
本のタイトル 作者 請求記号
悪魔のりんご 舟崎 克彦／作　宇野 亜喜良／画 E/ｱ/
あしたうちにねこがくるの 石津 ちひろ／文　ささめや ゆき／絵 E/ｱ/
アフリカの音 沢田 としき／作・絵 E/ｱ/
あめだま ペク ヒナ／作　長谷川 義史／訳 E/ｱ/

あらまっ！
ケイト・ラム／文　エイドリアン・ジョンソン／絵
石津ちひろ／訳

E/ｱ/

あんちゃん 高部 晴市／作 E/ｱ/
いろはにほへと 今江 祥智／文　長谷川 義史／絵 E/ｲ/
うさぎのさとうくん 相野谷 由起／さく・え E/ｳ/

エリカ　奇跡のいのち
ルース・バンダー・ジー／文　ロベルト・インノチェ
ンティ／絵　　柳田邦男／訳

E/ｴ/ﾍｲﾜ

オー・スッパ 越野 民雄／文　高畠 純／絵 E/ｵ/
オオカミがとぶひ ミロコマチコ／著 E/ｵ/
おかあさん、げんきですか。 後藤 竜二／作　武田 美穂／絵 E/ｵ/
おとうさんのちず ユリ・シュルヴィッツ／作　さくま ゆみこ／訳 E/ｵ/
おばあちゃんがいるといいのにな 松田 素子／作　石倉 欣二／絵 E/ｵ/

おひめさまはねむりたくないけれど
メアリー・ルージュ／さく　パメラ・ザガレンスキー
／え　浜崎絵梨/　やく

E/ｵ/

お月さまってどんなあじ？ マイケル・グレイニエツ／絵と文　いずみ ちほこ／訳 E/ｵ/

カエルのおでかけ 高畠 那生／[作] E/ｶ/
がたごと　がたごと 内田 麟太郎／文　西村 繁男／絵 E/ｶ/
からだっていいな 山本 直英／さく　片山 健／さく E/ｶ/

キツネ
マーガレット・ワイルド／文　ロン・ブルックス／絵
寺岡 襄／訳

E/ｷ/

きつね、きつね、きつねがとおる 伊藤 遊／作　岡本 順／絵 E/ｷ/

きつねとうさぎ：ロシアの昔話
F.ヤールブソワ／絵　Y.ノルシュテイン／構成
こじま　ひろこ/訳

E/ｷ/

きつねのかみさま あまん きみこ／作　酒井 駒子／絵 E/ｷ/
きょうはそらにまるいつき 荒井 良二／著 E/ｷ/
キリンさん まど みちお／詩　南塚 直子／絵 E/ｷ/
くじらさんのーたーめならえんやこーら 内田 麟太郎／作　山村 浩二／絵 E/ｸ/
くもくん いとう ひろし／作 E/ｸ/
クラウディアのいのり 村尾 靖子／文　小林 豊／絵 E/ｸ/
くろいの 田中 清代／さく E/ｸ/
けんかのきもち 柴田 愛子／文　伊藤 秀男／絵 E/ｹ/
ここが家だ ベン・シャーン／絵　アーサー・ビナード／構成・文 E/ｺ/ﾍｲﾜ
こどもたちはまっている 荒井 良二／著 E/ｺ/
このかみなあに? 谷内つねお　さく E/ｺ/
ゴムあたまポンたろう 長 新太／作 E/ｺ/
こんにちはあかぎつね！ エリック・カール／さく　さの ようこ／やく E/ｺ/
さくら子のたんじょう日 宮川 ひろ／作　こみね ゆら／絵 E/ｻ/
さらば、ゆきひめ 宮本 忠夫／文・絵 E/ｻ/
30000このすいか あき びんご／作 E/ｻ/
しげるのかあちゃん 城ノ内 まつ子／作　大畑 いくの／絵 E/ｼ/
したのどうぶつえん あき びんご／作 E/ｼ/
シャクルトンの大漂流 ウィリアム・グリル／作　千葉 茂樹／訳 E/ｼ/

しゃっくりがいこつ
マージェリー・カイラー／作　S.D.シンドラー／絵
黒宮純子/　訳

E/ｼ/
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（公社）全国学校図書館協議会と毎日新聞社によって、1995年度より「絵本芸術の普及、絵本読書の
振興、絵本出版の発展に寄与する」ことを目的に創設されました。
　賞には「日本絵本賞大賞」「日本絵本賞」「日本絵本賞翻訳絵本賞」のほか、みなさんの投票で選ば
れる「日本絵本賞読者賞【山田養蜂場賞】」があります。　　　　　　　　「日本絵本賞」公式サイト
より

