
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
石橋湛山賞
(日本エッセイスト・クラブ賞、山本
七平賞、ビジネス書大賞大賞)

第39回
AI vs.教科書が読めない子ど
もたち

新井 紀子∥著 東洋経済新報社 007.13/ｱﾗ

2
大佛次郎賞
(Yahoo!ニュース|本屋大賞ノンフィ
クション本大賞)

第45回 極夜行 角幡 唯介∥著 文藝春秋 297.8/ｶｸ

3 大佛次郎論壇賞 第18回 新復興論 小松 理虔∥著 ゲンロン 369.31/ｺﾏ

4 角川財団学芸賞 第16回 小林秀雄 美しい花 若松 英輔∥著 文藝春秋 910.268/ｺﾊﾞ

5 河合隼雄学芸賞 第6回 ケルト再生の思想 鶴岡 真弓∥著 筑摩書房 386.3/ﾂﾙ

6
芸術選奨・文部科学大臣賞評論
等部門
(読売文学賞研究・翻訳賞)

2018年度 評伝鶴屋单北　第１・２巻 古井戸 秀夫∥著 白水社 912.5/ﾌﾙ

7 小林秀雄賞 第17回 超越と実存 单 直哉∥著 新潮社 181.02/ﾐﾅ

8 第2次関根賞 第13回 中世の王朝物語 金光 桂子∥著 臨川書店 913.41/ｶﾅ

9 Bunkamuraドゥマゴ文学賞 第28回 神様の住所 九螺 ささら∥著 朝日出版社 911.168/ｸﾗ

10
日本エッセイスト・クラブ賞
(石橋湛山賞、山本七平賞、ビジ
ネス書大賞大賞)

第66回
AI vs.教科書が読めない子ど
もたち

新井 紀子∥著 東洋経済新報社 007.13/ｱﾗ

11
ビジネス書大賞大賞
(日本エッセイスト・クラブ賞、石橋
湛山賞、山本七平賞)

2019年
AI vs.教科書が読めない子ど
もたち

新井 紀子∥著 東洋経済新報社 007.13/ｱﾗ

12
Yahoo!ニュース|本屋大賞ノンフィ
クション本大賞
(大佛次郎賞)

2018年 極夜行 角幡 唯介∥著 文藝春秋 297.8/ｶｸ

13
山本七平賞
(日本エッセイスト・クラブ賞、石橋
湛山賞、ビジネス書大賞大賞)

第27回
AI vs.教科書が読めない子ど
もたち

新井 紀子∥著 東洋経済新報社 007.13/ｱﾗ

14
読売文学賞研究・翻訳賞
(芸術選奨・文部科学大臣賞評論
等部門)

第70回 評伝鶴屋单北　第１・２巻 古井戸 秀夫∥著 白水社 912.5/ﾌﾙ

15 読売文学賞随筆・紀行賞 第70回 外地巡礼 西 成彦∥[著] みすず書房 910.263/ﾆｼ

16 読売文学賞評論・伝記賞 第70回 バテレンの世紀 渡辺 京二∥著 新潮社 210.48/ﾜﾀ

＊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

17
歴史浪漫文学賞
研究部門優秀賞

第18回 縄文のビーナス 古村 恭三郎∥著 郁朊社 210.2/ﾌﾙ

【小　説】

No 賞　名 回･年 書　名 編著者等 発行所 請求記号

18 アガサ・クリスティー賞 第8回 入れ子の水は月に轢かれ オーガニックゆうき∥著 早川書房 913.6/ｵｶﾞ

19 芥川龍之介賞 第159回 送り火 高橋 弘希∥著 文藝春秋 913.6/ﾀｶ

20 芥川龍之介賞 第160回 1R1分34秒 町屋 良平∥著 新潮社 913.6/ﾏﾁ

21 芥川龍之介賞 第160回 ニムロッド 上田 岳弘∥著 講談社 913.6/ｳｴ

22 鮎川哲也賞優秀賞 第27回 だから殺せなかった 一本木 透∥著 東京創元社 913.6/ｲﾂ

23 鮎川哲也賞受賞 第28回 探偵は教室にいない 川澄 浩平∥著 東京創元社 913.6/ｶﾜ

24
泉鏡花文学賞
(日本SF大賞、芸術選奨・文部科
学大臣賞文学部門)

