
絵本の50年　年表 （BIBの活動を中心に）
福島　直、安部沙耶香　編 2016年10月1日改訂

年 絵本に関する動き 時代を象徴する絵本 社会の動き
 BIBの動き

▲ 世界の絵本に関する事項
● 日本の絵本に関する事項
○ 国際アンデルセン賞

✿  海外の本
❀ 日本の本

✚ 世界のできごと
◉ 日本のできごと
❖ 美術・文化に関するできごと

1945 ✚ 第2次世界大戦終結
❖ 二科会再結成
❖ 行動美術協会結成

1946 ▲ エドガー賞児童図書部門、ヤングアダルト小
説 部門創設（アメリカ）

▲ オーストラリア児童図書賞創設（オーストラリア）

✚ パリ講和会議
◉ 日本国憲法公布
❖ 雑誌「みづゑ」「アトリエ」復刊

1947 ✿ 『ひとまねこざる』(邦訳:1954年、岩波書店) ❖ 女流画家協会結成
❖ 前衛美術会結成

1948 ● 「講談社の絵本」（講談社）再版開始
● 「ベビーダイジェスト」(光の友社会事業団)刊行

開始

✚ チェコスロヴァキアが社会主義国となる
✚ ソ連がベルリンを封鎖する
❖「美術手帖」刊行開始、「美の國」復刊

1949 ▲ ミュンヘン国際児童図書館開設(ドイツ)
● 「世界の絵本」（新潮社）刊行開始

◉ 湯川秀樹が日本人初のノーベル賞受賞
❖ 第1回読売アンデパンダン展開催
❖ 藤田嗣治渡米

1950 ▲ ニルス・ホルゲション賞創設（スウェーデン）
● 「岩波少年文庫」（岩波書店）刊行開始

✿ 『てぶくろ』(邦訳:1965年、福音館書店) ✚ 朝鮮戦争勃発
❖「藝術新潮」刊行開始
❖ モダンアート協会結成

1951 ▲ イエラ・レップマンが中心となり、ミュンヘンで「子
どもの本を通しての国際理解」をテーマに集
会を行う（第1回IBBY設立準備大会）

◉ サンフランシスコ平和条約
◉ 日米安全保障条約調印
❖ 日本初のカラー映画封切
❖ 神奈川県立近代美術館開館

1952 ▲ IBBYの理念が宣言される
● 小学館児童出版文化賞創設

❖ 東京国立近代美術館開館

1953 ▲ 国際児童図書評議会（IBBY）創設
●「岩波の子どもの本」(岩波書店)刊行開始
● 「母の友」（福音館書店）刊行開始
● 「こどもの世界」（至光社）刊行開始

❖ テレビ放送開始

1954 ● 産経児童出版文化賞創設
● 「トッパンの人形絵本」(トッパン)刊行開始

✚ ビキニ環礁水爆実験で第五福竜丸被災
◉ 自衛隊発足
❖ 具体美術協会結成

1955 ▲ ケイト・グリーナウェイ賞創設（イギリス）
● 「こどものせかい」(至光社)刊行開始

✿ 『ちいさなうさこちゃん』（新版邦訳:1964年、
　  福音館書店)

✚ アジア・アフリカ会議
✚ ワルシャワ条約締結

1956 ▲ 国際アンデルセン賞創設
▲ ドイツ児童文学賞創設（ドイツ）
● 「こどものとも」(福音館書店)刊行開始
○  名誉賞：イエラ・レップマン（Jella Lepman、スイス）
○  作家賞：エリナー・ファージョン（Eleanor Farjeon、

イギリス）

✿ 『どろんこハリー』（邦訳:1964年、福音館書
　  店)
❀ 『ビップとちょうちょう』(福音館書店)
❀ 『セロひきのゴーシュ』(福音館書店)

✚ 日本が国際連合加盟
❖ 吉原治良が「具体美術宣言」をする
❖ ヴェネツィア・ビエンナーレで棟方志功が

グランプリ受賞

1957 ✿ 『三びきのやぎのがらがらどん(北欧民話)』
　  (邦訳:1965年、福音館書店)

✚ 人工衛星スプートニク打ち上げ
❖ ジョルジュ・マチュー、ミシェル・タピエ、サ

ム・フランシス来日

1958 ▲ エルサ・ベスコフ賞創設（スウェーデン）
▲ ラサリーリョ賞創設（スペイン）
○ 作家賞：アストリッド・リンドグレーン（Astrid 

Lindgren、スウェーデン）

✿ 『しろいうさぎとくろいうさぎ』（邦訳:1965年、
　  福音館書店）

✚ 欧州経済共同体（ECC）が発足
◉ なべ底景気
◉ 東京タワー完成

1959 ✿ 『あおくんときいろちゃん』(邦訳：1967年、
　  至光社)
❀ 『きかんしゃやえもん』(岩波書店)

◉ 皇太子（当時）ご成婚
❖ 国立西洋美術館開館

1960 ▲ 「本の銀行」設立（ベネズエラ）
○ 作家賞：エーリヒ・ケストナー（Erich Kästner、西

ドイツ）

❀『あいうえおのほん』（童心社） ✚ ベトナム戦争
◉ 安保騒動
❖ カラーテレビ放送開始

1961 ●「世界傑作絵本」シリーズ(福音館書店)刊行開始
●「こどものとも」64号から横長判型横書き絵

本になる
● 第2次日本童画家協会結成

✿ 『すてきな三にんぐみ』(邦訳：1969年、偕
　  成社)
❀『オンロックがやってくる』（福音館書店）

✚ アメリカ、ソ連が有人宇宙飛行に成功
✚ 東ドイツがベルリンの壁を構築
✚ 南アフリカ共和国の成立（アパルトヘイト政策）
✚ ガガーリンが人類初の宇宙飛行

1962 ● 「日本傑作絵本」シリーズ（福音館書店）刊行開始
●「福音館創作童話」シリーズ（福音館書店）
　  刊行開始
○ 作家賞：マインダート・ディヤング（Meindert  De 

Jong、アメリカ）

❀ 『おおきなかぶ』(福音館書店)
❀ 『かばくん』(福音館書店)
❀ 『だいくとおにろく』(福音館書店)

✚ キューバ危機

1963 ● 「世界のえほん展」(丸善)開催 ✿ 『スイミー』(邦訳:1969年、好学社)
✿ 『かいじゅうたちのいるところ』(邦訳:1975
　  年、冨山房)
❀ 『ぐりとぐら』(福音館書店)
❀ 『しょうぼうじどうしゃじぷた』(福音館書店)

✚ アメリカ、イギリス、ソ連が部分的核実験
停止条約調印

✚ ケネディ大統領暗殺

1964 ▲ ボローニャ・チルドレンズ・ブックフェア創設（イタリア）
▲ 「読書の種をまく会」活動開始（ペルー）
● 日本児童出版美術家連盟（童美連）結成
○ 作家賞：ルネ・ギヨ（René Guillot、フランス）

✚ パレスチナ解放機構（PLO）設立
◉ 東海道新幹線開通
◉ 東京オリンピック開催
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年 BIB年度
♠ 参加国数
♥ 作家数
♣ 本の冊数
♦ 原画点数

賞 BIB受賞者 受賞者国名 日本からのノミネート

1965
（BIBプレ展示）

♠ 1
♥ 37
♣ 48
♦ 458

グランプリ Albín Brunovský チェコスロヴァキア(スロヴァキア)
Květa Pacovská チェコスロヴァキア(チェコ)

受賞 Eva Bednářová チェコスロヴァキア(チェコ)
Julián Filo チェコスロヴァキア(スロヴァキア)
Vladimír Fuka チェコスロヴァキア(チェコ)
Viera Bombová チェコスロヴァキア(スロヴァキア)
Jitka Kolínska チェコスロヴァキア(チェコ)

1966

1967
BIB1967
♠ 25
♥ 319
♣ 512
♦ 3236

グランプリ 瀬川康男『ふしぎなたけのこ』 日本 赤羽末吉『へそもち』
金のりんご賞 Leo Lionni アメリカ 瀬川康男『やまんばのにしき』

Algirdas Stepanovičius ソビエト連邦(リトアニア) 田島征三『ふるやのもり』
Werner Klemke 東ドイツ(ドイツ) 田島征三『かわうそどんのくじらとり』
Elźbieta Murawska, Marian Murawski ポーランド 長新太『プラテーロとわたし』
Viera Bombová チェコスロヴァキア(スロヴァキア) 寺島龍一『うみからきたちいさなひと』

金牌 Emanuele Luzzati イタリア 寺島龍一『ホビットの冒険』
Lilo Fromm ドイツ 初山滋『もず』
Albín Brunovský チェコスロヴァキア(スロヴァキア) 土方久功『おおきなかぬー』

銀牌 Paul Nussbaumer スイス 土方久功『ゆかいな さんぽ』
Maj Miturič ソビエト連邦(ロシア) 福田庄助『きっちょむさん』
Lasse Sandberg スウェーデン 福田庄助『童話集　百羽のツル』

銅牌 János Kass ハンガリー 福田好孝『うみねこの空』
Celedonio Perellón スペイン
Krystyna Witkowska ポーランド

佳作 丸木位里『ねずみじょうど』 日本
Albrecht von Bodecker ドイツ
Ib Spang Olsen デンマーク
Cvijeta Job ユーゴスラビア(クロアチア)

出版社賞 Verlag Julius Beltz ドイツ
ARTIA チェコスロヴァキア(チェコ)
Vallardi イタリア

1968

1969
BIB1969
♠ 32
♥ 313
♣ 452
♦ 2377

グランプリ Eva Bednářová チェコスロヴァキア(チェコ) 赤羽末吉『スーホの白い馬』
金のりんご賞 Viera Bombová チェコスロヴァキア(スロヴァキア) 秋野不矩『きんいろのしか』

田島征三『ちからたろう』 日本 朝倉摂『うりこひめ　と　あまんじゃく』
Birute Žilyte ソビエト連邦(リトアニア) 太田大八『馬ぬすびと』
Jürgen Spohn ドイツ 太田大八『二年間の休暇』
Friso Henstra オランダ 片岡球子『おおくにぬしのぼうけん』

