
　　　　　　期間：2020年12月15日（火）～2021年1月17日（日）

🎀　文学賞・文化賞　🎀

書 名 著 者 出版社 出版年 請求記号 場所 受賞名（５０音順）

1 月の落とし子 穂波了／著 早川書房（発売） 2019/11 F/ﾎﾘ/ 一般開架 第９回アガサ・クリスティー賞

2 それ以上でも、それ以下でもない 折輝真透／著 早川書房（発売） 2019/11 F/ｵﾏ/ 一般開架 第９回アガサ・クリスティー賞

3 背高泡立草 古川真人／著 ［集英社］ 2020/01 F/ﾌﾏ/ 一般開架 第１６２回芥川龍之介賞

4 首里の馬 高山羽根子／著 新潮社（発売） 2020/07 F/ﾀﾊ/ 県人文庫 第１６３回芥川龍之介賞

5 破局 遠野遙／著 河出書房新社 2020/07 F/ﾄﾊ/ 一般開架 第１６３回芥川龍之介賞

6 草の根の中国　村落ガバナンスと資源循環 田原史起／著 ［東京大学出版会］ 2019/08 611.92/152/ 一般開架 第３２回アジア・太平洋賞（大賞）

7 台湾総統選挙 小笠原欣幸／著 晃洋書房 2019/11 314.8/320/ 一般開架 第３２回アジア・太平洋賞（特別賞）

8 平和構築を支援する　ミンダナオ紛争と和平への道 谷口美代子／著 名古屋大学出版会 2020/03 302.24/75/ 一般開架 第３２回アジア・太平洋賞（特別賞）

9
アジア経済とは何か　躍進のダイナミズムと日本の活路 (中
公新書)

後藤健太／著 中央公論新社 2019/12 332.2/897/ 一般開架 第３２回アジア・太平洋賞（特別賞）

10 男たち／女たちの恋愛　近代日本の「自己」とジェンダー 田中亜以子／著 勁草書房 2019/03 367.2/1120/ 一般開架 第３４回女性史青山なを賞

11 時空旅行者の砂時計 方丈貴恵／著 東京創元社 2019/10 F/ﾎｷ/ 一般開架 第２９回鮎川哲也賞

12 五色の殺人者 千田理緒／著 東京創元社 2020/10 F/ｾﾘ/ 一般開架 第３０回鮎川哲也賞

13 考える脚　北極冒険家が考える、リスクとカネと歩くこと 荻田泰永／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ（発売） 2019/03 297.8/32/ 一般開架 第９回梅棹忠夫・山と探検文学賞

14 イノベーションの長期メカニズム　逆浸透膜の技術開発史
藤原雅俊／著　青島矢一
／著

東洋経済新報社（発売） 2019/09  571/226/ 一般開架 第６０回エコノミスト賞

15 わたしが消える 佐野広実／著 講談社 2020/09 F/ｻﾋ/ 一般開架 第６６回江戸川乱歩賞

16 母さんは料理がへたすぎる 白石睦月／著 ポプラ社 2020/01 F/ｼﾑ/ 一般開架 第1回おいしい文学賞（ポプラ社）

17 デジタル資本主義
森健／著
日戸浩之／著

東洋経済新報社（発売） 2018/05 332/149/ 一般開架 第２８回大川出版賞

18 グローバル・バリューチェーン  新・南北問題へのまなざし  猪俣哲史／著 日本経済新聞出版社 2019/06 333.6/405/ 一般開架 第３６回大平正芳記念賞

19
ルポ　トランプ王国    もう一つのアメリカを行く  （岩波新書
新赤版）

金成隆一／著 岩波書店 2017/02 312.5/289/ 一般開架 第３６回大平正芳記念賞

20
ルポ　トランプ王国  ２  もう一つのアメリカを行く  （岩波新書
新赤版）

金成隆一／著 岩波書店 2019/09 312.5/289/2 一般開架 第３６回大平正芳記念賞

21
横浜華僑社会の形成と発展　幕末開港期から関東大震災
復興期まで

伊藤泉美／著 山川出版社（発売） 2018/08 334.4/702/ 一般開架 第３６回大平正芳記念賞

22 対日協力者の政治構想　日中戦争とその前後 関智英／著 名古屋大学出版会 2019/10 222.07/257/ 一般開架 第３６回大平正芳記念賞

23
幸運を探すフィリピンの移民たち　冒険・犠牲・祝福の民族
誌

細田尚美／著 明石書店 2019/02 334.6/32/ 一般開架 第３６回大平正芳記念賞

24
チョンキンマンションのボスは知っている　アングラ経済の人
類学

小川さやか／著 春秋社 2019/07 334.4/671 一般開架 第５１回大宅壮一ノンフィクション賞

25 犬 赤松利市／著 徳間書店 2019/09 F/ｱﾘ/ 一般開架 第２２回大藪春彦賞

26 鶴見俊輔伝 黒川創／著 新潮社（発売） 2018/11 289.1/ﾂｼ/ 一般開架 第４６回大佛次郎賞

27 居るのはつらいよ 東畑開人／著 医学書院 2019/02 149/498/ 一般開架 第１９回大佛次郎論壇賞

28 トリニティ 窪美澄／著 新潮社（発売） 2019/03 F/ｸﾐ/ 一般開架 第３６回織田作之助賞

29 聖なるズー 濱野ちひろ／著 ［集英社］ 2019/11 367.6/340 一般開架 第１７回開高健ノンフィクション賞

30 誰が科学を殺すのか　科学技術立国「崩壊」の衝撃
毎日新聞「幻の科学技術立
国」取材班／著

毎日新聞出版 2019/10 502.1/392/ 一般開架 科学ジャーナリスト賞２０２０

31
ルポ人は科学が苦手　アメリカ「科学不信」の現場から（光文
社新書）

三井誠／著 光文社（発売） 2019/05 404/735/ 一般開架 科学ジャーナリスト賞２０２０

32 評伝鶴屋南北　第１巻・第２巻         古井戸秀夫／著 白水社 2018/08
912.5/59/1
912.5/59/2

一般開架
第４１回角川源義賞（文学研究部
門）

33 日本近世書物文化史の研究 横田冬彦／著 岩波書店 2018/05 020.2/64/ 一般開架
第４１回角川源義賞（歴史研究部
門）

34 水の匂いがするようだ　井伏鱒二のほうへ 野崎歓／著 集英社 2018/08 910.28/ｲﾏ/ 一般開架 第１７回角川財団学芸賞

35
チョンキンマンションのボスは知っている　アングラ経済の人
類学

小川さやか／著 春秋社 2019/07 334.4/671 一般開架
第８回河合隼雄物語賞・学芸賞
（学芸賞）

36 バッコスの信女－ホルスタインの雌 市原佐都子／著 白水社 2020/04 912.6/557/ 一般開架 第６４回岸田國士戯曲賞

37 戯曲福島三部作 谷賢一／著 而立書房 2019/11 912.6/558/ 一般開架 第６４回岸田國士戯曲賞

38 風が強く吹いている 三浦しをん／著 新潮社 2006/09 F/ﾐｼ/ 書庫
第６回君に贈る本（キミ本）大賞
（大賞）

　展示リスト「受賞作でふりかえる２０２０年」　
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書 名 著 者 出版社 出版年 請求記号 場所 受賞名（５０音順）

