
No. 賞 画家名 国名

1 グランプリ ウェン・シュウ コスタリカ

2 次席 フェレシュテ・ナジャフィ イラン

3 次席 アラエルディン・エルジズーリ・ナイム スーダン

4 佳作 ビンカ・グルビック・セグーラ チリ

5 佳作 エディ・サルウォノ インドネシア

6 佳作 レイラ・ファトヒザデ イラン

7 佳作 パラストゥ・ホダーパラスト・ハギ イラン

8 佳作 パリサ・アルタ イラン

9 佳作 サバ・マアスウミアン イラン

10 佳作 キム・ジョギュン 韓国

11 佳作 パク・ソヒョン 韓国

12 佳作 シェリー・ジョンソン 南アフリカ

13 佳作 タ・ヒー・ロン ベトナム

14 奨励賞 クラウジオ・マルチンス ブラジル

15 奨励賞 マウリシオ・ネグロ ブラジル

16 奨励賞 プラデュムナ・クマール インド

17 奨励賞 アリレザ・ジョダイ イラン

18 奨励賞 アテフェ・マレキジュ イラン

19 奨励賞 アズィタ・アルタ イラン

20 奨励賞 ホダ・ハダッディ イラン

21 奨励賞 マルヤム・モウリヤイ イラン

22 奨励賞 ナルゲス・モハマディ イラン

23 奨励賞 ラシン・ヘイリエ イラン

24 奨励賞 ジャイナル・アマンビング マレーシア

25 奨励賞 ディアナ・ティスナド・パルミエリ メキシコ

26 奨励賞 ロサリオ・ロマン・アロンソ メキシコ

27 奨励賞 セルギオ・T・ブマタイ　3世 フィリピン

28 奨励賞 チョ・ソンヒョン 韓国

29 奨励賞 ジ・イェジュン 韓国

30 奨励賞 キム・ヒョジン 韓国

31 奨励賞 ラドゥワ・ヘティゲ・アサンガ スリランカ

32 奨励賞 パロップ・ワンボーン タイ

33 奨励賞 ラウーフ・カライ チュニジア

Palette of Dream Colours Ⅳ: Winning Works of the 16th Noma Concours for Picture Book Illustrations from Asia, Africa and Latin America

―　野間国際絵本原画コンクール入賞作品　アジア･アフリカ･ラテンアメリカから　―

作品名

ナディとシャオ・ラン

王女

壁

昼でも夜でもない時間

少女とジャングル

ユースフとズライハー

不思議なインタビュー

ブーツ

ぼろきれと紙のあやつり人形

魔法にかけられた町

おおかみと人間

プムラとにわとり

姫君と望遠鏡

おばあちゃん

先住民の宇宙やその他のお話

歌うおおかみ

りんごの好きなお姫さま

サラとりんごジャムと川

大洪水

ザッハーク王

手紙がとどいたよ

幸せを運ぶおじいちゃんのタクシー

うり泥棒を捕まえろ

象使いと象

英雄とわな

信用できない友だち

サンサリナガときれいなおもちゃのバッファロー

アレブリヘの起源

【展示原画リスト】＊No.は第16回コンクール受賞者および受賞作品パネル、および展示案内図の番号に対応しています。展示順序とは異なります。

第16回野間国際絵本原画コンクール受賞者と作品

靴の物語

どうしよう、どうしよう！

おとしもの

スファックスはどうやってできたか

黒い雲の赤ちゃん

　開催期間　：　平成21年3月14日（土）～平成21年7月5日（日）
　  場　 所 　：　国際子ども図書館3階本のミュージアム
　  休館日 　：　月曜日，5月5日を除く国民の祝日・休日，資料整理休館日（毎月第3水曜日）
　  時　 間 　：　9：30～17：00
　  主　 催 　：　国立国会図書館国際子ども図書館/（財）ユネスコ･アジア文化センター（ACCU)
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No. 受賞歴 タイトル 画家名（出身国）、作者など 出版社 出版地・出版年 請求記号

第16回野間国際絵本原画コンクール受賞作（図書）

サバ・マアスウミアン

絵（イラン） صبا معصوميان

（おおかみと人間） 　文 　فريده خلعت بری

2 第16回奨励賞受賞作
Vovó
（おばあちゃん）

クラウジオ・マルチンス
Cláudio Martiｎs （ブラジル）作

Paulinas
São Paulo(ブラジ
ル), 2006

ACCU所蔵
ポルトガル語

3 第16回奨励賞受賞作
Outras tantas histórias indígenas de 
origem das coisas e do Universo
（先住民の宇宙やその他のお話）

マウリシオ・ネグロ
Mauricio Negro (ブラジル）絵
Daniel Munduruku 作

Global Editora
São Paulo(ブラジ
ル), 2008

ACCU所蔵
ポルトガル語

アテフェ・マレキジュ

絵（イラン） عاطفه ملکی جو

(歌うおおかみ） 再話 عبدالصالح پاک

ナルゲス・モハマディ

絵（イラン） نرگس محمدی

(英雄とわな） 文 محمد رضا يوسفی
ラシン・ヘイリエ

絵（イラン） راشين خيريه

(信用できない友だち） 再話 محمد علی　جعفری

7 第16回奨励賞受賞作
Naku, Nakuu, Nakuuu!
（どうしよう、どうしよう！）

セルギオ・T・ブマタイ ３世
SERGIO BUMATAY Ⅲ （フィリピン）絵
NANOY RAFAEL 文

Adarna House
Quezon City（フィ
リピン）, 2008

ACCU所蔵
フィリピン語
英語

8 第16回奨励賞受賞作
행복을 나르는 택시 할아버지
（幸せを運ぶおじいちゃんのタク
シー）

キム・ヒョジン
김효진（韓国）絵
신혜은文

여원미디어 서울（韓国）, 2008
ACCU所蔵
韓国語

第16回グランプリ受賞作関連の本

9
軍隊のない国コスタリカ(母と子でみる 
37)

