
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 大佛次郎賞 第43回 帰郷 浅田 次郎∥著 集英社 913.6/ｱｻ

2
群像新人文学賞
（芸術選奨・文部科学大臣新人賞 文学
部門、織田作之助賞）

第59回 ジニのパズル 崔 実∥著  講談社 913.6/ﾁｴ

3
芸術選奨・文部科学大臣新人賞
文学部門
（群像新人文学賞、織田作之助賞）

第67回 ジニのパズル 崔 実∥著  講談社 913.6/ﾁｴ

4 司馬遼太郎賞 第20回 鬼神の如く 葉室 麟∥著 新潮社 913.6/ﾊﾑ

5 新風賞 第51回 このあとどうしちゃおう ヨシタケ シンスケ∥作 ブロンズ新社 ｴﾎﾝ/ﾖ

6 新田次郎文学賞
（講談社ノンフィクション賞）

第35回 つかこうへい正伝 長谷川 康夫∥著 新潮社 912.6/ﾂｶ

7 野間文芸賞 第69回 その姿の消し方 堀江 敏幸∥著 新潮社 913.6/ﾎﾘ

8 ｢文藝春秋｣読者賞 第76回 「昭和天皇実録」の謎を解く

半藤 一利∥著
保阪 正康∥著
御厨 貴∥著
磯田 道史∥著

文藝春秋 288.41/ｼﾖ

9 三島由紀夫賞 第29回 伯爵夫人 蓮實 重彦∥著 新潮社 913.6/ﾊｽ

【小　説】
No 賞　名 回･年 書　名 編著者等 発行所 請求記号

10 アガサ・クリスティー賞 優秀賞 第6回 花を追え 春坂 咲月∥著 早川書房 913.6/ﾊﾙ

11 芥川龍之介賞 第155回 コンビニ人間 村田 沙耶香∥著 文藝春秋 913.6/ﾑﾗ

12 芥川龍之介賞 第156回 しんせかい 山下 澄人∥著 新潮社 913.6/ﾔﾏ

13 朝日時代小説大賞 第8回 慶応三年の水練侍 木村 忠啓∥著 朝日新聞出版 913.6/ｷﾑ

14 鮎川哲也賞 第26回 ジェリーフィッシュは凍らない 市川 憂人∥著 東京創元社 913.6/ｲﾁ

15 江戸川乱歩賞 第62回 QJKJQ 佐藤 究∥著 講談社 913.6/ｻﾄ

16
織田作之助賞
（芸術選奨・文部科学大臣新人賞文学部
門、群像新人文学賞）

第33回 ジニのパズル 崔 実∥著  講談社 913.6/ﾁｴ

17 角川春樹小説賞 第8回 横濱つんてんらいら 橘 沙羅∥[著] 角川春樹事務所 913.6/ﾀﾁ

18 「このミステリーがすごい!」大賞 第15回 がん消滅の罠 岩木 一麻∥著 宝島社 913.6/ｲﾜ

19 柴田錬三郎賞 第29回 赤へ 井上 荒野∥著 祥伝社 913.6/ｲﾉ

20 小説現代長編新人賞 第11回 お師匠さま、整いました! 泉 ゆたか∥著 講談社 913.6/ｲｽﾞ

21 小説現代長編新人賞 奨励賞 第11回 あの頃トン子と 城 明∥著 講談社 913.6/ｼﾞﾖ

22 小説すばる新人賞 第29回 星に願いを、そして手を。 青羽 悠∥著 集英社 913.6/ｱｵ

23 新潮新人賞 第48回 縫わんばならん 古川 真人∥著 新潮社 913.6/ﾌﾙ

24 新潮ミステリー大賞 第3回 夏をなくした少年たち 生馬 直樹∥著 新潮社 913.6/ｲｸ

＊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

25 すばる文学賞 第40回 そういう生き物 春見 朔子∥著 集英社 913.6/ﾊﾙ

26 谷崎潤一郎賞 第52回 薄情 絲山 秋子∥著 新潮社 913.6/ｲﾄ

27 谷崎潤一郎賞 第52回 三の隣は五号室 長嶋 有∥著 中央公論新社 913.6/ﾅｶﾞ

28 中央公論文芸賞 第11回 罪の終わり 東山 彰良∥著 新潮社 913.6/ﾋｶﾞ

29
Twitter文学賞 海外作品
(日本翻訳大賞、ピュリツァー賞 小説部
門）

第7回 すべての見えない光
