第 226 回 企画展示

【期 間】 平成 28年1月30日（土）～2月28日（日）
【会 場】 3階 閲覧室 ・1階 子どもの本のひろば

石川県立図書館

展示によせて

２０１５年度「文学賞・出版文化賞受賞作品展」を開催いたします。
この展示は、文学賞・出版文化賞・児童文学賞・郷土の文学賞受賞作品を
紹介するものです。
第１５４回芥川賞は、石川県白山市出身の本谷有希子さんが『異類婚姻譚』
で受賞しました。本谷さんは劇団を主宰し、劇作家・演出家としても活躍さ
れています。４度目の候補での受賞で、石川県出身として初の快挙となりま
した。
また、第１５３回芥川賞はお笑い芸人の又吉直樹さんが受賞し、広く話題
となりました。本が売れない時代といわれているなか、又吉さんの『火花』
は２００万部のベストセラーとなっており、普段本を買わない人、読まない
人にも手にとられているようです。
受賞作品の新聞記事も併せて展示していますので、この機会に普段手にと
らない作品にも興味を持っていただけたら幸いです。

石川県立図書館

※ 雑誌の貸出はしていませんので閲覧室内でご覧ください。

※ 児童書は、１階子どもの本のひろばにあります。

【小説等】
賞

／ 主催者

芥川賞／日本文学振興会
（第153回）

受賞作

請求記号

羽田 圭介 『スクラップ・アンド・ビルド』 （文藝春秋）

913.6/24073
（『文學界』2015/3月号）

又吉 直樹 『火花』 （文藝春秋）

913.6/23943
（『文學界』2015/2月号）

（第154回）

滝口 悠生 『死んでいない者』

913.6/24235
（『文學界』2015/12月号）

本谷 有希子 『異類婚姻譚』

913.6/24234
（『群像』2015/11月号）

江戸川乱歩賞／日本推理作家協会
（第61回）

呉 勝浩 『道徳の時間』 （講談社）

913.6/24168

大宅壮一ノンフィクション賞／
日本文学振興会 （第46回） 書籍部門

須田 桃子 『捏造の科学者 STAP細胞事件』 （文藝春秋）

460.7/10032

大薮春彦賞／大阪文学振興会
（第17回）

青山 文平 『鬼はもとより』 （徳間書店）

913.6/23827

月村 了衛 『コルトM１８５１残月』 （講談社）

913.6/23987

大佛次郎賞／朝日新聞社
（第42回）
（第15回） 論壇賞

金 時鐘 『朝鮮と日本に生きる 済州島から猪飼野へ』 （岩波書店）

081.6/137/1532

井手 英策 『経済の時代の終焉』 （岩波書店）

332.06/10066

（第95回）

松田 幸緒 『中庭に面した席』

『オール読物』
2015/11月号

（第41回）

大城 立裕 『レールの向こう』 （新潮社）

913.6/24142

（第59回）

山内 ケンジ 『トロワグロ』 （白水社）

912.6/10194

当選作

乗代 雄介 『十七八より』 （講談社）

913.6/24176

優秀作

該当作なし

当選作

該当作なし

優秀作

荒木 優太 『反偶然の共生空間 愛と正義のジョン・ロールズ』

オール讀物新人賞／文藝春秋

川端康成文学賞／新潮社

岸田國士戯曲賞／白水社

群像新人文学賞／講談社
（第58回）

群像新人評論賞／講談社
（第59回）

『群像』
2015/11月号

高原 到 『ケセルの想像力』
柴田錬三郎賞／集英社
（第28回）
小説現代長編新人賞／講談社
（第10回）

小説すばる新人賞／集英社
（第28回）

中島 京子 『かたづの！』 （集英社）

913.6/23789

坂上 琴 『踊り子と将棋指し』 （講談社）
＜『ヒモの穴』から改題＞

渡辺 優 『ラメルノエリキサ』

※ 請求記号の無いものは未所蔵の資料です。
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【小説等】
賞

