
    　

　　　沖で待つ 絲山　秋子/著 芥川賞

　　　ライオンのおやつ 小川　糸/著 本屋大賞 電子図書館ＩＤ

　　　妊娠カレンダー 小川　洋子/著 芥川賞 　…利用カード番号

　　　父が消えた 尾辻　克彦/著 芥川賞

　　　かなたの子 角田　光代/著 泉鏡花文学賞 初期パスワード

　　　邂逅の森 熊谷　達也/著 直木賞 　…西暦生年月日

　　　赤目四十八瀧心中未遂 車谷　長吉/著 直木賞 　※ログイン後

　　　廃墟に乞う 佐々木　譲/著 直木賞 　 変更画面が出ます

　　　海狼伝 白石　一郎/著 直木賞

　　　鍵のない夢を見る 辻村　深月/著 直木賞

　　　かがみの孤城 辻村　深月/著 本屋大賞

　　　ハケンアニメ！ 辻村　深月/著 本屋大賞 パソコン、スマホで

　　　小さいおうち 中島　京子/著 直木賞 いつでも読書が

　　　テロリストのパラソル 藤原　伊織/著 直木賞、乱歩賞 楽しめます

　　　月と蟹 道尾　秀介/著 直木賞

　　　プラナリア 山本　文緒/著 直木賞

　　　恋愛中毒 山本　文緒/著 吉川英治文学新人賞

◆直木三十五賞

書　　名 著者名 受賞年等

テスカトリポカ 佐藤　究 第165回　2021 913.6 サト

星落ちて、なお 澤田　瞳子 第165回　2021 913.6 サワ

心（うら）淋し川 西條　奈加 第164回　2020 913.6 サイ

　中堅作家を対象とし、各新聞・雑誌、単行本として発表された短編および長編の

請求記号

　大衆文芸作品のうち、最も優秀な作品に贈られます。

　　直木三十五の名を記念して1935年、芥川龍之介賞とともに創設。無名・新進・

　　読みごたえあります！

   文学賞受賞作品

　　今年も話題と内容の確かさに定評のある、選りすぐりの文学賞受賞作品をご紹介

　します。年を経ても色褪せない名作の数々をどうぞお楽しみください。

　　ご紹介する文学賞　　直木三十五賞、本屋大賞、江戸川乱歩賞、織田作之助賞、柴田

　　錬三郎賞、中山義秀賞、日本推理作家協会賞、松本清張賞、山本周五郎賞、吉川英治新人文学賞

～　エンターテインメント小説編　～

四街道市電子図書館で読めます！文学賞受賞
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少年と犬 馳　星周 第163回　2020 913.6 ハセ

