
2010年11月　「あいちの生んだ作家展」　関連資料

《 小説家 》 （五十音順）

名　前　（よみ） 生年 出身地 主な受賞 備考

碧野 圭  (あおの　けい) 1959 名古屋市

秋月　達郎  (あきづき　たつろう) 1959 半田市

天野　純希  (あまの　すみき) 1979 名古屋市 す

池永　陽  (いけなが　よう) 1950 豊橋市 す

井沢　元彦  (いざわ　もとひこ) 1954 名古屋市 乱

稲葉　真弓  (いなば　まゆみ) 1950 佐屋町 平・川

内海　隆一郎  (うつみ　りゅういちろう) 1937 名古屋市 文

大沢　在昌  (おおさわ　ありまさ) 1956 名古屋市 直・柴・吉・推

大島　真寿美  (おおしま　ますみ) 1962 文

太田　忠司  (おおた　ただし) 1959 名古屋市

大森　兄弟  (おおもり　きょうだい) 1975/1976 一宮市 藝 （共同ペンネーム）

奥山　景布子  (おくやま　きょうこ) 1966

粕谷　知世  (かすや　ちせ) 1968 豊田市 フ

神山　裕右  (かみやま　ゆうすけ) 1980 乱

後藤　みわこ  (ごとう　みわこ) 1961 名古屋市

酒見　賢一  (さけみ　けんいち) 1963 (福岡県生まれ） フ・新 愛大卒・名古屋市在住

佐藤　智加  (さとう　ともか) 1983 名古屋市

澤田　ふじ子  (さわだ　ふじこ) 1946 半田市 吉

雫井　脩介  (しずくい　しゅうすけ) 1968 小牧市 藪

清水　義範  (しみず　よしのり) 1947 名古屋市 吉

城山　三郎  (しろやま　さぶろう) 1927 名古屋市 直・菊・文

墨谷　渉  (すみたに　わたる) 1972 春日井市 す

諏訪　哲史  (すわ　てつし) 1969 名古屋市 芥

宗田　理  (そうだ　おさむ) 1928 一色町

高井　信  (たかい　しん) 1957 名古屋市

高千穂　遥  (たかちほ　はるか) 1951 名古屋市 星

立川　洋三  (たつかわ　ようぞう) 1928 名古屋市

司城　志朗  (つかさき　しろう) 1950 名古屋市

柘植　久慶  (つげ　ひさよし) 1942 軍事評論家

辻　真先  (つじ　まさき) 1932 名古屋市 推 別：牧薩次

鳥井　架南子  (とりい　かなこ) 1953 祖父江町 乱 別：鳥井加南子

長坂　秀佳  (ながさか　しゅうけい/ひでか) 1941 豊川市 乱 別：出雲五郎/脚本家

中村　文則  (なかむら　ふみのり) 1977 東海市 芥・大

中山　可穂  (なかやま　かほ) 1960 名古屋市 山

二宮　隆雄  (にのみや　たかお) 1946 半田市

野沢　尚  (のざわ　ひさし) 1960 名古屋市 乱・吉 脚本家・小説家

畠中　恵  (はたけなか　めぐみ) 1959 (高知県生まれ） フ 名古屋育ち

羽場　博行  (はば　ひろゆき) 1957 名古屋市 横

早川　大介  (はやかわ　だいすけ) 1977 名古屋市 群
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名　前　（よみ） 生年 出身地 主な受賞 備考