早乙女勝元編 草の根出版会 東京, 1997 Y1-M98-122●

10 ジャングル（絵本図鑑シリーズ 14） 松岡達英作 岩崎書店 東京, 1993 Y11-4957●

11
コスタリカ（体験取材！世界の国ぐに 
5）

渡辺一夫文・写真
五十嵐義明監修

ポプラ社 東京, 2006 Y2-N06-H43●

12
カリブ海の宝石「モラ」 : 前田佳子コ
レクション

前田佳子著 パレード 大阪, 2007
KB16-H1108
（本館所蔵）

13 モラ : サンブラスの芸術 桧枝茂信著 求竜堂 東京, 1973
G185-9
（本館所蔵）

歴代グランプリ受賞者の本

گرگو
(ゴルグー）

15 第1回グランプリ受賞作
勇者プーリア : イランに古くから伝わ
る物語より

アリー・アクバル・サーデギー（イラン）絵
くろやなぎつねおやく

ほるぷ出版 東京, 1979 Y18-N03-H359

16
第2回グランプリ・第10
回奨励賞受賞者

まほうの石
ジャン・シーミン（中国）絵
ドン・メイリン作
やまねえいこ, よしのゆか訳

新世研 東京, 2003 Y18-N04-H390

17
第2回グランプリ・第10
回奨励賞受賞者

よみがえった鳳凰
張世明（中国）画
白冰文
片桐園訳

岩崎書店 東京, 1990 Y18-4807

18 第3回グランプリ受賞者
ジャガーにはなぜもようがあるの? : ブ
ラジルの民話

ジアン・カルビ（ブラジル）え
アンナ・マリア・マチャードさいわ
ふくいしげきやく

ほるぷ出版 東京, 1983 Y17-9628

19 第3回グランプリ受賞者
Asi eramos los Muiscas
（ムイスカぞくの せいかつ）

ジアン・カルビ
Gian Calvi （ブラジル）絵
Mariá de la Luz Giraldo de Puech 文

Fundación de 
Investigaciones 
Arqueológicas 
Nacionales, Banco 
de la República

Bogoda（コロンビ
ア）, c1986

Y2-A330
スペイン語

20 第3回グランプリ受賞者 ほたるのあかりがきえたよる
ジャン・カルヴィ（ブラジル）え
マリア・アリセ・レウジンゲルぶん
わだいつおやく

新世研 東京, 2000 Y18-N01-347

21
第4回グランプリ受賞作
第3回佳作受賞者

Mr. FOX
ガビン・ビショップ
Gavin Bishop （ニュージーランド）絵・文

Oxford University 
Press

Auckland（ニュー
ジーランド）, 1984

個人蔵
英語

Behnashr
ACCU所蔵
ペルシャ語

Tihrān（イラン）, 
[2008]

ACCU所蔵
ペルシャ語
ターティー語

Y17-AZ1821
ペルシャ語

ACCU所蔵
ペルシャ語

4 第16回奨励賞受賞作
گرگ آوازخوان

KANOON
Tihrān（イラン）, 
[2008]

ACCU所蔵
ペルシャ語
トルクメン語

1 第16回佳作受賞作
Tihrān（イラン）, 
[2008]

Tihrān（イラン）, 
[2008]

Shabāvīz

KANOON

Kānūn-i 
Parvarish-i Fikrī-i 
Kūdakān va Nūjav
ānān

5

6
第16回奨励賞受賞作
第13回奨励賞受賞者

رفيق و نارفيق

14 第1回グランプリ受賞者

ニクザド・ノジュミ　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　絵（イラン） نيکزاد نجومی

文 نصير ايرانی

گرگها و آدمها

第16回奨励賞受賞作
第15回次席受賞者

شگرد پهلوانان

Tihrān（イラン）, 
[1979]

【展示図書リスト】
＊№は展示順序を示しています。
＊会場内の図書に付された説明票にある国旗は、それぞれの画家の出身国を示しています。当該図書の出版国ではありません。
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No. 受賞歴 タイトル 画家名（出身国）、作者など 出版社 出版地・出版年 請求記号

22
第4回グランプリ・第3回
佳作受賞者

こうさぎのうみ
ガビン・ビショップ（ニュージーランド）作
大和和紀　訳

講談社 東京, 1998 Y18-M99-32

23
第4回グランプリ・第3回
佳作受賞者

きつねおくさまのごけっこん
ガビン・ビショップ（ニュージーランド）絵
グリム兄弟原作　江国香織訳

講談社 東京, 1996 Y18-11429

24 第5回グランプリ受賞作 さばくのきょうりゅう
康禹鉉（韓国）絵
田島伸二文

講談社 東京, 2003 Y17-N03-H1169

25 第5回グランプリ受賞者 ゆきやま
康禹鉉（韓国）絵
田島伸二文

講談社 東京, 1990 Y18-4745

26 第6回グランプリ受賞作 ナージャとりゅうおう : 封神演義
于大武（中国）絵
唐亜明文

講談社 東京, 2002 Y18-N02-110

27 第6回グランプリ受賞者 十万本の矢 : 三国志絵本
于大武（中国）絵
唐亜明文

岩波書店 東京, 1997 Y18-M98-180●

28 第6回グランプリ受賞者 西遊記
于大武（中国）絵
唐亜明文

講談社 東京, 1994 Y18-9235

29
第7回グランプリ受賞作
第2回佳作受賞者

どうぶつたちのおまつり
エンリケ・マルチネス（キューバ）絵
エンリケ・ペレス文　しみずとおる訳

講談社 東京, 1992 Y18-7124

30
第7回グランプリ受賞作
第2回佳作受賞者

シジュとふくろう : キューバ

エンリケ・マルチネス・ブランコ（キュー
バ）絵
ミゲール・バーネット・ランツァ文
しげいしみほ訳

蝸牛社 東京, 1984 Y18-885●

31
第7回グランプリ・第2回
佳作受賞者

Sinfonía de cuna
(ゆりかごの交響曲)

