
　

著　者 出版者 請求記号

1
まついただし∥ぶん
あかばすえきち∥え

福音館書店 E/アカ/ミドリ

2
松居直∥再話
赤羽末吉∥画

福音館書店 E/マツ/ピンク

3
瀬田貞二∥再話
赤羽末吉∥画

福音館書店 E/アカ/ピンク

4
大塚勇三∥再話
赤羽末吉∥画

福音館書店 E/アカ/ピンク

5
赤羽 末吉∥絵
舟崎 克彦∥文

あかね書房 K/16/二

著　者 出版者 請求記号

1 安野 光雅∥〔著〕 福音館書店 E/アン/ピンク

2 安野 光雅∥さく　え 福音館書店 E/ア/ピンク

3
安野 光雅∥さく　え

福音館書店 E/フ/

4 安野光雅∥〔著〕 福音館書店 E/アン/ピンク

5 安野 光雅∥作 童話屋 K/41/ウ

著　者 出版者 請求記号

1
まど みちお∥作
杉田 豊∥絵

大日本図書 K/90/37

2
まど みちお∥詩
赤坂 三好∥画

理論社 K/90/161

3
まど みちお∥作
赤坂 三好∥画

理論社 K/91.1/43

4
まど みちお∥文
ささめや ゆき∥絵

講談社 E/ササ/ミドリ

5
まど みちお∥詩
にしまき かやこ∥絵

こぐま社 E/ニシ/ミドリ

1

2019年４～5月　玄関展示

テーマ「この本、読んだ？～児童文学賞を受賞した作品」

４月23日は、「子ども読書の日」、４月２３日から５月１２日は
「こどもの読書週間」です。日本中で、世界で、大勢の人々に愛され認
められた児童文学作品の一部をご紹介します。

