
第 11 回「箕面・世界子どもの本アカデミー賞」
受賞作品が決定！

令和 4年（2022 年）8 月 4 日（木）

箕面市は、約 13,500 人の小中学校の子どもたちが投票した結果をもとに、第 11 回「箕面・世

界子どもの本アカデミー賞」にノミネートされた本の中から、「絵本賞」「作品賞」「主演賞」「ヤング

アダルト賞」の受賞 4作品を決定しました。※「主演賞」は、作品の主人公を選ぶ賞です。

【絵本賞】

『ほげちゃん』

やぎ たみこ/作

【作品賞】

『先生、しゅくだいわすれました』

山本 悦子／作 佐藤 真紀子／絵

【主演賞】

『かいけつゾロリのドラゴンたいじ』の

ゾロリ

原 ゆたか/作・絵

【ヤングアダルト賞】

『54 字の物語 意味がわかるとゾクゾク

する超短編小説』

氏田 雄介／作 佐藤 おどり／絵

箕面市は、約 13,500 人の子どもたちが投票した結果をもとに、第 11 回「箕面・世界子どもの

本アカデミー賞 」受賞 4作品を決定しました。

この賞は、子どもの読書意欲を高め、読書活動をさらに推進することをめざして平成 22 年の

国民読書年に創設したもので、子どもが支持している本を子ども自身が選ぶ、全国でも珍しい

取り組みです。3 年ぶりの開催となった今回は、「絵本賞」「作品賞」「主演賞」「ヤングアダルト

賞」の 4部門でそれぞれ受賞作品を選びました。

今後は、子どもたち自身の運営のもと、授賞式を 11 月 3 日（木・祝）に箕面市立メイプルホー

ル・大ホールにて開催いたします。

報道資料

１．受賞作品



（１）概要

「箕面・世界子どもの本アカデミー賞」は、子どもの読書意欲を高め、読書活動をさらに推進す

ることをめざして、平成 22 年の国民読書年に創設した賞です｡世界中には「大人が選ぶ」子ども

の本の賞はたくさんありますが、それらの賞とは違い「子どもが本当に支持している本を、子ども

自身が選ぶ」という全国でも珍しい取り組みです。

3 年ぶりの開催となった今回は、「絵本賞」「作品賞」「主演賞」「ヤングアダルト賞」の 4部門で

それぞれ受賞作品を選びました。

本市では、市立小中学校への専任学校図書館司書の配置を平成 4年から始め、平成 10 年

には全市立小中学校への配置を完了しました。「箕面・世界子どもの本アカデミー賞」は、図書館

司書が日頃から子どもの読書活動をサポートし、全国に先駆け子どもの読書活動を推進してき

たからこそ実施できる取り組みです。平成 24 年度からは、私立小中学校も参加するなど、読書

活動が広がっています。

（２）授賞式

11 月 3 日（木・祝）に、箕面市立メイプルホールの大ホールで子どもたち自身の運営による授

賞式を開催し、受賞作家によるスピーチなどを予定しています。

その後、憧れの受賞作家などによる市内小中学校への訪問（オーサービジット）も予定してい

ます。

2．「箕面・世界子どもの本アカデミー賞」について

第 9回 主演男優賞

「もののけ屋 一度は会いたい妖怪変

化」のもののけ屋で受賞

作者：廣嶋玲子さん（右）、画家：東京モ

ノノケさん（左）

問い合わせ先

子ども未来創造局 中央図書館

電話 072-722-4580（直通）

第 10 回 絵本大賞

「としょかんねずみ」で受賞 訳者：渡辺

鉄太さん



第 11 回「箕面・世界子どもの本アカデミー賞」投票結果

①絵本賞 【小学 1～2年生対象】 ： 全 5 作品 投票数 2929

②作品賞 【小学 3～6年生対象】 ： 全 5 作品 投票数 5862

③主演賞 【小学 3～6年生対象】 ： 全 5 作品 投票数 5883

④ヤングアダルト賞 【中学生対象】 ： 全 8 作品 投票数 3625

順位 作品名 作家名等 出版社 得票数

1 位 『ほげちゃん』 やぎ たみこ／作 偕成社 943

2 位 『なまえのないねこ』
竹下 文子／文

町田 尚子／絵
小峰書店 867

3 位
『よかったねネッドくん

改訂版 英文つき』

レミー・シャーリップ／作

やぎた よしこ／訳 偕成社 447

順位 作品名 作家名等 出版社 得票数

1 位
『先生、しゅくだい

わすれました』

山本 悦子／作

佐藤 真紀子／絵
童心社 2311

2 位 『鬼遊び 鬼よぶわらべ歌』
廣嶋 玲子／作

おとない ちあき／絵
小峰書店 1574

3 位
『リンドバーグ

空飛ぶネズミの大冒険』

トーベン・クールマン／作

金原 瑞人／訳

ブロンズ

新社
859

順位 主人公名／作品名 作家名等 出版社 得票数

1 位

ゾロリ

『かいけつゾロリのドラゴン

たいじ』

原 ゆたか／作・絵 ポプラ社 1777

2 位

謎野真実

『科学探偵謎野真実シリーズ１

科学探偵VS.

学校の七不思議』

佐東 みどり・石川 北二

木滝 りま・田中 智章／著

木々／イラスト

朝日新聞

出版
1666

3 位 アーヤ『アーヤと魔女』

ダイアナ・ウィン・

ジョーンズ／作

田中 薫子／訳

佐竹 美保／絵

徳間書店 1113

順位 作品名 作家名等 出版社 得票数

1 位
『54字の物語 意味がわかると

ゾクゾクする超短編小説』

氏田 雄介／作

佐藤 おどり／絵

PHP

研究所
686

2 位
『Re：ゼロから始める

異世界生活 １』

長月 達平／著

大塚 真一郎／イラスト

KADOKA

WA
642

3 位
『あの花が咲く丘で、

君とまた出会えたら。』
汐見 夏衛／著

スターツ

出版
483

別紙


