
 

 

  国際アンデルセン賞受賞作家たち  

～「国際子どもの本の日」にちなんで～  

        

                       2021 年３月展示   

      島根県立図書館  

 

 

国際児童図書評議会（ International Board on Books for Young People：

略称 IBBY
イ ビ

）は、「子どもの本を通しての国際理解を深める」ことを理念に

掲げ、1953 年にスイスのチューリッヒで設立された国際的な組織です。

日本では、 IBBY の日本支部として、1974 年に日本国際児童図書評議会

（ J B B Y
ジェービービーワイ

）が誕生しました。現在 IBBY には 81 の国と地域が加盟してお

り、子どもの本に関する情報の収集や発信などを行っています。  

 

IBBY の活動の中で、その理念を形にし、子どもの本の質の向上に大きく

貢献しているのが、1956 年に創設された国際アンデルセン賞です。国際

アンデルセン賞は、作家・画家の全業績を対象にしており、児童文学界に

多大な功績があり、かつ存命している作家および画家に対しておくられる

賞で、「小さなノーベル賞」とも呼ばれています。これまで日本人では、赤

羽末吉（1980）、安野光雅（1984）、まど・みちお（1994）、上橋菜穂

子（2014）、角野栄子（2018）の 5 名が受賞しています。  

 

画家賞を受賞した安野さんは津和野町の出身です。トリックアートのお

もしろさや、豊かな詩情、思考の大切さを伝える本など、子どもから大人

まで楽しめる幅広い絵本を創作していることで高い評価を得ています。残

念ながら昨年 12 月に逝去されましたが、『ふしぎなえ』『もりのえほん』

など私たちの心に響くたくさんの絵本をのこされました。  

 

来月 4 月 2 日は「国際子どもの本の日」です。 IBBY の創設者であるイ

ェラ・レップマンが、子どもの本に関する一般社会の関心を喚起するため

に催事などを行う日を設けようと提案し、制定されました。この日は、デ

ンマークの童話作家ハンス・クリスチャン・アンデルセンの誕生日でもあ

ります。今回国際アンデルセン賞を受賞した国内外の作家の作品を中心に、

評伝などの関連資料を展示していますので、ぜひご覧ください。  

 

 



