
＜大江健三郎賞＞

受賞年 受賞者 受賞作品 出版者 出版年 請求番号 場所

2010 中村 文則 掏摸 河出書房新社 2009.1 9136/ﾅﾌ19 一般開架

2011 星野 智幸 俺俺 新潮社 2010.6 9136/ﾎﾄ17 一般開架

2012 綿矢 りさ かわいそうだね? 文藝春秋 2011.1 9136/ﾜﾘ12 一般開架

2013 本谷 有希子 嵐のピクニック 講談社 2012.6 9136/ﾓﾕ4 一般開架

2014 岩城 けい さようなら、オレンジ 筑摩書房 2013.8 9136/ｲｹ31 一般開架

＜司馬遼太郎賞＞

受賞年 受賞者 受賞作品 出版者 出版年 請求番号 場所
2226/29/1

2226/29/2

2011 辻原 登 韃靼の馬 日本経済新聞出版社 2011.7 9136/ﾂﾉ16 一般開架

2011 伊藤 之雄 昭和天皇伝 文藝春秋 2011.7 28841/133 一般開架

2012 赤坂 真理 東京プリズン 河出書房新社 2012.7 9136/ｱﾏ47 一般開架

2012 片山 杜秀
未完のファシズム  「持たざる国」日本の
運命

新潮社 2012.5 2106/440 一般開架

2013 沢木 耕太郎 キャパの十字架 文藝春秋 2013.2 74025/12 一般開架

2014 伊集院 静 ノボさん  小説正岡子規と夏目漱石 講談社 2013.11 9136/ｲｼ158 一般開架

＜新田次郎文学賞＞

大江健三郎氏の作家生活50周年、講談社創業100周年を記念し、日本文学に新
たな可能性をもたらすとともに、世界文学に向けて大いなる潮流を巻き起こすこ
とを目的に講談社が創設した賞。

墓標なき草原  内モンゴルにおける文化
大革命・虐殺の記録  上・下

楊 海英

　　　千葉県立東部図書館　資料紹介コーナー

展示期間:平成27年12月 19日～平成28年2月14日

2010年から2015年に受賞した作品を読んでみよう！

 最近の文学賞受賞作品

文学一般

文学賞の設立を強く願っていた新田次郎の遺志をついで故人の遺産の一部を基金
として創設された。前年に初めて刊行された作品で、形式の如何を問わず、歴
史，現代にわたり、ノンフィクション文学または自然界に材を取ったものを対象
としている。

司馬遼太郎の作家活動を記念してつくられた賞。文芸、学芸、ジャーナリズムの
広い分野の中から、創造性にあふれ、さらなる活躍を予感させる作品を対象とす
る。

2010 岩波書店 2009.12 一般開架

文 学 一 般 
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受賞年 受賞者 受賞作品 出版者 出版年 請求番号 場所