39 一瞬の風になれ　１～３ 佐藤多佳子／著 講談社
2006/08

～
2006/10

F/ｻﾀ/ 書庫
第６回君に贈る本（キミ本）大賞
（２位）

40 バッテリー（教育画劇の創作文学） あさのあつこ／作 教育画劇
1996/12

～
2005/01

J91.3/ｱｱ/ 書庫
第６回君に贈る本（キミ本）大賞
（３位）

41 ＧＩＦＴ
ＭＡＲＩ　ＫＡＴＡＹＡＭＡ／
［作］

Ｕｎｉｔｅｄ　Ｖａｇａｂｏｎｄｓ 2019/01 748/1304/ 書庫 第４５回木村伊兵衞写真賞

42 屋根の上のおばあちゃん 藤田芳康 河出書房新社 2020/11 F/ﾌﾖ/ 一般開架 第１回京都文学賞

43 対極 鬼田隆治／著 小学館 2020/08 F/ｷﾘ/ 一般開架 第２回警察小説大賞

44 渦　妹背山婦女庭訓魂結び 大島真寿美／著 文藝春秋 2019/03 F/ｵﾏ/ 一般開架 第７回高校生直木賞

45
地磁気逆転と「チバニアン」　地球の磁場は、なぜ逆転する
のか

菅沼悠介／著 講談社 2020/03 450.1/78/ 一般開架 第３５回講談社科学出版賞

46 孤塁　双葉郡消防士たちの３・１１ 吉田千亜／著 岩波書店 2020/01 369.3/1377/ 一般開架
第４２回講談社本田靖春
ノンフィクション賞

47 ふくしま原発作業員日誌　イチエフの真実、９年間の記録 片山夏子／著 朝日新聞出版 2020/02 543/778/ 一般開架
第４２回講談社本田靖春
ノンフィクション賞

48 「古今和歌集」の創造力（ＮＨＫブックス） 鈴木宏子／著 ［ＮＨＫ出版（発売）］　 2018/12 W3/280/ 一般開架 第７回古代歴史文化賞(大賞)

49
埋もれた都の防災学　都市と地盤災害の２０００年(学術選
書)

釜井俊孝／著 ［京都大学学術出版会］ 2016/09 455/162/ 一般開架
第７回古代歴史文化賞(優秀作品
賞)

50 古代日中関係史　倭の五王から遣唐使以降まで(中公新書) 河上麻由子／著 中央公論新社 2019/03 210.3/1177/ 一般開架
第７回古代歴史文化賞(優秀作品
賞)

51 縄文時代の歴史(講談社現代新書　２５１０) 山田康弘／著 講談社 2019/01 210.2/734/ 一般開架
第７回古代歴史文化賞(優秀作品
賞)

52 風土記　日本人の感覚を読む(角川選書) 橋本雅之／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ（発売） 2016/10 210.3/1112/ 一般開架
第７回古代歴史文化賞(優秀作品
賞)

53 紙鑑定士の事件ファイル　模型の家の殺人 歌田年／著 宝島社 2020/01 F/ｳﾄ/ 一般開架
第１８回「このミステリーがすご
い！」大賞

54 心を病んだらいけないの？　うつ病社会の処方箋
斎藤環／著　與那覇潤／
著

新潮社（発売） 2020/05 493.7/1871/ 一般開架 第１９回小林秀雄賞

55 旅の断片 若菜晃子／著 ＫＴＣ中央出版 2019/12 914.6/ﾜｱ/ 一般開架 第５回斎藤茂太賞

56 維新支持の分析 善教将大／著 有斐閣 2018/12 318.2/589/ 一般開架
第４１回サントリー学芸賞
（政治・経済）

57 「家族の幸せ」の経済学（光文社新書） 山口慎太郎／著 光文社（発売） 2019/07 367.3/673 一般開架
第４１回サントリー学芸賞
（政治・経済）

58 ルネサンス庭園の精神史 桑木野幸司／著 白水社 2019/08 629/662/ 一般開架
第４１回サントリー学芸賞
（芸術・文学）

59 ＜雅楽＞の誕生 鈴木聖子／著 春秋社 2019/01 768/401/ 一般開架
第４１回サントリー学芸賞
（芸術・文学）

60  「帝国」ロシアの地政学 小泉悠／著 東京堂出版 2019/07 319.3/195/ 一般開架
第４１回サントリー学芸賞
（社会・風俗）

61 分解の哲学 藤原辰史／著 青土社 2019/07 104/727/ 一般開架
第４１回サントリー学芸賞
（社会・風俗）

62 徂徠学派から国学へ 板東洋介／著 ぺりかん社 2019/03 121.3/285/ 一般開架
第４１回サントリー学芸賞
（思想・歴史）

63 言葉の魂の哲学（講談社選書メチエ） 古田徹也／著 講談社 2018/04 801/595/ 一般開架
第４１回サントリー学芸賞
（思想・歴史）

64 彼女は頭が悪いから 姫野カオルコ／著 文藝春秋 2018/07 F/ﾋｶ/ 一般開架 第３２回柴田錬三郎賞

65 逆ソクラテス 伊坂幸太郎／著 ［集英社］ 2020/04 F/ｲｺ/ 一般開架 第３３回柴田錬三郎賞

66 狼の義　新犬養木堂伝 林新／著　堀川惠子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ（発売） 2019/03 289.1/ｲﾂ/ 一般開架 第２３回司馬遼太郎賞

67
ジャンセニスム生成する異端　近世フランスにおける宗教と
政治

御園敬介／著 慶應義塾大学出版会 2020/02 198.2/267/ 一般開架
第３７回渋沢・クローデル賞（奨励
賞）

68 評伝ジャン・ユスターシュ　映画は人生のように 須藤健太郎／著 共和国 2019/04 778.2/1551/ 一般開架
第３７回渋沢・クローデル賞（奨励
賞）

69 生のみ生のままで　上，下 綿矢りさ／著 ［集英社］ 2018/05 F/ﾜﾘ/ 一般開架 第２６回島清恋愛文学賞

70 家族写真　３．１１原発事故と忘れられた津波 笠井千晶／著 小学館 2020/06 369.3/1398/ 一般開架 第２６回小学館ノンフィクション大賞

71 晴れ、時々くらげを呼ぶ 鯨井あめ／著 講談社 2020/06 F/ｸｱ/ 一般開架 第１４回小説現代長編新人賞

72 しゃもぬまの島 上畠菜緒／著 ［集英社］ 2020/02 F/ｳﾅ/ 一般開架 第３２回小説すばる新人賞

73 言の葉は、残りて 佐藤雫／著 ［集英社］ 2020/02 F/ｻｼ/ 一般開架 第３２回小説すばる新人賞

74 化け者心中 蟬谷めぐ実／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ（発売） 2020/01 F/ｾﾒ/ 一般開架 第１１回小説野性時代新人賞