エンリケ・マルチネス
Enrique Martinez （キューバ）絵
Nicanor Parra文

CIDCLI
Mexico, D.F.（メキ
シコ）, 1992

Y17-A2571
スペイン語

32 第8回グランプリ受賞者 하늘 열리고  땅 열리다
（天が開いて大地が開く）

パク・ソンウァン
박성완 （韓国）絵
이수자文

보림 서울（韓国）, 1995
Y17-AZ654
韓国語

33
第9回グランプリ受賞作
第4回次席・第5回佳作
受賞者

いきもののいろえらび
セイフ・エディーン・ロウタ（スーダン）作
こだままみ訳

講談社 東京, 1998 Y18-M99-189

34
第9回グランプリ・第4回
次席・第5回佳作受賞
者

いばりんぼのおんどり
（「学研ワールド絵本」1992年6月号）

セイフ・エディーン・ロウタ（スーダン）作・
絵
もきかずこ文

学習研究社 東京, 1992
Z32-546（通号
243号）

35

第10回グランプリ受賞
作
第8回佳作・第5,6回奨
励賞受賞者

やっぱりゾウがいちばん
モハマド・ユソフ・ビン・イスマイル（マレー
シア）さく
きむらたけおぶん

オリコン・エンタテ
インメント

東京, 2004 YU81-H304

36
第10回グランプリ・第8
回佳作・第5,6回奨励賞
受賞者

Sebuah taman permainan
（遊園地）

モハマド・ユソフ・イスマイル
Mohad Yusof Ismail （マレーシア）絵・文

Dewan Bahasa dan 
Pustaka, 
Kementerian 
Pelajaran Malaysia

Kuala Lumpur（マ
レーシア）, 1985

Y17-AZ947
マライ語

37
第11回グランプリ・第10
回奨励賞受賞者

（マジェドと友だち）
（「アジア・アフリカ・ラテンアメリカ　絵
本イラストレーション : 野間国際絵本
原画コンクール入賞作品集」’99か
ら）

フセイン・ジャマアーン
Hussein Gamaan （スーダン）絵
ユネスコ・アジア文化センター編

ユネスコ・アジア文
化センター

東京, 1999 Z42-236

38
第12回グランプリ・第9
回佳作受賞者

Move faster, pigeons
（鳩さん、もっと早く動いて）

ナスリン・ホスラビ　
Nasrin Khosravi （イラン）絵
Ali Akbar Irandoost 文
Marianne Mitchell 英文

Shinseken 東京, 2003
Y17-B2588
英語

39
第13回グランプリ受賞
作
第10回佳作受賞者

Yo tengo una casa
（わたしの家）

クラウディア・レニャッツィ
Claudia Legnazzi （アルゼンチン）絵・文

Fondo de Cultura 
Economica

Mexico, D.F.（メキ
シコ）, 2001

個人蔵
スペイン語

40
第10回佳作受賞作
第13回グランプリ受賞
者

Los juegos de Carolina y Gaspar
（カロリーネとガスパールの秘密の遊
び）

クラウディア・レニャッツィ
Claudia Legnazzi （アルゼンチン）絵
Augusto Roa Bastos 文

CIDCLI
Mexico, D.F.（メキ
シコ）, 1994

Y17-A1959
スペイン語

41
第13回グランプリ・第10
回佳作受賞者

Federico y el mar 
（フェデリコと海）

クラウディア・レニャッツィ
Claudia Legnazzi （アルゼンチン）絵
Graciela Montes 文

Editorial 
Sudamericana

Buenos Aires（ア
ルゼンチン）, 
1996

Y17-A3296
スペイン語

42
第14回グランプリ受賞
作

ぼくのうちはゲル
バーサンスレン・ボロルマー（モンゴル）
絵・文
長野ヒデ子訳

石風社 福岡, 2006 Y18-N06-H172

43
第14回グランプリ受賞
者

モンゴルの黒い髪
バーサンスレン・ボロルマー（モンゴル）
絵・文
長野ヒデ子訳

石風社 福岡, 2004 Y18-N05-H79●

44
第15回グランプリ受賞
者

（ホタルが光るようになったわけ）
（「アジア・アフリカ・ラテンアメリカ　絵
本イラストレーション : 野間国際絵本
原画コンクール入賞作品集」2007か
ら）

プラデュムナ・クマール
Pradyumna kumaｒ （インド）絵
ユネスコ・アジア文化センター編

ユネスコ・アジア文
化センター

東京, 2007 Z42-236

歴代次席受賞者の本

45
One day
『ぼくとアプー』

ジャグデシュ=ジョシー
Jagdish Joshi (インド)文・絵

National Book 
Trust

New Delhi(インド),
1999

Y17-A4943
英語

46 ぼくとアプー
ジャグデシュ=ジョシー(インド)作・絵
渡辺茂男文

講談社 東京, 1984 Y18-291 

第2回次席受賞作
第10回奨励賞受賞者
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No. 受賞歴 タイトル 画家名（出身国）、作者など 出版社 出版地・出版年 請求記号

