
受賞年度 受賞回 書　　　名 著者名 請求記号

第101回

表層生活 大岡玲 ※所蔵なし

ネコババのいる町で 瀧澤美恵子 ※所蔵なし

第103回 村の名前 辻原登 F ツジ

第104回 妊娠カレンダー 小川洋子 F オガ

自動起床装置 辺見庸 BF ヘン

背負い水 荻野アンナ ※緒川所蔵

第106回 至高聖所（アバトーン） 松村栄子 ※所蔵なし

第107回 運転士 藤原智美 ※所蔵なし

第108回 犬婿入り 多和田葉子 F タワ

第109回 寂寥郊野
せきりょうこうや

吉目木晴彦 F ヨシ

第110回 石の来歴 奥泉光 F オク

タイムスリップ・コンビナート 笙野頼子 F シヨ

おどるでく 室井光広 F ムロ

第112回

第113回 この人の閾
いき

保坂和志 F ホサ

第114回 豚の報い 又吉栄喜 F マタ

第115回 蛇を踏む 川上弘美 F カワ

海峡の光 辻仁成 F ツジ

家族シネマ 柳美里 F ユウ

第117回 水滴 目取真俊 F メド

第118回

ゲルマニウムの夜 花村萬月 F ハナ

ブエノスアイレス午前零時 藤沢周 F フジ

第120回 日蝕 平野啓一郎 F ヒラ

第119回

平成3年
第105回

平成4年

平成5年

≪　芥川賞受賞作品（平成元年～令和元年）　≫

平成元年

該当作品なし

第102回

平成2年

第111回
平成6年

該当作品なし

平成7年

平成8年
第116回

該当作品なし

平成9年

平成10年



受賞年度 受賞回 書　　　名 著者名 請求記号

第121回

蔭の棲みか 玄月 F ゲン

夏の約束 藤野千夜 F フジ

花
はな

腐
くた

し 松浦寿輝 F マツ

きれぎれ 町田康 F マチ

聖水 青来有一 F セイ

熊の敷石 堀江敏幸 F ホリ

第125回 中陰の花 玄侑宗久 F ゲン

第126回 猛スピードで母は 長嶋有 F ナガ

第127回 パーク・ライフ 吉田修一 F ヨシ

第128回 しょっぱいドライブ 大道珠貴 F ダイ

第129回 ハリガネムシ 吉村萬壱 YF ヨシ

蛇にピアス 金原ひとみ F カネ

蹴りたい背中 綿矢りさ F ワタ

第131回 介護入門 モブ・ノリオ F モブ

第132回 グランド･フィナーレ 阿部和重 F アベ

第133回 土の中の子供 中村文則 F ナカ

第134回 沖で待つ 絲山秋子 F イト

第135回 八月の路上に捨てる 伊藤たかみ F イト

第136回 ひとり日和 青山七恵 F アオ

第137回 アサッテの人 諏訪哲史 F スワ

第138回 乳と卵 川上未映子 F カワ

第139回 時が滲む朝 楊逸 F ヤン

第140回 ポトスライムの舟 津村記久子 F ツム

第141回 終の住処 磯崎憲一郎 F イソ

第142回

平成12年

第123回

第124回

該当作品なし

平成11年
第122回

平成17年

平成18年

平成19年

平成20年

平成21年

平成13年

平成14年

平成15年

第130回

平成16年

該当作品なし



受賞年度 受賞回 書　　　名 著者名 請求記号

第143回 乙女の密告 赤染晶子 F アカ

きことわ 朝吹真理子 F アサ

苦役列車 西村賢太 F ニシ

第145回

道化師の蝶 円城塔 F エン

共喰い 田中慎弥 F タナ

第147回 冥土めぐり 鹿島田真希 F カシ

第148回 abさんご 黒田夏子 F クロ

第149回 爪と目 藤野可織 F フジ

第150回 穴 小山田浩子 F オヤ

第151回 春の庭 柴崎友香 F シバ

第152回 九年前の祈り 小野正嗣 F オノ

スクラップ・アンド・ビルド 羽田圭介 F ハダ

火花 又吉直樹 F マタ

死んでいない者 滝口悠生 F タキ

異
い

類
るい

婚姻
こんいん

譚
たん

本谷有希子 F モト

第155回 コンビニ人間 村田沙耶香 F ムラ

第156回 しんせかい 山下澄人 F ヤマ

第157回 影裏 沼田真佑 F ヌマ

百年泥 石井遊佳 F イシ

おらおらでひとりいぐも 若竹千佐子 F ワカ

第159回 送り火 高橋弘希 F タカ

ニムロッド 上田岳弘 F ウエ

1R1分34秒 町屋良平 F マチ

平成31年 第161回 むらさきのスカートの女 今村夏子 F イマ

令和元年 第162回 背高泡立草
せいたかあわだちそう

古川真人 F フル

平成28年

平成29年

平成30年

第160回

第158回

平成24年

平成25年

平成26年

平成27年

第154回

第153回

平成22年

第144回

平成23年
第146回

該当作品なし



受賞年 受賞回 書　　　名 著者名 請求記号

遠い国からの殺人者 笹倉明∥著 F ササ

高円寺純情商店街 ねじめ正一∥著 ※所蔵なし

私が殺した少女 原尞∥著 F ハラ

小伝抄 星川清司∥著 ※所蔵なし

第103回 蔭桔梗 泡坂妻夫∥著 ※所蔵なし

第104回 漂泊者のアリア 古川薫∥著 F フル 1,2（大活字）

青春デンデケデケデケ 芦原すなお∥著 F アシ

