
　　　　　　    　　◆◇◆　展示リスト「受賞作でふりかえる２０１７年」　◆◇◆

　　　　　　期間：2017年12月12日（火）～2018年1月14日（日）
　　　　　　場所：富山県立図書館　1階閲覧室

●文学賞・文化賞
書　名 著　者 出版者 出版年 請求記号 場所 受賞名（５０音順）

1 しんせかい 山下澄人／著 新潮社（発売） 2016.10 F/ﾔｽ/ 一般開架 第１５６回芥川龍之介賞

2 影裏 沼田真佑／著 文藝春秋 2017.7 F/ﾇｼ/ 一般開架 第１５７回芥川龍之介賞

3 慶応三年の水練侍 木村忠啓／著 朝日新聞出版 2016.12  F/ｷﾁ/ 一般開架 第８回朝日時代小説大賞

4 大きな鳥にさらわれないよう 川上弘美／著 講談社 2016.4 F/ｶﾋ/ 一般開架 第４４回泉鏡花文学賞

5
シベリア最深紀行
知られざる大地への七つの旅

中村逸郎／著 岩波書店 2016.2 292.9/80/ 一般開架
第６回梅棹忠夫・山と探検文
学賞

6
金融政策の「誤解」
“壮大な実験”の成果と限界

早川英男／著 慶應義塾大学出版会 2016.7 338.3/167/ 一般開架 第５７回エコノミスト賞

7 帰郷 浅田次郎／著 ［集英社］ 2016.6 F/ｱｼ/ 一般開架 第４３回大佛次郎賞

8
排除と抵抗の郊外　フランス＜移民＞集住地域
の形成と変容

森千香子／著 ［東京大学出版会］ 2016.3 334.4/597/ 一般開架 第１６回大佛次郎論壇賞

9 情報法のリーガル・マインド 林紘一郎／著 勁草書房 2017.2 401/1211/ 一般開架 第２６回大川出版賞

10
小倉昌男　祈りと経営
ヤマト「宅急便の父」が闘っていたもの

森健／著 小学館 2016.1 289.1/ｵﾏ/ 一般開架
第１回大宅壮一メモリアル日
本ノンフィクション大賞

11 日本会議の研究 (扶桑社新書) 菅野完／著 扶桑社 2016.5 368.8/86/ 書庫
第２回大宅壮一メモリアル日
本ノンフィクション大賞（読者
賞）

12 現代中国の産業集積
「世界の工場」とボトムアップ型経済発展

伊藤亜聖／著 名古屋大学出版会 2015.12 502.2/88/ 一般開架 第３３回大平正芳記念賞

13 華北駐屯日本軍
義和団から盧溝橋への道 (岩波現代全書)

櫻井良樹／著 岩波書店 2015.9
210.74/116
/

一般開架 第３３回大平正芳記念賞

14
ボクシングと大東亜
東洋選手権と戦後アジア外交

乗松優／著 忘羊社 2016.7 788/505/ 一般開架 第３３回大平正芳記念賞

15
現代アメリカ選挙の変貌
アウトリーチ・政党・デモクラシー

渡辺将人／著 名古屋大学出版会 2016.1 314.8/297/ 一般開架 第３３回大平正芳記念賞

16 最後の「天朝」　上・下
毛沢東・金日成時代の中国と北朝鮮

沈志華／［著］ 岩波書店 2016.9 319.2/479/ 一般開架
第３３回大平正芳記念賞
（特別賞）

17 リボルバー・リリー 長浦京／著 講談社 2016.4 F/ﾅｷ/ 一般開架 第１９回大藪春彦賞

19 ジニのパズル 崔実／著 講談社 2016.7 F/ﾁｼ/ 一般開架 第３３回織田作之助賞

20 マラス　暴力に支配される少年たち 工藤律子／著 集英社 2016.11 369.1/982/ 一般開架
第１４回開高健ノンフィクショ
ン賞

21 徒然草の十七世紀　近世文芸思潮の形成 川平敏文／著 岩波書店 2015.2 914.4/83/ 一般開架
第３８回角川源義賞（文学研
究部門）

22
越境者の政治史　アジア太平洋における日本人
の移民と植民

塩出浩之／著 名古屋大学出版会 2015.10 334.4/585/ 一般開架
第３８回角川源義賞（歴史研
究部門）

23
九相図をよむ　(角川選書)　朽ちてゆく死体の美
術史

山本聡美／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ（発売） 2015.4 721/1297/ 一般開架 第１４回角川財団学芸賞

