
 

 

 

 

 

  

 

賞 タイトル 著者 出版社 出版年 請求記号

大賞 ふしぎなともだち たじま ゆきひこ／作 くもん出版 2014.6 E/ﾀｼ/

みずくみに 飯野 和好／絵と文 小峰書店 2014.7 E/ｲｲ/

12にんのいちにち 杉田 比呂美／作 あすなろ書房 2014.6 E/ｽｷ/

翻訳絵本賞 ヨハンナの電車のたび
カトリーン・シェーラー／作　松永 美穂／
訳

西村書店 2014.6 E/ｼｴ/

読者賞 だいおういかのいかたろう ザ・キャビンカンパニー／作・絵 鈴木出版 2014.2 E/ｻｷ/

坪田譲治文学賞 クリオネのしっぽ 長崎 夏海／著 講談社 2014.4 C913/ﾅｶ/

講談社出版文化賞 絵本賞 ボタ山であそんだころ 石川 えりこ／さく・え 福音館書店 2014.3 E/ｲｼ/

大賞 きみは知らないほうがいい 岩瀬 成子／作　長谷川 集平／絵 文研出版 2014.10 C913/ｲﾜ/

ＪＲ賞 ニワシドリのひみつ 鈴木 まもる／文・絵 岩崎書店 2014.4 C488/ｽｽ/

美術賞 いしをつんだおとこ あきやま ただし／著 ハッピーオウル社 2014.4 E/ｱｷ/

産経新聞社賞 町工場のものづくり 小関 智弘／著 少年写真新聞社 2014.2 C509/ｺｾ/

フジテレビ賞 くろねこさん しろねこさん 得田 之久／ぶん　和歌山 静子／え 童心社 2014.7 E/ﾜｶ/

ニッポン放送賞
かまぼこができるまで
（すがたをかえるたべものしゃしんえほん　3）

宮崎 祥子／構成・文　白松 清之／写真 岩崎書店 2014.2 C619/ﾐﾔ/3

クララ先生、さようなら
ラヘル・ファン・コーイ／作　石川 素子／
訳

徳間書店 2014.9 C943/ｺｲ/

どうするジョージ! クリス・ホートン／作　木坂 涼／訳 BL出版 2014.12 E/ﾎﾄ/

日本児童文学者協会賞 あひるの手紙 朽木 祥／作　ささめや ゆき／絵 佼成出版社 2014.3 C913/ｸﾂ/

日本児童文学者協会
新人賞

どろぼうのどろぼん 斉藤 倫／著　牡丹 靖佳／画 福音館書店 2014.9 C913/ｻｲ/

日本児童文芸家協会賞 空へ いとう みく／作 小峰書店 2014.9 C913/ｲﾄ/

児童文芸新人賞 いっしょにアんべ！ 高森 美由紀／作　ミロコマチコ／絵 フレーベル館 2014.2 C913/ﾀｶ/

オオサンショウウオ
福田 幸広／しゃしん　ゆうき えつこ／ぶ
ん

そうえん社 2014.7 E/ﾌｸ/

どろぼうのどろぼん 斉藤 倫／著　牡丹 靖佳／画 福音館書店 2014.9 C913/ｻｲ/

福島正実記念SF童話賞 大賞 おばけ道、ただいま工事中!? 草野 あきこ／作 岩崎書店 2015.8 C913/ｸｻ/

ひろすけ童話賞 わたしちゃん 石井 睦美／作　平澤 朋子／絵 小峰書店 2014.7 C913/ｲｼ/

小川未明文学賞 大賞 ななこ姉ちゃん 宮崎 貞夫／作 学研プラス 2016.3 C913/ﾐﾔ/

野間児童文芸賞 うたうとは小さないのちひろいあげ 村上 しいこ／著 講談社 2015.5 F84-72/ｳﾀ15/

大賞 もったいないばあさんの てんごくとじごくのはなし 真珠 まりこ／作・絵 講談社 2014.9 E/ｼﾝ/

へいわってすてきだね 安里 有生／詩　長谷川 義史／画 ブロンズ新社 2014.6 E/ﾊｾ/

トラネコとクロネコ 宮西 達也／作・絵 すずき出版 2014.9 E/ﾐﾔ/

しんでくれた 谷川 俊太郎／詩　塚本 やすし／絵 佼成出版社 2014.4 E/ﾂｶ/

アルパカ賞 ふしぎなにじ わたなべ ちなつ／さく 福音館書店 2014.1 E/ﾜﾀ/

童話の部大賞 タンポポの金メダル 山本 早苗／作　青井 芳美／絵 BL出版 2015.1 E/ｱｵ/

絵本の部大賞 せかいのはての むこうがわ たなか やすひろ／作 BL出版 2015.1 E/ﾀﾅ/

絵本賞

翻訳作品賞

びばからす賞

ニッサン童話と絵本の
グランプリ

日本絵本賞

産経児童出版文化賞

小学館児童出版文化賞

けんぶち絵本の里大賞
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2015年の国内の主要な児童文学賞で、当館に所蔵している本をまとめました。児童図書研究室にて3月23日（火）から5月15日（日）まで 

