
日 本 の 文 学 賞

【文学一般】
No 賞　名 回･年 書　名 編著者等 発行所 請求記号

1 泉鏡花文学賞 第43回 骨風 篠原 勝之∥著 文藝春秋 913.6/ｼﾉ

2 泉鏡花文学賞
(野間文芸賞)

第43回 冥途あり 長野 まゆみ∥著 講談社 913.6/ﾅｶﾞ

3 大佛次郎賞 第42回 朝鮮と日本に生きる 金 時鐘∥著 岩波書店 911.52/ｷﾑ

4 角川財団学芸賞
(サントリー学芸賞芸術・文学部門)

第13回 折口信夫 安藤 礼二∥著 講談社 910.268/ｵﾘ

5 群像新人文学賞 第58回 十七八より 乗代 雄介∥著 講談社 913.6/ﾉﾘ

6 小林秀雄賞 第14回 生きて帰ってきた男 小熊 英二∥著 岩波書店 289.1/ｵｸﾞ

7 司馬遼太郎賞 第19回 狗賓童子の島 飯嶋 和一∥著  小学館 913.6/ｲｲ

8 新風賞
(芥川龍之介賞)

第50回 火花 又吉 直樹∥著 文藝春秋 913.6/ﾏﾀ

9 野間文芸賞
(泉鏡花文学賞)

第68回 冥途あり 長野 まゆみ∥著 講談社 913.6/ﾅｶﾞ

10 Bunkamuraドゥマゴ文学賞 第25回 紋切型社会 武田 砂鉄∥著 朝日出版社 304/ﾀｹ

11 ｢文藝春秋｣読者賞 第75回 山崎豊子先生の素顔 野上 孝子∥著 文藝春秋 910.268/ﾔﾏ

12 三島由紀夫賞 第28回 私の恋人 上田 岳弘∥著 新潮社 913.6/ｳｴ

13 山本七平賞 第24回
デービッド・アトキンソン新・
観光立国論

デービッド　アトキンソン
∥著

東洋経済新報社 689.1/ｱﾄ

14 山本七平賞 推薦賞 第24回 朝鮮王公族 新城 道彦∥著 東洋経済新報社 288.4921/ｼﾝ

15 読売文学賞 小説賞
(野間文芸新人賞)

第67回 女たち三百人の裏切りの書 古川 日出男∥著 新潮社 913.6/ﾌﾙ

16 読売文学賞 評論･伝記賞 第67回 忘れられた詩人の伝記 宮田 毬栄∥著 中央公論新社 911.52/ｵｵ

【小　説】
No 賞　名 回･年 書　名 編著者等 発行所 請求記号

17 アガサ・クリスティー賞 第5回 うそつき、うそつき 清水 杜氏彦∥著 早川書房 913.6/ｼﾐ

18 芥川龍之介賞
(新風賞)

第153回 火花 又吉 直樹∥著 文藝春秋 913.6/ﾏﾀ

19 芥川龍之介賞 第153回 スクラップ・アンド・ビルド 羽田 圭介∥著 文藝春秋 913.6/ﾊﾀﾞ

20 芥川龍之介賞 第154回 異類婚姻譚 本谷 有希子∥著 講談社 913.6/ﾓﾄ

21 芥川龍之介賞 第154回 死んでいない者 滝口 悠生∥著 文藝春秋 913.6/ﾀｷ

22 朝日時代小説大賞 第7回 信長の肖像 志野 靖史∥著 朝日新聞出版 913.6/ｼﾉ

23 江戸川乱歩賞 第61回 道徳の時間 呉 勝浩∥著 講談社 913.6/ｺﾞｶ

24 大藪春彦賞 第18回 革命前夜 須賀 しのぶ∥著 文藝春秋 913.6/ｽｶﾞ

25 織田作之助賞 第32回 浪華(なにわ)古本屋騒動記 堂垣 園江∥著 講談社 913.6/ﾄﾞｳ

26 織田作之助賞 第32回 あの家に暮らす四人の女 三浦 しをん∥著 中央公論新社 913.6/ﾐｳ

27 角川春樹小説賞 第7回 シンデレラの告白 櫻部 由美子∥[著] 角川春樹事務所 913.6/ｻｸ

＊賞名の読み50音順に記載しています。 
＊賞の分類は、日外アソシエーツ株式会社編『最新文学賞事典 2009- 
 2013』(2014)によりました。 
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No 賞　名 回･年 書　名 編著者等 発行所 請求記号

