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２０２０受賞作リスト 

 2020 年に発表された主な文学賞・児童文学賞・詩歌賞・文化賞の受賞作・

受賞者を、賞名の50音順に並べました。 

 受賞作品のうち、出版が確認できたものについては、出版社を記載しました。

請求記号（本の背ラベルの番号／館によって異なる場合があります）・資料番号

（図書館資料のバーコードにある番号）が記載されたものは、さいたま市図書館

で所蔵しています。所蔵館につきましては、図書館職員におたずねください。他

館所蔵や貸出中の場合は、取り寄せや予約も承ります。 

 なお、出版・所蔵状況は2021年 10月末日現在のものです。 
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リストの見方 

第 37回織田作之助賞 

大賞  温又柔 ｢魯肉飯のさえずり｣  中央公論新社 913.6/ｵﾝ 13190132467 

青春賞  三浦 育真 ｢夜明珠｣（『三田文学 2021 冬季号』（三田文学発行）に掲載） 

各賞・部門

賞の名称 受賞作

請求記号

：さいたま市図書館所蔵の本の

背ラベルにある番号。

資料番号

：さいたま市所蔵の本の図書館バーコードにある番号。

 職員におたずねの際は、この番号をお伝えください。

著者・受賞者 出版社



文学賞
賞 著者・受賞者 受賞作 出版社 請求記号 資料番号

第163回芥川賞

遠野　遙 「破局」 河出書房新社 913.6/ﾄｵ 13190126154

高山　羽根子 「首里の馬」 新潮社 913.6/ﾀｶ 13190127392

第164回芥川賞

宇佐見　りん 「推し、燃ゆ」 河出書房新社 913.6/ｳｻ 13190130289

第30回鮎川哲也賞

千田　理緒 「五色の殺人者」 東京創元社 913.6/ｾﾝ 13100629669

第19回R-18文学賞

大賞 秋　ひのこ 「何言ってんだ、今ごろ」（「小説新潮」2020年5月号に掲載） 13400390525

第24回伊豆文学賞

須田　地央 羽衣出版 913.68/ｲｽﾞ 01800323550

※掌篇部門については割愛しました。

第48回泉鏡花文学賞

高樹　のぶ子 「業平―小説伊勢物語」 日本経済新聞出版 913.6/ﾀｶ 13190121502

第66回江戸川乱歩賞

佐野　広実 講談社 913.6/ｻﾉ 13190140379

第38回大阪女性文芸賞

石田　夏穂 「その周囲、五十八センチ」（「鐘33号」（大阪女性文芸協会発行）に掲載）

第22回大藪春彦賞

赤松　利市 「犬」 徳間書店 913.6/ｱｶ 28101552033

第10回奥の細道文学賞

福岡　完 「しぐるるや」（「第10回奥の細道文学賞　第4回ドナルドキーン賞作品集」（草加市発行）に掲載）

第47回大佛次郎賞

内海　健 河出書房新社 913.6/ｳﾂ 01190625200

第37回織田作之助賞

大賞 温又柔 「魯肉飯のさえずり」 中央公論新社 913.6/ｵﾝ 13190132467

青春賞 三浦　育真 「夜明珠」（『三田文学2021冬季号』（三田文学発行）に掲載）

第100回オール読物新人賞

高瀬　乃一 「をりをりよみ耽り」（「オール讀物」2020年11月号に掲載） 13400399922

第8回河合隼雄賞

物語賞 該当作なし

学芸賞 小川　さやか 春秋社 334.42/ｵｶﾞ 13190106743

第18回北区内田康夫ミステリー文学賞

大賞 西浦　理 「暗い駒音」 (「Webジェイ・ノベル」（実業之日本社）に掲載）

第54回北日本文学賞

逢河　光乃 「ブルームーン」(Web「北日本新聞Webun」に掲載）

第15回木山捷平短編小説賞

川端　豊子 「夕焼けの音」（「木山捷平文学選奨作品集」（笠岡市）に掲載）

第63回群像新人文学賞

該当作なし

第64回群像新人評論賞

該当作なし

第19回『このミステリーがすごい！』大賞

大賞 新川　帆立 「元彼の遺言状」（「三つ前の彼」改題） 宝島社 913.6/ｼﾝ 13190138951

第51回埼玉文学賞

小説部門 渓木　けい 「つぎつぎ、生る」（Web「埼玉新聞」ホームページに掲載）

第52回埼玉文芸賞

2020年中に発表がなかったため、来年度掲載

「憧憬明夜」 （「伊豆文学賞優秀作品集第24回」に収録）

「金閣を焼かなければならぬ―林養賢と三島由紀夫」

「チョンキンマンションのボスは知っている」

「わたしが消える」

※読者賞・友近賞については割愛しました。
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第37回さきがけ文学賞

荒川　眞人 「賽銭泥棒」（秋田魁新報電子版に掲載）

北原　岳 「ヒカリ指す｣（秋田魁新報電子版に掲載）

第33回柴田錬三郎賞

伊坂　幸太郎 「逆ソクラテス」 集英社 913.6/ｲｻ 13190120744

第24回司馬遼太郎賞

佐藤　賢一 「ナポレオン」（全3巻） 台頭篇（1） 集英社 913.6/ｻﾄ 01102527023

野望篇（2） 集英社 913.6/ｻﾄ 01102528625

転落篇（3） 集英社 913.6/ｻﾄ 01102530845

第26回島清恋愛文学賞

綿矢　りさ 「生のみ生のままで」 上 集英社 913.6/ﾜﾀ 13100595639

下 集英社 913.6/ﾜﾀ 13100595647

第14回小学館ライトノベル大賞

ガガガ大賞 該当作なし

ガガガ賞 零真似（余命零） 小学館

第14回小説現代長編新人賞

鯨井　あめ 講談社 913.6/ｸｼﾞ 28101578822

パリュスあや子 講談社 913.6/ﾊﾟﾘ 13190135213

奨励賞 中　真大 「無駄花」 講談社 913.6/ﾅｶ 28101590405

第33回小説すばる新人賞

鈴村　ふみ 集英社 913.6/ｽｽﾞ 01102571526

第52回新潮新人賞

小池　水音 「わからないままで」

濱道　拓 「追いつかれた者たち」

新潮社 01400862783

第26回スニーカー大賞　

大賞 該当作なし

優秀賞 石田　灯葉 KADOKAWA

井上　かえる KADOKAWA

第44回すばる文学賞

木崎　みつ子 「コンジュジ」 集英社 913.6/ｷｻﾞ 13190141070

第71回全米図書賞（翻訳文学部門）

柳　美里 「ＪＲ上野駅公園口」 河出書房新社 913.6/ﾕｳ 13190034812

第36回太宰治賞

八木　詠美 「空芯手帳」 筑摩書房 913.6/ﾔｷﾞ 28101606136

第56回谷崎潤一郎賞

磯崎　憲一朗 「日本蒙昧前史」 文藝春秋 913.6/ｲｿ 13100626806

第15回中央公論文芸賞

桜木　紫乃 ｢家族じまい｣ 集英社 913.6/ｻｸ 13100626228

第15回ちよだ文学賞

大賞 中山　夏樹

第27回電撃大賞（電撃小説大賞部門）

大賞 菊石　まれほ KADOKAWA B913.6/ｷｸ 11100756201

金賞 香坂　マト

KADOKAWA B913.6/ｺｳ 11190216678

メディアワークス文庫賞 国仲　シンジ KADOKAWA 913.6/ｸﾆ 53100250918

遠野　海人 KADOKAWA 913.6/ﾄｵ 17100276793

銀賞 土屋　瀧 KADOKAWA B913.6/ﾂﾁ 11190216652

駿馬　京 KADOKAWA B913.6/ｼﾕ 11190216660

「宅録ぼっちのおれがあの天才美少女のゴーストラ
イターになるなんて。＜リマスター版＞」

「君はヒト、僕は死者。世界はときどきひっくり返る」（原題　デッドリーヘブンリーデッド）

「ギルドの受付嬢ですが、残業は嫌なのでボスをソロ
討伐しようと思います」（原題　受付嬢ですが、定時
で帰りたいのでボスをソロ討伐しようと思います）

「君と、眠らないまま夢をみる」（原題　それから俺はかっこいいバイクを買った）

「忘却の楽園」（原題　Out Of Woods)

「僕といた夏を、君が忘れないように」（原題　はじめ
ての夏、人魚に捧げるキャンバス）

｢異国の古書店」（「ちよだ文学賞第15回」に収録） 千代田区文化振興課

「ユア・フォルマ」

「インフルエンス・インシデント」

「晴れ、時々くらげを呼ぶ」

「隣人Ｘ」（「惑星難民Ｘ」改題）

「女子高生の放課後アングラーライフ」（原題　私たちのアングラな日常）

「櫓太鼓がきこえる」

（両作品とも「新潮」2020年11月号に掲載）
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第4回ドナルド・キーン賞

