
＊文学・文芸・（含評論）＊

受賞名 回  書                　　　　名 著   者   名 出 版 社  書誌番号 分類

芥川賞 144 苦役列車 西村賢太 新潮社 B11410335 913.6

芥川賞 144 きことわ  朝吹真理子  新潮社  B11410337  913.6

鮎川哲也賞 21 眼鏡屋は消えた 山田彩人 東京創元社 B11509155 913.6

泉鏡花文学賞 39 風景 瀬戸内寂聴 角川学芸出版 B11409319 913.6

泉鏡花文学賞  39 大江戸釣客伝　上下 夢枕獏 講談社 
B11482350
B11482351

913.6

伊藤整文学賞 (小説部門) 22 ツリーハウス 角田光代 文藝春秋 B11372278 913.6

伊藤整文学賞 (小説部門) 22 魔王の愛 宮内勝典 新潮社 B11389426 913.6

江戸川乱歩賞 57 よろずのことに気をつけよ 川瀬七緒 講談社 B11487265 913.6

江戸川乱歩賞  57  完盗オンサイト　(「クライミンク　ハイ」改題) 玖村まゆみ 講談社 B11487263 913.6

大江健三郎賞 5 俺俺 星野智幸 新潮社 B11336618 913.6

大藪晴彦賞 13 ダイナー 平山夢明 ポプラ社 B11246955 913.6

尾崎英樹記念・大衆文学研究賞(大衆文化部門) 24 戦後エロマンガ史 米沢嘉博 青林工藝舎

オール読物新人賞 91 夢幻の扉 佐藤厳太郎
オール讀物
2011年11月号

B11513553 雑誌

大佛次郎賞 38 本の魔法 司修 白水社 B11462708 022.57

川端康成文学賞 37 異郷　「遍路みち」収録 津村節子 講談社 B11307268 913.6

菊池寛賞  59 紅梅 津村節子 文藝春秋 B11481268 913.6

群像新人文学賞(小説部門) 54 美しい顔の私 中納直子

群像新人文学賞(評論部門) 54 1%の俳句　一挙性・露呈性・写生 彌榮浩樹

このミステリーがすごい！大賞 10 弁護士探偵物語　天使の分け前(「エンジェルズ・シェア｣改題) 法坂一広 宝島社 B11538748 913.6

柴田錬三郎賞 24 西巷説百物語 京極夏彦 角川書店 B11344266 913.6

司馬遼太郎賞 14 墓標なき草原　上下 楊海英 岩波書店
B11273930
B11273932

222.6

島清恋愛文学賞 18 たまゆら あさのあつこ 新潮社 B11455486 913.6

群像
2011年6月号

B11451739 雑誌
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受賞名 回  書                　　　　名 著   者   名 出 版 社  書誌番号 分類

