第 234 回 企画展示

【期 間】 平成 29 年 2 月 1 日（水） ～ 3 月 12 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

２０１６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。
よ づ り じゅうろく

今年度は、石川県白山市出身の 夜釣 十六 さんが第３２回太宰治賞を、小
松市在住の谷甲州さんが第３６回日本 SF 大賞を受賞しました。
また、２０１２年に当館で講演会をされた川上弘美さんが第４４回泉鏡花
文学賞を受賞しました。川上さんは、１年おきに訪ねるほど金沢市や石川県
への思いが強いと受賞後に話されており、とても嬉しく思いました。
山本周五郎賞では、モデルの押切もえさんの小説がノミネートされ、一躍
注目が集まりました。押切さんは惜しくも受賞には至りませんでしたが、今
後の作品が期待されます。
作者のインタビューや作品への思いが書かれた新聞記事も併せて展示して
あります。多くの皆様に受賞作品に触れ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

受賞作

第155回

請求記号

村田 沙耶香 『コンビニ人間』 （文藝春秋）

913.6/24417/ﾑﾗ
（『文學界』2016/6月号）

芥川賞／日本文学振興会
第156回

山下 澄人 『しんせかい』 （新潮社）

913.6/24545/ﾔﾏ
（『新潮』2016/7月号）

江戸川乱歩賞／日本推理
作家協会

第62回

佐藤 究 『QJKJQ』 （講談社）

913.6/24468/ｻﾄ

大薮春彦賞／大藪春彦賞
選考委員会

第18回

須賀 しのぶ 『革命前夜』 （文藝春秋）

913.6/24249/ｽｶ

第43回

浅田 次郎 『帰郷』 （集英社）

913.6/24436/ｱｻ

大佛次郎賞／朝日新聞社
第16回

論壇賞

森 千香子 『排除と抵抗の郊外 フランス＜移民＞
集住地域の形成と変容』 （東京大学出版会）

334.4/10226

織田作之助賞／織田作之
助賞実行委員会

第33回

オール讀物新人賞／文藝
春秋

第96回

河合隼雄物語賞／河合隼
雄財団

第4回

いしい しんじ 『悪声』 （文藝春秋）

913.6/24093/ｲｼ

川端康成文学賞／川端康
成記念会

第42回

山田 詠美 「生鮮てるてる坊主」（講談社）

『珠玉の短編』
913.6/24538/ﾔﾏ

岸田國士戯曲賞／白水社

第60回

タニノ クロウ 『地獄谷温泉 無明ノ宿』 （白水社）

群像新人文学賞／講談社

第59回

崔 実（チェ・シル） 『ジニのパズル』 （講談社）
佐々木 愛 「ひどい句点」

『オール讀物』
2016/11月号

嶋津 輝 「姉といもうと」

当選作

913.6/24405/ﾁｴ

崔 実（チェ・シル） 『ジニのパズル』 （講談社）

912.6/10201
913.6/24405/ﾁｴ

川口 好美 「不幸と共存 シモーヌ・ヴェイユ試論」
『群像』
2016/12月号

群像新人評論賞／講談社

第60回

柴田錬三郎賞／集英社

第29回

井上 荒野 『赤へ』 （祥伝社）

913.6/24499/ｲﾉ

司馬遼太郎賞／司馬遼太
郎記念財団

第20回

葉室 麟 『鬼神の如く 黒田叛臣伝』 （新潮社）

913.6/24171/ﾊﾑ

小説現代長編新人賞／講
談社

第11回

泉 ゆたか 「お師匠さま、整いました！」

小説すばる新人賞／集英
社

第29回