アンソニー　ドーア∥著
藤井 光∥訳

新潮社 933.7/ﾄﾞｱ

30 直木三十五賞 第155回 海の見える理髪店 荻原 浩∥著 集英社 913.6/ｵｷﾞ

31 直木三十五賞
（本屋大賞）

第156回 蜜蜂と遠雷 恩田 陸∥著 幻冬舎 913.6/ｵﾝ

32 中山義秀文学賞 第22回 眩(くらら) 朝井 まかて∥著 新潮社 913.6/ｱｻ

33 日経小説大賞 第8回 姥捨て山繁盛記 太田 俊明∥著
日本経済新聞出
版社

913.6/ｵｵ

34 日本ホラー小説大賞 優秀賞 第23回
きみといたい、朽ち果てるま
で

坊木 椎哉∥著 KADOKAWA 913.6/ﾎﾞｳ

35
日本翻訳大賞
（Twitter文学賞 海外作品、ピュリツァー
賞 小説部門）

第3回 すべての見えない光
アンソニー　ドーア∥著
藤井 光∥訳

新潮社 933.7/ﾄﾞｱ

36 日本ミステリー文学大賞新人賞 第20回 木足の猿 戸单 浩平∥著 光文社 913.6/ﾄﾅ

37 ハヤカワSFコンテスト 優秀賞 第4回 ヒュレーの海 黒石 迩守∥著 早川書房 913.6/ｸﾛ

38 ハヤカワSFコンテスト 優秀賞 第4回 世界の終わりの壁際で 吉田 エン∥著 早川書房 K/913.6/ﾖｼ

39 本格ミステリ大賞 小説部門 第16回 死と砂時計 鳥飼 否宇∥著 東京創元社 913.6/ﾄﾘ

40 本屋大賞
（直木三十五賞）

第14回 蜜蜂と遠雷 恩田 陸∥著 幻冬舎 913.6/ｵﾝ

41 文藝賞 第53回 青が破れる 町屋 良平∥著 河出書房新社 913.6/ﾏﾁ

42 松本清張賞 第23回 待ってよ 蜂須賀 敬明∥著 文藝春秋 913.6/ﾊﾁ

43 紫式部文学賞 第26回 戯れ言の自由 平田 俊子∥著 思潮社 911.56/ﾋﾗ

44 山田風太郎賞 第7回 罪の声 塩田 武士∥著 講談社 913.6/ｼｵ

45 横溝正史ミステリ大賞 第36回 虹を待つ彼女 逸木 裕∥著 KADOKAWA 913.6/ｲﾂ

【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

46 大宅壮一ノンフィクション賞 第47回 堤清二 罪と業 児玉 博∥著 文藝春秋 289.1/ﾂﾂ

47 開高健ノンフィクション賞 第14回 マラス 工藤 律子∥著 集英社 367.6573/ｸﾄﾞ

48
角川源義賞 歴史研究部門
(サントリー学芸賞 政治・経済部門、毎日
出版文化賞 人文・社会部門)

第38回 越境者の政治史 塩出 浩之∥著
名古屋大学出版
会

334．51/ｼｵ

49 講談社科学出版賞 第32回 ウイルスは生きている 中屋敷 均∥著 講談社 491.77/ﾅｶ

50
講談社ノンフィクション賞
(新田次郎文学賞)

第38回 つかこうへい正伝 長谷川 康夫∥著 新潮社 912.6/ﾂｶ

51
サントリー学芸賞 芸術・文学部
門

第38回 越境と覇権 池上 裕子∥著 三元社 723.53/ﾗｳ

52
サントリー学芸賞 芸術・文学部
門

第38回 乱舞の中世 沖本 幸子∥著 吉川弘文館 773.21/ｵｷ

53
サントリー学芸賞 芸術・文学部
門

第38回 ロマネスク美術革命 金沢 百枝∥著 新潮社 702.02/ｶﾅ

54

サントリー学芸賞 政治・経済部
門
（角川源義賞 歴史研究部門、毎日出版
文化賞 人文・社会部門）

第38回 越境者の政治史 塩出 浩之∥著
名古屋大学出版
会

334．51/ｼｵ

55 新潮ドキュメント賞 第15回 原節子の真実 石井 妙子∥著 新潮社 778.21/ﾊﾗ
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No 賞　名 回･年 書　名 編著者等 発行所 請求記号

