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受賞年 タイトル 著者 出版者 出版年 当館請求記号

2005年 เจ้าหงิญ บินหลา สันกาลาคีรี ไรท์เตอร์
第27回 おひめさま ビンラー・サンカーラーキーリー ライター

2016年 ข้าวหอมของมะลิ ทิพยวรรณ แสวงศร ี; รันจิ โลกหนังสือ
第44回 マリの香り米 ティップワン・サウェーンシー 作 ; ランチ 絵 ローク・ナンスー

ห้องเรียนไม่มีฝา ธารา ศรีอนุรักษ ; กาโม แพรวเยาวชน
壁のない教室 ターラー・シーアヌラック 作 ; カーモー 絵 プレーオ・ヤオワチョン
Out in Africa อาทิตย ประสาทกุล Salmonbooks
アフリカに暮らして アーティット・プラサートクン サーモンブックス
รามเกียรติ� : อวสานทศกัณฐ์ รัตนา คชนาท ; ตรีโรจน รุงโรจนศิรวัชร ... et al. ห้องเรียน
ラーマキエン物語 : トッサカンの最期 ラッタナー・コッチャナート 編 ; トリーロート・ルンロートシラワットら 絵 ホン・リアン

2014年 จุ๊ดจิ�ดกับจิ�ดจุ๊ด Joodjid and Jidjood กุลธิดา จันทรวงศ ; วิภาว ีจันทรวงศ Nanmeebooks Kiddy
第11回 チュッチィッとチィッチュッ クンティダー・チャンタラウォン 作 ; ウィパーウィー・チャンタラウォン 作・絵 ナンミーブックス・キッディー

ทายซิ! นี�หูใคร Guess! Whose ears? ยุวด ีสุวรรณศักดิ์ชัย Nanmeebooks Kiddy
あててごらん 誰の耳？ ユワディー・スワンサックチャイ 作・絵 ナンミーブックス・キッディー
เสียงเดือนในเสียงหวูดรถไฟ กร ศิริวัฒโณ ; ธนวัฒน เกียรติกังวานไชย Nanmeebooks
汽笛に聞こえる月の声 コーン・シリワッタノー 作 ; タナワット・キアットカンワーンチャイ 挿絵 ナンミーブックス

2013年 เจ้าเอย...เจ้ากรงหัวจุก ชิด ชยากร ; สุทัศน ปาละมะ Nanmeebooks
第10回 ああ、コウラウンよ チット・チャヤーコーン 作 ; スタット・パーラマ 絵 ナンミーブックス

หนูออมรักแม่ ปวรวฤณ คัญชิตากร Nanmeebooks Kiddy
お母さんが大好きなヌーオーム パウォーンワリン・カンチターコーン 作・絵 ナンミーブックス・キッディー
หมีน้อยจอมพลัง ภัทรวินท รัศมิแพทย Nanmeebooks Kiddy
力持ちのこぐま パットラウィン・ラッサミペート 作・絵 ナンミーブックス・キッディー
คิดถึงอยากบอกเธอ / คิดถึงอยากไปหา ไพเราะ มากเจริญ ; อนุชา เที่ยงรอด Nanmeebooks Kiddy
さみしいな、あなたに伝えたいよ / さみしいな、会いに行きたいよ パイロ・マークチャルーン 作 ; アヌチャー・ティアンロート 絵 ナンミーブックス・キッディー
ผึ�งน้อยกับพืชกินแมลง พิศิษฐ รัตนวงศ Nanmeebooks Kiddy
みつばちくんと食虫植物 ピシット・ラッタナウォン 作・絵 ナンミーブックス・キッディー

2015年 แมวสามสี นนทยา เตชะวงศ มูลนิธิเด็ก
第18回 三毛猫 ノンタヤー・テーチャウォン ムーンラニティ・デック（子ども財団）

2015年 มีใครอยู่มั�ย ปยา วัชระสวัสดิ์ แพรวเพื�อนเด็ก
第16回 誰かいる？ ピヤー・ワッチャラサワット 作・絵 プレーオ・プアン・デック

 รางวัลแว่นแก้ว（ウェンケーオ賞）児童書部門

子どもの権利保護、格差是正、教育機会の均等を目標に活動する
มูลนิธิเด็ก（子ども財団）が主催する児童書の賞。 การประกวดนิทานยอดเยี�ยม รางวัลมูลนิธิเด็ก（子ども財団童話賞）

