
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45回 最愛の子ども 松浦 理英子∥著 文藝春秋 913.6/ﾏﾂ

2 大佛次郎賞
(野間文芸賞)

第44回 土の記 上・下 高村 薫∥著 新潮社
913.6/ﾀｶ/1・
2

3 角川財団学芸賞 第15回 南方熊楠 松居 竜五∥著
慶應義塾大学出
版会

289.1/ﾐﾅ

4
芸術選奨・文部科学大臣賞 評論
等部門
(講談社ノンフィクション賞)

第67回 狂うひと 梯 久美子∥著 新潮社 910.268/ｼﾏ

5
芸術選奨・文部科学大臣賞 文学
部門
(現代俳句協会賞)

第67回 夢洗ひ 恩田 侑布子∥著
角川文化振興財
団

911.368/ｵﾝ

6 小林秀雄賞 第16回 中動態の世界 國分 功一郎∥著 医学書院 104/ｺｸ

7 司馬遼太郎賞 第21回 秘密解除ロッキード事件 奥山 俊宏∥著 岩波書店 312.1/ｵｸ

8 新風賞 特別賞 第52回 応仁の乱 呉座 勇一∥著 中央公論新社 210.47/ｺﾞｻﾞ

9 新田次郎文学賞 第37回 葵の残葉 奥山 景布子∥著 文藝春秋 913.6/ｵｸ

10 野間文芸賞
(大佛次郎賞)

第70回 土の記 上・下 高村 薫∥著 新潮社
913.6/ﾀｶ/1・
2

11 Bunkamuraドゥマゴ文学賞
(谷崎潤一郎賞)

第27回 名誉と恍惚 松浦 寿輝∥著 新潮社 913.6/ﾏﾂ

12 三島由紀夫賞 第30回 カブールの園 宮内 悠介∥著 文藝春秋 913.6/ﾐﾔ

13 山本七平賞 奨励賞 第26回 多田駿伝 岩井 秀一郎∥著 小学館 289.1/ﾀﾀﾞ

14 吉川英治文学賞 第52回 守教 上・下 帚木 蓬生∥著 新潮社
913.6/ﾊﾊ/1･
2

15 読売文学賞 小説賞
(織田作之助賞、渡辺淳一文学賞)

第69回 僕が殺した人と僕を殺した人  東山 彰良∥著 文藝春秋 913.6/ﾋｶﾞ

16 読売文学賞 研究・翻訳賞 第69回 人形
ボレスワフ　プルス∥著
関口 時正∥訳

未知谷 989.83/ﾌﾟﾙ

17 読売文学賞 詩歌俳句賞 第69回 木簡 山口 昭男∥著 青磁社 911.368/ﾔﾏ

18 読売文学賞 随筆・紀行賞 第69回 モンテーニュの書斎 保苅 瑞穂∥著 講談社 954.5/ﾎｶ

19 読売文学賞 評論･伝記賞 第69回 評伝石牟礼道子 米本 浩二∥著 新潮社 910.268/ﾖﾈ

20
歴史浪漫文学賞 研究部門特別
賞

第17回 元慶の乱と蝦夷の復興 田中 俊一郎∥著 郁朋社 212.4/ﾀﾅ

【小　説】
No 賞　名 回･年 書　名 編著者等 発行所 請求記号

21 鮎川哲也賞
(本格ミステリ大賞 小説部門)

第27回 屍人荘の殺人 今村 昌弘∥著 東京創元社 913.6/ｲﾏ

22 アガサ・クリスティー賞 大賞 第7回 窓から見える最初のもの 村木 美涼∥著 早川書房 913.6/ﾑﾗ

23 芥川龍之介賞
(文藝界新人賞)

第157回 影裏 沼田 真佑∥著 文藝春秋 K/913.6/ﾇﾏ

24 芥川龍之介賞
(文藝賞)

第158回 おらおらでひとりいぐも 若竹 千佐子∥著 河出書房新社 K/913.6/ﾜｶ

25 芥川龍之介賞
(新潮新人賞)

