
＊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

アガサ・クリスティー賞 2 カンパニュラの銀翼 中里友香 早川書房 B11656211 913.6

芥川賞 146 道化師の蝶 円城塔 講談社 B11545798 913.6

芥川賞 146 共喰い 田中慎弥 集英社 B11545799 913.6

芥川賞 147 冥土めぐり 鹿島田真希 河出書房新社 B11612575 913.6

鮎川哲也賞 22 体育館の殺人 青崎有吾 東京創元社 B11651073 913.6

泉鏡花文学賞 40 かなたの子 角田光代 文藝春秋 B11531571 913.6

伊藤整文学賞 (小説部門) 23 なずな 堀江敏幸 集英社 B11450053 913.6

伊藤整文学賞 (評論部門) 23 白秋望景 川本三郎 新書館 B11545308 911.52

江戸川乱歩賞 58 カラマーゾフの妹 高野史緒 講談社 B11623060 913.6

大江健三郎賞 6 かわいそうだね？ 綿矢りさ 文藝春秋 B11515049 913.6

大藪晴彦賞 14 ユリゴコロ 沼田まほかる 双葉社 B11431360 913.6

尾崎英樹記念・大衆文学研究賞(大衆文学部門) 25 三角寛「サンカ小説」の誕生 今井照容 現代書館 910.268

尾崎英樹記念・大衆文学研究賞(大衆文化部門) 25
浅草芸人　エノケン、ロッパ、欽ちゃん、たけし、浅草演
芸150年史

中山涙 マイナビ 779.1

オール読物新人賞 92 宇喜多の捨て嫁 木下昌輝
オール讀物
2012年11月号

B11655196 雑誌

大佛次郎賞 39 母の遺産 水村美苗 中央公論新社 B11567743 913.6

織田作之助賞 28 ワーカーズ・ダイジェスト 津村記久子 集英社 B11436800 913.6

川端康成文学賞 38 犬とハモニカ 江國香織 新潮社 B11645738 913.6

京都水無月大賞 5 建てて、いい？ 中島たい子 講談社 B10236395 913.6

群像新人文学賞(小説部門・当選作) 55 架空列車 岡本学 講談社 B11612385 913.6

群像新人文学賞(小説部門・優秀作) 55 泡をたたき割る人魚は 片瀬チヲル 群像2012年6月号 B11583887 雑誌

群像新人文学賞(小説部門・優秀作) 55 グッバイ、こおろぎ君。 藤崎和男 講談社 B11612382 913.6

このミステリーがすごい！大賞（大賞） 11 生存者ゼロ 安生正 宝島社 B11683567 913.6

柴田錬三郎賞 25 紙の月 角田光代 角川春樹事務所 B11559238 913.6

司馬遼太郎賞 15 昭和天皇伝 伊藤之雄 文藝春秋 B11476565 288.41

司馬遼太郎賞 15 韃靼の馬 辻原登
日本経済新聞
出版社

B11474550 913.6
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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（受賞） 7 玉兔の望　（「指月の筒」改題） 仁志耕一郎