47
第2回次席・第10回奨
励賞受賞者

The sun and the moon 
（太陽と月）

ジャグデシュ=ジョシー
Jagdish Joshi (インド)絵
Varsha Das 文

National Book 
Trust

New Delhi(インド),
2000

Y17-A4944● 
英語

48 第2回次席受賞者
Cartas lunares
（月の手紙）

ルイ・デ･オリヴェイラ
Rui de Oliveira （ブラジル）文・絵

Editora Record 
Rio de Janeiro（ブ
ラジル）, 2005

Y17-B8682
ポルトガル語

49
第３回次席・第10回佳
作受賞者

中国神话故事　第二冊
ファン・ジェンナン
馮健男（中国）[等]編・絵

海豚出版社 北京（中国）, 1997
Y5-AZ469
中国語

50 第3回次席受賞者

（偉大である夢）
（「アジア・アフリカ・ラテンアメリカ絵
本イラストレーション : 第3回野間コン
クール作品集」’８２ から）

ルイス･カブレーラ･エルナンデス
Luis Cabrera Hernandez （キューバ）絵
ユネスコ・アジア文化センター編

講談社 東京, 1983 KC482-103

51
第５回佳作受賞作
第9回グランプリ・第４回
次席受賞者

火をぬすまれただちょう
: スーダン

セイフ・エディーン・ロウタ（スーダン）絵・
文
遠山博文訳

蝸牛社 東京, 1991 Y18-5938 

52
第4回次席受賞作
第9回佳作受賞者

Chitku
（ねずみのチトク）

ムリナル・ミトラ　　　　　　　　　　　　　　　　
Mrinal Mitra （インド）絵　
Surekha Panandiker 作

Children's Book 
Trust

New Delhi(インド）, 
c1984

Y17-A3534
英語

53
第5回次席・第7回佳作
受賞者

（驚きの町）
（「アジア・アフリカ・ラテンアメリカ絵
本イラストレーション : 野間国際絵本
原画コンクール入賞作品集」’87か
ら）

エドゥアルド・ムニョス・バック
Eduardo Munoz Bachs （キューバ）絵
ユネスコ・アジア文化センター編

講談社 東京, 1987 Z42-236

54
第5回次席・第6回佳作
受賞者

ちょうちんまつり
徐楽楽（中国）絵
唐亜明文

木城えほんの郷
木城町(宮崎県), 
2003

Y18-N03-H288● 

55
第8回奨励賞受賞作
第6回次席・第9回奨励
賞受賞者

クムクボリクラ王子
 : ナイジェリア

アデモラ・アデコラ（ナイジェリア）文・絵
ヒロコ・ムトー訳

蝸牛新社 東京, 2000 Y18-N00-372●

56
第6回次席・第4回奨励
賞受賞者

（タイのお菓子）
（「アジア・アフリカ・ラテンアメリカ絵
本イラストレーション : 野間国際絵本
原画コンクール入賞作品集」’89から)

クルックブン・ヨンマナーク
Krirkbura Yomnak （タイ）絵
ユネスコ・アジア文化センター編

講談社 東京, 1989 Z42-236

57
第７回次席・第9回佳
作・第8,10回奨励賞受
賞者

（王子になったシンデララス)
（「アジア・アフリカ・ラテンアメリカ絵
本イラストレーション : 野間国際絵本
原画コンクール入賞作品集」’91から

M・サリム
M.Salim （インドネシア）絵
ユネスコ・アジア文化センター編

講談社 東京, 1991 Z42-236

58 第７回次席受賞者

（木のうた）
（「アジア・アフリカ・ラテンアメリカ絵
本イラストレーション : 野間国際絵本
原画コンクール入賞作品集」’91から)

マハムッド・ジャハッラ
Mahmoud　Gahalla （スーダン）絵
ユネスコ・アジア文化センター編

講談社 東京, 1991 Z42-236

59
第8回次席受賞作
第7回奨励賞受賞者

魔法のかたつむり : メキシコ V.ブロエク（メキシコ）文・絵　加藤耕子訳 蝸牛新社 東京, 2000 Y18-N00-359●

60 ねずみのけっこん : マヤ族の昔話

ファブリシオ･ヴァンデン・ブレイク （メキシ
コ）絵
ジュディス・デュプレ文
晴海耕平訳

童話館 長崎, 1994 Y18-10201

61
La boda de la ratonc ita : una 
leyenda Maya
『ねずみのけっこん』

ファブリシオ･ヴァンデン・ブレイク
Fabricio Vanden Broeck （メキシコ）絵 
Judith Dupre 文  Carlos Ruvalcaba 翻訳

Santillana
Miami（アメリカ）, 
c1997

Y17-A3280 
スペイン語

62
第8回次席受賞作
第5,7回佳作・第6回奨
励賞受賞者

なぞをとく少年 : モンゴル 
ムンフジン・チュールテミン（モンゴル）
文・絵　大貫美佐子訳

蝸牛新社 東京, 2000 Y18-N00-369●

63
第9回次席受賞作
第15回奨励賞受賞者

夢みるこどもたち : イラン 
レザ・ラバサニ（イラン）文・絵
西岡直樹訳

蝸牛新社 東京, 2000 Y18-N00-362●

64
第９回次席受賞作
第10回佳作・第14回奨
励賞受賞者

森をすくったシンバ: キューバ
E．レイエス（キューバ）絵
M．バスケスペレス文　片山和子訳

蝸牛新社 東京, 2000 Y18-N00-371●

65 おい、カエルくん！
ピエト・フロブラー（南アフリカ）さく
ごうどまちやく

オリコン・エンタテ
インメント

東京, 2004 YU81-H370

66
Mia's mom 
(ミアのママ)

ピエト・フロブラー
Piet Grobler （南アフリカ）絵 
Marita van der Vyver 文

Human & 
Rousseau

Cape Town(南アフ
リカ), 2005

Y17-B9055
英語

67 ひかりがうまれたとき
イレネ・サビノ（ヴェネズエラ）え
イヴォネ・リバスさいわ
みやかわけんじやく

新世研 東京, 2002 Y18-N03-H253

68
El dueño de la Luz：cuento Warao
『ひかりがうまれたとき』

イレーネ・サヴィーノ
Irene Savino （ベネズエラ）絵
Ivonne Rivas 編

Ediciones Ekare
Caracas （ベネズ
エラ）, c1994

Y17-A5296
スペイン語

راز آن درخت: حکايتی از مثنوی مولوی  フィルーゼ・ゴルモハマディ

（木の秘密：ルーミーの詩から） Feeroozeh Golmohammadi （イラン）絵

70 第11回次席受賞者

（やせっぽっちの兵隊）
（「アジア・アフリカ・ラテンアメリカ絵
本イラストレーション : 野間国際絵本
原画コンクール入賞作品集」’99か
ら）

フェルディナンド・R・ドクトレロ
Ferdinand R. Doctolero （フィリピン）絵
ユネスコ・アジア文化センター編

ユネスコ・アジア文
化センター

東京, 1999 Z42-236

Tihrān（イラン）,　
69افق2007

未整理
ペルシャ語

第11回次席・第
6,7,8,12回佳作・第10
回奨励賞受賞者

第10回次席受賞作

第8回次席・第7回奨励
賞受賞者

第10,13回次席・第
11,12回奨励賞受賞者
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71 第12回次席受賞者

(色づくりの名人）
（「アジア・アフリカ・ラテンアメリカ絵
本イラストレーション : 野間国際絵本
原画コンクール入賞作品集」　2000か
ら）

イー・ヘギョン
Lee,Hye Kyung （韓国）絵
ユネスコ・アジア文化センター編

ユネスコ・アジア文
化センター

東京, 2000 Z42-236

72
第12,15回次席・第
13,14回佳作・第11回奨
励賞受賞者

東南アジアを知る事典　新版
ジャイナル・アマンビング（マレーシア）
[カバー絵]