『2015年主な児童文学賞受賞作品』を展示しています。ぜひ、手にとってご覧ください。 

 

児童資料部門マスコットキャラクター 

「ヨムヨム」 



     

 

 

 

平成２８年１月６日（水）から、定例のおはなし会として「赤ち

ゃんおはなし会」を開催しています。 

毎月１回原則第１水曜日 午前１１時から３０分間、おおむね６

か月から２歳未満のお子さまと保護者の方を対象に、おはなしのへ

やで行っています。 

この会は絵本の読み聞かせやわらべうた、ふれあいあそびを通し

て、親子のふれあいを大切にしています。赤ちゃんは大好きな人の

声を聞くとよろこびます。赤ちゃんと一緒に向き合って、ゆっくり、

楽しく、心地よい時間を共有しましょう。１つ１つをなるべくゆっ

くりと、くりかえし行うようにしています。お気に入りをみつけて、

ぜひおうちでもやってみてほしいと思います。 

 

１月から３月に実施したプログラムは次のとおりです。  

♪は、わらべうた・ふれあいあそび です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会の運営は、児童資料班職員と県立図書館ボランティアが担当して

います。わらべうたやふれあいあそびは、県立図書館ボランティアス

キルアップ講座で研修したり、お互いの経験を持ち寄って共有したり

しながら行っています。まだはじまったばかりの会ですが、参加者の

みなさんと一緒によい会に育てていきたいと考えています。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお会場の都合により、４月から定員を先着２０組とさせていただきます。 

ヨムヨム赤ちゃんおはなし会を定例開催 

１月 

♪ととけっこうよがあけた 

♪ここはとうちゃんにんどころ 

♪おふねがぎっちらこ 

♪ふねのせんどうさん 

♪いもくってぶっ！ 

♪ぺったらぺったん 

絵本「おつきさまこんばんは」 

♪さよならあんころもち 

布絵本紹介（県立ボランティア作成） 

２月 

♪ととけっこうよがあけた 

♪ここはとうちゃんにんどころ 

♪おやゆびねむれ 

♪おにさのるすに 

絵本「ママだいすき」 

♪さよならあんころもち 

布絵本紹介（県立ボランティア作成） 

３月 

♪ととけっこうよがあけた 

♪めんめんすーすー 

絵本「おいっちにのだるまさん」 

♪ふくすけさん 

♪おふねがぎっちらこ 

♪さよならあんころもち 

布絵本紹介（県立ボランティア作成） 

 

   

児童図書研究室に、わらべうた関連資料が入りました。 

いずれも個人貸出することができます。ボランティア活動を

されている方や保育関係者の方もどうぞご利用ください。 

・いっしょにあそぼうわらべうた 0・1・2 歳児クラス編 

・いっしょにあそぼうわらべうた 3・4 歳児クラス編 

・いっしょにあそぼうわらべうた 5 歳児クラス編 

・わらべうたであそぼう 年中編  （コダーイ芸研選書 22） 

・わらべうたであそぼう 年少編  （コダーイ芸研選書 21） 

・わらべうたであそぼう 年長編  （コダーイ芸研選書 23） 

・わらべうたであそぼう  （コダーイ芸研選書 20） 

・幼稚園・保育園のわらべうた・あそび 春夏 

・言ってみようわらべうた 1 

・言ってみようわらべうた 2 

 



書誌情報 著者名 出版者 出版年月 請求記号
今、この本を子どもの手に 東京子ども図書館／編 東京子ども図書館 2015.2 028.09/ﾄｳ15/
点訳絵本のつくり方 岩田 美津子／著 せせらぎ出版 2015.6 378.18/ｲﾜ16/
昔話の人間学 鵜野 祐介／著 ナカニシヤ出版 2015.5 388.1/ｳﾉ15/
藤田桜 ふくやま美術館／編集 ふくやま美術館 2014.7 726.9/ﾌｸ15/
紙芝居入門　1 一声社 2015.3 779.8/ｶﾐ15/1
角野栄子さんと子どもの本の話をしよう 角野 栄子／著 講談社 2015.8 909/ｶﾄ15/
アメリカ児童文学の歴史 レナード・S.マーカス／著 原書房 2015.9 909/ﾏｶ15/
映画になった児童文学 川端 有子／著 玉川大学出版部 2015.10 909.3/ｶﾜ15/

古田足日さんからのバトン
ありがとう古田足日さんの
会／編

かもがわ出版 2015.8 910.268/ﾌﾙ16/

コロボックルの世界へ 佐藤 さとる／監修 講談社 2015.11 913.6/ｻﾄ15/
C.S.ルイスの生涯 A.E.マクグラス／[著] 教文館 2015.5 930.278/ﾙｲ15/
グリムへの扉 大野 寿子／編 勉誠出版 2015.5 940.268/ｸﾘ15/