24 乱世をゆけ　織田の徒花、滝川一益 佐々木功／［著］ 角川春樹事務所 2017.10 F/ｻｺ/ 一般開架 第９回角川春樹小説賞

25 あひる 今村夏子／著 書肆侃侃房（発売） 2016.11 F/ｲﾅ/ 一般開架
第５回河合隼雄物語賞・学
芸賞（物語賞）

26
落語に花咲く仏教 (朝日選書)
宗教と芸能は共振する

釈徹宗／著 朝日新聞出版 2017.2 180.4/352/ 一般開架
第５回河合隼雄物語賞・学
芸賞（学芸賞）

27 文字渦　（「新潮」平成２８年５月号～） 円城塔／著 新潮社 2016.5 Ｚ9/4 雑誌 第４３回川端康成文学賞

28 来てけつかるべき新世界 上田誠／著 白水社 2017.5 912.6/539/ 一般開架 第６１回岸田國士戯曲賞

29 夢をかなえるゾウ 水野敬也／〔著〕 飛鳥新社 2007.8 F/ﾐｹ/ 書庫
第３回君に贈る本（キミ本）
大賞（大賞）

30 一瞬の風になれ　１ 　イチニツイテ
佐藤多佳子／
著

講談社 2006.8 F/ｻﾀ/ 書庫
第３回君に贈る本（キミ本）
大賞（２位）

31 一瞬の風になれ　２ 　ヨウイ
佐藤多佳子／
著

講談社 2006.9 F/ｻﾀ/ 書庫
第３回君に贈る本（キミ本）
大賞（２位）

32 一瞬の風になれ　３ 　ドン
佐藤多佳子／
著

講談社 2006.10 F/ｻﾀ/ 書庫
第３回君に贈る本（キミ本）
大賞（２位）

33 風が強く吹いている 三浦しをん／著 新潮社 2006.9 F/ﾐｼ/ 書庫
第３回君に贈る本（キミ本）
大賞（３位）

34
和の台所道具おいしい料理帖
使って覚える活用術

小島喜和／著 日東書院本社 2015.11 596/1614/ 一般開架
グルマン世界料理本大賞２
０１７（Ｓｉｎｇｌｅ　Ｓｕｂｊｅｃｔ賞
第２位）

35
１＋１の和の料理
単純こそがおいしい理由

松本栄文／著 ［ＮＨＫ出版（発売）］ 2015.12 596.1/475/ 一般開架
グルマン世界料理本大賞２
０１７（Ｗｏｒｌｄ　Ｃｕｉｓｉｎｅ：Ｊａｐ
ａｎｅｓｅ賞　第１位）

36 また、桜の国で
須賀しのぶ／
著

祥伝社 2016.10 F/ｽｼ/ 一般開架 第４回高校生直木賞

37
黄色いマンション黒い猫 (ＳＷＩＴＣＨ　ＬＩＢＲＡＲ
Ｙ)

小泉今日子／

著
スイッチ・パブリッシング 2016.4 767/721/ 一般開架 第３３回講談社エッセイ賞

38 鳥肌が 穂村弘／著 ＰＨＰ研究所 2016.7 914.6/ﾎﾋ/ 一般開架 第３３回講談社エッセイ賞

39
人類と気候の１０万年史 (ブルーバックス)過去
に何が起きたのか、これから何が起こるのか

中川毅／著 講談社 2017.2 451.9/152/ 一般開架 第３３回講談社科学出版賞

40 狂うひと　「死の棘」の妻・島尾ミホ 梯久美子／著 新潮社（発売） 2016.10 910.28/ｼﾐ/ 一般開架
第３９回講談社ノンフィク
ション賞
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41 勝ち過ぎた監督　駒大苫小牧幻の三連覇 中村計／著 ［集英社］ 2016.8 783/1298/ 一般開架
第３９回講談社ノンフィク
ション賞

42 タネをまく縄文人　最新科学が覆す農耕の起源 小畑弘己／著 吉川弘文館 2016.1 210.2/707/ 一般開架
第５回古代歴史文化賞（大
賞）

43 がん消滅の罠　完全寛解の謎 岩木一麻／著 宝島社 2017.1 F/ｲｶ/ 一般開架
第１５回「このミステリーがす
ごい！」大賞

44
京の縁結び　縁見屋の娘 (宝島社文庫 このミス
大賞)

