
受賞年 受賞者 請求記号 タイトル 出版社

969 ｺｴ  ザーヒル 角川書店

F9 ｺｴ  悪魔とプリン嬢 角川書店

F9 ｺｴ  アルケミスト 地湧社

F9 ｺｴ  不倫 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

F9 ｺｴ  ブリーダ 角川書店

F9 ﾛﾘ 1  カジュアル・ベイカンシー　１ 講談社

F9 ﾛﾘ 2  カジュアル・ベイカンシー　２ 講談社

F9 ｱｼ  エバ・ルーナ 国書刊行会

F9 ｱｼ  エバ・ルーナのお話 国書刊行会

F9 ｱｼ  天使の運命　上 ＰＨＰ研究所

F9 ｱｼ  天使の運命　下 ＰＨＰ研究所

F9 ﾗｼ  悪魔の詩　上
プロモーションズ・
ジャンニ

F9 ﾗｼ  悪魔の詩　下
プロモーションズ・
ジャンニ

9146 ﾑﾗ  村上春樹雑文集 新潮社

F1 ﾑﾗ  色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年 文芸春秋

F1 ﾑﾗ  世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド　上 新潮社

F1 ﾑﾗ  世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド　下 新潮社

F1 ﾑﾗ  ノルウェイの森　上 講談社

F1 ﾑﾗ  ノルウェイの森　下 講談社

F1 ﾑﾗ  羊男のクリスマス 講談社

イサベル・アジェンデ

Ｊ．Ｋ．ローリング

パウロ・コエーリョ

アンデルセン文学賞

２００７年

２０１０年

２０１２年

２０１４年

２０１６年

※受賞者の作品は、リストに掲載されている以外にも所蔵しています。

村上　春樹

　サルマン・ラシュディ



受賞年 受賞者 請求記号 タイトル 出版社

１９６６年 　アロイス・カリジェ F9 ﾍﾝ 　ウルスリのすず 岩波書店

１９７０年 　モーリス・センダック F9 ｾﾝ 　かいじゅうたちのいるところ 富山房

F9 ｵﾙ 　あめ 亜紀書房

F9 ｵﾙ 　かぜ 亜紀書房

F9 ｵﾙ 　つきのぼうや 福音館書店

F9 ｵﾙ 　ぬまばばさまのさけづくり 福音館書店

F9 ｵﾙ 　はしれちいさいきかんしゃ 福音館書店

１９７４年 　ファルシード・メスガーリ F9 ﾍﾍ 　ちいさな黒いさかな ほるぷ出版

１９７６年 　タチャーナ・マーヴリナ F9 ﾏﾌ 　かえるの王女 ほるぷ出版

F9 ｱｽ 　ころころパンケーキ 偕成社

F9 ｵﾂ 　マスとミラリク 評論社

F9 ｵﾂ 　ゆうかんなちびの仕立屋さん評論社

F9 ｸﾘ 　長ぐつをはいたねこ 評論社

F9 ｸﾘ 　灰かぶり 評論社

F9 ｸﾘ 　ブレーメンの楽隊 評論社

F9 ﾍﾙ 　かぼちゃひこうせんぷっくらこアリス館

１９８０年 　赤羽末吉 F9 ｵｵ 　スーホの白い馬 福音館書店

81 K6 　あいうえおの絵本 福音館書店

F1　ｱﾝ 　サンタクロースのふくろのなか童話屋

１９８６年 　ロバート・イングペン F9 ｱﾝ 　みにくいあひるの子 小学館

１９８８年 　ドュシャン・カーライ F9 ﾀﾐ 　１２月くんの友だちめぐり 西村書店

１９９０年 　リスベート・ツヴェルガー F9 ﾁﾔ 　白鳥の湖 ブロンズ新社

１９９２年 　クヴィエタ・パツォウスカー A F9 ﾊﾂ 　紙の町のおはなし 小学館

１９９４年 　イエルク・ミュラー F9 ｼﾕ 　うさぎの島 ほるぷ出版

１９９８年 　トミー＝アンゲラー F9 ｱﾝ 　すてきな三にんぐみ 偕成社

２０００年 　アンソニー・ブラウン F9 ﾌﾗ 　クマくんのふしぎなエンピツ 評論社

２００２年 　クエンティン・ブレイク F9 ﾌﾚ 　ザガズー 好学社

２００４年 　マックス・ベルジュイス F9 ﾍﾙ 　かえるくんはかえるくん セーラー出版

２００６年 　ヴォルフ・エァルブルッフ F9 ｴｱ 　すてきなよるに ブックローン出版

２００８年 　ロベルト・インノチェンティ F9 ﾙｲ 　百年の家 講談社

２０１０年 　ユッタ・バウアー F9 ﾊｳ 　いつもだれかが… 徳間書店

２０１２年 　ピーター・シス F9 ｼｽ 　マドレンカのいぬ ＢＬ出版