小説現代長編新人賞 6 赤刃 長浦京

小説現代長編新人賞 6 焔火 吉村龍一

小説推理新人賞 33 ジャッジメント 小林由香
小説推理
2011年8月号

B11470488 雑誌

小説すばる新人賞 24 サラの柔らかな香車 橋本長道 集英社 B11548177 913.6

新潮新人賞 43 楽器 滝口悠生
新潮
2011年11月号

B11506585 雑誌

すばる文学賞 35 フラミンゴの村 澤西祐典 集英社 B11548175 913.6

太宰治賞 26 こちらあみ子 今村夏子 筑摩書房 B11402861 913.6

谷崎潤一郎賞 47 半島へ 稲葉真弓 講談社 B11460186 913.6

中央公論文芸賞 6 そこへ行くな 井上荒野 集英社 B11468735 913.6

中央公論文芸賞 6 地のはてから　上下 乃南アサ 講談社
B11384602
B11384603

913.6

直木賞 144 月と蟹 道尾秀介 文藝春秋 B11360796 913.6

直木賞 144 漂砂のうたう 木内昇 集英社 B11364461 913.6

直木賞 145 下町ロケット 池井戸潤 小学館 B11389150 913.6

中山義秀文学賞 17 孤鷹の天 澤田瞳子 徳間書店 B11361681 913.6

新田次郎文学賞 30 あとより恋の責めくれば　御家人南畝先生 竹田真砂子 集英社 B11292703 913.6

日本SF大賞 32 華竜の宮 上田早夕里 早川書房 B11375424 913.6

日本推理作家協会賞（長編・連作短編集) 64 隻眼の少女 麻耶雄嵩 文藝春秋 B11366524 913.6

日本推理作家協会賞（長編・連作短編集) 64 折れた竜骨 米澤穂信 東京創元社 B11389081 913.6

日本推理作家協会賞（短編部門) 64 人間の尊厳と八００メートル 深水黎一郎 東京創元社 B11504461 913.6

日本推理作家協会賞（評論・その他部門） 64 遠野物語と怪談の時代 東雅夫 角川学芸出版 B11353530 388.1

日本ファンタジーノベル大賞（長編賞） 23 さざなみの国 勝山海百合 新潮社 B11523482 913.6

日本ファンタジーノベル大賞（優秀賞） 23 吉田キグルマレナイト☆ 日野俊太郎 新潮社 B11523488 913.6

日本ホラー小説大賞（大賞） 18 受賞作なし

日本ホラー小説大賞（長編賞） 18 なまづま 堀井拓馬 角川書店 B11512488 913.6

日本ホラー小説大賞（短編賞） 18 穴らしきものに入る 国広正人 角川書店 B11512483 913.6

小説現代
2011年8月号

B11483940 雑誌
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受賞名 回  書                　　　　名 著   者   名 出 版 社  書誌番号 分類