金牌 Eleonore Schmid アメリカ 田中岑『ひをふくやまとあおいぬま』
Bo Beskow スウェーデン 司修『へいしのなみだ』
Robin Jacques イギリス 司修『ほしのひかった そのばんに』
Józef Wilkoń ポーランド 中谷千代子『みんなの こもりうた』
秋野亥左牟『プンク マインチャ』 日本 中谷千代子『スガンさんの やぎ』
Blair Lent アメリカ 福田庄助『くうちゃん めめちゃん』
Annick Delhumeau フランス 福田庄助『かもとりごんべえ』
Marlenka Stupica ユーゴスラビア(スロベニア) 堀内誠一『太陽の木の枝』
Lars Bo デンマーク 真島節子『わらべうた』
Ondrej Zimka チェコスロヴァキア(スロヴァキア) 真島節子『うめぼしさんのうた』

佳作 Farshid Mesghali イラン 水四澄子『いねになったてんにょ』
Irmhild Proft, Hilmar Proft ドイツ 村山知義『かみどこやのだいこんさん』
Ugo Fontana イタリア 若山憲『きつねやまのよめいり』
Helga Aichinger オーストリア 薮内正幸『くちばし どれが一番りっぱ？』

出版社賞 Thomas Nelson and Sons ナイジェリア 薮内正幸『どうぶつのおやこ』
Children's Book Trust インド

1970

1971
BIB1971
♠ 38
♥ 269
♣ 350
♦ 2300

グランプリ Andrzej Strumiłło ポーランド 赤坂三好『九ひきの小おに』
金のりんご賞 Karl-Heinz Applemann ドイツ 赤羽末吉『水仙月の四日』

Vladimir Golozubov ソビエト連邦(ウクライナ) 赤羽末吉『いしになったかりゅうど』
丸木位里・丸木俊『日本の伝説 1, 2』 日本 井上洋介『だれかがパイをたべにきた』
Binette Schroeder ドイツ 太田大八『やたがらす』
Nooreddin Zarrinkelk イラン 小野木学『かたあしだちょうのエルフ』

金牌 Helga Aichinger オーストリア 梶山俊夫『ごろはちだいみょうじん』
Ruth Hürlimann スイス 梶山俊夫『おんちょろちょろ』
Jan Kudláček チェコスロヴァキア(チェコ) 杉田豊『おやすみなさい 1, 2, 3』
Ulf Löfgren スウェーデン 杉田豊『おはよう』
Charo Nuñez de Patrucco ペルー 瀬川康男『ももたろう』
Miguel Angel Pacheco スペイン 滝平二郎『花さき山』
Marlenka Stupica ユーゴスラビア 滝平二郎『三コ』
Max Velthuijs オランダ 田島征三『ゆめみこぞう』
Ádám Würtz ハンガリー 田島征三『よみのくに』
Ondrej Zimka チェコスロヴァキア(スロヴァキア) 谷内六郎『ぎんの わっか』

佳作 Hans Baltzer ドイツ 司修『はずかしがりやのぞう』

1965  BIB（ブラティスラヴァ世界絵本原画展）創設
▲ スロヴァキアの最も美しい本賞創設

❀ 『ぐるんぱのようちえん』(福音館書店)
❀ 『ももたろう』（福音館書店）

◉ 日韓基本条約

1966 ▲ アンデルセン賞に作家賞と並んで画家賞が
設けられる。

● 「世界絵本作家原画展」(至光社・丸善)開催
(～1990まで)

●「こどものとも傑作集」シリーズ(福音館書店)刊
行開始

○ 作家賞：トーベ・ヤンソン（Tove Jansson、フィン
ランド）

○ 画家賞：アロワ・カリジェ（Alois Carigiet、スイス）

✚ 中国で文化大革命
◉ いざなぎ景気
❖ ビートルズ来日

1967  第1回BIB開催
▲ ボローニャ・チルドレンズ・ブックフェアにともない、

ボローニャ国際絵本原画展が始まる。
▲ ボストングローブ・ホーンブック賞創設(アメリカ）
▲ ガーディアン賞創設（イギリス）
● 赤ちゃん絵本の登場

❀ 『だるまちゃんとてんぐちゃん』(福音館書店)
❀ 『11ぴきのねこ』(こぐま社)
❀ 『いないいないばあ』(童心社)
❀ 『スーホの白い馬』(福音館書店)
✿ 『しあわせどおりのカナリヤ』（邦訳：1971年、
　  らくだ出版デザイン）
❀ 『やまんばのにしき』（ポプラ社）

✚ 第3次中東戦争勃発
✚ 東南アジア諸国連合（ASEAN）設立
✚ 欧州共同体（EC）が発足
❖ 京都国立近代美術館開館

1968 ○ 作家賞：ジェームス・クリュス（James Krüss、西
ドイツ）、ホセ・マリア・サンチェスシルバ（José 
Maria Sánchez-Silva、スペイン）

○ 画家賞：イジー・トゥルンカ（Jiř i Trnka、チェコスロ
ヴァキア）

❀ 『あめのひのおるすばん』(至光社)
❀ 『ふしぎなえ』(福音館書店)
❀ 『き』（至光社）
❀ 「かこさとし かがくの本」（童心社）

✚ プラハの春
✚ キング牧師暗殺
◉ 大学紛争激化
❖ ヴェネツィア・ビエンナーレで高松次郎が

受賞

1969 ● 「かがくのとも」(福音館書店)刊行開始 ✿ 『はらぺこあおむし』(邦訳:1976年、偕成社)
❀ 『わたしのワンピース』(こぐま社)
❀ 『さかさま』(福音館書店)
❀ 「いやだいやだの絵本」（福音館書店）
❀ 『くるみわりにんぎょう』（学習研究社）

✚ 中国・九全大会
✚ アポロ11号が月面に着陸
◉ 東名高速道路開通

1970 ● 講談社出版文化賞創設
○ 作家賞：ジャンニ・ロダーリ（Gianni Rodari、

イタリア）
○ 画家賞：モーリス・センダック（Maurice S endak、

アメリカ）

❀ 『かわいそうなぞう』(金の星社)
❀ 『はけたよはけたよ』(偕成社)
❀ 『はははのはなし』(福音館書店)
❀ 『なつのあさ』(至光社)
❀ 『まちのねずみと いなかのねずみ』（講談社）
❀ 『しらぬい』（岩崎書店）

✚ 米ソが戦略兵器削減交渉を開始
◉ よど号事件
◉ 日本万国博覧会（大阪万博）
❖ 三島由紀夫死去

1971 ▲ コスタ賞児童図書部門創設（イギリス・アイルランド）
▲ 金の石筆賞創設（オランダ）

✿ 『おばけのバーバパパ』(邦訳:1972年、
　  偕成社)
❀ 『モチモチの木』(岩崎書店)
❀ 『スイッチョねこ』（講談社）
❀ 『おんどりのねがい』（岩崎書店）

✚ ニクソンショック
✚ 中国が国連加盟、台湾が脱退

年 絵本に関する動き 時代を象徴する絵本 社会の動き
 BIBの動き

▲ 世界の絵本に関する事項
● 日本の絵本に関する事項
○ 国際アンデルセン賞

✿  海外の本
❀ 日本の本

✚ 世界のできごと
◉ 日本のできごと
❖ 美術・文化に関するできごと
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Haakon Bjørklid ノルウェー 中野弘隆『ぞうくんのさんぽ』
John Burningham イギリス 中谷千代子『たろうといるか』
Annette Macarthur-Onslow オーストラリア 西巻茅子『わたしのワンピース』

出版社賞 Ghana Publishing Corporation ガーナ 東君平『村の絵本』
Litosantander コロンビア 福田庄助『あほう村の九助』
Harcourt Brace and Company アメリカ 福田庄助『いなばのしろうさぎ』

三好碩也『子うさぎましろのお話』

1972

1973
BIB1973
♠ 36
♥ 287
♣ 380
♦ 2550

グランプリ Lieselotte Schwarz ドイツ 赤羽末吉『壇ノ浦のたたかい』
金のりんご賞 Klaus Ensikat 東ドイツ 太田大八『あかっぴょろ』

梶山俊夫『かぜのおまつり』 日本 太田大八『いたずらあまんじゃく』
Farshid Mesghali イラン 新井苑子『もうひとつの地球』
Manuel Boix スペイン 梶山俊夫『うまおいどり』
Dušan Kállay チェコスロヴァキア(スロヴァキア) かすや昌宏『くりすます』

金牌 Rumen Skorčev ブルガリア かすや昌宏『しろいはなのき』
Bahman Dadkhah イラン 儀間比呂志『かえるのつなひき』
赤坂三好『かまくら』 日本 儀間比呂志『ふなひき太良』
János Kass ハンガリー 斎藤博之『がわっぱ』
Zbigniew Rychlicki ポーランド 杉田豊『ぼくは　せんせい』
Angelika Kaufmann オーストリア 瀬川康男『鬼』
Ulf Löfgren スウェーデン 西巻茅子『ちいさなきいろいかさ』
Edward Koren アメリカ 西巻茅子『すぷーんちゃん』
Nikita Čarušin ソビエト連邦(ロシア) 福田庄助『ちいさなしまのはなし』
Miroslav Cipár チェコスロヴァキア(スロヴァキア) 堀内誠一『はんぶんのおんどり』

奨励賞 Józef Wilkoń ポーランド 堀内誠一『みんなのき』
Štěpán Zavřel イタリア 松岡達英『テントウムシはおまわりさん』
Janet Archer イギリス 松岡達英『ふしぎなカニのハサミ』
Charles Keeping イギリス 箕田源二郎『へえ六 がんばる』

出版社賞 Ardyn bolovsrolyn jamny chevlel モンゴル やぶきせいじ『I Love The Morning』
Alpha Press シンガポール やぶきせいじ『かみさまとおはなし』
Ríkisútgáfa námsbóka アイスランド 油野誠一『おんどりのねがい』
L’amitié par le livre アルジェリア 和歌山静子『さーかす』
Sauerländer スイス
Detskaja literatura ソビエト連邦(ロシア)

1974

1975
BIB1975
♠ 35
♥ 271
♣ 350
♦ 2600

グランプリ Nikolaj Popov ソビエト連邦(ロシア) 赤羽末吉『なきたろう』
金のりんご賞 René Hausman ベルギー 安野光雅『ABCの本』

Susan Jeffers アメリカ 五十嵐豊子『えんにち』
Dušan Kállay チェコスロヴァキア(スロヴァキア) 井上洋介『おこんじょうるり』
Charles Keeping イギリス 上野紀子『くろぼうしちゃん』
Gennadi Pavlišin ソビエト連邦(ロシア) 太田大八『けむり仙人』

