
　　　　　　　　　　　　　　　　　
＊文学・文芸・（含評論）＊

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

142 芥川賞 該当作なし

143 芥川賞 乙女の密告  赤染　晶子  新潮社 B11346248 913.6

20 鮎川哲也賞 ボディ・メッセージ 　(「ボディ・メタ」を改題)  安萬
あまん

　純一  東京創元社 B11371808  913.6 

20 鮎川哲也賞 太陽が死んだ夜  月原　渉  東京創元社 B11371809 913.6

38 泉鏡花文学賞 河原者ノススメ　死穢
しえ

と修羅の記憶  篠田　正浩  幻戯書房 B11250872  772.1 

21 伊藤整文学賞（小説部門） 該当作なし  

21 伊藤整文学賞（評論部門） 母なるもの　近代文学と音楽の場所  高橋　英夫  文藝春秋 B11187848 910.26

21 伊藤整文学賞（評論部門）
時間のかかる読書　横光利一「機械」を巡る素晴らしきぐずぐ
ず

 宮沢　章夫  河出書房新社 B11253500 913.6 

56 江戸川乱歩賞 再会  横関　大  講談社 B11350504 913.6 

4 大江健三郎賞 掏摸
す　　り

 中村　文則  河出書房新社 B11243842 913.6 

12 大藪春彦賞 約束の地  樋口　明雄  光文社 B11110504 913.6 

12 大藪春彦賞 竜神の雨  道尾　秀介  新潮社 B11185560 913.6 

23 尾崎秀樹記念・大衆文学研究賞(研究・考証部門） 司馬遼太郎とエロス  碓井　昭雄  白順社

23 尾崎秀樹記念・大衆文学研究賞(評論・伝記部門) 松本清張　時代の闇を見つめた作家  権田　萬治  文藝春秋 B11254148 910.268

23 尾崎秀樹記念・大衆文学研究賞(特別賞) 荒野も歩めば径になる　ロマンの猟人・尾崎秀樹の世界  峯島　正行  実業之日本社 B11234966 289.1

27 織田作之助賞(大賞) TRIP TRAP  金原　ひとみ  角川書店 B11272299 913.6 

90 オール読物新人賞 虫封じ□  立花  水馬
 オール読物
 22年11月号 B11376458 雑誌

37 大佛次郎賞 黒船前夜ーロシア・アイヌ・日本の三国志  渡辺　京二  洋泉社 B11283472  210.55

36 川端康成文学賞 トモスイ  高樹　のぶ子  新潮社 B11411874 913.6 
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53 群像新人文学賞（小説部門正賞） 朝が止まる  淺川　継太  群像22年6月号 B11318347 雑誌 

