつくるもの 細川　周平 みすず書房 103517058
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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

58 Ｈ氏賞　　　　　　　　　　　 袖口の動物 杉本　真維子 思潮社

54 角川短歌賞 空の壁紙 光森　裕樹 短歌2008年11月号 102914728 Ｚ

54 角川俳句賞 波 安倍　真理子 俳句2008年11月号 102914710 Ｚ

26 現代詩人賞 夜の小さな標 小柳　玲子 花神社

26 現代詩花椿賞 かめれおんの時間 奥田　春美 思潮社 103580643 911.56

26 現代短歌評論賞 求められる現代の言葉 今井　恵子 短歌研究2008年10月号

28 現代俳句評論賞 白い夏野　高尾正國ときどき窓秋 松田　ひろむ

19 斉藤茂吉短歌文学賞 後の日々 永田　和宏 角川書店

23 詩歌文学館賞（詩部門） 私 谷川　俊太郎 思潮社 103554119 911.56

23 詩歌文学館賞（短歌部門） 己哉微吟 清水　房雄 角川書店

23 詩歌文学館賞（俳句部門） 十五峯 鷹羽　狩行 ふらんす堂 103588737 911.368

38 高見順賞 溶ける、目覚まし時計 北川　透 思潮社 103563524 911.56

38 高見順賞 聖一歌章 稲川　方人 思潮社

42 蛇笏賞 十五峯 鷹羽　狩行 ふらんす堂 103588737 911.368

44 短歌研究賞 楽しい一日 種村　弘 短歌研究2008年9月号

15 短歌新聞社賞 散る桜 大塚　布見子 角川書店

15 短歌新聞社賞 形見草 大塚　布見子 短歌新聞社

33 地球賞 コラール 中村　不二夫 土曜美術社出版販売

42 迢空賞 微笑の空 伊藤　一彦 角川書店 103571246 911.168

13 寺山修司短歌賞 游子 本多　稜 六花書林

46 藤村記念歴程賞 中原中也論集成 北川　透 思潮社
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13 中原中也賞 グッドモーニング 最果　タヒ 思潮社 発注中 911.56

35 日本歌人クラブ賞　　　　　　 天蓋天涯 三井　ゆき 角川書店

35 日本歌人クラブ賞　　　　　　 夕ぐれに涙を 松坂　弘 角川書店

41 日本詩人クラブ賞 桜鬼(はなおに) 大掛　史子 コールサック社

19 日本伝統俳句協会賞 十三夜 山田　弘子

48 俳人協会賞　　　　　　　　　 百景 淺井　一志 私家版

48 俳人協会賞　　　　　　　　　 荒神 伊藤　通明 角川書店

23 俳壇賞 さみしき獏 田中　一光

16 萩原朔太郎賞 声の生地 鈴木　志郎康 書肆山田

49 晩翠賞 Ｚ境 水無田　気流 思潮社

15 丸山薫賞 記憶する水 新川　和江 思潮社 103553251 911.56

17 丸山豊記念現代詩賞 血のたらちね 古賀　忠昭 書肆山田 発注中 911.56

3 三好達治賞 風景は絶頂をむかえ 田中　清光 思潮社

8 山本健吉文学賞（俳句部門） 八十路 村越　化石 角川書店

8 山本健吉文学賞（短歌部門） 衝立の絵の乙女 米川　千嘉子 角川書店

8 山本健吉文学賞（詩部門） 左右の安全 アーサー・ビナード 集英社 103564860 911.56

60 読売文学賞（詩歌俳句賞） ポロシリ 時田　則雄 角川書店
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＊文化賞＊