2010 松本 侑子 恋の蛍  山崎富栄と太宰治 光文社 2009.1 9136/ﾏﾕ16 一般開架

9136/ﾊﾎ14/1

9136/ﾊﾎ14/2

2011 竹田 真砂子 あとより恋の責めくれば  御家人南畝先生 集英社 2010.2 9136/ﾀﾏ25 一般開架

2012 角幡 唯介 雪男は向こうからやって来た 集英社 2011.8 29258/44 一般開架

2013 澤田 瞳子 満つる月の如し  仏師・定朝 徳間書店 2012.3 9136/ｻﾄ22 一般開架

2014 川内 有緒
バウルを探して  地球の片隅に伝わる秘
密の歌

幻冬舎 2013.2 29257/15 一般開架

9136/ｺﾏ69/1

9136/ｺﾏ69/2

2015 尾崎 真理子 ひみつの王国　評伝石井桃子 新潮社 2014.6 91026/ｲﾓ11 中央図書館

＜三島由紀夫賞＞

受賞年 受賞者 受賞作品 出版者 出版年 請求番号 場所

2010 東 浩紀 クォンタム・ファミリーズ 新潮社 2009.12 9136/ｱﾋ35 一般開架

2011 今村 夏子 こちらあみ子 筑摩書房 2011.1 9136/ｲﾅ26 一般開架

2012 青木 淳悟 私のいない高校 講談社 2011.6 9136/ｱｼ86 一般開架

2013 村田 沙耶香 しろいろの街の、その骨の体温の 朝日新聞出版 2012.9 9136/ﾑｻ10 一般開架

2014 本谷 有希子
自分を好きになる方法  For six days of
Linde

講談社 2013.7 9136/ﾓﾕ5 一般開架

2015 上田 岳弘 私の恋人 新潮社 2015.6 9136/ｳﾀ4 一般開架

＜吉川英治文学賞＞

受賞年 受賞者 受賞作品 出版者 出版年 請求番号 場所

2010 重松 清 十字架 講談社 2009.12 9136/ｼｷ41 一般開架

2011 森村 誠一 悪道    [1] 講談社 2010.8 9136/ﾓｾ48 一般開架

9136/ﾕﾊ22/1

9136/ﾕﾊ22/2

2013 小池 真理子 沈黙のひと 文藝春秋 2012.11 9136/ｺﾏ67 一般開架

2014 大沢 在昌 海と月の迷路 毎日新聞社 2013.9 9136/ｵｱ 48 一般開架

2014 東野 圭吾 祈りの幕が下りる時 講談社 2013.9 9136/ﾋｹ 69 一般開架

2015 逢坂 剛 平蔵狩り 文藝春秋 2014.8 9136/ｵｺ 43 一般開架

吉川英治の功績を記念して、財団法人吉川英治国民文化振興会が設立した吉川英
治３賞のうちの一つ。他の2賞は吉川英治文化賞と吉川英治文学新人賞。

財団法人新潮文芸振興会が主催する新潮四賞（三島由紀夫賞、山本周五郎賞、新
潮学芸賞、日本芸術大賞）のうちの一つ。新潮社とゆかりの深かった三島由紀夫
を記念するもので、文学の前途を拓く新鋭の作品に授賞される。