第158回 百年泥 石井 遊佳∥著 新潮社 913.6/ｲｼ

26 朝日時代小説大賞 第9回
茶屋四郎次郎、伊賀を駆け
る

諏訪 宗篤∥著 朝日新聞出版 913.6/ｽﾜ

＊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

27 大藪春彦賞
(吉川英治文学新人賞)

第20回 Ank:a mirroring ape 佐藤 究∥著 講談社 913.6/ｻﾄ

28 織田作之助賞
(読売文学賞 小説賞、渡辺淳一文学賞)

第34回 僕が殺した人と僕を殺した人  東山 彰良∥著 文藝春秋 913.6/ﾋｶﾞ

29 角川春樹小説賞 第9回 乱世をゆけ 佐々木 功∥[著] 角川春樹事務所 913.6/ｻｻ

30 「このミステリーがすごい!」大賞 第16回 オーパーツ死を招く至宝 蒼井 碧∥著 宝島社 913.6/ｱｵ

31 柴田錬三郎賞 第30回 日蝕えつきる 花村 萬月∥著 集英社 913.6/ﾊﾅ

32 小学館文庫小説賞 第18回 君のいない町が白く染まる 安倍 雄太郎∥著 小学館 913.6/ｱﾍﾞ

33 小説現代長編新人賞 第12回 幕末ダウンタウン 吉森 大祐∥著 講談社 913.6/ﾖｼ

34 小説すばる新人賞 第30回 天龍院亜希子の日記 安壇 美緒∥著 集英社 913.6/ｱﾀﾞ

35 新潮新人賞
(芥川龍之介賞)

第49回 百年泥 石井 遊佳∥著 新潮社 913.6/ｲｼ

36 谷崎潤一郎賞
(Bunkamuraドゥマゴ文学賞)

第53回 名誉と恍惚 松浦 寿輝∥著 新潮社 913.6/ﾏﾂ

37 太宰治賞 第33回 タンゴ・イン・ザ・ダーク サクラ ヒロ∥著 筑摩書房 913.6/ｻｸ

38 中央公論文芸賞 第12回 みかづき 森 絵都∥著 集英社 913.6/ﾓﾘ

39
Twitter文学賞 海外作品
(全米図書賞 小説部門、ピュリッツァ―賞
フィクション部門)

第8回 地下鉄道
コルソン　ホワイトヘッド∥著
谷崎 由依∥訳 早川書房 933.7/ﾎﾜ

40 直木三十五賞 第157回 月の満ち欠け 佐藤 正午∥著 岩波書店 913.6/ｻﾄ

41 直木三十五賞 第158回 銀河鉄道の父 門井 慶喜∥著 講談社
ｹﾝ/913.6/ｶ
ﾄﾞ

42 中山義秀文学賞 第23回 荒仏師運慶 梓澤 要∥著 新潮社 913.6/ｱｽﾞ

43 日経小説大賞 第9回 大友二階崩れ 赤神 諒∥著
日本経済新聞出
版社

913.6/ｱｶ

44 日本SF大賞
(山本周五郎賞)

第38回 ゲームの王国 上・下 小川 哲∥著 早川書房
913.6/ｵｶﾞ
/1・2

45 日本SF大賞 第38回 自生の夢 飛 浩隆∥著 河出書房新社 913.6/ﾄﾋﾞ

46 日本ファンタジーノベル大賞 2017年 隣のずこずこ 柿村 将彦∥著 新潮社 913.6/ｶｷ

47 日本ホラー小説大賞 優秀賞 第24回 迷い家 山吹 静吽∥著 KADOKAWA 913.6/ﾔﾏ

48 日本ミステリー文学大賞新人賞 第21回 沸点桜(ボイルドフラワー) 北原 真理∥著 光文社 913.6/ｷﾀ

49 野間文芸新人賞 第39回 星の子 今村 夏子∥著 朝日新聞出版 913.6/ｲﾏ

50 野間文芸新人賞 第39回
日曜日の人々(サンデー・
ピープル)