大賞 川本　晧嗣 「俳諧の詩学」 岩波書店 911.3/ｶﾜ 01190580587

第163回直木賞

馳　星周 「少年と犬」 文藝春秋 913.6/ﾊｾ 13100625436

第164回直木賞

西條　奈加 「心淋し川」 集英社 913.6/ｻｲ 13190129661

中村星湖文学賞

2020年の開催は中止

第26回中山義秀文学賞

木下　昌輝 「まむし三代記」 朝日新聞出版 913.6/ｷﾉ 13100622755

第39回新田次郎文学賞

河崎　秋子 「土に贖う」 集英社 913.6/ｶﾜ 13190106388

第40回日本SF大賞

小川　一水 ｢天冥の標｣（全10巻） 早川書房 B913.6/ｵｶﾞ

酉島　伝法 ｢宿借りの星｣ 東京創元社 913.6/ﾄﾘ 01102477658

第73回日本推理作家協会賞

短編部門 矢樹　純 祥伝社 B913.6/ﾔｷﾞ 01190582005

呉　勝浩 KADOKAWA 913.6/ｺﾞ 13190109630

評論・研究部門 金　承哲 「遠藤周作と探偵小説―痕跡と追跡の文学」 教文館

第24回日本ミステリー文学大賞

大賞 黒川　博行

新人賞 茜　灯里 「馬疫」（原題　オリンピックに駿馬は狂騒う） 光文社 913.6/ｱｶ 14102592517

第63回農民文学賞

詩の部 金子　智

小説の部 玉井　裕志

2020年ノーベル文学賞

第73回野間文芸賞

小川　洋子 「小箱」 朝日新聞出版 913.6/ｵｶﾞ 13100598732

第42回野間文芸新人賞

李　龍徳 「あなたが私を竹槍で突き殺す前に」 河出書房新社 913.6/ｲ 13190117831

第32回舟橋聖一顕彰青年文学賞

福島　優香里 「りぃちゃん」

第14回舟橋聖一文学賞

澤田　瞳子 文藝春秋 913.6/ｻﾜ 13100624942

第125回文學界新人賞

三木　三奈 「アキちゃん」（「文学界」2020年5月号に掲載） 文藝春秋 13400389659

第30回Bunkamuraドゥマゴ文学賞

石川　宗生 「ホテル・アルカディア」 集英社 913.6/ｲｼ 01102543616

第57回文藝賞

藤原　無雨 「水と礫」 河出書房新社 913.6/ﾌｼﾞ 01102562293

第54回北海道新聞文学賞

創作・評論部門 該当作なし

詩部門 該当作なし

第20回本格ミステリ大賞

小説部門 相沢　沙呼 講談社 913.6/ｱｲ 13100597783

評論・研究部門 長山　靖生 河出書房新社 910.26/ﾅｶﾞ 29190348226

第17回本屋大賞

凪良　ゆう 東京創元社 913.6/ﾅｷﾞ 13190108814

第27回松本清張賞

千葉　ともこ 「震雷の人」 文藝春秋 913.6/ﾁﾊﾞ 13190131089

「流浪の月」

「medium 霊媒探偵　城塚翡翠」

「モダニズム・ミステリの時代―探偵小説が新感覚だった頃」

ルイーズ・グリュック

「駆け入りの寺」

「風の旋律」（「農民文学」第324号（2020年春号）に掲載）

「源　スペード・ブラデオス」 （「農民文学」第324号（2020年春号）に掲載）

長編および連作短編集部門 「スワン」

「夫の骨」
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第33回三島由紀夫賞

宇佐見　りん 「かか」 河出書房新社 913.6/ｳｻ 13190140320

第17回ミステリーズ！新人賞

大島　清昭 東京創元社 913.6/ｵｵ 28101626670

オオシマ　カズヒロ 「 む老人」（両作品とも「ﾐｽﾃﾘｰｽﾞ!vol.103」に掲載） 東京創元社

第26回三田文学新人賞

小森　隆司 「手に手の者に幸あらん」（「三田文学」141号　2020年春季号に掲載）

田村　初美 「とぼくれホタル」（「三田文学」141号　2020年春季号に掲載）

第30回宮沢賢治賞

今福　龍太 「宮沢賢治デクノボーの叡知」に対して 新潮社 910.268/ﾐﾔ 28101600527

第30回紫式部文学賞

中島　京子 「夢見る帝国図書館」 文藝春秋 913.6/ﾅｶ 13100594228

第11回山田風太郎賞

今村　翔吾 「じんかん」 講談社 913.6/ｲﾏ 13190124563

第28回やまなし文学賞

小説部門 崎浜　慎 「梵字碑にザリガニ」 山梨日日新聞社

研究・評論部門 服部　徹也 新曜社

河野　龍也 「佐藤春夫と大正日本の感性」 鼎書房

第33回山本周五郎賞

早見　和真 「ザ・ロイヤルファミリー」 新潮社 913.6/ﾊﾔ 13100599557

第30回ゆきのまち幻想文学賞

一般部門 あまの　かおり 「神仕舞」

長編部門 益田　昌 「硯」

第40回横溝正史ミステリ＆ホラー文学賞

大賞 原　浩 「火喰鳥を、喰う」 KADOKAWA 913.6/ﾊﾗ 13190137474

第54回吉川英治文学賞

該当作なし

第41回吉川英治文学新人賞

今村翔吾 「八本目の槍」 新潮社 913.6/ｲﾏ 13100596165

呉　勝浩 KADOKAWA 913.6/ｺﾞ 13190109630

第5回吉川英治文庫賞

小野　不由美 新潮社 B913.6/ｵﾉ

第71回読売文学賞

小説賞 島田　雅彦 「君が異端だった頃」 集英社 913.6/ｼﾏ 13190105331

戯曲・シナリオ賞 松尾　スズキ 「命、ギガ長ス」 白水社

随筆・紀行賞 津野　海太郎 「最後の読書」 新潮社 019.04/ﾂﾉ 01190542801

評論・伝記賞 礒崎　純一 白水社 910.268/ｼﾌﾞ 01190583219

詩歌俳句賞 川野　里子 「歓待」 砂子屋書房 911.168/ｶﾜ 01190569119

研究・翻訳賞 千葉　文夫 「ミシェル・レリスの肖像」 みすず書房 950.27/ﾁﾊﾞ 01102531835

第5回渡辺淳一文学賞

金原　ひとみ 「アタラクシア」 集英社 913.6/ｶﾈ 13100594566

「龍彦親王航海記―澁澤龍彦伝」

「影踏亭の怪談」

「はじまりの漱石」

「スワン」

「十二国記」シリーズ
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賞 著者・受賞者 受賞作 出版社 請求記号 資料番号

