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受賞作品リスト 

 

 第３８回愛媛出版文化賞 

第 1 部門（研究・評論） 

186.918 ｼｺ 四国遍路と世界の巡礼 上 
愛媛大学四国遍

路・世界の巡礼研

究センター 

創風社出版 015675663 

611.99 ﾉｳ 農村協同組合医療の源流 冨長 泰行 筑波書房 015467152 
第 3 部門（文学） 

910.26 ｱｵ 愛媛文学の面影 東予編 
青木 亮人 創風社出版 

015684657 
910.26 ｱｵ 愛媛文学の面影 中予編 015462831 
910.26 ｱｵ 愛媛文学の面影 南予編 015684665 

奨励賞 
498.5 ｼﾖ 食育共創論 若林  良和 筑波書房 015426380 
723.1 ﾔﾏ 祖父のいる森 河鰭 万里 創風社出版 015452766 

 

今治市立図書館の蔵書から、 

2022 年に受賞した作品をご案内いたします 

913.6 ﾀｶ おいしいごはんが食べられますように 

   高瀬 隼子 講談社 015451081 

 

第１６７回芥川龍之介賞 
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請求記号 書 名 著 者 出版社 受 賞 資料番号 

  159 ｲﾅ 稲盛和夫一日一言 稲盛 和夫 致知出版社 読者が選ぶビジネス書グランプリ 2022 政治・経済部門 201183514 

  159.84 ｲﾁ 
１日１話、読めば心が熱くなる 

３６５人の仕事の教科書 
藤尾 秀昭 致知出版社 

読者が選ぶビジネス書グランプリ 2022 総合グランプリ／ 
自己啓発部門 

201116175 

  210.25 ｶｵ 顔の考古学 設楽 博己 吉川弘文館 第 8 回古代歴史文化賞 大賞 015366677 
  213.6106 ｾｶ 世界は五反田から始まった 星野 博美 ゲンロン 第 49 回大佛次郎賞 015671415 
  222.5 ﾏﾝ 満洲国グランドホテル 平山 周吉 芸術新聞社 第 26 回司馬遼太郎賞 015456262 
  289.1 ｵｶ 危機の外交 岡本 行夫 新潮社 第 34 回アジア・太平洋賞 特別賞 015455272 
  289.1 ﾂﾀ 津田梅子 古川 安 東京大学出版会 第 76 回毎日出版文化賞 自然科学部門 015439920 
  293.8 ﾕｳ 夕暮れに夜明けの歌を 奈倉 有里 イースト・プレス 第 32 回紫式部文学賞 015457385 
  309.31 ｳﾂ 虚ろな革命家たち 佐賀 旭 集英社 第 20 回開高健ノンフィクション賞 015686975 
  319.34 ﾌﾝ 分断の克服１９８９－１９９０ 板橋 拓己 中央公論新社 第 22 回大佛次郎論壇賞 015695299 
  326.23 ｴﾝ 冤罪をほどく 中日新聞編集局 風媒社 第 44 回講談社本田靖春ノンフィクション賞 015435480 
  329.21 ｼﾝ 人権と国家 筒井 清輝 岩波書店 第 44 回サントリー学芸賞 思想・歴史部門 / 第 43 回石橋湛山賞 015573694 
  335 ﾋｼ ビジョナリー・カンパニーＺＥＲＯ ジム・コリンズ 日経ＢＰ 読者が選ぶビジネス書グランプリ 2022 マネジメント部門 015430747 
  336.1 ﾌﾛ プロセスエコノミー 尾原 和啓 幻冬舎 読者が選ぶビジネス書グランプリ 2022 イノベーション部門 201182953 
  337.81 ﾌﾂ 物価とは何か 渡辺 努 講談社 第 65 回日経・経済図書文化賞 015434905 
  338.7 ｻﾗ サラ金の歴史 小島 庸平 中央公論新社 新書大賞 2022 201167699 
  361.78 ﾄｳ 東京の生活史 岸 政彦 筑摩書房 第 76 回毎日出版文化賞 企画部門 111336483 
  377.96 ｶﾚ 彼は早稲田で死んだ 樋田 毅 文藝春秋 第 53 回大宅壮一ノンフィクション賞 015581317 
  383.822 ﾁﾕ 中国料理の世界史 岩間 一弘 慶應義塾大学出版会 第 44 回サントリー学芸賞 社会・風俗部門 015414568 
  410.4 ｹｲ 計算する生命 森田 真生 新潮社 第 10 回河合隼雄学芸賞 015391386 
  452.9679 ﾅﾝ 南極の氷に何が起きているか 杉山 慎 中央公論新社 第 38 回講談社科学出版賞 311291629 
  491.371 ｽﾏ スマホ脳 アンデシュ・ハンセン 新潮社 読者が選ぶビジネス書グランプリ 2022【特別賞】ロングセラー賞 110927209 
  493.743 ﾀｶ 誰がために医師はいる 松本 俊彦 みすず書房 第 70 回日本エッセイスト・クラブ賞 015389562 
  493.758 ﾆﾝ 認知症世界の歩き方 筧 裕介 ライツ社 読者が選ぶビジネス書グランプリ 2022 リベラルアーツ部門 015417652 
  543.5 ﾌｸ 福島第一原発事故の「真実」 ＮＨＫメルトダウン取材班 講談社 科学ジャーナリスト賞 2022 015383177 
  596 ｵｲ おいしい子育て 平野 レミ ポプラ社 第 9 回料理レシピ本大賞 in Japan エッセイ賞 015574809 