小説現代長編新人賞（奨励賞） 7 白球と爆弾 朝倉宏景

小説すばる新人賞 25 赤と白 櫛木理宇 集英社

小説すばる新人賞 25 名も無き世界のエンドロール 行成薫 集英社

新潮新人賞 44 肉骨茶 高尾長良

新潮新人賞 44 黙って喰え 門脇大祐

すばる文学賞 36 狭小邸宅 新庄耕 集英社

すばる文学賞 36 黄金の庭 高橋陽子 集英社

太宰治賞 28 うつぶし 隼見果奈 筑摩書房 B11675081 913.6

谷崎潤一郎賞 48 さよならクリストファー・ロビン 高橋源一郎 新潮社 B11581860 913.6

中央公論文芸賞 7 ナミヤ雑貨店の奇蹟 東野圭吾 角川書店 B11567531 913.6

直木賞 146 蜩ノ記 葉室麟 祥伝社 B11516816 913.6

直木賞 147 鍵のない夢を見る 辻村深月 文藝春秋 B11588278 913.6

新田次郎文学賞 31 雪男は向こうからやって来た 角幡唯介 集英社 B11491135 292.58

日本医療小説大賞 1 蛍の航跡－軍医たちの黙示録 帚木蓬生 新潮社 B11523495 913.6

日本医療小説大賞 1 蠅の帝国－軍医たちの黙示録 帚木蓬生 新潮社 B11479711 913.6

日本SF大賞 33 機龍警察自爆条項 月村了衛 早川書房 B11502396 913.6

日本SF大賞 33 盤上の夜 宮内悠介 東京創元社 B11566703 913.6

日本SF大賞（特別賞） 33 屍者の帝国 伊藤計劃×円城塔 河出書房新社 B11629440 913.6

日本推理作家協会賞（長編・連作短編集) 65 ジェノサイド 高野和明 角川書店 B11437175 913.6

日本推理作家協会賞（短編部門) 65 望郷、海の星 　　（「ザ・ベストミステリーズ2012」収録） 湊かなえ  講談社 B11612381 913.68

日本推理作家協会賞（評論・その他部門） 65 近代日本奇想小説史　明治篇 横田順彌 ピラールプレス 910.26

日本ファンタジーノベル大賞 24 該当作なし

日本ファンタジーノベル大賞（優秀賞） 24 絶対服従者(ワーカー) 関俊介 新潮社 913.6

日本ファンタジーノベル大賞（優秀賞） 24 かおばな憑依帖 三國青葉 新潮社 B11667138 913.6

日本ホラー小説大賞（大賞） 19 先導者 小杉英了 角川書店 B11659494 913.6

日本ホラー小説大賞（読者賞） 19 ホーンテッド・キャンパス 櫛木理宇 角川書店 B11655775 913.6

野間文芸賞 65 ジェントルマン 山田詠美 講談社 B11525988 913.6

雑誌

雑誌

小説現代
2012年8月号

B11618393

新潮
2012年11月号

B11650162
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受賞名 回 書                　　　　名 著   者   名 出 版 社  書誌番号 分類

