
最終更新日：令和3年1月18日
国立国会図書館国際子ども図書館

2018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、2018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9回朝日学生新聞社児童文学賞 朝日学生新聞社
おばあちゃん、わたしを忘れてもいいよ
（受賞時のタイトルは「おばあちゃん、
わたしのこと忘れないで）」

緒川さよ 作（受賞時の著者名
は小川真実）, 久永フミノ 絵

朝日学生新聞社 Y8-N19-M233

第9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 （該当作なし） - - -

第41回巖谷小波文芸賞  日本青少年文化センター - ミロコマチコ - -

第26回小川未明文学賞　大賞
小川未明文学賞委員会、上
越市

スケッチブック : 供養絵をめぐる物語
（受賞時のタイトルは「供養絵　心寄り
添い人」）

ちばるりこ 作, シライシユウコ
絵

学研プラス Y8-N18-L894

第26回小川未明文学賞　優秀賞
小川未明文学賞委員会、上
越市

瀬戸内少年記　海人とルソン 土屋千鶴 - -

第28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

くろくんとちいさいしろくん なかやみわ さく・え 童心社 Y17-N17-L837

第28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

こねてのばして ヨシタケシンスケ 作 ブロンズ新社 Y17-N17-L1000

第28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

あいたくてあいたくて = I want to be
close to you

みやにしたつや 作・絵 女子パウロ会 Y17-N17-L1181

第28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

あま～いしろくま 柴田ケイコ 作・絵 PHP研究所 Y17-N17-L726

第28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

いちにちじごく
ふくべあきひろ さく, かわしま
ななえ え

PHP研究所 Y17-N17-L543

第40回講談社絵本新人賞 講談社 まよなかのせおよぎ 近藤未奈 講談社 Y17-N19-M699

第40回講談社絵本新人賞　佳作 講談社 おはなにちょうちょがとまっているよ ナオト - -
第40回講談社絵本新人賞　佳作 講談社 ゆるしてちょんまげ ととかか - -

第59回講談社児童文学新人賞 講談社 １４歳日和 水野瑠見 講談社 Y8-N19-M633

第59回講談社児童文学新人賞　佳作 講談社 お絵かき禁止の国 長谷川　まりる 講談社 Y8-N19-M467

第49回講談社出版文化賞　絵本賞 講談社 へろへろおじさん 佐々木マキ さく 偕成社 Y17-N17-L510

第65回産経児童出版文化賞　大賞 産経新聞社 よるのおと たむらしげる 著 ポプラ社 Y11-N17-L469

第65回産経児童出版文化賞　JR賞 産経新聞社
さかなのたまご : いきのこりをかけただ
いさくせん

内山りゅう 写真・文 福音館書店 Y2-N17-L78

第65回産経児童出版文化賞　美術賞 産経新聞社 猫魔ケ岳の妖怪 : 福島の伝説
八百板洋子 再話, 斎藤隆夫
絵

くもん出版 Y8-N18-L8

第65回産経児童出版文化賞　産経新
聞社賞

産経新聞社 こんぴら狗 今井恭子 作, いぬんこ 画 岩崎書店 Y11-N17-L345

第65回産経児童出版文化賞　フジテレ
ビ賞

産経新聞社
世界恐竜発見地図 = World Atlas of
Dinosaurs

ヒサクニヒコ 絵・文 ほるぷ出版 Y1-N17-L469
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第65回産経児童出版文化賞　ニッポン
放送賞