平凡社 東京, 2008 292-ﾄｳ-23●

73
第13回次席受賞作
第14回佳作受賞者

호랑이  잡은 아들
（トラを捕まえた息子）

パク・チョル・ミン
박철민  (韓国)絵
조호상  文

웅진닷컴 서울（韓国）, 2003
Y17-AZ3747
韓国語

74 炭焼きのおじいさん
ツェン・ロン（中国）再話・絵
はくきょい原作
ふせまさこ文

新世研 東京, 2002 Y18-N03-H411

75
The old charcoal man
『炭焼きのおじいさん』

ツェン・ロン
Cen Long （中国）再話・絵
Po Chu-i 原作

Shinseken 東京, 2002
Y17-B2356 
英語

76 第14回次席受賞者

(動物たちの競走)
（「アジア・アフリカ・ラテンアメリカ絵
本イラストレーション : 野間国際絵本
原画コンクール入賞作品集」　2005か
ら）

サラー・エルディン・イブラヒム・アダム
Salah Eldin Ibrahim Adam（スーダン）絵
ユネスコ・アジア文化センター編

ユネスコ・アジア文
化センター

東京, 2005 Z42-236

قصه برۀ سرخ و شاهزادۀ غمگين ナルゲス・モハマディ

（笑わないお姫さま） 絵（イラン）　نرگس محمدی

Heinz Yanish 作

ACCU出版資料

78 アジアの友だちに会おう！ ユネスコ・アジア文化センター企画 東京書籍 東京, 2003 Y2-N03-H56●

79
Meet My Friends!　
(アジアの友だちに会おう！)

Asia/Pacific Cultural Centre for 
UNESCO

ACCU 東京, 2001
Y2-B43●
英語

80
Hăy Làm quen Với các bạn Cu ̉a tôi!

(アジアの友だちに会おう！)
Asia/Pacific Cultural Centre for 
UNESCO

ACCU 東京, 2001
Y5-AZ1728
ベトナム語

 ديداربا  دوستان
(アジアの友だちに会おう！)

ديداربا  رفيقان
(アジアの友だちに会おう！)　

زمادملګرو سره ووينئی
(アジアの友だちに会おう！)　

84

Trees：an ecology book for children 
on Asian-Pacific trees
（木：アジア太平洋の木々についての
子どものための環境の本)

Asia/Pacific Cultural Centre for 
UNESCO

ACCU 東京, 1995
Y11-A1029
英語

85
Water : water in Asian/Pacific 
countries
(水：アジア太平洋の国々の水）

Asia/Pacific Cultural Centre for 
UNESCO

ACCU 東京, 1997
Y11-A792
英語

86
The Sun : the sun and Asian／Pacific 
countries
(太陽：太陽とアジア太平洋の国々）

Asia/Pacific Cultural Centre for 
UNESCO

ACCU 東京, 1998
Y11-A793
英語

87

The earth: Asian/Pacific 
copublication programme : an 
ecology book for children in Asian 
and Pacific countries
(地球：アジア太平洋の国々の子供の
ための環境の本）

Asia/Pacific Cultural Centre for 
UNESCO

ACCU 東京, 1999
Y11-B187
英語

88
Inamura　no　hi-Tsunami Rescue
（稲むらの火）

Crisis & Environment Management 
Policy Institute監修

ACCU 東京, 2007
Y3-B165
英語

89 Mina Smiles/ミナの笑顔 ユネスコ・アジア文化センター企画 ACCU 東京, [2007]
YL321-J4172
（本館所蔵)
37言語

90 ミナの村と森 ユネスコ・アジア文化センター企画 ACCU 東京, [2008] ACCU所蔵

91 ミナの防災村づくり スタジオゼロ制作 ACCU 東京, 2008 YLZ11-J445

92
Animal in Asian tradition intangible 
cultural Heritage（ICH) around us
(アジアの無形文化遺産と動物たち）

Asia/Pacific Cultural Centre for 
UNESCO

ACCU 東京, c2007

YZ-389-B29
KD91-5
(本館所蔵)
英語

93
ACCUアジア太平洋ESDフォトメッ
セージ：伝えたいもの－無形文化遺
産

ユネスコ・アジア文化センター編 ACCU 東京, c2008
K275-J89
(本館所蔵)

94
未来へのまなざし：アジア太平洋持続
可能な開発のための教育(ESD)の10
年

ユネスコ・アジア文化センター企画 ACCU 東京, 2007
EG281-J17
(本館所蔵)

77 第15回次席受賞作

Kānūn-i 
Parvarish-i Fikrī-i 
Kūdakān va Nūjav
ānān
Kānūn-i 
Parvarish-i Fikrī-i 
Kūdakān va Nūjav
ānān

83
［National Book 
Foundation］

Islāmābād(パキス
タン）, 2002

Y5-AZ173２●
ペルシャ語

Y5-AZ1733
ダリ語

Y5-AZ1734 
パシュト語

Tihrān（イラン）, 
2001

Tihrān（イラン）, 
2001

82

未整理
ペルシャ語

Tihrān（イラン）,
[2008]

KANOON

81

第9回奨励賞受賞作
第14回次席受賞者

Asia/Pacific Cultural Centre for 
UNESCO

Asia/Pacific Cultural Centre for 
UNESCO

Asia/Pacific Cultural Centre for 
UNESCO
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95 アジア太平洋の楽器　1
アジア・太平洋地域音楽教材共同制作
事業専門家会議企画・編集