金牌 赤坂三好『十二さま』 日本 かみやしん『グンカンドリ・アウダ』
Dagmar Berková チェコスロヴァキア(チェコ) 斎藤博之『カッパと三日月』
Manfred Butzmann ドイツ 佐々木マキ『やっぱりおおかみ』
Nicole Claveloux フランス 杉浦範茂『ピエロは にんきもの』
Róbert Dúbravec チェコスロヴァキア(スロヴァキア) 杉田豊『ものまね　くろちゃん』
Ruth Hürlimann スイス スズキコージ『ゆきむすめ』
Gisela Kalow ドイツ 長新太『おしゃべりなたまごやき』

奨励賞

出版社賞

Alberto Longoni
Ulf Löfgren
Janusz Stanny
Haakon Bjørklid
Eliardo França
Ib Spang Olsen
Borislav Stoev
Dar Al-Fata Al-Arabi
East African Publishing House
Jugend und Volk
Ríkisútgáfa námsbóka

イタリア
スウェーデン
ポーランド
ノルウェー
ブラジル
デンマーク
ブルガリア
エジプト
ケニア
オーストリア
アイスランド

中谷千代子『いちごばたけのちいさなおば
あさん』
西村繁男『くずのはやまのきつね』
原田泰治『やまのおみやげ』
福田庄助『おばけひまわり』
堀内誠一『クリーナおばさんとカミナリおばさん』
みつはしようこ『The King’s Choice』

1976

1977
BIB1977
♠ 29
♥ 225
♣ 280
♦ 2500

グランプリ Ulf Löfgren スウェーデン 赤羽末吉『ほしになった りゅうのきば』
金のりんご賞 安野光雅『あいうえおの本』 日本 朝倉摂『えどのあねさま』

Albín Brunovský チェコスロヴァキア(スロヴァキア) 石倉欣二『まだらのおにろく』
Gennadi Kalinovskij ソビエト連邦(ロシア) 石倉欣二『お月さんのんだ』
Marian Murawski ポーランド 太田大八『つきよのばんのさよなら』
Vive Tolli ソビエト連邦(エストニア) 太田大八『かじかびょうぶ』

金牌 Miroslav Cipár チェコスロヴァキア(スロヴァキア) 小沢良吉『じんごのはなし』
Rosario Nuñez de Patrucco  ペルー 小沢良吉『ねこのごくろう』
Friso Henstra オランダ 梶山俊夫『絵本 きりなしばなし』
Herbert Holzing ドイツ 杉田豊『いねむり　ろばくん』
Norbert Pohl ドイツ 杉田豊『くろちゃんと　おうむ』
Eleonore Schmid スイス 瀬川康男『西遊記』

年 BIB年度
♠ 参加国数
♥ 作家数
♣ 本の冊数
♦ 原画点数

賞 BIB受賞者 受賞者国名 日本からのノミネート

1972 ○ 作家賞：スコット・オデール（Scott O′Dell、アメリカ）
○ 画家賞：イブ・スパング・オルセン（Ib Spang Olsen、

デンマーク）

❀ 『しろくまちゃんのほっとけーき』(こぐま社)
❀ 『いちにちにへんとおるバス』（ひかりのくに）
❀ 『ことりの くるひ』（至光社）

✚ 東西ドイツ基本条約に調印
◉ 日中国交正常化
◉ あさま山荘事件
◉ 沖縄返還

1973 ▲ ゴールデン・カイト賞創設（アメリカ）
▲ 金の画筆賞創設（オランダ）
● 「月刊絵本」(盛光社)刊行開始
● 「子どもの館」(福音館書店)刊行開始
● 児童書専門店「メルヘンハウス」(名古屋)開店

✿ 『さむがりやのサンタ』(邦訳:1974年、
　  福音館書店)
❀ 『ふきまんぶく』(偕成社)
❀ 『からすのパンやさん』(偕成社)
❀ 『とけいのほん①』(福音館書店)
❀ 『ふくろう』（福音館書店）
❀ 『源平絵巻物語 衣川のやかた』（講談社）
❀ 『かえってきたきつね』（講談社)
❀ 『十二さま』（国土社)

✚ 第4次中東戦争勃発
◉ オイルショック
◉ 地価高騰、狂乱物価
❖ パブロ・ピカソ死去

1974 ● JBBY（日本国際児童図書評議会）創立
○ 作家賞：マリア・グリーペ（Maria Gripe、スウェー

デン）
○ 画家賞：ファルシード・メスガーリ（Farshid 

Mesghali、イラン）

❀ 『おしいれのぼうけん』(童心社)
❀ 『ねずみくんのチョッキ』(ポプラ社)

✚ ウォーターゲート事件でニクソン大統領
辞任

◉ コンビニエンスストア登場
❖ 西洋美術館で《モナリザ》公開

1975 ❀ 『かさ』(文研出版)
❀ 『ほうまん池のかっぱ』（銀河社）
❀ 『かぞえてみよう』（講談社）
❀ 『ぼくだけの にんぎょう』（至光社）
❀ 『あのこがみえる』（偕成社）
❀ 『ころころぽーん』（福音館書店）
❀ 『魔法おしえます』（偕成社）

✚ ベトナム戦争終結

1976 ● 「第1回　絵本の原画展-愛とメルヘンのふる
さと」(西宮市大谷記念美術館)開催

○ 作家賞：セシル・ボトカー（Cecil Bødker、デンマー
ク）

○画家賞：タチヤーナ・マーヴリナ（Tatjana 
Mawrina、ソビエト連邦）

❀ 『ノンタンぶらんこのせて』(偕成社)
❀ 『はせがわくんきらいや』(すばる書房)
❀ 『はじめてのおつかい』(福音館書店)
❀ 『あな』(福音館書店)
❀ 『ごろごろ　にゃーん』(福音館書店)
❀ 『あいうえおの本』（福音館書店）
❀ 『わたしのぼうし』（ポプラ社）
❀ 『多毛留』（偕成社）

✚ 天安門事件
✚ 毛沢東死去
◉ ロッキード事件

1977 ▲「公共図書館普及運動」開始（マリ）
●世界初の絵本専門美術館として、いわさきち

ひろ絵本美術館(ちひろ美術館・東京)開館

❀ 『旅の絵本』(福音館書店)
❀ 『100万回生きたねこ』(講談社)
❀ 『みんなうんち』(福音館書店)
❀ 『きんぎょがにげた』(福音館書店)
❀ 『もこ　もこもこ』(文研出版)
❀ 『はるですよ ふくろうおばさん』（講談社）
❀ 『ミドリがひろったふしぎなかさ』（童心社）
❀ 『かくしたの だあれ』（文化出版局）
❀ 『歌の絵本』（講談社）
❀ 『あそびましょ』（偕成社）
❀ 『のあの はこぶね』（至光社）

◉ ダッカ日航機ハイジャック事件
❖ 東京国立美術館が戦争画公開中止
❖ 国立国際美術館開館

年 絵本に関する動き 時代を象徴する絵本 社会の動き
 BIBの動き

▲ 世界の絵本に関する事項
● 日本の絵本に関する事項
○ 国際アンデルセン賞

✿  海外の本
❀ 日本の本

✚ 世界のできごと
◉ 日本のできごと
❖ 美術・文化に関するできごと
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Janusz Stanny ポーランド 大道あや『ねこのごんごん』
Marlenka Stupica ユーゴスラビア(スロベニア) 田島征三『ふきまんぶく』
田島征彥『祇園祭』 日本 長新太『ごろごろ にゃーん』

奨励賞 Waldemar Andrzejewski ポーランド 長新太『もじゃもじゃしたもの なーに？』
大道あや『こえどまつり』 日本 羽根節子『もりのおんがく』
János Kass ハンガリー 林明子『はじめてのおつかい』
Cristina Lastrego イタリア 丸木俊『おしらさま』

出版社賞 Casa de las Américas キューバ 丸木俊『明りになったかたつむり』
Children's Publications エジプト 箕田源二郎『鼻かけじぞうさん』
福音館書店『ヒマラヤのふえ』（A. ラマチャ
ンドラン）

日本 薮内正幸『やまのとり』
米倉斎加年『多毛留』
和田誠『あな』

1978

1979
BIB1979
♠ 34
♥ 244
♣ 320
♦ 2200

グランプリ Klaus Ensikat 東ドイツ 赤羽末吉『そら、にげろ』
金のりんご賞 安野光雅『旅の絵本Ⅱ』 日本 石倉欣二『つるのあねさ』

Adolf Born チェコスロヴァキア(チェコ) 市川里美『春のうたが きこえる』
Lidia Postma(Hartog) オランダ 梶山俊夫『かやかやうま』
谷内こうた『のらいぬ』 日本 杉田豊『おおきい いし ちいさい いし』
Teresa Wilbik ポーランド 大道あや『たぬきじゃんけん』

金牌 Borislav Stoev ブルガリア 田島征彦『じごくのそうべえ』
Svend Otto Sorensen デンマーク 田代三善『こしおれすずめ』
Kaarina Kaila フィンランド 司修『ぼうさまになったからす』
Tamás Kovács ハンガリー 中谷千代子『ペリカンせんちょうのこうかい』
Horst Eckert(Janosch) ドイツ 林明子『もりのかくれんぼう』
Rosario Nuñez de Patrucco ペルー 深沢邦朗『鬼丸』
Val Munteanu ルーマニア 堀内誠一『きこりとおおかみ』
Etienne Delessert スイス 真島節子『あかいそり』
Stasys Eidrigevičius ポーランド 丸木俊『うしかいと おりひめ』
L′uba Končeková-Veselá チェコスロヴァキア(スロヴァキア)

奨励賞 Jeanette Musatti ブラジル
Lisbeth Zwerger オーストリア
Rumen Skorčev ブルガリア
Robine Clignett フランス

出版社賞 村瀬省三デザイン事務所『手で見る世界』
（村瀬省三）

日本

Rabén & Sjögren スウェーデン
IBIS デンマーク

1980

1981
BIB1981
♠ 35
♥ 261
♣ 310
♦ 2200

グランプリ Roald Als デンマーク 赤羽末吉『つるにょうぼう』
金のりんご賞 Albín Brunovský チェコスロヴァキア(スロヴァキア) 安野光雅『天動説の絵本』

Boris Diodorov ソビエト連邦(ロシア) 大島哲以『林檎の木のうた』
谷内こうた『つきと あそぼう』 日本 太田大八『ながさき くんち』
Wenche Øyen ノルウェー 小沢良吉『レストランこんこんてい』
Oleg Zotov ソビエト連邦(ロシア) 梶山俊夫『わが西山風土記』