第46回 飛ぶ孔雀 山尾 悠子∥著 文藝春秋 913.6/ﾔﾏ

25 江戸川乱歩賞 第64回 到達不能極 斉藤 詠一∥著 講談社 913.6/ｻｲ

26 角川春樹小説賞 第10回 童の神 今村 翔吾∥[著] 角川春樹事務所 913.6/ｲﾏ

27
河合隼雄物語賞
(芸術選奨・文部科学大臣賞文学
部門)

第6回 光の犬 松家 仁之∥著 新潮社 913.6/ﾏﾂ

28
川端康成文学賞
(日本SF大賞)

第43回 文字渦 円城 塔∥著 新潮社 913.6/ｴﾝ

29
芸術選奨・文部科学大臣賞文学
部門
(泉鏡花文学賞、日本SF大賞)

第69回 飛ぶ孔雀 山尾 悠子∥著 文藝春秋 913.6/ﾔﾏ

30
『このミステリーがすごい!』大賞
大賞

第17回 怪物の木こり 倉井 眉介∥著 宝島社 913.6/ｸﾗ

31
柴田錬三郎賞
(毎日出版文化賞文学・芸術部門)

第31回 雪の階 奥泉 光∥著 中央公論新社 913.6/ｵｸ

32 司馬遼太郎賞 第22回 悪玉伝 朝井 まかて∥著 KADOKAWA 913.6/ｱｻ

33 小学館文庫小説賞 第19回 ほどなく、お別れです 長月 天音∥著 小学館 913.6/ﾅｶﾞ

34 小説現代長編新人賞 第13回 スイート・マイホーム 神津 凛子∥著 講談社 913.6/ｶﾐ

35 小説すばる新人賞 第31回 闇夜の底で踊れ 増島 拓哉∥著 集英社 913.6/ﾏｽ

36 親鸞賞 第10回 今ひとたびの、和泉式部 諸田 玲子∥著 集英社 913.6/ﾓﾛ

37 すばる文学賞 第42回 わるもん 須賀 ケイ∥著 集英社 913.6/ｽｶﾞ
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No 賞　名 回･年 書　名 編著者等 発行所 請求記号

38 太宰治賞 第34回 リトルガールズ 錦見 映理子∥著 筑摩書房 913.6/ﾆｼ

39 谷崎潤一郎賞 第54回 焰 星野 智幸∥著 新潮社 913.6/ﾎｼ

40 中央公論文芸賞 第13回 雲上雲下 朝井 まかて∥著 徳間書店 913.6/ｱｻ

41 直木三十五賞 第159回 ファーストラヴ 島本 理生∥著 文藝春秋 913.6/ｼﾏ

42
直木三十五賞
(山田風太郎賞)

第160回 宝島 真藤 順丈∥著 講談社 913.6/ｼﾝ

43 中山義秀文学賞 第24回 守教　上・下 帚木 蓬生∥著 新潮社 913.6/ﾊﾊ

44 日経小説大賞 第10回 狂歌 佐伯 琴子∥著
日本経済新聞出
版社

913.6/ｻｴ

45
日本SF大賞
(泉鏡花文学賞、芸術選奨・文部
科学大臣賞文学部門)

第39回 飛ぶ孔雀 山尾 悠子∥著 文藝春秋 913.6/ﾔﾏ

46 日本SF大賞 第39回 文字渦 円城 塔∥著 新潮社 913.6/ｴﾝ

47
日本SF大賞
（川端康成文学賞）

第39回 文字渦 円城 塔∥著 新潮社 913.6/ｴﾝ

48 日本ミステリー文学大賞新人賞 第22回 インソムニア 辻 寛之∥著 光文社 913.6/ﾂｼﾞ

49 野間文芸賞 第71回 草薙の剣 橋本 治∥著 新潮社 913.6/ﾊｼ

50 野間文芸新人賞 第40回 双子は驢馬に跨がって 金子 薫∥著 河出書房新社 913.6/ｶﾈ

51 野間文芸新人賞 第40回 本物の読書家 乗代 雄介∥著 講談社 913.6/ﾉﾘ

52 文藝賞 第55回 いつか深い穴に落ちるまで 山野辺 太郎∥著 河出書房新社 913.6/ﾔﾏ

53 文藝賞 第55回 はんぷくするもの 日上 秀之∥著 河出書房新社 K913.6/ﾋｶ

54 本屋大賞 第16回 そして、バトンは渡された 瀬尾 まいこ∥著 文藝春秋 913.6/ｾｵ

55
毎日出版文化賞文学・芸術部門
(柴田錬三郎賞)