2020年度の開催は中止

北川　佳奈／作　しまざき　ジョゼ／絵

「ぼくに色をくれた真っ黒な絵描き」 学研プラス K9/ｷﾀ 13200221789

ヨシタケシンスケ ブロンズ新社 E/ﾖｼ 13290093254

小峰書店 E/ﾏﾁ 13200216102

2020年度の開催は中止

該当作なし

国際アンデルセン賞2020

作家賞

画家賞

大賞 花形　みつる 理論社 K9/ﾊﾅ 14201200582

JR賞

「きつねの橋」 偕成社 K9/ｸﾎﾞ 13290099277

美術賞

福音館書店 E/ｶﾀ 13290092637

村上　慧 「家をせおって歩く　かんぜん版」 福音館書店 K527 13290090607

フジテレビ賞 きくち　ちき 「しろとくろ」 講談社 E/ｷｸ 11290187159

ニッポン放送賞 ナディ 「ふるさとって呼んでもいいですか」 大月書店 334.41/ﾅﾃﾞ 01190593697

翻訳作品賞 リリア／作　前田　まゆみ／訳

「あおいアヒル」 主婦の友社 E/ﾘﾘ 01290139581

「マンマルさん」 クレヨンハウス E/ｸﾗ 14201179380

該当作なし

村上　雅郁 「あの子の秘密」 フレーベル館 K9/ﾑﾗ 01200562807

児童文芸ノンフィクション文学賞

第3回児童文芸幼年文学賞

かさい　まり／作　小泉　みる子／絵

「ムカッやきもちやいた」 くもん出版 E/ｺｲ 13290081572

第6回児童ペン賞

大賞 横山　充男／文　槇　えびし／絵

「万人の父になる―佐竹音次郎物語」 学研プラス K289/ｻﾀ 01200560264

童話賞 ばん　ひろこ／作　丸山　ゆき／絵

「チ・ヨ・コ・レ・イ・ト！」 新日本出版社 T9/ﾊﾞﾝ 13200217704

村山　純子 小学館 K378

梛月　美智子 「昔はおれと同い年だった田中さんとの友情」 小峰書店 K9/ﾔｽﾞ 13290101065

該当作なし

「徳治郎とボク」

久保田　香里／作　佐竹　美保／絵

「ころべばいいのに」

第49回児童文芸新人賞

産経新聞社賞

「なっちゃんのなつ」

伊藤　比呂美／文　片山　健／絵

第61回講談社児童文学新人賞

第51回講談社絵本賞

第67回産経児童出版文化賞

アルベルティーヌ

マック・バーネット／文　ジョン・クラッセン／絵　長谷川　義史／訳

隔年開催のため、2020年度の受賞作なし

ジャクリーン・ウッドソン

児童文学賞

巌谷小波文芸賞

第28回小川未明文学賞

第30回けんぶち絵本の里大賞

講談社絵本新人賞

第19回長編児童文学新人賞

第26回児童文学ファンタジー大賞

第69回小学館児童出版文化賞

「さわるめいろ」シリーズ

竹下　文子／文　町田　尚子／絵

「なまえのないねこ」
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村中　李衣／作　石川　えりこ／絵

「あららのはたけ」 偕成社 K9/ﾑﾗ 13290097933

童話大賞 山本　泉 「なすびはなに色？」 BL出版 T9/ﾔﾏ 13800123047

絵本大賞 いわさき　さとこ BL出版 E/ｲﾜ 13800123054

日本絵本賞大賞 田中　清代 偕成社 E/ﾀﾅ 01290130382

日本絵本賞

「なまえのないねこ」 小峰書店 E/ﾏﾁ 13200216102

BL出版 E/ｻｶ 13290085748

たなか　ひかる 「ぱんつさん」 ポプラ社 E/ﾀﾅ 13290088411

日本絵本賞翻訳絵本賞 該当作なし

日本絵本賞読者賞 該当作なし

正賞 該当作なし

佐藤　まどか 「アドリブ｣ あすなろ書房 K9/ｻﾄ 13290099855

たなか　しん 「一富士茄子牛焦げルギー」 ＢＬ出版 K9/ﾀﾅ 01200562237

森埜　こみち 小峰書店 K9/ﾓﾘ 13290100745

梶田　向省／作　花原　淳子／絵

日本新薬 E/ﾊﾅ 01800309518

いとう　みく 講談社 K9/ｲﾄ 01290143740

ひろすけ童話賞

木内　南緒 「AIロボット、ひと月貸します！」 岩崎書店 K9/ｷｳ 13290105322

ブラティスラヴァ世界絵本原画展賞

隔年開催のため、2020年度の受賞作なし

第24回三越左千夫少年詩賞

岩佐　敏子 「へんてこあそびうた」 リーブル

大楠　翠 「はてなとびっくり」 銀の鈴社

「くつやさんとおばけ」

第35回福島正実記念ＳＦ童話賞

第60回日本児童文学者協会賞

第53回日本児童文学者協会新人賞

第44回日本児童文芸家協会賞

第12回日本新薬こども文学賞

物語部門最優秀賞

第44回日本児童文学学会賞

第35回坪田譲治文学賞

第36回日産童話と絵本のグランプリ

第25回日本絵本賞

「金の鳥―ブルガリアのむかしばなし」

「くろいの」

竹下　文子／文　町田　尚子／絵

八百板　洋子／文　さかた　きよこ／絵

「十二支はたいへんです」

2020年度の開催は中止

第58回野間児童文芸賞

「朔と新」

「蝶の羽ばたき、その先へ」
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詩歌賞
賞 著者・受賞者 受賞作 出版社 請求記号 資料番号

第70回H氏賞

高塚　謙太郎 「量」 七月堂

第53回小熊秀雄賞

長田　典子 「ニューヨーク・ディグ・ダグ」 思潮社

第12回小野市詩歌文学賞

短歌部門 大口　玲子 「ザベリオ」 青磁社

俳句部門 原　満三寿 深夜叢書社

第22回小野十三郎賞

詩集部門 今野　和代 「悪い兄さん」 思潮社

永澤　幸治 「賑やかな消滅」 私家版

詩評論書部門 神山　睦美 「終わりなき漱石」 幻戯書房

第31回歌壇賞

小山　美由紀 「知りつつ磨く」

(「歌壇」2020年2月号に掲載） 本阿弥書店 28800070170

第66回角川短歌賞

田中　翠香 「光射す海」 （「短歌」2020年11月号に掲載） KADOKAWA 13400400035

道券　はな 「嵌めてください」 （「短歌」2020年11月号に掲載） KADOKAWA 13400400035

第66回角川俳句賞

岩田　奎 「赤い夢」 （「俳句」2020年11月号に掲載） KADOKAWA 01400833719

第64回現代歌人協会賞

川島　結佳子 「感傷ストーブ」 短歌研究社 911.168/ｶﾜ 01190591006

佐佐木　定綱 「月を食う」 KADOKAWA 911.168/ｻｻ 14102482578

第38回現代詩人賞

野村　喜和夫 「薄明のサウダージ」 書肆山田

第58回現代詩手帖賞

川島　雄太郎

紫衣 「現代詩手帖」2020年５月号に掲載 思潮社 13400390871

第21回現代短歌新人賞

カン・ハンナ 「まだまだです」 角川文化振興財団 911.16/ｶﾝ 01190644581

第43回現代短歌大賞

久保田　淳 「藤原俊成　中世和歌の先導者」　 吉川弘文館 911.132/ﾌｼﾞ 21100827860

「「うたのことば」に耳をすます」 慶応義塾大学出版会

第38回現代短歌評論賞

弘平谷　隆太郎 「歌人という主体の不可能な起源」（「短歌研究」2020年10月号に掲載） 

短歌研究社 15800296400

第20回現代俳句大賞

黒田　杏子

第40回現代俳句評論賞

外山　一機 「星空と夕かげ―潁原退蔵、その晩年のまなざしについて」

（「現代俳句」」2020年10月号に掲載） 現代俳句協会 14800272321

第31回齋藤茂吉短歌文学賞

吉川　宏志 「石蓮花」 書肆侃侃房 911.168/ﾖｼ 14102464014

第35回詩歌文学館賞

詩部門 藤原　安紀子 「どうぶつの修復」 港の人

短歌部門 花山　多佳子 「鳥影」 角川文化振興財団 911.168/ﾊﾅ 14102584001

俳句部門 鍵和田　 子 「火は り」 角川文化振興財団 911.368/ｶｷﾞ 15100968211

第54回詩人会議新人賞

詩部門 戸田　和樹 「かくれてへんかー」（「詩人会議」2020年5月号に掲載）

評論部門 入賞作なし

「風の図譜」
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第29回「詩と思想」新人賞

雪柳　あうこ 「筆跡」（「詩と思想」2020年12月号に掲載） 土曜美術社出版販売

第22回島木赤彦文学賞

長瀬　仁智 「白根葵」

第50回高見順賞

江代　充 「切抜帳」 思潮社

第54回蛇笏賞

柿本　多映 「柿本多映俳句集成」 深夜叢書社

第56回短歌研究賞

島田　修三 短歌研究社 15800294124

第63回短歌研究新人賞

平出　奔 「Victim」 （「短歌研究」2020年9月号に掲載） 短歌研究社 15800294124

第54回迢空賞

三枝　昻之 「遅速あり」 砂子屋書房 911.168/ｻｲ 14102523298

第48回壺井繁治賞

清野　裕子 「賑やかな家」 版木舎

第38回兜太現代俳句新人賞

北山　順 「平熱が違う」

第31回富田砕花賞

金堀　則夫 「ひの石まつり」 思潮社

第25回中原中也賞

水沢　なお 「美しいからだよ」 思潮社

第47回日本歌人クラブ賞

久々湊　盈子 「麻裳よし」 短歌研究社

第26回日本歌人クラブ新人賞

門脇　篤史 「微風域」 現代短歌社

第11回日本歌人クラブ大賞

該当者なし

第18回日本歌人クラブ評論賞

該当作なし

第53回日本詩人クラブ賞

本多　寿 「風の巣」 本多企画

第20回日本詩人クラブ詩界賞

野沢　啓 「単独者鮎川信夫」 思潮社

第30回日本詩人クラブ新人賞

野口　やよい 「天を吸って」 版木舎

第31回日本伝統俳句協会賞

和田　和子 「金魚飼ふ」

新人賞 原田　佳織 「藍色の空」

第19回俳句四季大賞

蓬田　紀枝子 「黒き蝶」（「俳句四季」2020年7月号に掲載） 東京四季出版 01800272039

第8回俳句四季新人賞

浅川　芳直 「雪くるか」（「俳句四季」2020年7月号に掲載） 東京四季出版 01800272039

曾根　毅 「焼身」（「俳句四季」2020年7月号に掲載） 東京四季出版 01800272039

第59回俳人協会賞

小川　軽舟 「朝晩」 ふらんす堂

第43回俳人協会新人賞

沼尾　将之 「鮫色」 ふらんす堂

藤本　夕衣 「遠くの声」 ふらんす堂

第34回俳人協会評論賞

角谷　昌子 角川文化振興財団 911.362/ｶｸ 14102426716「『俳句の水脈を求めて』―平成に逝った俳人たち」

「いいなあ長嶋」 （「短歌研究｣2020年９月号に掲載）

（Web「日本伝統俳句協会」ホームページに掲載）
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第34回俳人協会評論新人賞

