
小田原市立かもめ図書館　　平成２4年7月号

書 　　　名 著　者　名 請求記号　など 書 　　　名 著　者　名 請求記号　など

アサッテの人 諏訪 哲史 913.6   スワ    吉原手引草 松井 今朝子 913.6   マツイ

オブ・ザ・ベースボール 円城 塔 913.6   エンジ 玻璃の天 北村 薫 913.6   キタム 

わたくし率イン歯ー、または世界 川上 未映子 913.6   カワカ   赤朽葉家の伝説 桜庭 一樹 913.6   サクラ 

主題歌 柴崎 友香 913.6   シバサ まんまこと 畠中 恵 913.6   ハタケ 

※　グレート生活アドベンチャー 前田　司郎 『新潮』2007年5月号
に   収録 鹿男あをによし 万城目 学 913.6   マキメ 

※　アウラ　アウラ 松井　雪子 『文学界』2007年
3月号に収録 俳風三麗花 三田 完 913.6   ミタ    

夜は短し歩けよ乙女 森見 登美彦 913.6   モリミ 

乳と卵 川上 未映子 913.6   カワカ   私の男 桜庭 一樹 913.6   サクラ

切れた鎖 田中 慎弥 913.6   タナカ   ベーコン 井上 荒野 913.6  イノウ

カソウスキの行方 津村 記久子 913.6   ツムラ   悪果 黒川 博行 913.6   クロカ 

空で歌う 中山 智幸 913.6   ナカヤ   敵影 古処 誠二 913.6   コドコ 

※　小銭をかぞえる 西村　賢太 『文学界』2007年
11月号に収録 警官の血（上・下） 佐々木 譲 913.6   ササキ 

カツラ美容室別室 山崎 ナオコーラ 913.6   ヤマザ   約束の地で 馳 星周 913.6   ハセ    

ワンちゃん 楊 逸 913.6   ヤン      

時が滲む朝 楊 逸 913.6   ヤン   切羽へ 井上 荒野 913.6   イノウ  

眼と太陽 磯崎 憲一郎 913.6   イソザ    愛しの座敷わらし 荻原　浩 913.6   オギワ

ctの深い川の町 岡崎 祥久 913.6   オカザ あぽやん 新野 剛志 913.6   シンノ 

マイクロバス 小野 正嗣 913.6   オノ   鼓笛隊の襲来 三崎 亜記 913.6   ミサキ 

月食の日 木村 紅美 913.6   キムラ 千両花嫁 山本 兼一 913.6   ヤマモ 

婚礼、葬礼、その他 津村 記久子 913.6   ツムラ のぼうの城 和田 竜 913.6   ワダ    

走ル 羽田 圭介 913.6   ハダ   

ポトスライムの舟 津村 記久子 913.6   ツムラ   悼む人 天童　荒太 913.6   テンド 

女の庭 鹿島田 真希 913.6   カシマ     利休にたずねよ 山本 兼一 913.6   ヤマモ 

潰玉 墨谷 渉 913.6   スミタ     きのうの世界 恩田 陸 913.6   オンダ 

は、受賞作。

※ は、市立図書館で所蔵しています。お取り寄せもできます。

　　　　　 小田原市立かもめ図書館　　　平成２４年７月号　　　　

                                                携帯： https://ilisod001.apsel.jp/odawara-lib/wopc/pc/mSrv?dsp=TP

                                                  ＰＣ ： https://ilisod001.apsel.jp/odawara-lib/wopc/pc/pages/TopPage.jsp

＊＊ インターネットから本の予約ができます！ ＊＊

直　　　木　　　賞芥         川         賞

第１３７回（2007年　上半期）

第１３８回（2007年　下半期）

第１３９回（200８年　上半期）

第１４０回（200８年　下半期）

直木賞 
直木三十五の名を記念して、昭和１０年に制定され
た。 新聞、雑誌、単行本として発表された短編お
よび長編の大衆文芸作品の中から選ばれる。無名、
新進、中堅作家が対象になる。 

 
芥川賞と直木賞は、毎年７月と１月に発表されます。 

そこで今回は、芥川賞と直木賞の過去１０回の受賞作と候補作を集めました。 
気になっていたけれど、読んでいないという作品もあるのではないでしょうか。 

この機会にぜひ読んでみてください。 

芥川賞 
芥川龍之介の名を記念して、昭和10年に制定された。  
新聞、雑誌に発表された純文学短編作品の中から選ば
れる。無名、新進作家が対象になる。 
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直　　　木　　　賞芥         川         賞

