
受　　　賞　　　名 回 書                　　　　名 著   者   名 出 版 社  分類 資料番号
アガサ・クリスティー賞
（優秀賞）

7 窓から見える最初のもの 村木美涼 早川書房 913.6 104847991

156 しんせかい 山下澄人 新潮社 913.6 105445456

157 影裏 沼田真佑 文藝春秋 913.6 106419351

朝日時代小説大賞 9 茶屋四郎次郎、伊賀を駆ける諏訪宗篤 朝日新聞出版 913.6 106439383

鮎川哲也賞 27 屍人荘の殺人 今村昌弘 東京創元社 913.6 104848338

泉鏡花文学賞 45 最愛の子ども 松浦理英子 文藝春秋 913.6 105449912

梅棹忠夫・山と探検文学賞 6 シベリア最深紀行 中村逸郎 岩波書店 292.91 106430226

大藪晴彦賞 19 リボルバー・リリー 長浦京 講談社 913.6 105770473

オール読物新人賞 97 発芽 三本雅彦 106158306

大佛次郎賞 44 土の記 高村 薫 新潮社 913.6 105796882

織田作之助賞 34 僕が殺した人と僕を殺した人 東山彰良 文藝春秋 913.6 105449474

角川つばさ文庫小説賞
<一般部門>大賞

5 世界一クラブ 大空なつき KADOKAWA C913.6 105484018

角川春樹小説賞 9 乱世をゆけ 佐々木功 角川春樹事務所 913.6 104845870

河合隼雄物語賞 5 あひる 今村夏子 書肆侃侃房 913.6 105443568

川端康成文学賞 43 文字渦 円城塔 106150055

天袋 上原智美

独舞 李琴峰

高校生直木賞 4 また、桜の国で 須賀しのぶ 文藝春秋 913.6 105791412

柴田錬三郎賞 30 日蝕えつきる 花村萬月 集英社 913.6 106427560

司馬遼太郎賞 21 秘密解除ロッキード事件 奥山俊宏 岩波書店 312.1 104851027

小説現代長編新人賞 12 幕末ダウンタウン 吉森大祐 講談社 913.6 106438682

百年泥 石井遊佳 新潮社 913.6 106185457

蛇沼 佐藤厚志 106185457

すばる文学賞 41 光点 山岡ミヤ 集英社 913.6 106438690

太宰治賞 33 タンゴ・イン・ザ・ダーク サクラ ヒロ 筑摩書房 913.6 105457717

谷崎潤一郎賞 53 名誉と恍惚 松浦寿輝 新潮社 913.6 106409998

中央公論文芸賞 12 みかづき 森絵都 集英社 913.6 104831193

157 月の満ち欠け 佐藤 正午 岩波書店 913.6 105451652

158 銀河鉄道の父 門井慶喜 講談社 913.6 106424187

中山義秀文学賞 23 荒仏師運慶 梓澤要 新潮社 913.6 104822879

新田次郎文学賞 36 リーチ先生 原田マハ 集英社 913.6 105444475

日本推理作家協会賞
（長編・連作短編集部門）

70 愚者の毒 宇佐美まこと　 祥伝社 913.6 105798243

日本推理作家協会賞
（短編）

70
黄昏
(警察アンソロジー「所轄」収録)

薬丸岳　　　 角川春樹事務所 913.68 105441018

奇奇奇譚編集部 木犀あこ　 KADOKAWA 913.6 発注中

迷い家 山吹静吽 KADOKAWA 913.6 106429517

日本ホラー小説大賞
（読者賞）

24 ハラサキ 野城亮 KADOKAWA 913.6 106438708

野間文芸賞 70 土の記 高村薫 新潮社 913.6 105796882

星の子 今村夏子 朝日新聞出版 913.6 106418254

日曜日の人々 高橋弘希 講談社 913.6 105458384

2017年（平成29年1月～12月）受賞作品

＊文学・文芸・（含評論）＊

文藝春秋(オール讀物2016.11収録)

