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2017年主要児童文学賞受賞作家・作品リスト(国内)
このリストは、2017年に日本国内の主要な児童文学賞を受賞した作家および作品の一覧です。
リストの詳細に関しては、調べ方案内「主要児童文学賞の受賞情報(国内)」を参照してください。

賞名 主催団体 作品 著者(作家・画家・翻訳者) 出版者 当館請求記号

第8回朝日学生新聞社児童文学賞 朝日学生新聞社
グランパと僕らの宝探し :ドゥリンビ
ルの仲間たち（受賞時のタイトルは
「ドゥリンビルの仲間たち」）

大矢純子 作, みしまゆかり 絵 朝日学生新聞社 Y8-N18-L119

第8回朝日学生新聞社児童文学賞
朝日小学生新聞賞

朝日学生新聞社 扉のおくは別世界 本田響也 - -

第40回巖谷小波文芸賞  日本青少年文化センター - 加古里子 - -

第25回小川未明文学賞　大賞 小川未明文学賞委員会、上越市
あした飛ぶ（受賞時のタイトルは「蝶
のくれたプレゼント」）

束田澄江 作, しんやゆう子 絵 学研プラス Y8-N17-L723

第25回小川未明文学賞　優秀賞 小川未明文学賞委員会、上越市 ぼくの父ちゃん かみやとしこ - -

第27回けんぶち絵本の里大賞　大
賞

けんぶち絵本の里づくり実行委員会
さよなら ママがおばけになっちゃっ
た！

のぶみ さく 講談社 Y17-N16-L679

第27回けんぶち絵本の里大賞　び
ばからす賞

けんぶち絵本の里づくり実行委員会 ネコヅメのよる 町田尚子 作 WAVE出版 Y17-N16-L494

第27回けんぶち絵本の里大賞　び
ばからす賞

けんぶち絵本の里づくり実行委員会 なつみはなんにでもなれる ヨシタケシンスケ 作・絵 PHP研究所 Y17-N16-L1161

第27回けんぶち絵本の里大賞　び
ばからす賞

けんぶち絵本の里づくり実行委員会 うまれるまえのおはなし ひだのかな代　えとぶん ポエムピース Y17-N17-L1151

第27回けんぶち絵本の里大賞　び
ばからす賞

けんぶち絵本の里づくり実行委員会 さきちゃんのくつ
そうまこうへい 作, まるやまあ
やこ 絵

フレーベル館 Y17-N16-L411

第27回けんぶち絵本の里大賞　ア
ルパカ賞

けんぶち絵本の里づくり実行委員会 おいしそうなしろくま 柴田ケイコ 作・絵 PHP研究所 Y17-N17-L59

第39回講談社絵本新人賞 講談社 いっぺんやってみたかってん はっとりひろき 作 講談社 Y17-N18-L408
第39回講談社絵本新人賞　佳作 講談社 ようこそハトまちへ ハナウタユキ - -

第39回講談社絵本新人賞　佳作 講談社 ごろちゃんとでんしゃ いいづかみこ - -

第58回講談社児童文学新人賞 講談社 リマ・トゥジュ・リマ・トゥジュ・トゥジュ こまつあやこ 著 講談社 Y8-N18-L455

第58回講談社児童文学新人賞　佳作 講談社 １０７小節目から
大島恵真 著（受賞時の著者
名は大島理惠）

講談社 Y8-N18-L691

第58回講談社児童文学新人賞　佳作 講談社
大坂オナラ草紙（受賞時のタイトル
は「オナラ草紙」）

谷口雅美 著, イシヤマアズサ
画

講談社 Y8-N18-L457

第58回講談社児童文学新人賞　佳作 講談社
奏のフォルテ（受賞時のタイトルは
「さよならシュトラウス。」）

黒川裕子 著 講談社 Y8-N18-L583

第48回講談社出版文化賞　絵本賞 講談社 大坂城　絵で見る日本の城づくり 青山邦彦 作, 北川央 監修 講談社 Y6-N16-L339

第64回産経児童出版文化賞　大賞 産経新聞社 世界のともだち(全36巻) - 偕成社
Y2-N14-L10（第
1巻）ほか

第64回産経児童出版文化賞　JR賞 産経新聞社 ちゃあちゃんのむかしばなし 中脇初枝 再話, 奈路道程 絵 福音館書店 Y8-N16-L41
第64回産経児童出版文化賞　美術賞 産経新聞社 わたしのこねこ 澤口たまみ 文, あずみ虫 絵 福音館書店 Y17-N16-L495
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第64回産経児童出版文化賞　産経
新聞社賞

