
※当館所蔵分のみ

請求記号 タイトル 人名 出版者 賞

217 N6 「南京大虐殺」のまぼろし 鈴木　明／著 ワック
大宅壮一

ノンフィクション賞

217 N6 あの戦争になぜ負けたのか 半藤　一利／著 文芸春秋 文藝春秋読者賞

28 ﾊｸ ローザ ニッキ・ジョヴァンニ／文 光村教育図書 コールデコット賞

289 ｷﾄ あの戦争から遠く離れて 城戸　久枝／著 情報センター出版局
大宅壮一

ノンフィクション賞

289 ﾂｶ 吹き下ろす風 塚田　忠正／著 学研
北九州市

自分史文学賞大賞

289 ﾊｲ アーニー・パイルが見た「戦争」 ジェームズ・トービン／著 芙蓉書房出版 全米書評サークル賞

294 N7 アフリカにょろり旅 青山　潤／著 講談社 講談社エッセイ賞

312 N7 周恩来秘録　上 高　文謙／著 文芸春秋 アジア・太平洋賞

312 N7 周恩来秘録　下 高　文謙／著 文芸春秋 アジア・太平洋賞

319 N6 大地の咆哮 杉本　信行／著 ＰＨＰ研究所 アジア・太平洋賞

319 N7 和解のために 朴　裕河／著 平凡社 大佛次郎論壇賞

332 N6 脱デフレの歴史分析 安達　誠司／著 藤原書店 河上肇賞

361 N6 1 フラット化する世界　上 トーマス・フリードマン／著 日本経済新聞社
ビジネス・ブック・
オブ・ジ・イヤー賞

361 N6 2 フラット化する世界　下 トーマス・フリードマン／著 日本経済新聞社
ビジネス・ブック・
オブ・ジ・イヤー賞

371 N7 多元化する「能力」と日本社会 本田　由紀／著 ＮＴＴ出版 大佛次郎論壇賞

378 N6 アスペルガー症候群への支援　思春期編 ブレンダ・スミス・マイルズ／著 東京書籍
アメリカ自閉症協会
年間最優秀書籍賞

599 N6 うちの３姉妹 松本　ぷりっつ／著 主婦の友社 アメーバブログ新人賞

783 N6 ガッザの涙 ポール・ガスコイン／著 カンゼン
英国最優秀

スポーツブック賞

9102 ﾅｵ 直木三十五伝 植村　鞆音／著 文芸春秋
尾崎秀樹記念・
大衆文学研究賞

9102 ﾎｼ 星新一 最相　葉月／著 新潮社 日本推理作家協会賞

9115 ﾌｸ かくれんぼみち 福田　ゆかり／詩 新風舎 新風舎出版賞大賞

9126 ﾅｶ ラストショウ 長塚　圭史／著 パルコ 読売演劇大賞優秀作品賞

9134 ｶﾜ 平家物語の人々 川北　肇／著 文芸社 埼玉文芸賞

9146 ｷｼ ねにもつタイプ 岸本　佐知子／著 筑摩書房 講談社エッセイ賞

916 ｲﾄ さよなら、サイレント・ネイビー 伊東　乾／著 集英社 開高健ノンフィクション賞

916 ｻｻ さんさんさん 佐々木　志穂美／著 新風舎 新風舎出版賞大賞

9･10月の特集

　　　　　　文学賞受賞作　－2006年度から現在まで－

直木賞･芥川賞を始めとして、文藝賞・日本推理作家協会賞・江戸川乱歩賞・大佛次郎賞・講談
社出版文化賞・コールデコット賞・吉川英治文学賞など、２００６年４月～現在までの受賞作
を集めてみました。
この機会に読破してみませんか。
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93 ﾊｳ スパイダー屋敷の晩餐会 メアリー・ハウイット／文 文渓堂 コールデコット賞

