
　　　　　　　　　　　　　　　　　
＊文学・文芸・（含評論）＊

2009

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

140 芥川賞 ポストライムの舟 津村　記久子 講談社 103588703 913.6

141 芥川賞 受賞作なし

19 鮎川哲也賞 午前零時のサンドリヨン 相沢　沙呼 東京創元社 103616231 913.6

37 泉鏡花文学賞 魚神(いおがみ) 千早　茜 集英社 103586632 913.6

20 伊藤整文学賞（小説部門） 仮の水 リービ　秀雄 集英社 103584421 913.6

20 伊藤整文学賞（評論部門） 光の曼荼羅　日本文化論 安藤　礼二 講談社 103597720 910.26

55 江戸川乱歩賞 プリズン・トリック　(「三十九条の過失」 を改題) 遠藤　武文 講談社 103605374 913.6

3 大江健三郎賞 光の曼荼羅　日本文化論 安藤　礼二 講談社 103597720 910.26

26 織田作之助賞(大賞) オーケストラ、それは我なり――朝比奈隆　四つの試練 中丸　美繪 文藝春秋 103633020 726.1

26 織田作之助賞(青春賞) マニシェの林檎 島谷　明

11 大籔春彦賞 路傍 東山　彰良 集英社 103559886 913.6

89 オール読物新人賞 モモタン 緒川　莉々子 オール読物11月号 105197578 Ｚ

89 オール読物新人賞 オデカケ 森屋　寛治 オール読物11月号 105197578 Ｚ

22 尾崎秀樹記念・大衆文学研究賞(研究・考証部門） 「少女の友」創刊100周年記念号 実業之日本社 104681531 051.8

22 尾崎秀樹記念・大衆文学研究賞(評論・伝記部門) ぼくらの時代には貸本屋があった 菊池　仁 新人物往来社 104662226 910.264

36 大佛次郎賞 近代書史 石川　九楊 名古屋大学出版会

35 川端康成文学賞 かけら 青山　七恵 新潮社 104687538 913.6

52 群像新人文学賞（小説部門正賞） カメレオン狂のための戦争学習帳 丸岡　大介 講談社 103626016 913.6

52 群像新人文学賞（評論部門正賞） 言語についての小説－リービ英雄論 永岡　杜人 群像21年6月号 105189450 Ｚ

8 このミステリーがすごい！大賞 トギオ　(「快楽的・TOGIO・生存権」を改題) 太朗　想史郎 宝島社 103631297 913.6
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8 このミステリーがすごい！大賞 さよならドビュッシー　(「バイバイ、ドビュッシー」を改題) 中山　七里 宝島社 103631305 913.6