第72回 雪の階 奥泉 光∥著 中央公論新社 913.6/ｵｸ

56 松本清張賞 第25回 天地に燦たり 川越 宗一∥著 文藝春秋 913.6/ｶﾜ

57 三島由紀夫賞 第31回 無限の玄/風下の朱 古谷田 奈月∥著 筑摩書房 913.6/ｺﾔ

58 紫式部文学賞 第28回 えぴすとれー 水原 紫苑∥著 本阿弥書店 911.168/ﾐｽﾞ

59
山田風太郎賞
(直木三十五賞)

第9回 宝島 真藤 順丈∥著 講談社 913.6/ｼﾝ

60 横溝正史ミステリ大賞優秀賞 第38回 人間狩り 犬塚 理人∥著 KADOKAWA 913.6/ｲﾇ

61 吉川英治文学賞 第53回 鏡の背面 篠田 節子∥著 集英社 913.6/ｼﾉ
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No 賞　名 回･年 書　名 編著者等 発行所 請求記号

62 吉川英治文学新人賞 第40回 歪んだ波紋 塩田 武士∥著 講談社 913.6/ｼｵ

63 吉川英治文学新人賞 第40回 ハロー・ワールド 藤井 太洋∥著 講談社 913.6/ﾌｼﾞ

64 読売文学賞小説賞 第70回 ある男 平野 啓一郎∥著 文藝春秋 913.6/ﾋﾗ

【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

85
アジア・太平洋賞特別賞
(サントリー学芸賞政治・経済部
門)

第30回 中国はなぜ軍拡を続けるのか 阿单 友亮∥著 新潮社 312.22/ｱﾅ

86
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
大賞

第18回 日報隠蔽
布施 祐仁∥著
三浦 英之∥著

集英社 329.5/ﾌｾ

87 開高健ノンフィクション賞 第16回 空をゆく巨人 川内 有緒∥著 集英社 702.22/ﾂｱ

88 角川源義賞文学研究部門 第40回 中世和歌史論 渡部 泰明∥著 岩波書店 911.14/ﾜﾀ

89 角川源義賞歴史研究部門 第40回 日本古代女帝論 義江 明子∥著 塙書房 210.3/ﾖｼ

90 講談社エッセイ賞 第34回 夫・車谷長吉 高橋 順子∥著 文藝春秋 910.268/ｸﾙ

91 講談社エッセイ賞 第34回 ここは、おしまいの地 こだま∥著 太田出版 914.6/ｺﾀﾞ

92
講談社科学出版賞
（科学ジャーナリスト賞）

第34回 我々はなぜ我々だけなのか
川端 裕人∥著
海部 陽介∥監修

講談社 Y469.2/ｶﾜ

93 講談社ノンフィクション賞 第40回 安楽死を遂げるまで 宮下 洋一∥著 小学館 490.154/ﾐﾔ

94 講談社ノンフィクション賞 第40回 告白 旗手 啓介∥著 講談社 329.5/ﾊﾀ

95
サントリー学芸賞政治・経済部門
(アジア・太平洋賞特別賞)

第40回 中国はなぜ軍拡を続けるのか 阿单 友亮∥著 新潮社 312.22/ｱﾅ

96
サントリー学芸賞思想・
歴史部門
（渋沢・クローデル賞）

第40回 イエズス会士と普遍の帝国 新居 洋子∥著 名古屋大学出版会 198.2222/ﾆｲ

97 サントリー学芸賞芸術・文学部門 第40回 浪花節 流動する語り芸 真鍋 昌賢∥著 せりか書房 779.15/ﾏﾅ

98 サントリー学芸賞芸術・文学部門 第40回 凱旋門と活人画の風俗史 京谷 啓徳∥著 講談社 779.4/ｷﾖ

99 サントリー学芸賞思想・歴史部門 第40回 トマス・アクィナス 山本 芳久∥著 岩波書店 132.2/ﾄﾏ

100 サントリー学芸賞思想・歴史部門 第40回 歴史と永遠 島田 英明∥著 岩波書店 121.5/ｼﾏ

101 サントリー学芸賞社会・風俗部門 第40回 水族館の文化史 溝井 裕一∥著 勉誠出版 480.76/ﾐｿﾞﾞ

102 サントリー学芸賞政治・経済部門 第40回 パチンコ産業史 韓 載香∥著 名古屋大学出版会 673.94/ﾊﾝ
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No 賞　名 回･年 書　名 編著者等 発行所 請求記号