青羽 悠 「星に願いを、そして手を。」

新潮新人賞／新潮社

第48回

優秀作

宮澤 隆義 「新たな「方法序説」へ 大江健三郎を
めぐって」

鴻池 留衣 「二人組み」
小説部門

古川 真人 「縫わんばならん」
すばる文学賞／集英社

第40回

春見 朔子 「そういう生き物」

『小説現代』
2016/12月号

『新潮』
2016/11月号
『すばる』
2016/11月号

※ 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

太宰治賞／筑摩書房・三鷹
市

第32回

谷崎潤一郎賞／中央公論
新社

第52回

中央公論文芸賞／中央公
論新社

受賞作
夜釣 十六 「楽園」

請求記号
『太宰治賞2016』
913.68/10052/016

絲山 秋子 『薄情』 （新潮社）

913.6/24257/ｲﾄ

長嶋 有 『三の隣は五号室』 （中央公論新社）

913.6/24438/ﾅｶ

第11回

東山 彰良 『罪の終わり』 （新潮社）

913.6/24397/ﾋｶ

坪田譲治文学賞／岡山市

第31回

東 直子 『いとの森の家』 （ポプラ社）

913/ﾋ

Bunkamuraドゥマゴ文学賞
／東急文化村

第26回

中村 文則 『私の消滅』 （文藝春秋）

913.6/24423/ﾅｶ

新田次郎文学賞／新田次
郎記念会

第35回

日本ＳＦ大賞／日本ＳＦ作家
クラブ

第36回

大賞

長谷川 康夫 『つかこうへい正伝 1968－1982』
（新潮社）

912.6/10197

谷 甲州 『コロンビア・ゼロ 新・航空宇宙軍史』
（早川書房）

913.6/24502/ﾀﾆ

森岡 浩之 『突変』 （徳間書店）

913.6/24504/ﾓﾘ

第155回

荻原 浩 『海の見える理髪店』 （集英社）

913.6/24373/ｵｷ

第156回

恩田 陸 『蜜蜂と遠雷』 （幻冬舎）

913.6/24523/ｵﾝ

柚月 裕子 『孤狼の血』 （KADOKAWA）

913.6/24156/ﾕｽ

直木賞／日本文学振興会

長編および連
作短編集部門

大石 直紀 「おばあちゃんといっしょ」
日本推理作家協会賞／日
本推理作家協会

第69回

短編部門

永嶋 恵美 「ババ抜き」

評論その他の 門井 慶喜 『マジカル・ヒストリー・ツアー』 （幻戯書
部門
房）

野間文芸賞／野間文化財
団

第69回

野間文芸新人賞／野間文
化財団

第38回

舟橋聖一文学賞／彦根市

第10回

文學界新人賞／文藝春秋

第121回

堀江 敏幸 『その姿の消し方』 （新潮社）
戌井 昭人 『のろい男 俳優・亀岡拓次』 （文藝春
秋）
山本 音也 『本懐に候』 （小学館）
砂川 文次 「市街戦」
渡辺 勝也 「人生のアルバム」

文藝賞／河出書房新社

第53回
大賞

本屋大賞／ＮＰＯ本屋大賞
実行委員会

第13回
翻訳小説部門

『捨てる アンソロ
ジー』
913.68/10251
902.3/10137

913.6/24327/ﾎﾘ

913.6/24544/ｲﾇ
913.6/24564/ﾔﾏ
『文學界』
2016/5月号

町屋 良平 『青が破れる』 （河出書房新社）

913.6/24532/ﾏﾁ

宮下 奈都 『羊と鋼の森』 （文藝春秋）

913.6/24203/ﾐﾔ

ガブリエル・ゼヴィン/著 小尾 芙佐/訳 『書店主
フィクリーのものがたり』 （早川書房）
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933.7/12497