75 資本主義と闘った男　宇沢弘文と経済学の世界 佐々木実／著 講談社 2019/03 289.1/ｳﾋ/ 一般開架 第６回城山三郎賞

76 独ソ戦　絶滅戦争の惨禍（岩波新書　新赤版） 大木毅／著 岩波書店 2019/07 393.2/148/ 一般開架 新書大賞２０２０（大賞）

77 ケーキの切れない非行少年たち（新潮新書） 宮口幸治／著 新潮社（発売） 2019/07 369.1/1034/ 一般開架 新書大賞２０２０（２位）

78 教育格差（ちくま新書） 松岡亮二／著 筑摩書房（発売） 2019/07 372.1/537/ 一般開架 新書大賞２０２０（３位）

79 日本社会のしくみ（講談社現代新書） 小熊英二／著 講談社 2019/07 362.1/42/ 一般開架 新書大賞２０２０（４位）
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書 名 著 者 出版社 出版年 請求記号 場所 受賞名（５０音順）

80 「家族の幸せ」の経済学（光文社新書） 山口慎太郎／著 光文社 2019/07 367.3/673/ 一般開架 新書大賞２０２０（５位）

81 潜入ルポａｍａｚｏｎ帝国 横田増生／著 小学館 2019/09 673/1544/ 一般開架 第１９回新潮ドキュメント賞

82 グッドバイ 朝井まかて／著 朝日新聞出版 2019/11 F/ｱﾏ/ 一般開架 第１１回親鸞賞

83 犬のかたちをしているもの 高瀬隼子／著 ［集英社］ 2020/02 F/ﾀｼ/ 一般開架 第４３回すばる文学賞

84 日本蒙昧前史 磯崎憲一郎／著 文藝春秋 2020/06 F/ｲｹ/ 一般開架 第５６回谷崎潤一郎賞

85 家族じまい 桜木紫乃／著 ［集英社］ 2020/06 F/ｻｼ/ 一般開架 第１５回中央公論文芸賞

86 黄金列車 佐藤亜紀／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ（発売） 2019/10 F/ｻｱ/ 一般開架 第１０回Ｔｗｉｔｔｅｒ文学賞（国内部門）

87 掃除婦のための手引き書　ルシア・ベルリン作品集
ルシア・ベルリン／著　岸本
佐知子／訳

講談社 2019/07 F3/3647/ 一般開架 第１０回Ｔｗｉｔｔｅｒ文学賞（海外部門）

88 あららのはたけ
村中李衣／作　石川えりこ
／絵

偕成社 2019/07 J91.3/ﾑﾘ/ 一般開架 第３５回坪田譲治文学賞

89 あいたくてききたくて旅にでる
小野和子／執筆
清水チナツ／編集

ＰＵＭＰＱＵＡＫＥＳ 2019/12 388.1/446/ 一般開架 第７回鉄犬ヘテロトピア文学賞

90 トリニティ、トリニティ、トリニティ 小林エリカ／著 ［集英社］ 2019/01 F/ｺｴ/ 一般開架 第７回鉄犬ヘテロトピア文学賞

91 あわいゆくころ　陸前高田、震災後を生きる 瀬尾夏美／著 晶文社 2019/02 915.9/ｾﾅ/ 一般開架 第７回鉄犬ヘテロトピア文学賞

92 立体交差　ジャンクション 大山顕／著 本の雑誌社（発売） 2019/02 514/222/ 一般開架
令和元年度土木学会（出版文化
賞）

93 図解誰でもできる石積み入門 真田純子／著 農山漁村文化協会 2018/12 614.2/71/ 一般開架
令和元年度土木学会（出版文化
賞）

94 ダムと緑のダム　狂暴化する水災害に挑む流域マネジメント
虫明功臣／監修　太田猛
彦／監修

日経ＢＰ 2019/12 656/107/ 一般開架
令和元年度土木学会（出版文化
賞）

95 熱源 川越宗一／著 文藝春秋 2019/08 F/ｶｿ/ 一般開架 第１６２回直木三十五賞

96 少年と犬 馳星周／著 文藝春秋 2020/05 F/ﾊｾ/ 一般開架 第１６３回直木三十五賞

97 がいなもん　松浦武四郎一代 河治和香／著 小学館 2018/06 F/ｶﾜ/ 一般開架 第２５回中山義秀文学賞

98 近世畿内の豪農経営と藩政 萬代悠／著 塙書房 2019/02 216/759/ 一般開架 第６２回日経・経済図書文化賞

99 帝国後のインド 小川道大／著 名古屋大学出版会 2019/02 225/87/ 一般開架 第６２回日経・経済図書文化賞

100 中央銀行 白川方明／著 東洋経済新報社（発売） 2018/10 338.4/56/ 一般開架 第６２回日経・経済図書文化賞

101 東京普請日和 湊ナオ／著 日本経済新聞出版社 2020/02 F/ﾐﾅ/ 一般開架 第１１回日経小説大賞

102 新・紫式部日記 夏山かほる／著 日本経済新聞出版社 2020/02 F/ﾅｶ/ 一般開架 第１１回日経小説大賞

103 土に贖う 河崎秋子／著 ［集英社］ 2019/09 F/ｶｱ/ 一般開架 第３９回新田次郎文学賞

104 発達障害に生まれて　自閉症児と母の１７年 松永正訓／著 中央公論新社 2018/09 493.9/613/ 一般開架
第7回日本医学ジャーナリスト協会
賞（大賞）

105 宿借りの星（創元日本ＳＦ叢書） 酉島伝法／［著］ 東京創元社 2019/03 F/ﾄﾃ/ 一般開架 第４０回日本ＳＦ大賞

106 万葉学者、墓をしまい母を送る 上野誠／著 講談社 2020/03 915.9/ｳﾏ/ 一般開架 第６８回日本エッセイスト・クラブ賞

107 裁判官も人である　良心と組織の狭間で 岩瀬達哉／著 講談社 2020/01 327.1/347/ 一般開架 第６８回日本エッセイスト・クラブ賞

108 七度笑えば、恋の味 古矢永塔子／著 小学館　 2020/02 F/ｺﾄ/ 一般開架 第1回日本おいしい小説大賞

109 明治出版史上の金港堂　社史のない出版社「史」の試み 稲岡勝／著 皓星社 2019/03 023/914/ 一般開架 第４１回日本出版学会賞

110 江戸期の広域出版流通（新典社研究叢書） 大和博幸／著 新典社 2019/03 023/915/ 一般開架 第４１回日本出版学会賞

111 スワン 呉勝浩／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ（発売） 2019/10 F/ｺｶ/ 一般開架
第７３回日本推理作家協会賞
（長編および連作短編集部門）