芥川賞
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106178932

新潮新人賞

日本ホラー小説大賞
（優秀賞）

24

49

野間文芸新人賞 39

新潮社（新潮2016.5収録）

群像新人文学賞 60 講談社 (群像2017.6収録)

新潮社（新潮2017.11収録）

直木賞



受　　　賞　　　名 回 書                　　　　名 著   者   名 出 版 社  分類 資料番号

構造素子 樋口恭介 早川書房 913.6 106430671

コルヌトピア 津久井五月 早川書房 913.6 106430754

舟橋聖一文学賞 11 福袋 朝井まかて　 講談社 913.6 106416324

文學界新人賞 122 影裏 沼田真佑 文藝春秋 913.6 106419351

Bunkamuraドゥマゴ
文学賞

27 名誉と恍惚 松浦寿輝　　 新潮社 913.6 106409998

文藝賞 54 おらおらでひとりいぐも 若竹千佐子　 河出書房新社 913.6 106434012

本格ミステリ大賞
（小説部門）

17 涙香迷宮 竹本健治 講談社 913.6 105771539

本屋大賞 14 蜜蜂と遠雷 恩田陸 幻冬舎 913.6 106306764

本屋大賞
（発掘部門)

14 錯覚の科学 クリストファー・チャブリス 文藝春秋 145.5 105510119

本屋大賞
（翻訳小説部門）

14 ハリネズミの願い トーン・テレヘン 新潮社 933.7 105778708

松本清張賞 24 明治乙女物語 滝沢志郎 文藝春秋 913.6 105450902

三島由紀夫賞 30 カブールの園 宮内悠介 文藝春秋 913.6 106401334

紫式部文学賞 27 浮遊霊ブラジル 津村記久子 文藝春秋 913.6 105791404

メフィスト賞 53 NO推理、NO探偵? 柾木 政宗 講談社 913.6 106423650

メフィスト賞 53 毎年、記憶を失う彼女の救いかた望月拓海 講談社 913.6 105458392

山田風太郎賞 8 ヒストリア 池上永一　　 KADOKAWA 913.6 106421654

山本周五郎賞 30 明るい夜に出かけて 佐藤多佳子 新潮社 913.6 104827282

横溝正史ミステリ大賞
(優秀賞)