【小説等】
賞

／ 主催者

受賞作

請求記号

ポプラ社小説新人賞／ポプ
ラ社

第6回

虻川 枕 「パドルの子」

松本清張賞／日本文学振
興会

第23回

蜂須賀 敬明 『待ってよ』 （文藝春秋 ）

913.6/24406/ﾊﾁ

三島由紀夫賞／新潮文芸
振興会

第29回

蓮實 重彦 『伯爵夫人』 （新潮社）

913.6/24400/ﾊｽ

紫式部文学賞／宇治市

第26回

平田 俊子 『戯れ言の自由』 （思潮社）

山本周五郎賞／新潮文芸
振興会

第29回

湊 かなえ 『ユートピア』 （集英社）

913.6/24294/ﾐﾅ

吉川英治文学賞／講談社

第50回

赤川 次郎 『東京零年』 （集英社）

913.6/24501/ｱｶ

吉川英治文学新人賞／講
談社

第37回

薬丸 岳 『Ａではない君と』 （講談社）

913.6/24133/ﾔｸ

小説賞
戯曲・シナリオ
賞

読売文学賞／読売新聞社

古川 日出男 『女たち三百人の裏切りの書』 （新潮
社）

911.56/11069

913.6/24208/ﾌﾙ

荒井 晴彦 「この国の空（原作・高井有一）」

詩歌俳句賞

小池 光 『思川の岸辺 小池光歌集』 （角川文化振
興財団）

911.16/10863

評論・伝記賞

宮田 毬栄 『忘れられた詩人の伝記 父・大木惇夫
の軌跡』 （中央公論新社）

911.52/10255

研究・翻訳賞

沓掛 良彦/訳 『黄金の竪琴 沓掛良彦訳詩選』
（大和プレス）

908.1/10018

随筆・紀行賞

別所 真紀子 『江戸おんな歳時記』 （幻戯書房）

911.3/10546

第67回
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【出版文化】
賞

／ 主催者

受賞作
大賞

該当作なし
上村 泰裕 『福祉のアジア 国際比較から政策構
想へ』 （名古屋大学出版会）

アジア・太平洋賞／毎日新
聞社・アジア調査会

第28回
特別賞

エコノミスト賞／毎日新聞社
エコノミスト編集部

第56回

大宅壮一ノンフィクション賞
／日本文学振興会

第47回

角川源義賞／角川文化振
興財団

362.2/10015

堀田 江理 『1941 決意なき開戦 現代日本の起
源』 （人文書院）

210.75/10332

加藤 弘之 『中国経済学入門』 （名古屋大学出版会）

332.2/10224

小巻 泰之 『経済データと政策決定』 （日本経済新
聞出版社）

331.1/10116

書籍部門

堀川 惠子 『原爆供養塔 忘れられた遺骨の70年』
（文藝春秋）

369.3/10771

文学研究部門

川平 敏文 『徒然草の十七世紀 近世文芸思潮の
形成』 （岩波書店）

914.45/10017

歴史研究部門

塩出 浩之 『越境者の政治史 アジア太平洋にお
ける日本人の移民と植民』 （名古屋大学出版会）

334.5/10077

210.5/10473

第38回

第4回

武井 弘一 『江戸日本の転換点 水田の激増は何
をもたらしたか』 （NHK出版）

木村伊兵衛写真賞／朝日
新聞社

第41回

新井 卓 『MONUMENTS』 （フォト・ギャラリー・イン
ターナショナル）

大臣賞
文学

講談社エッセイ賞／講談社

第66回

乙川 優三郎 『太陽は気を失う』 （文藝春秋）

913.6/24040/ｵﾄ

乃南 アサ 『水曜日の凱歌』 （新潮社）

913.6/24503/ﾉﾅ

亀井 若菜 『語りだす絵巻 「粉河寺縁起絵巻」「信
貴山縁起絵巻」「掃墨物語絵巻」論』 （ブリュッケ）

721.2/10080

長木 誠司 『オペラの20世紀 夢のまた夢へ』 （平
凡社）

766.1/10122

新人賞
文学

津村 記久子 『この世にたやすい仕事はない』 （日
本経済新聞出版社）

913.6/24500/ﾂﾑ

新人賞
評論等

山本 聡美 『九相図をよむ 朽ちてゆく死体の美術
史』 （KADOKAWA ）

721.2/10079

大臣賞
評論等

横尾 忠則 『言葉を離れる』 （青土社）

第32回
絵本賞

講談社出版文化賞／講談
社

369/10244

鈴木 真弥 『現代インドのカーストと不可触民 都
市下層民のエスノグラフィー』 （慶應義塾大学出版会）

河合隼雄学芸賞／河合隼
雄財団

芸術選奨・文部科学大臣賞
／文化庁

請求記号

こみね ゆら 『オルゴールのくるくるちゃん』 （講談
社）

914.6/14476
72/ｺ

村田 涼平
・「一本立ち 手蹟指南所「薫風堂」」
（野口 卓/作 『小説 野性時代』掲載）

第47回
さしえ賞

・「こいせよ おとめ」 （青山 文平/作 『読楽』掲載）
・「つまをめとらば」 （青山 文平/作 『オール讀物』
掲載）
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『オール讀物』
2015/6月号