Bunkamuraドゥマゴ文学賞 21 赤の他人の瓜二つ 磯崎憲一郎 講談社 B11433371 913.6

野間文芸賞 64 雪の練習生 多和田葉子 新潮社 B11411876 913.6

野間文芸新人賞 33 ぬるい毒 本谷有希子 新潮社 B11471528 913.6

船橋聖一文学賞 5 大江戸釣客伝　上下 夢枕獏 講談社
B11482350
B11482351

913.6

文學界新人賞 112 甘露 水原涼

文學界新人賞 112 癌だましい 山内令南

文學界新人賞 113 髪魚 鈴木善徳

文學界新人賞  113 きんのじ 馳平啓樹

ポプラ社小説新人賞 1 美少女ロボットコンテスト 興津聡史

本格ミステリ大賞（小説部門） 10 隻眼の少女 麻耶雄嵩 文藝春秋 B11366524 913.6

本格ミステリ大賞（研究部門） 10 エラリー・クイーン論 飯城勇三 論創社 B11364496 930.278

本屋大賞 7 謎解きはディナーのあとで 東川篤哉 小学館 B11358627 913.6

松本清張賞 18 白樺の樹の下で 青山文平 文藝春秋 B11468074 913.6

三島由紀夫賞 24 こちらあみ子 今村夏子 筑摩書房 B11402861 913.6

紫式部文学賞 21 尼僧とキューピッドの弓 多和田葉子 講談社 B11345866 913.6

山田風太郎賞 2 ジェノサイド 高野和明 角川書店 B11437175 913.6

山本周五郎賞 24 ふがいない僕は空を見た 窪美澄 新潮社 B11343794 913.6

横溝正史ミステリ大賞 31 消失グラデーション 長沢樹 角川書店 B11503974 913.6

横溝正史ミステリ大賞 31 ひやかし 中島要 光文社 B11467840 913.6

吉川英治文学賞 45 悪道 森村誠一 講談社 B11350995 913.6

吉川英治文学賞新人賞 32 ツナグ 辻村深月 新潮社 B11378051 913.6

読売文学賞(小説賞) 62 ナニカアル 桐野夏生 新潮社 B11292221 913.6

読売文学賞(随筆・紀行賞)  62 斜線の旅 管啓次郎 インスクリプト B11274681 290.9

読売文学賞(髄質・紀行賞) 62 渡りの足跡 梨木香歩  新潮社  B11316594 915.6

読売文学賞(評論・伝記賞) 62 パンとペン　社会主義者・堺利彦と「売文社」の闘い 黒岩比佐子  講談社 B11371874 289.1

読売文学賞(研究・翻訳賞)  62 異邦の香り―ネルヴァル『東方紀行』論  野崎歓 講談社 B11307273 955.6

文学界
2011年6月号

B11451733 雑誌

文学界
2011年12月号

B11520439 雑誌
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＊詩・短歌・俳句＊

受賞名 回  書                名 著   者   名 出 版 社  資料番号 分類

H氏賞 61 傍らの男 高木敏次 思潮社 B11458955 911.56

小野十三郎賞 13 水源地 谷元益男 本多企画 B11387550 911.56

角川短歌賞 57 一人、教室 立花開
短歌
2011年11月号

B11513622 雑誌

角川俳句賞 57 ふくしま 永瀬十悟
俳句
2011年11月号

B11513621 雑誌

現代詩花椿賞 29 ノミトビヒヨシマルの独言 季村敏夫 書肆山田

斎藤茂吉短歌文学賞 22 斎藤茂吉　あかあかと一本の道とほりたり 品田悦一 ミネルヴァ書房

高見順賞 41 亡くした季節　金時鐘四時詩集 金時鐘 藤原書店 B11291313 911.56

蛇笏賞  45 日光月光 黒田杏子 角川学芸出版

短歌研究賞 47 雪平鍋 花山多佳子
短歌研究
2011年９月号

短歌研究賞  47 息 柏崎驍二
短歌研究
2011年９月号

迢空賞 45 蓬歳断想録 島田修三 短歌研究社

藤村記念暦程賞 49 青い家 福間健二 思潮社

中原中也賞 16 生首　詩文集 辺見庸 毎日新聞社 B11302454 911.56

萩原朔太郎賞  19 青い家 福間健二 思潮社

丸山薫賞 18 夕焼け買い 山本みち子 土曜美術社

丸山豊記念現代詩賞 20 新しい浮子　古い浮子 佐々木安美 栗売社

三好達治賞  6 遠い川 粕谷栄市 思潮社 B11385159 911.56

山本健吉文学賞(俳句部門)  11 晩節 加藤郁乎 角川学芸出版

山本健吉文学賞 (評論部門) 11 虚子と現代 岩岡中正 角川書店

読売文学賞(詩歌俳句賞) 62 星涼  大木あまり ふらんす堂 B11372578 911.368
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＊文化賞＊