三好昌子／著 宝島社 2017.3 F/ﾐｱ/ 書庫
第１５回「このミステリーがす
ごい！」大賞（優秀賞）

45 中動態の世界　意志と責任の考古学 國分功一郎／著 医学書院 2017.4 104/697/ 一般開架
第１６回小林秀雄賞
（小林賞）

46
子どもたちの階級闘争　ブロークン・ブリテンの
無料託児所から

ブレイディみかこ
／［著］

みすず書房（発売） 2017.4
369.4/1212
/

一般開架
第１６回小林秀雄賞
（ドキュメント賞）

47
フランス再興と国際秩序の構想　第二次世界大
戦期の政治と外交

宮下雄一郎／
著

勁草書房 2016.4 319.3/181/ 一般開架
第３９回サントリー学芸賞
（政治・経済）

48 時がつくる建築　リノベーションの西洋建築史 加藤耕一／著 東京大学出版会 2017.4 523/375/ 一般開架
第３９回サントリー学芸賞
（芸術・文学）

49 戸籍と無戸籍　「日本人」の輪郭 遠藤正敬／著 人文書院 2017.5 324.8/242/ 一般開架
第３９回サントリー学芸賞
（社会・風俗）

50
「働く青年」と教養の戦後史　「人生雑誌」と読者
のゆくえ

福間良明／著 筑摩書房 2017.2 051/489/ 一般開架
第３９回サントリー学芸賞
（社会・風俗）

51
現代フランスを生きるジプシー　旅に住まうマ
ヌーシュと共同性の人類学

左地亮子／著 世界思想社 2017.2 注文中
第３９回サントリー学芸賞
（思想・歴史）

52 全国政治の始動　帝国議会開設後の明治国家 前田亮介／著 ［東京大学出版会］ 2016.5 注文中
第３９回サントリー学芸賞
（思想・歴史）

53 赤へ 井上荒野／著 祥伝社 2016.6 F/ｲｱ/ 一般開架 第２９回柴田錬三郎賞

54
秘密解除ロッキード事件　田中角栄はなぜアメ
リカに嫌われたのか

奥山俊宏／著 岩波書店 2016.7 312.1/947/ 一般開架 第２１回司馬遼太郎賞

55
ジャン＝ジョゼフ・スュラン　一七世紀フランス神
秘主義の光芒

渡辺優／著 慶應義塾大学出版会 2016.1 198.2/241/ 一般開架
第３４回（２０１７年度）渋沢・ク
ローデル賞（日本側）（本賞）

56
フランス再興と国際秩序の構想
第二次世界大戦期の政治と外交

宮下雄一郎／
著

勁草書房 2016.4 319.3/181/ 一般開架
第３４回（２０１７年度）渋沢・ク
ローデル賞（日本側）（奨励賞）

57 お師匠さま、整いました！ 泉ゆたか／著 講談社 2017.1 F/ｲﾕ/ 一般開架
第１１回小説現代長編新人
賞

58 星に願いを、そして手を。 青羽悠／著 集英社 2017.2 F/ｱﾕ/ 一般開架 第２９回小説すばる新人賞

59 律令制度と日本古代の婚姻・家族に関する研究 胡潔／著 風間書房 2016.2 362.1/40/ 一般開架 第３１回女性史青山なを賞

60 １★９★３★７ 辺見庸／著 河出書房新社 2016.3
210.7/453/
A

一般開架 第３回城山三郎賞

61 亡国記 北野慶／著 ［現代書館］ 2015.8 F/ｷｹ/ 一般開架 第３回城山三郎賞

62 言ってはいけない　残酷すぎる真実 (新潮新書) 橘玲／著 新潮社（発売） 2016.4 467/264/ 一般開架 新書大賞２０１７（大賞）

63
人口と日本経済　長寿、イノベーション、経済成
長

吉川洋／著 中央公論新社 2016.8
332.1/1277
/

一般開架 新書大賞２０１７（２位）

64 日本会議の研究 菅野完／著 扶桑社 2016.5 368.8/86/ 書庫 新書大賞２０１７（３位）

65 縫わんばならん 古川真人／著 新潮社（発売） 2017.1 F/ﾌﾏ/ 一般開架 第４８回新潮新人賞

66
子どもたちの階級闘争　ブロークン・ブリテンの
無料託児所から

ブレイディみか
こ／［著］

みすず書房（発売） 2017.4
369.4/1212
/

一般開架 第１６回新潮ドキュメント賞

67 若冲 澤田瞳子／著 文藝春秋 2015.4 F/ｻﾄ/ 一般開架 第９回親鸞賞

68 偉大なる時のモザイク
カルミネ・ア

バーテ／著
未知谷（発売） 2016.5 F7/174/ 一般開架 第２回須賀敦子翻訳賞

69 プラハの墓地
ウンベルト・

エーコ／著
東京創元社 2016.2 F7/169/ 一般開架 第２回須賀敦子翻訳賞

70 そういう生き物 春見朔子／著 集英社 2017.2 F/ﾊｻ/ 一般開架 第４０回すばる文学賞

71 ユナイテッド・ステイツ・オブ・ジャパン
ピーター・トライア
ス／著　中原尚
哉／訳