103 サントリー学芸賞政治・経済部門 第40回 立憲君主制の現在 君塚 直隆∥著 新潮社 313.6/ｷﾐ

104
渋沢・クローデル賞
（サントリー学芸賞思想・
歴史部門）

第35回 イエズス会士と普遍の帝国 新居 洋子∥著 名古屋大学出版会 198.2222/ﾆｲ

105 新書大賞 第30回 日本軍兵士 吉田 裕∥著 中央公論新社 391.2074/ﾖｼ

106 新潮ドキュメント賞 第17回 北朝鮮核の資金源 古川 勝久∥著 新潮社 319.21/ﾌﾙ

107 日本新聞協会賞編集部門 2018年度 強制不妊 毎日新聞取材班∥著 毎日新聞出版 498.25/ｷﾖ

108 日本エッセイスト・クラブ賞 第66回 枕詞はサッちゃん 内藤 啓子∥著 新潮社 911.52/ﾅｲ

109 毎日出版文化賞自然科学部門 第72回 性の進化史 松田 洋一∥著 新潮社 467.3/ﾏﾂ

110 毎日出版文化賞人文・社会部門 第72回 ファシスト的公共性 佐藤 卓己∥著 岩波書店 361.46/ｻﾄ

111 毎日出版文化賞特別賞 第72回 うしろめたさの人類学 松村 圭一郎∥著 ミシマ社 389/ﾏﾂ

【詩 ・ 短歌 ・ 俳句】

No 賞　名 回･年 書　名 編著者等 発行所 請求記号

112 小野十三郎賞 第20回 シバテンのいた村 西岡 寿美子∥著
土曜美術社出版
販売

911.56/ﾆｼ

113 小野十三郎賞 第20回 結晶体 吉田 義昭∥著 砂子屋書房 911.56/ﾖｼ

114
高見順賞
(読売文学賞詩歌俳句賞)

第49回 名井島 時里 二郎∥著 思潮社 911.56/ﾄｷ

115 萩原朔太郎賞 第26回 接吻 中本 道代∥著 思潮社 911.56/ﾅｶ

116 藤村記念歴程賞 第56回 余白の夜 岩木 誠一郎∥著 思潮社 911.56/ｲﾜ

117 藤村記念歴程賞 第56回 倭人伝断片 福田 拓也∥著 思潮社 911.56/ﾌｸ

118 藤村記念歴程賞 第56回 惑星のハウスダスト 福田 拓也∥著 水声社 911.56/ﾌｸ

119
読売文学賞詩歌俳句賞
(高見順賞)

第66回 名井島 時里 二郎∥著 思潮社 911.56/ﾄｷ

120 若山牧水賞 第23回 水中翼船炎上中 穂村 弘∥著 講談社 911.168/ﾎﾑ

【児童文学 ・ 絵　本】

No 賞　名 回･年 書　名 編著者等 発行所 請求記号

121 朝日学生新聞社児童文学賞 第9回
おばあちゃん、わたしを忘れ
てもいいよ

緒川 さよ∥作
久永 フミノ∥絵

朝日学生新聞社 J913/ｵｶﾞ
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No 賞　名 回･年 書　名 編著者等 発行所 請求記号

122

アムネスティCILIP特別賞
(いたばし国際絵本翻訳大賞(英語部
門)最優秀翻訳大賞、全米イラスト
レーター協会ゴールドメダル)

2017 ジャーニー国境をこえて
フランチェスカ　サンナ∥作
青山 真知子∥訳

きじとら出版 ｴﾎﾝ/ｻ

123

いたばし国際絵本翻訳大賞(英語部
門)最優秀翻訳大賞
(アムネスティCILIP特別賞、全米イラ
ストレーター協会ゴールドメダル)

第24回 ジャーニー国境をこえて
フランチェスカ　サンナ∥作
青山 真知子∥訳

きじとら出版 ｴﾎﾝ/ｻ

124
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24回 おやすみなさいトマトちゃん
エリーザ　マッツォーリ∥文
クリスティーナ　ペティ∥絵
ほし あや∥訳

きじとら出版 ｴﾎﾝ/ﾏ

125 小川未明文学賞大賞 第26回 スケッチブック
ちば るりこ∥作
シライシ ユウコ∥絵

学研プラス JK913/ﾁﾊﾞ

126
産経児童出版文化賞JR賞
(児童文芸ノンフィクション文学賞)

第66回 しあわせの牛乳
佐藤 慧∥著
安田 菜津紀∥写真

ポプラ社 JK641/ｻﾄ

127
産経児童出版文化賞産経新聞社賞
（小学館児童出版文化賞、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 J913/ｲﾏ