熱源 川越　宗一 第161回　2019 913.6 カワ

渦　妹背山婦女庭訓 大島　真寿美 第161回　2019 913.6 オオ

宝島 真藤　順丈 第160回　2018 913.6 シン

ファーストラヴ 島本　理生 第159回　2018 913.6 シマ

銀河鉄道の父 門井　慶喜 第158回　2017 913.6 カド

月の満ち欠け 佐藤　正午 第157回　2017 913.6 サト

蜜蜂と遠雷 恩田　陸 第156回　2016 913.6 オン

海の見える理髪店 荻原　浩 第155回　2015 913.6 オギ

つまをめとらば 青山　文平 第154回　2015 913.6 アオ

流　りゅう 東山　彰良 第153回　2015 913.6 ヒガ

サラバ！　上・下 西　　加奈子 第152回　2014 913.6 ニシ

恋歌 朝井　まかて 第150回　2013 913.6 アサ

昭和の犬 姫野　カオルコ 　　〃 913.6 ヒメ

ホテルローヤル 桜木　紫乃 第149回　2013 913.6 サク

何者 朝井　リョウ 第148回　2012 913.6 アサ

等伯　　上・下 安部　龍太郎 　　〃 913.6 アベ

鍵のない夢を見る 辻村　深月 第147回　2012 913.6 ツジ

蜩の記　ひぐらしのき 葉室　麟 第146回　2011 913.6 ハム

下町ロケット 池井戸　潤 第145回　2011 913.6 イケ

漂砂のうたう 木内　昇 第144回　2010 913.6 キウ

月と蟹 道尾　秀介 　　〃 913.6 ミチ

小さいおうち 中島　京子 第143回　2010 913.6 ナカ

廃墟に乞う 佐々木　譲 第142回　2009 913.6 ササ

ほかならぬ人へ 白石　一文 　　〃 913.6 シラ

鷺と雪 北村　薫 第141回　2009 913.6 キタ

悼む人 天童　荒太 第140回　2008 913.6 テン

利休に尋ねよ 山本　兼一 　　〃 913.6 ヤマ

切羽へ 井上　荒野 第139回　2008 913.6 イノ

私の男 桜庭　一樹 第138回　2007 913.6 サク

吉原手引草 松井　今朝子 第137回　2007 913.6 マツ

まほろ駅前多田便利軒 三浦　しをん 第135回　2006 913.6 ミウ

風に舞いあがるビニールシート 森　　絵都 　　〃 913.6 モリ

容疑者Ｘの献身 東野　圭吾 第134回　2005 913.6 ヒガ

花まんま 朱川　湊人 第133回　2005 913.6 シュ

対岸の彼女 角田　光代 第132回　2004 913.6 カク

空中ブランコ 奥田　英朗 第131回　2004 913.6 オク

邂逅の森 熊谷　達也 　　〃 913.6 クマ

号泣する準備はできていた 江國　香織 第130回　2003 913.6 エク

後巷説百物語　のちのこうせつひゃくものがたり 京極　夏彦 第130回　2003 913.6 キョ

4ＴＥＥＮフォーティーン 石田　衣良 第129回　2003 913.6 イシ

星々の舟 村山　由佳 　　〃 913.6 ムラ

生きる 乙川　優三郎 第127回　2002 913.6 オト

あかね空 山本　一力 第126回　2001 913.6 ヤマ

肩ごしの恋人 唯川　恵 　　〃 913.6 ユイ
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愛の領分 藤田　宜永 第125回　2001 913.6 フジ