22 柴田錬三郎賞　　　　　　　　 仮想儀礼　上・下 篠田　節子 新潮社
103590782
103590790

913.6

22 柴田錬三郎賞　　　　　　　　 ダブル・ファンタジー 村山　由佳 文藝春秋 105069678 913.6

13 司馬遼太郎賞 骸骨ビルの庭 上・下 宮本　輝 講談社
103606026
103606034

913.6

16 島清恋愛文学賞 ダブル・ファンタジー 村山　由佳 文藝春秋 105069678 913.6

4 小説現代長編新人賞　　　　　　　 山姫抄 加藤　元 講談社 103617296 913.6

31 小説推理新人賞 通信制警察 耳　目 小説推理21年8月号 106020738 Ｚ

22 小説すばる新人賞    　 桐島、部活やめるってよ 朝井　リョウ 小説すばる21年11月号

22 小説すばる新人賞    　 なくしてしまったはずのもの 月森　すなこ 小説すばる21年11月号

2 城山三郎経済小説大賞 ピコラエヴィッチ紙幣　(「ピコラエヴィッチ］を改題) 熊谷　敬太郎 ダイヤモンド社 103613642 913.6

41 新潮新人賞 神キチ 赤木　和雄 新潮21年11月号 105196737 Ｚ

33 すばる文学賞      　　　　　 海猫ツリーハウス 木村　友祐 集英社 104696802 913.6

25 太宰治賞 だむかん 柄澤   昌幸 筑摩書房 103626842 913.6

45 谷崎潤一郎賞 受賞作なし

4 中央公論文芸賞 ダブル・ファンタジー 村山　由佳 文藝春秋 105069678 913.6

140 直木賞 利休にたずねよ 山本　謙一 PHP研究所 103587366 913.6

140 直木賞 悼む人 天童　荒太 文藝春秋 103583084 913.6

141 直木賞 鷺と雪 北村　薫 文藝春秋 103594909 913.6

15 中山義秀文学賞 彫残二人 植松　三十里 中央公論新社 103630539 913.6

28 新田次郎文学賞 群青　日本海軍の礎を築いた男 植松　三十里 文藝春秋 103566493 913.6

11 日本SF新人賞 森の言葉/森への飛翔 伊野　隆之

－ 2 －



11 日本SF新人賞 シンギュラリティ・コンクェスト 山口　優

30 日本SF大賞 ハーモニー 伊藤　計劃 早川書房 103585469 913.6

30 日本SF大賞(特別賞) グイン・サーガ 栗本　薫 早川書房

62 日本推理作家協会賞（長編・連作短編集） カラスの親指 道尾　秀介 講談社 103601548 913.6

62 日本推理作家協会賞（長編・連作短編集） ジョーカー・ゲーム 柳　広司 角川書店 103575890 913.6

62 日本推理作家協会賞（短編部門） 熱帯夜　　(「あげくの果て」に収録) 曽根　圭介 角川書店 104667704 913.6

62 日本推理作家協会賞（短編部門） 渋い夢　　(「辛い飴　永見緋太郎の事件簿」に収録) 田中　啓文 東京創元社 104664388 913.6

62 日本推理作家協会賞（評論・その他部門） 「謎」の解像度(レゾリューション) 円堂　都司昭 光文社 103601381 910.264

62 日本推理作家協会賞（評論・その他部門） <盗作>の文学史　市場・メディア・著作権 栗原　裕一郎 新曜社 103851424 910.26

21 日本ファンタジーノベル大賞（大賞） 月桃夜 遠田　潤子 新潮社 104690672 913.6

21 日本ファンタジーノベル大賞（大賞） 増大派に告ぐ 小田　雅久仁 新潮社 104690680 913.6

16 日本ホラー小説大賞（大賞） 化身 宮ノ川　顕 角川書店 103617338 913.6

16 日本ホラー小説大賞（長編賞） 嘘神 三田村　志郎 角川書店 103633210 913.6

16 日本ホラー小説大賞（短編賞） 今昔奇怪録 朱雀門　出 角川書店 103633228 913.6

62 野間文芸賞 神器　軍艦「橿原」殺人事件　上・下 奥泉　光 新潮社
104673520
104673538

913.6

31 野間文芸新人賞 ギンイロノウタ 村田　沙耶香 新潮社 103582870 913.6

108 文學界新人賞 白い紙/サラム シリン・ネザマフィ 文藝春秋 103605481 913.6

109 文學界新人賞 ディビジョン 奥田　真理子 文学界2009年12月号 105198428 Ｚ

46 文藝賞 犬はいつも足元にいて 大森兄弟 河出書房新社 104690136 913.6

46 文藝賞 ボーダー＆レス 藤代　泉 河出書房新社 104690144 913.6

9 本格ミステリ大賞（評論・研究部門） 「謎」の解像度　ウェブ時代の本格ミステリ 円堂　都司昭 光文社 103601381 910.264

9 本格ミステリ大賞（小説部門） 完全恋愛 牧　薩次 ﾏｶﾞｼﾞﾝﾊｳｽ 104495221 913.6
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6 本屋大賞 告白 湊　かなえ 双葉社 103578829 913.6

16 松本清張賞 アダマースの饗宴 牧村　一人 文藝春秋 104682489 913.6

22 三島由紀夫賞　　　　　　　　 夏の水の半漁人 前田　司郎 扶桑社 103597472 913.6

19 紫式部文学賞 女神記 桐野　夏生 角川書店 103583142 913.6

22 山本周五郎賞 この胸に深々と突き刺さる矢を抜け　上・下 白石　一文 講談社
103603973
103603981

913.6

29 横溝正史ミステリ大賞 雪冤  (「ディオニス死すべし」を改題) 大門　剛明 角川書店 103598652 913.6

43 吉川英治文学賞 オリンピックの身代金 奥田　英朗 角川書店 103584223 913.6

30 吉川英治文学賞新人賞 田村はまだか 朝倉　かすみ 光文社 103559936 913.6

30 吉川英治文学賞新人賞 ジョーカー・ゲーム 柳　広司 角川書店 103575890 913.6

61 読売文学賞（小説賞） 太陽を曳く馬　上・下 高村　薫 新潮社
105056949
105056956

913.6

61 読売文学賞（戯曲・シナリオ賞） グローブ・ジャングル　「虚構の劇団」旗揚げ3部作 鴻上　尚史 小学館 103634499 912.6

61 読売文学賞（随筆・紀行賞） 正弦曲線 堀江　敏幸 中央公論新社 103634507 914.6

61 読売文学賞（研究・翻訳賞） 若い芸術家の肖像 ジェイムズ・ジョイス 集英社 103621348 933.7
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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

