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同志社大学 文藝各賞受賞者および大学別ランキング 

２００９年１月現在 
直木賞 １９３５年―２００９年 １４０回 

１、第４４回 １９６０年下半期 黒岩重吾 背徳のメス 
２、第８０回 １９７８年下半期 有明夏夫 大浪花諸人行来 
３、第１４０階００８年下半期 山本兼一 利休にたずねよ 
   以上３名 
大学別ランキング 
１、早稲田大 ３１名 
２、東京大  １３名 
３、慶応大  １０名 
４、東北大   ４名 
５、同志社大 ３名、 明治大 ３名、 中央大 ３名、 
  成蹊大  ３名、 立教大 ３名、 大阪外大 ３名 
 
芥川賞 １９３５年―２００９年 １４０回 

受賞者 なし 
ただし １９９６年 芥川賞候補 田口賢司 
    ２００１年 同候補  黒川 創 
    ２００２年 同候補  同上 
    ２００５年 同候補 デビットゾペティ 
   以上 ３名 ４件 ノミネートされた。 
受賞者大学別ランキング 
１、早稲田大  ２６名 
２、東京大   １８名 
３、慶応大    ８名 
４、法政大    ５名 
５、京都大    ３名、 東京外語大  ３名 
７、東京学芸大  ２名、 琉球大    ２名、 
  お茶の水大  ２名、 明治大    ２名 
 
大宅壮一ノンフィクション賞 昭和４５年―平成１９年 ３８回 

第１３回 昭和５７年 早瀬圭一 長い命のために 
第３８回 平成１９年 佐藤優 自壊する帝国 
   以上 ２名 
大学別ランキング 
１、早稲田大  ８名 
  東京大   ８名 
３、北海道大  ３名 
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４、同志社大  ２名、 信州大   ２名、 上智大   ２名、 
  立教大   ２名、 東京外語大 ２名 
 
斉藤茂吉 短歌文学賞 

第４回 平成５年 前 登志夫 鳥獣蟲魚 
第１８回 平成１９年 花山 多佳子 
   以上 ２名 
 
菊池寛賞 １９５３年―２００８年 ５６回 

第４０回 １９９２年 黒岩 重吾 
第５２回 ２００４年 保阪 正康 
   以上 ２名 
大学ランキング 
１、東京大  ２０名 
２、早稲田大 １５名 
３、慶応大   ６名 
４、京都大   ５名 
５、日本女子大 ３名、 関西大   ３名 
７、同志社大  ２名、 明治大   ２名、 東京女子大 ２名 
  学習院大  ２名、 武蔵野美大 ２名 
 
太宰治賞 １９６５年―２００８年 ２４回 

第５回 １９６９年 秦 恒平 清経入水 
第１４回 １９７８年 福本 武久 電車ごっこ 
   以上 ２名 
大学ランキング 
１、同志社大 ２名 
 
すばる文学賞 １９７７年－２００８年 ３２回 

第１４回 １９９０年 清水 アリカ 革命のためのサウンドトラック 
第２０回 １９９６年 デビット・ゾペティ 
 いちげんさん 改題 一見さん、お断り 
   以上 ２名 
大学ランキング 
１、 同志社大 ２名 
 
読売文学賞 １９４９年―２００８年 

小説賞：第５１回 １９９９年 筒井康隆、わたしのグランパ 
    第６０回 ２００８年 黒川 創 かもめの日 
詩歌俳句賞：第４９回 １９９７年 前 登志夫 青童子 
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随筆紀行賞：第５４回 ２００２年 佐々木 幹郎 アジア海道紀行 
戯曲シナリオ賞：第４９回 １９９７年 マキノ・ノゾミ 東京原子核クラブ 
   以上 ５名 
 