タイの出版社最大手の一つAmarin（アマリン）が運営する書店
Naiin（ナーイ・イン）が実施する書籍賞。 รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด Naiin Award（ナーイ・イン・アワード）児童絵本部門

Y11-AZ5794

2558 [2015] Y8-AZ7821

2557 [2014]

2559 [2016]

2557 [2014]

Y17-AZ77842558 [2015]

2558 [2015]

2558 [2015]

2557 [2014]

タイ最大の純文学賞。基本的に一般向けの書籍が選考されるが、
児童書が選ばれる年もある。 รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี�ยมแห่งอาเซียน The S.E.A. Write Award（東南アジア文学賞）

1972年にユネスコが設定したInternational Book Year（国際図書年）
に合わせ、タイのユネスコ国内委員会の先導で創設された賞。 การประกวดหนังสือดีเด่น โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน（タイ国教育省基礎教育委員会良書賞）児童書部門

Y17-AZ7787

Y17-AZ7782

Y8-AZ7831

Y8-AZ7835

Y17-AZ7785

Y17-AZ7786

2556 [2013] Y8-AZ7938

2558 [2015]

2558 [2015]

2558 [2015]

児童文学作家でもあるタイのシリントーン王女のペンネームを冠し、出版社
Nanmeebooks（ナンミーブックス）が実施している文学賞。

2559 [2016]

2558 [2015]

Y1-AZ5122

Y8-AZ7827

Y2-AZ5390

Y17-AZ7779

Y17-AZ7580

当館に所蔵がある資料の中から展示しています。すべての受賞作品を網羅したものではありません。
賞名・タイトル等の日本語訳、著者名・出版社等の読みは参考であり、正式なものではありません。 出版年はタイで使用されている仏暦で表記されており、[]内に西暦を追記しました。

2558 [2015]
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2011年 วันเกิดแสนสนุก รัตนา คชนาท ; พันธุแกว คูหรัตนพิศาล ห้องเรียน
第8回 すごく楽しいお誕生日 ラッタナー・コッチャナート 作 ; パンケーオ・クーラッタナピサーン 絵 ホン・リアン

ผู้กล้าแห่งป่าสีสัน รัตนา คชนาท เรื่อง ; ลลนา มนัสสิริเกียรต ิภาพ ห้องเรียน
彩の森の勇者たち ラッタナー・コッチャナート 作 ; ララナー・マナシリキアット 絵 ホン・リアン
โรงเรียนริมทะเล สาคร พูลสุข ; ภูมิไฑ ปทุมสูติ Nanmeebooks
海辺の学校 サーコーン・プーンスック 作 ; プームタイ・パトゥムスート 絵 ナンミーブックス
สักวันหนูจะโต รัตนา คชนาท ; โกศล ทองดวง. ห้องเรียน
いつかわたしも大きくなるよ ラッタナー・コッチャナート 作 ; コーソン・トーンドゥアン 絵 ホン・リアン

2010年 มีอะไรให้ฉันกินบ้าง? ปยะพงษ โมกขพันธุ ; เกื้อกมล นิยม ; อรพิมพ จิระศรีปญญา สานอักษร
第7回 何か食べるものある？ ピヤポン・モーカパン 作 ; クアカモン・ニヨム 作 ; オーラピム・チラシーパンヤー 絵 サーンアックソーン

ก้าวที�พลาด เยาวชนบานกาญจนาภิเษก สารคดี
踏み外した一歩 バーン・カーンチャナピセーク（青少年更生施設）の青少年たち サーラカディー

2009年 แม่มีหูแต่หนูมีปีก ทิพยวรรณ แสวงศร ี; มดสม โลกหนังสือ
第6回 お母さんには耳がある、でもわたしには羽根がある ティップワン・サウェーンシー 作 ; モット・ソム 絵 ローク・ナンスー

2012年 กล่องสุดถนอม พัชรี มีสุคนธ ; วินิจ ยีสมัน Nanmeebooks Kiddy
第6回 とても大事な箱 パッチャリー・ミースコン 作 ; ウィニット・イーサマン 絵 ナンミーブックス・キッディー