10人のゆかいなひっこし

書　名

旅の絵本  　　　　　  　 ※シリーズ全９冊

さかさま

ふしぎなさーかす

もりのえほん

※請求記号とは、図書館資
料の背に貼られているラベ
ルの番号のことです。赤羽 末吉　（あかば すえきち・1980年受賞）

★世界に認められた日本の児童文学作家と主要作品

安野 光雅　（あんの みつまさ・1984年受賞）

　＜国際アンデルセン賞・画家賞＞

日本の神話　　　　　　　※シリーズ全６冊

書　名

ももたろう

書　名

まど みちお　（まど みちお・1994年受賞）

だいくとおにろく

かさじぞう

スーホの白い馬 　モンゴル民話

　＜国際アンデルセン賞・作家賞＞

てんぷらぴりぴり

いいけしき

まめつぶうた

こどもたちへ

ぞうさん



著　者 出版者 請求記号

1
上橋 菜穂子∥作
二木 真希子∥絵

偕成社 K913/セ/

2 上橋 菜穂子∥作 講談社 K913/ケ/1

3
上橋 菜穂子∥作
二木 真希子∥絵

偕成社 K913/セ/

4
上橋 菜穂子∥作
白井 弓子∥画

理論社 K913/コ/

著　者 出版者 請求記号

1
角野 栄子∥作
林 明子∥画

福音館書店 K913/マ/1

2
角野栄子∥さく
佐々木洋子∥え

ポプラ社 K913/カ/

3
角野 栄子∥さく
スズキ コージ∥え

福音館書店 K91/43/

4
角野栄子∥作
鴨沢祐仁∥画

福音館書店 K91/43/

5
角野 栄子∥作
西川 おさむ∥絵

福音館書店 K913/ハ/

　＜リンドグレーン記念文学賞＞

著　者 出版者 請求記号

1 荒井 良二∥作 偕成社  E/アラ/ピンク

2 荒井 良二∥作 BL出版 E/アラ/ミドリ

3 荒井 良二∥作 偕成社 E/アラ/オレンジ

4 荒井 良二∥作
イースト・
プレス

E/アラ/オレンジ

5 荒井 良二∥作  偕成社 E/アラ/

著　者 出版者 請求記号

1 岩佐 めぐみ∥作  偕成社 K913/ホ/

2

書　名

うちゅうたまご 

あさになったのでまどをあけますよ

書　名

角野 栄子　（かどの えいこ・2018年受賞）

荒井 良二　（あらい りょうじ・2005年受賞）

　＜ドイツ児童文学賞＞

岩佐 めぐみ　（いわさ めぐみ・2018年受賞）

ぼくはアフリカにすむキリンといいます

書　名

上橋 菜穂子　（うえはし なほこ・2014年受賞）

精霊の守り人　　　　　※シリーズ全13冊

獣の奏者　　　　　　　※シリーズ全５冊

精霊の木

狐笛のかなた

魔女の宅急便　　　　　※シリーズ全８冊

書　名

カレーライスはこわいぞ

トラベッド 

ズボン船長さんの話

ハナさんのおきゃくさま

はっぴぃさん

きょうというひ

たいようオルガン



受賞年 書　名 著　者 出版者 請求記号

1 1942年 かもさんおとおり
ロバート　マックロスキー
∥　ぶんとえ
わたなべしげお∥やく

福音館書店 E/カ/

2 1943年 ちいさいおうち
ばーじにあ　りー　ばーと
ん∥ぶんとえ
いしい ももこ∥やく

岩波書店 E/ハト/ピンク

3 1953年 おおきくなりすぎたくま
リンド　ワード∥文　画
渡辺 茂男∥訳

ほるぷ出版 E/ワト/ピンク

4 1954年 マドレーヌといぬ
ルドウィッヒ・ベーメルマ
ンス∥作・画
瀬田貞二訳

福音館書店 E/へメ/オレンジ

5 1956年 かえるだんなのけっこんしき

ジョン　ラングスタッフ∥
再話 フョードル ロジャンコフ
スキー∥絵
さくま ゆみこ∥訳

光村教育図書 E/ロシ/オレンジ

6 1957年 木はいいなあ

ジャニス・メイ・ユードリ
イ∥さく
マーク・シーモント∥え
さいおんじさちこ・やく

偕成社 E/シモ/オレンジ

7 1963年 ゆきのひ
エズラ・ジャック・キーツ
∥作

偕成社 E/ユ/

8 1964年 かいじゅうたちのいるところ
モーリス センダック∥さく
じんぐうてるお∥やく

 富山房 E/セン/ピンク

9 1970年
ロバのシルベスターとまほうの
小石

ウィリアム　スタイグ∥さく
せた ていじ∥やく

評論社 E/スタ/オレンジ

10 1980年 にぐるまひいて
ドナルド　ホール∥ぶん
バーバラ　クーニー∥え
もき かずこ∥やく

ほるぷ出版 E/クニ/ピンク