該当者なし

第35回俳壇賞

2020年中に発表がなかったため、来年度掲載

第28回萩原朔太郎賞

マーサ・ナカムラ 「雨をよぶ灯台] 思潮社 911.56/ﾏｻ 01190650745

第34回福田正夫賞

遠藤　ヒツジ 「しなる川岸に沿って」 文化企画アオサギ

第58回藤村記念歴程賞

細見　和之 「ほとぼりが冷めるまで」 澪標

岡田　幸文 「そして君と歩いていく」 ミッドナイト・プレス

第18回前川佐美雄賞

藤島　秀憲 「ミステリー」 短歌研究社 911.168/ﾌｼﾞ 14102479913

第27回丸山薫賞

相沢　正一郎

書肆山田

第15回三好達治賞

佐藤　モニカ 「世界は朝の」 新星出版

与那覇　幹夫 「時空の中洲で」 あすら舎

山之口貘賞

2020年度の開催は延期

第21回山本健吉評論賞

堀切　克洋 14800240005

第31回歴程新鋭賞

山﨑　修平 「ダンスする食う寝る」 思潮社

第25回若山牧水賞

谷岡　亜紀 「ひどいどしゃぶり」 ながらみ書房

「〈ありにけり〉をめぐる攻防―文語と口語のアマルガム」（「俳句界」2020年3月号に掲載）

「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」
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文化賞
賞 著者・受賞者 受賞作・理由 出版社 請求記号 資料番号

2020年度朝日賞

細野　晴臣 ポピュラー音楽に大きな革新をもたらした音楽活動

森山　大道 写真の本質を問い続けた60年の実践

蔡　兆申

中村　泰信

望月　拓郎 調和バンドルとツイスターD加群の研究

第32回アジア・太平洋賞

大賞 田原　史起 「草の根の中国―村落ガバナンスと資源循環」 東京大学出版会

特別賞 小笠原　欣幸 「台湾総統選挙」 晃洋書房 314.89/ｵｶﾞ 24100652742

谷口　美代子 名古屋大学出版会

後藤　健太 中央公論新社 332.2/ｺﾞﾄ 01800010538

第36回梓会出版文化賞

東京大学出版会

特別賞 ゲンロン

新聞社学芸文化賞 京都大学学術出版会

晶文社

第41回石橋湛山賞

山本　章子 「日米地位協定―在日米軍と「同盟」の70年」 中央公論新社 319.10/ﾔﾏ 01102521109

第20回石橋湛山記念早稲田ジャーナリズム大賞

2020年中に発表がなかったため、来年度掲載

第12回石橋湛山新人賞

田中　美里 「フランスにおける「公序」とマニフェスタシオンの自由」（Web「一橋大学」ホームページに掲載）

第60回エコノミスト賞

藤原　雅俊

青島　矢一 東洋経済新報社 571.4/ﾌｼﾞ 01190575934

第29回大川出版賞

大須賀　節雄 「人間知能と人工知能―あるAI研究者の知能論」 オーム社 007.13/ｵｵ 14102508943

森川　博之 「5G次世代移動通信規格の可能性」 岩波書店 547.5/ﾓﾘ 13190120660

松原　実穂子

新潮社 007.37/ﾏﾂ 15100965738

第51回大宅壮一ノンフィクション賞

小川　さやか 春秋社 334.42/ｵｶﾞ 13190106743

第20回大佛次郎論壇賞

鈴木　彩加 人文書院 311.4/ｽｽﾞ 15100988235

第18回開高健ノンフィクション賞

河野　啓 「デス・ゾーン―栗城史多のエベレスト劇場」 集英社 786.1/ｸﾘ 01190636827

科学ジャーナリスト賞2020

科学ジャーナリスト大賞 受賞なし

科学ジャーナリスト賞

「南海トラフ80％の内幕」（Web「東京新聞」ホームページに掲載）

毎日新聞「幻の科学技術立国」取材班

毎日新聞出版 409.1/ﾀﾞﾚ 01190582450

三井　誠（読売新聞東京本社編集局科学部次長）

光文社 404/ﾐﾂ 13100609877

咢堂ブックオブザイヤー2020

部門別大賞　

総合部門 小川　和久 「フテンマ戦記」 文藝春秋 395.39/ｵｶﾞ 01190620755

国政部門 落合　貴之 「民政立国論」 白順社

柿沢　未途 「柿沢未途の日本再生」 東川社

地方部門 今井　一 「住民投票の総て」 「国民投票/住民投票」情報室

「平和構築を支援する―ミンダナオ紛争と和平への道」

「アジア経済とは何か―躍進のダイナミズムと日本の活路」

量子情報技術の発展に資する超電導量子ビットの創出

「イノベーションの長期メカニズム」

「サイバーセキュリティ―組織を脅威から守る戦略・人
材・インテリジェンス」

「チョンキンマンションのボスは知っている」

小沢　慧一（中日新聞編集局社会部記者）

「ルポ人は科学が苦手―アメリカ『科学不信』の現場から」

「女性たちの保守運動―右傾化する日本社会のジェンダー」

「誰が科学を殺すのか―科学技術立国『崩壊』の衝撃」
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片山　善博 「知事の真贋」 文藝春秋 318.2/ｶﾀ 01190636843

選挙部門 常井　健一 「地方選」 KADOKAWA 318/ﾄｺ 01102557475

中谷　一馬 「セイジカ新世代」 幻冬舎 289.1/ﾅｶ 01190626414

演説部門 鈴木　宗男 「人生の地獄の乗り越え方」 宝島社 289.1/ｽｽﾞ 11100731378

コリン・ソルター/著 上 原書房 209/ｿﾙ 01102557368

大間知　知子/訳 下 原書房 209/ｿﾙ 01102557376

メディア部門 安積　明子 「「新聞記者」という欺瞞」 ワニブックス 070.16/ｱｽﾞ 15100968336

堀　潤 実業之日本社 304/ﾎﾘ 15100972056

外交・安全保障 岸田　文雄 「核兵器のない世界へ」 日経BP

古閑　比斗志 「ウイルスと外交」 扶桑社

第15回樫山純三賞

学術書賞 小笠原　欣幸 「台湾総統選挙」 晃洋書房 314.89/ｵｶﾞ 24100652742

一般書賞 岡　奈津子 白水社 302.29/ｵｶ 15100965092

第42回角川源義賞

田渕　句美子 「女房文学史論―王朝から中世へ」 岩波書店

歴史研究部門 該当作なし

第18回角川財団学芸賞

今福　龍太 「宮沢賢治デクノボーの叡知」 新潮社 910.268/ﾐﾔ 28101600527

第68回菊池寛賞

林　真理子

佐藤　優

滋賀県立芸術劇場　びわ湖ホール

秋田魁新報　イージス・アショア取材班

第64回岸田國士戯曲賞

市原　佐都子 「バッコスの信女―ホルスタインの雌」 白水社 912.6/ｲﾁ 01190610624

谷　賢一 「戯曲福島三部作」 而立書房 912.6/ﾀﾆ 01102497615

第45回木村伊兵衛写真賞

片山　真理 「GIFT」 United Vagabonds

横田　大輔 「Sediment」

「Room.Pt.1」（展示）

第70回芸術選奨

文部科学大臣賞　

文学 佐伯　一麦 「山海記」 講談社 913.6/ｻｴ 13100592982

吉川　宏志 「石蓮花」 書肆侃侃房 911.168/ﾖｼ 14102464014

評論等 井口　時男 「蓮田善明　戦争と文学」 論創社 910.268/ﾊｽ 01190549822

佐藤　康宏 「若沖伝」 河出書房新社 721.4/ｻﾄ 01190544989

文部科学大臣新人賞　

文学 宮内　悠介 「遠い他国でひょんと死ぬるや」 祥伝社 913.6/ﾐﾔ 13100597759

評論等 長尾　洋子 ミネルヴァ書房

※「文学」「評論等」部門以外については割愛しました。

第24回建築史学会賞

角田　真弓 「明治期建築学史」 中央公論美術出版

第36回講談社科学出版賞

菅沼　悠介 「地磁気逆転と「チバニアン」」 講談社 450.12/ｽｶﾞ 13800115746

第42回講談社本田靖春ノンフィクション賞

片山　夏子 朝日新聞出版 543.5/ｶﾀ 13190148570

吉田　千亜 「孤塁―双葉郡消防士たちの3・11」 岩波書店 369.36/ﾖｼ 14102580983

第19回小林秀雄賞

斎藤　環

與那覇　潤 新潮社 493.7/ｻｲ 13190122401

「ふくしま原発作業員日誌―イチエフの真実、9年間の記録」

「心を病んだらいけないの？―うつ病社会の処方箋」

文学研究部門

「私は分断を許さない」

「世界を変えた100のスピーチ」

「<賄賂>のある暮らし―市場経済化後のカザフスタン」

篠山　紀信

「第58回ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展企画展
『May you Live in Interesting Times』」（展示）