37 悪い夏 染井為人 KADOKAWA 913.6 106425531

横溝正史ミステリ大賞
（奨励賞）

37 声も出せずに死んだんだ 長谷川也 KADOKAWA 913.6 発注中

吉川英治文学賞 51 大雪物語 藤田宜永 講談社 913.6 104833827

吉川英治文学賞
新人賞

38 ミッドナイト・ジャーナル 本城雅人 講談社 913.6 105765226

吉川英治文学賞
新人賞

38 彼女がエスパーだったころ 宮内悠介 講談社 913.6 105769764

読売文学賞（小説賞） 68 模範郷 リービ英雄 集英社 913.6 104821368

読売文学賞
（評論・伝記賞）

68 狂うひと 梯久美子 新潮社 910.268 105792311

読売文学賞
（詩歌俳句賞）

68 わたしの日付変更線 ジェフリー・アングルス 思潮社 911.56 106409204

読売文学賞
（研究・翻訳賞）

68 パンセ 上 パスカル 岩波書店 135.25 106407075

渡辺淳一文学賞 2 マチネの終わりに 平野啓一郎 毎日新聞出版 913.6 105777122

受　　　賞　　　名 回 書                名 著   者   名 出 版 社  分類 資料番号

角川短歌賞 63 十七月の娘たち 睦月都 106186166

角川俳句賞 63 人のかたち 月野ぽぽな 106186166

現代歌人協会賞 61 キリンの子 三枝浩樹 KADOKAWA 911.168 104818885

現代俳句協会賞 72 夢洗ひ 恩田侑布子 KADOKAWA 911.368 105796932

小熊秀雄賞 50 オバマ・グーグル 山田亮太 思潮社 911356 104827944

十年 高橋睦郎 KADOKAWA 911.368 発注中

羽羽 正木ゆう子 春秋社 911.368 106408701

俳句四季大賞 16 十年 高橋睦郎 KADOKAWA 911.368 発注中

三好達治賞 12 まどさんへの質問 大橋政人 思潮社 911.56 104838669

受　　　賞　　　名 回 書                名 著   者   名 出 版 社  分類 資料番号

アジア・太平洋賞（特別賞） 29 最後の「天朝」 沈志華　 岩波書店 319.22021 104832902

アジア・太平洋賞（大賞） 29 シベリア抑留 富田武 中央公論新社 210.75 105799274

アジア・太平洋賞（大賞） 29 自壊の病理 戸部良一 日本経済新聞出版社 396.21 106410921

蛇笏賞 51

ハヤカワSFコンテスト
（大賞）

5

＊文化賞＊

＊詩・短歌・俳句＊

角川書店
(俳句2017.11収録）

角川書店
(短歌2017.11収録）



受　　　賞　　　名 回 書                名 著   者   名 出 版 社  分類 資料番号
石橋湛山記念早稲田ジャーナリ
ズム大賞（草の根民主主義部門
大賞）

17 新移民時代 西日本新聞社 明石書店 334.41 106439086

石橋湛山賞 17 ポピュリズムとは何か 水島治郎 中央公論新社 311.7 105799266

エコノミスト賞 57 金融政策の「誤解」 早川英男 慶應義塾大学出版会 338.3 106439094

大阪ほんま本大賞 5 幻坂 有栖川有栖
メディアファクト
リー

913.6 104769021

大阪ほんま本大賞
(ノンフィクション部門)