  596 ｷﾖ 
今日のごはん、これに決まり!Ｍｉｚｕｋｉ

のレシピノート決定版！５００品 
Ｍｉｚｕｋｉ 学研プラス 第 9 回料理レシピ本大賞 in Japan 料理部門準大賞 111339156 

  596 ｼﾕ １０年かかって地味ごはん。 和田 明日香 主婦の友社 第 9 回料理レシピ本大賞 in Japan 料理部門入賞 111287744 
  596 ﾘﾕ リュウジ式至高のレシピ リュウジ ライツ社 第 9 回料理レシピ本大賞 in Japan 料理部門大賞 111342341 
  596.21 ｵﾐ お味噌知る。 土井 善晴 世界文化ブックス 第 9 回料理レシピ本大賞 in Japan 料理部門入賞 015423049 
  596.23 ﾐｸ 三國シェフのベスト・レシピ１３６ 三國 清三 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 第 9 回料理レシピ本大賞 in Japan プロの選んだレシピ賞 015438815 
  596.65 ﾏﾝ 満月珈琲店のレシピ帖 桜田 千尋 主婦の友社 第 9 回料理レシピ本大賞 in Japan お菓子部門大賞 111290672 
  681.1 ﾁｲ 地域モビリティの再構築 家田 仁 薫風社 第 47 回交通図書賞 第１部経済・経営 015578610 
  704 ｵｶ 岡崎乾二郎批評選集 ｖｏｌ．１ 岡崎  乾二郎 亜紀書房 第 76 回毎日出版文化賞 文学・芸術部門 015423791 
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  706.9 ｶﾜ 目の見えない白鳥さんとアートを見にいく 川内 有緒 集英社インターナショナル 2022 年 YAHOO！ニュース本屋大賞 ノンフィクション本大賞 015412323 
  726.1 ﾅｶ 泣きたい夜の甘味処 中山 有香里 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 第 9 回料理レシピ本大賞 in Japan コミック賞 015592603 
 

783.7 ｵﾁ 嫌われた監督 鈴木 忠平 文藝春秋 
第 44 回講談社本田靖春ノンフィクション賞 
第 21 回新潮ドキュメント賞 
第 53 回大宅壮一ノンフィクション賞 

015567415 

 809.6 ﾁﾖ 超ファシリテーション力 平石 直之 アスコム 読者が選ぶビジネス書グランプリ 2022 ビジネス実務部門 201182961 
  904 ｼﾖ 翻訳を産む文学、文学を産む翻訳 邵 丹 松柏社 第 44 回サントリー学芸賞 芸術・文学部門 015454119 
  911.168 ｵｸ 花 奥田 亡羊 砂子屋書房 第 27 回若山牧水賞 015692114 
  913.6 ｱｲ 同志少女よ、敵を撃て 逢坂 冬馬 早川書房 2022 年本屋大賞 / 第 9 回高校生直木賞 015425622 
  913.6 ｱｵ 底惚れ 青山 文平 徳間書店 第 17 回中央公論文芸賞 / 第 35 回柴田錬三郎賞 015425614 
  