2010 帚木 蓬生 水神    上・下 新潮社 2009.8 一般開架

一般開架

2012 夢枕 獏 大江戸釣客伝    上・下 講談社 2011.7 一般開架

2014 幸田 真音
天佑なり  高橋是清・百年前の日本国債
上・下

角川書店 2013.6

小 説 
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＜江戸川乱歩賞＞

受賞年 受賞者 受賞作品 出版者 出版年 請求番号 場所

2010 横関 大 再会 講談社 2010.8 9136/ﾖﾀ7 一般開架

2011 川瀬 七緒 よろずのことに気をつけよ 講談社 2011.8 9136/ｶﾅ7 一般開架

2011 玖村 まゆみ 完盗オンサイト 講談社 2011.8 9136/ｸﾏ5 一般開架

2012 高野 史緒 カラマーゾフの妹 講談社 2012.8 9136/ﾀﾌ10 一般開架

2013 竹吉 優輔 襲名犯 講談社 2013.8 9136/ﾀﾕ25 一般開架

2014 下村 敦史 闇に香る噓 講談社 2014.8 9136/ｼｱ8 一般開架

2015 呉 勝浩 道徳の時間 講談社 2015.8 9136/ｺｶ3 一般開架

＜太宰治賞＞

受賞年 受賞者 受賞作品（受賞作品が収められている本） 出版者 出版年 請求番号 場所

2010 今村 夏子 こちらあみ子 筑摩書房 2011.1 9136/ｲﾅ26 一般開架

2011 由井 鮎彦 会えなかった人 筑摩書房 2011.12 9136/ﾕｱ1 一般開架

2012 隼見 果奈 うつぶし 筑摩書房 2012.12 9136/ﾊｶ17 一般開架

2013 岩城 けい さようなら、オレンジ 筑摩書房 2013.8 9136/ｲｹ31 一般開架

2014 井鯉 こま コンとアンジ （太宰治賞    2014） 筑摩書房 2014.6 91368/66/14 一般書庫

2015 伊藤 朱里 変わらざる喜び（太宰治賞    2015） 筑摩書房 2015.6 91368/66/15 一般開架

＜谷崎潤一郎賞＞

受賞年 受賞者 受賞作品 出版者 出版年 請求番号 場所

2010 阿部 和重 ピストルズ 講談社 2010.3 9136/ｱｶ52 一般開架

2011 稲葉 真弓 半島へ 講談社 2011.5 9136/ｲﾏ29 一般開架

2012 高橋 源一郎 さよならクリストファー・ロビン 新潮社 2012.4 9136/ﾀｹ24 一般開架

2013 川上 未映子 愛の夢とか 講談社 2013.3 9136/ｶﾐ55 一般開架

2014 奥泉 光 東京自叙伝 集英社 2014.5 9136/ｵﾋ58 一般開架

2015 江國 香織 ヤモリ、カエル、シジミチョウ 朝日新聞出版 2014.11 9136/ｴｶ23 一般開架

小説

江戸川乱歩が自らの還暦記念として基金を提供し創設した賞。当初は推理小説界
の功労者の表彰にあてたが、後に新進推理作家の発掘と育成を目的とし、一般か
ら書き下ろし原稿を募集。受賞作は講談社から刊行される。

中央公論社が昭和40年に創業80年を記念して創設した賞。明治・大正・昭和を
通じて、幅広いジャンルで活躍した谷崎の業績にちなみ、時代を代表する優れた
小説・戯曲を顕彰する。

筑摩書房が「展望」復刊を機にゆかりの深い太宰治を記念して制定された賞。昭
和53年に第14回を最後に中止となったが、筑摩書房と三鷹市との共催で平成11
年に第15回から復活した。プロを目指す人のための新人賞。

小 説 
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＜松本清張賞＞

受賞年 受賞者 受賞作品 出版者 出版年 請求番号 場所

2010 村木 嵐 マルガリータ 文藝春秋 2010.6 9136/ﾑﾗ1 一般開架

2011 青山 文平 白樫の樹の下で 文藝春秋 2011.6 9136/ｱﾌ7 一般開架

2012 阿部 智里 烏は主を選ばない 文藝春秋 2013.7 9136/ｱﾁ9 一般開架

2013 山口 恵以子 月下上海 文藝春秋 2013.6 9136/ﾔｴ12 一般開架

2014 未須本 有生 推定脅威 文藝春秋 2014.6 9136/ﾐﾕ42 一般開架

2015 額賀 澪 屋上のウインドノーツ 文藝春秋 2015.6 9136/ﾇﾐ1 一般開架

＜山本周五郎賞＞

受賞年 受賞者 受賞作品 出版者 出版年 請求番号 場所

2010 貫井 徳郎 後悔と真実の色 幻冬舎 2009.1 9136/ﾇﾄ13 一般開架

2011 道尾 秀介 光媒の花 集英社 2010.3 9136/ﾐｼ36 一般開架

2011 窪 美澄 ふがいない僕は空を見た 新潮社 2010.7 9136/ｸﾐ5 一般開架

2012 原田 マハ 楽園のカンヴァス 新潮社 2012.1 9136/ﾊﾏ99 一般開架

2013 小野 不由美 残穢 新潮社 2012.7 9136/ｵﾌ13 一般開架

2014 米澤 穂信 満願 新潮社 2014.3 9136/ﾖﾎ6 一般開架

2015 柚木 麻子 ナイルパーチの女子会 文藝春秋 2015.3 9136/ﾕｱ 3 一般開架

＜横溝正史ミステリ大賞＞

受賞年 受賞者 受賞作品 出版者 出版年 請求番号 場所

2010 伊与原 新 お台場アイランドベイビー 角川書店 2010.9 9136/ｲｼ143 一般開架

2011 長沢 樹 消失グラデーション 角川書店 2011.9 9136/ﾅｲ2 一般開架

2012 河合 莞爾 デッドマン 角川書店 2012.9 9136/ｶｶ13 一般開架

2012 菅原 和也 さあ、地獄へ堕ちよう 角川書店 2012.9 9136/ｽｶ3 一般開架

2013 伊兼 源太郎 見えざる網 角川書店 2013.9 9136/ｲｹ32 一般開架

2014 藤崎 翔 神様の裏の顔 KADOKAWA　 2014.9 9136/ﾌｼ 72 一般開架

平成4年に亡くなった松本清張の業績を記念して、翌5年に創設された。当初は、
推理小説・歴史小説に与えられていたが、後にエンターテイメント作品を対象と
するようになった。