早川書房（発売） 2016.10 F3/3413/ 一般開架
第４８回星雲賞（海外長編部
門　小説）

72 宝石鳥
鴇澤亜妃子／
著

東京創元社 2017.8 F/ﾄｱ/ 一般開架
第２回創元ファンタジイ新人
賞

73 太宰治賞　２０１７
筑摩書房編集
部／編

筑摩書房 2017.6 F/ﾁ/N17 一般開架 第３３回太宰治賞

74 名誉と恍惚 松浦寿輝／著 新潮社（発売） 2017.3 F/ﾏﾋ/ 一般開架 第５３回谷崎潤一郎賞

75 みかづき 森絵都／著 ［集英社］ 2016.9 F/ﾓｴ/ 一般開架 第１２回中央公論文芸賞

76
バルトン先生、明治の日本を駆ける！　近代化
に献身したスコットランド人の物語

稲場紀久雄／
著

平凡社 2016.10 289.3/ﾊｳ/ 一般開架
平成２８年度土木学会出版
文化賞

77 地震との戦い　なぜ橋は地震に弱かったのか 川島一彦／著 鹿島出版会 2014.12 515/162/ 一般開架
平成２８年度土木学会出版
文化賞

78 蜜蜂と遠雷 恩田陸／著 幻冬舎 2016.9 F/ｵﾘ/ 一般開架 第１５６回直木三十五賞

79 月の満ち欠け 佐藤正午／著 岩波書店 2017.4 F/ｻｼ/ 一般開架 第１５７回直木三十五賞

80 眩（くらら）
朝井まかて／
著

新潮社（発売） 2016.3 F/ｱﾏ/ 一般開架 第２２回中山義秀文学賞

81 姥捨て山繁盛記 太田俊明／著 日本経済新聞出版社 2017.2 F/ｵﾄ/ 一般開架 第８回日経小説大賞

82 リーチ先生 原田マハ／著 ［集英社］ 2016.10 F/ﾊﾏ/ 一般開架 第３６回新田次郎文学賞
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83 文字を作る仕事 鳥海修／著 晶文社 2016.7 727/410/ 一般開架
第６５回日本エッセイス
ト・クラブ賞

84 裁判の非情と人情 (岩波新書　新赤版) 原田國男／著 岩波書店 2017.2 327.6/335/ 一般開架
第６５回日本エッセイス
ト・クラブ賞

85
占領下の児童出版物とＧＨＱの検閲　ゴードンＷ．プラ
ンゲ文庫に探る

谷暎子／著 共同文化社 2016.6 019.5/367/ 一般開架 第３８回日本出版学会賞

86 ザ・ベストミステリーズ　２０１７　推理小説年鑑
日本推理作家
協会／編

講談社 2017.5
F/ﾆ15/1-
N17

一般開架
第７０回日本推理作家協
会賞（短編部門）

87
きみといたい、朽ち果てるまで　絶望の街イタギ
リにて

坊木椎哉／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ（発売） 2016.11 F/ﾎｼ/ 一般開架
第２３回日本ホラー小説
大賞(優秀賞)

88 すべての見えない光 (ＣＲＥＳＴ　ＢＯＯＫＳ)
アンソニー・ドー
ア／著

新潮社（発売） 2016.8 F3/3395/ 一般開架 第３回日本翻訳大賞

89 ポーランドのボクサー (エクス・リブリス)
エドゥアルド・ハル
フォン／著

白水社 2016.6 F6/218/ 一般開架 第３回日本翻訳大賞

90 フジ三太郎
サトウサンペイ
／著

朝日新聞社 1991.10 726.1/182/ 書庫
第４６回日本漫画家協会賞
【カーツーン部門】（特別賞）

91 フジ三太郎旅日記
サトウサンペイ
／著

朝日新聞社 1994.03 290.9/179/ 書庫
第４６回日本漫画家協会賞
【カーツーン部門】（特別賞）

92 土の記　上・下 高村薫／著 新潮社（発売） 2016.11 F/ﾀｶ/ 一般開架 第７０回野間文芸賞

93 星の子 今村夏子／著 朝日新聞出版 2017.6 F/ｲﾅ/ 一般開架 第３９回野間文芸新人賞

94 日曜日の人々（サンデー・ピープル） 高橋弘希／著 講談社 2017.8 F/ﾀﾋ/ 一般開架 第３９回野間文芸新人賞

95 闘鬼斎藤一 吉川永青／著 ［ＮＨＫ出版（発売）］ 2015.4 F/ﾖﾅ/ 一般開架 第４回野村胡堂文学賞

96
サピエンス全史　上・下　文明の構造と人類の幸
福

ユヴァル・ノア・ハ
ラリ／著　柴田裕
之／訳

河出書房新社 2016.9 209/223/ 一般開架
ビジネス書大賞２０１７（大
賞）

97 蜜蜂と遠雷 恩田陸／著 幻冬舎 2016.9 F/ｵﾘ/ 一般開架 第５回ブクログ賞

98 いのちの車窓から 星野源／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ（発売） 2017.3 914.6/ﾎｹ/ 一般開架
第５回ブクログ賞（エッセ
イ・ノンフィクション部門）