金牌 Susanne Bohdal-Lang オーストリア 鴨居羊子『クレヨンサーカスがやってきた』
Eva Eriksson スウェーデン 佐々木麻子『ゆめのおはなし きいてェなあ』
Monique Felix スイス 佐野洋子『おばけサーカスがやってきた』
Martin Hogeweg オランダ 杉田豊『しあわせの いす』

奨励賞

出版社賞

Vladimír Novák
Nikolaj Popov
Lucja Sienkiewicz, Stasys Eidrigevičius
Lisbeth Zwerger
Jutta Mirtschin
Miroslav Jágr
Gabriella Hajnal
五十嵐豊子『おみせ』
Maija Karma
Rainer Sacher
Ardyn bolovsrolyn jamny chevl
INALD
HANSA

チェコスロヴァキア(チェコ)
ソビエト連邦(ロシア)
ポーランド
オーストリア
ドイツ
チェコスロヴァキア(チェコ)
ハンガリー
日本
フィンランド
ドイツ
モンゴル
アンゴラ
スリランカ

大道あや『けとばしやまのいばりんぼ』
田島征三『ほらいしころがおっこちたよ ね、
わすれようよ』
田島征彦『火の笛』
長新太『キャベツくん』
西巻茅子『おひるねじかんにまたどうぞ』
平山英三『げんたとやまんば』
福田庄助『こぶとりじいさん』
丸木俊『ひろしまのピカ』

1982

1983
BIB1983
♠ 39
♥ 303
♣ 370
♦ 2250

グランプリ Dušan Kállay チェコスロヴァキア(スロヴァキア) 赤羽末吉『したきりすずめ』
金のりんご賞 Jurij Čaryšnikov ソビエト連邦(ウクライナ) 秋野亥左牟『とうもろこしおばあさん』

藤城清治『銀河鉄道の夜』 日本 安野光雅『壺の中』
Kaarina Kaila フィンランド 太田大八『あとかくしの雪』
Květa Pacovská チェコスロヴァキア(チェコ) 小沢良吉『ねこのかぐやひめ』
Gennadi Spirin ソビエト連邦(ロシア) 梶山俊夫『さるとびっき』

金牌 Jean Claverie フランス 金田卓也『アブドルの ぼうけん』
Peter Cross イギリス 佐野洋子『空とぶライオン』
Sabine Friedrichson ドイツ 瀬川康男『ふたり』

年 BIB年度
♠ 参加国数
♥ 作家数
♣ 本の冊数
♦ 原画点数

賞 BIB受賞者 受賞者国名 日本からのノミネート

1978 ● ボローニャ国際絵本原画展の国内巡回展(西
宮市大谷記念美術館他)開始

● 野間国際絵本原画コンクール創設
● 絵本にっぽん賞創設
○ 作家賞：ポーラ・フォックス（Paula Fox、アメリカ）
○ 画家賞：スベン・オットー・S（Svend Otto S.、デ

ンマーク）

✿ 『ゆきだるま』(邦訳:1978年、評論社)
❀ 『じごくのそうべえ』(童心社)
❀ 『春のうたが きこえる』（偕成社）
❀ 『まちんと』（偕成社）
❀ 『ねずみのごちそう』（講談社）

✚ 日中平和友好条約
◉ 新東京国際空港（成田空港）開港

1979 ▲ 巡回文庫「ポータブル図書館プロジェクト」開
始（タイ）

❀ 『くだもの』(福音館書店)
❀ 『はるにれ』(福音館書店)
❀ 『つきとあそぼう』（至光社）
❀ 『ふうれんこのはくちょうじいさん』
　 （小峰書店）
❀ 『うれしい ひ』（至光社）
❀ 『ふうせんとおじさん』（フレーベル館）

✚ アメリカのスリーマイル島で原子力発電
所事故

✚ ソ連がアフガニスタンに侵攻
◉ 第2次オイルショック
◉ 東京サミット開催

1980 ▲ 「家庭文庫プロジェクト」開始（ジンバブエ）
▲ 「シスター・ライブラリー」活動開始（ボリビア）
○ 作家賞：ボフミル・ジーハ（Bohumil Ríha、チェコ

スロヴァキア）
○ 画家賞：赤羽末吉（日本）

❀ 『キャベツくん』(文研出版)
❀ 『さる・るるる』(絵本館)
❀ 『ひろしまのピカ』(小峰書店)
❀ 『ながさきくんち』（童心社）
❀ 『そらとぶこいのぼり』（金の星社）
❀ 『ゆきのひ』（講談社）

✚ イラン・イラク戦争勃発
✚ ジョン・レノン死去
❖ ハラアニュアルスタート

1981 ▲ 児童文学作家・イラストレーター協会発足（インド） ❀ 『ふたり』（冨山房）
❀ 『おおきなちいさいぞう』（文研出版）
❀ 『小人たちの誘い』（偕成社）
❀ 『さよなら さんかく』（講談社）
❀ 『八方にらみねこ』（講談社）
❀ 『10人のゆかいなひっこし』（童話屋）

✚ アメリカがスペースシャトル・コロンビア号
を打ち上げる

1982 ▲ スコット・オデール賞創設（アメリカ）
▲ NPO法人「ラオスの子ども」が活動開始（ラオ

ス）
▲ SIPAR設立（フランス）
○ 作家賞：リギア・ボシュンガ・ヌーネス（Lygia 

Bojunga Nunes、ブラジル）
○ 画家賞：ズビグニェフ・リフリツキ（Zbigniew 

Rychlicki、ポーランド）

❀ 『おふろだいすき』(福音館書店)
❀ 『こんこんさまに さしあげそうろう』
　  （PHP研究所）
❀ 『かぜのでんしゃ』（講談社）
❀ 『みなまた海のこえ』（小峰書店）
❀ 『はじめてであう すうがくの絵本』
　  （福音館書店）
✿ 『アンジュール』（邦訳：1986年、
　 ブックローン出版）
✿ 『葉っぱのフレディ』(邦訳:1998年、童話屋)
❀ 『はじめてのかり』（福武書店）
❀ 『だれのじてんしゃ』（フレーベル館）
❀ 『ねこざかな』（フレーベル館）
❀ 『みず』（福音館書店）
❀ 『森のクリスマスツリー』（文研出版）
❀ 『なおみ』（福音館書店）

◉ ホテル・ニュージャパン大火災
◉ 日航機墜落
❖ ニューペインティング現象が上陸

1983 ● 「MOE」(白泉社)刊行開始
▲ 読書奨励グループが子どもの自発的な読書

指導法を考案（スペイン）
▲ アラブ女性問題研究所、「ポータブル図書館

プロジェクト」開始（レバノン）

❀ 『14ひきのあさごはん』(童心社)
❀ 『じゃあじゃあ　びりびり』(偕成社)
❀ 『メームCatの1・2・3』（偕成社）
❀ 『まいご』（福武書店）
❀ 『まつげの海のひこうせん』（偕成社）
❀ 『ねこのしゃしんかん』（講談社）
❀ 『ぼうし』（福音館書店）
❀ 『このゆびとーまれ』（講談社）

✚ ソ連が大韓航空機を撃墜
◉ 東京ディズニーランド開園

年 絵本に関する動き 時代を象徴する絵本 社会の動き
 BIBの動き

▲ 世界の絵本に関する事項
● 日本の絵本に関する事項
○ 国際アンデルセン賞

✿  海外の本
❀ 日本の本

✚ 世界のできごと
◉ 日本のできごと
❖ 美術・文化に関するできごと
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Anna Höglund スウェーデン 田島征三『まんげつのはなし』
Erick Ingraham アメリカ 建石修志『ネズミさん こっちをむいて』
Georgij Judin ソビエト連邦(ロシア) 田村一二『きつねぼし』
Irmgard Lucht ドイツ 司修『雪の夜の幻想』
Elżbieta Murawska ポーランド 原田泰治『ふるさと絵日記』
Albrecht von Bodecker ドイツ 林明子『おふろだいすき』
Lisbeth Zwerger オーストリア 丸木位里・丸木俊『みなまた海のこえ』

奨励賞 Elena Boariu ルーマニア 村上豊『かっぱどっくり』
Emma Heinzelmann ハンガリー
Arcadio Lobato スペイン
Piero Ventura イタリア

追悼名誉賞 Siegfried Linke ドイツ
出版社賞 Children’s Communication Center フィリピン

Bangladesh Shishu Academy バングラディッシュ
Casa de las Américas キューバ
Children’s Book Trust インド
Melhoramentos ブラジル

1984

1985
BIB1985
♠ 46
♥ 343
♣ 440
♦ 2500

グランプリ Frédéric Clément フランス 赤坂三好『鬼おどり』
金のりんご賞 Asun Balzola スペイン 赤羽末吉『にぎりめしごろごろ』

Elżbieta Gaudasińska ポーランド 井上洋介『ふりむけばねこ』
Roberto Innocenti イタリア 梅田俊作『きつねのうみほおずき』
Marija Lucija Stupica ユーゴスラビア(スロベニア) 小野千世『おたすけねこさん』
Lisbeth Zwerger オーストリア 織茂恭子『ちさとじいたん』

金牌 Meshack Asare ガーナ 佐野洋子『猫ばっか』
Jindra Čapek スイス 清水耕蔵『里のまつり』
Etienne Delessert スイス 杉浦範茂『まつげの海のひこうせん』
Richard Egielski アメリカ 杉田豊『くろちゃんのひるね』
Ivan Gantschev ドイツ スズキコージ『やまのくじらとうみのいのしし』
Jutta Mirtschin ドイツ 瀬川康男『祇王　絵巻平家物語（二）』
Charles Ohu ナイジェリア 大道あや『あたごの浦 讃岐のおはなし』
Carlos Pellicer Lopez メキシコ 谷内こうた『あおいふね』
Markéta Prachatická-Kolíbalová チェコスロヴァキア(チェコ) 長新太『ぞうのたまごのたまごやき』
Lev Tokmakov ソビエト連邦(ロシア) 平山英三『はる なつ あき ふゆ』

奨励賞 Apon Américo ブラジル 村上勉『ねずみとよめいり』
František Blaško チェコスロヴァキア(スロヴァキア) 蓬田やすひろ『くりひろい』
Alexander Ivachnenko ソビエト連邦(ウクライナ)
Václav Kabát チェコスロヴァキア(チェコ)

出版社賞 文化出版局『ぴかぴかぷつん』（川端誠） 日本
Chinese Children 中国
Kim Dong ベトナム
Laurence Oliver Four フランス
Editora Taller ドミニカ