53 群像新人文学賞（評論部門正賞） 後悔さきにたたず  野水　陽介  群像22年6月号 B11318347 雑誌 

9 このミステリーがすごい！大賞 完全なる首長竜の日  乾　緑郎  宝島社 B11402907 913.6

23 柴田錬三郎賞　　　　　　　　 横道世之介  吉田　修一  毎日新聞社 B11234348 913.6

14 司馬遼太郎賞 墓標なき草原　内モンゴルにおける文化大革命・虐殺の記録　上・下  楊
やん

　海英
はいいん

 岩波書店
B11273930
B11273932

222.6

17 島清恋愛文学賞 ナニカアル  桐野　夏生  新潮社 B11292221 913.6

5 小説現代長編新人賞　　　　　　　 盤上のアルファ  塩田　武士  講談社 B11403042 913.6

32 小説推理新人賞 遠田の蛙  深山　亮
 小説推理
 22年8月号

B11335893 雑誌 

23 小説すばる新人賞    　 国道沿いのファミレス  畑野　智美
 小説すばる
 22年11月号

23 小説すばる新人賞    　 たぶらかし  安田　依央  集英社 B11412936 913.6

3 城山三郎経済小説大賞 海商ー秀吉に挑んだ男  指方　恭一郎

3 城山三郎経済小説大賞 草魂の夜想曲  深井　律夫

42 新潮新人賞 工場  小山田　浩子  新潮22年11月号 B11369069 雑誌 

42 新潮新人賞 ののの  太田　靖久  新潮22年11月号 B11369069 雑誌 

6 親鸞賞 錦  宮尾　登美子  中央公論新社 B11050247 913.6

34 すばる文学賞      　　　　　 トロンブルイユの星  米田　夕歌里  集英社

26 太宰治賞 あたらしい娘　　「太宰治賞2010」に収録  今村　夏子  筑摩書房

46 谷崎潤一郎賞 ピストルズ  阿部　和重  講談社 B11303046 913.6

5 中央公論文芸賞 真昼なのに昏い部屋  江國　香織  講談社 B11303185 913.6

142 直木賞 廃墟に乞う  佐々木　譲  文藝春秋 B11210577 913.6

143 直木賞 ほかならぬ人へ  白石　一文  祥伝社 B11249099 913.6

143 直木賞 小さいおうち  中島　京子  文藝春秋 B11324098 913.6
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16 中山義秀文学賞 弧闘　立花宗茂  上田　秀人  中央公論新社 B11181037 913.6

29 新田次郎文学賞 恋の蛍　山崎富栄と太宰治  松本　侑子  光文社 B11246574 913.6

29 新田次郎文学賞 水神　上・下  帚木　蓬生  新潮社
B11226950
B11226951

913.6

31 日本SF大賞 ペンギン・ハイウェイ  森見　登美彦  角川書店 B11325066  913.6 

31 日本SF大賞(特別賞) 日本SF精神史　幕末・明治から戦後まで  長山　靖生  河出書房新社  B11267828   910.26

63 日本推理作家協会賞（長編・連作短編集） 粘膜蜥蜴  飴村　行  角川書店 B11222363 913.6

63 日本推理作家協会賞（長編・連作短編集） 乱反射  貫井　徳郎  朝日新聞出版 B11144748  913.6 

63 日本推理作家協会賞（短編部門） 堕監　　「撃てない警察」に収録  安東　能明  新潮社 B11375319  913.6 

63 日本推理作家協会賞（評論・その他部門） 英文学の地下水脈  森　健太朗  東京創元社 B11148359 930.26

22 日本ファンタジーノベル大賞（大賞） 前夜の航跡  紫野　貴李  新潮社 B11385127  913.6 

22 日本ファンタジーノベル大賞（優秀賞） 月のさなぎ  石野　晶  新潮社 B11385123  913.6 

17 日本ホラー小説大賞（大賞） お初の繭　(「あゝ人不着紬」を改題)  一路　晃司  角川書店 B11378287  913.6 

17 日本ホラー小説大賞（長編賞）
バイロケーション　(「同時両所存在に見るゾンビ的哲学考」を
改題)

 法条　遥  角川書店 B11374947  913.6 

17 日本ホラー小説大賞（短編賞） 少女禁区  (「遠呪」を改題)  伴名　練  角川書店 B11374944 913.6

63 野間文芸賞 故郷のわが家  村田　喜代子  新潮社 B11281364  913.6 

32 野間文芸新人賞 烏
う

有
ゆう

此
し

譚
たん

 円城　塔  講談社 B11268427  913.6 

32 野間文芸新人賞 寝ても覚めても  柴崎　友香  河出書房新社 B11361925  913.6 

4 船橋聖一文学賞 天地明察  冲方
うぶかた

　丁
とう

 角川書店 B11261595 913.6

110 文學界新人賞 乾燥腕  鶴川　健吉  文学界22年6月号 B11318342 雑誌 

110 文學界新人賞 自由高さH  穂田川　洋山  文学界22年6月号 B11318342  雑誌  

111 文學界新人賞 ゴルディータは食べて、寝て、働くだけ  吉井　磨弥   文学界22年12月号 B11381317  雑誌  
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20 Bunkamuraドゥマゴ文学賞 流跡  朝吹　真理子  新潮社 B11378050 913.6