F1 ｱｵ ひとり日和 青山　七恵／著 河出書房新社 芥川賞

F1 ｱｻ ヴェサリウスの柩 麻見　和史／著 東京創元社 鮎川哲也賞

F1 ｱｻ 憂鬱なハスビーン 朝比奈　あすか／著 講談社 群像新人文学賞

F1 ｱﾉ 風歯 賀名生　岳／著 新人物往来社 歴史文学賞

F1 ｱﾍ グランド・フィナーレ 阿部　和重／著 講談社 芥川賞

F1 ｱﾘ 月太と山神 有賀　ゆき／作 新風舎 祭り街道文学大賞特別賞

F1 ｲｻ ゴールデンスランバー 伊坂　幸太郎／著 新潮社 山本周五郎賞

F1 ｲｾ ルリユールおじさん いせ　ひでこ／作 理論社 講談社出版文化賞

F1 ｲｿ 肝心の子供 磯崎　憲一郎／著 河出書房新社 文藝賞

F1 ｲﾄ だいじょうぶだいじょうぶ いとう　ひろし／作・絵 講談社 講談社出版文化賞

F1 ｲﾄ 八月の路上に捨てる 伊藤　たかみ／著 文芸春秋 芥川賞

F1 ｲﾇ 夏光 乾　ルカ／著 文芸春秋 オール讀物新人賞

F1 ｲﾉ 切羽へ 井上　荒野／著 新潮社 直木賞

F1 ｲﾜ 一所懸命 岩井　三四二／著 講談社 小説現代新人賞

F1 ｳｴ セカンドムーン 上杉　那郎／〔著〕 角川春樹事務所 小松左京賞

F1 ｳﾐ 水上のパッサカリア 海野　碧／著 光文社
日本ミステリー

文学大賞新人賞

F1 ｳﾒ このゆびとーまれ 梅田　俊作／作 講談社 講談社出版文化賞

F1 ｴﾝ クレア、冬の音 遠藤　純子／著 菁柿堂 新潮新人賞

F1 ｵｵ 1 パンドラ・アイランド　上 大沢　在昌／著 徳間書店 柴田錬三郎賞

F1 ｵｵ 2 パンドラ・アイランド　下 大沢　在昌／著 徳間書店 柴田錬三郎賞

F1 ｵｶ ミーナの行進 小川　洋子／著 中央公論新社 谷崎潤一郎賞

F1 ｵｶ 少女は踊る暗い腹の中踊る 岡崎　隼人／著 講談社 メフィスト賞

F1 ｵｷ 蟹と彼と私 荻野　アンナ／著 集英社 伊藤整文学賞

F1 ｵｷ 公園 荻世　いをら／著 河出書房新社 文藝賞

F1 ｵｸ スイカのすい子 奥原　弘美／作 毎日新聞社 小さな童話大賞大賞

F1 ｵｸ 家日和 奥田　英朗／著 集英社 柴田錬三郎賞

F1 ｵﾝ 中庭の出来事 恩田　陸／著 新潮社 山本周五郎賞

F1 ｶｸ ロック母 角田　光代／著 講談社 川端康成文学賞

F1 ｶｼ 一朝の夢 梶　よう子／著 文芸春秋 松本清張賞

F1 ｶﾊ ジャン＝ジャックの自意識の場合 樺山　三英／著 徳間書店 日本ＳＦ新人賞

F1 ｶﾌ 東京ダモイ 鏑木　蓮／著 講談社 江戸川乱歩賞

F1 ｶﾐ カタコンベ 神山　裕右／著 講談社 江戸川乱歩賞
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F1 ｶﾜ 真鶴 川上　弘美／著 文芸春秋 講談社出版文化賞

