
 

芥川賞・直木賞作品を 

読んでみませんか 
 

 

 

 

展示期間 3 月 17 日（金）～5 月 17 日（水） 



芥川賞受賞作品資料リスト

著者 請求記号 タイトルコード

120回（1998年）下半期 平野 啓一郎 ヒラ 1000010587303

121回（1999年）上半期

122回（1999年）下半期 玄月 ゲン 1000010843019

122回（1999年）下半期 藤野 千夜 フジ 1000010837890

123回（2000年）上半期 松浦 寿輝 マツ 1000010882972

123回（2000年）上半期 町田 康 マチ 1000010874707

124回（2000年）下半期 堀江 敏幸 ホリ 1000110012333

124回（2000年）下半期 青来 有一 セイ 1000110014126

125回（2001年）上半期 玄侑 宗久 ゲン 1000110079516

126回（2001年）下半期 長嶋 有 ナガ 1000210012563

127回（2002年）上半期 吉田 修一 ヨシ 1000210075079

128回（2002年）下半期 大道 珠貴 ダイ 1000310017831

129回（2003年）上半期 吉村 万壱 ヨシ 1000310077963

130回（2003年）下半期 綿矢 りさ ワタ 1000310076047

130回（2003年）下半期 金原 ひとみ カネ 1000410001491

131回（2004年）上半期 モブ・ノリオ モブ 1000410082564

132回（2004年）下半期 阿部 和重 アベ 1000510008853

133回（2005年）上半期 中村 文則 ナカ 1000510069763

134回（2005年）下半期 絲山 秋子 イト 1000610017288

135回（2006年）上半期 伊藤 たかみ イト 1000610077430

136回（2006年）下半期 青山 七恵 アオ 1000800000852

137回（2007年）上半期 諏訪 哲史 スワ 1000800074638

138回（2007年）下半期 川上 未映子 カワ 1000800169395

139回（2008年）上半期 楊 逸 ヤン 1000800247949

140回（2008年）下半期 津村 記久子 ツム 1000800339868

141回（2009年）上半期 磯崎 憲一郎 イソ 1000800402923

142回（2009年）下半期

143回（2010年）上半期 赤染 晶子 アカ 1000800536815

144回（2010年）下半期 西村 賢太 ニシ 1000800600055

144回（2010年）下半期 朝吹 真理子 アサ 1000800600057

145回（2011年）上半期

146回（2011年）下半期 田中 慎弥 タナ 1000800730984

146回（2011年）下半期 円城 塔 エン 1000800730983

147回（2012年）上半期 鹿島田 真希 カシ 1000800805444

148回（2012年）下半期 黒田 夏子 クロ 1000800887841

149回（2013年）上半期 藤野 可織 フジ 1000800964292

冥土めぐり

ａｂさんご

爪と目

苦役列車

きことわ

該当作なし

共喰い

道化師の蝶

時が滲む朝

ポトスライムの舟

終の住処

該当作なし

乙女の密告

沖で待つ

八月の路上に捨てる

ひとり日和

アサッテの人

乳と卵

蹴りたい背中

蛇にピアス

介護入門

グランド・フィナーレ

土の中の子供

受賞情報 書名

日蝕

該当作なし

蔭の棲みか

夏の約束

花腐し（はなくたし）

きれぎれ

熊の敷石

聖水

中陰の花

猛スピードで母は

パーク・ライフ

しょっぱいドライブ

ハリガネムシ

https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000610077430
https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000410082564
https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000310017831
https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000410001491
https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000800402923
https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000800887841
https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000800964292
https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000310076047
https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000800000852
https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000010843019
1000010882972https:/www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000010882972
https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000610017288
https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000800339868
https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000800805444
https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000110012333
https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000800169395
https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000010837890
https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000510008853
https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000510069763
https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000800600055
https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000800730983
https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000310077963
https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000210012563
https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000010587303
https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000210075079
https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000800730984
https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000110014126
https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000010874707
https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000800247949
https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000800600057
https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000110079516
https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000800536815
https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000800074638


