
賞　（５０音順） タイトル 著者 出版者

アガサ・クリスティー賞（第８回） 入れ子の水は月に轢かれ　 オーガニックゆうき 早川書房

芥川賞（第１５９回/H３０上半期） 送り火　 高橋 弘希 文藝春秋

1R1分34秒 町屋 良平 新潮社

ニムロッド 上田 岳弘 講談社　

中国はなぜ軍拡を続けるのか　 阿南 友亮 新潮社

日本軍兵士 吉田 裕 中央公論新社

石橋湛山賞（第３９回） AI vs.教科書が読めない子どもたち　 新井 紀子 東洋経済新報社

泉鏡花文学賞（第４６回） 飛ぶ孔雀 山尾 悠子 文藝春秋

梅棹忠夫・山と探検文学賞（第７回） そして、ぼくは旅に出た。 大竹 英洋 あすなろ書房　

エコノミスト賞（第５８回） 正規の世界・非正規の世界 神林 龍 慶應義塾大学出版会

江戸川乱歩賞（第６４回） 到達不能極 斉藤 詠一 講談社　

大宅壮一メモリアル日本ノンフィクション大賞　大賞（第２回） 悪だくみ　 森 功 文藝春秋

大宅壮一メモリアル日本ノンフィクション大賞　読者賞（第２回） 石つぶて 清武 英利 講談社

白い衝動 呉 勝浩 講談社　

Ank:a mirroring ape　 佐藤 究 講談社

大佛次郎賞（第４５回） 極夜行 角幡 唯介 文藝春秋

織田作之助賞（第３５回） その話は今日はやめておきましょう　 井上 荒野 毎日新聞出版　

開高健ノンフィクション賞（第１６回） 空をゆく巨人 川内 有緒 集英社

河合隼雄物語賞（第６回） 光の犬 松家 仁之 新潮社

川端康成文学賞（第４４回） ハレルヤ（収録作「こことよそ」が受賞） 保坂 和志 新潮社

紀伊國屋じんぶん大賞（２０１８） 中動態の世界 國分 功一郎 医学書院　

京都ガイド本大賞（２０１８） 一日乗車券でめぐる京都さんぽ　 JTBパブリッシング　

光の犬 松家 仁之 新潮社

カストロの尻 金井 美恵子 新潮社

芸術推奨・文部科学大臣賞　評論等部門（第６８回） 震美術論 椹木 野衣 美術出版社

芸術推奨・文部科学大臣新人賞　文学部門（第６８回） 塔と重力 上田 岳弘 新潮社

グルマン世界料理本大賞　ＩＴＡＬＩＡＮ部門グランプリ（2018） ま・ごはん　 片岡 護 木楽舎

夫・車谷長吉 高橋 順子 文藝春秋

ここは、おしまいの地 こだま 太田出版

講談社科学出版賞（第３４回） 我々はなぜ我々だけなのか　 川端 裕人 講談社

賞をとった本　（２０１８）

大藪春彦賞（第２０回）

芸術推奨・文部科学大臣賞　文学部門（第６８回）

2018年2月～2019年1月までに文学賞など本に関する賞を受賞した本です。全て貸出し・予約ができます。　

2019年2月作成
倉敷市立中央図書館　ＴＥＬ（086）425-6030

アジア・太平洋賞　特別賞（第３０回）

芥川賞（第１５９回/H３０下半期）

講談社エッセイ賞（第３４回）



講談社出版文化賞　絵本賞（第４９回） へろへろおじさん 佐々木 マキ 福音館書店

賞 タイトル 著者 出版者

安楽死を遂げるまで　 宮下 洋一 小学館

告白 旗手 啓介 講談社

『このミステリーがすごい！』大賞　大賞（第１７回） 怪物の木こり　 倉井 眉介 宝島社　

小林秀雄賞（第１７回） 　 超越と実存 南 直哉 新潮社　

産経児童出版文化賞　大賞（第６５回） よるのおと たむら しげる 偕成社

産経児童出版文化賞　JR賞（第６５回） さかなのたまご　 内山 りゅう ポプラ社

産経児童出版文化賞　ニッポン放送賞（第６５回） 世界を救うパンの缶詰　 菅 聖子 ほるぷ出版　

産経児童出版文化賞　フジテレビ賞（第６５回） 世界恐竜発見地図　 ヒサ クニヒコ 岩崎書店

産経児童出版文化賞　産経新聞社賞（第６５回） こんぴら狗　 今井 恭子 くもん出版

産経児童出版文化賞　美術賞（第６５回） 猫魔ケ岳の妖怪 八百板 洋子／再話 福音館書店　

うみべのまちで ジョアン・シュウォーツ BL出版

わたしがいどんだ戦い1939年 キンバリー・ブルベイカー・ブラッドリー 評論社