「越中おわら風の盆の空間誌―<うたの町>からみた近代」
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第42回サントリー学芸賞

政治・経済部門 酒井　正 「日本のセーフティーネット格差」 慶應義塾大学出版会 364.3/ｻｶ 01102539267

詫摩　佳代 「人類と病」 中央公論新社 498/ﾀｸ 01102546551

芸術・文学部門 李　賢晙 「「東洋」を踊る崔承喜」 勉誠出版

中嶋　泉 星雲社

社会・風俗部門 伊藤　亜紗 「記憶する体」 春秋社 369.27/ｲﾄ 01190577427

志村　真幸 「南方熊楠のロンドン」 慶應義塾大学出版会

思想・歴史部門 梅澤　礼 「囚人と狂気」 法政大学出版局 326.93/ｳﾒ 01190572675

小山　俊樹 「五・一五事件」 中央公論新社 210.7/ｺﾔ 13190141930

第63回JCJ賞

JCJ大賞 しんぶん赤旗日曜版 「安倍信三首相の「桜を見る会」私物化スクープと一連の報道」

JCJ賞 三上　智恵 「証言沖縄スパイ戦史」 集英社 219.9/ﾐｶ 01102540877

吉田　千亜 「孤塁―双葉郡消防士たちの3.11」 岩波書店 369.36/ﾖｼ 14102580983

赤木　雅子

相澤　冬樹 週刊文春

北海道放送

第37回渋沢・クローデル賞

本賞 該当作なし

奨励賞 御園　敬介 慶応義塾大学出版会

須藤　健太郎 「評伝ジャン・ユスターシュ―映画は人生のように」 共和国 778.23/ﾕｽ 23101247643

髙木　麻紀子 「ガストン・フェビュスの『狩猟の書』挿絵研究」 中央公論美術出版

フランス側 該当作なし

写真の会賞

2020年度の開催は中止

第27回小学館ノンフィクション大賞

大貫　智子 「帰らざる河―海峡の画家イ・ジュンソプとその愛」

（書名　愛を描いたひと） 小学館 723.11/ｵｵ 01102582317

第35回女性史青山なを賞

中嶋　泉 「アンチ・アクション」 星雲社

第15回女性史学賞

小野　仁美 慶応義塾大学出版会

新書大賞2020

大木　毅 「独ソ戦―絶滅戦争の惨禍」 岩波書店 391.2/ｵｵ 13190107154

第19回新潮ドキュメント賞

横田　増生 小学館 673.36/ﾖｺ 13100597882

第55回新風賞

ブレイディ　みかこ 「ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー」 新潮社 376.33/ﾌﾞﾚ 13190103856

第39回新村出賞

該当作なし

第21回正論新風賞

竹田　恒泰

第36回正論大賞

古川　勝久

第27回（第2次15回）関根賞

上野　英子

武蔵野書院

髙橋　由記 武蔵野書院

第18回徳川賞

岩橋　勝 「近世貨幣と経済発展」 名古屋大学出版会

村田　路人 「近世畿内近国支配論」 塙書房

第63回日経・経済図書文化賞

野間　幹晴 中央経済社

小島　庸平 「大恐慌期における日本農村社会の再編成」 ナカニシヤ出版

「平安文学の人物と史的世界―随筆・私家集・物語」

「源氏物語　三条西家本の世界―室町時代享受史
の一様相」

「潜入ルポamazon帝国」

「イスラーム法の子ども観―ジェンダーの視点でみる子育てと家族」

「森友問題で自殺した財務省職員の遺書の公開」
他、一連の連載

「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」

「ヤジと民主主義～小さな自由が排除された先に～」

「アンチ・アクション」

「退職給付に係る負債と企業行動」
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岩井　茂樹 「朝貢・海禁・互市」 名古屋大学出版会 222.05/ｲﾜ 14102504439