47 文藝賞 該当作なし

5 ポプラ社小説大賞 KAGEROU 齋藤　智裕  ポプラ社 B11393912 913.6

10 本格ミステリ大賞（評論・研究部門） 戦前戦後異端文学論　奇想と反骨  谷口　基  新典社

10 本格ミステリ大賞（小説部門） 密室殺人ゲーム2.0  歌野　晶午  講談社 B11221547 913.6

10 本格ミステリ大賞（小説部門） 水魑
みずち

の如き沈むもの  三津田　信三  原書房 B11262572 913.6

7 本屋大賞 天地明察  冲方　丁  角川書店 B11261595 913.6

17 松本清張賞 マルガリータ  村木　嵐  文藝春秋 B11334040 913.6

23 三島由紀夫賞　　　　　　　　 クォンタム・ファミリーズ  東　浩紀  新潮社 B11271402 913.6

20 紫式部文学賞 ヘヴン  川上　未映子  講談社 B11229615 913.6

1 山田風太郎賞 悪の教典　上・下  貴志　祐介  文藝春秋
B11346035
B11346038

913.6

23 山本周五郎賞 後悔と真実の色  貫井　徳郎  幻冬舎 B11243822 913.6

23 山本周五郎賞 光媒の花  道尾　秀介  集英社 B11303457 913.6

30 横溝正史ミステリ大賞 お台場アイランドベイビー  伊与原　新  角川書店 B11364675 913.6

30 横溝正史ミステリ大賞優秀賞 女騎手　　(「薔薇という名の馬」を改題)  蓮見　恭子  角川書店 B11366230 913.6

30 横溝正史ミステリ大賞テレビ東京賞 ボクら星屑のダンス  佐倉　淳一

44 吉川英治文学賞 十字架  重松　清  講談社 B11268424 913.6

31 吉川英治文学新人賞 天地明察  冲方　丁  角川書店 B11261595 913.6

31 吉川英治文学新人賞 鉄の骨  池井戸　潤  講談社 B11241988 913.6
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　　　　　　　　　　　　　　 ＊詩・短歌・俳句＊

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

60 Ｈ氏賞　　　　　　　　　　　 石の記憶 　田
てぃあん

　　原
ゆあん

 思潮社 B11254526  911.56

12 小野十三郎賞 青天の向こうがわ 　三井　喬子  思潮社 B11246052  911.56

12 小野十三郎賞 山上の蜘蛛ー神戸モダニズムと海港都市ノート 　季村　敏夫  みずのわ出版

56 角川短歌賞 硝子の駒 　大森　静佳  短歌22年11月号 B11376732  雑誌 

56 角川俳句賞 春雷 　望月　周  俳句22年11月号 B11376731  雑誌 

56 角川俳句賞 投函 　山口　優夢  俳句22年11月号 B11376731  雑誌 

28 現代詩人賞 永遠まで 　高橋　睦郎  思潮社

28 現代詩花椿賞 幻影の足 　有働　薫  思潮社 B11326550  911.56

28 現代短歌評論賞 或るホームレス歌人を探るー響きあう投稿歌 　松井　多絵子
 短歌研究
 22年10月号

30 現代俳句評論賞 高柳重信ー俳句とロマネスク 　近藤　栄治
 現代俳句
 22年10月号

21 斎藤茂吉短歌文学賞 月の夜声 　伊藤　一彦  本阿弥書店 B11260938 911.168

25 詩歌文学館賞（詩部門） 光は灰のように 　有田　忠郎  書肆山田

25 詩歌文学館賞（短歌部門） 千年紀地上 　田井　安曇  角川学芸出版

25 詩歌文学館賞（俳句部門） 小椿居 　星野　麥丘人  角川学芸出版

40 高見順賞 注解する者　岡井隆詩集 　岡井　隆  思潮社

40 高見順賞 孤絶ー角 　岸田　将幸  思潮社 B11261247 911.56

44 蛇笏賞 月魄
つきしろ

　眞鍋　呉夫  邑書林 

46 短歌研究賞 三崎の棕櫚の木 　米川　千嘉子  短歌21年6月号 B11187572  雑誌 
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44 迢空賞 望楼の春　坂井修一歌集 　坂井　修一  角川書店 B11290026 911.168