1986

1987
BIB1987
♠ 44
♥ 310
♣ 400
♦ 2368

グランプリ Hannu Taina フィンランド 伊勢英子『ざしき童子のはなし』
金のりんご賞 Jiří Běhounek チェコスロヴァキア(チェコ) 伊藤昭『ならこのかきのき』

Manuel Boix スペイン いわむらかずお『14ひきのさむいふゆ』
Antoni Boratyński ポーランド 小野州一『にれの町』
Robert Brun チェコスロヴァキア(スロヴァキア) 織茂恭子『うみべ』
Leonid Domnin ソビエト連邦(モルドバ) 久米宏一『泣くな、人形』

金牌 Aleksander Aleksov ブルガリア 黒井健『ごんぎつね』
Mohammad Reza Dadgar イラン 杉浦範茂『夢ってなんだろう』
Horst Eckert (Janosch) ドイツ スズキコージ『エンソくん きしゃにのる』
Denise Fraifeld ブラジル 司修『セロひきのゴーシュ』
Éva Gaál ハンガリー 西巻茅子『えのすきな ねこさん』
Jürgen Spohn ドイツ 西村繁男『絵で見る 日本の歴史』
Miroslav Šuput ユーゴスラビア(スロベニア) 村上豊『うしかたと山んば』
田島征彦『てんにのぼったなまず』 日本 渡辺洋二『ぽんぽん山の月』
Fulvio Testa イタリア
Jurij Vaščenko ソビエト連邦(ロシア)

奨励賞 Kingsley Gunathillake スリランカ
Carl Hoffmann ドイツ
Béatrice Poncelet スイス
Susanne Riha オーストリア

出版社賞 Editorial Gente Nueva キューバ
Laurence Oliver Four フランス
Námsgagnastofnun アイスランド
Printco キプロス

1988

年 BIB年度
♠ 参加国数
♥ 作家数
♣ 本の冊数
♦ 原画点数

賞 BIB受賞者 (受賞者国名) 日本からのノミネート

1984 ● 「点訳絵本の会　岩田文庫」（現「てんやく絵本
ふれあい文庫」)発足

○ 作家賞：クリスティーネ・ネストリンガー（Christine 
Nöstlinger、オーストリア）

○ 画家賞：安野光雅（日本）

❀ 『どんどんどんどん』(文研出版)
❀ 「絵巻平家物語」(ほるぷ出版)(～1991年)
❀ 『ちさとじいたん』（佑学社）
❀ 『おきなわ島のこえ』（小峰書店）
❀ 『絵巻えほん 11ぴきのねこ マラソン大会』
　 （こぐま社）
❀ 『ねこの絵本』（講談社）
❀ 『おばけとこどものおうさま』（PHP研究所）

◉ グリコ・森永事件

1985 ▲ IBBY障害児図書資料センター設立
▲ フェニックス賞創設（アメリカ）

❀ 『絵で見る日本の歴史』（福音館書店）
❀ 『雑草のくらし』（福音館書店）
❀ 『あさ One morning』（ジー・シー・プレス）
❀ 『きたきつねのゆめ』（福武書店）
❀ 『ピンクとスノーじいさん』（福武書店）
❀ 『きょうは なんだか ついてない』（至光社）
❀ 『そばのはな さいた ひ』（佼成出版社）
❀ 『ひとりぼっちのさいしゅうれっしゃ』
　 （偕成社）

◉ 民営化によりNTT、JT発足
◉ 日航ジャンボ機墜落事故
❖ マルク・シャガール死去

1986 ● IBBY東京大会開催
● IBBY朝日国際児童図書普及賞創設
● 「日本の子どもの本歴史展」開催(東京都庭

園美術館)
● JBBY主催「国際アンデルセン賞受賞画家原

画展」、「日本の絵本と原画展」、「世界の絵
本ポスター展」などが全国各地で開催

○ 作家賞：パトリシア・ライトソン（Patricia 
Wrightson、オーストラリア）

○ 画家賞：ロバート・イングペン（Robert Ingpen、
オーストラリア）

❀ 『おつきさま　こんばんは』(福音館書店)
❀ 『ふゆめ がっしょうだん』（福音館書店）
❀ 『えのすきなねこさん』（童心社）
❀ 『エンソくんきしゃにのる』（福音館書店）
❀ 『うたの絵本』（講談社）
❀ 『花待月に』（偕成社）
❀ 『木霊みょうと』（ポプラ社）
❀ 『木の本』（福音館書店）

✚ チェルノブイリで原子力発電所事故
◉ 男女雇用機会均等法施行

1987  アルビーン・ブルノウスキー・BIB-ユネスコ・ワー
クショップが始まる

● 「IBBYオナーリスト(優良作品)・国際アンデル
セン賞受賞図書展」が国内巡回

✿ 『ウォーリーをさがせ』(邦訳:1987年、フレー
　  ベル社)
❀ 『がたん　ごとん　がたん　ごとん』
　 (福音館書店)
❀ 『プレゼント』（ブックローン出版）

✚ 大韓航空機爆破事件
✚ ニューヨークの株価暴落（ブラックマンデー）
◉ JR発足
❖ アンディ・ウォーホル死去

1988 ▲ 中国全国優秀児童文学賞創設（中国）
○ 作家賞：アニー・M.G.シュミット（Annie M.

G.Schmidt、オランダ）
○ 画家賞：ドゥシャン・カーライ（Dusan Kállay、

チェコスロヴァキア）

❀ 『いないいないばああそび』(偕成社)
❀ 『ゆうたはともだち』（あかね書房）
❀ 『さばくのきょうりゅう』（講談社）
❀ 『河原にできた中世の町』（岩波書店）
❀ 『とべバッタ』（偕成社）
❀ 『シマウマだけどウサギ』（くもん出版）
❀ 『こうしが うまれたよ』（福武書店）

✚ イラン・イラク戦争停戦
◉ 青函トンネル開通
◉ 瀬戸大橋開通

年 絵本に関する動き 時代を象徴する絵本 社会の動き
 BIBの動き

▲ 世界の絵本に関する事項
● 日本の絵本に関する事項
○ 国際アンデルセン賞

✿  海外の本
❀ 日本の本

✚ 世界のできごと
◉ 日本のできごと
❖ 美術・文化に関するできごと
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1989
BIB1989
♠ 45
♥ 329
♣ 400
♦ 2523

グランプリ Marian Murawski ポーランド 赤坂三好『くじらをたすけたじぞうさん』
金のりんご賞 Manuela Bacelar ポルトガル 井江春代『パチャママしってる？』

Mohieddin Ellabbad エジプト 小野かおる『まーふぁのはたおりうた』
Viera Gergel′ová チェコスロヴァキア(スロヴァキア) おぼまこと『注文の多い料理店』
Gustavo Rosemffet (Gusti) スペイン かみやしん『もずが なくとき』
瀬川康男『清盛　絵巻平家物語（五）』 日本 川端誠『わたしのまっかなバスケット』

金牌 Aleksander Aleksov ブルガリア 木村泰子『ぼくの　いもうと』
Stasys Eidrigevičius ポーランド 熊田千佳慕『熊田千佳慕 リトルワールド・シリーズ』
Julia Gukova ソビエト連邦(ロシア) 黒井健『手ぶくろを買いに』
Woohyon Kang 韓国 スズキコージ『注文の多い料理店』
Stanislav Kolíbal チェコスロヴァキア(チェコ) 田島征三『とべバッタ』

田島征彦『とんとんみーときじむなー』
司修『河原にできた中世の町―へんれき 
 する人びとの集まるところ』
手島圭三郎『ふゆのうま』
中村道雄『よだかの星』
宮本忠夫『はるのものみんな』
本信公久『シマウマだけどウサギ』

奨励賞

追悼名誉賞
出版社賞

Willemien Min
László Réber
Binette Schroeder
Nikolaj M.Selješčuk
Katarína Ševellová-Šuteková
Barry Moser
Dušan Petričić
Laura Rosano
Jian Hua Wu
John Steptoe
Ceylon Bible Socity
Éditions Ipomée
Weilin and Göös

オランダ
ハンガリー
ドイツ
ソビエト連邦(ベラルーシ)
チェコスロヴァキア(スロヴァキア)
アメリカ
ユーゴスラビア(セルビア)
イタリア
中国
アメリカ
スリランカ
フランス
フィンランド

1990

1991
BIB1991
♠ 36
♥ 239
♣ 280
♦ 1863

グランプリ Stasys Eidrigevičius ポーランド 秋野亥左牟『はまうり』
金のりんご賞 André Dahan フランス 井上洋介『まがれば　まがりみち』

Klaus Ensikat 東ドイツ おぼまこと『しばいごっこ』
Lane Smith アメリカ 片山健『むぎばたけ』
John A.Rowe イギリス 小林裕児『シュシナーナとサバリコビレ』
Roberto Innocenti イタリア 小松修『こちらはじめんのしたのくに』

金牌 Karim Nasr イラン 佐藤国男『どんぐりと山猫』
村上豊『銀のつづら』 日本 杉田豊『みんな うたってる』
Quint Buchholz ドイツ スズキコージ『なんでも見える鏡』
Jindra Čapek ドイツ 瀬川康男『だれかがよんだ』
Barbara Waldschütz オーストリア 田島征彦『からすじぞう』
Xan López Domíniguez スペイン 長新太『わからんちんのココ』
Maurizio Olivotto イタリア 手島圭三郎『エタシペ カムイ』
Hans De Beer オランダ 福田庄助『サーカス びっくりサーカス』
Jana Kiselová-Siteková チェコスロヴァキア(スロヴァキア) 牧野鈴子『ピヴォット』
村上康成『ピンク! パール!』 日本 三原佐知子『ねこのるすばん』

柳原良平『絵本えほん　船』
吉田遠志『じひびき』

1992

1993
BIB1993
♠ 37
♥ 210
♣ 290
♦ 1850

グランプリ Lorenzo Mattotti イタリア （日本国内委員会としては参加せず）
金のりんご賞 Anne Brouillard ベルギー

Gao Cai 中国
Pierre Pratt カナダ
Lisbeth Zwerger オーストリア

金牌 Marcus Herrenberger ドイツ
Dušan Kállay スロヴァキア
Federico Maggioni イタリア
José Antonio Tàssies Penella スペイン
Mireille Vautier フランス