／ 主催者

新潮新人賞／新潮社
（第47回） 小説部門

受賞作

請求記号

高橋 有機子 『恐竜たちは夏に祈る』

『新潮』
2015/11月号

黒名 ひろみ 『温泉妖精』

『すばる』
2015/11月号

すばる文学賞／集英社
（第39回）
太宰治賞／筑摩書房・三鷹市
（第31回）

伊藤 朱里 『変わらざる喜び』

谷崎潤一郎賞／中央公論新社
（第51回）

江國 香織 『ヤモリ、カエル、シジミチョウ』 （朝日新聞出版）

913.6/23899

篠田 節子 『インドクリスタル』 （ＫＡＤＯＫＡＷＡ）

913.6/24186

中島 京子 『長いお別れ』 （文藝春秋）

913.6/24088

『太宰治賞2015』
913.68/10052/015

中央公論文芸賞／中央公論新社
（第10回）

Bunkamuraドゥマゴ文学賞／東急文化村
（第25回）

武田 砂鉄 『紋切型社会 言葉で固まる現代を解きほぐす』
（朝日出版社）

新田次郎文学賞／新田次郎記念会
（第34回）

尾崎 真理子 『ひみつの王国 評伝石井桃子』 （新潮社）

日本ＳＦ大賞／日本ＳＦ作家クラブ
（第35回）
大賞

藤井 太洋 『オービタル・クラウド』

特別賞
直木賞／日本文学振興会
(第153回）
(第154回)
日本推理作家協会賞／
日本推理作家協会
（第68回）
長編および連作短編集部門

短編部門
評論その他の部門

野間文芸賞／野間文化財団
（第68回）

(早川書房)

長谷 敏司 『My Humanity』 (早川書房)

304/11098

Ｊ910．268/11462

913.6/23910
B913.6/23924

東山 彰良 『流』 （講談社）

913.6/24013

青山 文平 『つまをめとらば』 （文藝春秋）

913.6/24205

月村 了衛 『土漠の花』 （幻冬舎）

913.6/23799

早見 和真 『イノセント・デイズ』 （新潮社）

913.6/24190

該当作なし
喜国 雅彦 『本棚探偵最後の挨拶』 （双葉社）

024.8/10107

霜月 蒼 『アガサ・クリスティー完全攻略』 （講談社）

930.27/10231

長野 まゆみ 『冥途あり』 （講談社）

913.6/24089｡

滝口 悠生 『愛と人生』 （講談社）

913.6/24188

古川 日出男 『女たち三百人の裏切りの書』 （新潮社）

913.6/24208

野間文芸新人賞／野間文化財団
（第37回）

文學界新人賞／文藝春秋
加藤 秀行 『サバイブ』
（第120回）
杉本 裕孝 『ヴェジトピア』
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『文學界』
2015/6月号

【小説等】
賞

／ 主催者

受賞作

請求記号

文藝賞／河出書房新社
山下 紘加 『ドール』 （河出書房新社）
（第52回）
畠山 丑雄 『地の底の記憶』 （河出書房新社）
本屋大賞／ＮＰＯ本屋大賞実行委員会
（第12回） 大賞
翻訳小説部門