112 夫の骨（祥伝社文庫） 矢樹純／著 祥伝社 2019/03 F/ﾔｼ/ 書庫
第７３回日本推理作家協会賞
（短編部門）

113 遠藤周作と探偵小説　痕跡と追跡の文学 金承哲／著 教文館 2019/03 910.28/ｴｼ/ 一般開架
第７３回日本推理作家協会賞
（評論・研究部門）

114 約束の果て　黒と紫の国 高丘哲次／著 新潮社（発売） 2020/03 F/ﾀﾃ/ 一般開架 日本ファンタジーノベル大賞２０１９

115 アカシアは花咲く デボラ・フォーゲル／著 松籟社 2018/12 F89/89/ 一般開架 第６回日本翻訳大賞

116 精神病理学私記 Ｈ．Ｓ．サリヴァン／著 ［日本評論社］ 2019/10 493.7/1832/ 一般開架 第６回日本翻訳大賞

117 暗黒残酷監獄 城戸喜由／著 光文社（発売） 2020/02 F/ｷｷ/ 一般開架 第２２回日本ミステリー文学新人賞

118 まむし三代記 木下昌輝／著 朝日新聞出版 2020/02 F/ｷﾏ/ 一般開架
第９回日本歴史時代作家協会賞
（作品賞）

119 へぼ侍 坂上泉／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ（発売） 2019/07 F/ｻｲ/ 一般開架
第９回日本歴史時代作家協会賞
（新人賞）

120 人外 松浦寿輝／著 講談社 2019/03 F/ﾏﾋ/ 一般開架 第７２回野間文芸賞
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書 名 著 者 出版社 出版年 請求記号 場所 受賞名（５０音順）

121 神前酔狂宴 古谷田奈月／著 河出書房新社 2019/07 F/ｺﾅ/ 一般開架 第４１回野間文芸新人賞

122 デッドライン 千葉雅也／著 新潮社 2019/11 F/ﾁﾏ/ 一般開架 第４１回野間文芸新人賞

123 絵金、闇を塗る 木下昌輝／著 ［集英社］ 2018/07 F/ｷﾏ/ 一般開架 第7回野村胡堂文学賞

124 ＦＡＣＴＦＵＬＮＥＳＳ
ハンス・ロスリング／著
オーラ・ロスリング／著

日経ＢＰ社 2019/01 361.5/1259/ 一般開架 ビジネス書大賞２０２０（大賞）

125 シン・ニホン 安宅和人／著 ニューズピックス 2020/02 304/2361/ 県人文庫
ビジネス書大賞２０２０
（特別賞・ソーシャルデザイン部門）

126 現代経済学の直観的方法 長沼伸一郎／著 講談社 2020/04 331/565/ 一般開架
ビジネス書大賞２０２０
（特別賞・知的アドベンチャー部門）

127 哲学と宗教全史 出口治明／著 ダイヤモンド社 2019/08 160.2/394/ 一般開架
ビジネス書大賞２０２０
（特別賞・ビジネス教養部門）

128 がいなもん　松浦武四郎一代 河治和香／著 小学館 2018/06 F/ｶﾜ/ 一般開架 第１３回舟橋聖一文学賞

129 水と礫 藤原無雨／著 河出書房新社 2020/11 F/ﾌﾑ/ 一般開架 第５７回文藝賞

130 星に帰れよ 新胡桃／著 河出書房新社 2020/11 F/ｱｸ/ 一般開架 第５７回文藝賞（優秀賞）

131 ホテル・アルカディア 石川宗生／著 ［集英社］ 2020/03 F/ｲﾑ/ 一般開架 第３０回Bunkamuraドゥマゴ文学賞

132 ｍｅｄｉｕｍ　霊媒探偵城塚翡翠 相沢沙呼／著 講談社 2019/09 F/ｱｻ/ 一般開架
第２０回本格ミステリ大賞
（小説部門）

133 モダニズム・ミステリの時代　探偵小説が新感覚だった頃 長山靖生／著 河出書房新社 2019/08 910.26/1625/ 一般開架
第２０回本格ミステリ大賞（評論・研
究部門）

134 流浪の月 凪良ゆう／著 東京創元社 2019/08 F/ﾅﾕ/ 一般開架 ２０２０年本屋大賞（大賞）

135 アーモンド ソンウォンピョン／著 祥伝社 2019/07 F29/365/ 一般開架
２０２０年本屋大賞翻訳小説部門
（１位）

136 ライオンのおやつ 小川糸／著 ポプラ社 2019/10 F/ｵｲ/ 一般開架 ２０２０年本屋大賞（２位）

137 線は、僕を描く 砥上裕將／著 講談社 2019/07 F/ﾄﾋ/ 一般開架 ２０２０年本屋大賞（３位）

138 ノースライト 横山秀夫／著 新潮社（発売） 2019/02 F/ﾖﾋ/ 一般開架 ２０２０年本屋大賞（４位）

139 熱源 川越宗一／著 文藝春秋 2019/08 F/ｶｿ/ 一般開架 ２０２０年本屋大賞（５位）

140 ｍｅｄｉｕｍ　霊媒探偵城塚翡翠 相沢沙呼／著 講談社 2019/09 F/ｱｻ/ 一般開架 ２０２０年本屋大賞（６位）

141 夏物語 川上未映子／著 文藝春秋 2019/07 F/ｶﾐ/ 一般開架 ２０２０年本屋大賞（７位）

142 ムゲンのｉ　上・下 知念実希人／著 双葉社 2019/09 F/ﾁﾐ/ 一般開架 ２０２０年本屋大賞（８位）

143 店長がバカすぎて 早見和真／［著］ 角川春樹事務所 2019/07 F/ﾊｶ/ 一般開架 ２０２０年本屋大賞（９位）

144 むかしむかしあるところに、死体がありました。 青柳碧人／著 双葉社 2019/04 F/ｱｱ/ 一般開架 ２０２０年本屋大賞（１０位）

145
ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー　Ｔｈｅ　Ｒｅａｌ　Ｂｒ
ｉｔｉｓｈ　Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　Ｓｃｈｏｏｌ　Ｄａｙｓ

ブレイディみかこ／著 新潮社（発売） 2019/06 376.3/107/ 一般開架
２０１９年本屋大賞
ノンフィクション本大賞

146 １１月に去りし者（ハーパーＢＯＯＫＳ）
ルー・バーニー／著　加賀
山卓朗／訳

ハーパーコリンズ・ジャパン 2019/09 F3/3735/ 書庫 第１１回翻訳ミステリー大賞

147
ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー　Ｔｈｅ　Ｒｅａｌ　Ｂｒ
ｉｔｉｓｈ　Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　Ｓｃｈｏｏｌ　Ｄａｙｓ