99 アウシュヴィッツの図書係
アントニオ・Ｇ．イ
トゥルベ／著 ［集英社］ 2016.7 F6/210/ 一般開架

第５回ブクログ賞
（海外小説部門）

100 ゲンロン　０（２０１７Ａｐｒｉｌ） 　観光客の哲学 東浩紀／［編］ ゲンロン 2017.4 105/13/ 一般開架
第５回ブクログ賞
（人文書部門）

101 ねないこはわたし
せなけいこ／
作・絵

文藝春秋 2016.7 726/741/ 一般開架
第５回ブクログ賞
（フリー投票部門）

102 本懐に候 山本音也／著 小学館 2016.4 F/ﾔｵ/ 一般開架 第１０回舟橋聖一文学賞

103 影裏 沼田真佑／著 文藝春秋 2017.7 F/ﾇｼ/ 一般開架 第１２２回文学界新人賞

104 名誉と恍惚 松浦寿輝／著 新潮社（発売） 2017.3 F/ﾏﾋ/ 一般開架
第２７回Bunkamuraドゥマ
ゴ文学賞

105 おらおらでひとりいぐも 若竹千佐子／著 河出書房新社 2017.11 注文中 第５４回文藝賞

106 涙香迷宮 竹本健治／著 講談社 2016.3 F/ﾀｹ/ 一般開架
第１７回本格ミステリ大賞
（小説部門）

107 本格力　本棚探偵のミステリ・ブックガイド 喜国雅彦／著 講談社 2016.11 902.3/154/ 一般開架
第１７回本格ミステリ大賞
（評論・研究部門）

108 蜜蜂と遠雷 恩田陸／著 幻冬舎 2016.9 F/ｵﾘ/ 一般開架 ２０１７年本屋大賞（大賞）

109 みかづき 森絵都／著 ［集英社］ 2016.9 F/ﾓｴ/ 一般開架 ２０１７年本屋大賞（２位）

110 罪の声 塩田武士／著 講談社 2016.8 F/ｼﾀ/ 一般開架 ２０１７年本屋大賞（３位）

111 ツバキ文具店 小川糸／著 幻冬舎 2016.4 F/ｵｲ/ 一般開架 ２０１７年本屋大賞（４位）

112 桜風堂ものがたり 村山早紀／著 ＰＨＰ研究所 2016.10 F/ﾑｻ/ 一般開架 ２０１７年本屋大賞（５位）

113 暗幕のゲルニカ
原田マハ／
［著］

新潮社 2016.3 F/ﾊﾏ/ 一般開架 ２０１７年本屋大賞（６位）

114 ｉ   （アイ） 西加奈子／著 ポプラ社 2016.11 F/ﾆｶ/ 一般開架 ２０１７年本屋大賞（７位）

115 夜行 森見登美彦／著 小学館 2016.10 F/ﾓﾄ/ 一般開架 ２０１７年本屋大賞（８位）

116 コンビニ人間 村田沙耶香／著 文藝春秋 2016.7 F/ﾑｻ/ 一般開架 ２０１７年本屋大賞（９位）

117 コーヒーが冷めないうちに 川口俊和／著 サンマーク出版 2015.12 F/ｶﾄ/ 一般開架 ２０１７年本屋大賞（１０位）

118 ハリネズミの願い
トーン・テレヘン
／著　長山さき／
訳

新潮社（発売）　 2016.6 F49/99/ 一般開架
２０１７年本屋大賞翻訳小説
部門（１位）

119 いくさの底 古処誠二／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ（発売） 2017.8 F/ｺｾ/ 一般開架
第７１回毎日出版文化賞（文
学・芸術部門）

120 ゲンロン　０（２０１７Ａｐｒｉｌ）　観光客の哲学 東浩紀／［編］ ゲンロン 2017.4 105/13/ 一般開架
第７１回毎日出版文化賞（人
文・社会部門）

