
書　　　名 著者名 請求記号

大賞 くまとやまねこ
湯本　香樹実∥ぶん
酒井　駒子∥え

Ｅ１　サ　

２位 ちいさなあなたへ
アリスン・マギー∥ぶん
ピーター・レイノルズ∥え

Ｅ５　レ

３位 ちょっとだけ
瀧村　有子∥さく
鈴木　永子∥え

Ｅ５　ス

４位 だるまさんが かがくい　ひろし∥さく ＥA　カ

５位 １００かいだてのいえ いわい　としお∥さく Ｅ９　イ

６位 ぼくがラーメンたべてるとき 長谷川　義史∥作　絵 Ｅ９　ハ

７位 バルバルさん
乾　栄里子∥文
西村　敏雄∥絵

※所蔵なし

８位 うえきばちです 川端　誠∥作 Ｅ９　カ

９位 こりゃ　まてまて
中脇　初枝∥ぶん
酒井　駒子∥え

※所蔵なし

10位 しずかに!ここはどうぶつのとしょかんです ドン　フリーマン∥作 Ｅ０　フ

大賞 つみきのいえ 平田　研也∥文 Ｅ９　カ　

２位 BとIとRとD 酒井　駒子∥ぶん ※所蔵なし

３位 しごとば  鈴木　のりたけ∥さく ※所蔵なし

４位 いそっぷのおはなし 木坂　涼∥再話 ※所蔵なし

５位 おやすみ、ぼく アンドリュー ダッド∥さく Ｅ９　ク

６位 ないしょのおともだち ビバリー ドノフリオ∥作　絵 ※所蔵なし

７位 てぶくろがいっぱい フローレンス　スロボドキン∥文 Ｅ９　ス

８位 おしくら・まんじゅう かがくい　ひろし∥さく ＥA　カ

９位 なきすぎてはいけない 内田　麟太郎∥作 Ｅ１　タ

10位 ぼくのかえりみち  ひがし　ちから∥作 Ｅ９　ヒ

第１回

(2008年)

受賞順位

≪　絵本屋さん大賞作品 （2008年～2009年） ≫

第２回

(2009年)



書　　　名 著者名 請求記号

大賞 うんこ！
サトシン∥文
西村　敏雄∥絵

Ｅ９　ニ　

２位 もぐらバス 
佐藤　雅彦∥原案
うちの　ますみ∥文　絵

Ｅ９　ウ

３位 だじゃれ日本一周 長谷川　義史∥作 Ｅ８　ハ

４位 おやおや、おやさい 
石津　ちひろ∥文
山村　浩二∥絵

※緒川所蔵

５位 まくらのせんにん　そこのあなたの巻 かがくい　ひろし∥著 Ｅ９　カ

６位 どんぐりむらのぼうしやさん なかや　みわ∥さく Ｅ９　ナ

７位 まるまるまるのほん エルヴェ・テュレ∥さく Ｅ７　テ

８位 おふとんかけたら かがくい　ひろし∥作 ※所蔵なし

９位 わにわにのおおけが
小風　さち∥ぶん
山口　マオ∥え

Ｅ９　ヤ

10位 百年の家
ロベルト・インノチェンティ∥絵
J.パトリック・ルイス∥作

Ｅ９　イ

大賞 バムとケロのもりのこや 島田　ゆか∥作　絵 Ｅ９　シ

２位 うきわねこ
蜂飼　耳∥ぶん
牧野　千穂∥え

Ｅ９　マ

３位 ほげちゃん やぎ　たみこ∥作 Ｅ９　ヤ

４位 へんなかお 大森　裕子∥著 ＥＡ　オ

５位 おおきな木 シェル・シルヴァスタイン∥作 Ｅ９　シ

６位
新幹線のたび
 　~はやぶさ・のぞみ・さくらで日本縦断~

コマヤスカン∥作 Ｅ２　コ

７位 アライバル ショーン・タン∥著 ※所蔵なし

８位 たかこ
清水　真裕∥文
青山　友美∥絵

Ｅ９　ア

９位 おすわりくまちゃん
シャーリー・パレントー∥ぶん
デイヴィッド・ウォーカー∥え

※緒川所蔵

10位 パンツのはきかた
岸田　今日子∥さく
佐野　洋子∥え

ＥＡ　サ

第３回

(2010年)

第４回

(2011年)