56 日本エッセイスト・クラブ賞 第64回 チェリー・イングラム 阿部 菜穂子∥著 岩波書店 289.3/ｲﾝ

57 日本エッセイスト・クラブ賞 第64回 台湾生まれ日本語育ち 温 又柔∥著 白水社 914.6/ｵﾝ

58 日本エッセイスト・クラブ賞 第64回 戦後政治の証言者たち 原 彬久∥著 岩波書店 312.1/ﾊﾗ

59
毎日出版文化賞 人文・社会部門
（角川源義賞 歴史研究部門、ｻﾝﾄﾘｰ学
芸賞 政治・経済部門）

第70回 越境者の政治史 塩出 浩之∥著
名古屋大学出版
会

334．51/ｼｵ

【詩 ・ 短歌】
No 賞　名 回･年 書　名 編著者等 発行所 請求記号

60 H氏賞 第67回 真珠川 北原 千代∥著 思潮社 911.56/ｷﾀ

61 現代短歌新人賞 第17回 未明の窓 広坂 早苗∥著 六花書林
911.168/
ﾋﾛ

62 高見順賞 第47回 空閑風景 齋藤 恵美子∥著 思潮社 911.56/ｻｲ

63 寺山修司短歌賞
（日本歌人クラブ賞）

第21回 駅程 島田 幸典∥著 砂子屋書房 911.168/ｼﾏ

64 藤村記念歴程賞 第54回 耳の笹舟 石田 瑞穂∥著 思潮社 911.56/ｲｼ

65 日本歌人クラブ賞
（寺山修司短歌賞）

第43回 駅程 島田 幸典∥著 砂子屋書房 911.168/ｼﾏ

66 日本歌人クラブ新人賞 第22回 砂丘律 千種 創一∥著 青磁社 911.168/ﾁｸﾞ

67 萩原朔太郎賞 第24回 砂文 日和 聡子∥著 思潮社 911.56/ﾋﾜ

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

68 朝日学生新聞社児童文学賞 第7回 ゆくぞ、やるぞ、てつじだぞ!
ゆき∥作
かわい みな∥絵

朝日学生新聞社 J/913/ﾕｷ

69
いたばし国際絵本翻訳大賞(英語
部門)最優秀翻訳大賞

第22回 たびネコさん
ケイト　バンクス∥作
ローレン　カスティーヨ∥絵
住吉 千夏子∥訳

きじとら出版 ｴﾎﾝ/ﾊﾞ

70
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22回 船を見にいく
アントニオ　コック∥作
ルーカ　カインミ∥絵
なかの じゅんこ∥訳