59 Ｈ氏賞　　　　　　　　　　　 マッチ売りの偽書 中島　悦子 思潮社

55 角川短歌賞 夏の曲馬団 山田　航 短歌21年11月号 105197735 Ｚ

55 角川俳句賞 萵苣(ちしゃ) 相子　智恵 俳句21年11月号 105197727 Ｚ

27 現代詩人賞 自伝詩のためのエスキース 辻井　喬 思潮社 103599684 911.56

27 現代詩花椿賞 みどり、その日々を過ぎて。 岩成　達也 書肆山田 103622445 911.56

27 現代短歌評論賞 樹木を詠むという思想 山田　航 短歌研究21年10月号

29 現代俳句評論賞 該当作なし

20 斉藤茂吉短歌文学賞 母系 河野　裕子 青磁社 103634473 911.168

24 詩歌文学館賞（詩部門） 幸いなるかな本を読む人 長田　弘 毎日新聞社 103596300 911.56

24 詩歌文学館賞（短歌部門） 悲母像 橋本　喜典 短歌新聞社 発注中 911.168

24 詩歌文学館賞（俳句部門） 友岡子郷俳句集成 友岡　子郷 沖積舎

39 高見順賞 子葉声韻 高貝　弘也 思潮社 103591400 911.56

43 蛇笏賞 風の空 廣瀬　直人 角川書店 103603601 911.368

45 短歌研究賞 棄老病棟 桑原　正紀 短歌研究21年9月号

45 短歌研究賞 遠き鯨影 松村　由利子 短歌研究21年9月号

16 短歌新聞社賞 悲母像 橋本　喜典 短歌新聞社 発注中 911.168

43 迢空賞 ゆきあひの空 石川　不二子 不識書院

43 迢空賞 母系 河野　裕子 青磁社 103634473 911.168

14 寺山修司短歌賞 即今　大下一真歌集 大下　一真 角川書店
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47 藤村記念歴程賞 ランボーとアフリカの８枚の写真 鈴村　和成 河出書房新社 103621652 951.6

14 中原中也賞 先端で、さすわさされるわそらええわ 川上　未映子 青土社 103557039 911.56

36 日本歌人クラブ賞　　　　　　 百卒長 安森　敏隆 青磁社

42 日本詩人クラブ賞 水底の寂かさ 清水　茂 舷燈社

49 俳人協会賞　　　　　　　　　 祭詩 榎本　好宏 ふらんす堂

49 俳人協会賞　　　　　　　　　 海光 栗田　やすし 角川書店

24 俳壇賞 日傘来る 勝又　民樹

24 俳壇賞 めろんぱん 今村　恵子

17 萩原朔太郎賞 吃水都市 松浦　寿輝 思潮社 103616454 911.56

50 晩翠賞 無月となのはな 斎藤　恵子 思潮社 103632725 911.56

16 丸山薫賞 光る朝 木村　迪夫 書肆山田 103634515 911.56

18 丸山豊記念現代詩賞 花と死王 中本　道代 思潮社

4 三好達治賞 眠れる旅人 池井　昌樹 思潮社

9 山本健吉文学賞（俳句部門） 荒神 伊藤　通明 角川書店

9 山本健吉文学賞（短歌部門） 東洋の秋 島田　修三 ながらみ書房

9 山本健吉文学賞（詩部門） 子葉声韻 高貝　弘也 思潮社 103591400 911.56

61 読売文学賞（詩歌俳句賞） 詩集「花・蒸気・隔たり」 河野　道代 panta rhei
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＊文化賞＊