913.6 ｱｼ 大鞠家殺人事件 芦辺 拓 東京創元社 
第 75 回日本推理作家協会賞 長編および連作短編集部門 
第 22 回本格ミステリ大賞 小説部門 

015419146 

  913.6 ｱﾏ 凍る草原に鐘は鳴る 天城 光琴 文藝春秋 第 29 回松本清張賞 015464571 
  913.6 ｱﾗ 此の世の果ての殺人 荒木 あかね 講談社 第 68 回江戸川乱歩賞 015671951 
  913.6 ｱﾝ ジャクソンひとり 安堂 ホセ 河出書房新社 第 59 回文藝賞 015685159 
  913.6 ｲﾁ スモールワールズ 一穂 ミチ 講談社 第 43 回吉川英治文学新人賞 015554173 
  913.6 ｲﾏ 塞王の楯 今村 翔吾 集英社 第 166 回直木三十五賞 015421795 
  913.6 ｳｴ 旅のない 上田 岳弘 講談社 第 46 回川端康成文学賞 015414196 
B 913.6 ｳｴ 『百万石の留守居役』シリーズ全 17 巻 上田 秀人 講談社 第 7 回吉川英治文庫賞 014397707 他 
  913.6 ｳﾉ レペゼン母 宇野 碧 講談社 第 16 回小説現代長編新人賞 015670227 
  913.6 ｵｵ 陽だまりの果て 大濱 普美子 国書刊行会 第 50 回泉鏡花文学賞 015684749 
  913.6 ｵｵ 時計屋探偵の冒険 大山 誠一郎 実業之日本社 第 75 回日本推理作家協会賞 短編部門 015445679 
  913.6 ｵｶ ブロッコリー・レボリューション 岡田 利規 新潮社 第 35 回三島由紀夫賞 015463417 
  913.6 ｵｶ 地図と拳 小川 哲 集英社 第 13 回山田風太郎賞 015463359 
  913.6 ｵﾀ 残月記 小田 雅久仁 双葉社 第 43 回吉川英治文学新人賞 015425630 
  913.6 ｶﾈ ミーツ・ザ・ワールド 金原 ひとみ 集英社 第 35 回柴田錬三郎賞 015433592 
  913.6 ｶﾜ ジュリアン・バトラーの真実の生涯 川本 直 河出書房新社 第 73 回読売文学賞 小説賞 015423460 
  913.6 ｷﾉ 孤剣の涯て 木下 昌輝 文藝春秋 第 12 回本屋が選ぶ時代小説大賞 015455850 
  913.6 ｷﾑ あなたに安全な人 木村 紅美 河出書房新社 第 32 回 Bunkamura ドゥマゴ文学賞 015421704 
  913.6 ｷﾖ 遠（とおくの）巷説百物語 京極 夏彦 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 第 56 回吉川英治文学賞 015401235 
  913.6 ｸﾎ 夜に星を放つ 窪 美澄 文藝春秋 第 167 回直木三十五賞 015457831 
  913.6 ｺｻ 家庭用安心坑夫 小砂川 チト 講談社 第 65 回群像新人文学賞 小説部門 015465388 
  913.6 ｺﾊ 最後の挨拶 小林 エリカ 講談社 第 44 回日本シャーロック・ホームズ大賞 奨励賞 015402621 
  913.6 ｼｵ スイッチ 潮谷 験 講談社 第 63 回メフィスト賞受賞作 015388754 
  913.6 ｽｵ 身もこがれつつ 周防 柳 中央公論新社 第 28 回中山義秀文学賞 015402670 
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  913.6 ｽﾅ ブラックボックス 砂川 文次 講談社 第 166 回芥川龍之介賞 015437577 
  913.6 ｽﾅ 黛家の兄弟 砂原 浩太朗 講談社 第 35 回山本周五郎賞 015434798 
  913.6 ｾﾐ おんなの女房 蟬谷 めぐ実 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 第 10 回野村胡堂文学賞 015437536 
  913.6 ﾀｷ 水平線 滝口 悠生 新潮社 第 39 回織田作之助賞 015468093 
  913.6 ﾀｹ 阿修羅草紙 武内 涼 新潮社 第 24 回大藪春彦賞 015365083 