プラナリア 山本　文緒 第124回　2000 913.6 ヤマ

ビタミンＦ 重松　清 　　〃 913.6 シゲ

虹の谷の五月 船戸　与一 第123回　2000 913.6 フナ

ＧＯ 金城　一紀 　　〃 913.6 カネ

長崎ぶらぶら節 なかにし礼 第122回　1999 913.6 ナカ

王妃の離婚 佐藤　賢一 第121回　1999 913.6 サト

柔らかな頬 桐野　夏生 　　〃 913.6 キリ

理由 宮部　みゆき 第120回　1998 913.6 ミヤ

赤目四十八瀧心中未遂 車谷　長吉 第119回　1998 913.6 クル

女たちのジハード 篠田　節子 第117回　1997 913.6 シノ

鉄道員（ぽっぽや） 浅田　次郎 　　〃 913.6 アサ

山妣　やまはは 坂東　眞砂子 第116回　1996 913.6 バン

凍える牙 乃南　アサ 第115回　1996 913.6 ノナ

◆本屋大賞

書　　名 著者名 受賞年等

52ヘルツのクジラたち 町田　そのこ 第18回・2021　1位 913.6 マチ

お探し物は図書室まで 青山　美智子 第18回・2021　2位 913.6 アオ

犬がいた季節 伊吹　有喜 第18回・2021　3位 913.6 イブ

流浪の月 凪良　ゆう 第17回・2020　1位 913.6 ナギ

ライオンのおやつ 小川　糸 第17回・2020　2位 913.6 オガ

線は、僕を描く 砥上　裕將 第17回・2020　3位 913.6 トガ

そして、バトンは渡された 瀬尾　まいこ 第16回・2019　1位 913.6 セオ

ひと 小野寺　史宜 第16回・2019　2位 913.6 オノ

ベルリンは晴れているか 深緑　野分 第16回・2019　3位 913.6 フカ

かがみの孤城 辻村　深月 第15回・2018　1位 913.6 ツジ

盤上の向日葵 柚木　裕子 第15回・2018　2位 913.6 ユズ

屍人荘の殺人 今村　昌弘 第15回・2018　3位 913.6 イマ

蜜蜂と遠雷 恩田　陸 第14回・2017　1位 913.6 オン

みかづき 森　絵都 第14回・2017　2位 913.6 モリ

罪の声 塩田　武士 第14回・2017　3位 913.6 シオ

羊と鋼の森 宮下　奈緒 第13回・2016　1位 913.6 ミヤ

君の膵臓を食べたい 住野　よる 第13回・2016　2位 913.6 スミ

世界の果てのこどもたち 中脇　初枝 第13回・2016　3位 913.6 ナカ

鹿の王　　　上・下 上橋　菜穂子 第12回・2015　1位 913.6 ウエ

サラバ！　　上・下 西　　加奈子 第12回・2015　2位 913.6 ニシ

ハケンアニメ！ 辻村　深月 第12回・2015　3位 913.6 ツジ

その女アレックス ﾋﾟｴｰﾙ･ﾙﾒｰﾄﾙ 第12回・2015　1位 Ｂ953 ル

村上海賊の娘　　上・下 和田　竜 第11回・2014　1位 913.6 ワダ

昨夜のカレー、明日のパン 木皿　泉 第11回・2014　2位 913.6 キサ

　全国の書店員が自分で読んで「面白かった」「一番売りたい本」を選び

　投票する本屋大賞。今年は全国446書店の564人が一次投票を行い、

請求記号

　ノミネート10作品からベスト３が選出されました。
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島はぼくらと 辻村　深月 第11回・2014　3位 913.6 ツジ

ＨＨｈＨプラハ、1942年 ローラン・ビネ 第11回・2014　1位 953 ビ

海賊とよばれた男　　上・下 百田　尚樹 第10回・2013　1位 913.6 ヒャ

６４（ロクヨン） 横山　秀夫 第10回・2013　2位 913.6 ヨコ

楽園のカンヴァス 原田　マハ 第10回・2013　3位 913.6 ハラ

タイガース・ワイフ テア・オブレヒト 第10回・2013　1位 933 ｵ

舟を編む 三浦　しをん 第  9回・2012　1位 913.6 ミウ

ジェノサイド 高野　和明 第  9回・2012　2位 913.6 タカ

ピエタ 大島　真須美 第  9回・2012　3位 913.6 オオ

◇注目！翻訳小説部門

ザリガニの鳴くところ ディーリア・オーエンズ 第10回・2021　1位 933 オ

アーモンド ソン・ウォンピョン 第  9回・2020　1位 929 ソ

カササギ殺人事件　上下 ｱﾝｿﾆｰ･ﾎﾛｳﾞｨｯﾂ 第  8回・2019　1位 Ｂ933 ホ

カラヴァル深紅色の少女 ｽﾃﾌｧﾆｰ･ｶﾞｰﾊﾞｰ 第  7回・2018　1位 933 ガ

ハリネズミの願い トーン・テレヘン 第  6回・2017　1位 949 テ

◆江戸川乱歩賞

書　　名 著者名 受賞年等

センパーファイ 伏尾　美紀 第67回　　2021

老虎残夢 桃ノ雑派 第67回　　2021

わたしが消える 佐野　広実 第66回　　2020 913.6 サノ

ノワールをまとう女 神護　かずみ 第65回　　2019 913.6 ジン

到達不能極 斉藤　詠一 第64回　　2018 913.6 サイ

　※受賞作なし － 第63回　　2017

ＱＪＫＪＱ 佐藤　究 第62回　　2016 913.6 サト

道徳の時間 呉　　勝浩 第61回　　2015 913.6 ゴ

闇に香る嘘 下村　敦史 第60回　　2014 913.6 シモ

襲名犯 竹吉　優輔 第59回　　2013 913.6 タケ

カラマーゾフの妹 高野　史緒 第58回　　2012 913.6 タカ

よろずのことに気をつけよ 川瀬　七緒 第57回　　2011 913.6 カワ

完盗オンサイト 玖村　まゆみ 第57回　　2011 913.6 クム

再会 横関　大 第56回　　2010 913.6 ヨコ

プリズン・トリック 遠藤　武文 第55回　　2009 913.6 エン

誘拐児 翔田　寛 第54回　　2008 913.6 ショ

訣別の森 末浦　広海 　〃 913.6 スエ

沈底魚　ちんていぎょ 曽根　圭介 第53回　　2007 913.6 ソネ

東京ダモイ 鏑木　蓮 第52回　　2006 913.6 カブ

三年坂　火の夢 早瀬　乱 　〃 913.6 ハヤ

天使のナイフ 薬丸　岳 第51回　　2005 913.6 ヤク

　新進推理作家の発掘と育成を目的に、未発表の長編小説を公募するもの。

　　江戸川乱歩が自身の還暦を記念し、基金提供して1954年に創設。

　数多くの大型作家を輩出した、推理小説界の登龍門です。

請求記号

刊行日未定
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カタコンベ 神山　裕右 第50回　　2004 913.6 カミ