昭和55年、角川書店により、ミステリーの世界に開かれた、新しい登竜門として
設定された賞。平成13年第21回より、賞名を「横溝正史賞」から「横溝正史ミ
ステリ大賞」に変更した。

財団法人新潮文芸振興会が主催する新潮四賞（三島由紀夫賞、山本周五郎賞、新
潮学芸賞、日本芸術大賞）のうちの一つ。新潮社とゆかりが深かった山本周五郎
を記念するもので、すぐれて物語性を有する新しい文芸作品に授賞される。
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＜大宅壮一ノンフィクション賞＞

受賞年 受賞者 受賞作品 出版者 出版年 請求番号 場所

2010 上原 善広 日本の路地を旅する 文藝春秋 2009.12 36186/117 一般開架

2010 川口 有美子 逝かない身体  ALS的日常を生きる 医学書院 2009.12 49364/3 一般開架

2011 角幡 唯介
空白の五マイル  チベット、世界最大のツ
アンポー峡谷に挑む

集英社 2010.11 29229/21 一般開架

2011 国分 拓 ヤノマミ 日本放送出版協会 2010.3 38262/3 一般開架

2012 増田 俊也
木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったの
か

新潮社 2011.9 7892/17 中央図書館

2012 森 健
「つなみ」の子どもたち  作文に書かれな
かった物語

文藝春秋 2011.12 36931/164 一般開架

5435/104/1

5435/104/2

2014 佐々木 実
市場と権力  「改革」に憑かれた経済学者
の肖像

講談社 2013.4 2891/ﾀﾍ2 一般開架

2015 須田 桃子 捏造の科学者　STAP細胞事件 文藝春秋 2014.12 4607/13 一般開架

＜開高健ノンフィクション賞＞

受賞年 受賞者 受賞作品 出版者 出版年 請求番号 場所

2010 角幡 唯介
空白の五マイル  チベット、世界最大のツ
アンポー峡谷に挑む

集英社 2010.11 29229/21 一般開架

2011 水谷 竹秀
日本を捨てた男たち  フィリピンに生きる
「困窮邦人」

集英社 2011.11 33442/45 一般開架

2012 佐々 涼子 エンジェルフライト  国際霊柩送還士 集英社 2012.11 67393/27 一般開架

2013 黒川 祥子
誕生日を知らない女の子　虐待-その後の
子どもたち

集英社 2013.11 36761/28 一般開架

2014 田原 牧
ジャスミンの残り香  「アラブの春」が変え
たもの

集英社 2014.11 30227/114 一般開架

2015 三浦 英之
五色の虹 満州建国大学卒業生たちの戦
後

集英社 2015.12 ― ―

行動する作家として、探究心と人間洞察の結晶を作品化した開高健を記念し、21
世紀にふさわしいノンフィクションを推奨するため創設。政治、経済、社会、文
化、歴史、スポーツ、科学技術など、あらゆるジャンルにわたる作品を募り、ノ
ンフィクションに対する志のある方々に飛躍の機会を提供する。

大宅壮一の半世紀にわたるマスコミ活動を記念して昭和44年に制定された賞で、
新しいノンフィクション作家の登場を促すとともに、すぐれた作品を広く世に紹
介することを目的とする。