ポプラ社小説新人賞／ポプラ社
（第5回） 新人賞
奨励賞
松本清張賞／日本文学振興会
（第22回）

上橋 菜穂子 『鹿の王 上・下』 （KADOKAWA）
ピエール・ルメートル/著 橘 明美/訳
『その女アレックス』 （文藝春秋）

Ｙ913.6/23755/1～2
953.7/10429

該当作なし
佐野 香織 『城砦歌』

額賀 澪 『屋上のウインドノーツ』 （文藝春秋）
＜『ウインドノーツ』から改題＞

Y913.6/24147

三島由紀夫賞／新潮社
（第28回）

上田 岳弘 『私の恋人』 （新潮社）

913.6/24125

（第25回）

佐藤 愛子 『晩鐘』 （文藝春秋）

913.6/23956

（第28回）

柚木 麻子 『ナイルパーチの女子会』 （文藝春秋）

913.6/24007

（第49回）

逢坂 剛 『平蔵狩り』 （文藝春秋）

913.6/24185

吉川英治文学新人賞／講談社
（第36回）

西條 奈加 『まるまるの毬』 （講談社）

913.6/24187

読売文学賞／読売新聞社
（第66回）

川上 弘美 『水声』 （文藝春秋）

913.6/23818

星野 智幸 『夜は終わらない』 （講談社）

913.6/23923

紫式部文学賞／宇治市

山本周五郎賞／新潮社

吉川英治文学賞／講談社

小説賞

戯曲・シナリオ賞
詩歌俳句賞

該当作なし
高野 公彦 『流木 歌集』 （KADOKAWA）

評伝・伝記賞

富士川 義之 『ある文人学者の肖像 評伝・富士川英郎』
（新書館）

研究・翻訳賞

井波 陵一／訳 『新訳紅楼夢１～７』 （岩波書店）

随筆・紀行賞

山崎 佳代子 『ベオグラード日誌』 （書肆山田）
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289.1/12576

923.6/10010/1～7
915.6/10503

【出版文化】
賞

／ 主催者

アジア・太平洋賞／
毎日新聞社・アジア調査会
（第27回） 大賞
角川源義賞／角川文化振興財団
（第37回） 文学研究部門
歴史研究部門
芸術選奨・文部科学大臣賞／文化庁
（第65回）
文学
評論等

受賞作
奈良岡 聰智 『対華二十一ヵ条要求とは何だったのか
第一次世界大戦と日中対立の原点』 （名古屋大学出版会）

新人賞 評論等

319.1/10558

該当作なし
高埜 利彦 『近世の朝廷と宗教』 （吉川弘文館）

210.5/10461

出久根 達郎 『短篇集 半分コ』 （三月書房）

913.6/23747｡

尾崎 真理子 『ひみつの王国 評伝石井桃子』 （新潮社）
野村 正人 『諷刺画家グランヴィル テクストとイメージの19世紀』
（水声社）

新人賞 文学

請求記号

J910.268/11462
726.5/10341

仲 寒蟬 句集『巨石文明』 （KADOKAWA）
前田 恭二 『絵のように 明治文学と美術』 （白水社）

910.261/10058

講談社エッセイ賞／講談社
（第31回）

ジェーン・スー 『貴様いつまで女子でいるつもりだ問題』 （幻冬舎）

367.21/10202

講談社出版文化賞／講談社
（第46回） 絵本賞

石川 えりこ 『ボタ山であそんだころ』 （福音館書店）

さしえ賞

72/イ

スカイ エマ
・『佐久夜の初泳ぎ』 （畠中 恵/作 「小説すばる」掲載）
・『江戸の合戦』 （畠中 恵/作 「小説すばる」掲載）
・『偶然屋』 （七尾 与史/作 「週刊ポスト」掲載）

ブックデザイン賞

写真賞

川添 英昭 『テクニウム テクノロジーはどこへ向かうのか？』
（ケヴィン・ケリー/著 服部 桂/訳 みすず書房）

504/10109

中井 精也 『中井精也 写真集 1日1鉄！』 （インプレスジャパン）

A748/10793

宮原 ひろ子 『地球の変動はどこまで宇宙で解明できるか
太陽活動から読み解く地球の過去・現在・未来』 （化学同人）

444/10032

眞並 恭介 『牛と土 福島、3・11その後。』 （集英社）

645.3/10021

講談社科学出版賞／講談社
（第31回）
講談社ノンフィクション賞／講談社
（第37回）
小林秀雄賞／新潮社
（第14回）

小熊 英二 『生きて帰ってきた男 ある日本兵の戦争と戦後』
（岩波書店）
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081.6/137/1549

