
◆芥川龍之介賞　（日本文学振興会　主催）

書　　名 著者名 受賞年等

芥川賞全集 1～19 第1回～125回まで収録 918.6 ア

死んでいない者 滝口　悠生 第154回　2015 913.6 タキ

異類婚姻譚 本谷　有希子 　　〃 913.6 モト

スクラップ・アンド・ビルド 羽田　圭介 第153回　2015 913.6 ハダ

火花 又吉　直樹 　　〃 913.6 マタ

九年前の祈り 小野　正嗣 第152回　2014 913.6 オノ

春の庭 柴崎　友香 第151回　2014 913.6 シバ

穴 小山田　浩子 第150回　2013 913.6 オヤ

爪と目 藤野　可織 第149回　2013 913.6 フジ

ａｂさんご 黒田　夏子 第148回　2012 913.6 クロ

冥土めぐり 鹿島田　真希 第147回　2012 913.6 カシ

　作品に贈られる、新人・新進作家の登龍門として最も権威ある賞です。

　　昭和10年、故芥川龍之介の名を記念し、文藝春秋が創設。主に無名もしくは新進

　作家を対象とし、各新聞・雑誌に発表された純文学短編作品のうち、最も優秀な

　　読みごたえあります！

   文学賞受賞作品　
～　純文学作品編　～

　　図書館の書棚の前で、さて、何を読めばよいかと迷うことはありませんか。

　手に取りにくい純文学作品も文学賞受賞がきっかけとなり、多くの出会いを

請求記号

　生んでいます。作家が目指す芸術としての文芸、生きる意味の追求は、読み手の

　思索を深みへと誘ってくれます。どうぞ、お気に入りの一冊を見つけてください。

　ご紹介する文学賞　　芥川龍之介賞、泉鏡花文学賞、大佛次郎賞、川端康成文学賞

　　谷崎潤一郎賞、野間文芸賞、毎日出版文化賞、三島由紀夫賞、読売文学賞
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◆芥川龍之介賞　続き