【受賞者の評伝、作品論など】

請求記号 書名 著者名 出版者名

010 国際アンデルセン賞の受賞者たち 国際児童図書評議会／編著
メディアリンクス・

ジャパン

010 子どもの本は世界の架け橋 イェラ・レップマン／著　森本 真実／訳 こぐま社

019 子どもの本がつなぐ希望の世界 日本国際児童図書評議会40周年記念出版委員会／編 彩流社

726 安野光雅の本 平凡社

726 絵本画家 赤羽末吉 赤羽 茂乃／著 福音館書店

726 絵本作家のアトリエ 福音館書店母の友編集部／著 福音館書店

726 絵本作家のアトリエ 福音館書店母の友編集部／著 福音館書店

726 赤羽末吉の絵本　画集 赤羽 末吉／絵 講談社

910 角野栄子エブリデイマジック 角野 栄子／著 平凡社

910 角野栄子の毎日いろいろ 角野 栄子／著 KADOKAWA

910 三人寄れば、物語のことを 上橋 菜穂子／著 青土社

910 物語のかなた 藤本 英二／著 久山社

910 物語ること、生きること 上橋 菜穂子／著 講談社

J910.2 「守り人」のすべて 上橋 菜穂子／著 偕成社

J910.2 命の意味命のしるし 上橋 菜穂子／著 講談社

911 まど・みちお 谷 悦子／著 和泉書院

911 まど・みちお 谷 悦子／文 あかね書房

914 かんがえる子ども 安野光雅／著 福音館書店

914 百歳日記 まど みちお／著 日本放送出版協会

914 物語と歩いてきた道 上橋 菜穂子／著 偕成社

雑誌
日本国際児童図書評議 JBBY３０周年記念

特別号

日本国際児童図書評

議会

【受賞者の作品】　※受賞者は太字で表記

請求記号 書名 著者名 出版者名

726 はね 曹 文軒／作　ホジェル・メロ／絵　濱野 京子／訳 マイティブック

911 どうぶつたち まどみちお／詩 すえもりブックス

911 ふしぎなポケット まど みちお／詩 すえもりブックス

F かいじゅうトゲトゲ 角野栄子／作　にしまきかやこ／絵 ポプラ社

F 魔女の宅急便 角野栄子／作　林明子／画 福音館書店

JF 獣の奏者 上橋菜穂子／作 講談社

JF 精霊の守り人 上橋菜穂子／作　二木真希子／絵 偕成社

920 サンサン 曹 文軒／著   中 由美子／訳   和歌山 静子／画 てらいんく



請求記号 書名 著者名 出版者名

J929.7 走れ、走って逃げろ ウーリー・オルレブ／作　母袋 夏生／訳 岩波書店

F3 いじわるロージー
キャサリン・パターソン／文　ジェーン・クラーク・ブ

ラウン／絵　片岡 しのぶ／訳
あすなろ書房

F3 いにしえの少女バルイェット パトリシア・ライトソン／作　百々佑利子／訳 岩波書店

F3 楽しい川辺
ロバート・イングペン／絵　ケネス・グレアム／作　杉

田 七重／訳
西村書店

F3 ブルーイッシュ ヴァージニア・ハミルトン／著　片岡 しのぶ／訳 あすなろ書房

F3 ムギと王さま ファージョン／作　石井 桃子／訳 岩波書店

F3 黄金の七つの都市 スコット・オデール／作　大塚 勇三／訳 岩波書店

F3 丘はうたう
マインダート・ディヤング／作　モーリス・センダック

／絵　脇 明子／訳
福音館書店

F3 紙人形のぼうけん マーガレット・マーヒー／作　清水 真砂子／訳 岩波書店

F3 西風がふくとき
ポーラ・フォックス／作　清水 奈緒子／訳　村田 収／

絵
文研出版

F3 天国を出ていく ファージョン／作　石井 桃子／訳 岩波書店

JF3 二つの旅の終わりに エイダン・チェンバーズ／作　原田 勝／訳 徳間書店

940 わたしが子どもだったころ ケストナー／作   高橋 健二／訳 岩波書店

940 夏には--きっと T・ハウゲン／作　木村 由利子／訳　浜田 洋子／絵 文研出版

943 ワシとハト
ジェームズ・クリュス／作   大塚 勇三／訳  寺島 竜一／

絵
岩波書店

943 世界がまだ若かったころ
ユルク・シュービガー／作　ロートラウト・ズザンネ・

ベルナー／絵　松島 富美代／訳
ほるぷ出版

943 赤ちゃんおばけベロンカ
クリスティーネ・ネストリンガー／作  フランツィスカ・

ビアマン／絵  若松 宣子／訳
偕成社

949 イップとヤネケ
アニー・M.G.シュミット／作　フィープ・ヴェステンド

ルプ／絵　西村 由美／訳
岩波書店

949 さすらいの孤児ラスムス リンドグレーン／作　尾崎 義／訳 岩波書店

949 たのしいムーミン一家（ムーミン全集 2） トーベ・ヤンソン／著　山室 静／訳 講談社

949 夜のパパ マリア・グリーペ／著　大久保 貞子／訳 ブッキング

J949.7 シーラス安らぎの時 セシル・ボトカー／作　橘 要一郎／訳 評論社

950 チンパンジーのウオロ ルネ・ギョ／作　那須辰造／訳 講談社

960 けがれなきいたずら
ホセマリア=サンチェスシルバ／作　江崎 桂子／訳，ロ

レンソ=ゴニ／絵
講談社

973 チポリーノの冒険 ジャンニ・ロダーリ／作　関口 英子／訳 岩波書店

