
友だち、家族、大切なひとたち

身近なひとたちとの日々の暮らし。そこに生まれる悩みやよろこび。子どもの本だからこそ書ける「幸せ」と「人生」のかたちがあります。

書名 作者 訳者 出版社 受賞
やまね
こ会員

備考

穴 ルイス・サッカー作 幸田敦子 講談社
1999年第２回やまねこ賞
読み物部門２位
1999年ニューベリー賞

シャングリラをあとにして マイケル・モーパーゴ作 永瀬比奈 徳間書店
2002年第５回やまねこ賞
読み物部門４位

◎

ブリット‐マリはただいま幸せ アストリッド・リンドグレーン作 石井登志子 徳間書店
2003年第６回やまねこ賞
読み物部門１位

アグリーガール ジョイス・キャロル・オーツ作 神戸万知 理論社
2004年第７回やまねこ賞
読み物部門２位

最後の宝 ジャネット・Ｓ・アンダーソン作 光野多惠子 早川書房
2005年第８回やまねこ賞
読み物部門１位

「トラベリング・パンツ」シリーズ アン・ブラッシェアーズ作 大嶌双恵 理論社
2005年第８回やまねこ賞
読み物部門２位

僕らの事情。 デイヴィッド・ヒル作 田中亜希子 求龍堂
2005年第８回やまねこ賞
読み物部門３位

◎

サクランボたちの幸せの丘 アストリッド・リンドグレーン作 石井登志子 徳間書店
2007年第10回やまねこ賞
読み物部門５位

バディ　たいせつな相棒 Ｖ・Ｍ・ジョーンズ作 田中亜希子 ＰＨＰ研究所
2008年第11回やまねこ賞
読み物部門５位

◎

トゥルー・ビリーヴァー ヴァージニア・ユウワー・ウルフ作 こだまともこ 小学館

2009年第12回やまねこ賞
読み物部門１位
2001年全米図書賞児童書
部門賞

「ステフィとネッリの物語」シリー
ズ『海の島』『睡蓮の池』『海の
深み』『大海の光』

アニカ・トール作 菱木晃子 新宿書房
2009年第12回やまねこ賞
読み物部門２位

殺人者の涙 アン＝ロール・ボンドゥ作 伏見操 小峰書店
2009年第12回やまねこ賞
読み物部門３位

彼女のためにぼくができること クリス・クラッチャー作 西田登 あかね書房
2011年第14回やまねこ賞
読み物部門５位

怪物はささやく パトリック・ネス作 池田真紀子
あすなろ書房／
東京創元社

2012年第15回やまねこ賞
読み物部門１位
2012年カーネギー賞・グリ
ーナウェイ賞

おいでフレック、ぼくのところに エヴァ・イボットソン作 三辺律子 偕成社
2013年第1６回やまねこ賞
読み物部門４位

マッティのうそとほんとの物語 ザラー・ナオウラ作 森川弘子 岩波書店
2014年第17回やまねこ賞
読み物部門４位

14歳、ぼくらの疾走　マイクとチ
ック

ヴォルフガング・ヘルンドルフ作 木本栄 小峰書店
2014年第17回やまねこ賞
読み物部門５位

Wonder　ワンダー Ｒ・Ｊ・パラシオ作 中井はるの ほるぷ出版
2015年第18回やまねこ賞
読み物部門1位

◎

エレナーとパーク レインボー・ローウェル作 三辺律子 辰巳出版

2016年第19回やまねこ賞
読み物部門３位
2013年ボストングローブホ
ーンブック賞

エマおばあちゃん
ウェンディ・ケッセルマン文
バーバラ・クーニー絵

もきかずこ 徳間書店
1998年第１回やまねこ賞
絵本部門３位

くまのオルソン ラスカル作／マリオ・ラモ絵 堀内紅子 徳間書店
1999年第２回やまねこ賞
絵本部門４位

ローザからキスをいっぱい ペトラ・マザーズ作 えんどういくえ ＢＬ出版
2000年第３回やまねこ賞
絵本部門３位