【出版文化】
賞

／ 主催者

受賞作

請求記号

ブックデザイン 蟹江 征治 「「講談社学術文庫」の一連の作品」
賞
（講談社）

講談社出版文化賞／講談
社

第47回
写真賞

奥山 由之 『BACON ICE CREAM』 （パルコエンタ
テインメント事業部）

748/10817

西田 幸樹 『紗綾』 （講談社）
講談社科学出版賞／講談
社

第32回

中屋敷 均 『ウイルスは生きている』 （講談社）

491.7/10064

講談社ノンフィクション賞／
講談社

第38回

長谷川 康夫 『つかこうへい正伝 1968－1982』
（新潮社）

912.6/10197

小林秀雄賞／新潮文芸振
興会

第15回

森田 真生 『数学する身体』 （新潮社）

政治・経済
部門

社会・風俗
部門

サントリー学芸賞／サント
リー文化財団

第38回

芸術・文学
部門

塩出 浩之 『越境者の政治史 アジア太平洋にお
ける日本人の移民と植民』 （名古屋大学出版会）

334.5/10077

白鳥 潤一郎 『「経済大国」日本の外交 エネル
ギー資源外交の形成 1967～1974年』 （千倉書房）

319.1/10590

木村 洋 『文学熱の時代 慷慨から煩悶へ』 （名古
屋大学出版会）

910.261/10064

池上 裕子 『越境と覇権 ロバート・ラウシェンバー
グと戦後アメリカ美術の世界的台頭』 （三元社）

723.5/10057

沖本 幸子 『乱舞の中世 白拍子・乱拍子・猿楽』
（吉川弘文館）

773.2/10048

金沢 百枝 『ロマネスク美術革命』 （新潮社）

思想・歴史
部門

本賞

渋沢・クローデル賞／日仏
会館・毎日新聞社

新潮ドキュメント賞／新潮文
芸振興会

日経・経済図書文化賞／日
本経済新聞社・日本経済研
究センター

第33回

410.4/10124

702.04/10021

熊谷 英人 『フランス革命という鏡 十九世紀ドイツ
歴史主義の時代』 （白水社）

311.23/10079

高山 大毅 『近世日本の「礼楽」と「修辞」 荻生徂
徠以後の「接人」の制度構想』 （東京大学出版会）

121.56/10019

該当作なし
小門 穂 『フランスの生命倫理法 生殖医療の用い
られ方』 （ナカニシヤ出版）

495.4/10147

森 千香子 『排除と抵抗の郊外 フランス＜移民＞
集住地域の形成と変容』 （東京大学出版会）

334.4/10226

特別賞

第15回

第59回

石井 妙子 『原節子の真実』 （新潮社）

778.21/10516

清水 洋 『ジェネラル・パーパス・テクノロジーのイノ
ベーション 半導体レーザーの技術進化の日米比較』
（有斐閣）

549.9/10058

石川 亮太 『近代アジア市場と朝鮮 開港・華商・
帝国』 （名古屋大学出版会）

678.2/10044
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【出版文化】
賞

／ 主催者

日経・経済図書文化賞／日
本経済新聞社・日本経済研
究センター

日本エッセイスト・クラブ賞