【出版文化】
賞

／ 主催者

受賞作

請求記号

前田 健太郎 『市民を雇わない国家 日本が公務員の少ない国
へと至った道』（東京大学出版会）

317.3/10050

社会・風俗部門

滝澤 克彦 『越境する宗教 モンゴルの福音派 ポスト社会主義
モンゴルにおける宗教復興と福音派キリスト教の台頭』 （新泉社）

198.3/10064

芸術・文学部門

安藤 礼二 『折口信夫』 （講談社）

910.268/11638

大野 裕之 『チャップリンとヒトラー メディアとイメージの
世界大戦』 （岩波書店）

778.25/10149

吉田 寛 『絶対音楽の美学と分裂する〈ドイツ〉 十九世紀
（<音楽の国ドイツ>の系譜学３）』 （青弓社）

762.3/10351/3

奈良岡 聰智 『対華二十一ヵ条要求とは何だったのか
第一次世界大戦と日中対立の原点』 （名古屋大学出版会）

319.1/10558

新潮ドキュメント賞／新潮社
（第14回）

永栄 潔 『ブンヤ暮らし三十六年 回想の朝日新聞』 （草思社）

070.2/10124

日本エッセイスト・クラブ賞／
日本エッセイスト・クラブ （第63回）

磯田 道史 『天災から日本史を読みなおす』 (中央公論新社)

210.17/10006

日本出版学会賞／日本出版学協会
（第36回）

永井 一彰 『板木は語る』 （笠間書院）

023.1/10099

毎日出版文化賞／毎日新聞社
（第69回）
文学・芸術部門

黒川 創 『京都』 （新潮社）

913.6/24212

サントリー学芸賞／サントリー文化財団
（第37回） 政治・経済部門

思想・歴史部門

人文・社会部門
自然科学部門

企画部門（全集など）

樺山 紘一 『歴史の歴史』 （千倉書房）
渡邊 淳司 『情報を生み出す触覚の知性
情報社会をいきるための感覚のリテラシー』 （化学同人）
日置 英剛/編 『新・國史大年表』 (全11冊) （国書刊行会）

204/10127
141.2/10078
R210.03/10051/1～9

特別賞

池内 恵 『イスラーム国の衝撃』 （文藝春秋）

316.4/10055

書評賞

角幡 唯介 『探検家の日々本本』 （幻冬舎）

019.9/10339

福永 文夫 『日本占領史 １９４５－１９５２』 （中央公論新社）

210.76/10172

木村 幹 『日韓歴史認識問題とは何か』 （ミネルヴァ書房）

319.1/10539

読売・吉野作造賞／中央公論新社
（第16回）
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【詩歌】
賞

／ 主催者

受賞作

請求記号

Ｈ氏賞／日本現代詩人会
（第65回）

岡本 啓 『グラフィティ』 （思潮社）

911.56/11028

平林 敏彦 『ツィゴイネルワイゼンの水邊』 （思潮社）

911.56/11063

（第61回）

遠藤 由樹子 『単純なひかり』

『俳句』
2015/11月号

（第61回）

鈴木 加成太 『革靴とスニーカー』五十首

小野十三郎賞／大阪文学協会
（第17回）
角川俳句賞／角川書店
角川短歌賞／角川書店

現代短歌評論賞／短歌研究社
（第33回）

三上 春海 『歌とテクストの相克 』

『短歌研究』
2015/10月号

詩歌文学館賞／日本現代詩歌文学館振興会

（第30回）

現代詩部門

八木 忠栄 『雪、おんおん』 （思潮社）

911.56/11027

短歌部門

来嶋 靖生 『硯』 （柊書房）

911.16/10865

俳句部門

大牧 広 『正眼』 (東京四季出版)

911.36/10663

高見順賞／（財）高見順文学振興会
財部 鳥子 『氷菓とカンタータ』 （書肆山田）
（第46回）
川口 晴美 『Ｔｉｇｅｒ ｉｓ ｈｅｒｅ．』 （思潮社）
蛇笏賞／角川文化振興財団
（第49回）