キツネ
マーガレット・ワイルド文
ロン・ブルックス絵

寺岡襄 ＢＬ出版

200１年第４回やまねこ賞
絵本部門２位
2001年オーストラリア児童
図書賞絵本部門賞

悲しい本
マイケル・ローゼン文
クェンティン・ブレイク絵

谷川俊太郎 あかね書房

2005年第８回やまねこ賞
絵本部門１位
2005年第52回産経児童出
版文化賞美術賞



ないしょのおともだち
ビバリー・ドノフリオ文
バーバラ・マクリントック絵

福本友美子 ほるぷ出版
2009年第12回やまねこ賞
絵本部門５位

エイモスさんがかぜをひくと
フィリップ・C.ステッド文
エリン・E.ステッド絵

青山南 光村教育図書
2010年第13回やまねこ賞
絵本部門２位

おきゃく、おことわり？
ボニー・ベッカー文
ケイディ・マクドナルド・デントン絵

横山和江 岩崎書店
2010年第13回やまねこ賞
絵本部門５位

◎

ハスの花の精リアン チェン・ジャンホン作 平岡敦 徳間書店
2011年第14回やまねこ賞
絵本部門２位

ぺろぺろキャンディー
ルクサナ・カーン作
ソフィー・ブラッコール絵

もりうちすみこ さ・え・ら書房

2011年第14回やまねこ賞
絵本部門３位
2011年ゴールデン・カイト
賞（絵本・文部門）

名前をうばわれたなかまたち タシエス作 横湯園子 さ・え・ら書房
2011年第14回やまねこ賞
絵本部門３位

かぞくのヒミツ イソール作 宇野和美 エイアールディー
2014年第17回やまねこ賞
絵本部門１位

きょうは、おおかみ
キョウ・マクレア文
イザベル・アーセノー絵

小島明子 きじとら出版
2015年第18回やまねこ賞
絵本部門３位

◎

世界のまんなかの島　わたしの
オラーニ

クレア・Ａ・ニヴォラ作 伊東晶子 きじとら出版
2015年第18回やまねこ賞
絵本部門４位

新訳　思い出のマーニー ジョーン・G・ロビンソン
ないとうふみこ
（越前敏弥共訳）

角川文庫 ◎

マリゴールドの願いごと ジェーン・フェリス
ないとうふみこ
池上小湖

小峰書店 ◎

レイミ―・ナイチンゲール ケイト・ディカミロ作 長友恵子 岩波書店 ◎

コードネーム・ヴェリティ エリザベス・ウェイン 吉澤康子 東京創元社
2013年ＭＷＡエドガー賞Ｙ
Ａ小説賞

◎

沈黙の殺人者 ダンディ・デイリー・マコール作 武富博子 評論社
2012年ＭＷＡエドガー賞Ｙ
Ａ小説賞

◎

ぼくのおじいちゃん マルタ・アルテス作 吉井一美 ＢＬ出版
2014年エズラ・ジャック・キ
ーツ賞オナーブック

◎

ホイッパーウィル川の伝説
キャシー・アッペルト＆アリスン・マ
ギー作

吉井知代子 あすなろ書房 ◎

一年後のおくりもの サラ・リーン作 宮坂宏美 あかね書房
2013年シュナイダー・ファ
ミリーブック賞

◎

ノラのぼくが、家ネコになるまで ヤスミン・スロヴェック作 横山和江 文研出版 ◎

「オリガミ・ヨーダの事件簿」シリ
ーズ

トム・アングルバーガー作 相良倫子 徳間書店 ◎

レスター先生の生徒たち
チャールズとメアリー・ラム作
ウィニフレッド・グリーン絵

牛原眞弓 未知谷 ◎

アルカーディのゴール  ユージン・イェルチン 作／絵 若林千鶴 岩波書店 ◎

ぼくのなかのほんとう
パトリシア・マクラクラン作
たるいしまこ絵

若林千鶴 リーブル ◎

『クリスマスとよばれた男の子』
『クリスマスを救った女の子（*)』

マット・ヘイグ作
クリス・モルド絵

杉本詠美 西村書店 ◎
（＊）
2017.10
刊行予定