野間文芸新人賞 34 螺法四千年記 日和聡子 幻戯書房 913.6

野間文芸新人賞 34 緑のさる 山下澄人 平凡社 913.6

船橋聖一文学賞 6 本朝甲冑奇談 東郷隆 文藝春秋 B11615465 913.6

文學界新人賞 114 こどもの指につつかれる 小祝百々子
文学界
2012年6月号

B11583940 雑誌

文學界新人賞 115 隙間 守山忍

文學界新人賞 115 最後のうるう年 二瓶哲也

Bunkamuraドゥマゴ文学賞 22 マザーズ 金原ひとみ 新潮社 B11482359 913.6

文藝賞 49 おしかくさま 谷川直子 河出書房新社 B11662552 913.6

本格ミステリ大賞（小説部門） 12 虚構推理　鋼人七瀬 城平京 講談社 B11452963 913.6

本格ミステリ大賞（小説部門） 12 開かせていただき光栄です 皆川博子 早川書房 B11477425 913.6

本格ミステリ大賞（評論・研究部門） 12 探偵小説と叙述トリック 笠井潔 東京創元社 902.3

本屋大賞 9 舟を編む 三浦しをん 光文社 B11502103 913.6

本屋大賞（翻訳小説部門） 9 犯罪
フェルディナント・
フォン・シーラッハ

東京創元社 B11464993 943.7

松本清張賞 19 烏に単は似合わない 阿部智里 文藝春秋 B11605824 913.6

三島由紀夫賞 25 私のいない高校 青木淳悟 講談社 B11465601 913.6

紫式部文学賞 22 評伝　野上彌生子－迷路を抜けて森へ 岩橋邦枝 新潮社 B11504715 910.268

メフィスト賞 46 恋都の狐さん 北夏輝 講談社 B11554061 913.6

山田風太郎賞 3 光圀伝 冲方丁 角川書店 B11632689 913.6

山田風太郎賞 3 晴天の迷いクジラ 窪美澄 新潮社 B11556275 913.6

山本周五郎賞 25 楽園のカンヴァス 原田マハ 新潮社 B11542468 913.6

横溝正史ミステリ大賞 32 さあ、地獄へ堕ちよう 菅原和也 角川書店 B11644656 913.6

横溝正史ミステリ大賞 32 デッドマン 河合莞爾 角川書店 B11644658 913.6

吉川英治文学賞 46 大江戸釣客伝　上・下 夢枕獏 講談社
B11482350
B11482351

913.6

吉川英治文学賞新人賞 33 地の底のヤマ 西村健 講談社 B11534943 913.6

読売文学賞(戯曲・シナリオ賞)  63 太陽 前川知大

読売文学賞(随筆・紀行賞) 63 コンニャク屋漂流記 星野博美 文藝春秋 B11478818 288.3

読売文学賞(評論・伝記賞) 63 「ぐずぐず」の理由 鷲田清一 角川学芸出版 B11489928 814

雑誌
文学界
2012年12月号

B11661116
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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 62 化車 廿楽順治 思潮社 B11462882 911.56

小野十三郎賞 14 真心を差し出されてその包装を開いてゆく処 宋敏鎬 青土社 911.56

角川短歌賞 58 花と雨 薮内亮輔
短歌
2012年11月号

B11658042 雑誌

角川俳句賞 58 間取図 広渡敬雄
俳句
2012年11月号

B11658041 雑誌

現代詩花椿賞 30 漂流物 城戸朱理 思潮社 911.56

斎藤茂吉短歌文学賞 23 残すべき歌論 -二十世紀の短歌論 篠弘 角川書店 911.101

高見順賞 42 眼の海 辺見庸 毎日新聞社 B11526522 911.56

蛇笏賞  46 澁谷道俳句集成 澁谷道 沖積舎 911.368

迢空賞 46 蝶 渡辺松男 ながらみ書房 911.168

短歌研究賞 48 あぢさゐの夜 梅内美華子
歌壇
2011年8月号

短歌研究新人賞  55 ハッピーアイランド 鈴木博太
短歌研究
2012年９月号

藤村記念暦程賞 50 ヌードな日 野村喜和夫 思潮社 911.56

藤村記念暦程賞 50 難解な自転車 野村喜和夫 書肆山田 911.56

中原中也賞 17 ウイルスちゃん 暁方ミセイ 思潮社 B11514474 911.56

萩原朔太郎賞  20 明日 佐々木幹郎 思潮社 911.56

丸山薫賞 19 北の蜻蛉 北畑光男 花神社

丸山豊記念現代詩賞 21 月しるべ 市原千佳子 砂子屋書房 911.56

三好達治賞 7 家族の午後 細見和之 澪標 911.56

山本健吉文学賞(俳句部門)  12 天心 山陰石楠 金剛俳句会

山本健吉文学賞(評論部門) 12 俳句編集ノート 鈴木豊一 石榴舎 911.36

読売文学賞(詩歌俳句賞) 63 蛾を吐く 粒来哲蔵 花神社 911.56

読売文学賞(詩歌俳句賞) 63 ムーンウォーク 佐佐木幸綱 ながらみ書房 911.168
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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） 24 経済大国インドネシア 佐藤百合 中央公論新社 B11534623 332.24

アジア・太平洋賞(特別賞) 24 インド暴力と民主主義 中溝和弥 東京大学出版会 312.25

アジア・太平洋賞(特別賞) 24 中国軍事大国の原点 茅原郁生 蒼蒼社 392.22

アジア・太平洋賞(特別賞) 24 アジア市場を拓く 川端基夫 新評論 672.2

石橋湛山賞 33 原発危機の経済学－社会科学者として考えたこと 齊藤誠 日本評論社 539.093

エコノミスト賞 52 地方税改革の経済学 佐藤主光
日本経済新聞
出版社

B11514357 349.5

大川出版賞 21 ITが守る、ITを守る－天災・人災と情報技術 坂井修一 NHK出版 369.3

大川出版賞 21 インターネットに自由はあるか―米国ICT政策からの警鐘 藤野克 中央経済社 694.1

大宅壮一ノンフィクション賞 43 木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか 増田俊也 新潮社 B11504736 789.2