書 　　　名 著　者　名 請求記号　など 書 　　　名 著　者　名 請求記号　など

神様のいない日本シリーズ 田中 慎弥 913.6   タナカ     汐のなごり 北 重人 913.6   キタ 

手 山崎 ナオコーラ 913.6   ヤマザ    いのちなりけり 葉室 麟 913.6   ハムロ 

不正な処理 吉原 清隆 913.6   ヨシハ    カラスの親指 道尾 秀介 913.6   ミチオ 

終の住処 磯崎 憲一郎 913.6   イソザ     鷺と雪 北村 薫 913.6   キタム 

まずいスープ 戌井 昭人 913.6   イヌイ     きのうの神さま 西川 美和 913.6   ニシカ 

白い紙（『白い紙/サラム』に収録） シリン ネザマフィ 913.6   ネザマ     乱反射 貫井 徳郎 913.6   ヌクイ 

いけにえ（『パトロネ』に収録） 藤野 可織 913.6   フジノ     秋月記 葉室 麟 913.6   ハムロ 

よもぎ学園高等学校蹴球部 松波 太郎 913.6   マツナ     プリンセス・トヨトミ 万城目 学 913.6   マキメ 

あの子の考えることは変 本谷 有希子 913.6   モトヤ     鬼の跫音 道尾 秀介 913.6   ミチオ 

廃墟に乞う 佐々木 譲 913.6   ササキ 

犬はいつも足元にいて 大森兄弟 913.6   オオモ     ほかならぬ人へ 白石 一文 913.6   シライ 

ミート・ザ・ビート 羽田 圭介 913.6   ハダ     鉄の骨 池井戸 潤 913.6   イケイ 

ボーダー&レス 藤代 泉 913.6   フジシ     ゼロ、ハチ、ゼロ、ナナ。 辻村 深月 913.6   ツジム 

ビッチマグネット 舞城 王太郎 913.6   マイジ     花や散るらん 葉室 麟 913.6   ハムロ 

老人賭博 松尾 スズキ 913.6   マツオ     球体の蛇 道尾 秀介 913.6   ミチオ 

乙女の密告 赤染 晶子 913.6   アカゾ     小さいおうち 中島 京子 913.6   ナカジ  

※　その暁のぬるさ 鹿島田　真希 『すばる』2010年
４月号に収録 あの日にかえりたい 乾 ルカ 913.6   イヌイ 

※　ハルツームにわたしはいない 柴崎 友香 『新潮』2010年６月号
に収録 天地明察 冲方　丁 913.6   ウブカ 

※　拍動 シリン　ネザマフィ 『文学界』2010年
６月号に収録 リアル・シンデレラ 姫野 カオルコ 913.6   ヒメノ 

うちに帰ろう 広小路 尚祈 913.6   ヒロコ     かのこちゃんとマドレーヌ夫人 万城目 学 ＹＡ S   913.6  マキメ    

自由高さH 穂田川 洋山 913.6   ホタカ     光媒の花 道尾 秀介 913.6   ミチオ 

きことわ 朝吹　真理子 913.6   アサブ    漂砂のうたう 木内 昇 913.6   キウチ 

苦役列車 西村　賢太 913.6   ニシム   月と蟹 道尾 秀介 913.6   ミチオ 

母子寮前 小谷野 敦 913.6   コヤノ  蛻 犬飼 六岐 913.6   イヌカ  

第三紀層の魚（『共喰い』に収録） 田中　慎弥 913.6   タナカ     砂の王国（上・下） 荻原 浩 913.6   オギワ  

※　あぶらびれ 穂田川　洋山 『文学界』2010年
11月号に収録 悪の教典（上・下） 貴志 祐介 913.6   キシ 

下町ロケット 池井戸　潤 913.6   イケイ 

あめりかむら 石田 千 913.6   イシダ  アンダスタンド・メイビー（上・下） 島本 理生 913.6   シマモ 

ぴんぞろ 戌井 昭人 913.6   イヌイ   ジェノサイド 高野　和明 913.6   タカノ 

これはペンです 円城 塔 913.6   エンジ   オーダーメイド殺人クラブ 辻村 深月 913.6   ツジム 

※　甘露 水原　涼 『文学界』2011年
6月号に収録 恋しぐれ 葉室 麟 913.6   ハムロ 

ぬるい毒 本谷 有希子 913.6   モトヤ     

ニキの屈辱 山崎 ナオコーラ 913.6   ヤマザ  

道化師の蝶 円城　塔 913.6   エンジ 蜩ノ記 葉室 麟 913.6   ハムロ 

共喰い 田中　慎弥 913.6   タナカ     ※　城を噛ませた男 伊東　潤 913.6   イトウ

きなりの雲 石田 千 913.6   イシダ     春から夏、やがて冬 歌野 晶午 913.6   ウタノ 

※　まちなか 広小路　尚祈 『文学界』2011年8月
号に収録 夢違 恩田　陸 913.6   オンダ 

※　七月のばか 吉井　磨弥 『文学界』2011年
11月号に収録 ラブレス 桜木 紫乃 913.6   サクラ 

コラプティオ 真山 仁 913.6   マヤマ 

・・・受賞作。 　　　　　　　ＹＡ ・・・ヤングアダルト

※ ・・・市立図書館で所蔵しています。お取り寄せもできます。 Ｓ ・・・新書

第１４１回（200９年　上半期）

第１４２回（２００９年　下半期）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第１４５回（２０１１年　上半期）

受賞作なし

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第１４６回（２０１１年　下半期）

受賞作なし

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第１４３回（２０１０年　上半期）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第１４４回（２０１０年　下半期）