日原　いずみ  (ひはら　いずみ) 1973 渥美町 別：藤村昌代

平野　啓一郎  (ひらの　けいいちろう) 1975 蒲郡市 芥

広小路　尚祈  (ひろこうじ　なおき) 1972 岡崎市

夫馬　基彦  (ふま　もとひこ) 1943 一宮市 小説家・俳人（連句）

堀田　あけみ  (ほった　あけみ) 1964 七宝町 藝

松岡　圭祐  (まつおか　けいすけ) 1968 稲沢市

真野　ひろみ  (まの　ひろみ) 1971

水野　敬也  (みずの　けいや) 1976 清洲町 別：水野愛也

宮城谷　昌光  (みやぎたに　まさみつ) 1945 蒲郡市 直・吉・菊・司 紫綬褒章

三輪　太郎  (みわ　たろう) 1962 名古屋市 別：森孝雄/評論家

籾山　市太郎  (もみやま　いちたろう) 1967 宝

森　博嗣  (もり　ひろし) 1957

山口　洋子  (やまぐち　ようこ) 1937 名古屋市 直

山田　正紀  (やまだ　まさき) 1950 名古屋市 星・S・推

山田　宗樹  (やまだ　むねき) 1965 犬山市 横

山村　正夫  (やまむら　まさお) 1931 名古屋市 推 ※出生地：大阪

吉川　トリコ  (よしかわ　とりこ) 1977 小学時代から名古屋市在住

吉原　清隆  (よしはら　きよたか) 1970 名古屋市 す

連城　三紀彦  (れんじょう　みきひこ) 1948 名古屋市 直・柴・推



《 ノンフィクション作家・エッセイスト等 》
名　前　（よみ） 生年 出身地 主な受賞 ジャンル 備考

秋尾 沙戸子 (あきお　さとこ) 1957 名古屋市 エ ジャーナリスト、エッセイスト、作詞家

家田　荘子 (いえだ　しょうこ) 1958 武豊町 宅 ノンフィクション作家

石坂　啓 (いしざか　けい) 1956 名古屋市 漫画家・エッセイスト

上坂　冬子 (かみさか　ふゆこ) 1930 挙母町 菊 ノンフィクション作家 ※出生地：東京

加藤　仁 (かとう　ひとし) 1947 名古屋市 ノンフィクション作家

木村　元彦 (きむら　ゆきひこ) 1962 ノンフィクション作家

栗木　千恵子 (くりき　ちえこ) - ジャーナリスト

佐橋　慶女 (さはし　けいじょ) 1930 小牧市 エ エッセイスト

新藤　悦子 (しんどう　えつこ) 1961 豊橋市 ノンフィクション作家・児童文学作家

竹内　久美子 (たけうち　くみこ) 1956 エッセイスト・フリーライター

豊崎　由美 (とよざき　ゆみ) 1961 江南市 書評家・ライター

内藤　洋子 (ないとう　ようこ) 1949 名古屋市 エッセイスト

早坂　隆 (はやさか　たかし) 1973 岡崎市 ルポライター

藤井　誠二 (ふじい　せいじ) 1965 名古屋市 ノンフィクション作家

森　孝一 (もり　こういち) 1951 名古屋市 エッセイスト・編集者

《 評論家 》
名　前　（よみ） 生年 出身地 主な受賞 ジャンル 備考

外山　滋比古 (とやま　しげひこ) 1923 寺津村 評論家・言語学者 勲三等旭日中綬

粟津　則雄 (あわづ　のりお) 1927 吉良町 文芸評論家・フランス文学者 勲三等瑞宝章

本田　秋五 (ほんだ　しゅうご) 1908 猿投村 文芸評論家

各務　三郎 (かがみ　さぶろう) 1936 岡崎市 推 ミステリ評論家

呉　智英 (くれ　ともふさ) 1946 西枇杷島町 評論家



《 詩人・歌人・俳人 》
名　前　（よみ） 生年 出身地 主な受賞 備考

茨木　のり子  (いばらぎ　のりこ) 1926 （大阪生まれ） 詩人 読 西尾市育ち

北川　透  (きたがわ　とおる) 1935 碧南市 詩人・評論家 高・藤

高柳　誠  (たかやなぎ　まこと) 1950 名古屋市 詩人・美術史家 Ｈ・高・藤

春山　行夫  (はるやま　ゆきお) 1902 名古屋市 詩人・評論家

大塚　寅彦  (おおつか　とらひこ) 1961 清洲町 歌人 短新

岡井　隆  (おかい　たかし) 1928 名古屋市 歌人・文芸評論家 迢・藤・読・高

荻原　浩幸  (おぎはら　ひろゆき) 1962 名古屋市 歌人・コピーライター 短新