5 大阪人の胸のうち 益田ミリ 光文社 914.6 103829776

大宅壮一メモリアル日本ノン
フィクション賞（大賞） 1 小倉昌男 祈りと経営 森 健 小学館 289.1 104818356

大宅壮一メモリアル日本ノン
フィクション賞（読者賞） 1 日本会議の研究 菅野完 扶桑社 361.65 105287551

開高健ノンフィクション賞 15 黙殺 畠山理仁 集英社 314.8 104850276

科学ジャーナリスト賞 2017 ゲノム編集の衝撃 NHK「ゲノム編集」取材班 NHK出版 467.25 105783427

科学ジャーナリスト賞 2017 科学報道の真相 瀬川至朗 筑摩書房 404 104840046

樫山純三賞 12 中国政治からみた日中関係 国分良成 岩波書店 312.22 発注中

河合隼雄学芸賞 5 落語に花咲く仏教 釈徹宗 朝日新聞出版 180.4 106405608

岸田國士戯曲賞 61 来てけつかるべき新世界 上田誠 白水社 912.6 発注中

群像新人評論賞 61
「なぜシャーロックホームズは「永
遠」なのか―コンテンツツーリズム 石橋正孝 106186745

黄色いマンション黒い猫 小泉今日子
スイッチ・パブリッシ
ング 914.6 105770366

鳥肌が 穂村弘 PHP研究所 914.6 105441323

講談社科学出版賞 33 人類と気候の10万年史 中川毅 講談社 451.85 106423569

講談社出版文化賞
（絵本賞）

48 大坂城 北川央 講談社 E 105915177

講談社ノンフィクション賞 39 狂うひと 梯久美子 新潮社 910.268 105792311

講談社ノンフィクション賞 39 勝ち過ぎた監督 中村計 集英社 783.7 105787543

小林秀雄賞 16 中動態の世界 森田真生　　 國分功一郎 104 106411101

サントリー学芸賞
（政治・経済部門）

39 データ分析の力 伊藤公一朗 光文社 417 104849468

戸籍と無戸籍 遠藤正敬 人文書院 324.87 106420946

「働く青年」と教養の戦後史 福間良明 筑摩書房 051.3 発注中

ＪＣＪ賞（JCJ賞） 2017 「日米合同委員会」の研究 吉田敏浩 創元社 329.24 105798060

新書大賞 2017 言ってはいけない 橘玲 新潮社 304 105772644

新潮ドキュメント賞 16 子どもたちの階級闘争 ブレイディみかこ みすず書房 369.42 104837604

新風賞(特別賞) 52 応仁の乱 呉座勇一 中央公論新社 210.47 106307499

人材覚醒経済 鶴光太郎
日本経済新聞
出版社

366.21 105795496

データ分析の力 伊藤公一朗 光文社 417 104849468

文字を作る仕事 鳥海修 晶文社 727.8 105788053

裁判の非情と人情 原田國男 岩波書店 327.6 106405194

日本翻訳出版文化大賞 53 イザベラ・バードと日本の旅 金坂清則 平凡社 291.09 発注中

すべての見えない光
アンソニー・ドーア∥著
藤井光∥訳 新潮社 933.7 105438808

ポーランドのボクサー
エドゥアルド・ハルフォ
ン∥著 白水社 963 106408446

日本翻訳文化大賞 54 ビルマ1946
テインペーミン∥著
南田 みどり∥訳 段々社 929.353 発注中

ビジネス書大賞（大賞） 2017 サピエンス全史
ユヴァル・ノア・ハラ
リ

日経BP社 209 106401680

ビジネス書大賞（準大賞） 2017 LIFE SHIFT 
リンダ・グラットン
アンドリュー・スコット

東洋経済新報社 159 104829767

ビジネス書大賞
（審査員特別賞）

2017 小倉昌男 祈りと経営 森健 小学館 289.1 104818356

ビジネス書大賞
（読者賞）

2017 やり抜く力
アンジェラ・ダック
ワース

ダイヤモンド社 159 105448393

毎日出版文化賞
（文学・芸術部門）

71 いくさの底 古処誠二 KADOKAWA 913.6 104843081

毎日出版文化賞
（人文・社会部門）

71 ゲンロン 0 東浩紀 ゲンロン 051.3 106412687

毎日出版文化賞
（自然科学部門）

71 歌うカタツムリ 千葉聡 岩波書店 484.6 106436355

毎日出版文化賞
（特別賞）

71 バッタを倒しにアフリカへ 前野ウルド浩太郎 光文社 486.45 105450050

日本エッセイスト・クラブ賞

日本翻訳大賞 3

サントリー学芸賞
(社会・風俗部門）

39

日経・経済図書文化賞 60

65

講談社
(群像2017.12収録)