産経新聞社 世界を救うパンの缶詰
菅聖子 文, やましたこうへい
絵

BL出版 Y18-N17-L175

第65回産経児童出版文化賞　翻訳作
品賞

産経新聞社 うみべのまちで
ジョアン・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

評論社 Y9-N17-L153

第65回産経児童出版文化賞　翻訳作
品賞

産経新聞社 わたしがいどんだ戦い1939年
キンバリー・ブルベイカー・ブ
ラッドリー 作, 大作道子 訳

ポプラ社 Y8-N17-L135

第53回JXTG児童文化賞 ＪＸＴＧホールディングス - 奥本大三郎 - -

第47回児童文芸新人賞 日本児童文芸家協会 僕は上手にしゃべれない 椎野直弥 著 ポプラ社 Y8-N17-L135

第2回児童文芸幼年文学賞 日本児童文芸家協会 （該当作なし） - - -

第67回小学館児童出版文化賞
小学館、日本児童教育振興
財団

こんぴら狗 今井恭子 作, いぬんこ 画 くもん出版 Y8-N18-L8

第67回小学館児童出版文化賞
小学館、日本児童教育振興
財団

大名行列 シゲリカツヒコ 作 小学館 Y17-N18-L296

第56回高橋五山賞
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）

ぞうさんきかんしゃぽっぽっぽっ とよたかずひこ 脚本・絵 童心社 YKG1-L811

第17回長編児童文学新人賞　入選 日本児童文学者協会 蝶の羽ばたき、枯れ葉の音よ 森埜こみち - -

第17回長編児童文学新人賞　佳作 日本児童文学者協会 花束のカード 草香恭子 - -

第33回坪田譲治文学賞
岡山市、岡山市文学賞運営
委員会

キジムナーkids 上原正三 著 現代書館 YZ-913.6-ウエ

第34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 ぶぅぶぅママ 小路智子 作, はらだゆうこ 絵 BL出版 Y17-N19-M72

第34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 竹太郎 荻野なお - -

第34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 くらやみさん いしむらみきこ - -

第34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 サウダちゃん 有賀佐知子 - -

第34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 こぐまのアーリーとあかいぼうし わだあい 作 BL出版 Y17-N19-M71

第34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 ちいさいよる イクセリョウジ - -

第34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 さむいさむいのトナカイ ダフィ 松丘　コウ - -

第23回日本絵本賞　大賞
全国学校図書館協議会、毎
日新聞社

わくせいキャベジ動物図鑑 = The
Planet Cabbage Animal Book

tupera tupera 作・絵 アリス館 Y17-N16-L1104

第23回日本絵本賞
全国学校図書館協議会、毎
日新聞社

ばけバケツ 軽部武宏 作 小峰書店 Y17-N17-L612

第23回日本絵本賞
全国学校図書館協議会、毎
日新聞社

ドームがたり
アーサー・ビナード 作, スズキ
コージ 画

玉川大学出版部 Y17-N17-L215
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第23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

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 Y2-N16-L357

第23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

しんごうきピコリ ザ・キャビンカンパニー 作・絵 あかね書房 Y17-N17-L285

第58回日本児童文学者協会賞 日本児童文学者協会 こんぴら狗 今井恭子 作, いぬんこ 画 くもん出版 Y8-N18-L8

第51回日本児童文学者協会新人賞 日本児童文学者協会 ラブリィ! = lovely 吉田桃子 著 講談社 Y8-N17-L442

第42回日本児童文芸家協会賞 日本児童文芸家協会 オオカミのお札 1
おおぎやなぎちか 作, 中川学
絵

くもん出版 Y8-N17-L610

第42回日本児童文芸家協会賞 日本児童文芸家協会 オオカミのお札 2
おおぎやなぎちか 作, 中川学
絵

くもん出版 Y8-N17-L611

第42回日本児童文芸家協会賞 日本児童文芸家協会 オオカミのお札 3
おおぎやなぎちか 作, 中川学
絵

くもん出版 Y8-N17-L612

第56回野間児童文芸賞 野間文化財団 満月の娘たち 安東みきえ 著 講談社 Y8-N18-L5

第29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）

ツトムとネコのひのようじん にしかわおさむ ぶん・え 小峰書店 Y8-N17-L762

第34回福島正実記念SF童話賞　大賞
岩崎書店、創作集団プロミネ
ンス（前身：少年文芸作家クラ
ブ）

おれからもうひとりのぼくへ 相川郁恵 作, 佐藤真紀子 絵 岩崎書店 Y8-N18-L642

第34回福島正実記念SF童話賞　佳作
岩崎書店、創作集団プロミネ
ンス（前身：少年文芸作家クラ
ブ）

夜の遊園地 高本葵葉 - -

第22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）

ともだちいっぱい : 田代しゅうじ詩集 田代しゅうじ 著 四季の森社 YZ-911.5-タシ

3/3