   ２名以上の受賞者につき大学別ランキングを制作。           
 
その他 １人受賞 

 筒井康隆： 
      第１、２，５，６．７ 星雲賞 ７回 
      １９８１年 第９回 泉鏡花文学賞 
      １９８７年 第２３回 谷崎潤一郎賞 
      １９８９年 第１６回 川端康成文学賞 
 田口賢司： ２００４年 第１４回 ドゥマゴ文学賞 
 小手鞠るい： ２００５年 第１２回 島清恋愛文学賞 
 西岡研介： 講談社ノンフィクション賞 
 山本兼一：２００４年 第１１回 松本清張賞 
 佐藤 優：第７０回 ２００９年 文藝春秋読者賞 
      第５９回 ２００５年 毎日出版文化賞 
 高柳 誠：第３３回 H 氏賞 卵宇宙・水晶宮・博物誌 
      第３５回 藤村記念暦程賞 
 久我 なつみ：第５回 蓮如賞 フェノロサと魔女の町 
 
高見順賞 1971 年－２００９年 ３９回 

第１９回 １９８９年 高柳誠 都市の肖像 
第２２回 １９９２年 佐々木幹朗 蜜蜂採り 
   以上 ２名 
大学別ランキング 
１、東京大  ８名 
２、早稲田大 ６名 
３、同志社大 ２名 
  慶応大  ２名   
 
小説現代新人賞 

１９７１年 第１７回 岡本 好古  
１９７２年第１８回 有明 夏夫  
   以上 ２名   大学別ランキング 
１、早稲田大 ５名  
２、慶応大 ４名 
３、同志社大 ２名 
日本大  ２名 
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法政大  ２名 
 
読売文学賞小説賞 大学別ランキング 

１、東京大  １４名 
２、早稲田大 １１名 
３、京都大   ３名 
４、同志社大  ２名、 日本女子大  ２名 
 
読売文学賞小説賞 １９４９年ー２００８年 

第５１回 １９９９年 筒井康隆：わたしのグランパ 
第６０回 ２００８年 黒川 創：かもめの日 
   以上 小説賞 ２名 
 
   生田 武志：２０００年 第４３回 群像新人文学賞 
   梅内 美華子：１９９１年 第３７回 角川短歌賞 
          平成１２年 第１回  現代短歌新人賞 
   芦辺 拓：１９９０年 第１回 鮎川 哲也賞 
   村田 晃嗣：１９９９年 サントリー学芸賞政治経済部門 
   牧田 真有子：２００７年 第１０５回 文学界新人賞 
          辻原登奨励賞 
   黒岩 重吾：第１４回 昭和５５年 吉川英治賞天の川の太陽     
 
 