11 1986年 急行「北極号」
C.V.オールズバーグ∥絵と
文 村上 春樹∥訳

あすなろ書房 E/オル/ピンク

12 1988年 月夜のみみずく

ジェイン=ヨーレン∥詩
くどう なおこ∥訳
ジョン=ショーエンヘール∥
絵

偕成社 E/シ/

13 1992年 かようびのよる
デヴィッド　ウィーズナー
∥作 当麻 ゆか∥訳

福武書店 E/カ/

14 1994年 おじいさんの旅
アレン　セイ∥文　絵
大島 英美∥訳

ほるぷ出版 E/セイ/オレンジ

15 1996年
バックルさんとめいけん グロ
リア

ペギー ラスマン∥さく　え
ひがし はるみ∥やく

徳間書店 E/ラ/

16 2000年 ヨセフのだいじなコート
シムズ　タバック∥作
木坂 涼∥訳

フレーベル館 E/タハ/ピンク

17 2011年 エイモスさんがかぜをひくと
フィリップ C.ステッド∥文
エリン E.ステッド∥絵
青山 南∥訳

光村教育図書 E/ステ/ピンク

18 2013年 ちがうねん
ジョン　クラッセン∥作
長谷川 義史∥訳

クレヨンハ
ウス

E/クラ/ピンク

19 2014年 走れ!!機関車
ライアン　フロッカ∥作 絵
日暮 雅通∥訳

偕成社 E/フロ/オレンジ

20 2016年 プーさんとであった日

リンジー　マティック∥ぶん
ソフィー　ブラッコール∥
え
山口 文生∥やく

評論社 E/フラ/ピンク

3

　＜コールデコット賞＞アメリカ　1938年～

★英米の児童文学賞　受賞作品から



受賞年 書　名 著　者 出版者 請求記号

1 1974年 砦 
モリー・ハンター∥作
田中 明子∥訳

評論社 K9３/２/

2 1981年 かかし
ロバート　ウェストール∥
作　 金原 瑞人∥訳

徳間書店 K933/カ/

3 1984年 めざめれば魔女
マーガレット　マーヒー∥作
清水 真砂子∥訳

岩波書店 K08/1B/609

4 1988年 不思議を売る男
ジェラルディン　マコーリ
アン∥作    金原 瑞人∥訳
佐竹 美保∥絵

偕成社 K933/フ/

5 1999年 二つの旅の終わりに
エイダン　チェンバーズ∥
作   原田 勝∥訳

徳間書店 K933/フ/

6 2001年
天才ネコモーリスとその仲間
たち

テリー　プラチェット∥著
富永 星∥訳

あすなろ書房 K933/テ/

7 2002年 ルビーの谷 
シャロン  クリーチ∥著
赤尾 秀子∥訳

早川書房 K933/ル/

8 2012年 怪物はささやく

シヴォーン　ダウド∥原案
パトリック　ネス∥著
池田 真紀子∥訳
ジム ケイ∥イラストレーション

あすなろ書房 K933/ネス/

9 2013年 マザーランドの月
サリー　ガードナー∥著
三辺 律子∥訳

小学館 K933/マ/

10 2017年 凍てつく海のむこうに
ルータ　セペティス∥作
野沢 佳織∥訳

岩波書店 K933/イ/

受賞年 書　名 著　者 出版者 請求記号

1 1955年 コウノトリと六人の子どもたち
マインダート・ディヤング
∥作 遠藤 寿子∥訳

岩波書店 K93/コ/

2 1961年 青いイルカの島 
スコット　オデル∥作
藤原 英司∥訳
小泉 澄夫∥絵

理論社 K933/ア/

3 1968年 クローディアの秘密
.L.カニグズバーグ∥作
松永 ふみ子∥訳

岩波書店 K933/ク/

4 1997年 ティーパーティーの謎
E.L.カニグズバーグ∥作
金原 瑞人∥訳
小島 希里∥訳

岩波書店 K08/1B/051

5 1999年 穴
ルイス　サッカー∥作
幸田 敦子∥訳

講談社 K933/ア/

6 2002年 モギちいさな焼きもの師
リンダ　スー　パーク∥著
片岡 しのぶ∥訳

あすなろ書房 K933/モ/

7 2004年 ねずみの騎士デスペローの物語
ケイト　ディカミロ∥作
ティモシー　バジル　エリ
ング∥絵　 子安 亜弥∥訳

ポプラ社 K933/ネ/

8 2007年
ラッキー・トリンブルのサバイ
バルな毎日

スーザン　パトロン∥著
片岡 しのぶ∥訳

あすなろ書房 K933/ラ/

9 2016年 おばあちゃんとバスにのって
マット デ ラ ペーニャ∥作
クリスチャン ロビンソン∥
絵 石津 ちひろ∥訳

鈴木出版 E/ロヒ/P

4

　＜カーネギー賞＞イギリス　1936年～

