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2019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、2019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10回朝日学生新聞社児童文学賞 朝日学生新聞社
朝顔のハガキ : 夏休み、ぼくは「ハガキ
の人」に会いに行った

山下みゆき 作, ゆの 絵 朝日学生新聞社 Y8-N20-M249

第10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 私の過去と未来 関満奈 - -

第42回巖谷小波文芸賞  日本青少年文化センター - 田島征三 - -

第27回小川未明文学賞　大賞
小川未明文学賞委員会、上越
市

湊町の寅吉（受賞時のタイトルは「湊ま
ちの寅吉」）

藤村沙希 作, Minoru 絵 学研プラス Y8-N19-M878

第27回小川未明文学賞　優秀賞
小川未明文学賞委員会、上越
市

昔、瞽女さんが雁木の町を歩いていた
んだよ

河村一美 - -

第29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

おしっこちょっぴりもれたろう ヨシタケシンスケ 作・絵 PHP研究所 Y17-N18-L572

第29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

おしりたんてい ププッゆきやまのしろい
かいぶつ!?

トロル さく・え ポプラ社 Y17-N19-M210

第29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

ぼくはなきました
くすのきしげのり さく ; 石井聖
岳 え

東洋館出版社 Y17-N19-M431

第29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

みえるとかみえないとか
ヨシタケシンスケ さく ; 伊藤亜
紗 そうだん

アリス館 Y1-N18-L307

第29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

ぼくのばしょなのに 刀根里衣 著 NHK出版 Y17-N18-L1256

第50回講談社絵本賞 講談社 つくえはつくえ 五味太郎 [作] 偕成社 Y17-N18-L534

第41回講談社絵本新人賞 講談社 にんじゃいぬタロー 渡辺陽子 作 講談社 Y17-N20-M1108

第41回講談社絵本新人賞　佳作 講談社 はじめてのおかあさん 榊原悠介 - -

第41回講談社絵本新人賞　佳作 講談社 ぼくのバジオくん 用宗バジ - -

第41回講談社絵本新人賞　佳作 講談社 となりのおじいさん　と　ぼく もちづきかおり - -

第60回講談社児童文学新人賞 講談社 保健室経由、かねやま本館。 松素めぐり 講談社 Y8-N20-M392

第60回講談社児童文学新人賞　佳作 講談社 魔女と花火と100万円
望月雪絵 作（受賞時の著者
名は雨谷友理）

講談社 Y8-N20-M490

第60回講談社児童文学新人賞　佳作 講談社 あおいの世界 = Aoi's World 花里真希 著 講談社 Y8-N20-M489

第66回産経児童出版文化賞　大賞 産経新聞社 『それでも「ふるさと」』全３巻 豊田直巳　写真・文 農山漁村文化協会
Y1-N18-L49,
Y1-N18-L50,
Y1-N18-L74

第66回産経児童出版文化賞　JR賞 産経新聞社 しあわせの牛乳
佐藤慧　著, 安田菜津紀　写
真

ポプラ社 Y1-N18-L241

第66回産経児童出版文化賞　美術賞 産経新聞社 バッタロボットのぼうけん まつおかたつひで [作] ポプラ社 Y17-N18-L670
第66回産経児童出版文化賞　産経新
聞社賞

産経新聞社 ひだまり 林木林　文, 岡田千晶　絵 光村教育図書 Y17-N19-M112
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第66回産経児童出版文化賞　フジテレ
ビ賞

産経新聞社 たまねぎとはちみつ 瀧羽麻子 作, 今日マチ子 絵 偕成社 Y8-N19-M22

第66回産経児童出版文化賞　ニッポン
放送賞

産経新聞社 空の探検記 武田康男 著 岩崎書店 Y11-N19-M6

第66回産経児童出版文化賞　翻訳作
品賞

産経新聞社
ショッキングピンク・ショック! : 伝説の
ファッションデザイナー エルザ・スキャ
パレリの物語

キョウ・マクレア　文, ジュリー・
モースタッド　絵, 八木恭子
訳

フレーベル館 Y3-N18-L252

第66回産経児童出版文化賞　翻訳作
品賞

産経新聞社
カタカタカタ : おばあちゃんのたからも
の

リンシャオペイ さく, 宝迫典子
やく

ほるぷ出版 Y18-N18-L192

第6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6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 - 田島征三 - -

第6回JBBY賞　文学作品部門 日本国際児童図書評議会 フラダン 古内一絵 作 小峰書店 Y8-N16-L659
第6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 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