≪　絵本屋さん大賞作品 （2010年～2011年） ≫

受賞順位



書　　　名 著者名 請求記号

大賞 あさになったのでまどをあけますよ 荒井　良二∥著 Ｅ９　ア

２位 どこいったん ジョン　クラッセン∥作 Ｅ９　ク

３位 いるの いないの
京極　夏彦∥作
町田　尚子∥絵

Ｅ９　マ

４位 なぞなぞのみせ
石津　ちひろ∥なぞなぞ
なかざわ　くみこ∥え

Ｅ７　ナ

５位 ぼうし とったら tupera tupera∥さく ＥＡ　ツ

６位 しごとば 東京スカイツリー 鈴木　のりたけ∥作 ※所蔵なし

７位 オニじゃないよ おにぎりだよ シゲタ　サヤカ∥作 Ｅ９　サ

８位 おうさまのおひっこし 牡丹　靖佳∥作 Ｅ９　ボ

９位 トラのじゅうたんになりたかったトラ ジェラルド・ローズ∥文　絵 Ｅ９　ロ

10位 アリのおでかけ 西村　敏雄∥さく ＥＡ　ニ

大賞 りんごかもしれない ヨシタケ　シンスケ∥作 Ｅ９　ヨ

２位 からすのおかしやさん かこ　さとし∥作　絵 Ｅ９　カ

３位 しろくまのパンツ tupera tupera∥作 Ｅ９　ツ

４位 ノラネコぐんだん パンこうじょう 工藤　ノリコ∥著 Ｅ９　ク

５位 ちょっとだけまいご クリス　ホートン∥作 Ｅ４　ホ

６位 パンダ銭湯 tupera tupera∥さく Ｅ９　ツ

７位 きょうはマラカスのひ 樋勝　朋巳∥文　絵 Ｅ９　ヒ

８位 富士山うたごよみ
俵　万智∥短歌　文
Ｕ．Ｇ．サトー∥絵

Ｅ９　ユ

９位 おやすみ、はたらくくるまたち
シェリー・ダスキー リンカー∥文
トム　リヒテンヘルド∥絵

Ｅ５　リ

10位 オオカミがとぶひ ミロコマチコ∥著 Ｅ９　ミ

≪　絵本屋さん大賞作品 （2012年～2013年） ≫

受賞順位

第5回

(2012年)

第6回

(2013年)



書　　　名 著者名 請求記号

大賞 へいわってすてきだね
安里　有生∥詩
長谷川　義史∥画

Ｅ２　ハ

２位 ノラネコぐんだん きしゃぽっぽ 工藤　ノリコ∥著 Ｅ９　ク

３位 うんこしりとり tupera tupera∥著 Ｅ８　ツ

４位 うみの100かいだてのいえ いわい　としお∥作 Ｅ９　イ

５位 しきぶとんさん かけぶとんさん まくらさん 高野　文子∥作　絵 Ｅ９　タ

６位 おおかみだあ! 
セドリック・ラマディエ∥ぶん
ヴァンサン・ブルジョ∥え

※所蔵なし

７位 かないくん
谷川　俊太郎∥作
松本　大洋∥絵

７２６　マ
(一般)

８位 ようちえんのおひめさま 種村　有希子∥作 ※所蔵なし

９位 ぼくのニセモノをつくるには ヨシタケ　シンスケ∥作 Ｅ９　ヨ

10位 かぜのでんわ いもと　ようこ∥作　絵 Ｅ９　イ

大賞 りゆうがあります ヨシタケ　シンスケ∥作　絵 Ｅ９　ヨ

２位 いしゃがよい さくら　せかい∥さく Ｅ９　サ

３位  リンドバーグ　 空飛ぶネズミの大冒険 トーベン　クールマン∥作 Ｅ９　ク

４位 きょうのおやつは わたなべ　ちなつ∥さく Ｅ５　ワ

５位 そらまめくんのあたらしいベッド なかや　みわ∥さく Ｅ９　ナ

６位 ママがおばけになっちゃった！ のぶみ∥さく ※緒川所蔵

７位 たべもんどう 鈴木　のりたけ∥作 Ｅ８　ス

８位 おばけだじょ tupera tupera∥さく ※所蔵なし

９位 おちゃわんかぞく
林　木林∥文
いぬんこ∥絵

※所蔵なし

10位 まばたき
穂村　弘∥作
酒井　駒子∥絵

Ｅ９　サ

10位 す～べりだい 鈴木　のりたけ∥作　絵 ※所蔵なし

第8回

(2015年)

≪　絵本屋さん大賞作品 （2014年～2015年） ≫

受賞順位

第7回

(2014年)