書　　名 著者名 受賞年等

道化師の蝶 円城　塔 第146回　2011 913.6 エン

共喰い 田中　慎弥 　　〃 913.6 タナ

きことわ 朝吹　真理子 第144回　2010 913.6 アサ

苦役列車 西村　賢太 　　〃 913.6 ニシ

乙女の密告 赤染　晶子 第143回　2010 913.6 アカ

終の住処 磯崎　憲一郎 第141回　2009 913.6 イソ

ポトスライムの舟 津村　記久子 第140回　2008 913.6 ツム

時が滲む朝 楊　逸 第139回　2008 913.6 ヤン

乳と卵 川上　未映子 第138回　2007 913.6 カワ

アサッテの人 諏訪　哲史 第137回　2007 913.6 スワ

ひとり日和 青山　七恵 第136回　2006 913.6 アオ

八月の路上に捨てる 伊藤　たかみ 第135回　2006 913.6 イト

沖で待つ 絲山　秋子 第134回　2005 913.6 イト

土の中の子供 中村　文則 第133回　2005 913.6 ナカ

グランド・フィナーレ 阿部　和重 第132回　2004 913.6 アベ

介護入門 モブ・ノリオ 第131回　2004 913.6 モブ

蛇にピアス 金原　ひとみ 第130回　2003 913.6 カネ

蹴りたい背中 綿矢　りさ 　　〃 913.6 ワタ

ハリガネムシ 吉村　萬壱 第129回　2003 913.6 ヨシ

しょっぱいドライブ 大道　珠貴 第128回　2002 913.6 ダイ

パーク・ライフ 吉田　修一 第127回　2002 913.6 ヨシ

猛スピードで母は 長嶋　有 第126回　2001 913.6 ナガ

中陰の花 玄侑　宗久 第125回　2001 913.6 ゲン

聖水 青来　有一 第124回　2000 913.6 セイ

熊の敷石 堀江　敏幸 　　〃 913.6 ホリ

きれぎれ 町田　康 第123回　2000 913.6 マチ

花腐し 松浦　寿輝 第123回　2000 913.6 マツ

蔭の棲みか 玄月 第122回　1999 913.6 ゲン

夏の約束 藤野　千夜 第122回　1999 913.6 フジ

日蝕 平野　啓一郎 第120回　1998 913.6 ヒラ

ゲルマニウムの夜 花村　萬月 第119回　1998 913.6 ハナ

ブエノスアイレス午前零時 藤沢　周 　　〃 913.6 フジ

水滴 目取真　俊 第117回　1997 913.6 メド

請求記号
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◆芥川龍之介賞　続き

書　　名 著者名 受賞年等

海峡の光 辻　　仁成 第116回　1996 913.6 ツジ

家族シネマ 柳　　美里 　　〃 913.6 ユウ

蛇を踏む 川上　弘美 第115回　1996 913.6 カワ

豚の報い 又吉　栄喜 第114回　1995 913.6 マタ

この人の閾 保坂　和志 第113回　1995 913.6 ホサ

おどるでく 室井　光広 第111回　1994　 913.6 ムロ

タイムスリップ・コンビナート 笙野　頼子 　　〃 913.6 ショ

石の来歴 奥泉　光 第110回　1993 913.6 オク

寂寥荒野 吉目木　晴彦 第109回　1993 913.6 ヨシ

犬婿入り 多和田　葉子 第108回　1992 913.6 タワ

運転士 藤原　智美 第107回　1992 913.6 フジ

至高聖所アバトーン 松村　栄子 第106回　1991 913.6 マツ

自動起床装置 辺見　庸 第105回　1991　 913.6 ヘン

背負い水 荻野　アンナ 　　〃 913.6 オギ

妊娠カレンダー 小川　洋子 第104回　1990 913.6 オガ

村の名前 辻原　登 第103回　1990 913.6 ツジ

「芥川賞の謎を解く　全選評完全読破」　鵜飼哲夫/著　文藝春秋　

　　国内で最も著名な文学賞といっても過言ではない芥川賞。

　　9人の選考委員や各回の選考結果も文藝春秋ＨＰで公開

　　されています。それまで無名だった作家が一躍ベストセラー

　　作家になり、多くの話題を提供する芥川賞にある謎とは…？

　　