150回（2013年）下半期 小山田 浩子 オヤ 1000801035007

柴崎友香 シバ 1000801115896

小野正嗣 オノ 1000801175988

羽田圭介 ハダ 1000801268611

又吉直樹 マタ 1000801206302

滝口悠生 タキ 1000801351221

本谷有希子 モト 1000801347513

九年前の祈り

スクラップ・アンド・

ビルド

火花

死んでいない者

異類婚姻譚

穴

春の庭

154回（2015年）下半期

151回（2014年）上半期

152回（2014年）下半期

153回（2015年）上半期

153回（2015年）上半期

154回（2015年）下半期

https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000801115896
https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000801347513
https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000801035007
https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000801351221
https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000801268611
https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000801206302
https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000801175988


直木賞受賞作品資料リスト

著作者 請求記号 タイトルコード

120回（1998年）下半期 宮部 みゆき ミヤ 1000010563865

121回（1999年）上半期 佐藤 賢一 サト 1000010607886

121回（1999年）上半期 桐野 夏生 キリ 1000010616494

122回（1999年）下半期 なかにし 礼 ナカ 1000010985543

123回（2000年）上半期 金城 一紀 カネ 1000010850865

123回（2000年）上半期 船戸 与一 フナ 1000010863965

124回（2000年）下半期 重松 清 シゲ 1000010998294

124回（2000年）下半期 山本 文緒 ヤマ 1000011019588

125回（2001年）上半期 藤田 宜永 フジ 1000110048707

126回（2001年）下半期 山本 一力 ヤマ 1000110093528

126回（2001年）下半期 唯川 恵 ユイ 1000110086321

127回（2002年）上半期 乙川 優三郎 オト 1000210007844

128回（2002年）下半期

129回（2003年）上半期 石田 衣良 イシ 1000310047857

129回（2003年）上半期 村山 由佳 ムラ 1000310028579

130回（2003年）下半期 江国 香織 エク 1000310104130

130回（2003年）下半期 京極 夏彦 キヨ 1000310108995

131回（2004年）上半期 奥田 英朗 オク 1000410040392

131回（2004年）上半期 熊谷 達也 クマ 1000410006992

132回（2004年）下半期 角田 光代 カク 1000410107585

133回（2005年）上半期 朱川 湊人 シユ 1000510038237

134回（2005年）下半期 東野 圭吾 ヒガ 1000510076937

135回（2006年）上半期 三浦 しをん ミウ 1000610028738

135回（2006年）上半期 森 絵都 モリ 1000610050156

136回（2006年）下半期

137回（2007年）上半期 松井 今朝子 マツ 1000800013634

138回（2007年）下半期 桜庭 一樹 サク 1000800116922

139回（2008年）上半期 井上 荒野 イノ 1000800226264

140回（2008年）下半期 天童 荒太 テン 1000800315329

140回（2008年）下半期 山本 兼一 ヤマ 1000800304283

141回（2009年）上半期 北村 薫 キタ 1000800365081

142回（2009年）下半期 白石 一文 シラ 1000800439152

142回（2009年）下半期 佐々木 譲 ササ 1000800399181

143回（2010年）上半期 中島 京子 ナカ 1000800512342

144回（2010年）下半期 木内 昇 キウ 1000800556473

利休にたずねよ

ほかならぬ人へ

廃墟に乞う

小さいおうち

漂砂のうたう

後巷説百物語

空中ブランコ

対岸の彼女

容疑者Xの献身

吉原手引草

まほろ駅前多田便利軒

王妃の離婚

柔らかな頬

長崎ぶらぶら節

虹の谷の五月

プラナリア

肩ごしの恋人

GＯ

ビタミンF

愛の領分

あかね空

生きる

星々の舟

該当作なし

4TEEN(フォーティーン）

号泣する準備はできてい

た

受賞情報 書名

理由

邂逅の森

花まんま

私の男

切羽へ

悼む人

鷺と雪

風に舞いあがるビニール

シート

該当作なし

https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000010607886
https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000010850865
https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000610028738
https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000510076937
https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000310108995
https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000800399181
https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000110086321
https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000010863965
https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000010616494
https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000410040392
https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000800512342
https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000110048707
https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000010563865
https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000410107585
https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000800439152
https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000310028579
https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000011019588
https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000210007844
https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000310047857
https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000800013634
https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000110093528
https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000800556473
https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000800116922
https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000800365081
https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000410006992
https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000800304283
https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000800315329
https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000010998294
https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000310104130
https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000510038237
https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000010985543
https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000610050156
https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000800226264