マッチメイク 不知火　京介 第49回　　2003 913.6 シラ

翳りゆく夏 赤井　三尋 　〃 913.6 アカ

滅びのモノクローム 三浦　昭博 第48回　　2002 913.6 ミウ

１３階段 高野　和明 第47回　　2001 913.6 タカ

脳男　のうおとこ 首藤　瓜於 第46回　　2000 913.6 シュ

八月のマルクス 新野　剛志 第45回　　1999 913.6 シン

果つる底なき 池井戸　潤 第44回　　1998 913.6 イケ

１２　twelveYO 福井　晴敏 　〃 913.6 フク

破線のマリス 野沢　尚 第43回　　1997 913.6 ノザ

左手に告げるなかれ 渡辺　容子 第42回　　1996 913.6 ワタ

テロリストのパラソル 藤原　伊織 第41回　　1995 913.6 フジ

◆織田作之助賞　（織田作之助賞実行委員会　主催）

　　昭和58年、大阪生まれの作家・織田作之助生誕70年を記念して創設。

　井原西鶴、近松門左衛門以来の伝統ある大阪に更に新しい文学の展開を

　願い、新鋭・気鋭の作家の単行本を対象に選考されます。

書　　名 著者名 受賞年等

魯肉飯（ロパブン）のさえずり 温又柔おんゆうじゅう 第37回　2020 913.6 オン

トリニティ 窪　美澄 第36回　2019 913.6 クボ
その話は今日はやめておきましょう 井上　荒野 第35回　2018 913.6 イノ

リリース 古谷田　奈月 第34回　2017 913.6 コヤ

僕が殺した人と僕を殺した人 東山　彰良 第34回　2017 913.6 ヒガ

ジニのパズル 崔　実 第33回　2016 913.6 チェ

あの家に暮らす四人の女 三浦　しをん 第32回　2015 913.6 ミウ

浪華古本屋騒動記 堂垣　園江 　　〃 913.6 ドウ

阿蘭陀西鶴 朝井　まかて 第31回　2014 913.6 アサ

世界で一番美しい 藤谷　治 　　〃 913.6 フジ

工場 小山田　浩子 第30回　2013 913.6 オヤ

◆柴田錬三郎賞　（集英社　主催）

　「眠狂四郎無頼控」など大衆の心を打ち、ロマンの新しい地平を切り

　開いた柴田錬三郎の業績をたたえ、昭和６３年に創設。現代小説、時代

　小説を問わず、真に広汎な読者を魅了しうる作家と作品に贈られます。

書　　名 著者名 受賞年等

逆ソクラテス 伊坂　幸太郎 第33回　　2020 913.6 イサ

彼女は頭が悪いから 姫野　カオルコ 第32回　　2019 913.6 ヒメ

雪の階 奥泉　光 第31回　　2018 913.6 オク

日蝕えつきる 花村　萬月 第30回　　2017 913.6 ハナ

赤へ 井上　荒野 第29回　　2016 913.6 イノ

かたづの！ 中島　京子 第28回　　2015 913.6 ナカ

請求記号

請求記号
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櫛挽道守 木内　昇 第27回　　2014 913.6 キウ