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

21 アジア・太平洋賞(大賞） 後藤新平と日露関係史　ロシア側新資料に基づく新見解 ワシーリー・モロジャコフ 藤原書店

21 アジア・太平洋賞(大賞） 竹島密約 ロー・ダニエル 草思社 103860573 319.1021

21 アジア・太平洋賞(特別賞） コーカサス　国際関係の十字路 廣瀬　陽子 集英社 104663810 319.297

21 アジア・太平洋賞(特別賞） 陸羯南(くがかつなん) 朴　羊信 岩波書店

30 石橋湛山賞 近代日本の分岐点　日露戦争から満州事変前夜まで 深津　真澄 ロゴス 103611943 210.6

40 大宅壮一ノンフィクション賞 キャパになれなかったカメラマン　上・下 平敷　安常 講談社
103634523
103634531

223.107

9 大佛次郎論壇賞 コミュニティを問いなおす 広井　良典 筑摩書房 103880787 361.7

7 開高健ノンフィクション賞 インパラの朝　ユーラシア・アフリカ大陸684日 中村　安希 集英社 103621405 292.09

31 角川源義賞（文学研究部門） 歌と詩のあいだ　和漢比較文学論攷 大谷　雅夫 岩波書店

31 角川源義賞（歴史研究部門）　 日本憲政史 坂野　潤治 東京大学出版会

7 角川財団学芸賞　 魂の古代学　問いつづける折口信夫 上野　誠 新潮社 103621660 910.268

53 岸田國士戯曲賞 まほろば 蓬莱　竜太 白水社

53 岸田國士戯曲賞 幸せ最高ありがとうマジで！ 本谷　有希子 講談社 103593836 912.6

59 芸術選奨文部科学大臣賞（文学部門） 歌集ポロシリ 時田　則雄 角川書店

59 芸術選奨文部科学大臣賞（文学部門） 草すべり 南木　佳士 文藝春秋 104661210 913.6

59 芸術選奨文部科学大臣賞（評論） ロートレアモン　越境と創造 石井　洋二郎 筑摩書房

59 芸術選奨文部科学大臣賞（評論） ジェローム・ロビンスが死んだ 津野　海太郎 平凡社 103854881 769.53

25 講談社エッセイ賞 六本指のゴルトベルク 青柳　いづみこ 岩波書店 104675749 902.3

25 講談社エッセイ賞 謎の１セント硬貨 向井　万起男 講談社 103590980 295.3
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25 講談社科学出版賞 チェンジング・ブルー　気候変動の謎に迫る 大河内　直彦 岩波書店 103611935 451.85