春日井　建  (かすがい　けん) 1938 江南市 歌人 短・迢・歌

加藤　治郎  (かとう　じろう) 1959 名古屋市 歌人 短新・寺

加藤　孝男  (かとう　たかお) 1960 岡崎市 歌人

栗木　京子  (くりき　きょうこ) 1954 名古屋市 歌人 角・河・短・読・健・迢

島田　修三  (しまだ　しゅうぞう) 1950 横浜市 歌人 寺・迢 名古屋市在住

小島　ゆかり  (こじま　ゆかり) 1956 名古屋市 歌人 河・迢

永井　陽子  (ながい　ようこ) 1951 瀬戸市 歌人 河

穂村　弘  (ほむら　ひろし) 1962 （北海道生まれ） 歌人 名古屋市育ち

松平　盟子  (まつだいら　めいこ) 1954 岡崎市 歌人 角・河

山中　智恵子  (やまなか　ちえこ) 1925 名古屋市 歌人 短・迢

伊藤　敬子  (いとう　けいこ) 1935 名古屋市 俳人 健

《 翻訳家 》
名　前　（よみ） 生年 出身地 専門分野 主な翻訳作家

子安　亜弥  (こやす　あや) 1964 名古屋市 英米文学 ヴィカス・スワラップ

榊原　晃三  (さかきばら　こうぞう) 1930 名古屋市 フランス文学 モーリス・ルブラン，ジュール・ヴェルヌ

旦　敬介  (だん　けいすけ) 1959 名古屋市 ラテンアメリカ文学 G.ガルシア＝マルケス，M.バルガス=リョサ

土屋　京子  (つちや　きょうこ) 1956 英米文学・ビジネス書 ユン・チアン

中村　融  (なかむら　とおる) 1960 豊橋市 英米文学/SF アーサー・C・クラーク，ロバート・シーゲル

中村　浩美  (なかむら　ひろみ) 1965 英米文学/ＹＡ文学 スザンナ・クラーク

松沢　あさか  (まつざわ　あさか) 1932 ドイツ児童文学 ミリアム・プレスラー，クラウス・コルドン

松永　美穂  (まつなが　みほ) 1958 名古屋市 ドイツ文学 ベルンハルト・シュリンク

三輪　秀彦  (みわ　ひでひこ) 1930 名古屋市 フランス文学 モーリス・ブランショ，マルグリット・デュラス

村上　博基  (むらかみ　ひろき) 1936 英米文学 ジョン・ル・カレ

《 劇作家 》
名　前　（よみ） 生年 出身地 主な受賞 備考

天野　天街　 (あまの　てんがい) 1960 一宮市 劇作家・演出家

北村　想　 (きたむら　そう) 1952 （滋賀県生まれ） 岸 劇作家・演出家・小説家 大須で劇団立ち上げ・名古屋在住

柴　幸男　 (しば　ゆきお) 1982 木曽川町 岸 劇作家・演出家

佃　典彦　 (つくだ　のりひこ) 1964 名古屋市 岸 劇作家・演出家・俳優

土田　英生  (つちだ　ひでお) 1967 大府市 劇作家・演出家・俳優



文学賞（凡例）

＜一般文学賞＞ ＜ノンフィクションその他＞
直 … 直木賞（直木三十五賞） 宅 … 大宅壮一ノンフィクション賞
菊 … 菊池寛賞 エ … 日本エッセイストクラブ賞
柴 … 柴田錬三郎賞
大 … 大江健三郎賞 翻 … 日本翻訳出版文化賞
川 … 川端康成文学賞
新 … 新田次郎文学賞 ＜詩・短歌・俳句＞
司 … 司馬遼太郎賞 健 … 山本健吉文学賞
山 … 山本周五郎賞
読 … 読売文学賞 Ｈ … H氏賞

藤 … 藤村記念歴程賞
＜新人賞＞ 高 … 高見順賞
芥 … 芥川賞（芥川龍之介賞）
文 … 文學界新人賞 迢 … 迢空賞
吉 … 吉川英治文学賞新人賞 角 … 角川短歌賞/角川俳句賞
す … 小説すばる新人賞 短 … 短歌研究賞
藝 … 文藝賞 短新 … 短歌研究新人賞
群 … 群像新人文学賞 歌 … 日本歌人クラブ賞
宝 … 小説宝石新人賞 寺 … 寺山修司短歌賞

河 … 河野愛子賞/葛原妙子賞
＜ジャンル別文学賞＞
乱 … 江戸川乱歩賞 ＜戯曲＞
平 … 平林たい子文学賞 岸 … 岸田國士戯曲賞
星 … 星雲賞
S … 日本SF大賞
フ … 日本ファンタジーノベル大賞
藪 … 大藪春彦賞
推 … 日本推理作家協会賞
横 … 横溝正史賞

＊ 出身地は合併等により現在の地名と異なる場合があります。

* 出身地が「愛知県」とのみされている場合は空欄となっています。

2011年12月改訂　愛知県図書館