子ども審査員賞 Igor Piǎcka スロヴァキア

1994

1995
BIB1995
♠ 36
♥ 239
♣ 280
♦ 1863

グランプリ John A. Rowe イギリス 井上洋介『月夜のじどうしゃ』
金のりんご賞 Louis Joos ベルギー いもとようこ『と・も・だ・ち』

Les Chats Pelés フランス 片山健『タンゲくん』
Jana Kiselová-Siteková スロヴァキア 長新太『こんなことってあるかしら？』
Shiming Zhang 台湾 松川真樹子『うみからのてがみ』

金牌 Angela Lago ブラジル
Bente Olesen Nyström デンマーク
Mireille Vautier フランス
大竹伸朗『ジャリおじさん』 日本
Vladimir Burkin ロシア

子ども審査員賞 別府浩実『とびたつ ひ』 日本

1996

年 BIB年度
♠ 参加国数
♥ 作家数
♣ 本の冊数
♦ 原画点数

賞 BIB受賞者 受賞者国名 日本からのノミネート

1989 ❀ 『こんとあき』(福音館書店)
❀ 『やまのディスコ』（架空社）
❀ 『風とひょう』（ウオカーズカンパニー）

✚ ベルリンの壁崩壊
✚ 天安門事件
◉ 昭和天皇崩御
❖ サルバドール・ダリ死去

1990 ▲ スロヴァキアの最も美しい子どもの本賞創設
▲ 国連で子どもの権利条約批准
▲ CBI最優秀児童図書賞創設（アイルランド）
● 絵本作家養成ワークショップ「あとさき塾」誕生
● 『絵本ジャーナルPee Boo』（ブックローン出版）

刊行開始
○ 作家賞：トールモー・ハウゲン（Tormod Haugen、

ノルウェー）
○ 画家賞：リスベート・ツヴェルガー（Lisbrth 

Zwerger、オーストリア）

❀ 『リトル・アイシリーズ1　FIRSTLOOK(は
　 じめてのかたち）』(偕成社)
❀ 『ナージャとりゅうおう』（講談社）
✿ 『ふしぎないきもの』（邦訳：1990年、ほるぷ
　 出版）
❀ 『かぼちゃごよみ』（福音館書店）
❀ 『中岡はどこぜよ』（くもん出版）

✚ 東西ドイツが統一
❖ キース・へリング死去

1991 ▲ フンダレクトゥーラ（読書推進協会)発足（コロンビア）
▲ オス子供図書館基金設立（ガーナ）
●「イメージの森」シリーズ(ほるぷ出版)刊行開

始

❀ 『ユックリとジョジョニ』(ほるぷ出版)
❀ 『サルビルサ』(ほるぷ出版)
❀ 『となりのせきのますだくん』(ポプラ社)
❀ 『野鳥の図鑑』（福音館書店）
❀ 『ぶな森のキッキ』（童心社）
❀ 『海の夏』（ほるぷ出版）
❀ 『もりへ さがしに』（偕成社）

✚ ソ連の崩壊
✚ 湾岸戦争勃発
◉ 雲仙普賢岳噴火
◉ バブル経済が崩壊

1992 ▲ 「ペチェンガ地方の子ども読書推進計画」活
動開始（ロシア）

▲ NPO法人PRAESA設立（南アフリカ）
○ 作家賞：ヴァージニア・ハミルトン（Virginia 

Hamilton、アメリカ）
○ 画家賞：クヴィエタ・パツォウスカー（Kveta 

Pacovská、旧チェコスロヴァキア）

❀ 『おれは歌だ おれはここを歩く』（福音館
　 書店）
❀ 『タンゲくん』（福音館書店）

✚ マーストリヒト条約調印
❖ 「みづゑ」休刊

1993  BIBに子ども審査員賞が加わる
▲ リトルライブラリー創設（南アフリカ）

❀ 『ジャリおじさん』(福音館書店)
❀ 『月夜のじどうしゃ』（講談社）

✚ イスラエルとPLOの和平合意（オスロ合意）
✚ 欧州連合（EU）が発足
✚ スロヴァキア独立
◉ Jリーグ開幕
❖ ヴェネツィア・ビエンナーレに草間彌生が参加

1994 ▲ 私と一緒に読んで！プロジェクト開始（フランス）
▲ 非暴力と平和のための移動図書館が活動

開始（イスラエル）
○ 作家賞：まど・みちお（日本）
○ 画家賞：イェルク・ミュラー（Jörg Müller、スイス）

❀ 『うずらちゃんのかくれんぼ』(福音館書店)
❀ 『ぼくのロボット 恐竜探検』（福音館書店）
❀ 『はやくねてよ』（岩崎書店）
❀ 『あらしのよるに』（講談社）
❀ 『おさるになるひ』（講談社）

◉ 関西新国際空港開港
❖ 第1回VOCA展開催

1995 ▲ エディシオン・バカメによる非営利の出版活動
開始（ルワンダ）

● 「こどものとも0.1.2.」（福音館書店）刊行開始
● 絵本にっぽん賞が日本絵本賞となる

❀ 『せかいいちうつくしいぼくの村』（ポプラ社）
❀ 『だいじょうぶ だいじょうぶ』（講談社）
❀ 『絵で読む広島の原爆』（福音館書店）
❀ 『水仙月の四日』（偕成社）

◉ 阪神・淡路大震災
◉ 地下鉄サリン事件

1996 ▲ 全米図書賞児童文学部門創設（アメリカ）
▲ 「読書の権利を求めて」の活動開始（アルゼン

チン）
○ 作家賞：ウーリー・オルレブ（Uri Orlev、イスラエル）
○ 画家賞：クラウス・エンジカート（Klaus Ensikat、

ドイツ）

❀ 『おこちゃん』(小学館)
❀ 『おかぐら』（福音館書店）
❀ 『かんがえるカエルくん』（福音館書店）
❀ 『オホーツクの海に生きる』（ポプラ社）
❀ 『ガドルフの百合』（偕成社）
❀ 『うそつきのつき』（文渓堂）
❀ 「MINI BOOK」シリーズ（ONE STROKE）

✚ ペルーで日本大使公邸占拠事件
❖ 岡本太郎死去

年 絵本に関する動き 時代を象徴する絵本 社会の動き
 BIBの動き

▲ 世界の絵本に関する事項
● 日本の絵本に関する事項
○ 国際アンデルセン賞

✿  海外の本
❀ 日本の本

✚ 世界のできごと
◉ 日本のできごと
❖ 美術・文化に関するできごと
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1997
BIB1997
♠ 42
♥ 275
♣ 340
♦ 2200

グランプリ Martin Jarrie フランス 伊勢英子『水仙月の四日』
金のりんご賞

金牌

出版社賞
子ども審査員賞

Isabelle Chatellard
梶山俊夫『わらべうた』
北見隆『聖書物語 世界の神話絵本〈旧
約聖書〉』
Susanne Janssen
Linda Wolfsgruber
Harrie Geelen
Wolfgang Slawski
Jörg Müller
Jürg Obrist
Roberto Innocenti
Ulvi Postkaart
Nikolaj Ustinov

フランス
日本
日本

ドイツ
オーストリア
オランダ
ドイツ
スイス
スイス
イタリア
エストニア
ロシア

宇野亜喜良『フィンの伝説 世界の神話絵
本「ケルト」』
片山健『コッコさんのかかし』
黒井健『イーハトヴ詩画集・雲の信号』
近藤薫美子『かまきりっこ』
齋藤隆夫『月にあいにいったアギサ　パプ
ア・ニューギニアの民話』
ささめやゆき『ガドルフの百合』
杉田豊『ぼくの　あいつ』
瀬川康男『ちょっときて』
長新太『あかいはなとしろいはな』
西村繁男『絵で読む 広島の原爆』
山下ケンジ『ジロがなく』

山本容子『おこちゃん』

1998

1999
BIB1999
♠ 47
♥ 298
♣ 392
♦ 2259

グランプリ 中辻悦子『よるのようちえん』 日本 荒井良二『なぞなぞのたび』
金のりんご賞

金牌

出版社賞
子ども審査員賞

Janneke Derwig
関屋敏隆『オホーツクの海に生きる』
Heide Stöllinger
Peter Uchnár
Albertine Zullo
Pulak Biswas
Boris Diodorov
Maria Ekier
Helle Vibeke Jensen
Jan Jutte
Honar-e-Norooz
Alenka Sottler

オランダ
日本
オーストリア
スロヴァキア
スイス
インド
ロシア
ポーランド
デンマーク
オランダ
イラン
スロベニア

伊藤秀男『くまにたすけられたおとこ 北越
雪譜より』
太田大八『絵本西遊記』
片山健『どうぶつはいくあそび』『きつねにょうぼう』
小西英子『やっと あえた』
こみねゆら『パメラ・パティー・ポッスのあた
らしい いえ』
齋藤隆夫『おおぐいひょうたん』
佐野洋子『ちょっと まって』
島田ゆか『バムとケロのおかいもの』
田島征三『川はたまげたことだらけ』
谷内こうた『にちよちうび』
長新太『ゴムあたまポンたろう』『にんげんごっこ』
西村繁男『はらっぱ』
ベップヒロミ『だれもいないおうこく』
村上康成『ミツビシトンボ』『ふゆのあさ』
みやざきひろかず『ひるねむし』
柚木沙弥郎『つきよのおんがくかい』
米倉健史『かみひこうき　とんだ』

2000

2001
BIB2001
♠ 43
♥ 290
♣ 387
♦ 2212

グランプリ Éric Battut フランス 荒井良二『森の絵本』
金のりんご賞 Pavel Tatarnikov ベラルーシ 井上洋介『やまのねこやしき』

Harmen van Straaten オランダ 伊勢英子『1000の風 1000のチェロ』
たかべせいいち『やまのじぞうさん』 日本 宇野亜喜良『ゆきおんな』
Katja Gehrmann ドイツ 織茂恭子『しのちゃんと4ひきのともだち』
Jana Kiselová-Siteková スロヴァキア ささめやゆき『あしたうちにねこがくるの』

金牌 Paloma C.Valvidia Barria チリ 杉浦範茂『海をかっとばせ』
Photini Stephanidi ギリシャ 田島征三『ひとのいいネコ』
Svjetlan Junaković クロアチア 田中清代『おばけがこわいことこちゃん』
Krystyna Lipka-Sztarbałło ポーランド 谷川晃一『ウラパン・オコサ』
Vera Pavlova ロシア 長新太『くまさんの おなか』

出版社賞 Editions Bakame ルワンダ 土屋富士夫『もっちゃうもっちゃう もう もっちゃう』
子ども審査員賞 Charlotte Dematons オランダ 降矢なな『ごめんね ともだち』