リンドグレーンと少女サラ
アストリッド・リンドグレーン
／[著]

岩波書店 2015.3 949.8/ﾘﾝ15/

つやまっ子に贈る読み聞かせ絵本リーフレット
つやまっ子読書プラン推進
事業実行委員会／[編]

つやまっ子読書プラン推進
事業実行委員会

[2014] L019/ﾂﾔ15/

絵本学　No.16(2014)
絵本学会『絵本学』編集委
員会／編集

絵本学会 2014.3 L019.53/ｴﾎ16/16

こわい絵本　　（別冊太陽 日本のこころ 230） 平凡社 2015.7 L019.53/ｺﾜ15/
子どもたちへ原爆を語りつぐ本　2015 広島市こども図書館／編集 広島市こども図書館 2015.6 L028.09/ﾋﾛ15/
絵本から学ぶ子どもの文化 浅木 尚実／編著 同文書院 2015.4 L371.45/ｱｻ15/
イタリア・ボローニャ国際絵本原画展　2015 松岡 希代子／編 日本国際児童図書評議会 2015.7 L726.6/ｲﾀ13/2015

国際子ども図書館児童文学連続講座講義録
平成26年度

国立国会図書館国際子ども
図書館／編集

国立国会図書館国際子ど
も図書館

2015.9 L909.05/ｺｸ06/2014

 

 

１階こどものほんのへやの奥にある、ガラスで仕切られた部屋をご存知ですか。ここは「児童図書研究室」です。 

こどもの本を研究するための資料をそろえています。どなたでも利用することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童図書研究室のごあんない 

平成２７年度に受入した児童図書研究書の一例です。 

児童図書研究書は貸出できます。（館内利用をのぞく） 

テーマ展示一覧http://www.libnet.pref.okayama.jp/event/tenji/jidoupast.htm 

2014年に出版された話題の児童書紹介リスト 
http://www.libnet.pref.okayama.jp/libnet/librarian/kensyu/h27/03/list.pdf 
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                               登録されているレファレンス事例を紹介します。 

                               レファレンス（調査・相談）は随時受付しています。 

お気軽にご相談ください。 

  参照URL： http://digioka.libnet.pref.okayama.jp/detail-jp/id/ref/M2015051312571777222 

キーワード： ＬＧＢＴ（エルジービーティー）                    平成27年5月回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

レファレンス事例紹介 
 

ヨムヨム春のおはなしまつり’１６ 
絵本の読み聞かせと工作を計画しています。ぜひ、ご参加ください。 

◆平成２8年４月 23日（土）14：00～15：30（受付開始 13：30） 
◆岡山県立図書館２階 多目的ホール  

◆先着 40名（保護者同伴可）◆事前申込み不要  ◆入場無料 

 

 

 

 

学校図書館で小学生（主に高学年）に、ＬＧＢＴ（レズビアン、ゲイ、バイセクシャ

ル、トランスジェンダー等の性的少数者セクシュアルマイノリティ）について、テー

マ展示をしたいがよい資料（読み物）はないか。 

絵本「ピンクになっちゃった！」「タンタンタンゴはパパふたり」、読み物「声をきか

せて」樫崎茜／著 講談社は確認済。 

「ＬＧＢＴってなに？」などのノンフィクション資料は除く。 

小学校5～6年生向きでは、 「超・ハーモニー」魚住直子／著 講談社 

「トライフル・トライアングル」岡田依世子／作 うめだゆみ／絵 新日本出版社 

中学生向きでは、 「カエルの歌姫」如月かずさ／著 講談社 

「キスはオトナの味」ジャクリーン・ウィルソン／著 理論社 

中学生以上では、 「快晴フライング」古内一絵／著 ポプラ社 などがある。 

 

ＬＧＢＴを取り扱ったすぐれた文学作品に贈られるラムダ賞（Lambda Literary 

Award）やストーンウォール賞（Stonewall Book Award）があるが、児童文学・ヤン

グアダルト文学部門で日本語訳の出版は少なく、当館で確認できたのは絵本「タンタ

ンタンゴはパパふたり」のみである。 

上記はいずれも県立図書館にも所蔵がある。 

 

＜情報源＞ 

●国立国会図書館 国際子ども図書館 平成25年度児童文学連続講座 11月11日 

 「児童文学とセクシャル・マイノリティ」水間千恵氏 

http://www.kodomo.go.jp/study/chair/outline/25.html#anchor4 

こちらに、レジュメとブックリストがあり他にも紹介がある。 

●「子どもの本100問100答」大阪国際児童文学振興財団編 創元社 2013 

お問い合わせ先 

岡山県立図書館サービス第一課児童資料班  Tel：086-224-1286（代表） Fax：086-224-1208 

４月２３日は 

「子ども読書の日」 