28 川端康成文学賞 第41回 レールの向こう 大城 立裕∥著 新潮社 913.6/ｵｵ

29 「このミステリーがすごい!」大賞 第14回 神の値段 一色 さゆり∥著 宝島社 913.6/ｲﾂ

30 「このミステリーがすごい!」大賞 第14回 ブラック・ヴィーナス 城山 真一∥著 宝島社 913.6/ｼﾛ

31 柴田錬三郎賞 第28回 かたづの! 中島 京子∥著 集英社 K/913.6/ﾅｶ

32 C★NOVELS大賞 特別賞 第11回
絵画魔術師トルフカ・ミットの
旅路

夏橋 渡∥著 中央公論新社 K/913.6/ﾅﾂ

33 小学館文庫小説賞 第16回 ヒトリコ 額賀 澪∥著 小学館 913.6/ﾇｶ

34 小説現代長編新人賞 第10回 踊り子と将棋指し 坂上 琴∥著 講談社 913.6/ｻｶ

35 小説すばる新人賞 第28回 ラメルノエリキサ 渡辺 優∥著 集英社 913.6/ﾜﾀ

36 新潮ミステリー大賞 第2回 レプリカたちの夜 一條 次郎∥著 新潮社 913.6/ｲﾁ

37 すばる文学賞 第39回 温泉妖精 黒名 ひろみ∥著 集英社 913.6/ｸﾛ

38 谷崎潤一郎賞 第51回 ヤモリ、カエル、シジミチョウ 江國 香織∥著 朝日新聞出版 913.6/ｴｸ

39 ダ・ヴィンチ「本の物語」大賞 第2回 神さまのいる書店 三萩 せんや∥著 KADOKAWA Y/913.6/ﾐﾊ

40 太宰治賞 第31回 名前も呼べない 伊藤 朱里∥著 筑摩書房 913.6/ｲﾄ

41 中央公論文芸賞
(日本医療小説大賞)

第10回 長いお別れ 中島 京子∥著 文藝春秋 913.6/ﾅｶ

42 中央公論文芸賞 第10回 インドクリスタル 篠田 節子∥著 KADOKAWA 913.6/ｼﾉ

43 Twitter文学賞 海外作品 第6回 紙の動物園
ケン　リュウ∥著
古沢 嘉通∥編　訳

早川書房 933.7/ﾘﾕ

44 直木三十五賞 第153回 流 東山 彰良∥著 講談社 913.6/ﾋｶﾞ

45 直木三十五賞 第154回 つまをめとらば 青山 文平∥著 文藝春秋 913.6/ｱｵ

46 日経小説大賞 第7回 公方様のお通り抜け 西山 ガラシャ∥著
日本経済新聞出
版社

913.6/ﾆｼ

47 日本医療小説大賞
(中央公論文芸賞)

第5回 長いお別れ 中島 京子∥著 文藝春秋 913.6/ﾅｶ

48
日本推理作家協会賞 長編およ
び連作短編部門

第69回 孤狼の血 柚月 裕子∥著 KADOKAWA K/913.6/ﾕｽﾞ

49 日本推理作家協会賞 短編部門 第69回

ザ・ベストミステリーズ 推理小
説年鑑 2016(大石直紀 「おばあ
ちゃんといっしょ」,永嶋恵美「バ
バ抜き」)

日本推理作家協会∥編 講談社
913.6/ﾆﾎ
/2016

50 日本ホラー小説大賞 第22回 ぼぎわんが、来る 澤村 伊智∥著 KADOKAWA 913.6/ｻﾜ

51 日本ミステリー文学大賞新人賞 第19回 星宿る虫 嶺里 俊介∥著 光文社 913.6/ﾐﾈ

52 野間文芸新人賞 第37回 愛と人生 滝口 悠生∥著 講談社 913.6/ﾀｷ

53 野間文芸新人賞
(読売文学賞 小説賞)