林　貴志 「意思決定理論」 知泉書館

酒井　正 「日本のセーフティーネット格差」 慶応義塾大学出版会 364.3/ｻｶ 01102539267

第68回日本エッセイスト・クラブ賞

岩瀬　達哉 「裁判官も人である―良心と組織の狭間で」 講談社 372.12/ｲﾜ 01102538731

上野　誠 「万葉学者、墓をしまい母を送る」 講談社 916.2/ｳｴ 01102544424

第110回日本学士院賞

2020年中に発表がなかったため、来年度掲載

第76回日本芸術院賞

第2部（文芸）

恩賜賞・日本芸術院賞

（詩・評論） 該当者なし

日本芸術院賞

（小説・詩・評論） 該当者なし

※第1部（美術）、第3部（音楽・演劇・舞踊）の各部門については割愛しました。

第13回日本古典文学学術賞

田中　草大 「平安時代における変体漢文の研究」 勉誠出版

丸井　貴史 「白話小説の時代―日本近世中期文学の研究」 汲古書院

第23回日本自費出版文化賞

大賞

地域文化 那賀　教史 「故郷の記憶」 上巻 鉱脈社

下巻 鉱脈社

部門賞

地域文化 島岡　幹夫 「生きる―窪川原発阻止闘争と農の未来」 高知新聞総合印刷

個人誌 山本　友美 「また「サランヘ」を歌おうね」 シナノ書籍印刷 916/ﾔﾏ 28101263938

小説 竹本　真雄 「 風」 沖縄タイムス出版部

エッセー 進士　郁 「私の出逢った詩歌」 上巻 西田書店・平文社

下巻 西田書店・平文社

詩歌 佐藤　武 中西出版・中西印刷

研究・評論 高橋　信雄 長崎新聞社・昭和堂

グラフィック 張ヶ谷　弘司 エリオ写真出版

第25回日本比較文学会賞

松尾　梨沙 みすず書房 762.34/ｼﾖ 01102475033

新人賞 吉田　大輔

第56回日本翻訳出版文化賞

「ラルース　ギリシア・ローマ神話大事典」 大修館書店

「世俗の時代」 上 名古屋大学出版会

下 名古屋大学出版会

第57回日本翻訳文化賞

ルネ・シャール／著　吉本　素子／訳

「ルネ・シャール全集」 青土社

第21回日本歴史学会賞

岡島　陽子 「女房の成立」（「日本歴史」2019年6月号に掲載） 吉川弘文館 01400820427

第2回野間出版文化賞

池井戸　潤

吾峠呼世晴

あつまれどうぶつの森

第41回発展途上国研究奨励賞

澤井　充生 「現代中国における「イスラーム復興」の民族誌」 明石書店

細田　尚美 「幸運を探すフィリピンの移民たち」 明石書店

「幸田露伴「御手製未来記」（1911）における商業アイディア
―その文化史的・産業史的意義の一端について」

ジャン＝クロード・ベルフィオール／著　金光　仁三郎／主幹　小井戸　光彦［ほか］／訳

チャールズ・テイラー／著　千葉　眞／監訳　木部　尚志［ほか］／訳

（「比較文学62号」（日本比較文学会刊行）に掲載）

「カロートの中―佐藤武　詩集」

「東洋日の出新聞　鈴木天眼―アジア主義　もう一つの軌跡」

「天国へのパスポート―ある日の阿波根昌鴻さん」

「ショパンの詩学―ピアノ曲《バラード》という詩の誕生」

13



2020年度文化勲章

岩崎　壽賀子 （脚本）　 筆名　橋田　壽賀子

奥田　小由女 （工芸　人形）

久保田　淳 （日本文学）

近藤　淳 （物性物理学）

澄川　喜一 （彫刻）

2020年度文化功労者

伊東　俊太郎 （科学哲学・科学史・比較文明学）

大石　進一 （応用数学）

加藤　澤男 （スポーツ）

木村　大作 （撮影）

清滝　信宏 （マクロ経済学）

今野　勉 （放送文化　テレビ）

三枝　成章 （作曲） 芸名　三枝　成彰

酒井　政利 （音楽文化振興）

椙山　浩一 （作曲・メディア芸術） 芸名　すぎやま　こういち

鈴木　幸一 （文化振興）

髙橋　秀夫 （美術一般） 作家名　高橋　秀

滝　久雄 （食文化・パブリックアート・文化振興）

十倉　好紀 （物性物理学）

中能島　浩 （文楽　三味線） 芸名　鶴澤　清治

西川　潔 （漫才） 芸名　西川　きよし

原島　文雄 （メカトロニクス）

福王　輝幸 （能楽　ワキ方） 芸名　福王　茂十郎

堀田　凱樹 （発生遺伝学）

森口　邦彦 （工芸　染織）

山口　一男 （社会学）

第26回平和・協同ジャーナリスト基金賞

基金賞 信濃毎日新聞社編集局

信濃毎日新聞社

奨励賞 伊藤　絵理子（毎日新聞記者）

「記者・清六の戦争」（書名　清六の戦争） 毎日新聞出版 289.1/ｲﾄ 13190151756

九州朝日放送 「良心の実弾～医師・中村哲が遺したもの～」＜20.5.29放映＞

Ｋプロジェクト 「ドキュメンタリー映画『日本人の忘れもの　フィリピンと中国の残留邦人』」

静岡新聞取材班 「長期調査報道・サクラエビ異変」（Web「静岡新聞」ホームページに掲載）

竹内　良男（東京都　元教員）

「ヒロシマ連続講座」と通信「ヒロシマへヒロシマから」の発行

西日本新聞社取材班 「戦後75年企画『言葉を刻む』（書名　地べたの戦争）、　『あの日、何を報じたか』」

柏井　宏之・樋口　兼次・平山　昇共同編集

「西暦二〇三〇年における協同組合」 社会評論社

第17回本間一夫文化賞

岸　博実（日本盲教育史研究会　事務局長）

第61回毎日芸術賞

文学Ⅰ部門 逢坂　剛 「百舌落とし」刊行に伴う「ＭＯＺＵ」シリーズ 集英社 913.6/ｵｳ

文学Ⅱ部門 宇多　喜代子 「森へ」をはじめとした句業 青磁社

※音楽Ⅰ、演劇・演芸・邦舞、美術Ⅰ、美術Ⅲの各部門および千田是也賞については割愛しました。

第74回毎日出版文化賞

文学・芸術部門 藤井　貞和 「〈うた〉起源考」 青土社 911.02/ﾌｼﾞ 01190657914

人文・社会部門 苅谷　剛彦 岩波書店 372.1/ｶﾘ 01190636892

自然科学部門 大熊　考 農文協プロダクション 517.21/ｵｵ 01190646008

企画部門 池澤　夏樹 「日本文学全集」（全30巻） 河出書房新社 918/ﾆﾎ

第21回紫式部学術賞

長瀬　由美 「源氏物語と平安朝漢文学」 勉誠出版

「洪水と水害をとらえなおす―自然観の転換と川の共生」

「追いついた近代消えた近代」

「連載企画・記憶を拓く　信州半島世界」（書名　記憶を拓く）
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第29回山本七平賞

該当作なし

第30回吉田秀和賞

荒川　徹 「ドナルド・ジャッド―風景とミニマリズム」 水声社

柿沼　敏江 音楽之友社

第21回読売・吉野作造賞

小峰　隆夫 「平成の経済」 日本経済新聞社 332.1/ｺﾐ 01190565794

第43回労働関係図書優秀賞

酒井　正 「日本のセーフティーネット格差」 慶應義塾大学出版会 364.3/ｻｶ 01102539267

土岐　将仁 「法人格を超えた労働法規制の可能性と限界」 有斐閣

松永　伸太朗 「アニメーターはどう働いているのか」 ナカニシヤ出版 778.77/ﾏﾂ 15100973682

第13回（池田晶子記念）わたくし、つまりNobody賞

伊藤　亜紗（東京工業大学科学技術創成研究院未来の人類研究センター長）

第32回和辻哲郎文化賞

一般部門 白川　方明 「中央銀行―セントラルバンカーの経験した39年」 東洋経済新報社 338.41/ｼﾗ 01102468814

学術部門 松井　裕美 「キュビズム芸術史」 名古屋大学出版 702.07/ﾏﾂ 24800036485

「<無調>の誕生―ドミナントなき時代の音楽のゆくえ」
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書名索引

書名 ページ 書名 ページ

あ 「藍色の空」 8 「柿沢未途の日本再生」 10

「あおいアヒル」 5 「柿本多映俳句集成」 8

「赤い夢」 7 「核兵器のない世界へ」 11

「アキちゃん」 3 「かくれてへんかー」 7

「朝晩」 8 「駆け入りの寺」 3

「麻裳よし」 8 「影踏亭の怪談」 4

10 「歌人という主体の不可能な起源」 7

「アタラクシア」 4 「ガストン・フェビュスの『狩猟の書』挿絵研究」 12

「あつまれ　どうぶつの森」 13 「風の巣」 8

「アドリブ」 6 7

「あなたが私を竹槍で突き殺す前に」 3 3

「アニメーターはどう働いているのか」 15 「家族じまい」 2

「あの子の秘密」 5 「神仕舞」 4

「雨を呼ぶ灯台」 9 「 む老人」 4

「あららのはたけ」 6 13

9 「感傷ストーブ」 7

12 4

「いいなあ長嶋」 8 「記憶する体」 12

「夜明珠」 1 「戯曲福島三部作」 11

「家をせおって歩く　かんぜん版」 5 「記者・清六の戦争」 14

「生きる―窪川原発阻止闘争と農の未来」 13 「きつねの橋」 5

「異国の古書店」 2 「生のみ生のままで」 2

「意思決定理論」 13 「GIFT」 11

12 「君が異端だった頃」 4

「一富士茄子牛焦げルギー」 6 2

「犬」 1 2

「命、ギガ長ス」 4 「逆ソクラテス」 2

「イノベーションの長期メカニズム」 10 「キュビズム芸術史」 15

「インフルエンス・インシデント」 2

「Ｖｉｃｔｉｍ」 8 2

「ウイルスと外交」 11 「切抜帳」 8

「〈うた〉起源考」 14 1

「「うたのことば」に耳をすます」 7 8

「美しいからだよ」 8 「近世貨幣と経済発展」 12

「心淋し川」 3 「近世畿内近国支配論」 12

「ＡＩロボット、ひと月貸します！」 6 6

11 2

「遠藤周作と探偵小説―痕跡と追跡の文学」 3 「草の根の中国―村落ガバナンスと資源循環」 10

「追いついた近代　消えた近代」 14 6

「追いつかれた者たち」 2 「暗い駒音」 1

「推し、燃ゆ」 1 「くろいの」 6

「夫の骨」 3 「黒き蝶」 8

「終わりなき漱石」 7 12

「源氏物語と平安朝漢文学」 14

か 12 「源　スペード・ブラデオス」 3

「かか」 4 13

「君と、眠らないまま夢をみる」

「君はヒト、僕は死者。世界はときどきひっくり返る」

「歓待」「アンチ・アクション」

「金魚飼ふ」

「空芯手帳」

「金閣を焼かなければならぬ―林養賢と三島由紀夫」

「金の鳥―ブルガリアのむかしばなし」

「イスラーム法の子ども観―ジェンダーの視点でみる子育てと家族」

「越中おわら風の盆の空間誌―<うたの町>からみた近代」

「帰らざる河―海峡の画家イ・ジュンソプとその愛」

「ギルドの受付嬢ですが、残業は嫌なのでボスを
ソロ討伐しようと思います」

「アジア経済とは何か―躍進のダイナミズムと日本の活路」

「〈ありにけり〉をめぐる攻防―文語と口語のアマルガム」

「くつやさんとおばけ」

「源氏物語　三条西家本の世界―室町時代享受史の一様相」

「風の図譜」

「風の旋律」

「カロートの中―佐藤武　詩集」

「現代中国における「イスラーム復興」の民族誌」
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「五・一五事件」 12 「セイジカ新世代」 11