同志社出身 文学 マスコミ関係一覧   ２００９年１月 

１、山本 兼一 ノンフェイクション作家 １９６１年生 文  
  第１４０回 直木賞受賞 第１１回 松本清張賞 京都市 
２、黒岩 重吾 ４４回直木賞作家 菊池寛賞 吉川英治賞 
  サンデー毎日大衆文学賞 １９９１年紫綬褒章 故人 
３、有明 夏夫 ８０回直木賞作家 故人 
４、保阪 正康 ノンフィクション作家 １９６３年文卒 
  ２００４年５２回菊池寛賞 札幌市 
５、筒井 康隆 日本を代表するＳＦ作家 俳優 １９５７年文卒 泉鏡花賞 谷崎潤一郎賞 川端康成賞 
  吉川英治賞 読売文学賞 ２００２年紫綬褒章 
  三島由紀夫賞選考委員、ドゥマゴ文学賞選考委員 大阪府 
６、デビット・ゾペティ 作家 １９９０年文卒 スイス 
  １９９６年２０回すばる文学賞 第１１６回芥川賞候補 ２０００年三島由紀夫賞候補 
７、佐藤 優 作家 １９７９年 神大院卒 埼玉県 
  大宅壮一ノンフィクション賞 講談社ノンフィクション賞 交渉術 第７０回文藝春秋読者賞 
８、黒川 創 作家 １９８４年文卒 野間文藝新人賞候補 
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  ２００１,２００２年芥川賞候補２回 第１４,１８回三島由紀夫賞候補２回 
  平成２０年度 第６０回読売文学賞小説賞   
９、マキノ・ノゾミ 劇作家演出家 １９８４年文卒 浜松市 
  在学中第三劇場 劇団 Ｍ・Ｏ・Ｐ創設 
  ５,８,１５回 読売演劇大賞優秀作品 日本劇作家協会常務理事 
１０、田口 賢司 プロデューサー １９６１年生 岐阜県 
   ドゥマゴ文学賞 芥川賞候補 
１１、秦 恒平 作家 １９６９年第５回 太宰治賞 １９３５年生  １９５８年文卒 
１２、福本 武久 作家 １９７８年第１４回 太宰治賞、 １９４２年生 法 京都市 
１３、天野 礼子 アウトドア･ライター １９７６年文卒 京都府 
１４、山本 やよい 翻訳家 １９７１年文卒 岐阜県 
１５、重森 孝子 脚本家 ３年Ｂ組金八先生等 １９６２年文卒 兵庫県 
１６、中村 浩美 航空評論家 １９６８年 法卒 北海道 
   ＴＢＳ電話こども相談室 回答者 テレビ東京ニュースワイドメインキャスター勤めた 
１７、水上 洋子 作家  １９７３年文卒 札幌市 
１８、萩尾 瞳 映画評論家作家 １９７１年文卒 福岡県 
   読売演劇大賞審査委員 第二の人生定年からの出発著 
   早大二文で授業評価高くフアンが多い。 
１９、長倉 洋海 フォート・ジャーナリスト １９７７年法卒 土門拳賞 毎日出版文学賞  釧路市 
２０、奥田 継夫 児童文学作家 １９３４年生 文卒 
２１、山田 厚史 朝日新聞シニアライター １９７１年法卒 
   １９４８年生 元朝日新聞編集委員 日本経済診断著 
２２、真山 仁 経済小説作家 ハゲタカＮＨＫで放映 法 大阪府 現在勢いのある作家で経済誌掲載多い 
２３、中村 うさぎ 小説家エッセイスト １９５８年生 文 福岡県 
   ショッピングの女王 ゴクドウくん漫遊記 
２４、有栖川 有栖 推理小説作家 １９５９年生 法 大阪府 
   日本ミステリー文学賞各章選考委員 
２５、阿奈井 文彦 ノンフィクション作家 １９３８年生 法 
   朝鮮生まれ 自称 アホウドリ 著書多数 
２６、鳥越 碧 作家 １９４４年生 同女大 北九州市 
２７、芦辺 拓 推理小説 １９５８年生 法 大阪府 
   神本格派ミステリー作家を代表 大阪読売新聞出身、 鮎川哲也賞 
２８、今江 祥智 児童文学作家 １９３２年生 文 
２９、上野 瞭  同上  故人  文 
３０、梅内 美華子 歌人 １９７０年生 文 八戸市 
   日本児童文学協会賞 角川単価賞 現代短歌新人賞、 青森県文藝賞 
３１、遠藤 明範 脚本家 １９５９年生 文 神奈川県 
３２、生田 武志 文芸評論家 １９７４年生 文 千葉県 
   群像新人文学賞評論部門優秀賞 
３３、岡本 好古 歴史小説家 １９３１年生 京都府 
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   小説現代新人賞 
３４、加地 尚武 ファンタジー作家 １９５８年生文愛媛県 