第37回 女たち三百人の裏切りの書 古川 日出男∥著 新潮社 913.6/ﾌﾙ

54 ハヤカワSFコンテスト 大賞 第3回 ユートロニカのこちら側 小川 哲∥著 早川書房 913.6/ｵｶﾞ

55 文藝賞 第52回 地の底の記憶 畠山 丑雄∥著 河出書房新社 913.6/ﾊﾀ

56 文藝賞 第52回 ドール 山下 紘加∥著 河出書房新社 913.6/ﾔﾏ

57 翻訳ミステリー大賞 第7回 声
アーナルデュル　インドリダ
ソン∥著　柳沢 由実子∥訳

東京創元社
K/949.53/
ﾔﾅ

58 松本清張賞 第22回 屋上のウインドノーツ 額賀 澪∥著 文藝春秋 Y/913.6/ﾇｶ

59 三浦綾子文学賞 2014年 颶風の王 河崎 秋子∥著 KADOKAWA 913.6/ｶﾜ

60 紫式部文学賞 第25回 晩鐘 佐藤 愛子∥著 文藝春秋 913.6/ｻﾄ

61 野性時代フロンティア文学賞 第6回 厭世マニュアル 阿川 せんり∥著 KADOKAWA 913.6/ｱｶﾞ

62 山田風太郎賞 第6回 鳩の撃退法 上・下 佐藤 正午∥著 小学館
913.6/ｻﾄ/
1・2
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No 賞　名 回･年 書　名 編著者等 発行所 請求記号

63
歴史浪漫文学賞 創作部門優秀
賞

第15回 白の聖都 千葉 亮∥著 郁朊社 913.6/ﾁﾊﾞ

【記録文学 ・ 評論 ・ 随筆】
No 賞　名 回･年 書　名 編著者等 発行所 請求記号

64
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
(大宅壮一ノンフィクション賞)

第15回 原爆供養塔 堀川 惠子∥著 文藝春秋 369.37/ﾎﾘ

65
大宅壮一ノンフィクション賞
(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)

第47回 原爆供養塔 堀川 惠子∥著 文藝春秋 369.37/ﾎﾘ

66 開高健ノンフィクション賞 第13回 五色の虹 三浦 英之∥著 集英社 280.4/ﾐｳ

67 角川源義賞 歴史研究部門 第37回 近世の朝廷と宗教 高埜 利彦∥著 吉川弘文館 210.5/ﾀｶ

68 講談社科学出版賞 第31回
地球の変動はどこまで宇宙
で解明できるか

宮原 ひろ子∥著 化学同人 444/ﾐﾔ

69 講談社ノンフィクション賞 第37回 牛と土 眞並 恭介∥著 集英社 645.3/ｼﾝ

70
サントリー学芸賞 芸術・文学部
門(角川財団学芸賞)

第37回 折口信夫 安藤 礼二∥著 講談社 910.268/ｵﾘ

71
サントリー学芸賞 芸術・文学部
門

第37回 チャップリンとヒトラー 大野 裕之∥著 岩波書店 778.253/ｵｵ

72 小学館ノンフィクション大賞 第22回 小倉昌男 祈りと経営 森 健∥著 小学館 289.1/ｵｸﾞ

73 新潮ドキュメント賞 第14回 ブンヤ暮らし三十六年 永栄 潔∥著 草思社 070.21/ﾅｶﾞ

74 新聞協会賞 2015年度 検証・御嶽山噴火
信濃毎日新聞社編集局
∥編

信濃毎日新聞社 369.31/ｹﾝ

75 日経・経済図書文化賞 第58回 実験制度会計論 田口 聡志∥著 中央経済社 336.9/ﾀｸﾞ

76 日経・経済図書文化賞 第58回
アウトソーシングの国際経済
学

冨浦 英一∥著 日本評論社 333.6/ﾄﾐ

77 日経・経済図書文化賞 第58回
世界のなかの日本経済
拡大する直接投資と日本企業

清田 耕造∥著 NTT出版
332.107/ｾｶ
/7

78 日経・経済図書文化賞 第58回 計画の創発 島本 実∥著 有斐閣 409.1/ｼﾏ

79 日経・経済図書文化賞 第58回 近世日清通商関係史 彭 浩∥著 東京大学出版会
678.21022/
ﾎｳ

80 日本エッセイスト・クラブ賞 第63回
天災から日本史を読みなお
す

磯田 道史∥著 中央公論新社 210.17/ｲｿ

81 日本翻訳文化賞 第52回 活動的生
ハンナ　アーレント∥[著]
森 一郎∥訳

みすず書房 114/ｱﾚ

82 ファイザー医学記事賞 優秀賞 第33回 認知症新時代
毎日新聞生活報道部∥
著

毎日新聞出版 493.75/ﾆﾝ

83 ファイザー医学記事賞 優秀賞 第33回
不妊治療と出生前診断 温か
な手で

信濃毎日新聞取材班∥
[編]