夢幻花 東野　圭吾 第26回　　2013 913.6 ヒガ

紙の月 角田　光代 第25回　　2012 913.6 カク

西巷説百物語 京極　夏彦 第24回　　2011 913.6 キョ

横道世之介 吉田　修一 第23回　　2010 913.6 ヨシ

仮想儀礼　上・下 篠田　節子 第22回　　2009 913.6 シノ

ダブル・ファンタジー 村山　由佳 　　〃 913.6 ムラ

◆中山義秀文学賞　（中山義秀顕彰会　主催）

　　平成5年、中山義秀記念文学館（福島県白河市）の開館を記念して

　創設。日本の歴史を素材とした文学作品の中から最も優れた作品に贈られます。

書　　名 著者名 受賞年等

まむし三代記 木下　昌輝 第26回　　2020 913.6 キノ

がいなもん松浦武四郎一代 河治　和香 第25回　　2019 913.6 カワ

守教　上・下 帚木　蓬生 第24回　　2018 913.6 ハハ

荒仏師運慶 梓澤　要 第23回　　2017 913.6 アズ

眩（くらら） 朝井　まかて 第22回　　2016 913.6 アサ

沙羅沙羅越え 風野　真知雄 第21回　　2015 913.6 カゼ

峠越え 伊東　潤 第20回　　2014 913.6 イト

破天の剣 天野　純希 第19回　　2013 913.6 アマ

涅槃の雪 西條　奈加 第18回　　2012 913.6 サイ

孤鷹の天 澤田　瞳子 第17回　　2011 913.6 サワ

◆日本推理作家協会賞

〈長編および連作短編集部門〉

書　　名 著者名 受賞年等

インビジブル 坂上　泉 第74回　　2021 913.6 サカ

蝉かえる 櫻田　智也 　〃 913.6 サク

スワン 呉　勝浩 第73回　　2020 913.6 ゴ

凍てつく太陽 葉真中　顕 第72回　　2019 913.6 ハマ

いくさの底 古処　誠二 第71回　　2018 913.6 コド

愚者の毒 宇佐美　まこと 第70回　　2017 913.6 ウサ

孤狼の血 柚木　裕子 第69回　　2016 913.6 ユズ

土漠の花 月村　了衛 第68回　　2015 913.6 ツキ

イノセント・デイズ 早見　和真 　〃 913.6 ハヤ

金色機械 恒川　光太郎 第67回　　2014 913.6 ツネ

百年法　　上・下 山田　宗樹 第66回　　2013 913.6 ヤマ

ジェノサイド 高野　和明 第65回　　2012 913.6 タカ

隻眼の少女 麻耶　雄嵩 第64回　　2011 913.6 マヤ

　　創設は昭和22年の日本探偵作家クラブ創立に伴う「日本探偵作家クラブ賞」。

請求記号

請求記号

　前年1～12月に発表された最もすぐれた長編、短編、評論作品に贈られます。
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折れた竜骨 米澤　穂信 　〃 913.6 ヨネ

粘膜蜥蜴　ねんまくとかげ 飴村　行 第63回　　2010 B913.6 アメ

乱反射 貫井　徳郎 　〃 913.6 ヌク

カラスの親指 道尾　秀介 第62回　　2009 913.6 ミチ

ジョーカー・ゲーム 柳　　広司 　〃 913.6 ヤナ

果断　隠蔽操作2 今野　敏 第61回　　2008 913.6 コン

赤朽葉家の伝説　あかくちばけのでんせつ 桜庭　一樹 第60回　　2007 913.6 サク

ユージニア 恩田　陸 第59回　　2006 913.6 オン

硝子のハンマー 貴志　祐介 第58回　　2005 913.6 キシ

剣と薔薇の夏 戸松　淳矩 　〃 913.6 トマ

葉桜の季節に君を想うということ 歌野　晶午 第57回　　2004 913.6 ウタ

ワイルド・ソウル 垣根　涼介 　〃 913.6 カキ

◆松本清張賞　（日本文学振興会　主催）

　松本清張の業績を記念し、良質なｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ小説を表彰する公募型文学賞。