夏姫春秋 宮城谷昌光∥著 F ミヤ 1,2

緋い記憶 高橋克彦∥著 ※緒川所蔵

狼奉行　(高橋義夫集収録) 高橋義夫∥著 F ゲン 14（大活字）

第107回 受け月 伊集院静∥著 F イジ

第108回 佃島ふたり書房 出久根達郎∥著 F デク

恋忘れ草 北原亞以子∥著 F キタ

マークスの山 高村薫∥著 F タカ

新宿鮫　無間人形 大沢在昌∥著 F オオ

恵比寿屋喜兵衛手控え 佐藤雅美∥著 F サト

帰郷 海老沢泰久∥著 F エビ

二つの山河 中村彰彦∥著 ※所蔵なし

第112回

第113回 白球残映 赤瀬川隼∥著 F アカ

恋 小池真理子∥著 F コイ

テロリストのパラソル 藤原伊織∥著 F フジ

第115回 凍える牙 乃南アサ∥著 F ノナ

第116回 山妣 坂東眞砂子∥著 F バン

該当作品なし

平成7年
第114回

平成8年

≪　直木賞受賞作品（平成元年～令和元年）　≫

平成元年

第101回

第102回

平成2年

平成3年

第105回

第106回

平成4年

平成5年

第109回

第110回

平成6年
第111回



受賞年 受賞回 書　　　名 著者名 請求記号

鉄道員（ぽっぽや） 浅田次郎∥著 F アサ

女たちのジハード 篠田節子∥著 F シノ

第118回

第119回 赤目四十八瀧心中未遂 車谷長吉∥著 F クル

第120回 理由 宮部みゆき∥著 F ミヤ

王妃の離婚 佐藤賢一∥著 F サト

柔らかな頬 桐野夏生∥著 F キリ

第122回 長崎ぶらぶら節 なかにし礼∥著 F ナカ

ＧＯ 金城一紀∥著 YF カネ 

虹の谷の五月 船戸与一∥著 F フナ

ビタミンＦ 重松清∥著 F シゲ

プラナリア 山本文緒∥著 F ヤマ

第125回 愛の領分 藤田宜永∥著 F フジ

あかね空 山本一力∥著 F ヤマ

肩ごしの恋人 唯川恵∥著 F ユイ

第127回 生きる 乙川優三郎∥著 F オト

第128回

4TEEN（フォーティーン） 石田衣良∥著 YF イシ

星々の舟 村山由佳∥著 F ムラ

号泣する準備はできていた 江國香織∥著 F エク

後巷説百物語
のちのこうせつひゃくものがたり

京極夏彦∥著 F キヨ

空中ブランコ 奥田英朗∥著 F オク

邂逅の森 熊谷達也∥著 F クマ

第132回 対岸の彼女 角田光代∥著 F カク

第133回 花まんま 朱川湊人∥著 F シユ

第134回 容疑者Xの献身 東野圭吾∥著 F ヒガ

該当作品なし

平成10年

平成11年

第121回

平成9年
第117回

該当作品なし

平成15年

第129回

第130回

平成16年

第131回

平成17年

平成12年

第123回

第124回

平成13年
第126回

平成14年



受賞年 受賞回 書　　　名 著者名 請求記号

まほろ駅前多田便利軒 三浦しをん∥著 F ミウ

風に舞いあがるビニールシート 森絵都∥著 F モリ

第136回

第137回 吉原手引草 松井今朝子∥著 F マツ

第138回 私の男 桜庭一樹∥著 F サク

第139回 切羽
きりは

へ 井上荒野∥著 F イノ

悼む人 天童荒太∥著 F テン

利休にたずねよ 山本兼一∥著 F ヤマ

第141回 鷺と雪 北村薫∥著 F キタ

廃墟に乞う 佐々木譲∥著 F ササ

ほかならぬ人へ 白石一文∥著 F シラ

第143回 小さいおうち 中島京子∥著 F ナカ

漂砂のうたう 木内昇∥著 F キウ

月と蟹 道尾秀介∥著 F ミチ

第145回 下町ロケット 池井戸潤∥著 F イケ 1

第146回 蜩ノ記 葉室麟∥著 F ハム 1

第147回 鍵のない夢を見る 辻村深月∥著 F ツジ

何者 朝井リョウ∥著 F アサ

等伯　上・下 安部龍太郎∥著 F アベ 1,2

第149回 ホテルローヤル 桜木紫乃∥著 F サク

恋歌
れんか

朝井まかて∥著 F アサ

昭和の犬 姫野カオルコ∥著 F ヒメ

第151回 破門 黒川博行∥著 F クロ

第152回 サラバ！　上・下 西加奈子∥著 F ニシ 1,2

第153回 流 東山彰良∥著 F ヒガ

第154回 つまをめとらば 青山文平∥著 F アオ

第142回

平成22年

第144回

平成23年

平成18年
第135回

該当作品なし

平成19年

平成20年
第140回

平成24年

第148回

平成25年

第150回

平成26年

平成27年

平成21年



受賞年 受賞回 書　　　名 著者名 請求記号

第155回 海の見える理髪店 荻原浩∥著 F オギ

第156回 蜜蜂と遠雷 恩田陸∥著 F オン

第157回 月の満ち欠け 佐藤正午∥著 F サト

第158回 銀河鉄道の父 門井慶喜∥著 F カド

第159回 ファーストラヴ 島本理生∥著 F シマ

第160回 宝島 真藤順丈∥著 F シン

平成31年 第161回 渦
うず

　妹背
い も せ

山
やま

婦女
お ん な

庭訓
ていきん

 魂
たま

結
むす

び 大島真寿美∥著 F オオ

令和元年 第161回 熱源 川越宗一∥著 F カワ

平成29年

平成30年

平成28年