回 受 賞 名 書 名 著 者 名 出 版 社 図書ＮＯ． 分 類

20 アジア・太平洋賞(大賞） 台湾の政治ー中華民国台湾化の戦後史 若林　正丈 東京大学出版会

20 アジア・太平洋賞(特別賞） 検証　現代中国の経済政策決定 田中　修 日本経済新聞出版社

20 アジア・太平洋賞(特別賞） 中国を追われたウイグル人 水谷　尚子 文藝春秋

20 アジア・太平洋賞(特別賞） 不平等国家　中国 園田　茂人 中央公論新社 103848982 302.22

29 石橋湛山賞 日本国の原則ー自由と民主主義を問い直す 原田　泰 日本経済新聞出版社 103827853 304

39 大宅壮一ノンフィクション賞 知られざる魯山人 山田　和 文藝春秋 103837472 751.1

39 大宅壮一ノンフィクション賞 あの戦争から遠く離れて 城戸　久枝 情報センター出版局 105043707 289.1

8 大佛次郎論壇賞 反貧困 湯浅　誠 岩波書店 103847224 368.2

6 開高健ノンフィクション賞 最後の冒険家　太平洋に消えた神田道夫 石川　直樹 集英社 103583092 289.1

30 角川源義賞（文学研究部門） 世阿弥の中世 大谷　節子 岩波書店

30 角川源義賞（歴史研究部門）　 徳川後期の学問と政治 真壁　仁 名古屋大学出版会

30 角川源義賞（歴史研究部門）　 オランダ風説書と近世日本 松方　冬子 東京大学出版会

6 角川財団学芸賞　 子宝と子返し 太田　素子 藤原書店

6 角川財団学芸賞　 編集者　国木田独歩の時代 黒岩　比佐子 角川学芸出版

52 岸田國士戯曲賞 生きてるものはいないのか 前田　司郎 白水社

58 芸術選奨文部科学大臣賞（文学部門） カオスの娘 島田　雅彦 集英社 104478292 913.6

58 芸術選奨文部科学大臣賞（文学部門） 百済野 矢島　渚男 ふらんす堂

58 芸術選奨文部科学大臣賞（評論） 岡本太郎の見た日本 赤坂　憲雄 岩波書店

58 芸術選奨文部科学大臣賞（評論） わたしの城下町 木下　直之 筑摩書房

58 芸術選奨文部科学大臣新人賞（文学部門） ラジオと背中 齋藤　恵美子 思潮社

58 芸術選奨文部科学大臣新人賞（評論部門） 都市の詩学 田中　純 東京大学出版会
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24 講談社エッセイ賞 赤めだか 立川　談春 扶桑社 103573796 779.13

24 講談社科学出版賞 ペンギンもクジラも秒速2メートルで泳ぐ 佐藤　克文 光文社 103574604 481.7

30 講談社ノンフィクション賞 あの戦争から遠く離れて 城戸　久枝 情報センター出版局 105043707 289.1

30 講談社ノンフィクション賞 マングローブ 西岡　研介 講談社 104479613 366.628

30 講談社ノンフィクション賞 滝山コミューン1974 原　武史 講談社 104490685 916

7 小林秀雄賞 寡黙なる巨人 多田　富雄 集英社 103551842 914.6

30 サントリー学芸賞（政治・経済部門） アダム・スミスー「道徳感情論」と「国富論」の世界 堂目　卓生 中央公論新社 103845681 150

30 サントリー学芸賞（政治・経済部門） 江戸の知識から明治の政治へ 松田　宏一郎 ペリカン社

30 サントリー学芸賞（芸術･文学部門） 国家と音楽ー伊澤修二がめざした日本近代 奥中　康人 春秋社

30 サントリー学芸賞（芸術･文学部門） 藤田嗣治　作品をひらくー旅・手仕事・日本 林　洋子 名古屋大学出版会

30 サントリー学芸賞（社会・風俗部門） 「音盤考現学」「音盤博物誌」 片山　杜秀 アルテスパブリッシング

30 サントリー学芸賞（社会・風俗部門） 磯崎新の「都庁」－戦後日本最大のコンペ 平松　剛 文芸春秋 103850327 526.31

30 サントリー学芸賞（思想･歴史部門） 東京裁判 日暮　吉延 講談社

30 サントリー学芸賞（思想･歴史部門） 列島創世記ー旧石器・縄文・弥生・古墳時代 松木　武彦 小学館

25 渋沢・クローデル賞 独仏関係と戦後ヨーロッパ国際秩序 川嶋　周一 創文社

25 渋沢・クローデル賞(特別賞) アソシアシオンへの自由　〈共和国〉の論理 高村　学人 勁草書房

7 新潮ドキュメント賞 少女売春 長谷川　まり子 光文社

43 新風賞　　　　　　　　　　　 流星の絆 東野　圭吾 講談社 103560041 913.6

51 日経・経済図書文化賞 マクロ経済動学 西村　和夫・矢野　誠 岩波書店

51 日経・経済図書文化賞 比較経済発展論ー歴史的アプローチ 斎藤　修 岩波書店

51 日経・経済図書文化賞 ジェンダー経済格差ーなぜ格差が生まれるのか、克服の手がかりはどこにあるのか 川口　章 勁草書房

51 日経・経済図書文化賞 生活保護の経済分析
阿部 彩・國枝繁樹・
鈴木 亘・林 正義

東京大学出版会

51 日経・経済図書文化賞 年金制度は誰のものか 西沢　和彦 日本経済新聞出版社 103850251 364.6

8 日経BP・BizTech図書賞 オタクで女の子な国のモノづくり 川口　盛之助 講談社 103580650 675.1
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8 日経BP・BizTech図書賞 知的財産権のグローバル化 山根　裕子 岩波書店

