『最新！文学賞』の展示が
始まりました！！

☆「文学賞」といえば、誰もが思いつく賞！

芥川龍之介賞

本格ミステリ大賞
本格ミステリ作家クラブが主催する推理小説の賞。既成の
文学観にとらわれず、混迷を深める現代をえぐる意欲的な
力作･秀作を募集。2001年に創設。

medium : 霊媒探偵城塚翡翠
第２開架閲覧室

/ 高山羽根子

第２開架閲覧室

913.6||Ta56

ID: 0876840

沖縄の古びた郷土資料館に眠る数多の記録。資料の整理を手伝う未名子
は、世界の果ての遠く隔たった場所にいるひとたちにオンライン通話でク
イズを出題するオペレーターの仕事をしていた。ある台風の夜、幻の宮古
馬が庭に迷いこんできて…。世界が変貌し続ける今、しずかな祈りが切実
に胸にせまる感動作。

破局

/ 遠野遥

第２開架閲覧室

直木三十五賞

913.6||H35

ID: 0876105

大宅壮一ノンフィクション賞
戦前から戦後にかけて活躍したｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄ大宅壮一氏の活動を
記念し、1970年に制定。最も歴史あるﾉﾝﾌｨｸｼｮﾝ賞として、ﾙﾎﾟﾙ
ﾀｰｼﾞｭ、ﾄﾞｷｭﾒﾝﾀﾘｰ等のﾉﾝﾌｨｸｼｮﾝ作品が対象。

チョンキンマンションのボスは知っている
334.422||O24

/ 小川さやか

ID: 0873366

元々は新潮文芸振興会が主催する新潮学芸賞だったが、
2002年からノンフィクションを対象とする新潮ドキュメント賞と、
評論・ｴｯｾｲを対象とする小林秀雄賞とに分離した。
/ 横田増生

023.953||Y78

ID: 0873893

作家・三島由紀夫の業績を記念し、三島没後17年の1987
年創設。対象は小説、評論、詩歌、戯曲の「文学の前途を拓く
新鋭の作品一篇に授与する」。

4位

紹介した以外にも、様々な文学賞があります！
気になる方は探してみては？

新書大賞
ID: 0872656

「これは絶滅戦争なのだ」。ヒトラーがそう断言したとき、ドイツとソ連
との血で血を洗う皆殺しの闘争が始まった。歴史修正主義の歪曲を正し、
現代の野蛮とも呼ぶべき戦争の本質をえぐり出す。

ケーキの切れない非行少年たち

第２開架閲覧室

3位

368.7||Mi73

教育格差 : 階層・地域・学歴

第２開架閲覧室

372.1||Ma86

/ 宮口幸治

ID: 0873014
/ 松岡亮二
ID: 0872462

ビジネス書大賞
その年を代表するビジネス書を選出し表彰するビジネス専門の
賞。経営者、書店員、書評家、出版社、マスコミの代表と一般読
者の投票によって選考する。2009 年 10 月に創設。

第２開架閲覧室

493.7||Sa25

ID: 0875834

日本エッセイスト・クラブ賞
新鮮で感銘を覚える新人ｴｯｾｲｽﾄの発掘のため、日本ｴｯｾｲｽﾄｸﾗ
ﾌﾞが1952年に創設。対象は、随想、評論、ﾉﾝﾌｨｸｼｮﾝ、伝記、研
究、ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ、旅行記等ｴｯｾｰを広くとらえる。

裁判官も人である : 良心と組織の狭間で
第２開架閲覧室

327.12||I96

/ 岩瀬達哉
ID: 0875543

大賞

Factfulness : 10の思い込みを乗り越え、データを基に
世界を正しく見る習慣 / アンナロスリング・ロンランドほか

第２開架閲覧室

ID: 0871427

ファクトフルネスとはﾃﾞｰﾀや事実にもとづき、世界を読み解く習慣。賢い
人ほどとらわれる10の思い込みから解放されれば、癒され、世界を正しく
見るｽｷﾙが身につく。世界を正しく見る、誰もが身につけておくべき習慣で
ありｽｷﾙ「ファクトフルネス」を解説。世界で100万部の大ﾍﾞｽﾄｾﾗｰ!
ビジネス
リーダー部門