松岡達英『だんごむし そらを とぶ』
諸橋精光『ナムチンカラトラヤーヤー   ねことおしょうさま』
柚木沙弥郎『そしたら そしたら』
よしざわけいこ『ライオンは そよかぜのなかで』

2002

2003
BIB2003
♠ 38
♥ 311
♣ 433
♦ 2398

グランプリ 出久根育『あめふらし』 日本 飯野和好『赤ずきん』
金のりんご賞 Isol Misenta アルゼンチン 石倉欣二『熊神とカパラペポンス』

Michael Dudok de Wit オランダ 一ノ関圭『夢の江戸歌舞伎』
Viktoria Fomina ロシア 宇野亜喜良『ぼくは へいたろう』
Armin Greder スイス 太田大八『いぬと ねこの おんがえし』
Chiara Carrer イタリア 梶山俊夫『虎落笛』

金牌 Carl Cneut ベルギー 菅野由貴子『へんしんねこた』
Andrea Petrlik Huseinović クロアチア 黒井健『月夜のバス』
Hafez Mir Aftabi イラン 齋藤隆夫『かえるの平家ものがたり』
Piet Grobler 南アフリカ 酒井駒子『赤い蝋燭と人魚』
Antonio Acebal スペイン スズキコージ『おばけめぐり』

出版社賞 Omsca-1, Tirana アルバニア 田中清代『トマトさん』
Katha, New Delhi インド 田島征三『オオカミのともだち』
Khan Printing モンゴル 手島圭三郎『えぞりすのあさ』

子ども審査員賞 Marcin Kołpanowicz ポーランド ひろいのりこ『ミミヨッポ』
松本州平『ちいさなひこうきフラップ』
横松桃子『田んぼのいのち』
和田誠『パイがいっぱい』

年 BIB年度
♠ 参加国数
♥ 作家数
♣ 本の冊数
♦ 原画点数

賞 BIB受賞者 受賞者国名 日本からのノミネート

1997 ▲ ニュージーランド・ポスト児童図書賞創設（ニュー
ジーランド）

● 絵本学会設立

❀ 『そらまめくんのベッド』(福音館書店)
❀ 『きつねにょうぼう』（福音館書店）
❀ 『しらんぷり』（ポプラ社）
❀ 『ペンギンの本』（講談社）
❀ 『絵本西遊記』（童心社）
❀ 『きるほん』（学習研究社）
❀ 『かみひこうきとんだ』（至光社）

✚ 香港が中国へ返還
✚ アジア通貨危機
✚ 京都議定書締結
❖ 文化庁メディア芸術祭スタート

1998 ○ 作家賞：キャサリン・パターソン（Katherine 
Paterson、アメリカ）

○ 画家賞：トミー・ウンゲラー（Tomi Ungerer、フラ
ンス）

❀ 『いつでも会える』(学習研究社)
❀ 『きょうはなんてうんがいいんだろう』
　 （鈴木出版）
✿ 『絵で見る ある町の歴史』
　 （邦訳：2000年、さ・え・ら書房）
❀ 『なぞなぞのたび』（フレーベル館）

◉ 長野冬季オリンピック

1999 ▲ メンポ・ジアディネリ財団「おばあちゃんの読み
聞かせ計画」開始（アルゼンチン）

❀ 『マッコウの歌』（小学館）
❀ 『森の絵本』（講談社）
❀ 『ねぎぼうずのあさたろう その1』（福音館

書店）
❀ 『くろいマントの おじさん』（福音館書店）

✚ マカオが中国へ返還
✚ ユーゴスラビアでコソボ紛争
✚ パナマ返還

2000   「ブラティスラヴァ世界絵本原画展」の日本
巡回展が始まる

● 国際子ども図書館開館
● 子ども読書年
○ 作家賞：アナ・マリア・マシャド（Ana Maria 

Machado、ブラジル）
○ 画家賞：アンソニー・ブラウン（Anthony Browne、

イギリス）

❀ 『でんしゃえほん』（ビリケン出版）
❀ 『道に降りた散歩家』（偕成社）
❀ 『てんぐのはうちわ』（教育画劇）
❀ 『さよなら エルマおばあさん』（小学館）
❀ 『きりのなかの はりねずみ』（福音館書店）

✚ 初の南北朝鮮首脳会談
❖ 第1回越後妻有トリエンナーレ開催

2001 ▲ みんなで子どもに読み聞かせプロジェクト開始
（ポーランド）

● ブックスタート開始

❀ 『けんかのきもち』（ポプラ社）
❀ 『舌ながばあさん』（小学館）

✚ アメリカ同時多発テロ
✚ アメリカがアフガニスタンに侵攻
❖ 第1回横浜トリエンナーレ開催

2002 ▲ アストリッド・リンドグレーン記念文学賞創設（ス
ウェーデン）

▲ 「子どもが初めて出会う印刷物」の活動開始
（南アフリカ）

▲ 「モンゴルの子ども移動図書館」活動開始（モ
ンゴル）

○ 作家賞：エイダン・チェンバーズ（Aidan 
Chambers、イギリス）

○ 画家賞：クエンティン・ブレイク（Quent in 
Blake、イギリス）

❀ 『かえるの平家ものがたり』（福音館書店）
❀ 『なつのいけ』（ひかりのくに）
❀ 『おたまさんのおかいさん』（解放出版社）
❀ 『海のやくそく』（佼成出版社）

2003 ❀ 『あめかな !』(福音館書店)
❀ 『みみずのオッサン』（童心社）
❀ 『ぼくの見た戦争 2003年イラク』
　 （ポプラ社）
❀ 『おばけドライブ』（ビリケン出版）

✚ イラク戦争勃発
❖ 岡本太郎《明日の神話》メキシコで発見

年 絵本に関する動き 時代を象徴する絵本 社会の動き
 BIBの動き

▲ 世界の絵本に関する事項
● 日本の絵本に関する事項
○ 国際アンデルセン賞

✿  海外の本
❀ 日本の本

✚ 世界のできごと
◉ 日本のできごと
❖ 美術・文化に関するできごと
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2004

2005
BIB2005
♠ 48
♥ 410
♣ 528
♦ 2966

グランプリ Ali Reza Goldouzian イラン 青山邦彦『ドワーフじいさんのいえづくり』
金のりんご賞 Lilian Brøgger デンマーク 荒井良二『おばけのブルブル』

Byoungho Han 韓国 井上洋介『ぐるりかぜ』
Ĺuboslav Paĺ o スロヴァキア 宇野亜喜良『りゅうのおくりもの』
Paweł Pawlak ポーランド おかねよしき『よなかのさんぽ』
Sara フランス おぼまこと『ひでちゃんとよばないで』

金牌 Pablo Amargo スペイン こみねゆら『さくら子のたんじょう日』
Carll Cneut ベルギー 瀬川康男『ひなとてんぐ』
Alain Gauthier フランス 瀬川康男『ひな』
Pierre Pratt カナダ 長新太『なんででんねん天満はん―天神祭』
酒井駒子『金曜日の砂糖ちゃん』 日本 どいかや『チリとチリリ』

出版社賞 Katha インド なりたさとこ『かかしごん』
Murti Bunanta Foundation インドネシア 成田雅子『やくそく』
Marya Jagoudzik ベラルーシ 西村敏雄『バルバルさん』

子ども審査員賞 Charlotte Dematons オランダ 長谷川義史『どこどこどこ いってきまーす』
はたこうしろう『なつのいちにち』
降矢なな『ありがとう ともだち』
松岡達英『だんごむしと恐竜のレプトぼうや』
U・G・サトー『しまうまのさんぽ』

2006

2007
BIB2007
♠ 38
♥ 387
♣ 477
♦ 2740

グランプリ Einar Turkowski ドイツ あべ弘士『タンチョウは悪代官か？』
金のりんご賞 Kamilla Wichmann(Christiansen） デンマーク 荒井良二『ぼくのきいろいバス』

Iwona Chmielewska ポーランド 飯野和好『くろずみ小太郎旅日記　その5』
Ivan Aleksandrov ロシア 井上洋介『タマゴ イスにのり』
Alenka Sottler スロベニア おいかわけんじ・たけうちまゆこ『ねこのセーター』
Farshid Shafiei イラン 岡田嘉夫『義経千本桜』

金牌 Bente Olesen Nyströｍ デンマーク 片山健『きは なんにも いわないの』
Maria Ekier ポーランド ささめやゆき『もしもねこがサーカスにいったら』
Michail Fedorov ロシア 杉浦範茂『むしのうた』
Angela Lago ブラジル スズキコージ『ガッタンゴットン』
Hoda Haddadi イラン たしろちさと『ぼく　うまれるよ』

出版社賞 Universul モルドバ 出久根育『マーシャと白い鳥』
子ども審査員賞 Jaehong Kim 韓国 はたこうしろう『はるにあえたよ』

ひだきょうこ『もりのオンステージ』
降矢なな『ともだち　おまじない』
三浦太郎『くっついた』
山内ふじ江『貝の子プチキュー』
山中桃子『牧場のいのち』

2008

2009
BIB2009
♠ 37
♥ 344
♣ 448
♦ 2437

グランプリ Josep Antoni Tàssies Penella スペイン あべ弘士『ねこのおいしゃさん』
金のりんご賞 Pavel Tatarnikov ベラルーシ 荒井良二『えほんのこども』

František Skála チェコ こしだミカ『ほな また』
Piet Grobler 南アフリカ ささめやゆき『だんまり』
Martina Matlovičová-Králová スロヴァキア スズキコージ『とんがとぴんがのプレゼント』
Boris Zabirochin ロシア 高畠純『どうする どうする あなのなか』

金牌 Anne Bertier フランス 司修『おばあのものがたり』
智内兄助『ぼくがうまれた音』 日本 山口マオ『わにわにのおでかけ』
Ann Cathrin Raab デンマーク
Jana Kiselová-Siteková スロヴァキア
Fabian Negrin イタリア

出版社賞 Grupo Editorial Norma コロンビア
Wytwornia ポーランド

子ども審査員賞 Peter Uchnár スロヴァキア

2010

2011
BIB2011
♠ 44
♥ 356
♣ 458
♦ 2318

グランプリ Eunyoung Cho 韓国 あべ弘士『もりのねこ』
金のりんご賞 Janik Coat フランス 荒井良二『うちゅうたまご』

Rashin Kheiriyeh イラン 飯野和好『うらしまたろう』
Jooyun Yoo 韓国 大畑いくの『そらのおっぱい』
Wouter van Reek オランダ 片山健『むかしむかし』
Tomáš Klepoch スロヴァキア 軽部武宏『のっぺらぼう』