F1 ｶﾜ 乳と卵 川上　未映子／著 文芸春秋 芥川賞

F1 ｷﾑ 抗蒙の丘（オルム） 金　重明／著 新人物往来社 歴史文学賞

F1 ｸﾘ ぴんはらり 栗林　佐知／著 筑摩書房 太宰治賞

F1 ｸﾛ ア・ハッピーファミリー 黒野　伸一／著 小学館 きらら文学賞

F1 ｺｲ タタド 小池　昌代／著 新潮社 川端康成文学賞

F1 ｺｲ 虹の彼方 小池　真理子／著 毎日新聞社 柴田錬三郎賞

F1 ｺﾝ サクリファイス 近藤　史恵／著 新潮社 大藪春彦賞

F1 ｺﾝ 果断 今野　敏／著 新潮社 日本推理作家協会賞

F1 ｻｴ ノルゲ 佐伯　一麦／著 講談社 文藝賞

F1 ｻｶ 川のほとりで 坂本　のこ／作 小峰書店 長編児童文学新人賞

F1 ｻﾄ １０００の小説とバックベアード 佐藤　友哉／著 新潮社 三島由紀夫賞

F1 ｻﾄ かえる工房ちょっとすてきな季節 さとう　あきこ／作 新風舎
福永令三児童文学賞
ことりのほんばこ賞

F1 ｻﾄ スイッチ さとう　さくら／著 宝島社
日本ラブストーリー
大賞審査員絶賛賞

F1 ｻﾄ 一瞬の風になれ　１ 佐藤　多佳子／著 講談社 吉川英治文学新人賞

F1 ｻﾄ 一瞬の風になれ　２ 佐藤　多佳子／著 講談社 吉川英治文学新人賞

F1 ｻﾄ 一瞬の風になれ　３ 佐藤　多佳子／著 講談社 吉川英治文学新人賞

F1 ｻﾄ 天狗童子 佐藤　さとる／著 あかね書房 赤い鳥文学賞

F1 ｼｲ 株とボイン 椎名　利果子／著 文芸社 U３０大賞

F1 ｼﾊ ＴＥＮＧＵ 柴田　哲孝／著 祥伝社 大藪春彦賞

F1 ｼﾊ その街の今は 柴崎　友香／著 新潮社 織田作之助賞

F1 ｼﾓ わすれないよ波の音 下鳥　潤子／著 講談社 文藝賞

F1 ｼﾖ 幽界森娘異聞 笙野　頼子／著 東京：講談社 泉鏡花文学賞

F1 ｽｶ 1 天山の巫女ソニン　１ 菅野　雪虫／作 講談社 講談社児童文学新人賞

F1 ｽｹ 浅草色つき不良少年団 祐光　正／著 文芸春秋 オール讀物推理小説新人賞

F1 ﾀｶ つぎはぎおばあさん　きょうもおおいそがし たかしま　なおこ／作・絵 講談社 講談社絵本新人賞

F1 ﾀﾀ マーダー・アイアン タタツ　シンイチ／著 徳間書店 日本ＳＦ新人賞

F1 ﾀﾅ 切れた鎖 田中　慎弥／著 新潮社 三島由紀夫賞

F1 ﾀﾝ 青色讃歌 丹下　健太／著 河出書房新社 文藝賞

F1 ﾂｼ 花はさくら木 辻原　登／著 朝日新聞社 大佛次郎賞

F1 ﾃﾝ 家族狩り 天童　荒太／著 新潮社 山本周五郎賞

F1 ﾅｶ ヘンリエッタ 中山　咲／著 河出書房新社 文藝賞

F1 ﾅｶ 土の中の子供 中村　文則／〔著〕 新潮社 芥川賞
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F1 ﾆｼ 通天閣 西　加奈子／著 筑摩書房 織田作之助賞

F1 ﾊｾ 見沼の波留 長谷川　美智子／著 新風舎 文藝賞

F1 ﾊﾑ 銀漢の賦 葉室　麟／著 文芸春秋 松本清張賞

F1 ﾊﾔ 三年坂　火の夢 早瀬　乱／著 講談社 江戸川乱歩賞

F1 ﾋﾕ 世紀末大（グラン）バザール六月の雪 日向　旦／著 東京創元社 鮎川哲也賞

F1 ﾋﾗ 独白するユニバーサル横メルカトル 平山　夢明／著 光文社 日本推理作家協会賞

F1 ﾋﾗ 梅一夜 平野　洋子／著 祥伝社 湯河原文学賞最優秀賞

F1 ﾏｴ ようちゃんの夜 前川　梓／著 メディアファクトリー ダ・ヴィンチ文学賞大賞

F1 ﾏﾂ 子守唄しか聞こえない 松尾　依子／著 講談社 群像新人文学賞

F1 ﾏﾊ カラフルな闇 まはら　三桃／著 講談社 講談社児童文学新人賞

F1 ﾐﾉ 1 頼山陽　上 見延　典子／著 徳間書店 新田次郎文学賞

F1 ﾐﾉ 2 頼山陽　下 見延　典子／著 徳間書店 新田次郎文学賞

F1 ﾐﾔ 名もなき毒 宮部　みゆき／著 幻冬舎 吉川英治文学賞

F1 ﾓﾌ 介護入門 モブ・ノリオ／著 文芸春秋 芥川賞

F1 ﾓﾘ 風に舞いあがるビニールシート 森　絵都／著 文芸春秋 直木賞

F1 ﾓﾘ 夜は短し歩けよ乙女 森見　登美彦／著 角川書店 山本周五郎賞

F1 ﾓﾛ 奸婦にあらず 諸田　玲子／著 日本経済新聞社 新田次郎文学賞

F1 ﾔｽ トゥデイ 安田　賢司／著 新風舎
新風舎出版賞

ﾌｨｸｼｮﾝ部門最優秀賞

F1 ﾔﾏ これ、ぼくの宝物です 山下　奈美／作 学研 小川未明文学賞

F1 ﾔﾏ 雲上都市の大冒険 山口　芳宏／著 東京創元社 鮎川哲也賞

F9 ｴﾙ ステラのえほんさがし リサ・キャンベル・エルンスト／作 童心社 こどもが選ぶ絵本大賞

F9 ｸﾚ いぬがかいた～い！ ボブ・グラハム／さく 評論社
ボストングローブ・ホーンブック

賞
オーストラリア児童図書賞

F9 ｼﾕ たからもの ユリ・シュルビッツ／作 偕成社 コルデコット賞銀賞

F9 ﾊﾝ 1 オオトリ国記伝　１ リアン・ハーン／著 主婦の友社 ピーターパン賞

F9 ﾋﾂ 木の上の家 ビアンカ・ピッツォルノ／作 汐文社 イタリア・アンデルセン賞

F9 ﾍｲ ひみつのもり ジーニー・ベイカー／作 光村教育図書 オーストラリア原生自然保護協会賞

F9 ﾛｽ ウィンクルさんとかもめ エリザベス・ローズ／文 岩波書店 ケイト・グリーナウェイ賞
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