 913.6 ﾀﾏ 帆神 玉岡 かおる 新潮社 
第 41 回新田次郎文学賞 

015411499 
第 16 回舟橋聖一文学賞 

  913.6 ﾁﾊ 戴天 千葉 ともこ 文藝春秋 第 11 回日本歴史時代作家協会賞 新人賞 015455876 
  913.6 ﾂｼ トリカゴ 辻堂 ゆめ 東京創元社 第 24 回大藪春彦賞 015416837 
  913.6 ﾄｼ Ｎ／Ａ 年森 瑛 文藝春秋 第 127 回文學界新人賞 015462096 
  913.6 ﾅｶ ムーンライト・イン 中島 京子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 第 72 回芸術選奨・文部科学大臣賞 文学部門 015377856 
  

913.6 ﾅｶ やさしい猫 中島 京子 中央公論新社 
第 56 回吉川英治文学賞 

015409832 
第 72 回芸術選奨・文部科学大臣賞 文学部門 

  913.6 ﾆｼ そして、よみがえる世界。 西式 豊 早川書房 第 12 回アガサ・クリスティー賞 大賞 015685241 
  913.6 ﾉﾘ 旅する練習 乗代 雄介 講談社 第 37 回坪田譲治文学賞 015369259 
  913.6 ﾊﾏ 灼熱 葉真中 顕 新潮社 第７回渡辺淳一文学賞 015415599 
  913.6 ﾋﾋ ビューティフルからビューティフルへ 日比野 コレコ 河出書房新社 第 59 回文藝賞 015685167 
  913.6 ﾋﾗ 点滅するものの革命 平沢 逸 講談社 第 65 回群像新人文学賞 小説部門 015465396 
  913.6 ﾏﾁ ほんのこども 町屋 良平 講談社 第 44 回野間文芸新人賞 015424211 
  913.6 ﾏﾂ ヒカリ文集 松浦 理英子 講談社 第 75 回野間文芸賞 015441884 
  913.6 ﾔｹ 高望の大刀 夜弦 雅也 日経ＢＰ日本経済新聞出版本部 第 13 回日経小説大賞 015441983 
  913.6 ﾖｼ 余命一年、男をかう 吉川 トリコ 講談社 第 28 回島清恋愛文学賞 015404171 
  913.6 ﾖｼ 高く翔べ 吉川 永青 中央公論新社 第 11 回日本歴史時代作家協会賞 作品賞 015457104 
  913.6 ﾖｼ ミトンとふびん 吉本 ばなな 新潮社 第 58 回谷崎潤一郎賞 015432487 
  913.6 ﾖﾈ 黒牢城 米澤 穂信 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 第 166回直木三十五賞 / 第 22回本格ミステリ大賞小説部門 015396500 
  913.6 ﾜｶ おらおらでひとりいぐも 若竹 千佐子 河出書房新社 リベラトゥール賞 015159429 
  914 ﾋﾗ 父のビスコ 平松 洋子 小学館 第 73 回読売文学賞 随筆・紀行賞 900554270 
  929.13 ｿﾝ 三十の反撃 ソン ウォンピョン 祥伝社 2022 年本屋大賞 翻訳小説部門 015409865 
  930.278 ｻﾘ 謎ときサリンジャー 竹内 康浩 新潮社 第 21 回小林秀雄賞 015414766 
B 933.7 ｼﾔ 自由研究には向かない殺人 ホリー・ジャクソン 東京創元社 第 10 回翻訳ミステリー読者賞 015570518 
  953.7 ﾐｽ 壊れた魂 アキラ・ミズバヤシ みすず書房 第 72 回芸術選奨・文部科学大臣賞 文学部門 015410665 
  963 ﾊﾙ ケルト人の夢 マリオ・バルガス＝リョサ 岩波書店 第 59 回日本翻訳文化賞 015422959 
  986 ｱﾚ 亜鉛の少年たち 増補版 スヴェトラーナ・アレクシ

エーヴィチ 
岩波書店 第 58 回日本翻訳出版文化賞 翻訳特別賞 201340361 

2023 年 3 月発行 