第6回JBBY賞　翻訳作品部門 日本国際児童図書評議会
お静かに、父が昼寝しております : ユ
ダヤの民話

母袋夏生 編訳 岩波書店 Y7-N16-L19

第6回JBBY賞　バリアフリー図書部門 日本国際児童図書評議会 モグモグぱっくん てのひらの会 原作 てのひらの会 Y17-N21-M1103

第6回JBBY賞　絵本原画部門 日本国際児童図書評議会 たんぽぽ 荒井真紀 文・絵 金の星社 Y11-N15-L223

第6回JBBY賞　絵本原画部門 日本国際児童図書評議会 けもののにおいがしてきたぞ ミロコマチコ 作・絵 岩崎書店 Y17-N16-L1011

第54回JXTG児童文化賞 ＪＸＴＧホールディングス - 那須　正幹 - -

第48回児童文芸新人賞 日本児童文芸家協会 わたしの空と五・七・五 森埜こみち 作, 山田和明 絵 講談社 Y8-N18-L124

第2回児童文芸ノンフィクション賞 日本児童文芸家協会 しあわせの牛乳 佐藤慧 著, 安田菜津紀 写真 ポプラ社 Y1-N18-L241

第68回小学館児童出版文化賞
小学館、日本児童教育振興財
団

ある晴れた夏の朝 小手鞠るい 著 偕成社 Y8-N18-L562

第68回小学館児童出版文化賞
小学館、日本児童教育振興財
団

くろいの 田中清代 さく 偕成社 Y17-N18-L1141

第68回小学館児童出版文化賞
小学館、日本児童教育振興財
団

わたしといろんなねこ おくはらゆめ 作絵 あかね書房 Y8-N18-L543

第57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）

ころんこっつんこ
こがようこ 脚本, 和歌山静子
絵

童心社 YKG1-L891

第57回高橋五山賞　特別賞
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）

かまた先生のアリとキリギリス 鎌田實 脚本, スズキコージ 絵 童心社 YKG1-L939

第57回高橋五山賞　絵画賞
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）

とりのおうさま
やえがしなおこ 脚本, 日紫喜
洋子 絵

童心社 YKG1-M16

第18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18回長編児童文学新人賞　佳作 日本児童文学者協会 十二歳のレジェンド 南田幹太 - -
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第34回坪田譲治文学賞
岡山市、岡山市文学賞運営委
員会

ペンギンは空を見上げる 八重野統摩 著 東京創元社
KH954-L2032
（YZ-913.6-ヤエ）

第35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 くじらすくい
 水凪紅美子 作, たなかやす
ひろ 絵

BL出版 Y17-N20-M27

第35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 イカのくせにな 髙橋ことは - -

第35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 いつか、新幹線に乗って 岸本智子 - -

第35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 あ、忘れてた。 松下好美 - -

第35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
ぴのちゃんとさむさむねこ（受賞時のタ
イトルは「こがらしの日は」）

松丘コウ 作・絵 BL出版 Y17-N20-M28

第35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 ナメクジふどうさん イクセリョウジ - -

第35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 空の落としもの もりやまかよこ - -

第35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 みて、みて、できたよ。 小林みちよ - -

第24回日本絵本賞　大賞
全国学校図書館協議会、毎日
新聞社

もぐらはすごい
アヤ井アキコ 著, 川田伸一郎
監修

アリス館 Y11-N18-L322

第24回日本絵本賞
全国学校図書館協議会、毎日
新聞社

大根はエライ 久住昌之 文・絵 福音館書店 Y1-N18-L32

第24回日本絵本賞
全国学校図書館協議会、毎日
新聞社

たぬきの花よめ道中 最上一平 作, 町田尚子 絵 岩崎書店 Y17-N18-L376

第24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

あめだま ペクヒナ 作, 長谷川義史 訳 ブロンズ新社 Y18-N18-L318

第24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

あめだま ペクヒナ 作, 長谷川義史 訳 ブロンズ新社 Y18-N18-L318

第59回日本児童文学者協会賞 日本児童文学者協会 むこう岸 安田夏菜 著 講談社 Y8-N19-M10

第52回日本児童文学者協会新人賞 日本児童文学者協会 ピアノをきかせて 小俣麦穂 著 講談社 Y8-N18-L35

第52回日本児童文学者協会新人賞 日本児童文学者協会 あさって町のフミオくん 昼田弥子 作, 高畠那生 絵 ブロンズ新社 Y8-N18-L703

第43回日本児童文芸家協会賞 日本児童文芸家協会 マレスケの虹 森川成美 作 小峰書店 Y8-N18-L792

第57回野間児童文芸賞 野間文化財団 ゆかいな床井くん 戸森しるこ 著 講談社 Y8-N19-M58

第30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）

ふでばこから空
北川チハル 作, よしざわけい
こ 絵

文研出版 Y8-N19-M407

第23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）

たとえば一人のランナーが : 半田信和
詩集

半田信和 著 竹林館
KH831-L2235
（YZ-911.5-ハン）
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