大宅壮一ノンフィクション賞 43 つなみ－被災地のこども80人の作文集
森健／企画・取材・
構成

文藝春秋 369.31

大宅壮一ノンフィクション賞 43 「つなみ」の子どもたち－作文に書かれなかった物語 森健 文藝春秋 369.31

大佛次郎論壇賞 12 原発のコスト――エネルギー転換への視点 大島堅一 岩波書店 B11538706 539.093

開高健ノンフィクション賞 10 エンジェルフライト－国際霊柩送還士 佐々涼子 集英社 B11669099 673.93

角川財団学芸賞 10 贈与の歴史学－儀礼と経済のあいだ 桜井英治 中央公論新社 B11524051 332.104

岸田國士戯曲賞 56 ○○トアル風景 ノゾエ征爾 白水社 912.6

岸田國士戯曲賞 56
かえりの合図、まってた食卓、そこ、きっと、しおふる世
界。

藤田貴大 白水社 912.6

岸田國士戯曲賞 56 前向き!タイモン 矢内原美邦 白水社 912.6

芸術選奨文部科学大臣賞(文学部門) 62 無花果の森 小池真理子
日本経済新聞
出版社

B11460903 913.6

芸術選奨文部科学大臣賞(文学部門) 62 春楡の木 藤井貞和 思潮社 911.56

芸術選奨文部科学大臣賞(文学部門・
新人賞)

62 エクウス 梅内美華子 角川書店 911.168

芸術選奨文部科学大臣賞(評論) 62 フランス革命の身体表象 鈴木杜幾子
東京大学出版
会

702.35

芸術選奨文部科学大臣賞(評論) 62 花とフォルムと－転換する時代の歌舞伎評論 中村哲郎
朝日新聞出版
(発売)

774.04

芸術選奨文部科学大臣賞(評論・新人賞) 62 トポグラフィの日本近代 佐藤守弘 青弓社 702.16

講談社エッセイ賞 28 野蛮な読書 平松洋子 集英社 B11507126 019.9
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受賞名 回 書                名 著   者   名 出 版 社  書誌番号 分類

講談社科学出版賞 28 ゼロからわかるブラックホール 大須賀健 講談社 B11468160 443.5

講談社ノンフィクション賞 34 メルトダウン－ドキュメント福島第一原発事故 大鹿靖明 講談社 B11548065 543.5

講談社ノンフィクション賞 34 ネットと愛国－在特会の「闇」を追いかけて 安田浩一 講談社 B11578544 361.65

小林秀雄賞 11 小澤征爾さんと、音楽について話をする
小澤征爾
村上春樹

新潮社 B11526236 760.4

サントリー学芸賞（政治・経済部門） 34 鮎川義介と経済的国際主義 井口治夫
名古屋大学出
版会

335.13

サントリー学芸賞（政治・経済部門） 34 宇宙開発と国際政治 鈴木一人 岩波書店 538.9

サントリー学芸賞（政治・経済部門） 34 首相政治の制度分析 待鳥聡史 千倉書房 312.1

サントリー学芸賞（芸術・文学部門） 34 「二重国籍」詩人野口米次郎 堀まどか
名古屋大学出
版会

911.52

サントリー学芸賞（芸術・文学部門） 34 イメージの地層 水野千依
名古屋大学出
版会

702.05

サントリー学芸賞（思想・歴史部門） 34 「国家主権」という思想 篠田英朗 勁草書房 329.12

サントリー学芸賞（思想・歴史部門） 34 トクヴィルの憂鬱 高山裕二 白水社 311.235

サントリー学芸賞（社会・風俗部門） 34 通天閣－新・日本資本主義発達史 酒井隆史 青土社 B11523848 216.3

サントリー学芸賞（社会・風俗部門） 34 北の無人駅から 渡辺一史 北海道新聞社 B11517122 302.11

新書大賞2012 5 ふしぎなキリスト教
橋爪大三郎
大澤真幸

講談社 B11455482 190

新潮ドキュメント賞 11 木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか 増田俊也 新潮社 B11504736 789.2