ACCU 東京, 1997 ACCU所蔵

96 アジア太平洋の楽器　2
アジア・太平洋地域音楽教材共同制作
事業専門家会議企画・編集

ACCU 東京, 1998 ACCU所蔵

97 アジア太平洋の楽器　3
アジア・太平洋地域音楽教材共同制作
事業専門家会議企画・編集

ACCU 東京, 1999 ACCU所蔵

アジアの本

98
第13回佳作受賞作
第10回佳作受賞者

열두 띠 이야기 
（十二支の物語）

リー・チュンギル
이춘길（韓国）絵
정하섭文

보림 서울（韓国）, 2001
Y17-AZ3230
韓国語

99 第5回佳作受賞者 山になった巨人 : 白頭山ものがたり
リュウ・チェスウ(韓国）作・絵
イ・サンクム, まついただし共訳

福音館書店 東京, 1990 Y18-4597●

100 第10回佳作受賞作
표범의 얼룩무늬는 어떻게
생겨났을까？
（ヒョウがまだらになったわけ）

ソン・スジョン
송수정 （韓国）絵
루디야드키플링 原作

재미마주 서울（韓国）, 1997
Y17-AZ2267
韓国語

101 第4回佳作受賞者 猎人传
ジュ・チァンリァン
朱成梁 （中国）絵　方夏 文

浙江少年儿童出
版社

杭州（中国）, 1990 Y2-AZ568● 　　　
中国語

102 第5回奨励賞受賞作 ナンゴーとあし笛:中国
王烈 （中国）絵・文
片山和子, 荒川豊子訳

蝸牛社 東京, 1991 Y18-5945

103 第3回佳作受賞者 金の瓜と銀の豆
ホー・ミン(中国)え
チャオ・エンイぶん
きみじまひさこやく

ほるぷ出版 東京, 1980 Y17-7182

104 第5回奨励賞受賞者 はなたかだかのぶげいしゃ
王暁明 （中国）絵
蒲松齢原作, 宏春改編

らくだ出版 東京, 1991 Y18-7515

105
第5回佳作受賞作
第2回佳作受賞者

くいしんぼうのチビワニ：マレーシア
ザイヌディン・ジャミル （マレーシア)絵・
文
本城和子訳

蝸牛社 東京, 1991 Y18-5940

106 第10回佳作受賞作 めんどりのさがしもの
 フランシス・アルカラス（フィリピン）さい
わ・え　ふせまさこやく

新世研 東京, 2001 Y18-N02-289●

107 第5回奨励賞受賞作 神さまとひきがえる：ベトナム
ディン・ルゥク（ベトナム）絵・文
小比賀優子訳

蝸牛社 東京, 1991 Y18-5946

108 第11回奨励賞受賞作
ตนไมใกลตัว
（身のまわりの木）

プリーダー・パンヤーチャン
Prīdā Panyāčhan （タイ）絵・文

Amarin Printing 
and Publishing

[Bangkok] （タイ）, 
1995

Y17-AZ1111●
タイ語

109 第2回佳作受賞者
The Redhill : a Singapore folktale
（赤い丘：シンガポールの民話）

カン･シャン・メイ
Kwan Shan Mei （シンガポール）絵
Chia Hearn Chek 再話

Alpha Presｓ
Singapore(シンガ
ポール), 1974

Y17-A1483
英語

110
第9回佳作受賞作
第5,10,11回奨励賞受
賞者

地球が緑になったわけ：バングラデ
シュ

ナイマ・ハク （バングラデシュ）文・絵
本山央子訳

蝸牛新社 東京, 2000 Y18-N00-370●

111 第7回奨励賞受賞作 ヤクの冒険：ブータン
カーマ・ワンディ（ブータン）文・絵
アラキ・トキ訳

蝸牛新社 東京, 2000 Y18-N00-368●

112 第9回佳作受賞作 菜食主義のねこ：インド
キティシュ・チャタジー（インド）絵・文
くろかわたえこ訳

蝸牛新社 東京, 2000 Y18-N00-367●

113 第1，2回佳作受賞者 ヒマラヤのふえ
A． ラマチャンドラン（インド）さく・え
きじまはじめやく

福音館書店 東京, 1976 Y17-4994●

114 第1回ACCU賞受賞者 リーラちゃんとすいか
マリリン･ハーシュ(インド）ぶん・え
マヤ・ナラヤンぶん
おかべうたこやく

ほるぷ出版 東京, 1976 Y17-5261

115 第3回佳作受賞作 かさどろぼう
シビル・ウェタシンハ （スリランカ）さく
いのくまようこやく

福武書店 東京, 1986 Y18-2029●

116 第3回佳作受賞者 きつねのホイティ
シビル・ウェッタシンハ（スリランカ）さく　
まつおかきょうこやく

福音館書店 東京, 1994 Y18-8905●

117 第6回奨励賞受賞作 ながいながいかみのおひめさま
ヴァンダナー・ビシュト（インド）絵
コーミラー・ラーオーテ文
木坂涼訳

アートン 東京, 2006 Y18-N06-H246

118
第7回佳作受賞作
第4回佳作受賞者

ずるがしこいジャッカル：ネパール
テクビール・ムキヤ（ネパール）文・絵
小林孝子訳

蝸牛新社 東京, 2000 Y18-N00-361●

中東の本

119 第4回佳作受賞者 赤ひげのとしがみさま

ファルシード・メスガーリ（イラン）え
ファリード・ファルジャーム，
ミーム・アザードさいわ　
さくらだまさこ，いのくまようこやく

ほるぷ出版 東京, 1984 Y18-1068

120 第5回奨励賞受賞者 かぜにのるまち
ベヒッチ・アク（トルコ）作・絵
面谷哲郎文

学習研究社 東京, 1997 Y18-N00-455

121 第8回佳作受賞作 森のこえ: トルコ
フェリドゥン・オラール （トルコ）文・絵
遠山博文訳

蝸牛新社 東京, 2000 Y18-N00-360●

הארנב ממושי
（うさぎのマンムーシー）

123 第9回奨励賞受賞者 鬼の毛三本 : イランのむかしばなし
ナイエレ・タガビ（イラン）さいわ・え
さいとうゆうこぶん

新世研 東京, 2000 Y18-N03-H602

122 第8回奨励賞受賞者
アミ・ルビンガー　　　　　　　　　　　　　　　
Amin Rubinger （イスラエル）絵
Shelomit Kohen-Asif 作

Hakibbutz 
Hameuchad

Tel Abhībh（イスラ
エル）, 1988

Y17-AZ2050
ヘブライ語
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افسانه ديو  و دختر

（悪魔と娘の物語）

شهرزاد

（シャハラザード）

بيست افسانۀ ايرانی ペイマン・ラヒミザデ 

پژمان رحيمی زاده （イラン）絵

（２０のイランの神話） 作 مصطفی  رحماندوست
127 第13回佳作受賞者 ぼくの月わたしの月

アナヒタ・テイムリヤン（イラン）さく・え
ふせまさこぶん

新世研 東京, 2003 Y18-N04-H393

128 第13回奨励賞受賞者

Тазша Баланың 　Таң
ғажайыл Тірлігі=При
ключения  Тазша Б
алы＝Adventures of Tazsha Bala 
（タズシャ・バラの冒険）