144回（2010年）下半期 道尾 秀介 ミチ 1000800553232

145回（2011年）上半期 池井戸 潤 イケ 1000800580741

146回（2011年）下半期 葉室 麟 ハム 1000800701798

147回（2012年）上半期 辻村 深月 ツジ 1000800783582

148回（2012年）下半期 朝井 リョウ アサ 1000800868180

148回（2012年）下半期 安部 龍太郎 アベ 1000800836559

148回（2012年）下半期 安部 龍太郎 アベ 1000800836560

149回（2013年）上半期 桜木 紫乃 サク 1000800882722

150回（2013年）下半期 朝井 まかて アサ 1000800973306

150回（2013年）下半期 姫野　カオルコ ヒメ 1000800983560

黒川博行 クロ 1000801038230

西加奈子 ニシ 1000801156865

西加奈子 ニシ 1000801156866

東山彰良 ヒガ 1000801233597

青山文平 アオ 1000801257474

ホテルローヤル

つまをめとらば

下町ロケット

鍵のない夢を見る

月と蟹

蜩ノ記

何者

等伯　上

等伯　下

流153回（2015年）上半期

154回（2015年）下半期

サラバ！上

破門

昭和の犬

152回（2014年）下半期 サラバ！下

151回（2014年）上半期

152回（2014年）下半期

恋歌

https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000800701798
https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000800882722
https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000801156866
https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000801233597
https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000800983560
https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000800836560
https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000801156865
https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000800836559
https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000801257474
https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000800580741
https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000800783582
https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000800973306
https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000800868180
https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000801038230
https://www.library.city.chiba.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000800553232


 

 

文藝春秋社を創業した菊池寛が、旧友の芥川龍之介

と直木三十五の業績を記念して1935年（昭和10年）に創設した文学賞です。 

財団法人日本文学振興会が授与を行っています。 

選考会は、選考委員により、年2回、上半期7月と下半期1月に行われ、芥川賞受賞

作品は『文藝春秋』、直木賞受賞作品は『オール読物』の9月号と3月号に掲載され

ます。 

授賞者の記者会見と、その1か月後の授賞式は、丸の内の東京會舘で行われ、受賞者

には、正賞の懐中時計と、副賞の100万円が授与されます。 

 

※日本文学振興会とは？・・・芥川賞、直木賞、菊池寛賞、松本清張賞、大宅壮一

ノンフィクション賞の選考と授与を行う公益財団法人。文芸春秋社内に事務所があ

ります。 

 芥川賞・直木賞豆知識 



 

 

新進作家による純文学小説に与えられる文学賞。 

新聞や雑誌に発表済みの短編･中編作品が対象となります。 

受賞作は、雑誌『文藝春秋』に掲載されます（上半期は9月号、下半期は3月号に掲

載）。 

1935年(昭和10年)に発表された、第1回受賞作は、石川達三の『蒼氓そうぼう』

でした。 

 

現在の選考委員は、小川洋子、奥泉光、川上弘美、島田雅彦、高樹のぶ子、堀江敏

幸、宮本輝、村上龍、山田詠美、吉田修一の10名です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

芥川賞 



         新進及び中堅作家による大衆小説に与えられる文学

賞。 

新聞･雑誌や、単行本として発表済みの短編･長編作品が対象となります。 

受賞作は、雑誌『オール読物』に掲載されます（上半期は9月号、下半期は3月号に

掲載）。 

1935年(昭和10年)に発表された、第1回受賞作は、川口松太郎の『鶴八鶴次郎・

風流深川唄その他』でした。 

 

現在の選考委員は、浅田次郎、伊集院静、北方謙三、桐野夏生、林真理子、 

宮城谷昌光、宮部みゆき、高村薫、東野圭吾の 9 名です。 

直木賞 