／日本エッセイスト・クラブ

日本出版学会賞／日本出
版学会

第59回

奨励賞

文学・芸術
部門

毎日出版文化賞／毎日新
聞社

第70回

第17回

山本七平賞／PHP研究所

第25回

和辻哲郎文化賞／姫路市

上原 兼善 『近世琉球貿易史の研究』 （岩田書院）

219.9/10150

薄井 彰 『会計制度の経済分析』 （中央経済社）

336.9/10535

阿部 菜穂子 『チェリー・イングラム 日本の桜を
救ったイギリス人』 （岩波書店）

289.3/11081

温 又柔 『台湾生まれ 日本語育ち』 （白水社）

914.6/14519

原 彬久 『戦後政治の証言者たち オーラル・ヒスト
リーを往く』 （岩波書店）

312.1/10406

大澤 聡 『批評メディア論 戦前期日本の論壇と文
壇』 （岩波書店）

070.2/10119

島田 雅彦 『虚人の星』 （講談社）

913.6/24496/ｼﾏ

人文・社会
部門

塩出 浩之 『越境者の政治史 アジア太平洋にお
ける日本人の移民と植民』 （名古屋大学出版会）

334.5/10077

自然科学
部門

佐藤 恵子 『ヘッケルと進化の夢 一元論、エコロ
ジー、系統樹』 （工作舎）

289.3/11060

企画部門

読売・吉野作造賞／中央公
論新社

請求記号

久保田 敬一・竹原 均 『Reform and Price
Discovery at the Tokyo Stock Exchange：From 1990
to 2012（東京証券取引所の改革と価格発見 19902012年）』 （Palgrave Macmillan）

第64回

第37回

受賞作

『現代語訳 吾妻鏡（全17冊）』 （吉川弘文館）

特別賞

該当作なし

書評賞

荒川 洋治 『過去をもつ人』 （みすず書房）

210.42/10036/
1～16、Ｂ

914.6/14581

該当作なし
加藤 達也 『なぜ私は韓国に勝てたか 朴槿惠政
権との500日戦争』 （産経新聞出版）

327.9/10036

一般部門

勝又 浩 『私小説千年史 日記文学から近代文学
まで』 （勉誠出版）

910.2/10154

学術部門

佐藤 光 『柳宗悦とウィリアム・ブレイク 環流する
「肯定の思想」』 （東京大学出版会）

931.6/10060

第28回
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【詩歌】
賞

／ 主催者

受賞作
詩集

鮎川信夫賞／鮎川信夫現
代詩顕彰会

第7回

Ｈ氏賞／日本現代詩人会

第66回

小野十三郎賞／大阪文学
協会

第18回

角川俳句賞／角川文化振
興財団

第62回

角川短歌賞／角川文化振
興財団

第62回

現代短歌評論賞／短歌研
究社

第34回

詩論集

山内 功一郎 『マイケル・パーマー オルタナティヴ
なヴィジョンを求めて』 （思潮社）
森本 孝徳 『零余子回報』 （思潮社）
森水 陽一郎 『九月十九日 森水陽一郎詩集』 （ふ
らんす堂 ）
松野 苑子 「遠き船（50句）」

