
賞　（５０音順） タイトル 著者 出版者 ラベル

アガサ・クリスティー賞（第１０回） 地べたを旅立つ　 そえだ 信 早川書房 913.6/ｿｴ

首里の馬　 高山 羽根子 新潮社 913.6/ﾀｶ

破局　 遠野 遙 河出書房新社 913.6/ﾄｵ

芥川賞（第１６４回/Ｒ２下半期） 推し、燃ゆ　 宇佐見 りん 河出書房新社 913.6/ｳｻ

鮎川哲也賞（第３０回） 五色の殺人者　 千田 理緒 東京創元社 913.6/ｾﾝ

石橋湛山賞（第４１回） 日米地位協定 山本 章子 中央公論新社 319.105

泉鏡花文学賞（第４８回） 業平　 高樹 のぶ子 日経BP日本経済
新聞出版本部

913.6/ﾀｶ

江戸川乱歩賞（第６６回） わたしが消える　 佐野 広実 講談社　 913.6/ｻﾉ

大宅壮一ノンフィクション賞（第５１回）
河合隼雄学芸賞（第8回）

チョンキンマンションのボスは知って
いる

小川  さやか 春秋社 334.422

大藪春彦賞（第２２回） 犬 赤松 利市 徳間書店 913.6/ｱｶ

大佛次郎賞（第４７回） 金閣を焼かなければならぬ　 内海 健 河出書房新社 913.6/ｳﾂ

織田作之助賞（第３７回） 魯肉飯(ロバプン)のさえずり　 温 又柔 中央公論新社 913.6/ｵﾝ

開高健ノンフィクション賞（第１8回） デス・ゾーン　 河野 啓 集英社 786.1

科学ジャーナリスト賞２０２０ 誰が科学を殺すのか　
毎日新聞「幻の科学技
術立国」取材班

毎日新聞出版 409.1

角川財団学芸賞（第１８回） 宮沢賢治デクノボーの叡知　　 今福  龍太 新潮社 910.268

岸田國士戯曲賞（第６４回） 戯曲福島三部作　 谷 賢一 而立書房 912.6

石蓮花　　 吉川 宏志 書肆侃侃房 911.1

山海記　 佐伯 一麦 講談社 913.6/ｻｴ

芸術推奨・文部科学大臣新人賞　文学部門（第７０回） 遠い他国でひょんと死ぬるや　 宮内 悠介 祥伝社 913.6/ﾐﾔ

若冲伝　 佐藤 康宏 河出書房新社 721.4

蓮田善明 戦争と文学　 井口 時男 論創社 910.2

芸術推奨・文部科学大臣新人賞　評論等部門（第７０回） 越中おわら風の盆の空間誌　　 長尾 洋子 ミネルヴァ書房 386.814

現代歌人協会賞（第６４回） 月を食う　 佐佐木 定綱
角川文化振興
財団

911.168

現代短歌大賞（第４３回） 藤原俊成中世和歌の先導者 久保田 淳 吉川弘文館 911.1

高校生直木賞（第７回） 渦　　 大島 真寿美 文藝春秋 913.6/ｵｵ

芸術推奨・文部科学大臣賞　評論等部門（第７０回）

賞をとった本　（２０２０）

2020年2月～2021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。　

2021年2月作成
倉敷市立中央図書館　ＴＥＬ（086）425-6030

芥川賞（第１６３回/Ｒ２上半期）

芸術推奨・文部科学大臣賞文学部門（第７
０回）



賞 タイトル 著者 出版者 請求記号

講談社科学出版賞（第３６回） 地磁気逆転と「チバニアン」 菅沼 悠介 講談社 450.12

孤塁 吉田 千亜 岩波書店 369.3

ふくしま原発作業員日誌　　 片山 夏子 朝日新聞出版 543.5

産経児童出版文化賞　大賞（第６７回） 徳治郎とボク　 花形 みつる 理論社
【児童書】
91/ﾊ

産経児童出版文化賞　JR賞（第６７回） きつねの橋　 久保田 香里 偕成社
【児童書】
91/ｸ

産経児童出版文化賞　ニッポン放送賞（第６７回） ふるさとって呼んでもいいですか　　 ナディ 大月書店 334.41

産経児童出版文化賞　フジテレビ賞（第６７回） しろとくろ　　 きくち ちき 講談社
【児童書】
E（えほん）

産経児童出版文化賞　産経新聞社賞（第６７回） 家をせおって歩く　 村上 慧 福音館書店　
【児童書】
70

産経児童出版文化賞　美術賞（第６７回） なっちゃんのなつ　　
伊藤 比呂美
片山 健

福音館書店　
【児童書】
E（えほん）