高橋 弘希∥著 講談社 913.6/ﾀｶ

51 ハヤカワSFコンテスト 大賞 第5回 コルヌトピア 津久井 五月∥著 早川書房 913.6/ﾂｸ

52 ハヤカワSFコンテスト 大賞 第5回 構造素子 樋口 恭介∥著 早川書房 913.6/ﾋｸﾞ

53 文藝界新人賞
(芥川龍之介賞)

第122回 影裏 沼田 真佑∥著 文藝春秋 K/913.6/ﾇﾏ

54 文藝賞
(芥川龍之介賞)

第54回 おらおらでひとりいぐも 若竹 千佐子∥著 河出書房新社 K/913.6/ﾜｶ

55 本格ミステリ大賞 小説部門
(鮎川哲也賞)

第18回 屍人荘の殺人 今村 昌弘∥著 東京創元社 913.6/ｲﾏ

56 本屋大賞 第15回 かがみの孤城 辻村 深月∥著 ポプラ社 913.6/ﾂｼﾞ

57 本屋大賞 翻訳小説部門 第15回 カラヴァル
ステファニー　ガーバー∥著
西本 かおる∥訳

キノブックス 933.7/ｶﾞﾊﾞ

58 ポプラ社小説新人賞 第6回 パドルの子 虻川 枕∥著 ポプラ社 Y/913.6/ｱﾌﾞ

59 松本清張賞 第24回 明治乙女物語 滝沢 志郎∥著 文藝春秋 913.6/ﾀｷ

60 山本周五郎賞
(日本SF大賞)

第31回 ゲームの王国 上・下 小川 哲∥著 早川書房
913.6/ｵｶﾞ
/1・2

61 山田風太郎賞 第8回 ヒストリア 池上 永一∥著 KADOKAWA 913.6/ｲｹ

62 横溝正史ミステリ大賞 優秀賞 第37回 悪い夏 染井 為人∥著 KADOKAWA 913.6/ｿﾒ
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No 賞　名 回･年 書　名 編著者等 発行所 請求記号

63 吉川英治文学新人賞
(大藪春彦賞)

第39回 Ank:a mirroring ape 佐藤 究∥著 講談社 913.6/ｻﾄ

64 渡辺淳一文学賞
(織田作之助賞、読売文学賞 小説賞)

第3回 僕が殺した人と僕を殺した人  東山 彰良∥著 文藝春秋 913.6/ﾋｶﾞ

【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

65
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17回 新移民時代 西日本新聞社∥編 明石書店 334.41/ｼﾝ

66 開高健ノンフィクション賞 第15回 黙殺 畠山 理仁∥著 集英社 314.8/ﾊﾀ

67 角川源義賞 文学研究部門 第39回 日本古典書誌学論 佐々木 孝浩∥著 笠間書院 910.24/ｻｻ

68 角川源義賞 歴史研究部門 第39回 近世琉球貿易史の研究 上原 兼善∥著 岩田書院 219.9/ｳｴ

69 講談社エッセイ賞 第33回 黄色いマンション黒い猫 小泉 今日子∥著
スイッチ・パブリッ
シング

767.8/ｺｲ

70 講談社エッセイ賞 第33回 鳥肌が 穂村 弘∥著 PHP研究所 914.6/ﾎﾑ

71 講談社科学出版賞 第33回 人類と気候の10万年史 中川 毅∥著 講談社
Y/451.85/ﾅ
ｶ

72
講談社ノンフィクション賞
(芸術選奨・文部科学大臣賞 評論等部
門)

第39回 狂うひと 梯 久美子∥著 新潮社 910.268/ｼﾏ

73 講談社ノンフィクション賞 第39回 勝ち過ぎた監督 中村 計∥著 集英社 783.7/ﾅｶ

74
サントリー学芸賞 芸術・文学部
門

第39回 時がつくる建築 加藤 耕一∥著 東京大学出版会 523/ｶﾄ

75
サントリー学芸賞 芸術・文学部
門

第39回 映像の境域 金子 遊∥著 森話社 778.04/ｶﾈ

76
サントリー学芸賞 政治・経済部
門
(渋沢・クローデル賞 奨励賞)

第39回
フランス再興と国際秩序の構
想

宮下 雄一郎∥著 勁草書房 319.35/ﾐﾔ

77
サントリー学芸賞 政治・経済部
門
(日経・経済図書文化賞)