講談社 495.48/ﾌﾆ

84 毎日出版文化賞 特別賞 第69回 イスラーム国の衝撃 池内 恵∥著 文藝春秋 316.4/ｲｹ

85 宮沢賢治賞奨励賞 第25回
宮澤賢治とディープエコロ
ジー

グレゴリー　ガリー∥著
佐復 秀樹∥訳

平凡社
ｹﾝ/910.268/
ｶﾞﾘ

86 宮沢賢治賞奨励賞 第25回 宮沢賢治とは何か 秦野 一宏∥著 朝文社
ｹﾝ/910.268/
ﾊﾀ

87 労働関係図書優秀賞 第38回 労働時間の経済分析
山本 勲∥著
黒田 祥子∥著

日本経済新聞出
版社

366.32/ﾔﾏ

【詩 ・ 短歌 】
No 賞　名 回･年 書　名 編著者等 発行所 請求記号

88 小野十三郎賞 第17回 ツィゴイネルワイゼンの水邊 平林 敏彦∥著 思潮社 911.56/ﾋﾗ

89 斎藤茂吉短歌文学賞 第27回 北窓集 柏崎 驍二∥著 短歌研究社
K/911.168/
ｶｼ

90 萩原朔太郎賞 第23回 雁の世 川田 絢音∥著 思潮社 911.56/ｶﾜ

【児童文学 ・ 絵　本】
No 賞　名 回･年 書　名 編著者等 発行所 請求記号

91 朝日学生新聞社児童文学賞 第6回 ガラスのベーゴマ 槿 なほ∥作 朝日学生新聞社 J/913/ﾑｸ
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No 賞　名 回･年 書　名 編著者等 発行所 請求記号

92
いたばし国際絵本翻訳大賞(英語
部門)最優秀翻訳大賞

第21回
こねこのジェーン ダンスだい
すき!

バレリー　ゴルバチョフ∥作
あらい あつこ∥訳

きじとら出版 ｴﾎﾝ/ｺﾞ

93
いたばし国際絵本翻訳大賞(イタ
リア語部門)最優秀翻訳大賞

第21回 木の葉つかいはどこいった?
ピーナ　イラーチェ∥作
マリア　モヤ∥絵
小川 文∥訳

きじとら出版 ｴﾎﾝ/ｲ

94 小川未明文学賞 大賞 第23回 ななこ姉ちゃん 宮崎 貞夫∥作 学研プラス J/913/ﾐﾔ

95 産経児童出版文化賞 大賞 第63回 築地市場 モリナガ ヨウ∥作　絵 小峰書店 J/675/ﾓﾘ

96 産経児童出版文化賞 JR賞 第63回
理科好きな子に育つふしぎ
のお話365

自然史学会連合∥監修 誠文堂新光社 J/404/ﾘｶ

97 産経児童出版文化賞 美術賞 第63回 宮沢賢治「旭川。」より
宮沢 賢治∥[原作]
あべ 弘士∥文　画

BL出版
ｹﾝ/726.6/
ｱﾍﾞ

98 小学館児童出版文化賞 第64回 オオサンショウウオ
福田 幸広∥しゃしん
ゆうき えつこ∥ぶん

そうえん社 ｴﾎﾝ/ﾕ

99 新・童話の海公募 入選 第6回 お昼の放送の時間です 乗松 葉子∥作 ポプラ社 J/913/ﾉﾘ

100 森林のまち童話大賞 大賞 第5回 森ねこのふしぎなたね 間瀬 みか∥作 ポプラ社 J/913/ﾏｾ

101 児童文学ファンタジー大賞 佳作
(児童文芸新人賞)

第15回 しゅるしゅるぱん おおぎやなぎ ちか∥作 福音館書店 JK/913/ｵｵ

102 児童文芸新人賞
(児童文学ファンタジー大賞佳作)