อึเธอ...ฉันขอนะ รัตนา คชนาท Nanmeebooks Kiddy
あなたのうんち、くださいな ラッタナー・コッチャナート 作・絵 ナンミーブックス・キッディー

2015年 เซนในสวน จักษณ จันทร ; สุทัศน ปาละมะ Nanmeebooks
第12回 庭園のゼン チャック・チャン 作 ; スタット・パーラマ 絵 ナンミーブックス

โลกสวยที�นํ�าใส ชัยกร หาญไฟฟา ; หทัยชนก เชียงทอง Nanmeebooks
ナムサイの美しい世界 チャイコーン・ハーンファイファー 作 ; ハタイチャノック・チアントーン 絵 ナンミーブックス

0～6歳 ติ�ดตี�ขี�แย มณิศา ปาลกะวงศ ณ อยุธยา ; รติมัย หงสวิสุทธิกุล แฮปปี�คิดส์
向け 泣き虫ティッティー マニサー・パーラカウォン・ナ・アユッタヤー 作 ; ラティマイ・ホンウィスッティクン 絵 ハッピー・キッズ

เหมียวสามขา สุรศักดิ์ พุมรัก Nanmeebooks Kiddy
三本足のにゃんこ スラサック・プムラック 作・絵 ナンミーブックス・キッディー
นุ่มนิ�มจอมซน ปยนุช วงษกาญจนรัตน ; วินิจ ยีสมัน ห้องเรียน
ふわふわいたずらっ子 ピヤヌット・ウォンカーンチャナラット 作 ; ウィニット・イーサマン 絵 ホン・リアン

6～12歳 ของขวัญของหอยทาก ชัยฤทธิ์ ศรีโรจนฤทธิ์ ; พรเนตร อรามมงคลวิชัย แฮปปี�คิดส์
向け カタツムリのおくりもの チャイリット・シーロートリット 作 ; ポーンネート・アラームモンコンウィチャイ 絵 ハッピー・キッズ
絵本部門 นิทานโม้อมตะ รัตนา คชนาท ; สิทธิพร พวงสุข และคณะ ห้องเรียน

不朽のほら話 ラッタナー・コッチャナート 作 ; シッティポーン・プアンスックら 絵 ホン・リアン

タイ出版大手のNanmeebooks（ナンミーブックス）が主催。 นานมีบุ๊คส์อะวอร์ด Nanmeebooks Award（ナンミーブックス・アワード）児童書部門

タイでセブンイレブンを経営するCP ALL社（タイ最大の複合企業CPの
子会社）と กระทรวงศึกษาธิการ（タイ国教育省）が共同で開催する賞。 เซเว่นบุ๊คอวอร์ด Seven Book Award（セブン・ブック・アワード）児童文学部門

สํานักนายกรัฐมนตร（ี首相府）が設立したสํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และ
คุณภาพเยาวชน（青少年の学びと成長の社会促進事務所）によって、2012年に選定。 おまけ　100 หนังสือดีเพื�อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย（タイの児童・若者の成長のための良書100冊）より

2556 [2013] Y17-AZ7789

2556 [2013] Y11-AZ5810

2557 [2014] Y8-AZ7837

2553 [2010] Y8-AZ7836

[201-]

[201-]

2553 [2010]

タイの大手子育て雑誌　『รักลูก』 ラック・ルーク（子どもを愛する）
の出版社が主催する児童書賞。 รักลูกอวอร์ด Rakluke Award（ラック・ルーク・アワード）

2553 [2010]

2554 [2011]

2552 [2009]

2551 [2008]

Y17-AZ7777

Y17-AZ7780

Y8-AZ7834

Y17-AZ7781

Y17-AZ7783

Y1-AZ5119

Y17-AZ7776

2558 [2015]

2555 [2012]

2553 [2010]

賞名・タイトル等の日本語訳、著者名・出版社等の読みは参考であり、正式なものではありません。 出版年はタイで使用されている仏暦で表記されており、[]内に西暦を追記しました。

2558 [2015]

2553 [2010]

Y17-AZ7675

Y17-AZ7790

Y17-AZ7791

Y17-AZ7670

Y17-AZ7792

当館に所蔵がある資料の中から展示しています。すべての受賞作品を網羅したものではありません。
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