きじとら出版 ｴﾎﾝ/ｺ

71 絵本テキスト大賞 優秀賞 第4回 ノボルくんとフラミンゴのつえ
昼田 弥子∥作
高畠 純∥絵

童心社 ｴﾎﾝ/ﾋ

72 小川未明文学賞 大賞 第24回 四年ザシキワラシ組
こうだ ゆうこ∥作
田中 六大∥絵

学研プラス J/913/ｺｳ

73 産経児童出版文化賞 大賞 第64回 世界のともだち 全36巻 － 偕成社
J/384/ｾｶ/1
～36

74 産経児童出版文化賞 JR賞 第64回 ちゃあちゃんのむかしばなし
中脇 初枝∥再話
奈路 道程∥絵

福音館書店 J/913/ﾅｶ

75
産経児童出版文化賞 産経新聞
社賞

第64回 ひまなこなべ
萱野 茂∥文
どい かや∥絵

あすなろ書房 ｴﾎﾝ/ｶ

76
産経児童出版文化賞 ニッポン放
送賞

第64回 トンチンさんはそばにいる
さえぐさ ひろこ∥作
ほりかわ りまこ∥絵

童心社 J/913/ｻｴ

77 産経児童出版文化賞 美術賞 第64回 わたしのこねこ
澤口 たまみ∥文
あずみ虫∥絵

福音館書店 JK/ｴﾎﾝ/ｻ

78

産経児童出版文化賞 翻訳作品
賞
（ニューベリー賞、コールデコット賞 オ
ナー賞）

第64回 おばあちゃんとバスにのって
マット　デ　ラ　ペーニャ∥作
クリスチャン　ロビンソン∥絵
石津 ちひろ∥訳

鈴木出版 ｴﾎﾝ/ﾃﾞ

79 児童文芸ノンフィクション賞 第1回 東京大空襲を忘れない 瀧井 宏臣∥著 講談社 Ｊ/210/ﾀｷ

80 ちゅうでん児童文学賞 大賞 第18回
とうちゃんとユーレイババちゃ
ん

藤澤 ともち∥作
佐藤 真紀子∥絵

講談社 J/913/ﾌｼﾞ

81
日産童話と絵本のグランプリ
絵本大賞

第32回 ちかしつのなかで 横須賀 香∥作 BL出版 ｴﾎﾝ/ﾖ

82
日産童話と絵本のグランプリ
童話大賞

第32回 日曜日の小さな大ぼうけん
愛川 美也∥作
みやざき あけ美∥絵

BL出版 ｴﾎﾝ/ｱ

83 日本絵本賞 大賞 第22回 きょうはそらにまるいつき 荒井 良二∥著 偕成社 ｴﾎﾝ/ｱ

84 日本絵本賞 第22回 干したから… 森枝 卓士∥写真　文 フレーベル館 ｴﾎﾝ/ﾓ
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No 賞　名 回･年 書　名 編著者等 発行所 請求記号

85
日本児童文学者協会・長編児童
文学新人賞 入選

第14回 さくら坂 千葉 朊代∥作 小峰書店 Y/913.6/ﾁﾊﾞ

86 野間児童文芸賞 第54回 岬のマヨイガ
柏葉 幸子∥著
さいとう ゆきこ∥絵

講談社 K/913.6/ｶｼ

87 福島正実記念SF童話賞 大賞 第33回 透明犬メイ
辻 貴司∥作
丹地 陽子∥絵

岩崎書店 J/913/ﾂｼﾞ

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

88
アメリカ探偵作家クラブ(MWA)エド
ガー賞 最優秀長編賞

2015年 ミスター・メルセデス　上・下 スティーヴン　キング∥著 文藝春秋
933.7/ｷﾝ/1
～2

89
アメリカ探偵作家クラブ(MWA)エド
ガー賞 最優秀長編賞

2016年 地中の記憶 ローリー　ロイ∥著 早川書房 933.7/ﾛｲ

90 英国SF協会賞
（ローカス賞 SF長編部門）

2015年 亡霊星域 アン　レッキー∥著 東京創元社 933.7/ﾚﾂ

91
英国推理作家協会(CWA)ゴール
ド・ダガー賞

2015年 生か、死か マイケル　ロボサム∥著 早川書房 933.7/ﾛﾎﾞ

92 王立協会科学図書賞
（コスタ賞 伝記部門）

2016年 フンボルトの冒険 アンドレア　ウルフ∥著 NHK出版 289.3/ﾌﾝ

93
カーネギー賞 優秀ノンフィクショ
ン賞

2015年 黒い司法
ブライアン　スティーヴン
ソン∥著

亜紀書房 936/ｽﾃ

94 カリフォルニア図書
（ＰＥＮ/フォークナー賞）

2014年 私たちが姉妹だったころ カレン　ジョイ　ファウラー∥著 白水社 Ｙ/933.7/ﾌｱ

95 「ガラスの鍵」賞 2015年 楽園の世捨て人 トーマス　リュダール∥著 早川書房 949.73/ﾘﾕ

96 コスタ賞 伝記部門
(王立協会科学図書賞)