第45回 しゅるしゅるぱん おおぎやなぎ ちか∥作 福音館書店 JK/913/ｵｵ

103 ちゅうでん児童文学賞 大賞 第17回 ショクパンのワルツ ながす みつき∥作 フレーベル館 J/913/ﾅｶﾞ

104
日産童話と絵本のグランプリ
絵本大賞

第30回 せかいのはてのむこうがわ たなか やすひろ∥作 BL出版 ｴﾎﾝ/ﾀ

105
日産童話と絵本のグランプリ
童話大賞

第30回 タンポポの金メダル
 山本 早苗∥作
青井 芳美∥絵

BL出版 ｴﾎﾝ/ﾔ

106 日本絵本賞 大賞 第21回 30000このすいか あき びんご∥作 くもん出版 ｴﾎﾝ/ｱ

107 日本絵本賞 第21回 ゆらゆらチンアナゴ
横塚 眞己人∥しゃしん
江口 絵理∥ぶん

ほるぷ出版 ｴﾎﾝ/ｴ

108 日本児童文学者協会新人賞 第49回 ABC! 市川 朔久子∥著 講談社 Y/913.6/ｲﾁ

109 日本児童文学者協会新人賞 第49回 おばけ道、ただいま工事中!? 草野 あきこ∥作 岩崎書店 J/913/ｸｻ

110 野間児童文芸賞 第53回
うたうとは小さないのちひろ
いあげ

村上 しいこ∥著 講談社 913.6/ﾑﾗ

111 ひろすけ童話賞 第26回 わたしちゃん 石井 睦美∥作  小峰書店 J/913/ｲｼ

112 福島正実記念SF童話賞 大賞 第32回 おばけ道、ただいま工事中!? 草野 あきこ∥作 岩崎書店 J/913/ｸｻ

外 国 の 文 学 賞

【一　般】
No 賞　名 回･年 書　名 編著者等 発行所 請求記号

113

アメリカ探偵作家クラブ(MWA)エド
ガー賞 犯罪実話部門
(英国推理作家協会(CWA)ゴールド・ダ
ガー賞ノンフィクション部門)

2013年 真夜中の北京 ポール　フレンチ∥著 エンジン・ルーム 368.61/ﾌﾚ

114 アルファグアラ賞
(国際IMPACダブリン文学賞)

2011年 物が落ちる音
フアン　ガブリエル　バス
ケス∥著

松籟社 963/ﾊﾞｽ

115
Independent Publisher Book
Awards サイエンス部門金賞

2015年 ナノサイエンス図鑑
ピーター　フォーブズ∥著
 トム　グリムジー∥著

河出書房新社 504/ﾌｫ

116

英国推理作家協会(CWA)ゴール
ド・ダガー賞 ノンフィクション部門
(アメリカ探偵作家クラブ(MWA)エドガー
賞犯罪実話部門)

2013年 真夜中の北京 ポール　フレンチ∥著 エンジン・ルーム 368.61/ﾌﾚ

117 カナダ総督文学賞(英語部門) 2014年 オンライン・バカ マイケル　ハリス∥著 青土社 007.3/ﾊﾘ

118

クルト・ラスヴィッツ賞 ドイツ語長
編SF小説部門第1位
(フリードリヒ・グラウザー賞ドイツ語長編
ミステリー小説部門第1位)

2015年 ドローンランド トム　ヒレンブラント∥著 河出書房新社 943.7/ﾋﾚ

119 国際IMPACダブリン文学賞
(アルファグアラ賞)

2014年 物が落ちる音
フアン　ガブリエル　バス
ケス∥著

松籟社 963/ﾊﾞｽ

120
国際IMPACダブリン文学賞 ノミ
ネート
(ポルトガル・テレコム文学賞)

2015年 K.消えた娘を追って
ベルナルド　クシンス
キー∥著

花伝社 969.3/ｸｼ

4



No 賞　名 回･年 書　名 編著者等 発行所 請求記号

121 ゴンクール賞 2013年 天国でまた会おう
ピエール　ルメートル∥
著

早川書房 953.7/ﾙﾒ

122 ジェームズ・ビアード賞 2015年
食の未来のためのフィールド
ノート　上・下

ダン　バーバー∥著 NTT出版
498.5/ﾊﾞﾊﾞ
/1・2

123 全米図書賞 ノンフィクション部門 2014年 ネオ・チャイナ エヴァン　オズノス∥著 白水社 302.22/ｵｽﾞ

124 全米図書賞 小説部門 2014年 一時帰還 フィル　クレイ∥[著] 岩波書店 933.7/ｸﾚ

125 ディラン・トマス賞 2013年 バトルボーン クレア　ワトキンズ∥[著] 岩波書店 933.7/ﾜﾄ

126
ネビュラ賞 長編部門
(ヒューゴー賞 長編部門、ローカス賞 第
一長編部門)