サントリー学芸賞　芸術・文学部門（第４０回） 浪花節 真鍋 昌賢 せりか書房　

サントリー学芸賞　思想・歴史部門（第４０回） トマス・アクィナス 山本 芳久 岩波書店　

サントリー学芸賞　社会・風俗部門（第４０回） 水族館の文化史 溝井 裕一 勉誠出版

立憲君主制の現在 君塚 直隆 新潮社

中国はなぜ軍拡を続けるのか　 阿南 友亮 新潮社

詩歌文学館賞　詩部門（第３３回） 見えない涙 若松 英輔 亜紀書房

児童文芸新人賞（第４７回） 僕は上手にしゃべれない　 椎野 直弥 ポプラ社　

児童ペン賞　大賞（第４回） たぬきのたまご　 内田 麟太郎 銀の鈴社　

児童ペン賞　童話賞（第４回） ブルちゃんは二十五ばんめの友だち　 最上 一平 新日本出版社

児童ペン賞　詩集賞（第４回） 漢字はうたう　 杉本 深由起／詩 あかね書房

児童ペン賞　絵本賞（第４回） クマと少年 あべ 弘士 ブロンズ新社

児童ペン賞　企画賞（第４回） なみきビブリオバトル・ストーリー　 赤羽 じゅんこ ほか さ・え・ら書房

四重奏(カルテット)デイズ　 横田 明子 岩崎書店

こんとんじいちゃんの裏庭　 村上 しいこ 小学館　

司馬遼太郎賞（第２２回） 悪玉伝 朝井 まかて KADOKAWA

柴田錬三郎賞（第３１回） 雪の階 奥泉 光 中央公論新社

島清恋愛文学賞（第２４回） 風が吹いたり、花が散ったり　 朝倉 宏景 講談社

城山三郎賞（第５回） 八九六四 安田 峰俊 KADOKAWA

大名行列 シゲリ カツヒコ 小学館

こんぴら狗　 今井 恭子 くもん出版

小学館文庫小説賞（第１９回） ほどなく、お別れです　 長月 天音 小学館

産経児童出版文化賞　翻訳作品賞（第６５回）

講談社ノンフィクション賞（第４０回）

小学館児童出版文化賞（第６７回）

サントリー学芸賞　政治・経済部門（第４０回）

児童ペン賞　少年小説賞（第４回）



小説現代長編新人賞（第１３回） スイート・マイホーム　 神津 凛子 講談社　

賞 タイトル 著者 出版者

新書大賞（２０１８） バッタを倒しにアフリカへ 前野ウルド浩太郎 光文社

新潮ドキュメント賞（第１７回） 北朝鮮核の資金源 古川 勝久 新潮社

親鸞賞（第１０回） 今ひとたびの、和泉式部 諸田 玲子 集英社　

すばる文学賞（第４２回） わるもん 須賀 ケイ 集英社

中央公論文芸賞（第１３回） 雲上雲下 朝井 まかて 徳間書店

太宰治賞（第３４回） リトルガールズ 錦見 映理子 筑摩書房

谷崎潤一郎賞（第５４回） 焔 星野 智幸 新潮社

Ｔｗｉｔｔｅｒ文学賞　国内部門（第８回） チュベローズで待ってる　AGE22・AGE32 加藤 シゲアキ 扶桑社

Ｔｗｉｔｔｅｒ文学賞　海外部門（第８回） 地下鉄道 コルソン・ホワイトヘッド 早川書房

坪田譲治文学賞（第３３回） キジムナーkids　 上原 正三 現代書館

直木賞（第１５９回/H３０上半期） ファーストラヴ 島本 理生 文藝春秋

直木賞（第１５９回/Ｈ３０下半期） 宝島 真藤 順丈 講談社

中山義秀文学賞（第２４回） 守教　上・下 帚木 蓬生 新潮社

日経・経済図書文化賞（第６１回） 経済成長の日本史 高島 正憲 名古屋大学出版会

新田次郎文学賞（第３７回） 葵の残葉 奥山 景布子 文藝春秋

ゲームの王国　上・下 小川 哲 早川書房

自生の夢 飛 浩隆 河出書房新社

日本絵本賞　大賞（第２３回） わくせいキャベジ動物図鑑 tupera tupera アリス館

ばけバケツ　 軽部 武宏 小峰書店

ドームがたり　 アーサー・ビナード 玉川大学出版部

日本絵本賞　翻訳絵本賞（第２３回） シャクルトンの大漂流　 ウィリアム・グリル 岩波書店

日本絵本賞　読者賞（第２３回） しんごうきピコリ　 ザ・キャビンカンパニー あかね書房

枕詞はサッちゃん 内藤 啓子 新潮社

AI vs.教科書が読めない子どもたち 新井 紀子 東洋経済新報社　

日本推理作家協会賞　長編及び連作短編集部門（第７１回） いくさの底 古処 誠二 KADOKAWA