14 「西暦二〇三〇年における協同組合」 14

「世界は朝の」 9

13 「世界を変えた100のスピーチ」 11

「幸福を探すフィリピンの移民たち」 13 7,11

11 「世俗の時代」 13

「五色の殺人者」 1 「Sediment」 11

「小箱」 3 「山海記」 11

「孤塁―双葉郡消防士たちの3・11」 11,12 「潜入ルポamazon帝国」 12

「ころべばいいのに」 5 「そして君と歩いていく」 9

「コンジュジ」 2 「その周囲、五十八センチ」 1

さ 「最後の読書」 4 た 「大恐慌期における日本農村社会の再編成」 12

「賽銭泥棒」 2 12

10 「台湾総統選挙」 10,11

「裁判官も人である　良心と組織の狭間で」 13

6 2

「佐藤春夫と大正日本の感性」 4 4

「ザベリオ」 7 10

「鮫色」 8 「ダンスする食う寝る」 9

「ザ・ロイヤルファミリー」 4 「単独者鮎川信夫」 8

「さわるめいろ」 5 「地磁気逆転と「チバニアン」」 11

「ＪＲ上野駅公園口」 2 「知事の真贋」 11

「時空の中洲で」 9 「遅速あり」 8

「しぐるるや」 1 「地方選」 11

「しなる川岸に沿って」 9 15

「若冲伝」 11 「朝貢・海禁・互市」 13

12 6

「囚人と狂気」 12 「チ・ヨ・コ・レ・イ・ト！」 5

「十二国記」 4 1,10

「十二支は大変です」 6 「つぎつぎ、生る」 1

「住民投票の総て」 10 「月を食う」 7

1 「土に贖う」 3

「憧憬明夜」 1 「デス・ゾーン―栗城史多のエベレスト劇場」 10

「証言沖縄スパイ戦史」 12 「手に手の者に幸あらん」 4

「焼身」 8 13

「少年と犬」 3 「天冥の標」 3

「女子高生の放課後アングラーライフ」 2 「天を吸って」 8

10 「どうぶつの修復」 7

13 13

「白根葵」 8 「「東洋」を踊る崔承喜」 12

「知りつつ磨く」 7 「遠い他国でひょんと死ぬるや」 11

「しろとくろ」 5 「遠くの声」 8

「じんかん」 4 「徳治郎とボク」 5

「人生の地獄の乗り越え方」 11 「独ソ戦―絶滅戦争の惨禍」 12

「「新聞記者」という欺瞞」 11 「ドナルド・ジャッド―風景とミニマリズム」 15

「震雷の人」 3 「とぼくれホタル」 4

「人類と病」 12 「鳥影」 7

「硯」 4

「スワン」 3,4 な 「なすびはなに色？」 6

「首里の馬」

「サイバーセキュリティ―組織を脅威から守る戦略・人材・インテリジェンス」

「心を病んだらいけないの？―うつ病社会の処方箋」

「幸田露伴「御手製未来記」（1911）における商業アイ
ディア―その文化史的・産業史的意義の一端につい
て」

「チョンキンマンションのボスは知っている」

「天国へのパスポート―ある日の阿波根昌鴻さん」

「東洋日の出新聞　鈴木天眼―アジア主義　もう一つの奇跡」

「洪水と水害をとらえなおす―自然観の転換と川の共生」

「石蓮花」

「退職給付に係る負債と企業行動」

「龍彦親王航海記　澁澤龍彦伝」

「誰が科学を殺すのか科学技術立国『崩壊』の衝撃」

「蝶の羽ばたき、その先へ」

「朔と新」

「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」

「女性たちの保守運動―右傾化する日本社会のジェンダー」

「ショパンの詩学―ピアノ曲《バラード》という詩の誕生」

「宅録ぼっちのおれがあの天才美少女のゴースト
ライターになるなんて＜リマスター版＞」

「中央銀行―セントラルバンカーの経験した39年」
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「なっちゃんのなつ」 5 「ブルームーン」 1

「何言ってんだ、今ごろ」 1 「平安時代における変体漢文の研究」 13

「ナポレオン」 2 12

「なまえのないねこ」 5,6,11 「平成の経済」 15

「業平―小説伊勢物語」 1 「平熱が違う」 8

「賑やかな家」 8 10

「賑やかな消滅」 7 「へんてこあそびうた」 6

「日米地位協定―在日米軍と「同盟」の70年」 10 「忘却の楽園」 2

12,13,15 「法人格を超えた労働法規制の可能性と限界」 15

「日本文学全集」 14 2

「日本蒙昧前史」 2 「ぼくに色をくれた真っ黒な絵描き」 5

「ニューヨーク・ディグ・ダグ」 7 「ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー」 12

「女房の成立」 13 7

「女房文学史論―王朝から中世へ」 11 「ホテル・アルカディア」 3

10 「ほとぼりが冷めるまで」 9

「魯肉飯のさえずり」 1 「梵字碑にザリガニ」 4

は 「俳諧の詩学」 3 ま 「また「サランヘ」を歌おうね」 13

8 「まだまだです」 7

9 「まむし三代記」 3

「馬疫」 3 「マンマルさん」 5

「破局」 1 「万葉学者、墓をしまい母を送る」 13

「薄明のサウダージ」 7 「ミシェル・ リスの肖像」 4

13 「ミステリー」 9

「はじまりの漱石」 4 「水と礫」 3

「蓮田善明　戦争と文学」 11 「南方熊楠のロンドン」 12

「八本目の槍」 4 「宮沢賢治デクノボーの叡智」 4,11

「バッコスの信女―ホルスタインの雌」 11 「民政立国論」 10

「はてなとびっくり」 6 5

「嵌めてください」 7 「ムカッやきもちやいた」 5

「晴れ、時々くらげを呼ぶ」 2 「無駄花」 2

「ぱんつさん」 6 15

「万人の父になる―佐竹音次郎物語」 5 「明治期建築史学」 11

「ヒカリ指す」 2 3

「光射す海」 7 「ＭＯＺＵ」 14

「火喰鳥を、喰う」 4 3

「筆跡」 8 「元彼の遺言状」 1

「ひどいどしゃぶり」 9

「ひの石まつり」 8 や 「櫓太鼓がきこえる」 2

「火は り」 7 「宿借りの星」 3

「微風域」 8 「ユア・フォルマ」 2

12 「夕焼けの音」 1

「 風」 13 「雪くるか」 8

「5G次世代移動通信規格の可能性」 10 「夢みる帝国図書館」 4

11

「藤原俊成　中世和歌の先導者」 7 ら 「ラルース　ギリシア・ローマ神話大事典」 13

「フテンマ戦記」 10 「りぃちゃん」 3

10 「量」 7

「ふるさとって呼んでもいいですか」 5 「隣人Ｘ」 2

「故郷の記憶」 13 「ルネ・シャール全集」 13

「『俳句の水脈を求めて』―平成に逝った俳人たち」

「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」

「白話小説の時代―日本近世中期文学の研究」

「評伝ジャン・ユスターシュ―映画は人生のように」

「ふくしま原発作業員日誌―イチエフの真実、9年間の記録」

「昔はおれと同い年だった田中さんとの友情」

「〈無調〉の誕生―ドミナントなき時代の音楽のゆくえ」

「medium 霊媒探偵　城塚翡翠」

「モダニズム・ミステリの時代―探偵小説が新感覚だった頃」

「僕といた夏を、君が忘れないように」

「フランスにおける「公序」とマニフェスタシオンの自由」

「人間知能と人工知能―あるAI研究者の知能論」

「日本のセーフティーネット格差」

「平和構築を支援する ミンダナオ紛争と和平への道」

「星空と夕かげ―潁原退蔵、その晩年のまなざしについて」

「平安文学の人物と史的世界観―随筆・私歌集・物語」
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10

3

わ 11

「わからないままで」 2

「私の出逢った詩歌」 13

「私が消える」 1

「私は分断を許さない」 11

「悪い兄さん」 7

「をりをりよみ耽り」 1

「流浪の月」

「〈賄賂〉のある暮らし―市場経済化後のカザフスタン」

「ルポ人は科学が苦手―アメリカ『科学不信』の現場から」
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著者・受賞者名索引 (外国人の著者も苗字の五十音で配列しています）