産経新聞社 ひまなこなべ：アイヌのむかしばなし 萱野茂 文, どいかや 絵 あすなろ書房 Y17-N16-L845

第64回産経児童出版文化賞　フジテ
レビ賞

産経新聞社 ぼくたちのリアル 戸森しるこ 著, 佐藤真紀子 絵 講談社 Y8-N16-L428

第64回産経児童出版文化賞　ニッポ
ン放送賞

産経新聞社 トンチンさんはそばにいる
さえぐさひろこ 作, ほりかわり
まこ 絵

童心社 Y8-N16-L539

第64回産経児童出版文化賞　翻訳
作品賞

産経新聞社
奇想天外発明百科 :ややっ、ひらめ
いた!

マウゴジャタ・ミチェルスカ 文,
アレクサンドラ・ミジェリンスカ,
ダニエル・ミジェリンスキ 絵,
阿部優子 訳

童心社 Y11-N16-L153

第64回産経児童出版文化賞　翻訳
作品賞

産経新聞社 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 Y18-N16-L265

第5回JBBY賞　作家部門(国際アン
デルセン賞推薦)

日本国際児童図書評議会 - 角野栄子 - -

第5回JBBY賞　画家部門(国際アン
デルセン賞推薦)

日本国際児童図書評議会 - 片山健 - -

第5回JBBY賞　文学作品部門 日本国際児童図書評議会 あたらしい子がきて 岩瀬成子 作, 上路ナオ子 絵 岩崎書店 Y8-N14-L85
第5回JBBY賞　イラストレーション作
品部門

日本国際児童図書評議会 希望の牧場 森絵都 作, 吉田尚令 絵 岩崎書店 Y1-N14-L372

第5回JBBY賞　翻訳作品部門 日本国際児童図書評議会
ハーレムの闘う本屋 :ルイス・ミ
ショーの生涯

ヴォーンダ・ミショー・ネルソン
著, R・グレゴリー・クリスティ イ
ラスト, 原田勝 訳

あすなろ書房 Y3-N15-L69

第5回JBBY賞　バリアフリー図書部
門

日本国際児童図書評議会 こんこんくしゃんのうた のぐちみつよ 原作
ぐるーぷ・もこもこ
(製作)

Y17-N17-L449

第5回JBBY賞　絵本原画部門 日本国際児童図書評議会 オレときいろ ミロコマチコ 作 WAVE出版 Y17-N14-L1018

第52回JXTG児童文化賞 ＪＸＴＧホールディングス - 萩尾望都 - -

第46回児童文芸新人賞 日本児童文芸家協会 ぼくたちのリアル 戸森しるこ 著, 佐藤真紀子 絵 講談社 Y8-N16-L428

第1回児童文芸ノンフィクション賞 日本児童文芸家協会 東京大空襲を忘れない 瀧井宏臣 著 講談社 Y2-N15-L73

第66回小学館児童出版文化賞 小学館、日本児童教育振興財団 小やぎのかんむり 市川朔久子 著 講談社 Y8-N16-L339

第66回小学館児童出版文化賞 小学館、日本児童教育振興財団 つちはんみょう =OIL BEETLE 舘野鴻 作/絵 偕成社 Y11-N16-L274

第55回高橋五山賞　奨励賞
高橋五山賞審査委員会（文民教育
協会、子どもの文化研究所内）

おひるねですよ
内田麟太郎 脚本, 市居みか
絵

童心社 YKG1-L713

第16回長編児童文学新人賞　入選 日本児童文学者協会 （該当作なし） - - -

第16回長編児童文学新人賞　佳作 日本児童文学者協会 フロイデ！ 櫻田しのぶ - -

第16回長編児童文学新人賞　佳作 日本児童文学者協会 およんじ　おたんじょうびがかり 室賀理江 - -

第32回坪田譲治文学賞 岡山市、岡山市文学賞運営委員会 Masato 岩城けい 著 集英社 YZ-913.6-イワ
第33回日産童話と絵本のグランプリ
童話の部大賞