第39回
データ分析の力 因果関係に
迫る思考法

伊藤 公一朗∥著 光文社 417/ｲﾄ

78
渋沢・クローデル賞 奨励賞
(サントリー学芸賞 政治・経済部門)

第34回
フランス再興と国際秩序の構
想

宮下 雄一郎∥著 勁草書房 319.35/ﾐﾔ

79 新書大賞
(毎日出版文化賞 特別賞)

2018年 バッタを倒しにアフリカへ 前野ウルド浩太郎∥著 光文社 486.45/ﾏｴ

80 新潮ドキュメント賞 第16回 子どもたちの階級闘争 ブレイディみかこ∥[著] みすず書房 369.42/ﾌﾞﾚ

81 新聞協会賞 2017年度 民意と歩む
北日本新聞社編集局∥編
著

北日本新聞社 318.442/ﾐﾝ

82
日経・経済図書文化賞
(サントリー学芸賞 政治・経済部門)

第60回
データ分析の力 因果関係に
迫る思考法

伊藤 公一朗∥著 光文社 417/ｲﾄ

83 日経・経済図書文化賞 第60回 塩とインド 神田 さやこ∥著
名古屋大学出版
会

669.0225/ｶﾝ

84 日本エッセイスト・クラブ賞 第65回 文字を作る仕事 鳥海 修∥著 晶文社 727.8/ﾄﾘ

85 日本エッセイスト・クラブ賞 第65回 裁判の非情と人情 原田 國男∥著 岩波書店 327.6/ﾊﾗ

86 ファイザー医学記事賞 優秀賞 第36回 依存症からの脱出
信濃毎日新聞取材班∥
[編]

海鳴社 493.74/ｲｿﾞ

87 毎日出版文化賞 自然科学部門 第71回 歌うカタツムリ 千葉 聡∥著 岩波書店 484.6/ﾁﾊﾞ

88 毎日出版文化賞 企画部門 第71回 新約聖書 訳と註 1 田川 建三∥訳著 作品社 193.5/ｼﾝ/1

89 毎日出版文化賞 特別賞
(新書大賞)

第71回 バッタを倒しにアフリカへ 前野ウルド浩太郎∥著 光文社 486.45/ﾏｴ

90 蓮如賞 第15回 宮沢賢治の真実 今野 勉∥著 新潮社
ｹﾝ/910.268/
ｺﾝ

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

91 小野十三郎賞 第19回 賜物 金田 久璋∥著
土曜美術社出版
販売

911.56/ｶﾈ

92 現代俳句協会賞
(芸術選奨・文部科学大臣賞 文学部門)

第72回 夢洗ひ 恩田 侑布子∥著
角川文化振興財
団

911.368/ｵﾝ
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No 賞　名 回･年 書　名 編著者等 発行所 請求記号

93 現代短歌新人賞 第18回 世界はこの体一つ分 川口 慈子∥著
角川文化振興財
団

911.168/ｶﾜ

94 高見順賞 第48回 具現 貞久 秀紀∥著 思潮社 911.56/ｻﾀﾞ

95 迢空賞
(若山牧水賞)

第52回 時禱集 三枝 浩樹∥著
角川文化振興財
団

911.168/ｻｴ

96 藤村記念歴程賞 第55回 失せる故郷 倉橋 健一∥著 思潮社 911.56/ｸﾗ

97 藤村記念歴程賞
(三好達治賞)

第55回 青蚊帳 黒岩 隆∥著 思潮社 911.56/ｸﾛ

98 俳人協会新人賞 第41回 片白草 大西 朋∥著 ふらんす堂 911.368/ｵｵ

99 俳人協会新人賞 第41回 金魚玉 黒澤 麻生子∥著 思潮社 911.368/ｸﾛ

100 萩原朔太郎賞 第25回 絶景ノート 岡本 啓∥著 思潮社 911.56/ｵｶ

101 三好達治賞
(藤村記念歴程賞)

第13回 青蚊帳 黒岩 隆∥著 思潮社 911.56/ｸﾛ

102
若山牧水賞
(迢空賞)