２０１６年 　ロートラオト・ズザンネ・ベルナー／作 F9 ﾍﾙ 　ターニャのぼうけん ほるぷ出版

デンマーク出身の受賞者にはデンマークの国旗（　　　　　　）が付いています。     

※受賞者の作品は、リストに掲載されている以外にも所蔵しています。

国際アンデルセン賞（画家賞）

　スベン・オットー１９７８年

１９７２年 　イブ・スパング・オルセン

１９８４年 　安野光雅



受賞年 受賞者 請求記号 タイトル 出版社

　イェラ・レップマン 019 N3  子どもの本は世界の架け橋 こぐま社

　ファージョン F9 ﾌｱ  ムギと王さま 岩波書店

F9 ﾘﾝ  さすらいの孤児ラスムス 岩波書店

F9 ﾘﾝ  ひみつのいもうと 岩波書店

F9 ﾘﾝ  ロッタちゃんとじてんしゃ 偕成社

１９６０年 　ケストナー F9 ｹｽ  わたしが子どもだったころ 岩波書店

１９６２年 　マインダート＝ディヤング F9 ﾃｲ  びりっかすの子ねこ 偕成社

F9 ﾔﾝ  ちびのミイがやってきた！ 徳間書店

F9 ﾔﾝ  トーベ・ヤンソン・コレクション　１ 筑摩書房

F9 ﾔﾝ  とおくがみえるね、ムーミントロール 徳間書店

F9 ﾔﾝ  トーベ・ヤンソン 講談社

F9 ﾛﾀ  ゼロくんのかち 岩波書店

F9 ﾛﾀ  パパの電話を待ちながら 講談社

１９７２年 　スコット・オデル F9 ｵﾃ  青いイルカの島 理論社

１９７６年 　セシル・ボトカー F9 ﾎﾄ  シーラスと黒い馬 評論社

１９７８年 　ポーラ・フォックス F9 ﾌｵ  光の子がおりてきた 金の星社

１９８０年 　ボフミル・ジーハ F9 ｼﾊ  わんぱくビーテック ほるぷ出版

１９８４年 　クリスティーネ・ネストリンガーF9 ﾈｽ  かべにプリンをうちつけろ ほるぷ出版

１９８６年 　パトリシア・ライトソン F9 ﾗｲ  ミセス・タッカーと小人ニムビン 岩波書店

１９８８年 　アニー・Ｍ．Ｇ．シュミット F9 ｼｭ  イップとヤネケ　シンタクラースがやってくる！ 岩波書店

１９９０年 　トールモー・ハウゲン F9 ﾊｳ  トロルとばらの城の寓話 ポプラ社

１９９２年 　ヴァージニア・ハミルトン F9 ﾊﾐ  ブルーイッシュ あすなろ書房

91ﾏﾄ  あのうた　このうた 理論社

911ﾏﾄ  伝記を読もう　まど・みちお あかね書房

911ﾏﾄ  のぼりくだりの・・・ 理論社

１９９６年 　ウーリー・オルレブ F9 ｵﾙ  走れ、走って逃げろ 岩波書店

１９９８年 　キャサリン＝パターソン F9 ﾊﾀ  海は知っていた 偕成社

２００２年 　エイダン・チェンバーズ F9 ﾁｴ  おれの墓で踊れ 徳間書店

２００４年 　マーティン・ワッデル F9 ﾜﾂ  おうちにかえろうちいくまくん 評論社

２００６年 　マーガレット・マーヒー F9 ﾏﾋ  魔法使いのチョコレート・ケーキ 福音館書店

２０１０年 　デイヴィッド・アーモンド F9 ｱﾓ  火を喰う者たち 河出書房新社

9102 ｳｴ  「守り人」のすべて 偕成社

9146 ｳｴ  明日は、いずこの空の下 講談社

F1 ｳｴ  月の森に、カミよ眠れ 偕成社

　トーベ・ヤンソン

　ジャンニ・ロダーリ１９７０年

１９９４年 　まど・みちお

　上橋　菜穂子２０１４年

デンマーク出身の受賞者にはデンマークの国旗（　　　　　　）が付いています。     

※受賞者の作品は、リストに掲載されている以外にも所蔵しています。

国際アンデルセン賞（作家賞）

　アストリッド・リンドグレーン

１９５６年

１９５８年

１９６６年



請求記号 タイトル 人名 出版者

CD 12 1087  ペール・ギュント  グリーグ／作曲 ロンドン

CD 13 3442  グリーグ＆シューマン：ピアノ協奏曲  ラドゥ・ルプー／演奏 ポリドール株式会社

CD 13 4080  グリーグ　哀愁ただよう北欧の抒情詩  グリーグ／作曲 デアゴスティーニ・ジャパン

CD 15 2570  北の詩情～シベリウス：珠玉のピアノ小品  マリア・ヴィータサロ／ピアノ ワ－ナ－ミュ－ジック・ジャパン

CD 21 1939  ベスパタイン  ビョ－ク／歌 ユニバ－サル・ミュ－ジック

CD 21 2754  メダラ  ビョ－ク／唄 ユニバ－サル・ミュ－ジック