ブレイディみかこ／著 新潮社（発売） 2019/06 376.3/107/ 一般開架 第７３回毎日出版文化賞（特別賞）

148 科学者は、なぜ軍事研究に手を染めてはいけないか 池内了／著 みすず書房（発売） 2019/05 407/257/ 一般開架 第７３回毎日出版文化賞（特別賞）

149 夏物語 川上未映子／著 文藝春秋 2019/07 F/ｶﾐ/ 一般開架
第７３回毎日出版文化賞
（文学・芸術部門）

150 内村鑑三　その聖書読解と危機の時代　（筑摩選書） 関根清三／著 筑摩書房（発売） 2019/03 190.21/230/ 一般開架
第７３回毎日出版文化賞
（人文・社会部門）

151 ケアってなんだろう　シリーズケアをひらく 小沢勲／編著 医学書院 2006/05 490.4/378/ 一般開架
第７３回毎日出版文化賞（企画部
門）

152
べてるの家の「非」援助論　そのままでいいと思えるための２
５章　シリーズケアをひらく

浦河べてるの家／著 医学書院 2002/06 369.2/1357/ 一般開架
第７３回毎日出版文化賞（企画部
門）

153 気持ちのいい看護　シリーズケアをひらく 宮子あずさ／著 医学書院 2000/09 492.9/323/ 一般開架
第７３回毎日出版文化賞（企画部
門）

154
感情と看護　人とのかかわりを職業とすることの意味　シ
リーズケアをひらく

武井麻子／著 医学書院 2001/03 498.1/1398/ 一般開架
第７３回毎日出版文化賞（企画部
門）

155 漢方水先案内　医学の東へ　シリーズケアをひらく 津田篤太郎／著 医学書院 2015/02 490.9/235/ 一般開架
第７３回毎日出版文化賞（企画部
門）

156 震雷の人 千葉ともこ／著 文藝春秋 2020/09 F/ﾁﾄ/ 一般開架 第２７回松本清張賞

157 かか 宇佐見りん／著 河出書房新社 2019/11 F/ｳﾘ/ 一般開架 第３３回三島由紀夫賞

158 夢見る帝国図書館 中島京子／著 文藝春秋 2019/05 F/ﾅｷ/ 一般開架 第３０回紫式部文学賞

159 欺す衆生 月村了衛／著 新潮社（発売） 2019/08 F/ﾂﾘ/ 一般開架 第１０回山田風太郎賞

160
世界は贈与でできている　資本主義の「すきま」を埋める倫
理学

近内悠太／著 ニューズピックス 2020/03 104/740/ 一般開架 第２９回山本七平賞（奨励賞）

161 ザ・ロイヤルファミリー 早見和真／著 新潮社（発売） 2019/10 F/ﾊｶ/ 一般開架 第３３回山本周五郎賞
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書 名 著 者 出版社 出版年 請求記号 場所 受賞名（５０音順）

162 十二国記シリーズ 小野不由美／著 新潮社（発売） F/ｵﾌ/ 書庫 第５回吉川英治文庫賞

163 八本目の槍 今村翔吾／著 新潮社（発売） 2019/07 F/ｲｼ/ 一般開架 第４１回吉川英治文学新人賞

164 スワン 呉勝浩／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ（発売） 2019/10 F/ｺｶ/ 一般開架 第４０回吉川英治文学新人賞

165 エドガー・ヴァレーズ 沼野雄司／著 春秋社 2019/01 762.3/160/ 一般開架 第２９回吉田秀和賞

166 君が異端だった頃 島田雅彦／著 ［集英社］ 2019/08 F/ｼﾏ/ 一般開架 第７１回読売文学賞（小説賞）

167 最後の読書 津野海太郎／著 新潮社（発売） 2018/11 019/663/ 一般開架
第７１回読売文学賞（随筆・紀行
賞）

168 龍彦親王航海記　澁澤龍彦伝 礒崎純一／著 白水社 2019/11 910.28/ｼﾀ/ 一般開架
第７１回読売文学賞（評論・伝記
賞）

169
ミシェル・レリスの肖像　マッソン、ジャコメッティ、ピカソ、ベイ
コン、そしてデュシャンさえも

千葉文夫／［著］ みすず書房（発売） 2019/10 950.28/429/ 一般開架
第７１回読売文学賞（研究・翻訳
賞）

170 平成の経済 小峰隆夫／著 日本経済新聞出版社 2019/04 332.1/1345/ 一般開架 第２１回読売・吉野作造賞

171 おにぎり（幼児絵本シリーズ）
平山英三／ぶん　平山和
子／え

福音館書店 1992/09 JE/ﾋｴ/ 書庫
料理レシピ本大賞　ｉｎ　Ｊａｐａｎ
２０２０　料理部門（絵本賞）

172 頑張らない台所 村上祥子／著 大和書房 2018/12 596/1855/ 一般開架
料理レシピ本大賞　ｉｎ　Ｊａｐａｎ
２０２０　料理部門（エッセイ賞）

173 魔法のてぬきおやつ てぬキッチン／著 ワニブックス 2020/02 596.6/404/ 一般開架
料理レシピ本大賞　ｉｎ　Ｊａｐａｎ
２０２０　お菓子部門（大賞）

174 フライパン煮込み 若山曜子／著 主婦と生活社 2019/02 596/1856/ 一般開架
料理レシピ本大賞　ｉｎ　Ｊａｐａｎ
２０２０　特別選考委員賞

175 女性労働に関する基礎的研究 脇坂明／著 日本評論社 2018/08 366.3/539/ 県人文庫 第４２回労働関係図書優秀賞

176 電話交換手はなぜ「女の仕事」になったのか 石井香江／著 ミネルヴァ書房 2018/05 694/270/ 一般開架 第４２回労働関係図書優秀賞

177 アタラクシア 金原ひとみ／著 ［集英社］ 2019/05 F/ｶﾋ/ 一般開架 第５回渡辺淳一文学賞

178 キュビスム芸術史　２０世紀西洋美術と新しい＜現実＞ 松井裕美／著 名古屋大学出版会 2019/02 702/290/ 一般開架
第３２回和辻哲郎文化賞（学術部
門）

179 中央銀行　セントラルバンカーの経験した３９年 平川新／著 白川方明／著 2018/10 338.4/56/ 一般開架
第３２回和辻哲郎文化賞（一般部
門）

🎀　詩・短歌・俳句賞　🎀

書 名 著 者 出版社 出版年 請求記号 場所 受賞名（５０音順）

180 量　詩集 高塚謙太郎／著 七月堂（発売） 2019/07 911.56/2145/ 一般開架 第７０回Ｈ氏賞

181 ストークマーク 犬飼愛生／著 モノクローム・プロジェクト 2018/08 911.56/2123/ 一般開架 第２１回小野十三郎賞（詩集部門）

182 クリティカル＝ライン　詩論・批評・超＝批評 添田馨／著 思潮社（発売） 2018/12 911.5/138/ 一般開架
第２１回小野十三郎賞
（詩評論書部門）