31 講談社ノンフィクション賞 甘粕正彦乱心の曠野 佐野　眞一 新潮社 103849345 289.1

8 小林秀雄賞 日本語が滅びるとき　英語の世紀の中で 水村　美苗 筑摩書房 103862587 810.4

31 サントリー学芸賞（政治・経済部門） 現代アフリカの紛争と国家 武内　進一 明石書店

31 サントリー学芸賞（芸術･文学部門） 中東欧音楽の回路 伊東　信宏 岩波書店 発注中 762.34

31 サントリー学芸賞（芸術･文学部門） オリエンタリストの憂鬱 藤原　貞朗 めこん

31 サントリー学芸賞（芸術･文学部門） 空飛ぶ五代目菊五郎　　明治キワモノ歌舞伎 矢内　賢二 白水社 103626958 774.28

31 サントリー学芸賞（社会・風俗部門） 聖遺物崇敬の心性史 秋山　聰 講談社 103634549 192

31 サントリー学芸賞（社会・風俗部門） 荷風へ、ようこそ 持田　叙子 慶応義塾大学出版会 103616066 910.268

31 サントリー学芸賞（思想･歴史部門） イスラーム世界の論じ方 池内　恵 中央公論新社 103863247 312.27

31 サントリー学芸賞（思想･歴史部門） 野蛮から秩序へ 松森　奈津子 名古屋大学出版会

26 渋沢・クローデル賞 オリエンタリストの憂鬱 藤原　貞朗 めこん

26 渋沢・クローデル賞(特別賞) 藤田嗣治作品をひらく 林　洋子 名古屋大学出版会

8 新潮ドキュメント賞 半島へ、ふたたび 蓮池　薫 新潮社 103608758 289.1

44 新風賞　　　　　　　　　　　 1Q84  BOOK1・2 村上　春樹 新潮社
103599171
103599205

913.6

52 日経・経済図書文化賞 公共選択の経済分析 小西　英樹 東京大学出版会

52 日経・経済図書文化賞 日本の外国人労働力-経済学からの検証 中村　二朗ほか 日本経済新聞出版社

52 日経・経済図書文化賞 「社会的入院」の研究-高齢者医療最大の病理にいかに対処すべきか 印南　一路 東洋経済新報社

9 日経BP・BizTech図書賞 環境問題を経済から見る　なぜ日本はEUに追いつけないのか 福島　清彦 亜紀書房 103626040 519

9 日経BP・BizTech図書賞
だまされないための年金・医療・介護入門
　　社会保障改革の正しい見方・考え方

鈴木　亘 東洋経済新報社 103867693 364

9 日経BP・BizTech図書賞 日本産業社会の「神話」　経済自虐史観をただす 小池　和男 日本経済新聞出版社 103600359 366.021

57 日本エッセイスト・クラブﾞ賞　　　　　　 アーサー・ウェイリー　「源氏物語」の翻訳者 平川　祐弘 白水社

－ 8 －



57 日本エッセイスト・クラブﾞ賞　　　　　　 人間を撮る　ドキュメンタリーがうまれる瞬間 池谷　薫 平凡社 103603585 778.7

63 毎日出版文化賞（文学・芸術部門） 1Q84  BOOK1・2 村上　春樹 新潮社
103599171
103599205

913.6

63 毎日出版文化賞（人文・社会部門） 政治の美学　権力と表象 田中　純 東京大学出版会

63 毎日出版文化賞（自然科学部門） つながる脳 藤井　直敬 NTT出版 103874228 491.371

63 毎日出版文化賞（企画部門） 江戸時代語辞典 潁原　退蔵 角川学芸出版

63 毎日出版文化賞（特別賞） 運命の人　全４巻 山崎　豊子 文藝春秋

103596250
103596268
103598462
103601720

913.6

18 山本七平賞 日本国の正体　政治家・官僚・メディアー本当の権力者は誰か 長谷川　幸洋 講談社 103602561 312.1

61 読売文学賞（評論・伝記賞） 須賀敦子を読む 湯川　豊 新潮社 104679790 910.268

10 読売・吉野作造賞 日本産業社会の「神話」　経済自虐史観をただす 小池　和男 日本経済新聞出版社 103600359 366.021

21 和辻哲郎文化賞(一般部門) 南海漂蕩　　ミクロネシアに見せられた土方久功・杉浦佐助・中島敦 岡谷　公二 冨山房ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

21 和辻哲郎文化賞(学術部門) 死と誕生　　ハイデガー・九鬼周造・アーレント 森　一郎 東京大学出版会

－ 9 －



　　　 　　　　　　　　　　　　　　 ＊児　童　書＊

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

23 赤い鳥さし絵賞 彼岸花はきつねのかんざし 朽木　祥 学習研究社 103742086 C913.6

39 赤い鳥文学賞 ハナと寺小屋のなかまたち 森山　京 理論社 103774477 C913.6

32 巌谷小波文芸賞 三田村信行氏の業績に対して

19 けんぶち絵本の里大賞(大賞) いいからいいから　3 長谷川　義史 絵本館 103765517 E

40 講談社出版文化賞（絵本賞） くまとやまねこ
湯本　香樹実/文
酒井　駒子/絵

河出書房新社 103399655 E

56 産経児童出版文化賞（大賞） 0.1ミリのタイムマシン　地球の過去と未来が化石から見えてくる 須藤　斎 くもん出版 103770350 C457.7

56 産経児童出版文化賞（JR賞） 大きな手大きな愛　“胃袋の宣教師”函館カール・レイモン物語 川嶋　康男 農山漁村文化協会 103785564 C289.3

56 産経児童出版文化賞(翻訳作品賞) この世で一番すばらしい馬 チェンジャンホン 徳間書店 103773453 E

56 産経児童出版文化賞(翻訳作品賞) にげろ！にげろ?　インドのむかしばなし ジャン・ソーンヒル 光村教育図書 104288832 E

56 産経児童出版文化賞(産経新聞社賞) いぬうえくんがわすれたこと きたやま　ようこ あかね書房 104291539 C913.6

56 産経児童出版文化賞（美術賞） せんねんまんねん
まど　みちお/詩
柚木　沙弥郎/絵

理論社 104286810 E

56 産経児童出版文化賞（フジテレビ賞） ひらけ！なんきんまめ 竹下　文子 小峰書店 103772075 C913.6

56 産経児童出版文化賞（ニッポン放送賞） 空を飛んだポチ　杉山亮の物語ライブ 杉山　亮 講談社 103769105 C913.6

38 児童文芸新人賞 氷石 久保田　香里 くもん出版 103794806 C913.6

58 小学館児童出版文化賞 走れUMI 篠原　勝之 講談社 103789905 C913.6

58 小学館児童出版文化賞 里山百年図鑑　野遊びを楽しむ 松岡　達英 小学館 103763413 C407

24 坪田譲治文学賞 戸村飯店青春100連発 瀬尾　まいこ 理論社 104497060 C913.6

27 新美南吉児童文学賞 遠くて近いものたち 山中　利子 てらいんく 103786380 C911.56
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