受賞名 回  書                名 著   者   名 出 版 社  書誌番号 分類

アジア・太平洋賞(大賞） 23 中国共産党 リチャード・マグレガー 草思社 B11457766 315.22

アジア・太平洋賞(特別賞) 23 大川周明　イスラームと天皇のはざまで 臼杵陽 青土社 B11350628 289.1

アジア・太平洋賞(特別賞) 23 日中国交正常化――田中角栄、大平正芳、官僚たちの挑戦 服部龍二 中央公論新社 B11458103 319.1022

石橋湛山賞 32 戦時下の経済学者 牧野邦昭 中央公論新社 B11329575 332.106

エコノミスト賞 51 若年者就業の経済学 太田聰一
日本経済新聞
出版社

B11385075 366.21

大宅壮一ノンフィクション賞 42 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

大宅壮一ノンフィクション賞 42 ヤノマミ 国分拓
日本放送出版
協会

B11301822 382.62

大佛次郎論壇賞 11 日中国交正常化――田中角栄、大平正芳、官僚たちの挑戦 服部龍二 中央公論新社 B11458103 319.1022

開高健ノンフィクション賞 9 日本を捨てた男たちーフィリピンに生きる「困窮邦人」 水谷竹秀 集英社 B11523892 334.4248

角川財団学芸賞  9 漢文と東アジア─訓読の文化圏 金文京 岩波書店 B11354525 820

川上肇賞  7 映画人・菊池寛  志村三代子

川上肇賞 7 地域と社会史ー野蒜築港にみる周縁の自我  西脇千瀬

岸田國士戯曲賞 55 自慢の息子 松井周 白水社  B11446723 912.6

芸術選奨文部科学大臣賞(文学部門) 61 スターバト・マーテル 篠田節子 光文社 B11289469 913.6

芸術選奨文部科学大臣賞(評論) 61 闇の奥 辻原登 文藝春秋 B11310008 913.6

芸術選奨文部科学大臣賞(評論) 61 戦時日中映画交渉史 晏妮 岩波書店

芸術選奨文部科学大臣賞(評論) 61 歌う国民――唱歌、校歌、うたごえ 渡辺裕 中央公論新社 B11366307 767.7

講談社エッセイ賞 27 身体のいいなり 内澤旬子 朝日新聞出版 B11396711 916

講談社エッセイ賞 27 ジーノの家　イタリア10景 内田洋子 文藝春秋 B11415416 293.7

講談社科学出版賞 27 冬眠の謎を解く 近藤宣昭 岩波書店 B11315875 481.77

講談社ノンフィクション賞 33 カニは横に歩く　自立障害者たちの半世紀 角岡伸彦 講談社 B11366309 369.27

講談社ノンフィクション賞 33 A3 森達也
集英社インター
ナショナル

B11387593 169.1

小林秀雄賞 10 ご先祖様はどちら様 高橋秀実 新潮社 B11446875 288.2
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受賞名 回  書                名 著   者   名 出 版 社  書誌番号 分類

サントリー学芸賞（政治・経済部門） 33 日中国交正常化の政治史 井上正也 名古屋大学出版会

サントリー学芸賞（政治・経済部門） 33  昭和天皇   ――   「理性の君主」の孤独 古川隆久 中央公論新社 B11448766 288.41

サントリー学芸賞（芸術・文学部門） 33
アメリカ音楽史 ― ミンストレル・ショウ、ブルースから
ヒップホップまで

大和田俊之 講談社 B11442764 764.7

サントリー学芸賞（芸術・文学部門） 33
創られた「日本の心」神話 ―「演歌」をめぐる戦後大衆
音楽史

輪島裕介 光文社 B11372721 767.8

サントリー学芸賞（思想・歴史部門） 33
科学アカデミーと「有用な科学」―フォントネルの夢から
コンドルセのユートピアへ

隠岐さや香 名古屋大学出版会

サントリー学芸賞（思想・歴史部門） 33
ライシテ、道徳、宗教学 ― もうひとつの19世紀フランス
宗教史

伊達聖伸  勁草書房

サントリー学芸賞（社会・風俗部門） 33
都市を生きぬくための狡知 ― タンザニアの零細商人
マチンガの民族誌

小川さやか 世界思想社

新潮ドキュメント賞 10 裁かれた命　死刑囚から届いた手紙 堀川惠子 講談社 B11436900 326.23

新潮ドキュメント賞 10 地のはてから　上下 乃南アサ 講談社
B11384602
B11384603

913.6

新風賞 46 心を整える。 長谷部誠 幻冬舎 B11431782 783.47

新風賞(特別賞)  46  百歳 柴田トヨ 飛鳥新社 B11498416 911.56

日経・経済図書文化賞 54 若年者就業の経済学 太田聰一
日本経済新聞
出版社

B11385075  366.21

日経・経済図書文化賞  54 自民党長期政権の政治経済学―利益誘導政治の自己矛盾  斉藤淳 勁草書房 B11351063 312.1

日経・経済図書文化賞  54
『就社』社会の誕生―ホワイトカラーからブルーカラー
へ 

菅山真次 名古屋大学出版会

日経・経済図書文化賞 54 日本のエネルギー革命―資源小国の近現代  小堀聡 名古屋大学出版会

日本エッセイスト・クラブﾞ賞　 59 大逆事件　生と死の群像 田中伸尚 岩波書店

日本エッセイスト・クラブﾞ賞　  59 ジーノの家　イタリア10景 内田洋子 文藝春秋 B11415416  293.7

毎日書評賞 9  鏡の中の薄明 苅部直 幻戯書房 B11367013  914.6

毎日芸術賞 53 黄金の夢の歌 津島佑子 講談社 913.6
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受賞名 回  書                名 著   者   名 出 版 社  書誌番号 分類