   有栖川有栖 白峰良介 黒崎緑と在学中推理小説研究会 
３５、黒崎 緑 推理作家 １９５８年生 ３４とともに設立 
３６、小手鞠 るい 小説家 １９５６年生 ニューヨーク州在 
   島清恋愛文学賞 海燕新人文学賞 詩とメルヘン賞 日本の雑誌寄稿多い 
３７、中西 智明 ミステリー作家 １９６７年生 文 福井県 消失著 
３８、早瀬 桂一 ノンフィクション作家 １９３７年生 
   大宅壮一ノンフィクション賞 毎日新聞ジャーナリスト 
３９、佐岐 えりぬ 詩人エッセイスト ニューヨーク州在 和歌山県 
４０、花山 多佳子 歌人作家 １９５１年生 千葉県、 平成１９年 斉藤茂吉賞 
４１、前 登志夫 故人 斉藤茂吉賞 
４２、石丸 次郎 ジャーナリスト １９６２年生 文 大阪府 
   ギャラクシー賞報道活動部門優秀賞 サンデー毎日北朝鮮を読む ２４４回掲載 ９３年取材開始 
４３、井上 トシユキ ジャーナリスト １９６２年生京都府 
４４、大富 敬康 経済ジャーナリスト経済評論家 １９５６年生 神戸市 パナソニックウェイ著者 
４５、一ノ宮 美成 ジャーナリスト 同和問題取材 大分県、 橋下大阪改革の正体著 
４６、木村 政雄 プロデューサー １９４６年生 京都府、 吉本興業元常務東京進出に貢献 
４７、志村 和次郎 ビジネス書９３７年生 法 群馬県 
４８、高城 幸司 コンサルタント １９６４年生 ビジネス書 リクルート伝説の営業マン 学生クイズ王 
４９、長束 恭行 スポーツライター １９３７年生、 クロアチア在  
５０、西岡 研介 週間現代 週間文春などスクープ １９６７年生 法 大阪府 
   ３０回講談社ノンフィクション賞 ２００９年１月３１日号吉本興業中田カウスで週間現代寄稿 
５１、増田 晶文 ノンフィクション作家 １９６０年生 大阪府 
   ナンバースポーツノンフィクション賞 小館ノンフィクション大賞優秀賞 
   ０９年１、２月週間現代錦織圭、浅田真央、上原浩司など寄稿 
５２、六塚 光 ライトノベル作家 吉本興業脚本 
５３、山尾 悠子 ＳＦ作家 １９５５年生 岡山県 
５４、深沢 篤史 劇作家 １９６７年生 芦屋市、 読売演劇大賞 岸田国史戯曲賞 
５５、中丸 明 紀行作家 スペイン在 １９４１年生 朝鮮 
５６、大崎 知仁 小説家吉本興業脚本 １９６７年生 広島県 
５７桐山 桂一 ノンフィクション作家 １９５９年生 文、 中日新聞 論説委員 
５８、塚本 青史 歴史小説家 １９４９年生 倉敷市 
５９、熊谷 美広 音楽ライター １９５８年生 
６０、岡田 喜久子 児童文学作家  
６１、国松 俊英  同上 １９４０年生 滋賀県 
６２、佐々木 幹郎 詩人小説家 １９４７年生 奈良県、 中原中也賞 高見順賞 読売文学賞随筆紀行 
６３、清水 アリカ 小説家 １９６２年生  兵庫県、 １９９０年第１４回すばる文学賞 
６４、高野 澄 作家歴史小説家 文 埼玉県、 産経児童出版文化賞ＪＲ賞 
６５、ひこ・田中 児童文学作家 １９５３年生 大阪府 
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６６、松井 直  同上 
６７、下出 祐太郎 詩人漆芸家 １９７７年 文 京都府 
６８、小川 和久 軍事アナリスト １９４５年生 神 熊本県 危機管理に関する著書多数 
６９、浜村 淳 １９３５年生 タレントパーソナリティー、 徳川夢声市民賞 映画評論 
７０、生瀬 勝久 第三劇場 そとばこまち 個性派俳優の代表 マキノノゾミと近い １９６０年制 西宮市  
７１、久我 なつみ 作家 １９５４年生 文  東京都、 第５回 蓮如賞  
７２、高柳 誠 詩人 １９５０年生 玉川大教授 愛知県 
   ３３回 H 氏賞 第１９回 高見順賞 ３５回 藤村記念暦程賞 
７３、谷 郁雄 詩人 １９９５５年生     三重県 
７４、浅山 泰美 詩人 １９５４年生     京都市  
７５、江口 宣 作家 １９４４年生 九州文学 長崎市 
７６、谷 郁雄 詩人 １９９５５年生     三重県 
７６、中平 邦彦 ノンフィクション作家 １９３８年生 兵庫県 
７７、吉野 義子 詩人 １９１５年生     愛媛県 
７８、芳野 昌之 作家評論 １９３０年生   兵庫県 
７９、村田 晃嗣 
 