2014年 叛逆航路 アン　レッキー∥著 東京創元社 933.7/ﾚﾂ

127
ヒューゴー賞 長編部門
(ネビュラ賞 長編部門、ローカス賞 第一
長編部門)

2014年 叛逆航路 アン　レッキー∥著 東京創元社 933.7/ﾚﾂ

128

フリードリヒ・グラウザー賞 ドイツ
語長編ミステリー小説部門第1位
(クルト・ラスヴィッツ賞ドイツ語長編SF小
説部門第1位)

2015年 ドローンランド トム　ヒレンブラント∥著 河出書房新社 943.7/ﾋﾚ

129 ポルトガル・テレコム文学賞
(国際IMPACダブリン文学賞ノミネート)

ー K.消えた娘を追って
ベルナルド　クシンス
キー∥著

花伝社 969.3/ｸｼ

130
ローカス賞 第一長編部門
(ネビュラ賞 長編部門、ヒューゴー賞 長
編部門)

2014年 叛逆航路 アン　レッキー∥著 東京創元社 933.7/ﾚﾂ

【児童文学 ・ 絵　本】
No 賞　名 回･年 書　名 編著者等 発行所 請求記号

131 ALAバチェルダー賞 2015年 兵士になったクマ ヴォイテク
ビビ　デュモン　タック∥
著

汐文社 J/209/ﾃﾞｭ

132
オーストラリア児童図書賞 絵本
部門 銀賞

2015年 ライオンのひみつ
マーガレット　ワイルド∥文
リトバ　ボウティラ∥絵

国土社 ｴﾎﾝ/ﾜ

133 銀の絵筆賞 2014年 ココとリトル・ブラック・ドレス
アンネマリー　ファン　ハー
リンゲン∥[作]

文化学園文化出
版局

ｴﾎﾝ/ﾊ

134 銀の石筆賞
(ボッケンレーウ賞)

2014年 おねえちゃんにあった夜
シェフ　アールツ∥文 マリッ
ト　テルンクヴィスト∥絵

徳間書店 ｴﾎﾝ/ｱ

135
コレッタ・スコット・キング賞
(ボストングローブ・ホーンブック賞 絵本
部門銀賞)

2014年 ノックノック
ダニエル　ビーティー∥文
ブライアン　コリアー∥絵

光村教育図書 ｴﾎﾝ/ﾋﾞ

136 サン=テグジュペリ賞 絵本部門 2014年 そらいろ男爵
ジル　ボム∥文・ティエリー
デデュー∥絵

主婦の友社 ｴﾎﾝ/ﾎﾞ

137 全米図書賞 児童文学部門 2012年 仮面の街
ウィリアム　アレグザンダー
∥著

東京創元社 J/933/ｱﾚ

138
チルドレンズ・ブック賞 高学年向
け部門ショートリスト

2016年 月にハミング
マイケル　モーパーゴ∥
作

小学館 Y/933.7/ﾓﾊﾟ

139
ドイツ児童文学賞 青少年審査員
賞

2014年 ワンダー R.J.パラシオ∥作 ほるぷ出版 J/933/ﾊﾟﾗ

140
ボストングローブ・ホーンブック賞
フィクション部門

2013年 エレナーとパーク ローウェル∥著 辰巳出版 Y/933.7/ﾛｳ

141
ボストングローブ・ホーンブック賞
絵本部門 銀賞
(コレッタ・スコット・キング賞)

2014年 ノックノック
ダニエル　ビーティー∥文
ブライアン　コリアー∥絵

光村教育図書 ｴﾎﾝ/ﾋﾞ

142 ボッケンレーウ賞
(銀の石筆賞)

2014年 おねえちゃんにあった夜
シェフ　アールツ∥文 マリッ
ト　テルンクヴィスト∥絵

徳間書店 ｴﾎﾝ/ｱ

143 レアゴールドバーグ児童文学賞 ー ぼくたちに翼があったころ タミ　シェム=トヴ∥作 福音館書店 J/929/ｼｴ
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