あおいアヒル　 リリア 主婦の友社
【児童書】
E（えほん）

マンマルさん　
マック・バーネット
ジョン・クラッセン

クレヨンハウス
【児童書】
E（えほん）

サントリー学芸賞　思想・歴史部門（第４２
回）

五・一五事件　 小山 俊樹 中央公論新社 210.7

サントリー学芸賞　社会・風俗部門（第４２回） 記憶する体　 伊藤 亜紗 春秋社 369.27

サントリー学芸賞　政治・経済部門（第４２回） 人類と病　　 詫摩 佳代 中央公論新社 498

児童文芸新人賞（第４９回） あの子の秘密　　 村上 雅郁 フレーベル館
【児童書】
91/ﾑ

児童文芸幼年文学賞（第３回） ムカッやきもちやいた　
かさい まり
小泉 るみ子 くもん出版

【児童書】
E（えほん）

司馬遼太郎賞（第２４回） ナポレオン　1～３　 佐藤 賢一 集英社 913.6/ｻﾄ

柴田錬三郎賞（第３３回） 逆ソクラテス 伊坂 幸太郎 集英社 913.6/ｲｻ

島清恋愛文学賞（第２６回） 生のみ生のままで　上・下　 綿矢 りさ 集英社 913.6/ﾜﾀ

昔はおれと同い年だった田中さんと
の友情

椰月 美智子 小峰書店
【児童書】
91/ﾔ

さわるめいろ　１～３　　 村山 純子 小学館
【児童書】
E

城山三郎賞（第７回） 証言沖縄スパイ戦史　　 三上 智恵 集英社 219.9

新潮ドキュメント賞（第１９回） 潜入ルポamazon帝国　 横田 増生 小学館 673.36

親鸞賞（第１１回） グッドバイ　 朝井 まかて 朝日新聞出版 913.6/ｱｻ

太宰治賞（第３６回） 空芯手帳　 八木 詠美 筑摩書房 913.6/ﾔｷﾞ

谷崎潤一郎賞（第５６回） 日本蒙昧前史　 磯崎 憲一郎 文藝春秋 913.6/ｲｿ

中央公論文芸賞（第１５回） 家族じまい　 桜木 紫乃 集英社 913.6/ｻｸ

坪田譲治文学賞（第３５回） あららのはたけ　 村中 李衣 偕成社
【児童書】
91/ﾑ

直木賞（第１６３回/Ｒ２上半期） 少年と犬　 馳 星周 文藝春秋 913.6/ﾊｾ

直木賞（第１６３回/Ｒ２下半期） 心（うら）淋し川　 西條 奈加 集英社 913.6/ｻｲ

小学館児童出版文化賞（第６９回）

講談社 本田靖春ノンフィクション賞（第４２
回）

産経児童出版文化賞　翻訳作品賞（第６７回）



賞 タイトル 著者 出版者 請求記号

中山義秀文学賞（第２６回） まむし三代記　 木下 昌輝 朝日新聞出版 913.6/ｷﾉ

日経・経済図書文化賞（第６３回）
大恐慌期における日本農村社会の
再編成

小島 庸平 ナカニシヤ出版 611.9

東京普請日和　 湊 ナオ 日本経済新聞出版社 913.6/ﾐﾅ

新・紫式部日記　 夏山 かほる 日本経済新聞出版社 913.6/ﾅﾂ

新田次郎文学賞（第３９回） 土に贖う　 河崎 秋子 集英社 913.6/ｶﾜ

日本ＳＦ大賞（第４０回） 宿借りの星　　 酉島 伝法 東京創元社 913.6/ﾄﾘ

日本絵本賞　大賞（第２５回） くろいの　 田中 清代 偕成社
【児童書】
E（えほん）

なまえのないねこ　
竹下  文子
町田  尚子 小峰書店

【児童書】
E（えほん）

ぱんつさん たなか ひかる ポプラ社
【児童書】
E（えほん）

金の鳥　　
八百板 洋子
さかた きよこ ＢＬ出版

【児童書】
E（えほん）

万葉学者、墓をしまい母を送る　 上野 誠 講談社 916/ｳ

裁判官も人である　 岩瀬 達哉 講談社 327.12

日本児童文学者協会賞（第５３回） アドリブ 佐藤 まどか あすなろ書房
【児童書】
91/ｻ

日本児童文学者協会新人賞（第５３回） 一富士茄子牛焦げルギー たなか しん ＢＬ出版
【児童書】
91/ﾀ

日本児童文芸家協会賞（第４４回） 蝶の羽ばたき、その先へ　 森埜 こみち 小峰書店
【児童書】
Y91/ﾓ

日本推理作家協会賞 長編および連作短編集部門（第７３回） スワン　 呉 勝浩 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913.6/ｺﾞｶ