 

同志社出身 芸能 アナウンス関係 ２００５、２００９年 ＴＶスター名鑑より 

女性スター 

１、和泉 敬子 １９４７年生 同志社大 大阪府 
２、奥野 史子 １９７２年生 同    京都府 
３、キムラ 緑子       同女大  兵庫県 
４、神農 幸  １９８１年生 同志社大 京都府 
５、みや なおこ １９６２年生 同   大阪府 
６、みれいゆ  １９７７年生  同   同上 
男性スター 

７、大八木 淳史 １９６１年生 同   京都府 
８、片岡 篤史  １９６９年生 同   同上 
９、塩見 三省  １９４８年生 同   同上 
１０、清水 圭  １９６１年生 同   同上 
１１、筒井 康隆 １９３４年生 同   大阪府 
１２、生瀬 勝久 １９６０年生 同   兵庫県 
１３、乃木 涼介 １９６４年生 同   大阪府 
１４、レイザーラモンＨＧ 住谷正樹 同 兵庫県 
１５、藤井 樹  １９８０年生 同   京都府 
１６、三上 市朗 １９６６年生 同   同上 
１７、壌 晴彦 俳優 演出家  同   同上 
文化人 
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１８、小川 和久 １９４５年生 同   熊本県 
１９、浜村 淳 １９３５年生  同志社大 京都府 
２０、吹田 明日香 １９６４年生 同   同上 
２１、田尾 安志 １９５４年生  同   大阪府 
キャスター 

２２、好本 綾子 １９７４年生  同   奈良県 
アナウンサー 

２３、川島 淳  テレビ朝日   同   大阪府 
２４、四家 秀治 テレビ東京   同   千葉県 
２５、井上 雅雄 ＭＢＳ毎日放送 同   大阪府 
２６、西村 麻子 同上      同   京都府 
２７、中村 香奈 フリーへ    同   同 
２８、松井 昭憲 ＭＢＳ毎日放送 同   大阪府 
２９、八木 早希 同       同   同 
３０、阿部 成寿 ＡＢＣ朝日放送 同   三重県 
３１、桂 紗綾  同       同女大 和歌山県 
３２、片山 三喜子 関西テレビフリーへ 同大 宮崎県 
３３、高井 一  ＴＨＫ東海テレビ 同大 京都府 
３４、福島 智之 同        同  アメリカ 
３５、石井 亮次 ＣＢＣ中部日本放送 同 大阪府 
３６、塩見 啓一 同        同  京都府 
３７、松井 秀  ＮＢＮ名古屋テレビ 同 愛知県 
３８、中西 美恵子 同 フリーへ  同女大 神奈川県 
   以上ＴＶ名鑑抜粋 
その他 