128 産経児童出版文化賞大賞 第66回 「牛が消えた村」で種をまく 豊田 直巳∥写真　文 農山漁村文化協会 J369/ﾄﾖ

129 産経児童出版文化賞美術賞 第66回 バッタロボットのぼうけん まつおか たつひで∥[作] ポプラ社 ｴﾎﾝ/ﾏ

130
児童文芸新人賞
(ちゅうでん児童文学賞大賞)

第48回 わたしの空と五・七・五
森埜 こみち∥作
山田 和明∥絵

講談社 Y913.6/ﾓﾘ

131
児童文芸ノンフィクション文学賞
(産経児童出版文化賞JR賞)

第2回 しあわせの牛乳
佐藤 慧∥著
安田 菜津紀∥写真

ポプラ社 JK641/ｻﾄ

132 小学館児童出版文化賞 第67回 大名行列 シゲリ カツヒコ∥作 小学館 ｴﾎﾝ/ｼ

133
小学館児童出版文化賞
（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67回 こんぴら狗
今井 恭子∥作
いぬんこ∥画

くもん出版 J913/ｲﾏ

134

全米イラストレーター協会ゴール
ドメダル
(いたばし国際絵本翻訳大賞(英
語部門)最優秀翻訳大賞、アムネ
スティCILIP特別賞)

第24回 ジャーニー国境をこえて
フランチェスカ　サンナ∥作
青山 真知子∥訳

きじとら出版 ｴﾎﾝ/ｻ

135 ちゅうでん児童文学賞大賞 第20回 夕焼け色のわすれもの
たかの けんいち∥作
千海 博美∥絵

講談社 J913/ﾀｶ

136
ちゅうでん児童文学賞大賞
(児童文芸新人賞)

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 Y913.6/ﾓﾘ

137
日産童話と絵本のグランプリ
絵本大賞

第34回
こぐまのアーリーとあかいぼ
うし

わだ あい∥作 BL出版 ｴﾎﾝ/ﾜ

138
日産童話と絵本のグランプリ
童話大賞

第34回 ぶぅぶぅママ
小路 智子∥作
はらだ ゆうこ∥絵

BL出版 ｴﾎﾝ/ｼ

139 日本絵本賞 第24回 大根はエライ 久住 昌之∥文　絵 福音館書店 J626/ｸｽ

140 日本絵本賞大賞 第24回 もぐらはすごい
アヤ井 アキコ∥著
川田 伸一郎∥監修

アリス館 ｴﾎﾝ/ｱ

6



No 賞　名 回･年 書　名 編著者等 発行所 請求記号

141 日本児童文学者協会賞 第59回 むこう岸 安田 夏菜∥著 講談社 Y913.6/ﾔｽ

142
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、小学館児童出版文化賞）

第58回 こんぴら狗
今井 恭子∥作
いぬんこ∥画

くもん出版 J913/ｲﾏ

143 野間児童文芸賞 第56回 満月の娘たち 安東 みきえ∥著 講談社 Y913.6/ｱﾝ

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

144

アメリカ探偵作家クラブ(MWA)エド
ガー賞最優秀長篇賞
(英国推理作家協会(CWA)賞ス
ティール・ダガー賞、アンソニー賞
最優秀長篇賞)

2018年 ブルーバード、ブルーバード
アッティカ　ロック∥著
高山 真由美∥訳

早川書房 933.7/ﾛﾂ

145
アメリカ探偵作家クラブ(MWA)エド
ガー賞最優秀新人賞
(アレックス賞)

2018年度 拳銃使いの娘
ジョーダン　ハーパー∥著
鈴木 恵∥訳

早川書房 933.7/ﾊﾊﾟ

146
アレックス賞
(アメリカ探偵作家クラブ(MWA)エ
ドガー賞最優秀新人賞)

2018年度 拳銃使いの娘
ジョーダン　ハーパー∥著
鈴木 恵∥訳

早川書房 933.7/ﾊﾊﾟ

147

アンソニー賞最優秀長篇賞
(英国推理作家協会(CWA)賞ス
ティール・ダガー賞、アメリカ探偵
作家クラブ(MWA)エドガー賞最優
秀長篇賞)

2018年 ブルーバード、ブルーバード
アッティカ　ロック∥著
高山 真由美∥訳

早川書房 933.7/ﾛﾂ

148

英国推理作家協会(CWA)賞ス
ティール・ダガー賞
(アメリカ探偵作家クラブ(MWA)エ
ドガー賞最優秀長篇賞、アンソ
ニー賞最優秀長篇賞)