船橋 洋一2013 カウントダウン・メルトダウン    上・下 文藝春秋 2012.12 一般開架

記録文学 ・ 随 筆 
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＜日本エッセイストクラブ賞＞

受賞年 受賞者 受賞作品 出版者 出版年 請求番号 場所

2010 秋尾 沙戸子
ワシントンハイツ  GHQが東京に刻んだ戦
後

新潮社 2009.7 21361/85 一般開架

2011 田中 伸尚 大逆事件  死と生の群像 岩波書店 2010.5 21068/12 一般開架

2011 内田 洋子 ジーノの家  イタリア10景 文藝春秋 2011.2 2937/43 一般開架

2012 井口 隆史 安部磯雄の生涯  質素之生活高遠之理想 早稲田大学出版部 2011.6 2891/ｱｲ3 一般開架

2012 小池 光 うたの動物記 日本経済新聞出版社 2011.7 91104/68 一般開架

2013 尾崎 俊介 S先生のこと 新宿書房 2013.2 2891/ｽｼ5 一般開架

2014 後藤 秀機
天才と異才の日本科学史  開国からノー
ベル賞まで、150年の軌跡

ミネルヴァ書房 2013.9 40210/42 一般開架

2014 佐々木 健一 辞書になった男  ケンボー先生と山田先生 文藝春秋 2014.2 8131/75 一般開架

2015 磯田 道史
天災から日本史を読みなおす  先人に学
ぶ防災

中央公論新社 2014.11 21017/5 一般開架

＜Ｈ氏賞＞

受賞年 受賞者 受賞作品 出版者 出版年 請求番号 場所

2010 田 原 石の記憶 思潮社 2009.1 91156/ﾃﾕ2 一般開架

2011 高木 敏次 傍らの男 思潮社 2010.7 91156/ﾀﾄ 10 一般開架

2012 廿楽 順治 化車 思潮社 2011.4 91156/ﾂｼ1 一般開架

2013 石田 瑞穂 まどろみの島 思潮社 2012.1 91156/ｲﾐ10 一般開架

2014 峯澤 典子 ひかりの途上で 七月堂 2013.8 91156/ﾐﾉ 8 一般開架

2015 岡本 啓 グラフィティ 思潮社 2014.11 91156/ｵｹ3 一般開架

日本エッセイスト・クラブが昭和27年に創設した賞。随想、評論、ノンフィク
ション、伝記、研究、ドキュメント、旅行記など、エッセーを広い範囲でとら
え、特に新鮮で感銘を覚える新人の発掘を目的にする賞。

新人の優れた詩集を、広く社会に推奨することを目的に平澤貞二郎氏の基金によ
り創設。賞の名は、平澤本人が匿名を強く希望したため、Hirasawaの頭文字だ
けを冠している。

詩 ・ 短 歌 

県立図書館で所蔵がない図書は、県内の市町村立図書館等から取り

寄せをすることができます。申込みは、図書館カウンターや電話で

承っています。お気軽にお申し込みください。 
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＜藤村記念歴程賞＞

受賞年 受賞者 受賞作品 出版者 出版年 請求番号 場所

2010 相沢 正一郎
テーブルの上のひつじ雲／テーブルの下
のミルクティーという名の犬

書肆山田 2010.5 91156/ｱｼ4 一般開架

2010 高貝 弘也 露光 書肆山田 2010.7 91156/ﾀﾋ10 一般書庫

2011 福間 健二 青い家 思潮社 2011.7 91156/ﾌｹ4 一般開架

2012 野村 喜和夫 ヌードな日 思潮社 2011.1 91156/ﾉｷ10 一般開架

2012 野村 喜和夫 難解な自転車 書肆山田 2012.8 91156/ﾉｷ11 一般開架

2013 新藤 凉子
悪母島(ぐぼとう)の魔術師(マジシャン)  連
詩

思潮社 2013.4 91156/82 一般開架

2014 高橋 順子 海へ 書肆山田 2014.7 91156/ﾀｼ58 一般開架

＜中原中也賞＞

受賞年 受賞者 受賞作品 出版者 出版年 請求番号 場所

2010 文月 悠光 適切な世界の適切ならざる私 思潮社 2009.1 91156/ﾌﾕ1 一般開架

2011 辺見 庸 生首  詩文集 毎日新聞社 2010.3 91156/ﾍﾖ 1 一般書庫

2012 暁方 ミセイ ウイルスちゃん 思潮社 2011.1 91156/ｱﾐ3 一般開架

2013 細田 傳造 谷間の百合 書肆山田 2012.6 91156/ﾎﾃ2 一般開架

2014 大崎 清夏 指差すことができない 青土社 2014.4 91156/ｵｻ4 一般開架

2015 岡本 啓 グラフィティ 思潮社 2014.11 91156/ｵｹ3 一般開架

＜萩原朔太郎賞＞

受賞年 受賞者 受賞作品 出版者 出版年 請求番号 場所

2010 小池 昌代 コルカタ 思潮社 2010.3 91156/ｺﾏ8 一般開架

2011 福間 健二 青い家 思潮社 2011.7 91156/ﾌｹ4 一般開架

2012 佐々木 幹郎 明日 思潮社 2011.1 91156/ｻﾐ4 一般開架

2013 建畠 晢 死語のレッスン 思潮社 2013.7 91156/ﾀｱ2 一般開架

2014 三角 みづ紀 隣人のいない部屋 思潮社 2013.9 91156/ﾐﾐ5 一般開架

2015 川田 絢音 雁の世 思潮社 2015.5 ― ―

山口市出身の詩人、中原中也の業績を顕彰するとともに、詩を通じた芸術文化意
識の向上を目的とする。新鮮な感覚を備えた優れた現代詩の詩集に贈られ、新人
賞的な性格をもつ賞。