2015年 フンボルトの冒険 アンドレア　ウルフ∥著 NHK出版 289.3/ﾌﾝ

97
コスタ賞伝記部門＆年間最優秀
賞

2014年 オはオオタカのオ ヘレン　マクドナルド∥著 白水社 787.6/ﾏｸ

98 全米図書賞 小説部門 2015年 世界と僕のあいだに タナハシ　コーツ∥著
慶應義塾大学出
版会

936/ｺﾂ

99 全米批評家協会賞 2013年 アメリカーナ
チママンダ　ンゴズィ　ア
ディーチェ∥著

河出書房新社 933.7/ｱﾃﾞ

100 ネビュラ賞 長編部門 2016年 ドラゴンの塔 上・下 ナオミ　ノヴィク∥著 静山社
Y/933.7/ﾉｳﾞ
/1～2

101
ピュリツァー賞 小説部門
（Twitter文学賞 海外作品、日本翻訳大
賞）

2015年 すべての見えない光 アンソニー　ドーア∥著 新潮社 933.7/ﾄﾞｱ

102 ＰＥＮ/フォークナー賞
（カリフォルニア図書）

2014年 私たちが姉妹だったころ カレン　ジョイ　ファウラー∥著 白水社 Ｙ/933.7/ﾌｱ

103 文学賞の中の文学賞
（メディシス賞）

2013年 待つ女 ダリュセック∥[著] 藤原書店 953.7/ﾀﾞﾘ

104 メディシス賞
（文学賞の中の文学賞）

2013年 待つ女 ダリュセック∥[著] 藤原書店 953.7/ﾀﾞﾘ

105 メディシス賞 エッセイ部門 2013年 セカンドハンドの時代
スヴェトラーナ　アレクシ
エーヴィチ∥[著]

岩波書店 238.07/ｱﾚ

106 リーズ図書賞 2015年 スマート キム　スレイター∥作 評論社 Ｙ/933.7/ｽﾚ

107 ローカス賞 SF長編部門
（英国SF協会賞）

2015年 亡霊星域 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

108 エデルビーベス国際絵本賞 2014年 エイハブ船長と白いクジラ マヌエル　マルソル∥作 絵
ワールドライブラ
リー

ｴﾎﾝ/ﾏ

109
オランダ銀の絵筆賞
（ブラスティラヴァ世界絵本原画展(BIB)
金牌）

2015年
シラユキさんとあみあみモン
スター

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

110 ケイト・グリーナウェイ賞 2015年 シャクルトンの大漂流 ウィリアム　グリル∥作 岩波書店 Ｊ/297/ｸﾞﾘ

111 コールデコット賞 2016年 プーさんとであった日
リンジー　マティック∥ぶん
ソフィー　ブラッコール∥え

評論社 ｴﾎﾝ/ﾏ

112 コールデコット賞 オナー賞 2015年 おばあちゃんのあかいマント ローレン　カスティーヨ∥さく ほるぷ出版 ｴﾎﾝ/ｶ

4



No 賞　名 回･年 書　名 編著者等 発行所 請求記号

113
コールデコット賞 オナー賞
（産経児童出版文化賞 翻訳作品賞、
ニューベリー賞）

2016年 おばあちゃんとバスにのって
マット　デ　ラ　ペーニャ∥作
クリスチャン　ロビンソン∥絵

鈴木出版 ｴﾎﾝ/ﾃﾞ

114 シュナイダー・ファミリーブック賞 2015年 レイン M.マーティン∥作 小峰書店 J/933/ﾏﾃ

115

中国上海国際童書展(CCBF) 金
の風車賞
（ブラスティラヴァ世界絵本原画展（BIB)
金のりんご賞）

2013年 雲のような八哥鳥
白 冰∥文
郁 蓉∥絵

ワールドライブラ
リー

ｴﾎﾝ/ﾊ

116 ドイツ児童文学賞 児童書部門 2014年 飛び込み台の女王 マルティナ　ヴィルトナー∥作 岩波書店 Y/943.7/ｳﾞｲ

117 ニューベリー賞 2013年
空飛ぶリスとひねくれ屋の
フローラ

ケイト　ディカミロ∥作
K.G.キャンベル∥絵

徳間書店 J/933/ﾃﾞｲ

118
ニューベリー賞
（産経児童出版文化賞 翻訳作品賞、コ
ルデコット賞 オナー賞）

2016年 おばあちゃんとバスにのって
マット　デ　ラ　ペーニャ∥作
クリスチャン　ロビンソン∥絵

鈴木出版 ｴﾎﾝ/ﾃﾞ

119 パトリシア・ライトソン賞 2014年 いたずらっ子がやってきた カトリーナ　ナネスタッド∥作 さ・え・ら書房 J/933/ﾅﾈ

120
ブラスティラヴァ世界絵本原画展
（BIB） グランプリ

2015年
ローラとつくるあなたのせか
い

ローラ　カーリン∥作 BL出版 ｴﾎﾝ/ｶ

121

ブラスティラヴァ世界絵本原画展
（BIB) 金のりんご賞
（中国上海国際童書展(CCBF) 金の風車
賞）

2013年 雲のような八哥鳥
白 冰∥文
郁 蓉∥絵

ワールドライブラ
リー

ｴﾎﾝ/ﾊ

122
ブラスティラヴァ世界絵本原画展
（BIB） 金牌
（オランダ銀の絵筆賞）

2015年
シラユキさんとあみあみモン
スター

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
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