大峯 あきら 『短夜』 （KADOKAWA）

短歌研究賞／短歌研究社
橋本 喜典 『わが歌』

『短歌研究』
2015/9月号

短歌研究新人賞／短歌研究社
（第58回）

遠野 真 『さなぎの議題』

『短歌研究』
2015/9月号

迢空賞／角川文化振興財団
（第49回）

該当作なし

（第51回）

中原中也賞／山口市
（第20回）
日本歌人クラブ賞／日本歌人クラブ
（第42回）

岡本 啓 『グラフィティ』 （思潮社）

楠田 立身 『白雁』 (ながらみ書房)

萩原朔太郎賞／前橋市
（第23回）

川田 絢音 『雁の世』 （思潮社）
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911.56/11028

【郷土】
賞

／ 主催者

白山ふるさと文学賞／白山市
（第31回）暁烏敏賞
第一部門「哲学・思想に関する論文」
第二部門「子どもの育成に関する論文・
実践記録またはエッセイ」

受賞作

戸谷 洋志 『原子力をめぐる哲学―ドイツ現代思想を中心に』
大菅 新 『いじめ問題について』

（第4回）白山市ジュニア文芸賞 最優秀賞

暁烏敏部門 作文「母へのおもい」
・小学生低学年の部

南 恵莉佳 『おかあさんへのかんしゃ』

・小学生高学年の部

小間井 紗彩 『母の青いノ―ト』

・中高校生の部

結城 壱政 『星の数ほど感謝』

島清部門 ・小学生高学年 作文の部

『白山市ジュニア文芸賞
作品集 第4回 白山
ふるさと文芸賞』
K816/1013/4

岩倉 光理 『大切なのはあきらめいないこと』

・中高校生 作文の部

米澤 愛 『感謝は生き方だけでなく人も変える』

・小学生高学年 小説の部

五十嵐 ひなた 『4週間』

・中高校生 小説の部

大畑 凛香 『たまゆら夏幻。』

・小学生高学年 詩の部

中田 千紘 『私のおばあちゃん』

島清恋愛文学賞／日本恋愛文学振興会
（第21回）

請求記号
『暁烏敏賞入賞論文
第31回 白山ふるさと
文学賞』
K040/13/31

島本 理生 『Ｒed』 （中央公論新社）

913.6/23939

長野 まゆみ 『冥途あり』 （講談社）

913.6/24089

篠原 勝之 『骨風』 （文藝春秋）

913.6/24132

泉鏡花文学賞／金沢市
（第43回）

泉鏡花記念金沢市民文学賞／金沢市
藤川 六十一 『能登の夕凪』
（第43回）
中谷 泰士 『中谷泰士詩集 桜に偲ぶ』 （能登印刷出版部）
加能作次郎文学賞／加能作次郎の会
（第31回） 中学生の部 文学賞
高校生の部 文学賞