日本翻訳文化賞（第５５回） 「蓋然性」の探求 ジェームズ・フランクリン みすず書房　

野間児童文芸賞（第５６回） 満月の娘たち　 安東 みきえ 講談社

野間文芸賞（第７１回） 草薙の剣 橋本 治 新潮社

双子は驢馬に跨がって 金子 薫 河出書房新社

本物の読書家 乗代 雄介 講談社

ノンフィクション本大賞（第１回） 極夜行 角幡 唯介 文藝春秋

ビジネス書大賞　大賞（２０１８） SHOE DOG　 フィル・ナイト 東洋経済新報社

世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか? 山口 周 光文社　

日本ＳＦ大賞（第３８回）

ビジネス書大賞　準大賞（２０１８）

日本エッセイスト・クラブ賞（第６６回）

日本絵本賞（第２３回）

野間文芸新人賞（第４０回）



隷属なき道　 ルトガー・ブレグマン 文藝春秋　

賞 タイトル 著者 出版者

ビジネス書大賞　審査員特別賞（２０１８） お金2.0 佐藤 航陽 幻冬舎

舟橋聖一文学賞（第１２回） 星夜航行 上・下 飯嶋 和一 新潮社

Ｂｕｎｋａｍｕｒａドゥマゴ文学賞（第２８回） 神様の住所　 九螺 ささら 朝日出版社

いつか深い穴に落ちるまで　 山野辺 太郎 河出書房新社

はんぷくするもの 日上 秀之 河出書房新社

本格ミステリ大賞　小説部門（第１８回） 屍人荘の殺人 今村 昌弘 東京創元社　

翻訳ミステリー大賞（第９回） フロスト始末 上・下 R.D.ウィングフィールド 東京創元社

本屋大賞（第１５回） かがみの孤城 辻村 深月 ポプラ社　

本屋大賞　翻訳小説部門（第１５回）　 カラヴァル ステファニー・ガーバー キノブックス

毎日出版文化賞　自然科学部門（第７２回） 性の進化史 松田 洋一 新潮社

毎日出版文化賞　特別賞（第７２回） うしろめたさの人類学 松村 圭一郎 ミシマ社

毎日出版文化賞　文学・芸術部門（第７２回） 雪の階　 奥泉 光 中央公論新社

松本清張賞（第２５回） 　天地に燦たり　 川越 宗一 文藝春秋

三島由紀夫賞（第３１回） 無限の玄/風下の朱（収録作「無限の玄」が受賞） 古谷田 奈月 筑摩書房

野性時代フロンティア文学賞（第９回） 永遠についての証明 岩井 圭也 KADOKAWA

山田風太郎賞（第９回） 宝島　 真藤 順丈 講談社

山本七平賞（第２７回） AI vs.教科書が読めない子どもたち　 新井 紀子 東洋経済新報社

山本周五郎賞（第３１回） ゲームの王国　上・下 小川 哲 早川書房

横溝正史ミステリ大賞　優秀賞（第３８回） 人間狩り 犬塚 理人 KADOKAWA

吉川英治文学賞（第５２回） 守教　上・下 帚木 蓬生 新潮社

吉川英治文学新人賞（第３９回） Ank:a mirroring ape　 佐藤 究 講談社

読売文学賞　小説賞（第６９回） 僕が殺した人と僕を殺した人 東山 彰良 文藝春秋　

読売文学賞　評論・伝記賞（第６９回） 評伝石牟礼道子 米本 浩二 新潮社

読売・吉野作造賞（第１９回） プロテスタンティズム 深井 智朗 中央公論新社

鳳凰の船 浮穴 みみ 双葉社

おもちゃ絵芳藤 谷津 矢車 文藝春秋

歴史時代作家クラブ賞　新人賞（第７回） 虎の牙 武川 佑 講談社

歴史時代作家クラブ賞　特別功労賞（第７回） 西郷どん!　前編・後編 林 真理子 KADOKAWA

歴史時代作家クラブ賞　文庫書き下ろし新人賞（第７回） 火喰鳥　 今村 翔吾 祥伝社

労働関係図書優秀賞（第４１回） 正規の世界・非正規の世界 神林 龍 慶應義塾大学出版会

若山牧水賞（第２３回） 水中翼船炎上中 穂村 弘 講談社　

和辻哲郎文化賞　一般部門（第３０回） ナショナリズムの昭和　 保阪 正康 幻戯書房

渡辺淳一文学賞（第３回） 僕が殺した人と僕を殺した人 東山 彰良 文藝春秋　

ビジネス書大賞　準大賞（２０１８）

歴史時代作家クラブ賞　作品賞（第７回）

文藝賞（第５５回）