野間児童文芸賞（第５８回） 朔と新　 いとう みく 講談社
【児童書】
91/ｲ

野間文芸賞（第７３回） 小箱　 小川  洋子 朝日新聞出版 913.6/ｵｶﾞ

野間文芸新人賞（第４３回） あなたが私を竹槍で突き殺す前に　 李 龍徳 河出書房新社 913.6/ｲﾖ

萩原朔太郎賞（第２８回） 雨をよぶ灯台　 マーサ・ナカムラ 思潮社 911.56

ビジネス書大賞　大賞（２０２０） FACTFULNESS　　 ハンス・ロスリングほか 日経BP社 002.7

両利きの経営　　 チャールズ・A.オライリー
マイケル．L．ﾀｯｼｭﾏﾝ

東洋経済新報社 336.1

シン・ニホン 安宅 和人 ニューズピックス 332.107

現代経済学の直観的方法　 長沼 伸一郎 講談社 331

哲学と宗教全史　 出口 治明 ダイヤモンド社 162

福島正実記念ＳＦ童話賞（第３５回） AIロボット、ひと月貸します!　 木内  南緒 岩崎書店
【児童書】
91/ｷ

舟橋聖一文学賞（第１４回） 駆け入りの寺　 澤田 瞳子 文藝春秋 913.6/ｻﾜ

Ｂｕｎｋａｍｕｒａ　ドゥマゴ文学賞（第３０回） ホテル・アルカディア　 石川 宗生 集英社 913.6/ｲｼ

文藝賞（第５７回） 水と礫　 藤原 無雨 河出書房新社 913.6/ﾌｼﾞ

文藝賞　優秀作（第５７回） 星に帰れよ 新 胡桃 河出書房新社 913.6/ｱﾗ

日経小説大賞（第１１回）

日本絵本賞（第２５回）

日本エッセイスト・クラブ賞（第６８回）

ビジネス書大賞　特別賞（２０２０）



賞 タイトル 著者 出版者 請求記号

本格ミステリ大賞　小説部門（第２０回） medium　　 相沢 沙呼 講談社 913.6/ｱｲ

本格ミステリ大賞　評論・研究部門（第２０回） モダニズム・ミステリの時代　 長山 靖生 河出書房新社 910.262

本屋が選ぶ時代小説大賞（第１０回） 商う狼　　 永井 紗耶子 新潮社 913.6/ﾅｶﾞ

本屋大賞（２０２０年） 流浪の月　 凪良  ゆう 東京創元社 913.6/ﾅｷﾞ

本屋大賞　翻訳小説部門（２０２０年）　 アーモンド　 ソン ウォンピョン 祥伝社 929.13

本屋大賞　ノンフィクション本大賞（２０２０年）　 エンド・オブ・ライフ　 佐々 涼子 集英社インターナショナル 490.14

毎日出版文化賞　自然科学部門（第７４回） 洪水と水害をとらえなおす　　 大熊 孝 農文協プロダクション 517.21

毎日出版文化賞　人文・社会部門（第７４回） 追いついた近代消えた近代　　 苅谷 剛彦 岩波書店 372.107

ものがたり西洋音楽史　 近藤 譲 岩波書店
【児童書】
76

ものがたり日本音楽史　　 徳丸 吉彦 岩波書店
【児童書】
76

松本清張賞（第２７回） 　震雷の人　 千葉 ともこ 文藝春秋 913.6/ﾁﾊﾞ

三島由紀夫賞（第３３回） かか　 宇佐見 りん 河出書房新社 913.6/ｳｻ

三越佐千夫少年詩集（第２４回） はてなとびっくり 大楠 翠 銀の鈴社
【児童書】
91/ｵ/ﾎﾟｴﾑ

紫式部文学賞（第３０回） 　夢見る帝国図書館　 中島 京子 文藝春秋 913.6/ﾅｶ

メフィスト賞受賞作（第６１回） #柚莉愛とかくれんぼ　 真下 みこと 講談社 913.6/ﾏｼ

メフィスト賞受賞作（第６２回） 法廷遊戯 五十嵐 律人 講談社 913.6/ｲｶﾞ

山田風太郎賞（第１１回） じんかん　 今村 翔吾 講談社 913.6/ｲﾏ

山本周五郎賞（第３３回） ザ・ロイヤルファミリー　 早見 和真 新潮社 913.6/ﾊﾔ

横溝正史ミステリ＆ホラー大賞（第４０回） 火喰鳥を、喰う　 原 浩 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913.6/ﾊﾗ

吉田秀和賞（第３０回） <無調>の誕生　　 柿沼 敏江 音楽之友社 762.0

読売文学賞　小説賞（第７１回） 君が異端だった頃 島田 雅彦 集英社 913.6/ｼﾏ

読売文学賞　評論・伝記賞（第７１回） 龍彦親王航海記　　 礒崎 純一 白水社 910.2

歴程新鋭賞（第３１回） ダンスする食う寝る　 山崎 修平 思潮社 911.56

労働関係図書優秀賞（第４３回） アニメーターはどう働いているのか　　松永 伸太朗 ナカニシヤ出版 778.7

渡辺淳一文学賞（第５回） アタラクシア　 金原 ひとみ 集英社 913.6/ｶﾈ

和辻哲郎文化賞　一般部門（第３２回） 中央銀行 白川 方明 東洋経済新報社 338.41

和辻哲郎文化賞　学術部門（第３２回） キュビスム芸術史 松井 裕美 名古屋大学出版会 702.0

毎日出版文化賞　特別賞（第７４回）