980 ぼくらは船長 ボーフミル・ジーハ／作   栗栖継／訳 岩波書店

絵本 1はゴリラ アンソニー・ブラウン／作　さくま ゆみこ／訳 岩波書店

絵本 あいうえおの本 安野光雅／作 福音館書店

絵本 あめ イブ・スパング・オルセン／作　　ひだに れいこ／訳 亜紀書房

絵本 いつもだれかが… ユッタ・バウアー／作・絵　上田 真而子／訳 徳間書店

絵本 うさぎの島
イエルク・ミュラー／絵  イエルク・シュタイナー／文

おおしま かおり／訳
ほるぷ出版



請求記号 書名 著者名 出版者名

絵本 うまかたやまんば 赤羽 末吉／画　おざわ としお／再話 福音館書店

絵本 ウルスリのすず
アロイス・カリジェ／絵　ゼリーナ・ヘンツ／文  大塚

勇三／訳
岩波書店

絵本 おおきなおおきなおおきなおいも 赤羽末吉／作・絵 福音館書店

絵本 おおきなはてな ヴォルフ・エァルブルッフ／作　うえの ようこ／訳 朝日学生新聞社

絵本 かいじゅうたちのいるところ モーリス・センダック／作　じんぐう てるお／訳 冨山房

絵本 かさじぞう 瀬田貞二／再話　赤羽末吉／画 福音館書店

絵本 かべ ピーター・シス／作 BL出版

絵本 くろってかわいい
アナ・マリア・マシャド／作　ロサナ・ファリア／絵

もちづきひろあき／訳
新世研

絵本 ころころ パンケーキ
スヴェン=オットー／絵   アスビヨルンセン／文　 モー

／文　やまのうち きよこ／訳
偕成社

絵本 スプロケットおばさんのポケット クエンティン・ブレイク／作　　谷川 俊太郎／訳 好学社

絵本 たいせつなてがみ マックス・ベルジュイス／絵と文　　のざか えつこ／訳 セーラー出版

絵本 ダム
デイヴィッド・アーモンド／文   レーヴィ・ビンフォー

ルド／絵　久山 太市／訳
評論社

絵本 ちいさなタグボートのバラード
イーゴリ・オレイニコフ／絵　ヨシフ・ブロツキー／詩

沼野 恭子／訳

東京外国語大学出版

会

絵本 ちいさな黒いさかな
ファルシード・メスガーリ／絵　サマド・ベヘランギー

／作　かがわ ゆうこ／訳
ほるぷ出版

絵本 とおくまで
曹 文軒／文　ボーデ・ポールセン／絵　いわや きくこ

／訳
樹立社

絵本 ノアの箱舟
リスベート・ツヴェルガー／絵　ハインツ・ヤーニッ

シュ／文　池田 香代子／訳
BL出版

絵本 はたらきもののあひるどん
マーティン・ワッデル／作  ヘレン・オクセンバリー／絵

せな あいこ／訳
評論社

絵本 ファウスト
クラウス・エンジカート／絵　ゲーテ／原作　バルバ

ラ・キンダーマン／再話　酒寄 進一／訳
西村書店

絵本 ふしぎなえ 安野光雅／作 福音館書店

絵本 ふしぎなさーかす 安野光雅／作 福音館書店

絵本 もりのえほん 安野光雅／作 福音館書店

絵本 へびのクリクター トミー・ウンゲラー／作   中野 完二／訳 文化出版局

絵本 ミーシャのぼうけん
ズビグニエフ・ルィフリツキ／絵　チェスワフ・ヤン

チャルスキ／文　さかくら ちづる／訳
ほるぷ出版

絵本 みんなとちがうきみだけど
ジャクリーン・ウッドソン／作　　ラファエル・ロペス

／絵　都甲 幸治／訳
汐文社

絵本 わいわいきのこのおいわいかい
タチヤーナ・マーヴリナ／絵　レーマ・ペトルシャーン

スカヤ／文　牧野原 羊子／訳
カランダーシ

絵本 わんぱくビーテック
イジー・トゥルンカ／絵　ボフミル・ジーハ／作　ちの

えいいち／訳
ほるぷ出版

絵本 紙の町のおはなし クヴィエタ・パツォウスカー／作　ゆうき まさこ／訳 小学館

絵本 人魚ひめ
角野 栄子／文  リスベート・ツヴェルガー／絵　H.C.ア

ンデルセン／原作
小学館

絵本 聖ニコラスがやってくる!
ロバート・イングペン／絵　クレメント・C.ムーア／文

柳瀬 尚紀／訳
西村書店

絵本 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  長田 弘／訳
講談社

絵本 魔法のなべと魔法のたま
バルバラ・バルトス‐ヘップナー／文　ドゥシャン・

カーライ／絵　とおやま あきこ／訳
ほるぷ出版



国際アンデルセン賞 受賞者一覧

作家賞

受賞年 受賞者名 国

2020 ジャクリーン・ウッドソン 　Jacqueline Woodson アメリカ

2018 角野栄子 日本

2016 曹文軒（ツァオ・ウェンシュエン）　 Wenxuan Cao 中国

2014 上橋菜穂子 日本

2012 マリア・テレサ・アンドルエット　 Maria Teresa Andruetto アルゼンチン

2010 デイヴィッド・アーモンド　 David Almond イギリス

2008 ユルク・シュービガー　 Jurg Schubiger スイス

2006 マーガレット・マーヒー 　Margaret Mahy ニュージーランド

2004 マーティン・ワ ッデル 　Martin Waddell アイルランド