金牌 Jochen Stuhrmann ドイツ こみねゆら『にんぎょうげきだん』
Simone Rea イタリア 酒井駒子『BとIとRとD』
Marit Törnqvist オランダ 田中清代『気のいい火山弾』
Iban Barrenetxea スペイン 降矢なな『いそっぷのおはなし』
Valérie Losa スイス 三浦太郎『ちいさなおうさま』

出版社賞 CIDCLI メキシコ 森洋子『まよなかの ゆきだるま』
Navčhaĺ na kniga - Bogdan ウクライナ

子ども審査員賞 いまいあやの『くつやのねこ』 日本

年 BIB年度
♠ 参加国数
♥ 作家数
♣ 本の冊数
♦ 原画点数

賞 BIB受賞者 受賞者国名 日本からのノミネート

2004 ○ 作家賞：マーティン・ワッデル（Martin Waddell、
アイルランド）

○ 画家賞：マックス・ベルジュイス（Max Velthuijs、
オランダ）

❀ 『ないた』（金の星社）
❀ 『鹿よ おれの兄弟よ』（福音館書店）
✿ 『悲しい本』（邦訳：2004年、あかね書房）

✚ 欧州連合（EU）にポーランドなど10ヵ国
が加盟

◉ 新潟県中越地震

2005 ● 荒井良二、アストリッド・リンドグレーン記念文
学賞受賞

❀ 『くっついた』(こぐま社)
❀ 『マーシャと白い鳥』（偕成社）
❀ 『ぼくの鳥の巣絵日記』（偕成社）
✿ 『ジャックのあたらしいヨット』（邦訳：2005
　 年、BL出版）

◉ 2005年日本国際博覧会（愛知万博）

2006 ○ 作家賞：マーガレット・マーヒー（Margaret 
Mahy、ニュージーランド）

○ 画家賞：ヴォルフ・エァルブルッフ（Wolf 
Erlbruch、ドイツ）

❀ 『おかあさん、げんきですか。』（ポプラ社）
❀ 『ルリユールおじさん』（理論社）

2007 ▲ チルドレンズ・ブック・バンク設立（カナダ） ❀ 『うしお』（ビリケン出版）
❀ 『たいようオルガン』（アートン）
❀ 『よしおくんがぎゅうにゅうをこぼしてしまっ
　 たおはなし』（岩崎書店）
❀ 『ふってきました』（講談社）
❀ 『ぼくがラーメンたべてるとき』（教育画劇）

◉ 郵政民営化
❖ 国立新美術館開館

2008 ○ 作家賞：ユルク・シュービガー（Jürg Schubiger、
スイス）

○ 画家賞：ロベルト・インノチェンティ（Roberto 
Innocenti、イタリア）

❀ 『だるまさんが』(ブロンズ新社)
❀ 『100かいだてのいえ』(偕成社)
❀ 『ブラッキンダー』（イースト・プレス）
❀ 『カワセミ』（新日本出版社）
❀ 『くまとやまねこ』（河出書房新社）
❀ 『せんねん まんねん』（理論社）
❀ 『Little Tree』（ONE STROKE）

✚ 金融危機（リーマン・ショック）

2009 ❀ 『くさをはむ』（講談社）
❀ 『しごとば』（ブロンズ新社）

✚ 中国新彊ウイグル自治区で暴動

2010 ○作家賞：デイヴィッド・アーモンド（David 
Almond、イギリス）

○ 画家賞：ユッタ・バウアー（Jutta Bauer、ドイツ）

❀ 『ものすごくおおきなプリンのうえで』
　 （教育劇画）
❀ 『もりのおくのおちゃかいへ』（偕成社）
❀ 『ふたりのナマケモノ』（講談社）
❀ 『ちいさなおうさま』（偕成社）

✚ 欧州ソブリン危機
✚ ナイジェリアで民族紛争

2011 ❀ 『あさになったのでまどをあけますよ』(偕
　  成社)
❀ 『ぼうし』（イースト・プレス）
❀ 『新幹線のたび』（講談社）
❀ 『きのこ ふわり胞子の舞』（ポプラ社）

◉ 東日本大震災
◉ 福島第一原子力発電所で事故

年 絵本に関する動き 時代を象徴する絵本 社会の動き
 BIBの動き

▲ 世界の絵本に関する事項
● 日本の絵本に関する事項
○ 国際アンデルセン賞

✿  海外の本
❀ 日本の本

✚ 世界のできごと
◉ 日本のできごと
❖ 美術・文化に関するできごと
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2012

2013
BIB2013
♠ 49
♥ 361
♣ 446
♦ 2344

グランプリ It́ s Raining Elephants（Evelyne Laube, 
Nine Wehrle）

スイス あべ弘士『新世界へ』
荒井良二『あさになったのでまどをあけますよ』
井上洋介『馬の草子』
軽部武宏『まんげつの こどもたち』
木内達朗『あかにんじゃ』
スズキコージ『わかがえりの水』
田島征三『ぼくのこえがきこえますか』
nakaban『よるのむこう』
広瀬ひかり『マルマくん かえるになる』
降矢なな『ひめねずみとガラスのストーブ』
牡丹靖佳『おうさまのおひっこし』

金のりんご賞 Rong Yu 中国
はいじまのぶひこ『きこえる?』 日本
きくちちき『しろねこくろねこ』 日本
Inkyung Noh 韓国
Irma Bastida Herrera メキシコ

金牌 Stella Dreis ドイツ
Renate Habinger オーストリア
Daniela Olejníková スロヴァキア
Ángela Cabrera Molina スペイン
Iraia Okina スペイン

出版社賞 Univerzita J. Evangelisty Purkyně チェコ
Quilombo Ediciones  チリ
Maria Christania  インドネシア
Amanuense グアテマラ

子ども審査員賞 Gifun Lee 韓国
市長賞 Peter Uchnár スロヴァキア

2014

2015
BIB2015
♠ 50
♥ 355
♣ 441
♦ 2426

グランプリ Laura Carlin イギリス あべ弘士『宮澤賢治「旭川。」より』
金のりんご賞 ミロコマチコ『オレときいろ』 日本 飯野和好『みずくみに』

Elena Odriozola スペイン 石川えりこ『ボタ山であそんだころ』
Javier Zabala スペイン 100%ORANGE（及川賢治）『スリスリとパッパ』
Ronald Curchod スイス 酒井駒子『まばたき』
Heimi 中国 たじまゆきひこ『ふしぎなともだち』

金牌 Annemarie van Haeringen オランダ 中山玲佳『シカになったシバ』
Myungae Lee 韓国 樋勝朋巳『きょうはマラカスのひ』
Natalia Salienko ロシア 樋口佳絵『かがみのなか』
Renate Wacker ドイツ 降矢なな『黄いろのトマト』
Levi Pinfold イギリス 松田奈那子『ちょうちょ』

出版奨励賞 Kan Yama Kan パレスチナ 松本大洋『かないくん』
出版社賞 Artforum スロヴァキア みやこしあきこ『かいちゅうでんとう』

Dar Onboz Publishing House レバノン 吉田尚令『希望の牧場』
子ども審査員賞 Martijn van der Linden オランダ
市長賞 Veronika Holecová Klímová スロヴァキア

2016

年 BIB年度
♠ 参加国数
♥ 作家数
♣ 本の冊数
♦ 原画点数

賞 BIB受賞者 受賞者国名 日本からのノミネート

2012 ○ 作家賞：マリア・テレサ・アンドゥルエット（María 
Teresa Andruetto、アルゼンチン）

○ 画家賞：ピーター・シス(Peter Sís、チェコ）

❀ 『新世界へ』(偕成社)
❀ 『オオカミがとぶひ』（イースト・プレス）
❀ 『さがしています』（童心社）
❀ 『神々の母に捧げる詩』（福音館書店）
❀ 『どっとこ どうぶつえん』（福音館書店）

✚ シリアで内戦

2013  BIBにブラティスラヴァ市長賞が加わる
▲ ナミ・コンクール創設（韓国）

✿ 『やくそく』（邦訳：2014年、BL出版）
❀ 『きょうはマラカスのひ』（福音館書店）
❀ 『てつぞうはね』（ブロンズ新社）
❀ 『さわるめいろ』（小学館）
❀ 『りんごかもしれない』（ブロンズ新社）

◉ 富士山、世界文化遺産登録

2014 ○ 作家賞：上橋菜穂子（日本）
○ 画家賞：ホジェル・メロ（Roger Mello、ブラジル）

❀ 『ふしぎなともだち』（くもん出版）
❀ 『希望の牧場』（岩崎書店）
❀ 『ボタ山であそんだころ』（福音館書店）
❀ 『いしをつんだおとこ』（ハッピーオウル社）

✚ タイで軍がクーデターを宣言
✚ イスラム国（IS）樹立を宣言

2015  BIB50周年で板東悠美子（日本）ら5人に功
労賞が授与される

❀ 『30000このすいか』（くもん出版）
❀ 『オルゴールのくるくるちゃん』（講談社）
❀ 『よるのかえりみち』（偕成社）
❀ 『日がのぼるとき』（One Stroke）

✚ パリ同時多発テロ

2016 ○ 作家賞：曹文軒（中国）
○ 画家賞：ロートラウト・ズザンネ・ベルナー（Rotrut 

Susanne Berner、ドイツ）

 

 

◉ 熊本地震

年 絵本に関する動き 時代を象徴する絵本 社会の動き
 BIBの動き

▲ 世界の絵本に関する事項
● 日本の絵本に関する事項
○ 国際アンデルセン賞

✿  海外の本
❀ 日本の本

✚ 世界のできごと
◉ 日本のできごと
❖ 美術・文化に関するできごと
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『月刊保育絵本クロニクル』2005年、日本児童出版美術家連盟
「この絵本が好き! 　2011年版」2011年、平凡社
『日本の子供の文学－国際子供図書館所蔵資料で見る歩み』2012年、国立国会図書館国際子ども図書館

「時代を象徴する絵本」に関しては、IBBYオナーリスト（日本人作家）、日本絵本賞（絵本にっぽん賞）、講談社出版文化賞絵本賞、産経児童出版文化賞、
小学館児童出版文化賞、ボローニャ・ラガッツィ賞等の受賞作品を参考にした。

（広松由希子　編集協力）

これは、展覧会カタログ『BIB50周年　ブラティスラヴァ世界絵本原画展 ―絵本の50年 これまでとこれから―』
（2016年、読売新聞社・美術館連絡協議会）に掲載された年表の改訂版です。
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