「芥川賞・直木賞１５０回全記録」　　　文春ムック　文藝春秋

　　　　　　　　2013年まで150回に及ぶ芥川賞、直木賞の記録、受賞現場、

　　　　　　　　選考委員による座談会、書店からみた両賞など盛り沢山！

　　　　　　　　小林康彦のイラストルポ「芥川賞・直木賞をのぞいてみたい」

　　　　　　　　など、報道されないからこそ興味深い舞台裏も知ることが

　　　　　　　　できます。受賞者・受賞作の索引付き。

請求記号
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◆泉鏡花文学賞　（金沢市　主催）

　　金沢に生まれ、明治半ばから昭和にかけ、浪漫と幻想にあふれた

　小説、戯曲を生みだした泉鏡花。昭和４８年、金沢市は鏡花の業績を

　たたえるとともに、金沢の風土と伝統をひろめ、文芸を通じた豊かな

　地域文化の開花を期待して、泉鏡花文学賞を制定しました。

書　　名 著者名 受賞年等

冥途あり 長野　まゆみ 第43回　2015 913.6 ナガ

骨風 篠原　勝之 　　〃 913.6 シノ

妻が椎茸だったころ 中島　京子 第42回　2014 913.6 ナカ

たまもの 小池　昌代 　　〃 913.6 コイ

往古来今 磯崎憲一郎 第41回　2013 913.6 イソ

かなたの子 角田　光代 第40回　2012 913.6 カク

風景 瀬戸内寂聴 第39回　2011 913.6 セト

大江戸釣客伝　上・下 夢枕　獏 　　〃 913.6 ユメ

魚神 千早　茜 第37回　2009 913.6 チハ

草すべり　その他の短篇 南木　佳士 第36回　2008 913.6 ナギ

ぶるうらんど 横尾　忠則 　　〃 913.6 ヨコ

道元禅師　上・下 立松　和平 第35回　2007 913.6 タテ

悪党芭蕉 嵐山　光三郎 第34回　2006 913.6 アラ

　　鏡花本　　～挿絵、装丁の魅力～

　　　独自の美意識から、鏡花は挿絵に強い関心を持ち、積極的に取り入れました。

　　　挿絵画家は日本画の大家、鏑木清隆や小村雪岱らが名を連ねます。

　　国立国会図書館デジタルコレクションで見られます

　　　アールヌーヴォーの装飾様式を取り入れた橋口五葉の装丁に

　　　よる「相合傘」。草花と鳥の相合傘の模様が愛らしい一冊。

　　泉鏡花記念館　　～金沢を旅したら、足を運びたい～

　　　金沢市の泉鏡花記念館には、美麗な初版本をはじめ、原稿・書簡・俳句など

　　　の自筆資料の他、初出誌、関連の絵画資料など約2000点の所蔵品があり、

　　　泉鏡花の美の世界を堪能できる場です。

請求記号
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◆大佛次郎賞　（朝日新聞社　主催）

　　小説・ノンフィクションで幅広い業績を残した大佛次郎が亡くなったのは、朝日

　新聞で「天皇の世紀」を連載中の時でした。その業績をたたえ、昭和48年に創設

　された大佛次郎賞は、優れた散文作品に贈られています。

書　　名 著者名 受賞年等

朝鮮と日本に生きる 金　時鐘 第42回　2015 911.5 キ

吉田健一 長谷川　郁夫 第41回　2014 910.2 ハ

脊梁山脈 乙川　優三郎 第40回　2013 913.6 オト

母の遺産 水村　美苗 第39回　2012 913.6 ミズ

本の魔法 司　修 第38回　2011 022 ツ

黒船前夜 渡辺　京二 第37回　2010 210.5 ワ

出星前夜 飯嶋　和一 第35回　2008 913.6 イイ

悪人 吉田　修一 第34回　2007 913.6 ヨシ

星新一　一〇〇一話をつくった人 最相　葉月 　　〃 910.2 サ

花はさくら木 辻原　登 第33回　2006 913.6 ツジ

◆川端康成文学賞　（川端康成記念会　主催）

　　川端康成の功績を長く後世に伝えるために設立された川端康成記念会により、

　その年度におけるもっとも完成度の高い短編小説に贈られます。

書　　名 著者名 受賞年等

生鮮てるてる坊主　*近刊予定あり 山田　詠美 第42回　2016 雑誌・群像 15年９月号

レールの向こう 大城　立裕 第41回　2015 913.6 オオ

すっぽん心中 戌井　昭人 第40回　2014 913.6 イヌ

給水塔と亀 津村　記久子 第39回　2013 雑誌・文学界 12年３月号

犬とハモニカ 江國　香織 第38回　2012 913.6 エク

異郷（「遍路みち」所収） 津村　節子 第37回　2011 913.6 ツム

トモスイ 高樹　のぶ子 第36回　2010 913.6 タカ

かけら 青山　七恵 第35回　2009 913.6 アオ

海松（ミル） 稲葉　真弓 第34回　2008 913.6 イナ

蛹（「切れた鎖」所収） 田中　慎也 　　〃 913.6 タナ

タタド 小池　昌代 第33回　2007 913.6 コイ

請求記号

請求記号
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◆谷崎潤一郎賞　（中央公論新社　主催）

　　谷崎潤一郎が多くの作品を発表した「中央公論」。1965年、創業80年を記念して

　創設され、時代を代表する優れた小説・戯曲を顕彰しています。

書　　名 著者名 受賞年等

ヤモリ、カエル、シジミチョウ 江國　香織 第51回　2015 913.6 エク

東京自叙伝 奥泉　光 第50回　2014 913.6 オク

愛の夢とか 川上　未映子 第49回　2013 913.6 カワ

さよならクリストファー・ロビン 高橋　源一郎 第48回　2012 913.6 タカ

半島へ 稲葉　真弓 第47回　2011 913.6 イナ

ピストルズ 阿部　和重 第46回　2010 913.6 アベ

東京島 桐野　夏生 第44回　2008 913.6 キリ