15 寺山修司短歌賞 重力 　真中　朋久  青磁社

48 藤村記念歴程賞 テーブルの上のひつじ雲/テーブルの下のミルクティーという名の犬 　相沢　正一郎  書肆山田 B11328927 911.56

48 藤村記念歴程賞 露光 　高貝　弘也  書肆山田

15 中原中也賞 適切な世界の適切ならざる私 　文月　悠光  思潮社 B11250758  911.56

37 日本歌人クラブ賞　　　　　　 かへり水 　今野　寿美  角川学芸出版

37 日本歌人クラブ賞　　　　　　 街の音 　内田　弘  短歌新聞社

43 日本詩人クラブ賞 水の声 　硲　杏子  土曜美術社出版販売

50 俳人協会賞　　　　　　　　　 辻俳諧 　斎藤　夏風  ふらんす堂 B11377887 911.368

18 萩原朔太郎賞 コルカタ 　小池　昌代  思潮社 B11307974  911.56

51 晩翠賞 無月となのはな 　斎藤　恵子  思潮社 B11070873 911.56

17 丸山薫賞 フィリップ・マーロウの拳銃 　以倉　紘平  沖積舎 B11231953  911.56

19 丸山豊記念現代詩賞 適切な世界の適切ならざる私 　文月　悠光  思潮社 B11250758  911.56 

5 三好達治賞 世界はうつくしいと 　長田　弘  みすず書房 B11177279  911.56

10 山本健吉文学賞（俳句部門） 啓示 　中岡　毅雄  ふらんす堂

10 山本健吉文学賞（短歌部門） 日和 　永田　和宏  砂子屋書房

10 山本健吉文学賞（詩部門） 半島の地図 　川口　晴美  思想社 B11222065  911.56 
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＊文化賞＊