911.56/11072
931.7/10102
911.56/11082
911.56/11115
『俳句』
2016/11月号

佐佐木 定綱 「魚は机を濡らす（50首）」
竹中 優子 「輪をつくる（50首）」
該当作なし
詩部門

詩歌文学館賞／日本現代
詩歌文学館振興会

蜂飼 耳 『顔をあらう水』 （思潮社）

請求記号

第31回

短歌部門

俳句部門

鈴木 東海子 『桜まいり』 （書肆山田）
尾崎 左永子 『薔薇断章 尾崎左永子歌集』 （短歌
研究社）

911.56/11114
911.16/10894

茨木 和生 『真鳥』 （角川文化振興財団）

高見順賞／高見順文学振
興会

第47回

斎藤 恵美子 『空閑風景』 （思潮社）

蛇笏賞／角川文化振興財
団

第50回

矢島 渚男 『冬青集 矢島渚男句集』 （ふらんす堂）

短歌研究賞／短歌研究社

第52回

三枝 浩樹 「二〇一五年夏物語（31首）」

『短歌研究』
2016/9月号

短歌研究新人賞／短歌研
究社

第59回

武田 穂佳 「いつも明るい（30首）」

『短歌研究』
2016/9月号

迢空賞／角川文化振興財
団

第50回

大島 史洋 『ふくろう 歌集』 （短歌研究社）

911.16/10895

中原中也賞／山口市

第21回

カニエ・ナハ 『用意された食卓』 （青土社）

911.56/11090

日本歌人クラブ賞／日本歌
人クラブ

第43回

島田 幸典 『駅程 島田幸典歌集』 （砂子屋書房）

911.16/10896

萩原朔太郎賞／前橋市

第24回

日和 聡子 『砂文』 （思潮社）

911.56/11113
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911.36/10681

【郷土】
賞

／ 主催者

泉鏡花文学賞／金沢市

第44回

泉鏡花記念金沢市民文学
賞／金沢市

第44回

加能作次郎文学賞／加能
作次郎の会

第32回

小松文芸賞／小松市

第64号

島清恋愛文学賞／金沢学
院大学

中学生の部

請求記号

川上 弘美 『大きな鳥にさらわれないよう』 （講談社）

913.6/24363/ｶﾜ

小島 熱子 『ぽんの不思議の 歌集』 （砂子屋書房）

911.16/10892

久泉 迪雄 『季をわたる 久泉迪雄歌集』 （能登印
刷出版部）

911.16/10860

本田 彩乃 「大切なもの」

短歌の部

下道 あつ 「祭り」

俳句の部

早瀬 ふみ子 「正直な嘘」
吉村 萬壱 『臣女』 （徳間書店）

第22回
竹多文学賞

竹多文学賞／石川県教育
文化財団

受賞作

『小松文芸』
第64号

913.6/24262/ﾖｼ

該当作なし
皆川 有子 「情熱のマタドールレッド」

第5回
優秀賞

『加能作次郎文学
賞表彰式 第32回』
K907/2/32

藤川 六十一 「七尾港線」

『竹多文学賞受賞
作品集 第5回』
K980/1002/5

原 大地 「あの青、あの唇」
坪野哲久文学奨励賞／坪
野哲久文学記念館
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 」

・小学生の部 金賞
短歌部門

竹内 伶 「飛び込めば 青い世界に 迷い込む あ
『坪野哲久文学奨
の日の海を思って眠る」
励賞 受賞作品集
第8回』
川島 結季 「キラキラと 光るプールに だいびんぐ」
K910/1008/8

・中学生の部 金賞
第8回
・小学生の部 金賞
俳句部門

・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」
詩部門

・中学生の部 金賞
鶴彬川柳大賞／かほく市川
柳協会

浦 樹菜 「空」
第21回

大賞

上村 脩 「人間が記号にされてゆく未来」

白山ふるさと文学賞 暁烏
敏賞／白山市
山根 知子 「宮沢賢治の文学と浄土真宗信仰－信

・入選論文

・奨励賞論文

第32回

第一部門「哲 仰の重層性の基層から－」
学・思想に関す
『暁烏敏賞入賞論
る論文」
田中 雄祐 「グローバル化を巡って－井筒俊彦とエ 文 第32回 白山

マニュエル・レヴィナス－」
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」

該当作なし
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ふるさと文学賞』
K040/13/32

【郷土】
賞

／ 主催者

受賞作

請求記号

白山ふるさと文学賞 白山
市ジュニア文芸賞 最優秀
賞／白山市
・小学生低学年の部

暁烏敏部門
作文「母へのお
もい」

・小学生高学年の部

可部谷 妃生 「母への思い」
髙橋 佑美 「とくべつなねこの人形」

・小学生高学年 小説の部
・中高校生 小説の部

片川 翔太 「ぼくのおかあさんはまほうつかい」

第5回

畑 華穂里 「ある少年の話」
細川 拓真 「おばあちゃんの生き方」

・小学生高学年 作文の部
島清部門
・中高校生 作文の部

伊藤 梨奈 「彼の生き方・私の生き方」

・小学生低学年 詩の部

林 俊太 「イワナつり」

・小学生高学年 詩の部

藤部 由衣 「九十才の挑戦」

森山啓文学賞／小松文芸
発行委員会

第4回

該当作なし
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『白山市ジュニア
文芸賞 作品集
第5回 白山ふるさ
と文芸賞』
K816/1013/5