183 薄明のサウダージ 野村喜和夫／著 書肆山田 2019/05 911.56/2146/ 一般開架 第３８回現代詩人賞

184 感傷ストーブ　歌集（かりん叢書） 川島結佳子／著 短歌研究社 2019/07 W68/1141/ 一般開架 第６４回現代歌人協会賞

185 月を食う 佐佐木定綱／著 角川文化振興財団 2019/10 W68/1139/ 一般開架 第６４回現代歌人協会賞

186 明月記を読む  上・下　（コスモス叢書） 高野公彦／著 短歌研究社 2018/11
915.4/49/1
915.4/49/2

一般開架 第４２回現代短歌大賞

187 石蓮花　歌集（現代歌人シリーズ） 吉川宏志／著 書肆侃侃房（発売） 2019/03 W68/1136/ 一般開架 第３１回斎藤茂吉短歌文学賞

188 柿本多映俳句集成 柿本多映／著 深夜叢書社 2019/03 H68/952/ 一般開架 第５４回蛇笏賞

189 切抜帳 江代充／著 思潮社（発売） 2019/09 911.56/2138/ 一般開架 第５０回高見順賞

190 水界園丁　生駒大祐第一句集 生駒大祐／著 港の人 2019/06 H68/954/ 一般開架 第１１回田中裕明賞

191 遅速あり　三枝昻之歌集（りとむコレクション） 三枝昻之／著 砂子屋書房 2019/04 W68/1135/ 一般開架 第５４回迢空賞

192 美しいからだよ 水沢なお／著 思潮社（発売） 2019/11 911.56/2151/ 一般開架 第２５回中原中也賞

193 麻裳よし　久々湊盈子歌集 久々湊盈子／著 現代短歌社 2019/09 W68/1137/ 一般開架 第４７回日本歌人クラブ賞 

194 微風域　歌集（ｇｉｆｔ１０叢書） 門脇篤史／著 現代短歌社 2019/08 W68/1138/ 一般開架 第２６回日本歌人クラブ新人賞

195 単独者鮎川信夫 野沢啓／著 思潮社（発売） 2019/10 911.52/586/ 一般開架 第２０回日本詩人クラブ詩界賞

196 鮫色　沼尾将之句集(第一句集シリーズ) 沼尾将之／著 ふらんす堂 2018/10 H68/884/ 一般開架 第４３回俳人協会新人賞

197 遠くの声　句集 藤本夕衣／著 ふらんす堂 2019/03 H68/931/ 一般開架 第４３回俳人協会新人賞

198
俳句の水脈を求めて　平成に逝った俳人たち　（未来図叢
書）

角谷昌子／著 角川文化振興財団 2018/11 H6/538/ 一般開架 第３４回俳人協会評論賞

199 雨をよぶ灯台 マーサ・ナカムラ／著 思潮社（発売） 2020/06 911.56/2147/ 一般開架 第２８回萩原朔太郎賞
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書 名 著 者 出版社 出版年 請求記号 場所 受賞名（５０音順）

200 ミステリー　藤島秀憲歌集 藤島秀憲／著 短歌研究社 2019/09 W68/1140/ 一般開架 第１８回前川佐美雄賞

201
パウル・クレーの＜忘れっぽい天使＞をだいどころの壁にか
けた

相沢正一郎／著 書肆山田 2019/07 911.56/2149/ 一般開架 第２５回丸山薫賞

202 歓待　川野里子歌集　（かりん叢書） 川野里子／著 砂子屋書房 2019/04 W68/1129/ 一般開架 第７１回読売文学賞（詩歌俳句賞）

203 鳩の時間 岩阪恵子／著 思潮社（発売） 2019/07 911.56/2126 一般開架 第５７回歴程賞

204 遠い蛍 以倉紘平／著 編集工房ノア 2018/10 911.56/2128 一般開架 第５７回歴程賞

205 ほとぼりが冷めるまで　詩集 細見和之／著 澪標（発売） 2020/08 911.56/2154/ 一般開架 第５８回歴程賞

206 そして君と歩いていく　岡田幸文詩集 岡田幸文／著 ミッドナイト・プレス 2020/07 911.56/2153/ 一般開架 第５８回歴程賞

🎀　児童文学賞　🎀

書 名 著 者 出版社 出版年 請求記号 場所 受賞名（５０音順）

207 字のないはがき 向田邦子／原作　角田光代／文　西加奈子／絵小学館 2019/05 JE/ﾑｸ/ 一般開架
第１回親子で読んでほしい絵本大
賞

208 大接近！スポーツものづくり　全６巻 高山リョウ／構成・文 岩崎書店（発売） 2020/02 J58/97/1～6 一般開架
第２２回学校図書館出版賞
（学校図書館出版賞）

209 固有種が教えてくれること　全３巻 今泉忠明／監修 金の星社 2020/03
J48/1684/1～
3

一般開架
第２２回学校図書館出版賞
（学校図書館出版賞）

210 データの達人　表とグラフを使いこなせ！　全４巻 今野紀雄／監修 ポプラ社 2020/04 J41/172/1～4 一般開架
第２２回学校図書館出版賞
（学校図書館出版賞）