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

22 アジア・太平洋賞(大賞） ハングルの誕生　音から文字を創る  野間　秀樹  平凡社 B11320989 829.11

22 アジア・太平洋賞(特別賞） 溥儀の忠臣・工藤忠　忘れられた日本人の満州国  山田　勝芳  朝日新聞出版 B11329411 289.1

22 アジア・太平洋賞(特別賞） 中国共産党「天皇工作」秘録  城山　秀巳  文藝春秋 B11222687 319.2201

31 石橋湛山賞 危機の経済政策ーなぜ起きたのか、何を学ぶのか  若田部　昌澄  日本評論社 B11222425 333

41 大宅壮一ノンフィクション賞 日本の路地を旅する  上原　善広  文藝春秋 B11268003 361.86

41 大宅壮一ノンフィクション賞 逝かない身体　ALS的日常を生きる  川口　有美子  医学書院 B11269098 493.64

10 大佛次郎論壇賞 参議院とは何か　1947～2010  竹中　治堅
 中央公論新
社

B11324063 314.15

8 開高健ノンフィクション賞
空白の五マイル　チベット、世界最大のツアンポー渓谷に挑
む

 角幡　唯介  集英社 B11384899 292.29

32 角川源義賞（文学研究部門） 近世文学の境界　個我と表現の変容  損斐　高  岩波書店

32 角川源義賞（歴史研究部門）　 江戸後期の思想空間  前田　勉  ぺりかん社

8 角川財団学芸賞　 １９６８ 上・下  小熊　英二  新曜社
B11208057
B11216385

377.96

54 岸田國士戯曲賞 わが星  柴　幸男  白水社 B11310531 912.6

60 芸術選奨文部科学大臣賞（文学部門） 海松
みる

 稲葉　真弓  新潮社 B11178198 913.6

60 芸術選奨文部科学大臣賞（文学部門） 施無畏ー柳宣宏歌集  柳　宣宏  砂子屋書房

60 芸術選奨文部科学大臣賞（評論） ひばり伝  斎藤　慎爾  講談社 B11202198 767.8

60 芸術選奨文部科学大臣賞（評論） サンチョ・キホーテの旅  西部　邁  新潮社 B11161479 914.6

26 講談社エッセイ賞 背中の記憶  長島　有里枝  講談社 B11259036 913.6

26 講談社エッセイ賞 大向うの人々　歌舞伎座三階人情ばなし   山川　静夫  講談社 B11238897  774.04

26 講談社科学出版賞 太陽の科学　磁場から宇宙の謎に迫る  柴田　一成  日本放送出版協会 B11280663 444

－ 7 －



41 講談社出版文化賞ブックデザイン賞 酒中日記  坪内　祐三  文藝春秋 B11294546 914.6

41 講談社出版文化賞 ゼロの王国  鹿島田　真希  講談社 B11174415 913.6

32 講談社ノンフィクション賞  トレイシー　日本兵捕虜秘密尋問所  中田　整一  講談社 B11310063 391.653

32 講談社ノンフィクション賞 死刑の基準　「永山基準」が遺したもの  堀川　惠子  日本評論社 B11259043 326.41

9 小林秀雄賞 それでも、日本人は「戦争」を選んだ  加藤　陽子  朝日出版社 B11216160 210.6

32 サントリー学芸賞（政治・経済部門） 中国変換後の香港　「小さな冷戦」と一国二制度の展開  倉田　徹   名古屋大学出版会

32 サントリー学芸賞（政治･経済部門） 伊藤博文　知の政治家   瀧井　一博  中央公論新社 B11315901  312.1

32 サントリー学芸賞（芸術･文学部門） 科学する詩人ゲーテ   石原あえか   慶應義塾大学出版 B11312686 940.268

32 サントリー学芸賞（芸術･文学部門） 近代都市パリの誕生ー鉄道・メトロ時代の熱狂  北河　大次郎   河出書房新社 B11329985 686.2353

32 サントリー学芸賞（芸術･文学部門） 俵屋宗達ー琳派の祖の真実  古田　亮  平凡社 B11312391  721.5

32 サントリー学芸賞（社会･風俗部門）
モスクワの孤独　「雪どけ」からプーチン時代のインテリゲン
ツィア

 米田　綱路  現代書館 B11292096 283.8

32 サントリー学芸賞（思想･歴史部門） 記号と再帰ー記号論の形式・プログラムの必然   田中　久美子   東京大学出版会

27 渋沢・クローデル賞 フェルディナン・ド・ソシュール<言語学>の孤独、「一般言語学」の夢  互　盛央  作品社

27 渋沢・クローデル賞(特別賞) ディドロ限界の思考　小説に関する試論  田口　卓臣  風間書房

9 新潮ドキュメント賞 リハビリの夜  熊谷　晋一郎  医学書院 B11269096 493.73

45 新風賞　　　　　　　　　　　 もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの「マネジメント」を読んだら  岩崎　夏海  ダイヤモンド社 B11263759 913.6

53 日経・経済図書文化賞 ものづくりの寓話　フォードからトヨタへ  和田　一夫  名古屋大学出版会

53 日経・経済図書文化賞 金融危機のミクロ経済分析  細野　薫  東京大学出版会

53 日経・経済図書文化賞 雇用保障の経済分析　企業パネルデータによる労使関係  野田　知彦  ミネルヴァ書房

53 日経・経済図書文化賞 再分配の厚生分析　公平と効率を問う  小塩　隆士  日本評論社 B11326917 364.1

58 日本エッセイスト・クラブﾞ賞　　　　　　 ワシトンハイツ　GHQが東京に刻んだ戦後  秋尾　沙戸子  新潮社 B11211311 213.61

52 毎日芸術賞 歌うクジラ　上・下  村上　龍  講談社
B11375259
B11375264

913.6
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64 毎日出版文化賞（文学・芸術部門） 終わらざる夏　上・下  浅田　次郎  集英社
B11337347
B11337348