講談社エッセイ賞 33



受　　　賞　　　名 回 書                名 著   者   名 出 版 社  分類 資料番号
料理レシピ本大賞
（料理部門大賞）

4 世界一美味しい煮卵の作り方はらぺこグリズリー 光文社 596 104837232

料理レシピ本大賞
（お菓子部門大賞）

4 白崎茶会のあたらしいおやつ白崎裕子 マガジンハウス 596.65 104835574

料理レシピ本大賞
（料理部門専門料理大賞）

4 包丁の教科書 野崎洋光 新星出版社 596.21 発注中

料理レシピ本大賞
（料理部門絵本賞）

4 おばけのてんぷら せなけいこ ポプラ社 E 104521463

料理レシピ本大賞
(料理部門エッセイ賞）

4 あしたも、こはるびより。
つばた英子
つばたしゅういち

主婦と生活社 590.4 104743471

料理レシピ本大賞
(料理部門DNP賞）

4 三陸わかめと昆布
婦人之友社編集
部

婦人之友社 596.3 発注中

旗本金融道 経塚丸雄 双葉社 913.6 105766364

ほかほか蕗ご飯 坂井希久子
角川春樹事務
所

913.6 104823661

更紗屋おりん雛形帖シリーズ篠綾子 文藝春秋 913.6 105421580

居眠り同心影御用シリーズ 早見俊 二見書房 913.6 104705330

佃島用心棒日誌シリーズ 早見俊 KADOKAWA 913.6 105718480

歴史時代作家クラブ賞
（作品賞）

6 白村江 荒山徹　 PHP研究所 913.6 106402050

受　　　賞　　　名 回  書                名 著   者   名 出 版 社  分類 資料番号

朝日学生新聞社児童文学賞 8 グランパと僕らの宝探し 大矢純子 朝日学生新聞社 913.6 発注中

産経児童出版文化賞
（大賞）

64 世界のともだち(全36巻) 偕成社 C384.5 105863377

産経児童出版文化賞
（ＪＲ賞）

64 ちゃあちゃんのむかしばなし 中脇初枝 再話 誠文堂新光社 C404 105883862

産経児童出版文化賞
（美術賞）

64 わたしのこねこ 澤口たまみ 福音館書店 E 104911268

産経児童出版文化賞
（産経新聞社賞）

64 ひまなこなべ 
萱野 茂∥文
どいかや∥絵

あすなろ書房 E 105909154

産経児童出版文化賞
（ニッポン放送賞）

64 トンチンさんはそばにいる さえぐさひろこ 童心社 C913.6 104918453

産経児童出版文化賞
（フジテレビ賞）

64 ぼくたちのリアル 戸森しるこ 講談社 C913.6 105905988

おばあちゃんとバスにのって
マット・デ・ラ・ペーニャ
∥作

鈴木出版 E 105911614
ややっ、ひらめいた!奇想天外発明
百科

マウゴジャタ・ミチェ
ルスカ

徳間書店 C507.1 105910913

児童文芸新人賞 46 ぼくたちのリアル 戸森しるこ 講談社 C913.6 105905988

児童文芸ノンフィクション 1 東京大空襲を忘れない 瀧井宏臣 講談社 C913.6 105469993

小やぎのかんむり 市川朔久子 講談社 C913.6 104920004

つちはんみょう 舘野鴻 偕成社 E 105913974
JBBY賞(文学作品部
門)

5 あたらしい子がきて 岩瀬成子 岩崎書店 C913.6 104655212

JBBY賞(作品部門) 5 希望の牧場 森絵都 岩崎書店 E 105874663

JBBY賞
(イラストレーション作品部門)

5 ハーレムの闘う本屋 ヴォーンダ・ミショー・ネルソンあすなろ書房 933.7 105719645

坪田譲二 33 キジムナーkids 上原正三 現代書館 913.6 105452379

日産　童話と絵本のグラ
ンプリ(童話の部大賞)

33 こめとぎゆうれいのよねこさん
えばたえり∥作
小林ゆたか∥絵

BL出版 E 106203235

日産　童話と絵本のグラ
ンプリ(童話の部大賞)

33 ぎゅっ ミフサ BL出版 E 105933220

日本絵本賞（大賞） 22 きょうはそらにまるいつき 荒井良二 偕成社 E 105909550

イモリくんヤモリくん 松岡たつひで 岩崎書店 E 105901235

くじらさんのーたーめならえんやこーら
内田麟太郎∥作
山村浩二∥絵

鈴木出版 E 105895031

干したから… 森枝卓士 フレーベル館 E 105903496

日本絵本賞
 （読者賞）

22 どうぶつドドド 矢野アケミ 鈴木出版 E 105473193

日本児童文学者協会賞 57 なりたて中学生 ひこ田中 講談社 C913.6 104901343

日本児童文学者協会
新人賞

50 日小見不思議草紙 藤重ヒカル 偕成社 C913.6 105911002

野間児童文芸賞 55 神隠しの教室 山本悦子 童心社 C913.6 105478051

ひろすけ童話賞 28 せなかのともだち 萩原弓佳 PHP研究所 C913.6 発注中

三越左千夫少年詩賞 21 ペンを持つとボクね 柿本香苗 竹林館 911.56 106416878

歴史時代作家クラブ賞
（シリーズ賞）

6

歴史時代作家クラブ賞
(新人賞)

6

日本絵本賞
（日本絵本賞）

22

＊児　童　書＊

産経児童出版文化賞
（翻訳作品賞）

64

小学館児童出版文化賞 66