書　　　名 著者名 請求記号

大賞 もう ぬげない ヨシタケ　シンスケ∥作 Ｅ９　ヨ

２位 このあと どうしちゃおう ヨシタケ　シンスケ∥作 Ｅ９　ヨ

３位 ノラネコぐんだん　おすしやさん 工藤　ノリコ∥著 Ｅ９　ク

４位 とんでもない 鈴木　のりたけ∥作　絵 Ｅ９　ス

５位 ぺんぎんたいそう 齋藤　槙∥さく ＥＡ　ゼ

６位 ネコヅメのよる 町田　尚子∥作 Ｅ９　マ

７位 せかいいちのねこ ヒグチ　ユウコ∥絵　文 ９１３　ヒ

８位 オニのサラリーマン
富安　陽子∥文
大島　妙子∥絵

Ｅ９　オ

９位 やさいのがっこう　とまとちゃんのたびだち なかや　みわ∥さく Ｅ６　ナ

10位 うめじいのたんじょうび かがくい　ひろし∥作 Ｅ５　カ

大賞 なつみはなんにでもなれる ヨシタケ　シンスケ∥作　絵 Ｅ９　ヨ

２位 いっさいはん minchi∥さく　え
５９９　ミ
（一般）

３位 つまんない つまんない ヨシタケ　シンスケ∥著 Ｅ９　ヨ

４位 おいしそうなしろくま 柴田　ケイコ∥作　絵 Ｅ５　シ

５位 ノラネコぐんだん　あいうえお 工藤　ノリコ∥著 Ｅ８　ク

６位 生きる
谷川　俊太郎∥詩
岡本　よしろう∥絵

Ｅ９　オ

７位 ノラネコぐんだん　そらをとぶ 工藤　ノリコ∥著 Ｅ９　ク

８位 おじいちゃんとパン たな∥え　ぶん
７２６　タ
（一般）

９位 いらないねこ ヒグチ　ユウコ∥絵　文 ９１３　ヒ

10位 アームストロング　宙飛ぶネズミの大冒険 トーベン　クールマン∥作 Ｅ９　ク

≪　絵本屋さん大賞作品 （2016年～2017年） ≫

受賞順位

第9回

(2016年)

第10回

(2017年)



書　　　名 著者名 請求記号

大賞 おしっこちょっぴりもれたろう ヨシタケ　シンスケ∥作　絵 Ｅ９　ヨ

２位 みえるとか みえないとか ヨシタケ　シンスケ∥さく Ｅ９　ヨ

３位 ノラネコぐんだん　アイスのくに 工藤　ノリコ∥著 Ｅ９　ク

４位 えがない えほん B.J.ノヴァク∥さく Ｅ９　ノ

５位 おでこはめえほん1　けっこんしき 鈴木　のりたけ∥作 ※所蔵なし

６位 あめだま ペク　ヒナ∥作 Ｅ９　ペ

７位 パンのずかん
大森　裕子∥作
井上　好文∥監修

※所蔵なし

８位 どしゃぶり
おーなり　由子∥ぶん
はた　こうしろう ∥え

※所蔵なし

９位 ごみじゃない！ minchi∥作　絵 Ｅ９　ミ

10位 クマと森のピアノ デイビッド リッチフィールド∥作 Ｅ９　リ

大賞 なまえのないねこ
竹下　文子∥文
町田　尚子∥絵

Ｅ９　マ

２位 ころべばいいのに ヨシタケ　シンスケ∥作 Ｅ９　ヨ

３位
たべものやさん
　　　　しりとりたいかい かいさいします

シゲタ　サヤカ∥著 Ｅ５　シ

４位 それしか ないわけ ないでしょう ヨシタケ　シンスケ∥著 Ｅ９　ヨ

５位 へいわとせんそう
たにかわ　しゅんたろう∥ぶん
Noritake∥え

Ｅ３　ノ

６位 みずとは なんじゃ？
かこ　さとし∥作
鈴木　まもる∥絵

Ｅ４　ス

７位 Michi junaida∥著 Ｅ７　ジ

８位 ねえさんといもうと
シャーロット・ゾロトウ∥文
酒井　駒子∥絵

Ｅ９　サ

９位 ねこのずかん
大森　裕子∥作
今泉　忠明∥監修

Ｅ６　オ

10位 ノラネコぐんだん　おばけのやま 工藤　ノリコ∥著 Ｅ９　ク

受賞順位

第11回

(2018年)

第12回

(2019年)

≪　絵本屋さん大賞作品 （2018年～2019年） ≫