３９、黒木 和雄 映画監督 故人 
４０、池谷 薫  同上  １９５８年生 延安の娘等 
４１、小西 通雄 同上  １９３６年生 文  岡山県 
４２、吉田 康弘 同上  １９７９年生 文 大阪府 
４３、鈴木 志保 漫画家 
４４、和泉 修  コメディアン 清水圭とコンビ ボクサー 
４５、岡林 信康 シンガーソングライター フォークの神様 
４６、桂 雀喜 落語家桂米朝門下 １９６９年生 文 
４７、小市 慢太郎 俳優 １９６９年生 大阪市、 ＭＯＰ所属 まんたん出演 
４８、笹野 みちる 歌手 １９６７年生 経 京都府、 元参議院笹野貞子の娘 
４９、ジェフ・バークランド タレント 
５０、諏訪 雅 俳優 １９７９年生 ヨーロッパ企画 
５１、タイムファイブ コーラスグループ 軽音楽学生日本一 
５２、種 ともこ シンガーソングライター １９６１年生、ブルーライトヨコハマ 文 京都府 
５３、チャックウイルソン タレント スポーツインストラクター 柔道チャンピオン 柔道留学 
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５４、中西 保志 歌手 グリークラブ 経 １９６１年生、 奈良市 最後の雨等 
５５、中村 一徳 宝塚歌劇団演出家 １９６４年生 文  大阪市 生瀬勝久後輩で小劇場所属 
５６、永野 宗典 俳優 ヨーロッパ企画 １９７８年生 神、 宮崎市 
５７、原 知佐子 女優 １９３６年生 文 高知市、 夫 実相寺昭雄監督 
５８、柳川 慶子 女優 １９３６年生 文 京都市 
５９、ゆうき 哲也 コメディアン チャンバラトリオ、 １９４１年生 
６０、平野 秀朗 放送作家 映画評論家 
６１、藤本 恵理子 タレントＪＪ所属 
６２、真木 ひろか 放送タレント １９８２年生 法 高崎市旧榛名町  準ミス京都 
６３、みぶ 真也 一人芝居俳優 法 １９５７年生 
６４、山崎 和佳奈 声優 俳優 １９８４年生 大阪府 
６５、森乃 福朗 上方落語家 文 
６６、柳川 真菜 タレント １９８４年生 同女大 大阪府、 ２００６年ミスキャンパス 
６７、愛内 里菜 歌手          同 
６８、中納 良恵 ミュージシャン     同 
６９、中西 悠  声優          同 
７０、伊藤 敬子 元富山テレビ放送アナウンサー 同志社大 
７１、緒方 憲吾 元毎日放送アナ         同 
７２、落水 七重 ＫＩＳＳ－ＦＭ ＫＯＢＥアナウンサー同 
７３、木内 亮 サンテレビジョンアナウンサー 同 
７４、久下 真以子 四国放送アナウンサー   同 
７５、栗山 朋子 三重テレビ放送アナウンサー 同 
７６、三東 美穂 元山口放送アナウンサー   同 
７７、下登 彩  宮崎放送アナウンサー    同 
７８、末広 まきこ フリーアナウンサー    同 
７９、ターザン山下 ラジオＤＪ        同 
８０、武 周雄 元朝日放送アナウンサー    同 
８１、土屋 誠 広島ホームテレビアナウンサー 同 
８２、鶴田 麻貴子 元テレビ宮崎アナウンサ^ 同 
８３、中村 鋭一 フリーアナウンサー     同 
８４、羽川 英樹 同上            同 
８５、坊農 秀治 三重テレビ放送アナウンサー 同 
８６、松原 敬生 元東海ラジオ放送アナウンサー 同 
８７、三谷 純子 フリーアナウンサー     同 
８８、萬長 直晃 テレビ金沢アナウンサー   同 
８９、吉崎 仁康 長野放送アナウンサー    同 
９０、大八木 文香 四国放送アナウンサー  同女大 
９１、岸本 尚実 フリーアナウンサー     同 
９２、佐々木 紀代子 フリーアナウンサー   同 
９３、重長 智子 静岡放送アナウンサー    同 
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９４、寺田 有美子 静岡エフエム放送アナウンサー 同 
９５、花房 果子 高知放送アナウンサー    同 
９６、濱田 亜弥 アナウンサー 元テレビ高知 同女大 
９７、山原 玲子 アナウンサー 元中国放送  同 
９８、森 夏子 ＤＪ             同 
９９、館道 直佳 気象予報士         同 
１００、二谷 英明 俳優 療養中 妻白川由美 同志社大 
 
 

タレントの出身大学 ２００７年日本タレント名鑑より 

１、日本大  ２６６名、   ２、早稲田大 １８６名、   ３、明治大   ９５名 
４、慶応大   ８４名、   ５、法政大   ６６名、   ６、青山大   ５６名 
７、玉川大   ５４名、   ８、上智大   ４５名、 桐朋学園大 ４５名 
１０、大阪芸術大 ４３名、  １１、中央大  ４１名、   １２、立教大  ３７名 
１３、同志社大 ３０名、   １４、成城大  ２９名、 東海大  ２９名 