211 『絵本世界の食事』シリーズ　全２５巻 銀城康子／文 農山漁村文化協会
2006/12

～
2020/03

J38/235/1～
25

一般開架・
書庫

第２２回学校図書館出版賞
（学校図書館出版特別賞）

212 おしっこちょっぴりもれたろう  ヨシタケシンスケ／作・絵 ＰＨＰ研究所 2018/06 JE/ﾖｼ/ 一般開架
第２９回けんぶち絵本の里大賞
（大賞）

213 ぼくはなきました　学校がもっとすきになる絵本シリーズ
くすのきしげのり／さく　石
井聖岳／え

東洋館出版社 2019/03 JE/ｸｼ/ 一般開架
第２９回けんぶち絵本の里大賞
（びばからす賞）

214 みえるとかみえないとか
ヨシタケシンスケ／さく　伊
藤亜紗／そうだん

アリス館 2018/07 JE/ﾖｼ/ 一般開架
第２９回けんぶち絵本の里大賞
（びばからす賞）

215 ぼくのばしょなのに 刀根里衣／著 ＮＨＫ出版（発売） 2018/10 JE/ﾄｻ/ 一般開架
第２８回けんぶち絵本の里大賞
（アルパカ賞）

216 なまえのないねこ
竹下文子／文　町田尚子
／絵

小峰書店 2019/04 JE/ﾀﾌ/ 一般開架 第５１回講談社絵本賞

217 徳治郎とボク 花形みつる／著 理論社 2019/04 J91.3/ﾊﾐ/ 一般開架
第６７回産経児童出版文化賞
（大賞）

218 きつねの橋
久保田香里／作　佐竹美
保／絵

偕成社 2019/09 J91.3/ｸｶ/ 一般開架
第６７回産経児童出版文化賞
（ＪＲ賞）

219 なっちゃんのなつ（かがくのとも絵本）
伊藤比呂美／文　片山健
／絵

福音館書店 2019/06 JE/ｲﾋ/ 一般開架
第６７回産経児童出版文化賞
（美術賞）

220 家をせおって歩く　かんぜん版 村上慧／作 福音館書店 2019/03 J70/70/ 一般開架
第６７回産経児童出版文化賞
（産経新聞社賞）

221 しろとくろ　（講談社の創作絵本） きくちちき／作 講談社 2019/09 JE/ｷﾁ/ 一般開架
第６７回産経児童出版文化賞
（フジテレビ賞）

222
ふるさとって呼んでもいいですか　６歳で「移民」になった私
の物語

ナディ／著 大月書店 2019/06 334.4/667/ 一般開架
第６７回産経児童出版文化賞
（ニッポン放送賞）

223 あおいアヒル
リリア／さく　前田まゆみ／
やく

主婦の友社 2019/10 JE/ﾘ/ 一般開架
第６７回産経児童出版文化賞
（翻訳作品賞）

224 マンマルさん
マック・バーネット／文　ジョ
ン・クラッセン／絵　長谷川
義史／訳

クレヨンハウス　 2019/05 JE/ﾊﾏ/ 一般開架
第６７回産経児童出版文化賞
（翻訳作品賞）

225 あの子の秘密（フレーベル館文学の森） 村上雅郁／作 フレーベル館 2019/12 J91.3/ﾑﾏ/ 一般開架 第４９回児童文芸新人賞

226 ムカッやきもちやいた
かさいまり／さく　小泉るみ
子／え

くもん出版 2018/10 JE/ｶﾏ/ 一般開架 第３回児童文芸幼年文学賞

227
万人の父になる　佐竹音次郎物語　ヒューマンノンフィクショ
ン

横山充男／文　槇えびし／
絵

学研プラス 2019/09 J28.9/514/ 一般開架 第６回児童ペン賞大賞

228 みどりのほし　（童心社の絵本）
林木林／作　長谷川義史
／絵

童心社 2020/07 JE/ﾊｷ/ 一般開架 第６回児童ペン賞絵本賞

229 あなたがおとなになったとき　（講談社の創作絵本）
湯本香樹実／文　はたこう
しろう／絵

講談社 2019/07 JE/ﾕｶ/ 一般開架 第６回児童ペン賞絵本賞

230 チ・ヨ・コ・レ・イ・ト！
ばんひろこ／作　丸山ゆき
／絵

新日本出版社 2019/10 J91.3/ﾊﾋ/ 一般開架 第６回児童ペン賞童話賞

231 生きるまほう　清野倭文子詩集　（子ども詩のポケット） 清野倭文子／著 てらいんく 2019/02 J91.1/498/ 一般開架 第６回児童ペン賞詩集賞

232 アドリブ 佐藤まどか／著 あすなろ書房（発売） 2019/09 J91.3/ｻﾏ/ 一般開架 第６回児童ペン賞少年小説賞

233
わきだせ！いのちの水　日本伝統の上総掘り井戸をアフリカ
に　（フレーベル館ノンフィクション）

たけたにちほみ／著 フレーベル館 2019/09 J51/199/ 一般開架 第６回児童ペン賞ノンフィクション賞

234 さわるめいろ 村山純子／著 小学館 2013/02 JE/ﾑｼ/ 書庫 第６９回小学館児童出版文化賞

235
昔はおれと同い年だった田中さんとの友情　（ブルーバトン
ブックス）

椰月美智子／作　早川世
詩男／絵

小峰書店 2019/08 J91.3/ﾔﾐ/ 一般開架 第６９回小学館児童出版文化賞

236 くじらすくい
水凪紅美子／作　たなかや
すひろ／絵

ＢＬ出版 2019/12 JE/ﾐｸ/ 一般開架
日産 童話と絵本のグランプリ
（童話部門）

237 ぴのちゃんとさむさむねこ 松丘コウ／作・絵 ＢＬ出版 2019/12 JE/ﾏｺ/  一般開架
日産 童話と絵本のグランプリ
（絵本部門）
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書 名 著 者 出版社 出版年 請求記号 場所 受賞名（５０音順）

238 くろいの 田中清代／さく 偕成社 2018/10 JE/ﾀｷ/ 一般開架 第２５回日本絵本賞(大賞）

239 なまえのないねこ
竹下文子／文　町田尚子
／絵

小峰書店 2019/04 JE/ﾀﾌ/ 一般開架 第２５回日本絵本賞(絵本賞）

240 金の鳥　ブルガリアのむかしばなし
八百板洋子／文
さかたきよこ／絵

ＢＬ出版 2018/12 JE/ﾔﾖ/ 一般開架 第２５回日本絵本賞(絵本賞）

241 アドリブ 佐藤まどか／著 あすなろ書房（発売） 2019/10 J91.3/ｻﾏ/ 一般開架
第６０回日本児童文学者協会協会
賞

242 一富士茄子牛焦げルギー たなかしん／作・絵 ＢＬ出版 2019/11 J91.3/ﾀｼ/ 一般開架
第５３回日本児童文学者協会新人
賞

243 蝶の羽ばたき、その先へ 森埜こみち／作 小峰書店 2019/10 J91.3/ﾓｺ/ 一般開架 第４４回日本児童文芸家協会賞

244 ゆかいな床井くん 戸森しるこ／著 講談社 2018/12 J91.3/ﾄｼ/ 一般開架 第５７回野間児童文芸賞

245 ライラックのワンピース　（ｔｅｅｎｓ’　ｂｅｓｔ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎｓ） 小川雅子／作　めばち／絵 ポプラ社 2020/10 J91.3/ｵﾏ/ 一般開架
第９回ポプラズッコケ文学新人賞
（大賞）

246 はてなとびっくり　大楠翠詩集（ジュニア・ポエム双書） 大楠翠／著 銀の鈴社 2019/03 J91.1/496/ 一般開架 第２４回三越左千夫少年詩賞

247 なまえのないねこ
竹下文子／文　町田尚子
／絵

小峰書店 2019/04 JE/ﾀﾌ/ 一般開架
第１２回ＭＯＥ絵本屋さん大賞２０１
９

🎀　参考図書　🎀

書 名 著 者 出版社 出版年 請求記号 場所

248 最新文化賞事典  ２０１１－２０１８             
日外アソシエーツ株式会社
／編集

日外アソシエーツ 2019/02
377.7/8/N11-
18

参考書

249 翻訳の賞事典
日外アソシエーツ株式会社
／編集

日外アソシエーツ 2019/12 801.7/168 参考書

250 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 2009/07 909/444 参考書

251 最新文学賞事典　２０１４－２０１８
日外アソシエーツ株式会社
／編集

日外アソシエーツ 2019/04
910.3/110/N1
4-18

参考書

252 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 2015/01 910.3/192 参考書

253 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 2015/06 910.3/195 参考書

254 文藝年鑑  ２０２０      日本文藝家協会／編 新潮社（発売） 2020/07 910.5/1/N20 参考書

255 詩歌・俳句の賞事典
日外アソシエーツ株式会社
／編集

日外アソシエーツ 2015/12 911/161 参考書

🎀　関連図書　🎀

書 名 著 者 出版社 出版年 請求記号 場所

256 本屋大賞  ２０２０ 本の雑誌編集部／編 本の雑誌社（発売） 2020/04 019/379/N20 一般開架

257
このミステリーがすごい！  ２０２０年版  ２０１９年のミステ
リー＆エンターテインメントベスト２０   

『このミステリーがすご
い！』編集部／編

宝島社 2019/12
901.3/107/N2
0

一般開架

258 世界の８大文学賞    受賞作から読み解く現代小説の今     都甲幸治／著 立東舎 2016/09 902/123/ 一般開架

259
ノーベル文学賞を読む    ガルシア＝マルケスからカズオ・イ
シグロまで  角川選書         

橋本陽介／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ（発売） 2018/06 902/130/ 一般開架