8 日経BP・BizTech図書賞 メタル・ウォーズ 谷口　正次 東洋経済新報社 104490859 565

56 日本エッセイスト・クラブﾞ賞　　　　　　 .ルポ貧困大国アメリカ 堤　未果 岩波書店 103842878 302.53

56 日本エッセイスト・クラブﾞ賞　　　　　　 恋と伯爵と大正デモクラシー 山本　一生 日本経済新聞出版社 103834826 289.1

62 毎日出版文化賞（文学・芸術部門） 双調平家物語　全15巻 橋本　治 中央公論新社 102627379他 913

62 毎日出版文化賞（人文・社会部門） 遣唐使 東野　治之 岩波書店 103839312 210.3

62 毎日出版文化賞（自然科学部門） 黄河断流 福嶌　義宏 昭和堂

62 毎日出版文化賞（企画部門） 法華経 植木　雅俊/訳 岩波書店

62 毎日出版文化賞（特別賞） 哲学の歴史  全12巻・別巻1 同編集委員会 中央公論新社

17 山本七平賞 さらば財務省！ 高橋　洋一 講談社 103562658 342.1

9 読売・吉野作造賞 日本の統治構造 飯尾　潤 中央公論新社 103831111 312.1

20 和辻哲郎文化賞(一般部門) 芸者論 岩下　尚史 雄山閣 103821112 384.9

20 和辻哲郎文化賞(学術部門) パースの宇宙論 伊藤　邦武 岩波書店 103819538 133.9

－ 9 －



　　　 　　　　　　　　　　　　　　 ＊児　童　書＊

回 受 賞 名 書 名 著 者 名 出 版 社 図書ＮＯ． 分 類

22 赤い鳥さし絵賞 旅ねずみ スズキ　コージ 金の星社 103732236 C913.6

38 赤い鳥文学賞 天狗 たかし　よいち ポプラ社 103729679 C913.6

31 巌谷小波文芸賞 佐野洋子

18 けんぶち絵本の里大賞(大賞) もったいないことしてないかい?:もったいないばあさん 真珠　まり子 講談社 103735312 E

39 講談社出版文化賞（絵本賞） ふってきました
もとした　いづみ/文

石井　聖岳/絵
講談社 103714762 Ｅ

55 産経児童出版文化賞（大賞） ぼくらは「コウモリ穴」をぬけて 広瀬　寿子 あかね書房 103713939 C913.6

55 産経児童出版文化賞（JR賞） コウノトリがおしえてくれた 池田　啓 フレーベル館 103740015 C488.58

55 産経児童出版文化賞(翻訳作品賞) よじはんよじはん 尹　石重 福音館書店 103724043 E

55 産経児童出版文化賞(産経新聞社賞) 幸子の庭 本多　明 小峰書店 103734745 C913.6

55 産経児童出版文化賞（美術賞） 山をはこんだ九ひきの竜 松谷　みよ子 佼成出版社 103722575 E

55 産経児童出版文化賞（フジテレビ賞） 牧場犬になったマヤ 中島　晶子 ハート出版 103759700 C913.6

55 産経児童出版文化賞（ニッポン放送賞） 子どもと楽しむ行事とあそびのえほん すとう　あさえ のら書房 103726675 C386.1

37 児童文芸新人賞 ジジ　きみと歩いた 宮下　恵茉 学習研究社 103727681 C913.6

57 小学館児童出版文化賞 Two　Trains 魚住　直子 学研 103725339 C913.6

57 小学館児童出版文化賞 ぼくがラーメンたべてるとき 長谷川　義史 教育画劇 103731477 E

23 坪田譲治文学賞 しずかな日々 椰月　美智子 講談社 103704904 C913.6

26 新美南吉児童文学賞 幸子の庭 本多　明 小峰書店 103734745 C913.6
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