第22回 時禱集 三枝 浩樹∥著
角川文化振興財
団

911.168/ｻｴ

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

103 朝日学生新聞社児童文学賞 第8回 グランパと僕らの宝探し
大矢 純子∥作
みしま ゆかり∥絵

朝日学生新聞社 J/913/ｵｵ

104
いたばし国際絵本翻訳大賞(英語
部門)最優秀翻訳大賞

第23回 こどもってね…
ベアトリーチェ　アレマー
ニャ∥作
みやがわ えりこ∥訳

きじとら出版 ｴﾎﾝ/ｱ

105
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23回 こらっ、どろぼう!
ヘザー　テカヴェク∥さく
ピエール　プラット∥え
なかだ ゆき∥やく

きじとら出版 ｴﾎﾝ/ﾃ

106 小川未明文学賞 大賞 第25回 あした飛ぶ
束田 澄江∥作
しんや ゆう子∥絵

学研プラス J/913/ﾂｶ

107 講談社出版文化賞 絵本賞 第49回 へろへろおじさん 佐々木 マキ∥さく 福音館書店 ｴﾎﾝ/ｻ

108 講談社児童文学新人賞
(日本児童文学者協会新人賞)

第57回 ラブリィ! 吉田 桃子∥著 講談社 Y/913.6/ﾖｼ

109 講談社絵本新人賞 第38回
おじいちゃんのふしぎなピア
ノ

はまぎし かなえ∥作 講談社 ｴﾎﾝ/ﾊ

110 講談社出版文化賞 絵本賞 第48回 大坂城
青山 邦彦∥作
北川 央∥監修

講談社 J/521/ｱｵ

111
産経児童出版文化賞 産経新聞
社賞
(日本児童文学者協会賞)

第65回 こんぴら狗
今井 恭子∥作
いぬんこ∥画

くもん出版 J/913/ｲﾏ

112 産経児童出版文化賞 JR賞 第65回 さかなのたまご 内山 りゅう∥写真　文 ポプラ社 J/487/ｳﾁ

113
産経児童出版文化賞 ニッポン放
送賞

第65回 世界を救うパンの缶詰
菅 聖子∥文
やました こうへい∥絵

ほるぷ出版 J/588/ｽｶﾞ

114
産経児童出版文化賞 翻訳作品
賞
(シュナイダー・ファミリーブック賞)

第65回
わたしがいどんだ戦い1939
年

キンバリー　ブルベイカー
ブラッドリー∥作
大作 道子∥訳

 評論社 J/933/ﾌﾞﾗ

115 小学館児童出版文化賞 第66回 つちはんみょう 舘野 鴻∥作 絵 偕成社 ｴﾎﾝ/ﾀ

116 小学館児童出版文化賞 第66回 小やぎのかんむり 市川 朔久子∥著 講談社 Y/913.6/ｲﾁ

117 児童文芸新人賞 第47回 僕は上手にしゃべれない 椎野 直弥∥著 ポプラ社 Y/913.6/ｼｲ

118 ちゅうでん児童文学賞 大賞 第19回 わたしの空と五・七・五
森埜 こみち∥作
山田 和明∥絵

講談社 Y/913.6/ﾓﾘ

119
日産童話と絵本のグランプリ
絵本大賞

第33回 ぎゅっ ミフサマ∥さく　え BL出版 ｴﾎﾝ/ﾐ

120
日産童話と絵本のグランプリ
童話大賞

第33回
こめとぎゆうれいのよねこさ
ん

えばた えり∥作
小林 ゆたか∥絵

BL出版 ｴﾎﾝ/ｴ

121 日本絵本賞 第23回 ばけバケツ 軽部 武宏∥作 小峰書店 ｴﾎﾝ/ｶ

122 日本絵本賞 第23回 ドームがたり
アーサー　ビナード∥作
スズキ コージ∥画

玉川大学出版部 ｴﾎﾝ/ﾋﾞ

123 日本児童文学者協会賞
(産経児童出版文化賞 産経新聞社賞)