毎日出版文化賞（文学・芸術部門） 65 ドストエフスキー 山城むつみ 講談社

毎日出版文化賞（人文・社会部門） 65 「フクシマ｣論　原子力ムラはなぜ生まれたのか 開沼博 青土社 B1146566 539.091

毎日出版文化賞(企画部門)  65 シリーズ　遺跡を学ぶ 戸沢充則 新泉社 B11116140他 210.32他

毎日出版文化賞(特別賞) 65 楊令伝 北方謙三 集英社 B10201671他 913.6

山本七平賞　奨励賞 20 謎解き　張作霖爆殺事件 加藤康男 PHP研究所 B11454982 210.7

 吉田秀和賞 22 デオダ・ド・セヴラック南仏の風、郷愁の音画 椎名亮輔
アルテスハブ
リッシング

B11498989 762.35

読売・吉野作造賞 12
アカデミック・キャピタリズムを超えて　アメリカの大学と科学
研究の現在

上山隆大 NTT出版

労働関係図書優秀賞 34   若年者就業の経済学 太田聰一
日本経済新聞
出版社

B11385075   366.21

労働関係図書優秀賞  34   知識労働者のキャリア発達 三輪卓己 中央経済社 

和辻哲郎文化賞(一般部門) 23 
漱石の「猫」とニーチェ　稀代の哲学者に震撼した近代
日本の知性たち

杉田弘子  白水社  B11280409 134.94

和辻哲郎文化賞(学術部門) 23  ヘーゲルにおける理性・国家・歴史 権左武志 岩波書店
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＊児　童　書＊

受賞名 回  書                名 著   者   名 出 版 社  資料番号 分類

けんぶち絵本の里大賞(大賞) 21 シニガミさん 宮西達也 えほんの杜 B11359068 E

講談社出版文化賞（絵本賞） 42 ふたりのナマケモノ 高畠純 講談社 B11316375 E

産経児童出版文化賞（大賞） 58 ぶた　にく 大西暢夫
幻冬舎エデュ
ケーション

B11281050 E

産経児童出版文化賞（JR賞) 58 アヤカシ薬局閉店セ～ル 伊藤充子 偕成社 B11382491 C913.6

産経児童出版文化賞(翻訳作品賞) 58 ゴハおじさんのゆかいなお話
デニス・ジョンソン・
デイヴィーズ

徳間書店 B11278332 C929.763

産経児童出版文化賞(翻訳作品賞)  58 フリードリヒばあさん ハインツ・ヤーニッシュ/文
ヘルガ・バンシュ/絵 光村教育図書 B11356066 E

産経児童出版文化賞(産経新聞社賞) 58 はやくはやくっていわないで
益田ミリ/文
平澤一平/絵

ミシマ社 B11379767 E

産経児童出版文化賞（美術賞) 58 ちいさなおうさま 三浦太郎 偕成社 B11329232 E

産経児童出版文化賞（フジテレビ賞） 58 赤い髪のミウ 末吉暁子 講談社 B11341358 C913.6

産経児童出版文化賞（ニッポン放送賞） 58 もりのおとぷくろ
わたりむつこ/文
でくねぃく/絵

のら書店 B11306994 E

児童文芸新人賞 40 宇宙のはてから宝物 井上林子 文研出版 B11396311 C913.6

小学館児童出版文化賞 60 聖夜 佐藤多佳子 文藝春秋 B11393026 913.6

小学館児童出版文化賞 60 ソルハ 帚木蓬生 あかね書房 B11304970 C913.6

坪田譲治文学賞 26 おれのおばさん 佐川光晴 集英社 B11327549 913.6

日本絵本賞 （大賞） 16 ものすごくおおきなプリンのうえで
二宮由紀子/文
中新井純子/絵

教育画劇 B11311153 E

日本絵本賞 16 のっぺらぼう
杉山亮/文
軽部武宏/絵

ポプラ社 B11338964 E

日本絵本賞 16 ひっこしだいさくせん たしろちさと ほるぷ出版 B11312914 E

日本絵本賞翻訳絵本賞 16 ひみつだから ! ジョン・バーニンガム 岩崎書店 B11288615 E

日本絵本賞読者賞(山田養蜂場賞) 16 のっぺらぼう
杉山亮/文
軽部武宏/絵

ポプラ社 B11338964 E
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受賞名 回  書                名 著   者   名 出 版 社  資料番号 分類

日本児童文学者協会賞 51 皿と紙ひこうき 石井睦美 講談社 B11336397 C913.6

日本児童文学者協会賞 51 ヤマトシジミの食卓 吉田道子 くもん出版 B11329965 C913.6

日本児童文学者協会新人賞  44 満月のさじかげん 樫崎茜 講談社 B11339086 C913.6

日本児童文芸家協会賞 35 おじいちゃんが、わすれても… 大塚篤子 ポプラ社 B11392719 C913.6

野間児童文芸賞 49 盆まねき 富安陽子 偕成社 B11476443 C913.6

福田清人賞 6
往診は馬にのって
淡路島をかけめぐる獣医師・山崎博通

井上こみち 佼成出版社 B11236707 C649
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