河崎 紀子 『死刑は無力か』
該当作なし

竹多文学賞／石川県教育文化財団
（第4回）

奥平 三之 『烏揚羽を追って』

鶴彬川柳大賞／かほく市川柳協会
（第20回）
大賞

樫村 日華

森山啓文学賞/ 小松文芸発行委員会
（第4回）
小説部門

該当作なし

坪野哲久文学奨励賞/坪野哲久文学
記念館 （第8回）
短歌部門 ・小学生の部 金賞

俳句部門

詩部門

今井 陽香 『母仕事 五時間宿題 手をつけず ドアの音なり
ドリルを開く』

・中学生の部 金賞

竹内 伶 『飛び込めば 青い世界に 迷い込む あの日の海を
思って眠る』

・小学生の部 金賞

川島 結季 『キラキラと 光るプールに だいびんぐ』

・中学生の部 金賞

中山 莉玖 『夕立に 打たれて歩く 人一人』

・小学生の部 金賞

大家 早織 『ねこのがっこう』

・中学生の部 金賞

浦 樹菜 『空』
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911.56/11056

『加能作次郎文学賞
表彰式 第31回』
K907/2/31
『竹多文学賞受賞
作品集 第4回』
K980/1002/4

『坪野哲久文学奨励賞
受賞作品集 第8回』
K910/1008/8

【児童書】
賞

／ 主催者

受賞作

請求記号

講談社出版文化賞／講談社
（第46回）
絵本賞

石川 えりこ 『ボタ山であそんだころ』 （福音館書店）

72/イ

産経児童出版文化賞／産経新聞社
（第62回）
大賞

岩瀬 成子 『きみは知らないほうがいい』 （文研出版）

913/イ

あきやま ただし 『いしをつんだおとこ』 （ハッピーオウル社）

72/ア

得田 之久/文 和歌山 静子/絵 『くろねこさん しろねこさん』
（童心社）

72/ワ

鈴木 まもる 『ニワシドリのひみつ』 （岩崎書店）

488/ス

美術賞
フジテレビ賞

ＪＲ賞
ニッポン放送賞

翻訳作品賞

産経新聞社賞
児童文芸新人賞／
日本児童文芸家協会

（第44回）

宮崎 祥子/構成・文 白松 清之/写真
『かまぼこができるまで（すがたをかえるたべものしゃしんえほん３）』
（岩崎書店）
ラヘル・ファン・コーイ/ 作 石川 素子/訳
『クララ先生、さようなら』 （徳間書店）

619/ス/3

943/コ

クリス・ホートン/作 木坂 涼/訳
『どうするジョージ！』 （ＢＬ出版）

72/ホ

小関 智弘 『町工場のものづくり』 （少年写真新聞社）

509/コ

高森 美由紀/作 ミロコ マチコ/絵 『いっしょにアんべ！』
（フレーベル館）

913/タ

福田 幸広/写真 ゆうき えつこ/文 『オオサンショウウオ』
（そうえん社）

487/ﾕ

斉藤 倫 『どろぼうのどろぼん』 （福音館書店）

913/ｻ

山本 早苗 『タンポポの金メダル 』 (BL出版)

72/ｱ

たなか やすひろ 『せかいのはてのむこうがわ』 (BL出版)

72/ﾀ

たじま ゆきひこ 『ふしぎなともだち』 （くもん出版）

72/タ

飯野 和好/絵と文 『みずくみに』 （小峰書店）

72/イ

杉田 比呂美 『12にんのいちにち』 （あすなろ書房）

72/ス

カトリ―ン・シェーラー/作 松永 美穂/訳
『ヨハンナの電車のたび』 （西村書店）

72/シ

小学館児童出版文化賞／小学館
（第64回）

日産 童話と絵本のグランプリ／
（財）大阪国際児童文学館
（第31回） 童話の部 大賞
絵本の部 大賞
日本絵本賞／
毎日新聞社・全国学校図書館協議会
（第20回）
大賞
日本絵本賞

日本絵本賞翻訳絵本賞

日本絵本賞読者賞

日本児童文学者協会賞／
日本児童文学者協会

（第55回）

ザ・キャビンカンパニー 『だいおういかのいかたろう』
（鈴木出版）

朽木 祥 『あひるの手紙』 （佼成出版社）
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72/ク/014-1

913/ク

【児童書】
賞

／ 主催者

受賞作

請求記号

日本児童文学者協会賞新人賞／
日本児童文学者協会
（第48回）

斉藤 倫 『どろぼうのどろぼん』 （福音館書店）

野間児童文芸賞／野間文化財団
（第53回）

村上 しいこ 『うたうとは小さないのちひろいあげ』 （講談社）

Y913.6/24207

草野 あきこ 『おばけ道、ただいま工事中!?』
＜『おばけ道工事中』から改題＞

913/ク

福島正実記念ＳＦ童話賞／
創作集団プロミネンス･岩崎書店
（第32回） 大賞
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913/サ

第 226 回 企画展示
文学賞・出版文化賞受賞作品展
平成28年1月30日発行
編 集
発 行

石川県立図書館展示委員会
石川県立図書館