第58回 こんぴら狗
今井 恭子∥作
いぬんこ∥画

くもん出版 J/913/ｲﾏ

124 日本児童文学者協会新人賞
(講談社児童文学新人賞)

第51回 ラブリィ! 吉田 桃子∥著 講談社 Y/913.6/ﾖｼ
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No 賞　名 回･年 書　名 編著者等 発行所 請求記号

125 野間児童文芸賞 第55回 神隠しの教室
山本 悦子∥作
丸山 ゆき∥絵

童心社 J/913/ﾔﾏ

126 ひろすけ童話賞 第28回 せなかのともだち
萩原 弓佳∥作
洞野 志保∥絵

PHP研究所 J/913/ﾊｷﾞ

127 ポプラズッコケ文学新人賞 大賞 第6回 夏空に、かんたーた
和泉 智∥作
高田 桂∥絵

ポプラ社 J/913/ｲｽﾞ

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

128
アメリカ探偵作家クラブ(MWA)エド
ガー賞 最優秀ジュブナイル賞

2015年
雪の夜は小さなホテルで謎
解きを

ケイト　ミルフォード∥著
山田 久美子∥訳

東京創元社 933.7/ﾐﾙ

129
アメリカ探偵作家クラブ(MWA)エド
ガー賞　最優秀長篇賞

2016年 地中の記憶
ローリー　ロイ∥著
佐々田 雅子∥訳

早川書房 933.7/ﾛｲ

130
アメリカ探偵作家クラブ(MWA)エド
ガー賞 最優秀新人賞
(ピュリッツァー賞 フィクション部門)

2016年 シンパサイザー
ヴィエト　タン　ウェン∥著
上岡 伸雄∥訳

早川書房 933.7/ｸﾞｳ

131
アメリカ探偵作家クラブ(MWA)エド
ガー賞 最優秀長篇賞

2017年 晩夏の墜落
ノア　ホーリー∥著
川副 智子∥訳

早川書房 933.7/ﾎﾘ

132 高校生の選ぶゴンクール賞 2015年 デルフィーヌの友情
デルフィーヌ　ド　ヴィガン∥著
湯原 かの子∥訳 水声社 953.7/ｳﾞｲ

133 高校生の選ぶゴンクール賞 2016年 ちいさな国で
ガエル　ファイユ∥著
加藤 かおり∥訳

早川書房 953.7/ﾌｱ

134
国際IMPACダブリン文学賞 ノミ
ネート

2016年 ファミリー・ライフ
アキール　シャルマ∥著
小野 正嗣∥訳

新潮社 933.7/ｼﾔ

135
コスタ賞 大賞
(コスタ賞 児童文学部門賞、ボストング
ローブ・ホーンブック賞)

2015年 噓の木
フランシス　ハーディング∥著
児玉 敦子∥訳 東京創元社 933.7/ﾊﾃﾞ

136
全米図書賞 小説部門
(ピュリッツァ―賞 フィクション部門､
Twitter文学賞 海外作品)

2016年 地下鉄道
コルソン　ホワイトヘッド∥著
谷崎 由依∥訳 早川書房 933.7/ﾎﾜ

137 ヒューゴー賞 中編部門 2016年 折りたたみ北京
ケン　リュウ∥編
中原 尚哉∥[ほか]訳

早川書房 923.78/ｵﾘ

138
ピュリッツァー賞 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 最優秀新人賞)

2016年 シンパサイザー
ヴィエト　タン　ウェン∥著
上岡 伸雄∥訳

早川書房 933.7/ｸﾞｳ

139
ピュリッツァ―賞 フィクション部門
(全米図書賞 小説部門､Twitter文学賞
海外作品)

2017年 地下鉄道
コルソン　ホワイトヘッド∥著
谷崎 由依∥訳 早川書房 933.7/ﾎﾜ

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

140
アムネスティ・英国図書館情報専
門家協会名誉賞

2016年 ぼくのイスなのに!
ロス　コリンズ∥作　絵
いしい ひろし∥訳

PHP研究所 ｴﾎﾝ/ｺ

141
アメリカ探偵作家クラブ(MWA)エド
ガー賞 児童図書部門

2017年 ぼくはO・C・ダニエル
ウェスリー　キング∥作
大西 昧∥訳

鈴木出版 J/933/ｷﾝ

142
カーネギー賞
(ゴールデン・カイト賞 フィクション・ヤ
ングアダルト部門)