2002 エイダン・チェンバーズ 　Aidan Chambers イギリス

2000 アナ・マリア・マシャド 　Ana Maria Machado ブラジル

1998 キャサリン・パターソン 　Katherine Paterson アメリカ

1996 ウーリー・オルレブ 　Uri Orlev イスラエル

1994 まど・みちお 　 日本

1992 ヴァージニア・ハミルトン　 Virginia Hamilton アメリカ

1990 トールモー・ハウゲン　 Tormod Haugen ノルウェー

1988 アニー・M・G・シュミット 　Annie M. G. Schmidt オランダ

1986 パトリシア・ライトソン 　Patricia Wrightson オーストラリア 

1984 クリスティーネ・ネストリンガー　 Christine Nostlinger オーストリア 

1982 リジア・ボジュンガ・ヌーネス　 Lygia Bojunga Nunes ブラジル

1980 ボフミル・ジーハ 　Bohumil Riha 旧チェコスロバキア

1978 ポーラ・フォックス 　Paula Fox アメリカ

1976 セシル・ボトカー 　Cecil Bodker デンマーク

1974 マリア・グリーペ 　Maria Gripe スウェーデン

1972 スコット・オデール　 Scott O'Dell アメリカ

1970 ジャンニ・ロダーリ　 Gianni Rodari イタリア

1968 ジェームズ・クリュス 　James Kruss 旧西ドイツ

1968 ホセ・マリア・サンチェスシルバ　 Jose Maria Sanchez-Silva スペイン

1966 トーベ・ヤンソン　 Tove Jansson フィンランド

1964 ルネ・ギヨ 　Rene Guillot フランス

1962 マインダート・ディヤング 　Meindert DeJong アメリカ

エーリヒ・ケストナー　Erich Kastner　

『わたしが子どもだったころ』

アストリッド・ リンドグレーン　Astrid Lindgren 　

『さすらいの孤児ラスムス』

エリナー・ファージョン 　 Eleanor Farjeon 　

『本の小べや』 

1956 イェラ・レップマン　 Jella  Lepman　 旧西ドイツ

1960 ドイツ

1958 スウェーデン

1956 イギリス



画家賞

受賞年 受賞者名 国

2020 アルベルティーヌ　 Albertine スイス

2018 イーゴリ・オレイニコフ　 Igor Oleynikov ロシア

2016 ロートラウト・ズザンネ・ベルナー　 Rotraut Susanne Berner ドイツ

2014 ホジェル・メロ　 Roger Mello ブラジル

2012 ピーター・シス　 Peter Sis チェコ

2010 ユッタ・バウアー 　Jutta Bauer ドイツ

2008 ロベルト・インノチェンティ　 Roberto Innocenti イタリア

2006 ヴォルフ・エァルブルッフ　 Wolf Erlbruch ドイツ

2004 マックス・ベルジュイス 　Max Velthuijs  オランダ

2002 クェンティン・ブレイク　 Quentin Blake イギリス

2000 アンソニー・ブラウン 　Anthony Browne イギリス

1998 トミー・ウンゲラー 　Tomi Ungerer フランス

1996 クラウス・エンジカート 　Klaus Ensikat ドイツ

1994 イェルク・ミュラー 　Jorg Muller  スイス

1992 クヴィエタ・パツォウスカー 　Kveta Pacovska 旧チェコスロバキア

1990 リスベス・ツヴェルガー　 Lisbrth Zwerger オーストリア

1988 ドゥシャン・カーライ 　Dusan Kallay 旧チェコスロバキア

1986 ロバート・イングペン 　Robert Ingpen オーストリア

1984 安野光雅 日本

1982 ズビグニェフ・リフリツキ　 Zbigniew Rychlicki ポーランド

1980 赤羽末吉 　 日本

1978 スベン・オットー　 Svend Otto S. デンマーク

1976 タチヤーナ・マーヴリナ 　Tatjana Mawrina 旧ソ連

1974 ファルシード・メスガーリ　 Farshid Mesghali イラン

1972 イブ・スパング・オルセン 　Ib Spang Olsen デンマーク

1970 モーリス・センダック　 Maurice Sendak アメリカ

1968 イジー・トゥルンカ 　Jiri trnka 旧チェコスロバキア

1966 アロイス・カリジェ　 Alois Carigiet スイス

※1956年～1960年までは作品に与えられる賞だった。

　1956年のイェラ・レップマンは名誉賞を受賞。

　画家賞は1966年から加わった。