＊八幡西図書館所蔵の絵本です



本のタイトル 作者 請求記号
地雷ではなく花をください 葉 祥明／絵　柳瀬 房子／文 E/ｼ/ﾍｲﾜ
シルクハッぞくはよなかのいちじにやってくる おくはら ゆめ／[作] E/ｼ/
しろくまのパンツ tupera tupera／作 E/ｼ/
しんごうきピコリ ザ・キャビンカンパニー／作・絵 E/ｼ/
スプーンぼしとおっぱいぼし 八板 康麿／写真と文　杉浦 範茂／絵と構成 E/ｽ/
すみっこのおばけ 武田 美穂／作・絵 E/ｽ/ｲﾁｺﾞ
すやすやタヌキがねていたら 内田 麟太郎／文　渡辺 有一／絵 E/ｽ/
せとうちたいこさんテパートいきタイ 長野 ヒデ子／さく E/ｾ/
タケノコごはん 大島 渚／文　伊藤 秀男／絵 E/ﾀ/ﾍｲﾜ
たぬきの花よめ道中 最上 一平／作　町田 尚子／絵 E/ﾀ/
でんしゃえほん 井上 洋介／[作] E/ﾃ/

どうぶつがすき
パトリック・マクドネル／さく
なかがわ ちひろ／やく

E/ﾄ/

ともだち　できたよ 内田 麟太郎／文　こみね ゆら／絵 E/ﾄ/

どんどこももんちゃん とよた かずひこ／さく・え
E/ﾓ/ｼﾘｰｽﾞ/
ﾍﾞﾋﾞｰ

どんなかんじかなあ 中山 千夏／ぶん　和田 誠／え E/ﾄ/
ないた 中川 ひろたか／作　長 新太／絵 E/ﾅ/
なつのいけ 塩野 米松／文　村上 康成／絵 E/ﾅ/
ねえ　とうさん 佐野 洋子／作 E/ﾈ/
ねこのシジミ 和田 誠／作 E/ﾈ/
のっぺらぼう 杉山 亮／作　軽部 武宏／絵 E/ﾉ/

パパのカノジョは
ジャニス・レヴィ／作　クリス・モンロー／絵
も/ん　訳

E/ﾊ/

はやくねてよ あきやま ただし／作・絵 E/ﾊ/
パヨカカムイ かやの しげる／文　いしくら きんじ／絵 E/ﾊ/
ひっこしだいさくせん たしろ ちさと／さく E/ﾋ/

ひみつだから！ ジョン・バーニンガム／ぶん・え　福本 友美子／やく E/ﾋ/

ふしぎなキャンディーやさん みやにし たつや／作絵 E/ﾌ/
ふしぎなともだち たじま ゆきひこ／作 E/ﾌ/

ふつうに学校にいくふつうの日
コリン・マクノートン／文　きたむら さとし／絵
柴田元幸/　訳

E/ﾌ/

ふってきました もとした いづみ／文　石井 聖岳／絵 E/ﾌ/
ブラッキンダー スズキコージ　作／絵 E/ﾌ/
へちまのへーたろー 二宮 由紀子／作　スドウ ピウ／絵 E/ﾍ/
ホームランを打ったことのない君に 長谷川 集平／作 E/ﾎ/
ぼくがラーメンたべてるとき 長谷川 義史／作 絵 E/ﾎ/
ぼくたちのコンニャク先生 星川 ひろ子／写真 文 E/ﾎ/
ぼくのトイレ 鈴木 のりたけ／作・絵 E/ﾎ/
干したから... 森枝 卓士／写真・文 E/ﾎ/
マーガレットとクリスマスのおくりもの 植田 真／作 E/ﾏ/

マーシャと白い鳥 M.ブラートフ／再話　出久根 育／文・絵
E/ﾏ/ﾑｶｼ/
ｶﾞｲｺｸ

水おとこのいるところ
イーヴォ・ロザーティ／作　ガブリエル・パチェコ／
絵　田中桂子/　訳

E/ﾐ/

みずくみに 飯野 和好／絵と文 E/ﾐ/

虫ガール
ソフィア・スペンサー／文　マーガレット・マクナマ
ラ／文　ケラスコエット／絵　福本友美子／訳

E/ﾑ/

もぐらはすごい アヤ井 アキコ／著　川田 伸一郎／監修 E/ﾓ/
ものすごくおおきなプリンのうえで 二宮 由紀子／ぶん　中新井 純子／え E/ﾓ/
もりのおくのおちゃかいへ みやこし あきこ／著 E/ﾓ/
ゆ き ユリ・シュルヴィッツ／作　さくま ゆみこ／訳 E/ﾕ/
よしおくんがぎゅうにゅうを こぼしてしまった
おはなし

及川 賢治／作・絵　竹内 繭子／作・絵 E/ﾖ/

ルフランルフラン 荒井 良二／著 E/ﾙ/
わくせいキャベジ動物図鑑 tupera tupera／作・絵 E/ﾜ/

日本絵本賞