2018年 ブルーバード、ブルーバード
アッティカ　ロック∥著
高山 真由美∥訳

早川書房 933.7/ﾛﾂ

149
コスタ賞
(ベイリーズ賞、ゴールドスミス賞)

2014年 両方になる
アリ　スミス∥著
木原 善彦∥訳

新潮社 933.7/ｽﾐ

150
ベイリーズ賞
(コスタ賞、ゴールドスミス賞)

2015年 両方になる
アリ　スミス∥著
木原 善彦∥訳

新潮社 933.7/ｽﾐ

151
ゴールドスミス賞
(ベイリーズ賞、コスタ賞)

2014年 両方になる
アリ　スミス∥著
木原 善彦∥訳

新潮社 933.7/ｽﾐ

152
ネビュラ賞中篇部門
(ヒューゴー賞中篇部門、ローカス
賞中篇部門)

2016年 不思議の国の少女たち
ショーニン　マグワイア∥著
原島 文世∥訳

東京創元社 933.7/ﾏｸﾞ

153
ヒューゴー賞中篇部門
(ネビュラ賞中篇部門、ローカス賞
中篇部門)

2017年 不思議の国の少女たち
ショーニン　マグワイア∥著
原島 文世∥訳

東京創元社 933.7/ﾏｸﾞ

154 ブッカー賞 2017年
リンカーンとさまよえる霊魂た
ち

ジョージ　ソーンダーズ∥著
上岡 伸雄∥訳

河出書房新社 933.7/ｿﾝ
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No 賞　名 回･年 書　名 編著者等 発行所 請求記号

155
ローカス賞中篇部門
(ネビュラ賞中篇部門、ヒューゴー
賞中篇部門)

2017年 不思議の国の少女たち
ショーニン　マグワイア∥著
原島 文世∥訳

東京創元社 933.7/ﾏｸﾞ

【児童文学 ・ 絵　本】

No 賞　名 回･年 書　名 編著者等 発行所 請求記号

156 銀の石筆賞 2016年 クレーンからおりなさい!!
ティベ　フェルトカンプ∥作
アリス　ホッホスタット∥絵
のざか えつこ∥訳

フレーベル館 ｴﾎﾝ/ﾌ

157
銀の石筆賞
(ノルウェー児童書新人作家賞、
北欧理事会児童青少年文学賞)

2015年 チャルーネ

ホーコン　ウーヴレオー
ス∥作
オイヴィン　トールシェー
テル∥絵
菱木 晃子∥訳

ゴブリン書房 J949/ｳｳﾞ

158
ケイト・グリーナウェイ賞
(産経児童出版文化賞翻訳作品賞)

2018年 うみべのまちで
ジョアン　シュウォーツ∥文
シドニー　スミス∥絵
いわじょう よしひと∥訳

BL出版 ｴﾎﾝ/ｼ

159 ゴールデン・カイト賞 2014年度 ソフィーとちいさなおともだち
パット　ジトロー　ミラー∥文
アン　ウィルスドルフ∥絵
二宮 由紀子∥訳

光村教育図書 ｴﾎﾝ/ﾐ

160
産経児童出版文化賞翻訳作品賞
(ケイト・グリーナウェイ賞)

第65回 うみべのまちで
ジョアン　シュウォーツ∥文
シドニー　スミス∥絵
いわじょう よしひと∥訳

BL出版 ｴﾎﾝ/ｼ

161
ノルウェー児童書新人作家賞
(銀の石筆賞、北欧理事会児童青
少年文学賞)

2013年 チャルーネ

ホーコン　ウーヴレオー
ス∥作
オイヴィン　トールシェー
テル∥絵
菱木 晃子∥訳

ゴブリン書房 J949/ｳｳﾞ

162
北欧理事会児童青少年文学賞
(銀の石筆賞、ノルウェー児童書
新人作家賞)

2014年 チャルーネ

ホーコン　ウーヴレオー
ス∥作
オイヴィン　トールシェー
テル∥絵
菱木 晃子∥訳

ゴブリン書房 J949/ｳｳﾞ

163 ボストングローブ・ホーンブック賞 2017年 ザ・ヘイト・ユー・ギヴ
アンジー　トーマス∥作
朋部 理佳∥訳

岩崎書店 Y933.7/ﾄﾏ
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