　＜ニューベリー賞＞アメリカ　1922年～



受賞年 書　名 著　者 出版者 請求記号

1 1970年 ガンピーさんのふなあそび
ジョン バーニンガム∥さく
みつよし なつや∥やく

ほるぷ出版 E/ハニ/オレンジ

2 1983年 すきですゴリラ
アントニー　ブラウン∥作
絵 山下 明生∥訳

あかね書房 E/フラ/ピンク

3 1988年 ねむれないの?ちいくまくん
マーティン ワッデル∥ぶん
バーバラ　ファース∥え
角野 栄子∥やく

評論社 E/フア/ピンク

4 1998年 かぼちゃスープ 
ヘレン　クーパー∥さく
せな あいこ∥やく

アスラン書房 E/クハ/ピンク

5 2000年 ぜったいたべないからね
ローレン　チャイルド∥作
木坂 涼∥訳

フレーベル館 E/チャ/オレンジ

6 2005年 オオカミ
エミリー　グラヴェット∥
作 ゆづき かやこ∥訳

小峰書店 E/クラ/ピンク

7 2010年 さよならをいえるまで
マーガレット　ワイルド∥
ぶん フレヤ ブラックウッ
ド∥え 　石崎 洋司∥やく

岩崎書店 E/フラ/ピンク

8 2015年 シャクルトンの大漂流
ウィリアム　グリル∥作
千葉 茂樹∥訳

岩波書店 E/クリ/オレンジ

9 2018年 うみべのまちで
シュウォーツ∥文
シドニー　スミス∥絵
いわじょう よしひと∥訳

BL出版 E/スミ/ピンク

受賞年 書　名 著　者 出版者 請求記号

1 2017年
なりたて中学生
（初級編 中級編 上級編）

ひこ　田中∥著 講談社 K913/ナ/

2 2015年 あひるの手紙
朽木 祥∥作
ささめや ゆき∥絵

佼成出版社 K913/ア/

3 2013年 チャーシューの月
村中 李衣∥作
佐藤 真紀子∥絵

小峰書店 K913/チ/

4 2008年 そのぬくもりはきえない 岩瀬 成子∥著 偕成社 K913/ソ/

5 2004年 ユウキ
伊藤 遊∥作
上出 慎也∥画

福音館書店 K913/ユ/

6 1998年 イグアナくんのおじゃまな毎日
佐藤 多佳子∥作
はらだ たけひで∥絵

偕成社 K91/イ/

5

　＜ケイト・グリーナウェイ賞＞イギリス　1955年～

★日本の児童文学賞　最近の受賞作から

　＜日本児童文学者協会賞＞



受賞年 書　名 著　者 出版者 請求記号

1 2017年 スケッチブック
ちば るりこ∥作
シライシ ユウコ∥絵

学研プラス K913/ス/

2 2016年 あした飛ぶ
束田 澄江∥作
しんや ゆう子∥絵

学研プラス K913/ア/

3 2015年 四年ザシキワラシ組
こうだ ゆうこ∥作
田中 六大∥絵

学研プラス K913/ヨ/

4 2014年 ななこ姉ちゃん
宮崎 貞夫∥作
岡本 順∥絵

学研プラス K913/ナ/

5 2013年 影なし山のりん
宇佐美 敬子∥作
佐竹 美保∥絵

学研教育出版 K913/カ/

受賞年 書　名 著　者 出版者 請求記号

1 2018年 満月の娘たち 安東 みきえ∥著 講談社 K913/マ/

2 2017年 神隠しの教室
山本 悦子∥作
丸山 ゆき∥絵

童心社 K913/カ/

3 2016年 岬のマヨイガ
柏葉 幸子∥
さいとう ゆきこ∥絵

講談社 K913/ミ/

4 201４年 あたらしい子がきて
岩瀬 成子∥作
上路 ナオ子∥絵

岩崎書店 K913/ア/

受賞年 書　名 著　者 出版者 請求記号

1 2017年 きょうはそらにまるいつき 荒井 良二∥著 偕成社 E/アラ/オレンジ

2 2016年 30000このすいか あき びんご∥作 くもん出版 E/アキ/ピンク

3 2015年 ふしぎなともだち たじま ゆきひこ∥作 くもん出版 E/タシ/ピンク

4 2014年 きょうはマラカスのひ 樋勝 朋巳∥文　絵 福音館書店 E/ヒカ/ピンク

5 2013年 オオカミがとぶひ ミロコマチコ∥著
イースト・
プレス

E/ミロ/オレンジ

6 2012年 もりのおくのおちゃかいへ みやこし あきこ∥著 偕成社 E/ミヤ/ピンク

瀬戸市立図書館
82-2202
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　＜野間児童文芸賞＞

　＜日本絵本賞大賞＞

これらの本は、図書館で貸出できます。また貸出中
の本は予約することができます。

　＜小川未明文学賞＞