大阪国際児童文学振興財団 こめとぎゆうれいのよねこさん えばたえり 作, 小林ゆたか 絵 BL出版 Y17-N17-L1243
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第33回日産童話と絵本のグランプリ
童話の部優秀賞

大阪国際児童文学振興財団 ピョンタとあっくん なつのひるね - -

第33回日産童話と絵本のグランプリ
童話の部優秀賞

大阪国際児童文学振興財団 ひょうくりと踊る夏 疋田中 - -

第33回日産童話と絵本のグランプリ
童話の部優秀賞

大阪国際児童文学振興財団 ビリケンさんの足のうら はいだじゅんこ - -

第33回日産童話と絵本のグランプリ
絵本の部大賞

大阪国際児童文学振興財団 ぎゅっ（受賞時のタイトルは「ギュッ」）
ミフサマ さく・え（受賞時の著
者名はミフサマワカシヨ）

BL出版 Y17-N17-L1216

第33回日産童話と絵本のグランプリ
絵本の部優秀賞

大阪国際児童文学振興財団 モーティの缶 松丘コウ - -

第33回日産童話と絵本のグランプリ
絵本の部優秀賞

大阪国際児童文学振興財団 かげふみ 岩田三郎 - -

第33回日産童話と絵本のグランプリ
絵本の部優秀賞

大阪国際児童文学振興財団 きのうみたゆめ 細川かおり - -

第22回日本絵本賞　大賞 全国学校図書館協議会、毎日新聞社 きょうはそらにまるいつき 荒井良二 著 偕成社 Y17-N16-L886

第22回日本絵本賞 全国学校図書館協議会、毎日新聞社 イモリくんヤモリくん 松岡たつひで さく・え 岩崎書店 Y17-N16-L114
第22回日本絵本賞 全国学校図書館協議会、毎日新聞社 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 鈴木出版 Y17-N15-L989

第22回日本絵本賞 全国学校図書館協議会、毎日新聞社 干したから… 森枝卓士 写真・文 フレーベル館 Y11-N16-L205

第22回日本絵本賞　翻訳絵本賞 全国学校図書館協議会、毎日新聞社 （該当作なし） - - -
第22回日本絵本賞　読者賞（山田養
蜂場賞）

全国学校図書館協議会、毎日新聞社 どうぶつドドド 矢野アケミ 作・絵 鈴木出版 Y17-N15-L1196

第57回日本児童文学者協会賞 日本児童文学者協会 なりたて中学生　初級編 ひこ・田中 著 講談社 Y8-N15-L146

第57回日本児童文学者協会賞 日本児童文学者協会 なりたて中学生　中級編 ひこ・田中 著 講談社 Y8-N15-L763

第57回日本児童文学者協会賞 日本児童文学者協会 なりたて中学生　上級編 ひこ・田中 著 講談社 Y8-N16-L757

第50回日本児童文学者協会新人賞 日本児童文学者協会 日小見不思議草紙 藤重ヒカル 作, 飯野和好 絵 偕成社 Y8-N16-L628

第41回日本児童文芸家協会賞 日本児童文芸家協会 （該当作なし） - - -

第55回野間児童文芸賞 野間文化財団 神隠しの教室 山本悦子 作, 丸山ゆき 絵 童心社 Y8-N16-L789

第28回ひろすけ童話賞
ひろすけ童話賞委員会（山形県高畠
町、高畠町教育委員会、浜田広介
記念館、日本児童文芸家協会）

せなかのともだち 萩原弓佳 作, 洞野志保 絵 PHP研究所 Y8-N16-L468

第21回三越左千夫少年詩賞
日本児童文学者協会（三越左千夫
氏遺族からの委託による）

ペンを持つとボクね　柿本香苗詩集 柿本香苗 詩 竹林館 YZ-911.5-カキ

第21回三越左千夫少年詩賞
日本児童文学者協会（三越左千夫
氏遺族からの委託による）

ミミズのバイオリン :佐野のり子詩集 佐野のり子 著 花梨社
KH917-L1838
（東京本館所蔵）
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