CD 21 5665  Ｄｅｂｕｔ  ビョ－ク／唄 ポリドール

20 L4  目で見る世界の古代文明シリーズ　６ 佑学社

293 89 O0
 コペンハーゲン・ストックホルム・ヘルシン
キ　〔２０１０〕

ＪＴＢパブリッシング

293 89 O5  北欧フィンランド  てらい　まき／著 実業之日本社

293 89 O6  ３日でまわる北欧ｉｎオスロ  森　百合子／著 スペースシャワーネットワーク

293 N1  北欧デザインと美食に出会う旅  鈴木　緑／文・写真 東京書籍

302 O4  ノルウェーを知るための６０章  大島　美穂／編著 明石書店

379 9 O3  フィンランド式叱らない子育て  ベン・ファーマン／著 ダイヤモンド社

38 L7  サンタクロースっているんでしょうか？
 ニューヨークサン新聞社／
文

偕成社

721 9 M9  白夜の国  東山　魁夷／著 ビジョン企画出版社

751 M1 27  ヨーロッパ陶磁の旅物語　３  浅岡　敬史／著 グラフィック社

754 9 N8  北欧にならうかわいい切り紙  上原　かなえ／著 ＰＨＰ研究所

 ナショナル　ジオグラフィック日本版　２０１
７年３月号

日経ナショナルジオグラフィック
社

 ＭＯＥ　２０１６年７月号 白泉社

 ＭＯＥ　２０１５年１０月号 白泉社

 ＭＯＥ　２０１４年１２月号 白泉社

 ＭＯＥ　２０１４年１０月号 白泉社

北　欧



請求記号 タイトル 著者 出版社

F9 ｱﾅ 声 アーナルデュル・インドリダソン／著 東京創元社

F9 ｱﾅ 湿地 アーナルデュル・インドリダソン／著 東京創元社

F9 ｱﾅ 緑衣の女 アーナルデュル・インドリダソン／著 東京創元社

F9 ｴｸ 誕生パーティの１７人 ヤーン・エクストレム／著 東京創元社

F9 ｴｽ 特捜部Ｑ ユッシ・エーズラ・オールスン／著 早川書房

F9 ｵｸ 粛清 ソフィ・オクサネン／著 早川書房

F9 ｷﾙ 白夜の国から来たスパイ ヤン・ギルー／〔著〕 ＴＢＳブリタニカ

F9 ｸﾚ 心理療法士ベリマンの孤独 カミラ・グレーベ／著 早川書房

F9 ｺﾊ ディナの秘密の首かざり リーネ・コーバベル／著 早川書房

F9 ｺﾊ 秘密が見える目の少女 リーネ・コーバベル／著 早川書房

F9 ﾃｲ 不滅の物語 イサク・ディーネセン／著 国書刊行会

F9 ﾃｲ 冬の物語 イサク・ディネセン／著 新潮社

F9 ﾋﾄ ダイヤモンドのなぞ マッティン・ビードマルク／作 主婦の友社

F9 ﾋﾄ ミステリーホテルの怪 マッティン・ビードマルク／作 主婦の友社

F9 ﾎｳ スミラの雪の感覚 ペーター・ホゥ／著 新潮社

F9 ﾎﾙ ホテル１２２２ アンネ・ホルト／著 東京創元社

F9 ﾎﾙ マリアからの手紙 グレーテリース・ホルム／作 徳間書店

F9 ﾎﾙ 女神の沈黙 アンネ・ホルト／〔著〕 集英社

F9 ﾏﾝ 1 北京から来た男　上 ヘニング・マンケル／著 東京創元社

F9 ﾏﾝ 2 北京から来た男　下 ヘニング・マンケル／著 東京創元社

F9 ﾏﾝ 流砂 ヘニング・マンケル／著 東京創元社

F9 ﾔﾝ トーベ・ヤンソン・コレクション　２ トーベ・ヤンソン／著 筑摩書房

F9 ﾗｿ 1 ミレニアム　１〔上〕 スティーグ・ラーソン／著 早川書房

F9 ﾗｿ 2 ミレニアム　１〔下〕 スティーグ・ラーソン／著 早川書房

F9 ﾗｿ ミレニアム　２〔下〕 スティーグ・ラーソン／著 早川書房

F9 ﾗｿ ミレニアム　２〔上〕 スティーグ・ラーソン／著 早川書房

F9 ﾗｿ ミレニアム　３〔下〕 スティーグ・ラーソン／著 早川書房

F9 ﾗｿ ミレニアム　３〔上〕 スティーグ・ラーソン／著 早川書房

F9 ﾐﾚ 4-1 ミレニアム　４〔上〕 早川書房

F9 ﾐﾚ 4-2 ミレニアム　４〔下〕 早川書房

F9 ﾘﾕ 楽園の世捨て人 トーマス・リュダール／著 早川書房

F9 ﾘﾝ 名探偵カッレくん リンドグレーン／作 岩波書店

F9 ﾙｽ 1 熊と踊れ　上 アンデシュ・ルースルンド／著 早川書房

F9 ﾙｽ 2 熊と踊れ　下 アンデシュ・ルースルンド／著 早川書房

北欧ミステリー

デンマーク出身の著者にはデンマークの国旗（　　　　　　）が付いています。  