　横山秀夫、山本兼一、葉室麟、梶よう子など、多くの人気作家を輩してきました。

書　　名 著者名 受賞年等

万事快調オール・グリーンズ 波木　銅 第27回　2019 913.6 ナミ

震雷の人 千葉　ともこ 第27回　2020 913.6 チバ

へぼ侍 坂上　泉 第26回　2019 913.6 サカ

天地に燦たり 川越　宗一 第25回　2018 913.6 カワ

明治乙女物語 滝沢　志郎 第24回　2017 913.6 タキ

待ってよ 横須賀　敬明 第23回　2016 913.6 ヨコ

屋上のウインドノーツ 額賀　澪 第22回　2015 913.6 ヌカ

推定脅威 未須本　有生 第21回　2014 913.6 ミス

◆山本周五郎賞　（新潮文学振興会　主催）

　　新潮社とゆかりの深かった山本周五郎を記念し、昭和63年三島由紀夫賞とともに

　創設された新潮四賞の一つ。すぐれて物語性を有する新しい文芸作品に贈られます。

書　　名 著者名 受賞年等

テスカトリポカ 佐藤　究 第34回　2021 913.6 サト

ザ・ロイヤルファミリー 早見　和真 第33回　2020 913.6 ハヤ

平場の月 朝倉　かすみ 第32回　2019 913.6 アサ

ゲームの王国　上・下 小川　哲 第31回　2018 913.6 オガ

明るい夜に出かけて 佐藤　多佳子 第30回　2017 913.6 サト

ユートピア 湊　かなえ 第29回　2016 913.6 ミナ

ナイルパーチの女子会 柚木　麻子 第28回　2015 913.6 ユズ

満願 米澤　穂信 第27回　2014 913.6 ヨネ

残穢 小野　不由美 第26回　2013 913.6 オノ

楽園のカンヴァス 原田　マハ 第25回　2012 913.6 ハラ

ふがいない僕は空を見た 窪　美澄 第24回　2011 913.6 クボ

請求記号

請求記号
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後悔と真実の色 貫井　徳郎 第23回　2010 913.6 ヌク

光媒の花 道尾　秀介 　　〃 913.6 ミチ
この胸に深々と突き刺さる矢を抜け　上・下 白石　一文 第22回　2009 913.6 シラ

果断　隠蔽操作2 今野　敏 第21回　2008 913.6 コン

ゴールデンスランバー 伊坂　幸太郎 　　〃 913.6 イサ

◆吉川英治文学新人賞

書　　名 著者名 受賞年等

オルタネート 加藤　シゲアキ 第42回　　2021 913.6 カト

愛されなくても別に 武田　綾乃 　〃 913.6 タケ

八本目の槍 今村　翔吾 第41回　　2020 913.6 イマ

歪んだ波紋 塩田　武士 第40回　　2019 913.6 シオ

Ank : a mirroring ape 佐藤　究 第39回　　2018 913.6 サト

ミッドナイトジャーナル 本城　雅人 第38回　　2017 913.6 ホン

Aではない君と 薬丸　岳 第37回　　2016 913.6 ヤク

まるまるの毬 西條　奈加 第36回　　2015 913.6 サイ

村上海賊の娘　　上・下 和田　竜 第35回　　2014 913.6 ワダ

国を蹴った男 伊東　潤 第34回　　2013 913.6 イト

機龍警察　暗黒市場 月村　了衛 　〃 913.6 ツキ

地の底のヤマ 西村　健 第33回　　2012 913.6 ニシ

ツナグ 辻村　深月 第32回　　2011 913.6 ツジ

鉄の骨 池井戸　潤 第31回　　2010 913.6 イケ

天地明察 冲方　丁 　〃 913.6 ウブ

田村はまだか 朝倉　かすみ 第30回　　2009 913.6 アサ

ジョーカー・ゲーム 柳　　広司 　〃 913.6 ヤナ

ミノタウロス 佐藤　亜紀 第29回　　2008 913.6 サト

一瞬の風になれ 佐藤　多佳子 第28回　　2007 913.6 サト

隠蔽捜査 今野　敏 第27回　　2006 913.6 コン

夜のピクニック 恩田　陸 第26回　　2008 913.6 オン

幸福な食卓 瀬尾　まいこ 　〃 913.6 セオ

アヒルと鴨のコインロッカー 伊坂　幸太郎 第25回　　2009 913.6 イサ

ワイルド・ソウル 垣根　涼介 　〃 913.6 カキ

終戦のローレライ　　上・下 福井　晴敏 第24回　　2008 913.6 フク

其の一日 諸田　玲子 　〃 913.6 モロ

参考文献　　小説の賞事典/日外アソシエーツ、

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

　　　　　　文藝春秋HP、本屋大賞HP他、出版社及び主催団体ＨＰ

請求記号

　作品を発表した作家の中から最も将来性のある新人にに贈られます。

　新人賞という名称ですが、中堅作家の受賞が多いのが特徴です。

　　昭和55年、吉川英治文化振興会により創設。前年1～12月に新聞、雑誌、単行本で
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