
本屋大賞 
いよいよ【2014年 本屋大賞】発表間近!! 

そこで歴代の受賞作品を紹介します！ 

この機会にぜひご覧下さい。 
★寝屋川本館でも【2014年本屋大賞ノミネート作品】を展示中です。 

四條畷図書館 



7位 『デッドエンドの思い出』 2位 『明日の記憶』 2位 『サウスバウンド』 2位 『夜は短し歩けよ乙女』
著／よしもと ばなな 著／荻原 浩 著／奥田 英朗 著／森見 登美彦

3位 『死神の精度』 3位 『風が強く吹いている』
9位 『陰摩羅鬼の瑕』 3位 『家守綺譚』 著／伊坂 幸太郎 著／三浦 しをん

著／京極 夏彦 著／梨木 香歩 4位 『容疑者Xの献身』 4位 『終末のフール』
著／東野 圭吾 著／伊坂 幸太郎

5位 『その日のまえに』 5位 『図書館戦争』
著／重松 清 著／有川 浩

10位 『さくら』 6位 『鴨川ホルモー』
著／西 加奈子 著／万城目 学

8位 『陰日向に咲く』
著／劇団ひとり

等

大賞 
『博士の愛した数式』  

著／小川 洋子 

【資料ID】 01374052 

【請求記号】 913.6/O 

【所蔵館】  本 館 

大賞 
 『夜のピクニック』  

著／恩田 陸  

【資料ID】 01390414 

【請求記号】 913.6／Ｏ 

【所蔵館】  本 館 

大賞 
『東京タワー オカンと 

ボクと、 時々、オトン』 

 著／リリー・フランキー  

【資料ID】 01550098 

【請求記号】 913.6/R 

【所蔵館】  本 館 

大賞 
 『一瞬の風になれ』  

著／佐藤 多佳子 

【資料ID】   01565710 

【請求記号】 913.6/S09/1 

【所蔵館】  四條畷 



2位 『サクリファイス』 3位 『ジョーカー・ゲーム』 2位 『神様のカルテ』 2位 『ふがいない僕は空を見た』

著／近藤 史恵 著／柳 広司 著／夏川 草介 著／窪 美澄
3位 『有頂天家族』 6位 『新世界より（上）（下）』 3位 『横道世之介』 3位 『ペンギン・ハイウエイ』

著／森見 登美彦 著／貴志 祐介 著／吉田 修一 著／森見 登美彦
4位 『悪人』 8位 『悼む人』 4位 『神去なあなあ日常』 4位 『錨を上げよ』

著／吉田 修一 著／天童 荒太 著／三浦 しをん 著／百田 尚樹
8位 『鹿男あをによし』 9位 『流星の絆』 5位 『猫を抱いて象と泳ぐ』 5位 『シューマンの指』

著／万城目 学 著／東野 圭吾 著／小川 洋子 著／奥 泉光
10位 『カシオペアの丘で』 10位 『モダンタイムス』 6位 『ヘヴン』 6位 『叫びと祈り』

著／重松 清 著／伊坂 幸太郎 著／川上 未映子 著／梓崎 優
7位 『船に乗れ！』 7位 『悪の教典』

著／藤谷 治 著／貴志 祐介
等 等

大賞  
『ゴールデンスランバー』 

 著／伊坂幸太郎  

【資料ID】 01577778 

【請求記号】 913.6/I 

【所蔵館】   本 館 

大賞 
『告白』        

 著／湊かなえ 

【資料ID】 01442252 

【請求記号】 913.6/M 

【所蔵館】  本 館 

大賞 
『天地明察』  

著／冲方丁  

【資料ID】 01633465 

【請求記号】 913.6/U 

【所蔵館】  本 館 

大賞 
『謎解きはディナーのあとで』 

 著／東川篤哉 

  【資料ID】 01463810 

  【請求記号】 913.6/H/1 

  【所蔵館】  本 館 



2位 『ジェノサイド』 2位 『６４』
著／高野 和明 著／横山 秀夫

3位 『ピエタ』 3位 『楽園のカンヴァス』
著／大島 真寿美 著／原田 マハ

4位 『くちびるに歌を』 4位 『きみはいい子』
著／中田 永一 著／中脇 初枝

5位 『人質の朗読会』 5位 『ふくわらい』
著／小川 洋子 著／西 加奈子

6位 『ユリゴコロ』 6位 『晴天の迷いクジラ』
著／沼田 まほかる 著／窪 美澄

7位 『誰かが足りない』 7位 『ソロモンの偽証』
著／宮下 奈都 著／宮部 みゆき

等 等

大賞 
『海賊とよばれた男』  

著／百田尚樹 

【資料ID】 01743643  

【請求記号】 913.6/H09/1 

【所蔵館】  四條畷 

大賞 
『舟を編む』  

著／三浦しをん 

【資料ID】 01736264  

【請求記号】 913.6/M09 

【所蔵館】  四條畷 

※予約・お取り寄せできます 

  お気軽にカウンターまでお申し出下さい 

【2014年本屋大賞ノミネート作品】は 

寝屋川本館にて企画展示中です！ 

この機会に、話題の図書を読んでみませんか？ 
 

     長岡弘樹     『教場』 

     中村文則     『去年の冬、きみと別れ』 

     岩城けい      『さようなら、オレンジ』 

     辻村深月     『島はぼくらと』 

     森見登美彦    『聖なる怠け者の冒険』 

     いとうせいこう  『想像ラジオ』 

     万城目学     『とっぴんぱらりの風太郎』 

     和田竜       『村上海賊の娘』 

     木皿泉       『昨夜のカレー、明日のパン』 

     柚木麻子     『ランチのアッコちゃん』 