萩原朔太郎をはじめ多くの詩人を輩出してきた前橋市が、平成4年に市制施行
100周年を記念して創設。日本近現代詩に多大な貢献をした萩原朔太郎の業績を
永く顕彰し、日本文化発展に寄与するとともに、市民文化の向上を図ることを目
的とする賞。

詩壇に刺激を与えるため、「歴程」に島崎家から寄せられた島崎藤村の印税をも
とに創設された。後に歴程同人の拠金による賞となった。
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＜三好達治賞＞

受賞年 受賞者 受賞作品 出版者 出版年 請求番号 場所

2010 長田 弘 世界はうつくしいと  詩集 みすず書房 2009.4 91156/ｵﾋ20 一般書庫

2011 粕谷 栄市 遠い川 思潮社 2010.1 91156/ｶｴ5 一般開架

2012 細見 和之 家族の午後  細見和之詩集 澪標 2010.12 91156/ﾎｶ3 一般開架

2013 高階 杞一 いつか別れの日のために 澪標 2012.5 91156/ﾀｷ12 一般開架

2014 藤田 晴央 夕顔 思潮社 2013.11 91156/ﾌﾊ 3 一般開架

2015 高橋 順子 海へ 書肆山田 2014.7 91156/ﾀｼ58 一般開架

＜若山牧水賞＞

受賞年 受賞者 受賞作品 出版者 出版年 請求番号 場所

2010 島田 修三 蓬歳断想録  歌集 短歌研究社 2010.7 91116/ｼｼ8 一般開架

2010 川野 里子 王者の道  川野里子歌集 角川書店 2010.8 91116/ｶｻ2 一般開架

2011 大下 一真 月食  大下一真歌集 砂子屋書房 2011.7 91116/ｵｲ3 一般開架

2012 大口 玲子 トリサンナイタ  大口玲子歌集 角川書店 2012.6 91116/ｵﾘ3 一般開架

2013 晋樹 隆彦 浸蝕  晋樹隆彦歌集 本阿弥書店 2013.8 C9116/ｼﾀ1 郷土開架

2014 大松 達知 ゆりかごのうた　大松達知歌集 六花書林 2014.5 91116/ｵﾀ 32 一般開架

2015 内藤 明 虚空の橋　歌集　音叢書 短歌研究社 2015.7 91116/ﾅｱ 9 一般開架

人間と自然への溢れる想いを歌い、日本短歌史に偉大な足跡を残した国民的歌人
「若山牧水」の業績を永く顕彰するために平成7年創設。短歌文学の分野で傑出
した功績を挙げた者に賞を贈ることによって我が国の短歌文学の発展に寄与する
ことを目的とする賞。

大阪にゆかりがあり大きな業績を残した三好達治を顕彰した賞。
その年の最も優れた詩集を発表した詩人にこの賞を贈ることにより、文学界の人
材育成と共に詩を通じて豊かな芸術文化の意識高揚を図ることを目的に平成17年
度創設された。

文学賞の名称は、出版社名や主催者の名前を直接冠したものが多いですが、

人名を冠したものも多くあります。 

人名を冠した賞の場合、文学史・文壇やそのジャンルの歴史において重要な

足跡を残した作家の功績を記念・顕彰することが目的となっています。 

今回は、そうした作家の名を冠した賞を中心にご紹介しました。 

 
  参考文献： 

  『最新文学賞事典 2009－2013』日外アソシエーツ 2014 

  『ノンフィクション・評論・学芸の賞事典』日外アソシエーツ 2015 

  『小説の賞事典』日外アソシエーツ 2015 
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