
請求記号 タイトル 文学賞名 人名 出版者 資料番号

289 ﾉﾅ 野中広務差別と権力 講談社ノンフィクション賞 魚住　昭／著 東京：講談社 110452547

302 N4 銃を持つ民主主義 日本エッセイスト・クラブ賞 松尾　文夫／著 東京：小学館 110467636

364 N3 年金大崩壊 講談社ノンフィクション賞 岩瀬　達哉／著 東京：講談社 110465721

364 N4 年金の悲劇 講談社ノンフィクション賞 岩瀬　達哉／著 東京：講談社 110465713

367 N4 負け犬の遠吠え 講談社エッセイ賞 酒井　順子／著 東京：講談社 110434446

369 N3 こんな夜更けにバナナかよ 大宅壮一ノンフィクション賞 渡辺　一史／著 札幌：北海道新聞社 110578473

463 N4 時間の分子生物学
講談社出版文化賞
（科学出版賞）

粂　和彦／著 東京：講談社 110634581

662 N4 日本〈汽水〉紀行 日本エッセイスト・クラブ賞 畠山　重篤／著 東京：文芸春秋 110467644

9111 ﾅｲ 斧と勾玉 寺山修司短歌賞 内藤　明／著 東京：砂子屋書房 110635299

9113 ﾌｸ 草虱 蛇笏賞 福田　甲子雄／著 東京：花神社 110465705

9115 ｸﾀ 昼も夜も 中原中也賞 久谷　雉／著 東京：ミッドナイト・プレス 110635265

9115 ﾅｶ エルヴィスが死んだ日の夜 高見順賞 中上　哲夫／著 東京：書肆山田 110468188

9115 ﾏﾂ 金田君の宝物 H氏賞 松岡　政則／著 東村山：書肆青樹社 110635307

9146 ｱﾗ 忘れられる過去 講談社エッセイ賞 荒川　洋治／〔著〕 東京：みすず書房 110433745

930 ﾐﾙ 今からでは遅すぎる 日本翻訳文化賞（特別賞） Ａ．Ａ．ミルン／〔著〕 東京：岩波書店 110610201

F1 ｲｻ アヒルと鴨のコインロッカー 吉川英治文学新人賞 伊坂　幸太郎／著 東京：東京創元社 110600376

F1 ｳﾀ 葉桜の季節に君を想うということ 日本推理作家協会賞 歌野　晶午／著 東京：文芸春秋 110574316

F1 ｴｸ 号泣する準備はできていた 直木賞２００４年上 江国　香織／著 東京：新潮社 110600335

F1 ｵｸ 空中ブランコ 直木賞２００４年下 奥田　英朗／著 東京：文芸春秋 110617396

F1 ｶｷ ワイルド・ソウル
吉川英治文学新人賞
日本推理作家協会賞

垣根　涼介／著 東京：幻冬舎 110591922

F1 ｶﾈ 蛇にピアス 芥川賞２００４年上 金原　ひとみ／著 東京：集英社 110607074

F1 ｶﾐ カタコンベ 江戸川乱歩賞 神山　裕右／著 東京：講談社 110632734

F1 ｷﾀ 1 楊家将　上 吉川英治文学賞 北方　謙三／著 東京：ＰＨＰ研究所 110604352

F1 ｷﾀ 2 楊家将　下 吉川英治文学賞 北方　謙三／著 東京：ＰＨＰ研究所 110604360

今年今年今年今年のののの文学賞受賞作文学賞受賞作文学賞受賞作文学賞受賞作



請求記号 タイトル 文学賞名 人名 出版者 資料番号

F1 ｷﾖ 後巷説百物語 直木賞２００４年上 京極　夏彦／著 東京：角川書店 110603248

F1 ｸﾏ 邂逅の森
直木賞２００４年下
山本周五郎賞

熊谷　達也／著 東京：文芸春秋 110608346

F1 ﾄｳ 狙うて候 新田次郎文学賞 東郷　隆／著 東京：実業之日本社 110593431