121 歌うカタツムリ　進化とらせんの物語 千葉聡／著 岩波書店 2017.6 484/88/ 一般開架
第７１回毎日出版文化賞（自
然科学部門）

122 明治乙女物語 滝沢志郎／著 文藝春秋 2017.7 F/ﾀｼ/ 一般開架 第２４回松本清張賞

123 カブールの園  宮内悠介／著 文藝春秋 2017.1 F/ﾐﾕ/ 一般開架 第３０回三島由紀夫賞

124 浮遊霊ブラジル
津村記久子／
著

文藝春秋 2016.10 F/ﾂｷ/ 一般開架 第２７回紫式部文学賞

125 罪の声 塩田武士／著 講談社 2016.8 F/ｼﾀ/ 一般開架 第７回山田風太郎賞

126
多田駿伝
「日中和平」を模索し続けた陸軍大将の無念

岩井秀一郎／
著

小学館 2017.3 289.1/ﾀﾊ/ 一般開架 第２６回山本七平賞

127 明るい夜に出かけて 佐藤多佳子／著 新潮社（発売） 2016.9 F/ｻﾀ/ 一般開架 第３０回山本周五郎賞

128 虹を待つ彼女 逸木裕／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ（発売） 2016.9 F/ｲﾕ/ 一般開架
第３６回横溝正史ミステリ
大賞
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129 悪い夏 染井為人／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ（発売） 2017.9 F/ｿﾀ/ 一般開架
第３７回横溝正史ミステリ
大賞（優秀賞）

130 大雪物語 藤田宜永／著 講談社 2016.11 F/ﾌﾖ/ 一般開架 第５１回吉川英治文学賞

131 ミッドナイト・ジャーナル 本城雅人／著 講談社 2016.2 F/ﾎﾏ/ 一般開架 第３８回吉川英治文学新人賞

132 彼女がエスパーだったころ 宮内悠介／著 講談社 2016.4 F/ﾐﾕ/ 一般開架 第３８回吉川英治文学新人賞

133 模範郷 リービ英雄／著 ［集英社］ 2016.3 F/ﾘﾋ/ 一般開架 第６８回読売文学賞（小説賞）

134 ヘンリー・ソロー野生の学舎
今福龍太／
［著］

みすず書房（発売） 2016.7
930.28/944
/

一般開架
第６８回読売文学賞
（随筆・紀行賞）

135
集団的自衛権の思想史　憲法九条と日米安保
(選書＜風のビブリオ＞)

篠田英朗／著 風行社 2016.7 319.8/753/ 一般開架
第１８回読売・吉野作造
賞

136
世界一美味しい煮卵の作り方　家メシ食堂ひと
りぶん１００レシピ

はらぺこグリズ
リー／著

光文社（発売） 2017.2 596/1629/ 一般開架
第４回料理レシピ本大賞（料
理部門　大賞）

137 日本画と材料　近代に創られた伝統 荒井経／著 武蔵野美術大学出版局 2015.10 724.1/175/ 一般開架
第２８回倫雅美術奨励賞
（美術評論部門）

138 白村江 荒山徹／著 ＰＨＰ研究所 2017.1 F/ｱﾄ/
県人文庫
アト

第６回歴史時代作家クラブ
賞（作品賞）

139 マチネの終わりに 平野啓一郎／著 毎日新聞出版 2016.4 F/ﾋｹ/ 一般開架 第２回渡辺淳一文学賞

140 日本語を作った男　上田万年とその時代 山口謠司／著 集英社インターナショナル 2016.2 810.2/202/ 一般開架
第２９回和辻哲郎文化賞
（一般部門）

141 心という難問　空間・身体・意味 野矢茂樹／著 講談社 2016.5 104/694/ 一般開架
第２９回和辻哲郎文化賞
（学術部門）

●詩・短歌・俳句
書　名 著　者 出版者 出版年 請求記号 場所 受賞名（５０音順）

142 北山十八間戸 荒川洋治／著 気争社 2016.9
911.56/2022
/

一般開架 第８回鮎川信夫賞

143 未知への逸脱のために 伊藤浩子／著 思潮社（発売） 2016.10
911.56/2021
/ 一般開架 第８回鮎川信夫賞

144 真珠川　Ｂａｒｒｏｃｏ 北原千代／著 思潮社（発売） 2016.7
911.56/2006
/ 一般開架 第６７回Ｈ氏賞

145 ゼクエンツ　河野美砂子歌集 河野美砂子／著 砂子屋書房 2015.5 W68/1064/ 一般開架 第１２回葛原妙子賞

146 言葉について 中村稔／著 青土社 2016.9
911.56/1997
/ 一般開架 第３５回現代詩人賞

147 キリンの子　鳥居歌集 鳥居／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ（発売） 2016.2 W68/1059/ 一般開架 第６１回現代歌人協会賞