両利きの経営

第２開架閲覧室
文学賞の作品だけではなく、その作家の他の作品も面白いかもしれ
ません。気になったら、OPACでその作家を検索してみてね！

002.7||R72

ソーシャル
デザイン部門

シン・ニホン

第２開架閲覧室

/ チャールズ・A・オライリー, マイケル・L・タッシュマン

336.1||O71

ID: 0876849

/ 安宅和人

332.106||A94

ID: 0874474

2位

なめらかな世界と、その敵

第２開架閲覧室

913.6||H29

/ 伴名練
ID: 0876855

日本旅行作家協会が故・斎藤茂太氏（作家・精神科医）の功
績を讃え、またその志を引き継ぐため、旅にかかわる優れた著
作を表彰する。2016年に創設。

旅の断片

/ 若菜晃子

第２開架閲覧室

290.9||W24

ID: 0876848

未知なる国へ、未知なる自分へ。小冊子「murren」編集・発行人、若菜晃
子『街と山のあいだ』に続く待望の随筆集。 自然、人、食べものや文学な
ど、著者の多角的な興味や造詣の深さを感じる一冊。

日本おいしい小説大賞
食の描写に秀でたフィクションの書き手の発掘を目的として、
2018年創設。古今東西の「食」をテーマとする、エンターテイン
メント小説を対象とする。

小林秀雄賞
/ 斎藤環, 與那覇潤

/ 佐藤亜紀

913.6||Sa85

第二次世界大戦末期。ハンガリーの役人のバログは、ユダヤ人の没収財産
を積んだ「黄金列車」の運行に携わることになる。ヨーロッパを疾駆する
列車のなか、現在と過去を行き来しながらバログはある決意を固める―。

斎藤茂太賞

/ 大木毅

234.074||O51

ID: 0876839

☆文学だけじゃない！ … 旅行＆おいしい本＆サッカーに関わる賞

1年間に刊行されたすべての新書から、その年「最高の一冊」
を選ぶ賞。2005年頃に起きた“第四次新書ブーム”が一つの
契機となり、2008年に創設。

2位

黄金列車

1位

ID: 0876042

☆文学だけじゃない！ …新書＆ビジネス専門の賞

第２開架閲覧室

913.6||Y79

Twitter文学賞
第２開架閲覧室

独ソ戦 : 絶滅戦争の惨禍

ID: 0876851

/ 横山秀夫

日本の「Twitter文学賞事務局」が運営する文学賞。一般の
ユーザーがTwitter上で、その年に最も面白いと思った小説
を投票（ﾂｲｰﾄ）することで決まるのが特徴。２０１１年に創設。

/ 桜木紫乃
913.6||Sa46

ID: 0874255

/ 砥上裕將

913.6||To21

ノースライト

第２開架閲覧室
ID: 0876838

中央公論新社の創業120周年を記念して2006年に創設。
第一線で活躍する中堅以上の作家のエンターテイメント作品
が対象。

第２開架閲覧室

ID: 0875442

/ 小川糸

913.6||O24

線は、僕を描く

第２開架閲覧室

/ 宇佐見りん

家族じまい

ライオンのおやつ

第２開架閲覧室

3位

日本を代表する文芸評論家・批評家の小林秀雄の生誕100年
を記念として2002年に新たに創設された学術賞｡対象は、日
本語表現豊かな評論・エッセイ。

心を病んだらいけないの？

2位

三島由紀夫賞

大賞

新潮ドキュメント賞
第２開架閲覧室

ID: 0872239

913.6||U92

/ 凪良ゆう

913.6||N26

あなたと共にいることを、世界中の誰もが反対し、批判するはずだ。それ
でも文、私はあなたのそばにいたい―。再会すべきではなかったかもしれ
ない男女がもう一度出会ったとき、運命は周囲の人を巻き込みながら疾走
を始める。新しい人間関係への旅立ちを描き、実力派作家が遺憾なく本領
を発揮した、息をのむ傑作小説。