著者・受賞者名 ページ 著者・受賞者名 ページ 著者・受賞者名 ページ

あ 逢河　光乃 1 江代　充 8 川島　結佳子 7

相沢　沙呼 3 遠藤　ヒツジ 9 川野　里子 4

相沢　正一郎 9 逢坂　剛 14 川端　豊子 1

相澤　冬樹 12 大石　進一 14 川本　晧嗣 3

青島　矢一 10 大木　毅 12 カン　ハンナ 7

赤木　雅子 12 大楠　翠 6 木内　南緒 6

茜　灯里 3 大口　玲子 7 菊石　まれほ 2

赤松　利市 1 大熊　孝 14 きくち　ちき 5

秋田魁新報　イージス・アショア取材班 11 オオシマ　カズヒロ 4 木崎　みつ子 2

秋　ひのこ 1 大島　清昭 4 岸田　文雄 11

浅川　芳直 8 大須賀　節雄 10 岸　博実 14

安積　明子 11 大貫　智子 12 北川　佳奈 5

あまの　かおり 4 大間知　知子 11 北原　岳 2

荒川　徹 15 小笠原　欣幸 10,11 北山　順 8

荒川　眞人 2 岡島　陽子 13 木下　昌輝 3

アルベルティーヌ 5 岡田　幸文 9 金　承哲 3

井口　時男 11 岡　奈津子 11 木村　大作 14

池井戸　潤 13 小川　一水 3 九州朝日放送 14

池澤　夏樹 14 小川　和久 10 京都大学学術出版会 10

伊坂　幸太郎 2 小川　軽舟 8 清滝　信宏 14

石川　えりこ 6 小川　さやか 1,10 久々湊　盈子 8

石川　宗生 3 小川　洋子 3 鯨井　あめ 2

石田　灯葉 2 奥田　小由女 14 国仲　シンジ 2

石田　夏穂 1 長田　典子 7 久保田　香里 5

磯崎　憲一朗 2 小沢　慧一 10 久保田　淳 7,14

礒崎　純一 4 落合　貴之 10 ジョン・クラッセン 5

市原　佐都子 11 小野　仁美 12 ルイーズ・グリュック 3

伊藤　亜紗 12,15 小野　不由美 4 黒川　博行 3

伊藤　絵理子 14 温又柔 1 黒田　杏子 7

伊東　俊太郎 14 Ｋプロジェクト 14

伊藤　比呂美 5 か 柿沢　未途 10 ゲンロン 10

いとう　みく 6 柿沼　敏江 15 小池　水音 2

井上　かえる 2 柿本　多映 8 小泉　みる子 5

李　賢晙 12 鍵和田　釉子 7 香坂　マト 2

今井　一 10 角谷　昌子 8 河野　啓 10

今福　龍太 4,11 かさい　まり 5 河野　龍也 4

今村　翔吾 4 柏井　宏之 14 呉　勝浩 3,4

李　龍徳 3 梶田　向省 6 古閑　比斗志 11

岩井　茂樹 13 片山　健 5 小島　庸平 12

いわさき　さとこ 6 片山　夏子 11 吾峠呼世晴 13

岩崎　壽賀子 14 片山　真理 11 後藤　健太 10

岩佐　敏子 6 片山　善博 11 弘平谷　隆太郎 7

岩瀬　達哉 13 加藤　澤男 14 小峰　隆夫 15

岩田　奎 7 門脇　篤史 8 小森　隆司 4

岩橋　勝 12 金堀　則夫 8 小山　俊樹 12

上野　英子 12 金子　智 3 小山　美由紀 7

上野　誠 13 金原　ひとみ 4 近藤　淳 14

宇佐見　りん 1,4 金光　仁三郎 13 今野　和代 7

宇多　喜代子 15 神山　睦美 7 今野　勉 14

ジャクリーン・ウッドソン 5 苅谷　剛彦 14

内海　健 1 河崎　秋子 3 さ 三枝　昻之 8

梅澤　礼 12 川島　雄太郎 7 西條　奈加 3
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斎藤　環 11 滝　久雄 14 野口　やよい 8

佐伯　一麦 11 託摩　佳代 12 野沢　啓 8

三枝　成章 14 竹内　良男 14 野間　幹晴 13

酒井　正 12,13,15 竹下　文子 5,6,11 野村　喜和夫 7

酒井　政利 14 竹田　恒泰 12

さかた　きよこ 6 竹本　真雄 13 は 長谷川　義史 5

崎浜　慎 4 田中　清代 6 馳　星周 3

桜木　紫乃 2 たなか　しん 6 服部　徹也 4

佐佐木　定綱 7 田中　翠香 7 花形　みつる 5

佐竹　美保 5 田中　草大 13 花原　淳子 6

佐藤　賢一　 2 たなか　ひかる 6 花山　多佳子 7

佐藤　武 13 田中　美里 10 マック・バーネット 5

佐藤　まどか 6 谷岡　亜紀 9 濱道　拓 2

佐藤　モニカ 9 渓木　けい 1 林　貴志 13

佐藤　康宏 11 谷口　美代子 10 林　真理子 11

佐藤　優 11 谷　賢一 11 早見　和真 4

佐野　広実 1 田原　史起 10 原　浩 4

澤井　充生 13 田渕　句美子 11 原島　文雄 14

澤田　瞳子 3 玉井　裕志 3 原田　佳織 8

紫衣 7 田村　初美 4 原　満三寿 7

滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 11 千葉　眞 13 張ヶ谷　弘司 13

静岡新聞取材班 14 千葉　ともこ 3 パリュス　あや子 2

信濃毎日新聞社編集局 14 千葉　文夫 4 ばん　ひろこ 5

篠山　紀信 11 蔡　兆申 10 樋口　兼次 14

島岡　幹夫 13 土屋　瀧 2 平出　奔 8

しまざき　ジョゼ 5 津野　海太郎 4 平山　昇 14

島田　修三 8 角田　真弓 11 福王　輝幸 14

島田　雅彦 4 チャールズ・テイラー 13 福岡　完 1

志村　真幸 12 東京大学出版会 10 福島　優香里 3

ルネ・シャール 13 道券　はな 7 藤井　貞和 14

駿馬　京 2 遠野　海人 2 藤島　秀憲 9

晶文社 10 遠野　遙 1 藤本　夕衣 8

白川　方明 15 土岐　将仁 15 藤原　安紀子 7

新川　帆立 1 十倉　好紀 14 藤原　雅俊 10

進士　郁 13 常井　健一 11 藤原　無雨 3

しんぶん赤旗日曜版 12 戸田　和樹 7 古川　勝久 12

菅沼　悠介 11 外山　一機 7 ブレイディ　みかこ 12

椙山　浩一 14 酉島　伝法 3 ジャン・クロード・ベルフィオール 13

鈴木　彩加 10 細田　尚美 13

鈴木　幸一 14 な 長尾　洋子 11 細野　晴臣 10

鈴木　宗男 11 永澤　幸治 7 細見　和之 9

鈴村　ふみ 2 中嶋　泉 12 北海道放送 12

須田　地央 1 中島　京子 4 堀田　凱樹 14

須藤　健太郎 12 長瀬　仁智 8 堀切　克洋 9

澄川　喜一 14 長瀬　由美 14 堀　潤 11

清野　裕子 8 中谷　一馬 11 本多　寿 8

零真似 2 中能島　浩 14

千田　理緒 1 中　真大 2 ま 毎日新聞「幻の科学技術立国」取材班 10

曾根　毅 8 那賀　教史 13 前田　まゆみ 5

コリン・ソルター 11 マーサ・ナカムラ 9 槇　えびし 5

中村　泰信 10 益田　昌 4

た 高樹　のぶ子 1 中山　夏樹 2 町田　尚子 5,6,11

髙木　麻紀子 12 長山　靖生 3 松井　裕美 15

高瀬　乃一 1 凪良　ゆう 3 松尾　スズキ 4

高塚　謙太郎 7 ナディ 5 松尾　梨沙 13

高橋　信雄 13 西浦　理 1 松永　伸太朗 15

髙橋　秀夫 14 西川　潔 14 松原　実穂子 10

髙橋　由記 12 西日本新聞社取材班 14 丸井　貴史 13

高山　羽根子 1 沼尾　将之 8 丸山　ゆき 5

21



三浦　育馬 1

三上　智恵 12

三木　三奈 3

水沢　なお 8

御園　敬介 12

三井　誠 10

宮内　悠介 11

村上　慧 5

村上　雅郁 5

村田　路人 12

村中　李衣 6

村山　純子 5

望月　拓郎 10

森川　博之 10

森口　邦彦 14

森埜　こみち 6

森山　大道 10

や 八百板　洋子 6

八木　詠美 2

矢樹　純 3

梛月　美智子 5

山口　一男 14

山﨑　修平 9

山本　章子 10

山本　泉 6

山本　友美 13

柳　美里 2

雪柳　あうこ 8

横田　大輔 11

横田　増生 12

横山　充男 5

吉川　宏志 7,11

ヨシタケシンスケ 5

吉田　大輔 13

吉田　千亜 12

與那覇　潤 11

与那覇　幹夫 9

蓬田　紀枝子 8

ら リリア 5

わ 和田　和子 8

綿矢　りさ 2
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