F1 ﾊｾ 人形の旅立ち 坪田譲治文学賞 長谷川　摂子／著 東京：福音館書店 110444817

F1 ﾎﾘ 雪沼とその周辺
杣捷平文学賞
谷崎潤一郎賞

堀江　敏幸／著 東京：新潮社 110602182

F1 ﾑﾗ 風の歌、星の口笛 横溝正史ミステリ大賞 村崎　友／著 東京：角川書店 110620705

F1 ﾓﾌ 介護入門
芥川賞２００４年下
文学界新人賞

モブ・ノリオ／著 東京：文芸春秋 110633617

F1 ﾔﾊ ららら科学の子 三島由紀夫賞 矢作　俊彦／著 東京：文芸春秋 110594488

F1 ﾔﾏ 火天の城 松本清張賞 山本　兼一／著 東京：文芸春秋 110622685

F1 ﾜﾀ 蹴りたい背中 芥川賞２００４年上 綿矢　りさ／著 東京：河出書房新社 110589504

30 N4 ぼくの見た戦争 日本絵本賞（大賞） 高橋　邦典／写真・文 東京：ポプラ社 120228762

91 ｲﾄ はるなつあきふゆもうひとつ 児童文芸新人賞 糸永　えつこ／詩 東京：銀の鈴社 120064621

F1 ｱﾏ きつねのかみさま 日本絵本賞 あまん　きみこ／作 東京：ポプラ社 120222153

F1 ｳｴ 精霊の守り人 110063062

F1 ｳｴ 闇の守り人 110077476

F1 ｳｴ 夢の守り人 120036595

F1 ｳｴ 神の守り人　来訪編 120137674

F1 ｳｴ 神の守り人　帰還編 120137435

F1 ｳｴ 虚空の旅人 120130224

F1 ｶﾝ 鹿よおれの兄弟よ 小学館児童出版文化賞 神沢　利子／作 東京：福音館書店 120222682

F1 ｺｼ オー・スッパ 日本絵本賞 越野　民雄／文 東京：講談社 120228770

F1 ｽｽ おばけドライブ
講談社出版文化賞
（絵本賞）

スズキ　コージ／作 東京：ビリケン出版 120064613

F1 ﾅｼ ピアニッシシモ 児童文芸新人賞 梨屋　アリエ／著 東京：講談社 120215249

F9 ﾊﾂ 夜中に犬に起こった奇妙な事件 産経児童出版文化賞 マーク・ハッドン／著 東京：早川書房 120228747

F9 ﾔﾙ きつねとうさぎ 日本絵本賞 Ｆ．ヤールブソワ／絵 東京：福音館書店 120221361

山本有三記念・路傍の石文学賞 上橋　菜穂子／作 東京：偕成社
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F9 ﾙｸ 影との戦い　　　　　ゲド戦記① 121080261

F9 ﾙｸ こわれた腕環　　　ゲド戦記② 121080253

F9 ﾙｸ さいはての島へ　　ゲド戦記③ 121080212

F9 ﾙｸ 帰還　　　　　　　　　ゲド戦記④ 121080246

F9 ﾙｸ アースシーの風　　ゲド戦記⑤ 120213715

F9 ﾙｸ ゲド戦記外伝 120224043

オール読物　２００４年５月号
オール読物新人賞
「ええから加減」

文藝春秋 140159468

群像　２００４年６月号
群像新人文学賞
「狐寝入夢虜」　十文字幸子

東京：講談社 140160367

新潮　２００４年６月号
川端康成文学賞
「袋小路の男」　絲山秋子

東京：新潮社 140160318

すばる　２００４年１１月号
すばる文学賞
「白の咆吼」　朝倉裕弥
「漢方小説」　中島たい子

140170200

第41回日本翻訳文化賞 ル＝グウィン／作 東京：岩波書店


