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第10回リブロ絵本大賞

竹下文子/文

町田尚子/絵
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1 サトシン/西村敏雄
回 文溪堂 1,300円＋税

このたびは大賞に選んでいただき
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竹下 文子

シゲタ サヤカ 白泉社 1,200円＋税
書店員からヒトコト！

♥笑い あり、涙ありの楽しい絵本です。

絵：町田尚子

『なまえのないねこ』
（小峰書店）

『たべものやさん
しりとりたいかい
かいさいします』

受賞 !!

なまえのないねこ
文 : 竹下文子

本年度は第10回の記念に
特別賞も選出しました！

ありがとう
書店員さんに選んでいただいての一等賞、
竹下さんが町田さんの絵に惚れ込んで
ございます。
その原稿を町田さんが描きたいと
原稿を書かれ、
思ってくださったことから始まった作品です。
キジトラだけは
実在の猫・犬が多く登場しますが、
です。
「みんなのキジトラ」
モデルのいない
可愛がっていただけましたら嬉しいです。

バイタリティあふれる
うんこくんと、ダジャレ的な
言い回しが、親子ともに
大うけでした。

第『ちくわのわーさん』
3 岡田よしたか
回 ブロンズ新社 980円＋税
なぜか大阪弁のちくわのわー
さんがとっても愉快！ 最後の
オチがなかなかシュールです。
大人も子どもも楽しめる
絵本です。

第『パンダ銭湯』
5 tupera tupera
回 絵本館 1,300円＋税
パンダの秘密がここにある！
ユーモアたっぷり小さな子
から大人まで楽しめる
絵本です。

第 『ほげちゃん』
2 やぎ たみこ
回 偕成社 1,000円＋税
「ほげちゃん？」と気になっ
たら手にとってください。
家族の留守中に大暴れする
悪ほげちゃんは私たちの
ストレスも発散してくれるかも。

第 『だいすき ぎゅっぎゅっ』
4 フィリス・ゲイシャイトー / ミム・グリーン/
回 デイヴィッド・ウォーカー
岩崎書店 1,100円＋税
朝起きてから夜眠るまで
いつでも「ぎゅっ」
しても
らえる安心感。お母さん
の愛情が伝わってきます。
幸せな絵本です。

第 『やきざかなののろい』
6 塚本やすし
回 ポプラ社 1,300円＋税
魚嫌いの気持ちを冒頭から、
ぎゅぎゅっとわしづかみ!!
うなずきながら、笑いながら
読める、魚嫌いの方に、
もちろん魚嫌いじゃない方
にもおすすめな1冊。

第『いちばんしあわせなおくりもの』 第『おいしそうなしろくま』
8 柴田ケイコ
7 宮野聡子
回
PHP研究所 1,300円＋税
回 教育画劇 1,200円＋税
やさしい絵でたいせつな
ことを教えてくれます。
よむと涙がとまらなく
なりました。

第『だいぶつさまのうんどうかい』
9 苅田澄子/中川学
回 アリス館 1,400円＋税
張り切るほどに空回りする
だいぶつさまがかわいらしい。
最後はみんなでにっこり。

ああ〜！私もしろくまに
なりたい…。そんな気持ちに
させてくれる1冊です。

● リブロプラス公式ウェブサイト ●

URL：https://libroplus.co.jp/
※ 掲載商品が店頭品切れの際は
ご注文 ・ お取り寄せいたします。
※ 装丁や内容が異なる場合がございます。

リブロ絵本大賞とは･･･
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毎年刊行されるたくさんの絵本の中から、
各店の児童書担当者が
「広く
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入賞作品

『さかさまたんけんたい』

紹介したい」
「強くおすすめしたい」
と思う作品を選ぶ良書発掘企画です。
第 10 回の今年は、2018 年 8 月から 2019 年 7 月の間に刊行された
絵本を対象に、各店の児童書担当者による推薦をもとに 10 作を候補作
として選定し、社内投票により大賞と特別賞を選出しました。
今後も、毎年同時期に継続して実施し、良書発掘・情報発信に
取り組んでまいります。

『れいぞうこのおくのおく』

すずき みほ 作

うえだ しげこ 作・絵

1,400 円 + 税

教育画劇 1,100円＋税

偕成社
書店員からヒトコト！

さかさまになると、いつもみているものが
べつのなにかにみえてくるんだって。
さかさまになったら何が見つかる？
すぐに自分でも試せそうな内容でわくわく
してしまいます。

書店員からヒトコト！
ママのあるある！？冷蔵庫の奥で
忘れられてしまったチーズの奮闘
する様子を描く楽しい絵本！
うちの冷蔵庫にもいそうだなぁ・・・

『パンダのパンやさん』

豊福 まきこ 作

1,300円＋税

BL出版 1,300円＋税

書店員からヒトコト！
どこか懐かしい下町の商店街のパン
屋さんが舞台のえほん。ぱぱぱんだと
こぱんだが、町のみんなにパンを配達
してまわります。最後にできるパンが
楽しい。

『みずとは なんじゃ？』

書店員からヒトコト！
こうさぎたちの表情が可愛くて、
絵もとても綺麗なので、女の子にお薦め
のえほんをきかれると ついついこれを
案内してしまいます。

『オニのサラリーマン じごくの盆やすみ』

かこ さとし 作／鈴木 まもる 絵

富安 陽子 文／大島 妙子 絵
福音館書店 1,400円＋税

小峰書店 1,500円+税
書店員からヒトコト！
身近にある水について子供も大人も
一緒に考えてしまうとても興味深い
お話です。これをキッカケに、
限りある自然について触れる事が
できればと思います。

『ねえさんといもうと』

絵本

『おどりたいの』

岡本 よしろう 作・絵
金の星社

第 10 回

リブロ・よむよむ・パルコブックセンター
オリオン書房・PAPER WALL・Carlova360
あゆみBOOKS・文禄堂

児童書担当者が選ぶ
最もおすすめしたい絵本

書店員からヒトコト！
妙に人間じみた鬼たちの盆休みを愉
快に描い た１冊！軽快な話のテンポと
、どことなく可愛くも思える絵も見ど
ころです。

『ころべばいいのに』

シャーロット・ゾロトウ 文／酒井 駒子 絵・訳

ヨシタケ シンスケ

あすなろ書房 1,300円+税
書店員からヒトコト！
いつも一緒にいたのに、ある日いもうと
はそっとねえさんのいない世界にとび
だします。世話をやいていたはずの
いもうとがいなくなったねえさんは・・・
幼い子の成長とそれを知った姉の気持
ちが胸に沁みます。

ブロンズ新社 1,400円＋税
書店員からヒトコト！
この本を読んで、私もまったく同じ思い
でした。大人も子供も「イヤな気持ち」を
こんなふうに考えられたら、毎日が
楽しくなるかもしれない！
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