【児童書】
賞

／ 主催者

講談社出版文化賞／講談
社

第47回

絵本賞

こみね ゆら 『オルゴールのくるくるちゃん』 （講談社）

72/ｺ

モリナガ・ヨウ/作・絵 『築地市場 絵でみる魚市場
の一日』 （小峰書店）

A675/ﾓ

美術賞

あべ 弘士/文・画 『宮沢賢治「旭川。」より』 （BL出
版）

726/ｱ

ＪＲ賞

森島 いずみ 『あの花火は消えない』 （偕成社）
自然史学会連合/監修 『理科好きな子に育つふし
ぎのお話365 見てみよう、やってみよう、さわってみよ
う体験型読み聞かせブック』 （誠文堂新光社）

ニッポン放送賞

産経新聞社賞

日産 童話と絵本のグランプ
リ／大阪国際児童文学館

404/ﾘ

第45回

角野 栄子 『トンネルの森1945』 （KADOKAWA）

913.6/24091/ｶﾄ

ポーラ・メトカーフ/文 スザンヌ・バートン/絵 福本
友美子/訳 『いもうとガイドブック』 （少年写真新聞
社）

72/ﾊﾞ

サイ・モンゴメリー/著 杉本 詠美/訳 『テンプル・
グランディン 自閉症と生きる』 （汐文社）

289/ｸﾞ

畠 佐代子 『すぐそこに、カヤネズミ 身近にくらす
野生動物を守る方法』 （くもん出版）

489/ﾊ

おおぎやなぎ ちか 『しゅるしゅるぱん』 （福音館書
店）

913/ｵ

堀田 けい 『いくたのこえよみ』 （理論社）

小学館児童出版文化賞／
小学館

913/ﾓ

第63回

翻訳作品賞

児童文芸新人賞／日本児
童文芸家協会

請求記号

大賞

フジテレビ賞

産経児童出版文化賞／産
経新聞社

受賞作

913/ﾎ

にしがき ようこ/作 『川床にえくぼが三つ』 （小学
館）

913/ﾆ

夢枕 獏/作 山村 浩二/絵 『ちいさな おおきな
き』 （小学館）

72/ﾔ

童話の部大賞

愛川 美也/作 『日曜日の小さな大ぼうけん』 （BL
出版）

913/ｱ

絵本の部大賞

横須賀 香/作・絵 『ちかしつのなかで』 （BL出版）

72/ﾖ

大賞

あき びんご/作 『30000このすいか』 （くもん出版）

72/ｱ

大島 渚/文 伊藤 秀男/絵 『タケノコごはん』 （ポ
プラ社）

72/ｲ

横塚 眞己人/写真 江口 絵理/文 『ゆらゆらチン
アナゴ』 （ほるぷ出版）

487/ｴ

第65回

第32回

日本絵本賞

日本絵本賞／毎日新聞社・
全国学校図書館協議会

日本児童文学者協会賞／
日本児童文学者協会

第21回

第56回

日本絵本賞翻 アントワネット・ポーティス/作 椎名 かおる/訳
訳絵本賞
『まって』 （あすなろ書房）

72/ﾎﾟ

日本絵本賞読 メアリー・ルージュ/作 パメラ・ザガレンスキー/絵
者賞【山田養 浜崎 絵梨/訳 『おひめさまはねむりたくないけれど』
蜂場賞】
（そうえん社）

72/ｻﾞ

岡崎 ひでたか 『トンヤンクイがやってきた』 （新日
本出版社）
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Y913.6/24365/ｵｶ

【児童書】
賞

／ 主催者

日本児童文学者協会賞新
人賞／日本児童文学者協
会

第49回

野間児童文芸賞／野間文
化財団

第54回

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33回

受賞作

請求記号

草野 あきこ 『おばけ道、ただいま工事中!?』 （岩崎
書店）

913/ｸ

市川 朔久子 『ABC！ 曙第二中学校放送部』 （講
Y913.6/23971/ｲﾁ
談社）

大賞

柏葉 幸子 『岬のマヨイガ』 （講談社）

913/ｶ

辻 貴司 『透明犬メイ』 （岩崎書店）

913/ﾂ
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