913.6

64 毎日出版文化賞（人文・社会部門） 限界集落　吾の村なれば  曽根　英二
 日本経済新聞
 出版社

B11313616 318.6

64 毎日出版文化賞（自然科学部門） 精神医学から臨床哲学へ  木村　敏  ミネルヴァ書房 B11311490  289.1

64 毎日出版文化賞（企画部門） 世界文学全集シリーズ  池澤　夏樹/編集  河出書房新社 B10205855他  908

64 毎日出版文化賞（特別賞） 親鸞　上・下  五木　寛之  講談社
B11273846
B11273847

 913.6

19 山本七平賞 この命、義に捧ぐ  門田　隆将  集英社 B11316198 289.1

11 読売・吉野作造賞 倫理的な戦争　トニー・ブレアの栄光と挫折  細谷　雄一
 慶應義塾大学
 出版会

B11254120 319.33

22 和辻哲郎文化賞(一般部門) 秋田蘭画の近代　小田野直武「不忍池図」を読む  今橋　理子  東京大学出版会

22 和辻哲郎文化賞(学術部門) フェルディナン・ド・ソシュール言語学>の孤独、「一般言語学」の夢  互　盛英  作品社

－ 9 －



　　　 　　　　　　　　　　　　　　 ＊児　童　書＊

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

24 赤い鳥さし絵賞 建具職人の千太郎  田代　三善/絵  くもん出版 B11198505  C913.6

40 赤い鳥文学賞 建具職人の千太郎  岩崎　京子  くもん出版 B11198505  C913.6

20 けんぶち絵本の里大賞(大賞) ちゅーちゅー  宮西　達也  鈴木出版 B11277518 E

41 講談社出版文化賞（絵本賞） くさをはむ  おくはら　ゆめ  講談社  B11168882  E

57 産経児童出版文化賞（大賞） 風の靴  朽木　祥  講談社 B11163822  C913.6

57 産経児童出版文化賞（JR賞） 地球最北に生きる日本人  武田　剛  フレーベル館 B11271752 C382.51

57 産経児童出版文化賞(翻訳作品賞) ササフラス・スプリングスの七不思議  ベティ・G・バーニィ  評論社 B11180844  C933.7

57 産経児童出版文化賞(翻訳作品賞) 水曜日の本屋さん
 シルヴィ・ネーマン/作
 オリヴィエ・タレック/絵

 光村教育図書 B11250844  E

57 産経児童出版文化賞(産経新聞社賞) 野生動物のお医者さん  齋藤　慶輔  講談社 B11264722  C488.7

57 産経児童出版文化賞（美術賞） すみ鬼にげた  岩城　範枝  福音館書店 B11251480  C913.6

57 産経児童出版文化賞（フジテレビ賞） さかさことばのえほん
 小野　恭靖/作
 高部　晴市/絵

 鈴木出版 B11254355  E

57 産経児童出版文化賞（ニッポン放送賞） てのひらの味　食べ物の俳句  村井　康司  岩崎書店 B11248330 C911.367

39 児童文芸新人賞 クローバー  中西　翠  講談社 B11246810  C913.6

59 小学館児童出版文化賞 つづきの図書館  柏葉　幸子  講談社 B11276371  C913.6

59 小学館児童出版文化賞 ぶた　にく  大西　暢夫
 幻冬舎
 エデュケーション B11281050  E

25 坪田譲治文学賞  トーキョー・クロスロード  濱野　京子  ポプラ社 B11105303  C913.6

28 新美南吉児童文学賞 優しい音  三輪　裕子  小峰書店 B11275667  C913.6
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