メンディバイ・アリン
[Mendibay Alin（カザフスタン）絵]
Qadyr Myrzaliev 再話

Алматыкi
ап

Алматы  
（カザフスタン）, 
2002

Y17-B5362
カザフ語
ロシア語
英語

صيادان ماه

（月の狩人）

خاله خاله جان، بابا مهربان
アリ・ナムバル

絵（イラン） علی نامور

（すてきなおばさんとやさしいおじさ
ん）

文　مصطفی رحماندوست

خرگوش باهوش و مامان زاغی
アミール・シャアバニプール

絵（イラン） امير شعبانی پور

（かしこいウサギとカササギ母さん） 文 　زهره مهروی پور

روباه
アミール･シャアバニプール

絵（イラン） امير شعبانی پور

（きつね） 作 کامبيز کاکاوند

تاپ  تاپ تاپ
アフラー･ノーバハール

絵（イラン） افرا نوبهار

（ドキ、ドキ、ドキ） 文 فاطمه مشهدی رستم

زمين ما، دل ما モハマド・レザ・ラバサニ

絵（イラン） محمد رضا لواسانی

（私たちの地球、私たちの心） 文　اسد اهللا شعبانی

جاده
ネギーン・エテサビアーン

絵（イラン） نگين احتسابيان

（道） 文 محمد  رضا  شمس

سرزمين نيلوفرها アリー・ブザーリー
絵（イラン） علی بوذری

（スイレンの国） 文　فريده خلعت بری

137 第15回奨励賞受賞者 ごきぶりねえさんどこいくの？
モルテザー・ザーヘディ（イラン）絵
M.アーザード再話　愛甲恵子訳

ブルース・インター
アクションズ

東京, 2006 Y18-N06-H402●

مائدة القط アル・ラバット
Al-Labbad　(レバノン）絵

（おすねこの食卓） Zakariyｙā Tāamir 文

מסע על קורקינט 
（バイクの旅）

オセアニア・アフリカの本

140 第4回佳作受賞作 キコと愛犬ベイク
マーロン・ケリナド（パプアニューギニア）
絵・文 　アラキ・トキ訳

蝸牛社 東京, 1991 Y18-5947

141 第2回佳作受賞者
Lily and the present
（リリーとプレゼント）

Christine Ross （ニュージーランド）絵・
文

Methuen 
Children's Books

London(イギリス）, 
1992

Y17-A6918
英語

142
第6回佳作・第10回奨
励賞受賞者

Ua aoga ana John E. Robinson（フィジ－）絵・文
Institutte of 
Educatibn

Suva, 1996
Y17FJ-B2120　
サモア語

143
第6回佳作・第10回奨
励賞受賞者

Ana goes to school
（アナは学校へ行く）

John E. Robinson（フィジ－）絵・文
Institutte of 
Educatibn

Suva, 2002
Ｙ17-Ｂ2122 
英語

144 みにくいあひるの子
ロバート・イングペン（オーストラリア）絵
Ｈ・Ｃ・アンデルセン原作
角野栄子文

小学館 東京, 2004 Y18-N04-H407

145
大きなにじへび : ディック・ラウジィの
絵本

ディック・ラウジィ（オーストラリア）さく・え
白石かずこやく

集英社 東京, 1980 Y17-7497

146 森と海のであうところ
ジーニー・ベイカー（オーストラリア）作・
絵
百々佑利子訳

佑学社 東京, 1988 Y18-3459

Tihrān（イラン）, 
[2004]

Y17-AZ1783
ペルシャ語

Y17－AZ3813 　　
ペルシャ語

第13回佳作受賞者 Ofoq publishers

Y17－AZ3846 　　
ペルシャ語

124

Y8-AZ3971
ペルシャ語

125

126

129 第14回佳作受賞作

第13回佳作受賞作
第12回奨励賞受賞者

第11回佳作受賞者

キャリム・ナセル

絵（イラン） کريم نصر

作 شکوه قاسم نيا
Chīdāysh

アミン・ハサンザーデ

イラン）絵) امين حسن زاده

文 محمد  رضا  شمس
Shabāvīz

Shabāvīz
Tihrān（イラン）, 
[2002]

ファルシデ・シャフィ

絵（イラン） فرشيد شفيعی

作 فريده خلعتبری
Shabāvīz

Tihrān（イラン）, 
[2005]

Tihrān（イラン）, 
［2001］

130

131

132
第15回佳作受賞作
第14回奨励賞受賞者

第14回佳作・第15回奨
励賞受賞者

(未整理)
ペルシャ語

第14回奨励賞受賞作
第15回佳作受賞者

Shabāvīz
Tihrān（イラン）, 
[2004]

未整理
ペルシャ語

Shabāvīz
Tihrān（イラン）, 
[2006]

133

134

135

136

138

Y17-AZ３６２９
ヘブライ語

139
Hilah Habkin（イスラエル）絵　
Dani'elah Karmi作

Am Oved
Tel Abhībh（イスラ
エル）, 2003

Shabāvīz
(未整理)
ペルシャ語

Dār al-Fatāal-
Arabī

Y17-AZ4072
アラビア語

第15回奨励賞受賞作 Shabāvīz
Tihrān（イラン）, 
[2006]

(未整理)
ペルシャ語

第15回奨励賞受賞作
第9回次席受賞者

Kānūn-i 
Parvarish-i Fikrī-i 
Kūdakān va Nūjav
ānān

Tihrān （イラン）, 
[2006]

(未整理)
ペルシャ語

第15回佳作受賞作 Shabāvīz
Tihrān(イラン）, 
[2006]

(未整理)
ペルシャ語

Y17-AZ3853
ペルシャ語

Tihrān（イラン）, 
[1997]

第15回奨励賞受賞作
Tihrān（イラン）, 
[2006]

レバノ）  بيروت

ン）,  1975
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147
第3回佳作受賞作
第2,6回奨励賞受賞者