2017年 凍てつく海のむこうに
ルータ　セペティス∥作
野沢 佳織∥訳

 岩波書店 Y/933.7/ｾﾍﾟ

143 銀の石筆賞 2015年 クレヨンからのおねがい!
ドリュー　デイウォルト∥文
オリヴァー　ジェファーズ∥絵
木坂 涼∥訳

ほるぷ出版 ｴﾎﾝ/ﾃﾞ

144 銀のバレッド賞
(コルデコット賞 オナーブック)

2017年 なずずこのっぺ?
カーソン　エリス∥さく
アーサー　ビナード∥やく

フレーベル館 ｴﾎﾝ/ｴ

168 ケイト・グリーナウェイ賞 2017年 こどものなかま
レイン　スミス∥作
青山 南∥訳

BL出版 ｴﾎﾝ/ｽ

149
コスタ賞 児童文学部門賞
(コスタ賞 大賞、ボストングローブ・ホーン
ブック賞)

2015年 噓の木
フランシス　ハーディング∥
著
児玉 敦子∥訳

東京創元社 933.7/ﾊﾃﾞ

147 コルデコット賞 オナーブック
(銀のバレッド賞)

2017年 なずずこのっぺ?
カーソン　エリス∥さく
アーサー　ビナード∥やく

フレーベル館 ｴﾎﾝ/ｴ

148 ゴールデン・カイト賞
(全米図書賞 児童文学部門)

2016年 僕には世界がふたつある
ニール　シャスタマン∥著
金原 瑞人∥訳
西田 佳子∥訳

集英社 933.7/ｼﾔ

149
ゴールデン・カイト賞 フィクション・
ヤングアダルト部門
(カーネギー賞)

2017年 凍てつく海のむこうに
ルータ　セペティス∥作
野沢 佳織∥訳

 岩波書店 Y/933.7/ｾﾍﾟ

150 シュナイダー・ファミリーブック賞
(産経児童出版文化賞 翻訳作品賞)

2016年
わたしがいどんだ戦い1939
年

キンバリー　ブルベイカー
ブラッドリー∥作
大作 道子∥訳

 評論社 J/933/ﾌﾞﾗ
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No 賞　名 回･年 書　名 編著者等 発行所 請求記号

151 シュナイダー・ファミリーブック賞 2016年 木の中の魚
リンダ　マラリー　ハント∥著
中井 はるの∥訳 講談社 J/933/ﾊﾝ

152 シュナイダー・ファミリーブック賞 2017年 6この点
ジェン　ブライアント∥文
ボリス　クリコフ∥絵
日当 陽子∥訳

岩崎書店 J/289/ﾌﾞﾗ

153 全米図書賞 児童文学部門
(ゴールデン・カイト賞)

2015年 僕には世界がふたつある
ニール　シャスタマン∥著
金原 瑞人∥訳
西田 佳子∥訳

集英社 933.7/ｼﾔ

154
チルドレンズ・ブック賞 幼年向け
部門ショートリスト

2017年 おじいちゃんのゆめのしま
ベンジー　デイヴィス∥さく
小川 仁央∥やく

評論社 ｴﾎﾝ/ﾃﾞ

155 フェニックス絵本賞 2017年 1つぶのおこめ
デミ∥作
さくま ゆみこ∥訳

光村教育図書 ｴﾎﾝ/ﾃﾞ

156 フェニックス賞 2017年 リヴァプールの空
ジェイムズ　ヘネガン∥著
佐々木 信雄∥訳

求竜堂 933.7/ﾍﾈ

157
ボストングローブ・ホーンブック賞
フィクション部門
(コスタ賞 児童文学部門賞、コスタ賞 大賞)

2016年 噓の木
フランシス　ハーディング∥
著
児玉 敦子∥訳

東京創元社 933.7/ﾊﾃﾞ
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