新風賞 47 聞く力－心をひらく35のヒント 阿川佐和子 文藝春秋 B11542388 361.454

大学読書人大賞 4 ハーモニー 伊藤計劃 早川書房 B11121797 913.6

日経・経済図書文化賞 55 高品質日本の起源 小池和男
日本経済新聞
出版社

366.5

日経・経済図書文化賞  55 「失われた20年」と日本経済 深尾京司
日本経済新聞
出版社

332.107

日経・経済図書文化賞  55 イノベーションの理由
武石彰／青島矢一
軽部大

有斐閣 336.17

日経・経済図書文化賞 55 近世米市場の形成と展開 高槻泰郎
名古屋大学出
版会

611.33

日経・経済図書文化賞 55 自滅する選択－先延ばしで後悔しないための新しい経済学 池田新介 東洋経済新報社 B11588696 331

日本エッセイスト・クラブﾞ賞　 60 安部磯雄の生涯 井口隆史
早稲田大学出
版部

289.1

日本エッセイスト・クラブﾞ賞　  60 うたの動物記 小池光
日本経済新聞
出版社

B11479280 911.04
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受賞名 回  書                名 著   者   名 出 版 社  書誌番号 分類

日本翻訳文化賞 49 人生と運命　1・2・3
ワシーリー・グロス
マン／[著]

みすず書房
B11541640
B11551683
B11562188

983

日本翻訳出版文化賞 48 インドの驚異譚－10世紀<海のアジア>の説話集　1・2
ブズルク・ブン・シャ
フリヤール／[編]

平凡社
B11512051
B11530789

292.5

日本翻訳出版文化賞 48 カイロ三部作　1・2・3 ナギーブ・マフフーズ 国書刊行会 929.763

毎日書評賞 10 世界を知る101冊 海部宣男 岩波書店 B11465599 404

毎日芸術賞 54 高野公彦歌集「河骨川」 高野公彦 砂子屋書房 911.168

毎日出版文化賞（文学・芸術部門） 66 東京プリズン 赤坂真理 河出書房新社 B11610435 913.6

毎日出版文化賞（人文・社会部門） 66 河原ノ者・非人・秀吉 服部英雄 山川出版社 B11582010 210.4

毎日出版文化賞(企画部門) 66 定本　見田宗介著作集（全10巻） 見田宗介 岩波書店 360.8

毎日出版文化賞(特別賞) 66 雲の都　（全5巻） 加賀乙彦 新潮社 B10207563他 913.6

山本七平賞　（受賞） 21 昭和陸軍の軌跡－永田鉄山の構想とその分岐 川田稔 中央公論新社 B11534624 396.21

山本七平賞　奨励賞 21 日本思想史新論 中野剛志 筑摩書房 B11550862 121.5

吉田秀和賞 22 ゴッホ契約の兄弟 新関公子 星雲社(発売) 723.359

読売・吉野作造賞 13 革新幻想の戦後史 竹内洋 中央公論新社 B11514207 309.021

歴史時代作家クラブ賞（新人賞） 1 軍鶏侍 野口卓 祥伝社 B11412787 913.6

歴史時代作家クラブ賞（作品賞） 1 煬帝　上・下 塚本青史
日本経済新聞
出版社

B11409574
B11409576

913.6

歴史時代作家クラブ賞（作品賞） 1 四十八人目の忠臣 諸田玲子 毎日新聞社 B11509446 913.6

労働関係図書優秀賞 35 市場の力と日本の労働経済 櫻井宏二郎 東京大学出版会 366

労働関係図書優秀賞  35 労働紛争処理法 山川隆一 弘文堂 366.67

和辻哲郎文化賞(一般部門) 24 正岡子規、従軍す 末延芳晴 平凡社 B11458192 911.362

和辻哲郎文化賞(学術部門) 24 魂の変容－心的基礎概念の歴史的構成 中畑正志 岩波書店 104
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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) 22 いのちつぐ「みとりびと」 1　恋ちゃんはじめての看取り 國森康弘／写真・文 農山漁村文化協会 B11544765 C490.14