爆心 青来　有一 第43回　2007 913.6 セイ

ミーナの行進 小川　洋子 第42回　2006 913.6 オガ

告白 町田　康 第41回　2005 913.6 マチ

風味絶佳 山田　詠美 　　〃 913.6 ヤマ

　谷崎潤一郎と中央公論

　　明治19年、谷崎潤一郎誕生と同年に創業した中央公論社。「春琴抄」「細雪」

　　など、多くの谷崎作品が雑誌「中央公論」「婦人公論」に連載されました。

　　創業130周年記念出版として、現在「谷崎潤一郎全集」全26巻が刊行中です。

◆野間文芸賞　（野間文化財団　主催）

　　講談社初代社長・野間清治の遺志により設立された野間文化財団によって贈られ

　る野間三賞（野間文芸賞・野間文芸新人賞・野間児童文芸賞）は、日本の文芸の

　質的向上を図り、その発展に寄与することを願って設けられました。

書　　名 著者名 受賞年等

冥途あり 長野　まゆみ 第68回　2015 913.6 ナガ

未闘病記 笙野　頼子 第67回　2014 916 シ

未明の闘争 保坂　和志 第66回　2013 913.6 ホサ

ジェントルマン 山田　詠美 第65回　2012 913.6 ヤマ

雪の練習生 多和田　葉子 第64回　2011 913.6 タワ

故郷のわが家 村田　喜代子 第63回　2010 913.6 ムラ

請求記号

請求記号
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◆野間文芸賞　続き

書　　名 著者名 受賞年等

神器　軍艦橿原殺人事件　上・下 奥泉　光 第62回　2009 913.6 オク

宿屋めぐり 町田　康 第61回　2008 913.6 マチ

ノルゲ　Norge 佐伯　一麦 第60回　2007 913.6 サエ

一日　夢の柵 黒井　千次 第59回　2005 913.6 クロ

半島を出よ　上・下 村上　龍 第58回　2004 913.6 ムラ

◆毎日出版文化賞　文学・芸術部門（毎日新聞社　主催）

　　文学・芸術、人文・社会、自然科学、企画の4部門があり、1947年に創設され、

　優れた出版物の編著者、出版社に贈られます。

書　　名 著者名 受賞年等

京都 黒川　創 第69回　2015 913.6 ナガ

ゼツメツ少年 重松　清 第68回　2014 913.6 シゲ

歓喜の仔　上・下 天童　荒太 第67回　2013 913.6 テン

東京プリズン 赤坂　真理 第66回　2012 913.6 アカ

ドストエフスキー 山城　むつみ 第65回　2011 980 ヤ

終わらざる夏　上・下 浅田　次郎 第64回　2010 913.6 アサ

1Q84　1～4 村上　春樹 第63回　2009 913.6 ムラ

双調　平家物語 橋本　治 第62回　2008 913.6 ハシ

悪人 吉田　修一 第61回　2007 913.6 ヨシ

繻子の靴　上・下 ポール・クローデル 第60回　2006 952 ク

半島を出よ　上・下 村上　龍 第59回　2005 913.6 ムラ

◆三島由紀夫賞　（新潮文芸振興会　主催）

　　作品・全集の刊行等、新潮社と関係の深かった三島由紀夫の名を冠し、文学の

　前途を切り開く新鋭の作品に贈られます。

書　　名 著者名 受賞年等

伯爵夫人　*2016.6月末刊行予定 蓮實　重彦 第29回　2016 雑誌・新潮 16年４月号

私の恋人 上田　岳弘 第28回　2015 913.6 ウエ

自分を好きになる方法 本谷　有希子 第27回　2014 913.6 モト

請求記号

請求記号

請求記号

7 ページ



◆三島由紀夫賞　続き

書　　名 著者名 受賞年等

しろいいろの街の、その骨の体温の 村田　沙耶香 第26回　2013 913.6 ムラ

私のいない高校 青木　淳悟 第25回　2012 913.6 アオ

こちらあみ子 今村　夏子 第24回　2011 913.6 イマ

クォンタム・ファミリーズ 東　浩紀 第23回　2010 913.6 アズ

夏の水の半魚人 前田　司郎 第22回　2009 913.6 マエ

切れた鎖 田中　慎弥 第21回　2008 913.6 タナ

1000の小説とバックベアード 佐藤　友哉 第20回　2007 913.6 サト

ＬＯＶＥ 古川　日出男 第60回　2006 913.6 フル

六０００度の愛 鹿島田　真希 第59回　2005 913.6 カシ

◆読売文学賞　〔小説賞〕　（読売新聞社　主催）

　　昭和24年、戦後の文芸復興と日本文学の振興を目的に制定されました。

　小説の他、戯曲、随筆、評論、詩歌、翻訳など６部門があり、その年の最も

　優れた作品に贈られます。

書　　名 著者名 受賞年等

女たち三百人の裏切りの書 古川　日出男 第67回　2015 913.6 ナガ

水声 川上　弘美 第66回　2014 913.6 カワ

夜は終わらない 星野　智幸 　　〃 913.6 ホシ

ゆうじょこう 村田　喜代子 第65回　2013 913.6 ムラ

雲をつかむ話 多和田　葉子 第64回　2012 913.6 タワ

火山のふもとで 松谷　仁之 　　〃 913.6 マツ

ナニカアル 桐野　夏生 第62回　2010 913.6 キリ

太陽を曳く馬　上・下 高村　薫 第61回　2009 913.6 タカ

かもめの日 黒川　創 第60回　2008 913.6 クロ

犬身 松浦　理英子 第59回　2007 913.6 マツ

河岸忘日抄 堀江　敏幸 第57回　2005 913.6 ホリ

焼身 宮内　勝典 　　〃 913.6 ミヤ

参考文献　　小説の賞事典/日外アソシエーツ、出版社及び主催団体ＨＰ、金沢市ＨＰ

忘れられない一冊と出会うために～　四街道市立図書館　℡043-423-6443

請求記号

請求記号
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