260 ノーベル文学賞    「文芸共和国」をめざして  増補新装版  柏倉康夫／著 吉田書店 2016/12 902/59/B 一般開架

261 文学賞メッタ斬り！ファイナル                大森望／著
パルコエンタテインメン
ト事業部

2012/08
910.26/1016/
N12

書庫

262 文学賞の光と影                小谷野敦／著 青土社 2012/07 910.26/1351/ 書庫

263 芥川賞直木賞秘話                高橋一清／著 青志社 2020/01 910.26/1638/ 一般開架
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🎀　高山羽根子さん著作　🎀

書 名 著 者 出版社 出版年 請求記号 場所

264 暗闇にレンズ                高山羽根子／著 東京創元社 2020/09 F/ﾀﾊ/ 県人文庫

265 首里の馬                高山羽根子／著 新潮社（発売） 2020/07 F/ﾀﾊ/ 県人文庫

266
おかえり台湾    食べて、見て、知って、感じる　一歩ふみ込
む二度目の旅案内           

池澤春菜／著　高山羽根
子／著

インプレス（発売） 2020/05 292.24/34/ 県人文庫

267
小説版韓国・フェミニズム・日本
　「名前を忘れた人のこと」          

イラン／著 河出書房新社 2020/05 F29/383/ 一般開架

268 如何様                高山羽根子／著 朝日新聞出版 2019/12 F/ﾀﾊ/ 県人文庫

269
特別ではない一日    ｋａｚｅ　ｎｏ　ｔａｎｂｕｎ 
　「日々と旅」

我妻俊樹／［ほか］著 柏書房 2019/11 918.6/821/ 一般開架

270
ＮＯＶＡ  ２０１９年秋号    河出文庫
　「あざらしが丘」

大森望／責任編集 河出書房新社 2019/08 F/ｵﾉ/ 書庫

271 カム・ギャザー・ラウンド・ピープル                高山羽根子／著 集英社 2019/07 F/ﾀﾊ/ 県人文庫

272
ベスト・エッセイ  ２０１９ 
　「ウインター・ハズ・カム」

日本文藝家協会／編 光村図書出版 2019/07 914.6/ﾆ/ 一般開架

273
たべるのがおそい  ｖｏｌ．７（２０１９Ｓｐｒｉｎｇ）  文学ムック
　「ラピード・レチェ 」

書肆侃侃房（発売） 2019/04 F/ｵﾋ/ 一般開架

274 居た場所                高山羽根子／著 河出書房新社 2019/01 F/ﾀﾊ/ 県人文庫

275
ＧＥＮＥＳｉＳ  １  創元日本ＳＦアンソロジー
　「ビースト・ストランディング」     

東京創元社 2018/12 F/ﾎｱ/ 一般開架

276 オブジェクタム                高山羽根子／著 朝日新聞出版 2018/08 F/ﾀﾊ/ 県人文庫

277 うどんキツネつきの      創元日本ＳＦ叢書          高山羽根子／［著］ 東京創元社 2014/11 F/ﾀﾊ/ 県人文庫

（　高山羽根子さん　小説・エッセイ・インタビュー等掲載誌　※館内でご覧ください　）

掲載誌・記事名 出版社 出版年 請求記号 場所

278
新潮　117巻12号　2020年12月号
　「その一匹を殺したのは誰か」

新潮社 2020/12 Z/19
新聞雑誌
閲覧室

279
文学界　74巻9号　2020年9月号
　「4月から7月、2020年。」

文芸春秋 2020/09 Z9/14
新聞雑誌
閲覧室

280
文芸春秋　98巻9号　2020年9月号
　「受賞者インタビュー　手足を縛られても足で書く」

文芸春秋 2020/09 Z/19
新聞雑誌
閲覧室

281
クロワッサン　44巻6号　2020年3月25日号
　「『如何様』高山羽根子さん　本を読んで会いたくなって」

マガジンハウス 2020/03 Z59/11/N20-2 書庫

282
新潮　117巻3号　2020年3月号
　「首里の馬」

新潮社 2020/03 Z9/4/N20-1 書庫

283
すばる　42巻1号　2020年1月号
　「私の偏愛書」

集英社 2020/01 Z9/112/N20-1 書庫

284
文学界　74巻1号　2020年1月号
　「文學界書店」

文芸春秋 2020/01 Z9/14/N20-1 書庫

285
すばる　41巻9号　2019年9月号
　「ひと　高山羽根子」

集英社 2019/09 Z9/112/Ｎ19-3 書庫

286
すばる　41巻7-9号　2019年7-9月号
　「こんなことしてていいのか日記」

集英社 2019/09 Z9/112/Ｎ19-3 書庫

287
すばる　41巻5号　2019年5月号
　「カム・ギャザー・ラウンド・ピープル」

集英社 2019/09 Z9/112/Ｎ19-2 書庫

288
文藝　58巻3号　2019年秋季号
　「名前を忘れた人のこと～Unknown Man」

河出書房新社 2019/07 Z9/12/N19-2 書庫

289
文藝　57巻4号　2018年冬季号
　「居た場所」

河出書房新社 2019/07 Z9/12/N18-2 書庫

290
群像　73巻12号　2018年12月号
　「ウィンター・ハズ・カム」

講談社 2018/12 Z9/2/N18-4 書庫

291
すばる　40巻8号　2018年8月号
　「ドストエフスキー×コスモス「おかしな人間の夢」」

集英社 2018/08 Z9/112/N18-3 書庫

292
新潮　115巻6号　2018年6月号
　「約束ごとと記号のドラマ」

新潮社 2018/06 Z9/4/N18-2 書庫

293
文学界　70巻8号　2016年8月号
　「L. H. O. O. Q.」

文芸春秋 2016/08 Z9/14/N16-3 書庫

294
婦人公論　101巻9号　2016年4月26日号
　「太陽の側の島」

中央公論社 2016/04 Z/23/N16-2 書庫
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