148 河野裕子論 大島史洋／著 現代短歌社 2016.9 W62/454/ 一般開架 第３９回現代短歌大賞

149 忠通家歌合新注 鳥井千佳子／著 青簡舎 2015.10 W8/19/ 一般開架 第１１回第二次関根賞

150 空閑風景 齋藤恵美子／著 思潮社（発売） 2016.10
911.56/2016
/ 一般開架 第４７回高見順賞

151 高橋睦郎句集　十年 高橋睦郎／著 角川文化振興財団 2016.8 H68/839/ 一般開架 第５１回蛇笏賞

152 羽羽　はは、掃き清める大きなつばさ 正木ゆう子／著 春秋社 2016.9 H68/829/ 一般開架 第５１回蛇笏賞

153 フラワーズ・カンフー 小津夜景／著 ふらんす堂 2016.10 H68/843/ 一般開架 第８回田中裕明賞

154 行きて帰る (まひる野叢書) 橋本喜典／著 短歌研究社 2016.11 W68/1079/ 一般開架 第５１回迢空賞

155 駅程　島田幸典歌集 島田幸典／著 砂子屋書房 2015.10 W68/1065/ 一般開架 第２１回寺山修司短歌賞

156 長崎まで 野崎有以／著 思潮社（発売） 2016.5
911.56/1991
/ 一般開架 第２２回中原中也賞

157 斎藤茂吉 生きた足あと 藤岡武雄／著 本阿弥書店 2016.11 W62/456/ 一般開架 第８回日本歌人クラブ大賞

158 一首のものがたり　短歌が生まれるとき 加古陽治／著 東京新聞 2016.4 W6/153/ 一般開架 第１５回日本歌人クラブ評論賞

159 夜の聖堂 草野早苗／著 思潮社（発売） 2016.5
911.56/2031
/

一般開架 第２７回日本詩人クラブ新人賞

160 日本近代詩の成立 亀井俊介／著 南雲堂 2016.11 911.52/547/ 一般開架 第１７回日本詩人クラブ詩界賞

161 人の香 (角川俳句叢書 日本の俳人１００) 山尾玉藻／著 角川文化振興財団 2015.12 H68/842/ 一般開架 第５６回俳人協会賞

162 絶景ノート 岡本啓／著 思潮社（発売） 2017.7
911.56/2043
/ 一般開架 第２５回萩原朔太郎賞

163 耳の笹舟 石田瑞穂／著 思潮社（発売） 2015.10
911.56/1961
/ 一般開架 第５４回藤村記念歴程賞

164 朝起きてぼくは 金井雄二／著 思潮社（発売） 2015.7
911.56/1964
/

一般開架 第２３回丸山薫賞

165 まどさんへの質問 大橋政人／著 思潮社（発売） 2016.10
911.56/2025
/

一般開架 第１２回三好達治賞

166 わたしの日付変更線
ジェフリー・

アングルス／
思潮社（発売） 2016.11

911.56/2027
/ 一般開架

第６８回読売文学賞
（詩歌俳句賞）

167 歌う人 平田詩織／著 思潮社（発売） 2015.11
911.56/2015
/

一般開架 第２７回歴程新鋭賞

168 雪ひとひら、ひとひらが妹のように思える日よ 河口夏実／著 書肆子午線 2016.7
911.56/2014
/ 一般開架 第２７回歴程新鋭賞
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●児童文学
書　名 著　者 出版者 出版年 請求記号 場所 受賞名（５０音順）

169 もうぬげない
ヨシタケシンス
ケ／作

ブロンズ新社 2015.10 JE/ﾖｼ/ 一般開架
第２６回けんぶち絵本の里
大賞（大賞）

170 はなちゃんのみそ汁 安武信吾／著 文藝春秋 2012.3 915.9/ﾔｼ/ 一般開架
第２６回けんぶち絵本の里
大賞（びばからす賞）

171
ママがおばけになっちゃった！ (講談社の創作
絵本)