中央公論文藝賞

2011年秋、仙台。震災で職を失った和正は、家族を支えようと、犯罪まが
いの仕事をしていた。ある日、コンビニでガリガリに痩せた多聞という名
の賢い野良犬を拾う。その直後に引き受けたギャラのいい窃盗団の運転手
役の仕事は多聞を同行させるとうまくいき、多聞は和正の「守り神」に。
だが、多聞はいつもなぜか南の方角に顔を向けていた。多聞は何を求め、
どこに行こうとしているのか…。犬を愛するすべての人に捧げる感涙作！

潜入ルポamazon帝国

332.106||Ko64

流浪の月

大賞

第２開架閲覧室

平成の経済 / 小峰隆夫

第２開架閲覧室

/ 馳星周

第２開架閲覧室

ID: 0876854

読売論壇賞と中央公論新社の吉野作造賞を一本化して２００
０年に創設。前年１月から１２月までに発表された単行本、雑
誌論文を対象とする。

かか

『文藝春秋』の創業者・菊池寛が友人である直木三十五の
名を記念して芥川賞と同時に1935年に制定。新進・中堅作
家によるエンターテインメント作品の単行本の中から最も優秀
な作品に贈られる賞。

第２開架閲覧室

/相沢沙呼

913.6||A26

ID: 0876669

私を阻むものは、私自身にほかならない――ラグビー、筋トレ、恋とセッ
クス。ふたりの女を行き来する、いびつなキャンパスライフ。28歳の鬼才
が放つ、新時代の虚無。2019年文藝賞でデビューした著者による第2作。

少年と犬

本屋大賞
『新刊書の書店で働く書店員』の投票で決定。過去1年間、
書店員自身が自分で読んで「面白かった」、「お客様にも薦
めたい」、「自分の店で売りたい」と思った本を選び投票。
2004年に創設。

読売・吉野作造賞
第２開架閲覧室

913.6||To63

☆文学だけじゃない！ ﾉﾝﾌｨｸｼｮﾝ＆評論・ｴｯｾｲの賞

展示場所：2階開架閲覧室入口
展示期間：2021年5月末まで

☆リアルに読みたい！本屋さん＆Twitterの声を反映した賞

『文藝春秋』の創業者・菊池寛が友人である芥川龍之介の
名を記念して直木賞と同時に1935年に制定。雑誌に発表さ
れた、新進作家による純文学の中・短編作品のなかから最も
優秀な作品に贈られる賞。

首里の馬

今年も王道の文学賞から、本屋、Twitter、
ビジネス書、ノンフィクションなどなど様々
な賞33点を展示しました。右に受賞作の
紹介をしていますので、気になる本があり
ましたら、図書館へ借りに来ていただいて、
おうち時間を有意義に過ごしてください。
公共図書館では予約待ちの受賞作も、す
ぐに読むことができますよ！

☆様々な文学賞があります！

ID: 0876842

七度笑えば、恋の味
第２開架閲覧室

/ 古矢永塔子

913.6||Ko97

ID: 0876850

４４歳差の恋、はじまる!? おいしい料理シーンが散りばめれられた、心
温まる恋味小説！ 本当の自分でいられる場所を見失っているあなたへ。
温かくてほっと安らぐ、極上の「おいしい小説」はいかがですか？

サッカー本大賞
「良質なサッカー書籍が日本のサッカー文化を豊かにする」と
いう主旨で「フットボールチャンネル」を運営するカンゼンが
2014年に創設。

欧州旅するフットボール
第２開架閲覧室

/ 豊福晋

783.47||To83

ID: 0875061

バルセロナ在住のスポーツライターが綴るヨーロッパサッカー紀行文。30
を超える街で受け継がれるフットボールの物語が収められている。メッ
シ、本田圭佑、中村俊輔、中田英寿、ペレ…数々の名選手が登場する。