いなくなった少女と小人
ヤオ・ボアチ・ガナッタ（ガーナ）文・絵
若林千鶴子訳

蝸牛社 東京, 1984 Y18-889

148 第14回佳作受賞者
Die meisie wat soos'n bottervoël
sing　
 (魔法の鳥のように歌った娘）

アリダ・ボスマ
Alida Bothma（南アフリカ）絵
Corlia Fourie作

Human & Rousseau
Kaapstad
（南アフリカ）, 
1990

Y17-A3542
アフリカーンス語

149 第9回奨励賞受賞作 動物バス
バーバラ・マクガイア （ジンバブエ）絵
H.ニコル文
柳生圭訳

蝸牛社 東京, 2000 Y18-N00-364●

ラテンアメリカの本

150 第15回奨励賞受賞者
Leyendas del Ecuador
(エクアドルの伝説）

マルコ・ハビエル・チャモロ・アルダス
Marco Chamorro（エクアドル）絵
Edgar Allan García文

Alfaguara
Quito（エクアド
ル), 2000

Y8-A5362
スペイン語

151
第9回次席・第14回奨
励賞受賞者

Paxaros de papel
(紙の小鳥）

ラサロ・エンリケス・レイエス
Lazáro Enriquez（キューバ）絵
Marilar Aleixandre文 
Lazáro Enriquez原作

Xerais
Vigo（スペイン）, 
2001

Y17-B3324
ガリシア語

152 第10回奨励賞受賞者
El mosquito zumbador
『ねむりたいのに』

グロリア・カルデロン　　　　　　　　　　　　
Gloria Calderon（コロンビア）絵
Veronica Uribe作

Shinseken 東京, 2001
Y17-A7613
スペイン語

153
第11回佳作・第6回奨
励賞受賞者

とべ！クリプス ハイメ・コルテス （コロンビア）
蝸牛社

東京, 1996 Y18-12667●

154 第3回佳作受賞作 鳥たちの木 : ドミニカ共和国
カンディド・ビド （ドミニカ）文・絵
山本真梨子訳

蝸牛社 東京, 1984 Y18-886●

155 第6回佳作受賞者
Tres velhinhas tao velhinnhas
(3人の、とても年とったおばあちゃん）

エルビーラ・ビグナ・レーマン
Elvira Vigna Lehmann （ブラジル）絵
Roseana Murray文

Miguilim
Belo Horizonte
（ブラジル）, 1997

Y17-A4047
ポルトガル語

156 第5回佳作受賞者
João Felizardo : o rei dos negocios
（ジョアン・フェリザルド：とりひきの王さ
ま）

アンジェラ・ラーゴー
Angela Lago（ブラジル）絵・文

CosacNaify
São Paulo（ブラジ
ル）, c2007

Y17-B9529
ポルトガル語

157 第10回奨励賞受賞作
Coração conta diferent
（心は違うように語る）

マリアンジェーラ・ハダッジ
Mariangela Haddad （ブラジル）絵
Lino de Albergaria文

Editora Scipione
São Paulo（ブラジ
ル）, [1997]

Y17-A4000
ポルトガル語

158 第16回奨励賞受賞者
O menor espetaculo da terra
（地上でいちばん小さなショー）

クラウジオ・マルチンス
Claudio Martins （ブラジル）絵
Jorge Fernando dos Santos, 
Claudio Martins 文

Formato
Belo Horizonte
（ブラジル）, 1994

Y17-A4125　　　　
ポルトガル語

159
第8回奨励賞受賞作
12回佳作受賞者

O menino que não mascava chiclê
（ガムを噛まなかった男の子）

マリウダ・カスターニャ　　　　　　　　　　　
Marilda Castanha （ブラジル）絵
Leo Cunha作

Paulinas
São Paulo（ブラジ
ル）, c1994

Y17-A4567
ポルトガル語

160 第16回奨励賞受賞者
Os dez anoezinhos da tia verde agua
（ベルジ・アーグアおばさんの10人の
小人）

マウリシオ・ネグロ
Mauricio Negro （ブラジル）絵
Lucia Pimentel Goes 文

Vozes
Petropolis（ブラジ
ル）, 1994

Y17-A4515
ポルトガル語

161 第5回奨励賞受賞作 チュルンの滝 : ベネズエラ
アリナ・マセバ・デ・コバル（ベネズエラ）
絵・文
小林孝子訳

蝸牛社 東京, 1990 Y18-5939●

162 第9回奨励賞受賞作 くろってかわいい
ロサナ・ファリア（ベネズエラ）え
アナ・マリア・マシャドさく
もちづきひろあきやく

新世研 東京, 2001 Y18-N02-355●

163 第8回佳作受賞作 図書館だいすき : メキシコ
マルタ・アビレス （メキシコ）文・絵
清水透訳

蝸牛新社 東京, 2000 Y18-N00-365●

164
第5回佳作・第8回奨励
賞受賞者

Cuauhtémoc
（クアウテモック）

[マリア・フィゲロア]                           
[Maria Figueroa] （メキシコ）絵
[Mario A. Perez Campa,　Ruth Solis 
Vicarte原作]

Instituto Nacional 
de Estudios 
Historicos de la 
Revolucion 
Mexicana

Mexico, D.F.（メキ
シコ）, 1992

Y3-A７2
スペイン語

165
La señora regañona
（口やかましいおばさん）

Domi （メキシコ）絵 
Susana Sanroman文

Fondo de Cultura 
Econo ́mica

Mexico, D.F.（メキ
シコ）, 1997

Y17-B2516
スペイン語

166
Un guegue me conto
（グエグエが私に話した）

Nivio Lopez （ニカラグア）絵
Maria Lopez Vigil文

Wiwili
[Nicaragua（ニカラ
グア）?], c1989

Y2-A332
スペイン語

（このリストの記載について）

　　・　当館所蔵資料については原則として当館の書誌事項に従って記載しています。
　　・　タイトルの欄で（　）に入れてあるものはコンクール応募時の作品タイトル、または仮訳です。『』は出版され定訳があるものです。

　　・　外国図書に付されたカタカナによる画家名は野間国際絵本原画コンクール受賞の際の表記に、和書の場合は当館目録に従っています。

　　・　画家の欄で（　)に入れてある国名は、コンクール受賞者は応募時の国名、それ以外は出身国等を記載しています。

　　・　[　]は、確認が取れていない事項に使用しています。

　　・　請求記号の後に●印のあるものは、現在「世界を知るへや」でご覧いただけます。

　　・　請求記号の後に「本館所蔵」とある資料については、国立国会図書館本館でご覧いただけます。

　　・　国立国会図書館で複数所蔵する資料の請求記号は、国際子ども図書館請求記号に続けて、国立国会図書館本館請求記号を記載しています
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