講談社出版文化賞（絵本賞） 43 新幹線のたび～はやぶさ・のぞみ・さくらで日本縦断～ コマヤスカン 講談社 B11433409 Ｅ

産経児童出版文化賞（大賞） 59 あさになったのでまどをあけますよ 荒井良二 偕成社 B11526640 Ｅ

産経児童出版文化賞（JR賞) 59 地球の声に耳をすませて 大木聖子 くもん出版 B11538028 C453

産経児童出版文化賞（美術賞) 59 きのこ－ふわり胞子の舞 埴沙萠／写真・文 ポプラ社 B11499240 C474.85

産経児童出版文化賞(産経新聞社賞) 59 鉄は魔法つかい－命と地球をはぐくむ「鉄」物語 畠山重篤 小学館 B11461100 C452.13

産経児童出版文化賞（フジテレビ賞） 59 盆まねき 富安陽子 偕成社 B11476443 Ｃ913.6

産経児童出版文化賞（ニッポン放送賞） 59 うきわねこ
蜂飼耳／ぶん
牧野千穂／え

ブロンズ新社 B11476857 Ｅ

産経児童出版文化賞(翻訳作品賞) 59 エリザベス女王のお針子 ケイト・ペニントン 徳間書店 B11491171 Ｃ933.7

産経児童出版文化賞(翻訳作品賞) 59 おじいちゃんの手
マーガレット・H.メイソン
フロイド・クーパー/絵 光村教育図書 B11484171 Ｅ

児童文芸新人賞 41 シーラカンスとぼくらの冒険 歌代朔 あかね書房 B11498575 Ｃ913.6

児童文芸新人賞 41 チョコレートと青い空 堀米薫  そうえん社 B11446049 Ｃ913.6

小学館児童出版文化賞 61 くちびるに歌を 中田永一 小学館 B11524253 913.6

坪田譲治文学賞 27 鉄のしぶきがはねる まはら三桃 講談社 B11421969 913.6

日本絵本賞 （大賞） 17 もりのおくのおちゃかいへ みやこしあきこ 偕成社 B11379846 Ｅ

日本絵本賞 17 きつね、きつね、きつねがとおる
伊藤遊／作
岡本順／絵

ポプラ社 B11442919 Ｅ

日本絵本賞 17 へちまのへーたろー
二宮由紀子／作
スドウピウ／絵

教育画劇 B11471743 Ｅ

日本絵本賞 翻訳絵本賞 17 どうぶつがすき パトリック・マクドネル あすなろ書房 B11501985 Ｅ

日本絵本賞 読者賞(山田養蜂場賞) 17 ぼくのトイレ 鈴木のりたけ PHP研究所 B11484412 Ｅ

日本児童文学者協会賞 52 ヒロシマ（三部作） 那須正幹 ポプラ社 B11478780他 Ｃ913.6

日本児童文学者協会新人賞 45 カエルの歌姫 如月かずさ 講談社 B11467672 913.6

日本児童文学者協会新人賞 45 <物語>のゆらぎ－見切れない時代の児童文学 奥山恵 くろしお出版 913.6

野間児童文芸賞 50 世界の果ての魔女学校 石崎洋司 講談社 B11582123 Ｃ913.6

福田清人賞 7 トキよ未来へはばたけ－ニッポニア・ニッポンを守る人たち 国松俊英 くもん出版 B11433933 Ｃ488.58

椋鳩十児童文学賞 22 むこうがわ行きの切符 小浜ユリ ポプラ社 B11496809 Ｃ913.6
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