
図書館で楽しむ！　芥川賞　受賞作　（第120回～）
平成27（2015）年8月作成

★　受賞作が読める名古屋市図書館所蔵のおもな本です。この他についてはお問い合わせください。

★　タイトルコードをクリックすると、本の詳細画面が開き、予約ができます！

★　予約カードをご利用の場合は、受賞作とタイトルコードをご記入ください。

回 年度 作家 受賞作 タイトルコード（単行本） タイトルコード（文庫本）

第120回 平成10年下 平野啓一郎
ひらの けいいちろう

日蝕
にっし ょ く

1009810044724 1001010107782

第121回 平成11年上 なし

第122回 平成11年下 玄月
げんげつ

蔭の棲みか
か げ す

1009819068471

第122回 平成11年下 藤野千夜
ふ じの ちや

夏の約束
なつ やくそく

1009819064618

第123回 平成12年上 町田康
まちだ こう

きれぎれ 1009910023149 1009914004259

第123回 平成12年上 松浦寿輝
まつうら ひさき

花腐し
はな　くた　　　　

1009910030095

第124回 平成12年下 青来有一
せいらい ゆういち

聖水
せいすい

1009910073093

第124回 平成12年下 堀江敏幸
ほりえ としゆき

熊の敷石
くま しきいし

1009910071933 1009913075659

第125回 平成13年上 玄侑宗久
げんゆう　　そうきゅう

中陰の花
ち ゅう いん はな

1009911036967 1009911036967

第126回 平成13年下 長嶋有
ながしま ゆう

猛スピードで母は
も う はは

1009911074651 1009914075554

第127回 平成14年上 吉田修一
よしだ しゅういち

パーク・ライフ 1009912036860 1009914047150

第128回 平成14年下 大道珠貴
だいどう たまき

しょっぱいドライブ 1009912079185 1009915070071

第129回 平成15年上 吉村萬壱
よしむら まんいち

ハリガネムシ 1009913037759 1009916032371

第130回 平成15年下 金原ひとみ
かねはら

蛇にピアス
へび

1009913068710 1009916024204

第130回 平成15年下 綿矢りさ
わたや

蹴りたい背中
け せなか

1009913036282 1009917003875

第131回 平成16年上 モブ・ノリオ 介護入門
かいご にゅうもん

1009914038209

第132回 平成16年下 阿部和重
あべ かずしげ

グランド･フィナーレ 1009914074981 1009917027786

第133回 平成17年上 中村文則
なかむら ふみのり

土の中の子供
つ ち なか こ ども

1009915032230 1000710003096

第134回 平成17年下 絲山秋子
いとやま あき こ

沖で待つ
お き ま

1009915080374 1000810140230

第135回 平成18年上 伊藤たかみ
いとう

八月の路上に捨てる
は ち が つ ろ じ ょ う す

1009916038067 1000910039412

第136回 平成18年下 青山七恵
あおやま ななえ

ひとり日和
びより

1009916076712 1000910102906

第137回 平成19年上 諏訪哲史
すわ てつ し

アサッテの人
ひと

1009917029782 1001010034924

第138回 平成19年下 川上未映子
か わ か み み え こ

乳と卵
ちち らん

1000710016938 1001010049070

第139回 平成20年上 楊逸
やんいー

時が滲む朝
とき にじ あさ

1000810078666 1001010134933

第140回 平成20年下 津村記久子
つ む ら き く こ

ポトスライムの舟
ふね

1000810139420 1001110005952

第141回 平成21年上 磯崎憲一郎
いそざき けんいちろう

終の住処
つい すみか

1000910036234 1001210054582

第142回 平成21年下 なし

第143回 平成22年上 赤染晶子
あかぞめ あきこ

乙女の密告
おとめ み っこ く

1001010039458

第144回 平成22年下 朝吹真理子
あ さ ぶ き ま り こ

きことわ 1001010131823

第144回 平成22年下 西村賢太
にしむら けんた

苦役列車
くえき れっしゃ

1001010131821 1001210008846

第145回 平成23年上 なし

第146回 平成23年下 円城塔
えんじょう とう

道化師の蝶
どうけし ちょう

1001110167177

第146回 平成23年下 田中慎弥
たなか しんや

共喰い
とも ぐ

1001110167178 1001210101997

第147回 平成24年上 鹿島田真希
か し ま だ ま き

冥土めぐり
め い ど

1001210038753

第148回 平成24年下 黒田夏子
くろだ なつこ

ａｂさんご
えーびー

1001210103504

第149回 平成25年上 藤野可織
ふじの かおり

爪と目
つめ め

1001310047671

第150回 平成25年下 小山田浩子
おやまだ ひろこ

穴
あ な

1001310129029

第151回 平成26年上 柴崎友香
しばさき ともか

春の庭
はる にわ

1001410037017

第152回 平成26年下 小野正嗣
おの まさつぐ

九年前の祈り
き ゅ う ね ん ま え い の

1001410083783

第153回 平成27年上 又吉直樹
またよし なおき

火花
ひ ば な

1001410108379

第153回 平成27年上 羽田圭介
はだ けいすけ

スクラップ・アンド・ビルド 1001510040287

　　　　お問合　：　名古屋市中川図書館　電話　052-353-5311
古紙を含む再生紙を使用しています。

＊『火花』『スクラップ・アンド・ビルド』掲載の「文藝春秋2015年9月号」は、当分の間、中川図書館でご覧いただけます。 

 当館へお尋ねください。 
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