のぶみ／さく 講談社 2015.7 JE/ﾉ/ 一般開架
第２６回けんぶち絵本の里
大賞（びばからす賞）

172 世界のともだち　０１～３６ 偕成社 2013.12 J38/293/ 一般開架
第６４回産経児童出版文化
賞（大賞）

173 ちゃあちゃんのむかしばなし
中脇初枝／再
話

福音館書店 2016.1 J38/318/ 一般開架
第６４回産経児童出版文化
賞（ＪＲ賞）

174 わたしのこねこ
澤口たまみ／
文

福音館書店 2016.5 JE/ｻﾀ/ 一般開架
第６４回産経児童出版文化
賞（美術賞）

175 ぼくたちのリアル 戸森しるこ／著 講談社 2016.6 J91.3/ﾄｼ/ 一般開架
第６４回産経児童出版文化
賞（フジテレビ賞）

176 トンチンさんはそばにいる
さえぐさひろこ
／作

童心社 2016.7 J91.3/ｻﾋ/ 一般開架
第６４回産経児童出版文化
賞（ニッポン放送賞）

177 おばあちゃんとバスにのって
マット・デ・ラ・ペー
ニャ／作 鈴木出版 2016.9 JE/ﾃﾏ/ 一般開架

第６４回産経児童出版文化
賞（翻訳作品賞）

178 ややっ、ひらめいた！奇想天外発明百科
マウゴジャタ・ミチェ
ルスカ／文 徳間書店 2016.2 J50/183/ 一般開架

第６４回産経児童出版文化
賞（翻訳作品賞）

179 ぼくたちのリアル
戸森しるこ／著
佐藤真紀子／絵

講談社 2016.6 J91.3/ﾄｼ/ 一般開架 第４６回児童文芸新人賞

180 東京大空襲を忘れない 瀧井宏臣／著 講談社 2015.2 J21/238/ 一般開架
第１回児童文芸ノンフィクショ
ン文学賞

181 小やぎのかんむり 市川朔久子／著 講談社 2016.4 J91.3/ｲｻ/ 一般開架
第６６回小学館児童出版文
化賞

182  つちはんみょう 舘野鴻／作絵 偕成社 2016.4 J48/1555/ 一般開架
第６６回小学館児童出版文
化賞

183
くじらさんのーたーめならえんやこーら (チュー
リップえほんシリーズ)

内田麟太郎／
作

鈴木出版 2015.10 JE/ｳﾘ/ 一般開架 第２２回日本絵本賞(絵本賞）

184 きょうはそらにまるいつき 荒井良二／著 偕成社 2016.9 JE/ｱﾘ/ 一般開架 第２２回日本絵本賞(大賞）

185 イモリくんヤモリくん (おはなしかがくえほん)
松岡たつひで

／さく・え
岩崎書店（発売） 2016.2 JE/ﾏﾀ/ 一般開架 第２２回日本絵本賞(絵本賞）

186 干したから… (ふしぎびっくり写真えほん)
森枝卓士／写

真・文
フレーベル館 2016.3 J61/149/ 一般開架 第２２回日本絵本賞(絵本賞）

187 どうぶつドドド (たんぽぽえほんシリーズ)
矢野アケミ／
作・絵

鈴木出版 2015.11 JE/ﾔｱ/ 一般開架
第２２回日本絵本賞
（読者賞）（山田養蜂場賞）

188
「スーホの白い馬」の真実　モンゴル・中国・日本
それぞれの姿

ミンガド・ボラグ
／著

風響社 2016.10 388.2/108/ 一般開架
第４１回日本児童文学学会
賞（日本児童文学学会奨励
賞）

189 なりたて中学生  初級編・中級編・上級編 ひこ・田中／著 講談社 2015.1～ J91.3/ﾋﾀ/ 一般開架
第５７回日本児童文学者協
会賞

190 神隠しの教室
山本悦子／作
丸山ゆき／絵

童心社 2016.10 J91.3/ﾔｴ/ 一般開架 第５５回野間児童文芸賞

191 夏空に、かんたーた
和泉智／作
高田桂／絵

ポプラ社 2017.6 J91.3/ｲﾄ/ 一般開架
第６回ポプラズッコケ文学新
人賞（大賞）

192 ペンを持つとボクね　柿本香苗詩集
柿本香苗／詩
川上裕己／絵

竹林館 2016.2 J91.1/471/ 一般開架 第２１回三越左千夫少年詩賞

●参考図書
書　名 著　者 出版者 出版年 請求記号 場所

193 児童の賞事典         
日外アソシエーツ株式
会社／編集

日外アソシエーツ 2009.7 909/444 参考書

194 最新文学賞事典　２００９－２０１３    
日外アソシエーツ株式
会社／編集

日外アソシエーツ 2014.4
910.3/110/
N09-13

参考書

195 小説の賞事典         
日外アソシエーツ株式
会社／編集

日外アソシエーツ 2015.1 910.3/192 参考書

196 ノンフィクション・評論・学芸の賞事典  
日外アソシエーツ株式
会社／編集

日外アソシエーツ 2015.6 910.3/195 参考書

197 文藝年鑑  ２０１７       
日本文藝家協
会／編

新潮社（発売） 2017.6
910.5/1/N1
７

参考書

　　◆◇◆　展示図書リストは「新刊ニュース」（東京出版販売）２０１６年１２月号～２０１７年１１月号を参考に作成しました◆◇◆
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