
ジャンル 書名 著者名 刊行年月

燃える水物語 内郷小学校版画　高橋晃原作　角田光男文 1985/11

ポップアップ・
ブック ピーター・パン ジェームス・Ｍ・バリー原作　ボルジェ・

スヴェンソン絵　角田光男訳・文 
1985/11

ねむりひめ フランチェスカ・クレスピー絵　リンダ・
ジェニングス文　山川京子訳 

1986/3

スノウローズ サンドラ・ラロッシュ絵　ミシェル・ラロ
ッシュ文　中山知子訳 

1986/3

アルザスのおばあさん プーパ・モントフィエ絵と文　末松氷海子
訳 

1986/8

砂糖菓子の王子 フィオナ・ムーディー絵と文　　高木あき
こ訳 

1986/3

ニコロ V . パボーニ文・絵　　中山知子訳 1986/3

ロアールの城（フランスのくらしとあゆみ） ジャック・デュラン文　パトリス・フロリ
画　末松氷海子訳 

1986/11

プロヴァンスの村（フランスのくらしとあゆみ） ピエール・クルー文　エディ・クラアンビ
ュル画　村上吉男訳

1986/11

シャルトルの大聖堂（フランスのくらしとあゆみ） ジャンヌ = ジャック・ブリズバール文　フ
ランソワ・クロザ画　石田友夫訳　　

1986/11

パリ・リヨン駅（フランスのくらしとあゆみ） ジャンヌ・ペレ文　パトリス・フロリ画　
松崎文則訳 

1986/11

グリム童話 白雪姫→ 2005/10 に新装版として再版 バーナデット・ワッツ絵　ささきたづこ訳 1986/12

おじいさんの小さな庭 ゲルダ・マリー・シャイドル文　バーナデ
ット・ワッツ絵　ささきたづこ訳

1987/1

ユニコーンと海 フィオナ・ムーディー文と絵　高木あきこ
訳 

1987/3

グリム童話 こびとのくつや バーナデット・ワッツ絵　ささきたづこ訳 1987/9

イギリス民話3 びきのくま→ 2009/7 に新装版として再版 バーナデット・ワッツ絵　ささきたづこ訳 1987/10

アンデルセン
童話 雪の女王→ 1999/11 に新装版として再版 バーナデット・ワッツ絵　ささきたづこ訳 1987/11

グリム童話 グリム童話集→ 2013/2 に新装版として再版 リディア・ポストマ絵　ウィルヘルム・菊
江訳 

1987/11

グリム童話 ヘンゼルとグレーテル （ワンス・アポンナ・タイム・
シリーズ）

モニック・フェリックス絵　川上雅弘、川
上まり子訳 

1988/6

グリム童話 ジャックと豆の木（ワンス・アポンナ・タイム・シリーズ）アンドレ・フランソワ絵　定松正訳 1988/6

リサの小さなともだち ジョック・カール文　バーナデット絵　さ
さきたづこ訳 

1988/6

くいしんぼうシマウマ ムウェニエ・ハディシ文　アドリエンヌ・ 
ケナウェイ絵　草山万兎訳 

1988/9

グリム童話 つぐみひげの王さま バーナデット・ワッツ／絵　ささきたづこ
／訳 

1988/9

美女と野獣（ワンス・アポンナ・タイム・シリーズ） ドーノワ夫人原作　エティエンヌ・ドレセ
ール絵　石川康弘訳 

1988/10

アンデルセン
童話 モミの木（ワンス・アポンナ・タイム・シリーズ） マルセル・イムサンド写真　リタ・マーシ

ャル構成　小杉佐恵子訳 
1988/11

12 月くんの友だちめぐり→ 2010/3 に新装版とし
て再版

ミーシャ・ダミヤン文　ドゥシャン・カー
ライ絵　矢川澄子訳

1988/12

ペロー童話 シンデレラ（ワンス・アポンナ・タイム・シリーズ） ロベルト・インノチェンティ絵　谷本誠剛
訳 

1989/5

ペロー童話 眠り姫（ワンス・アポンナ・タイム・シリーズ） ジョン・コリアー絵　庭野延子訳 1989/5

ペーパークラ
フト・ブックエッフェル塔の本 リチャード・ミラー [ デザイン ]　　飯田

喜四郎［解説］ 
1989/5

かかしのペーター バーナデット・ワッツ文・絵　ささきたづ
こ訳 

1989/6

要塞の歴史と生活（フランスのくらしとあゆみ） ドミニク・ロンスレー文　ギー・アメイエ
画　末松氷海子訳 

1989/8

フランスの古い港（フランスのくらしとあゆみ） ジャンヌ = ジャック・ブリズバール文　モ
ルガン画　石田友夫訳 

1989/8

フランスの古いお城（フランスのくらしとあゆみ）
ジャンヌ = ジャック・ブリズバール文　ジ
ャン = フランソワ・バルビエ画　松崎文則
訳 

1989/9

僧院の生活（フランスのくらしとあゆみ） ルイ・ベック文　ダニエル・アクマン画　
村上吉男訳 

1989/9

トルストイの
民話より くつやのマルチン バーナデット・ワッツ絵　ささきたづこ訳 1989/10

グリム童話 雪ばら紅ばら バーナデット・ワッツ絵　おおばみなこ訳 1989/12

ペロー童話 赤ずきん（ワンス・アポンナ・タイム・シリーズ） シャルル・ペロー原作　サラ・ムーン写真
　定松正訳 

1989/12

イソップ童話イソップのお話から バーナデット・ワッツ絵　やがわすみこ訳 1990/1

グリム童話 ３つのことば（ワンス・アポンナ・タイム・シリーズ） イヴァン・チャマーヤフ絵　八木田宜子訳 1990/6

アンデルセン
童話 すずの兵隊（ワンス・アポンナ・タイム・シリーズ） ジョルジュ・ルモワン絵　宮坂希美江訳 1990/6

王子さまがえらんだ 14 のお話 イギリスの子どもたち作　タマージン・コ
ールほか絵　中山知子・山川京子訳 

1990/8

グリム童話 とんでもないおきゃくさま→ 2008/4 に新装版とし
て再版 バーナデット・ワッツ絵　ささきたづこ訳 1990/9

ガリバーのふしぎな旅 ディミター・インキオフ文　ウルリケ・ミ
ュールホフ絵　池内紀訳 

1990/9

水の旅 エレノア・シュミット文・絵　草山万兎訳 1990/9

ドリー　　ロンドンねずみのものがたり ジェニー・ソーン文・絵　高木あきこ訳 1990/10

グリム童話 フイッチャーさんちの鳥（ワンス・アポンナ・タイム・シ
リーズ） マーシャル・アリスマン絵　金原瑞人訳 1990/11

グリム童話 漁師とそのおかみさん（ワンス・アポンナ・タイム・シリーズ）ジョン・ハウ絵　定松正訳 1990/11

アンデルセン
童話

バーナデットのモミの木→ 1999/11 に新装版とし
て再版 バーナデット・ワッツ絵　ささきたづこ訳 1990/12

グリム童話 3 まいの羽（ワンス・アポンナ・タイム・シリーズ） エレノア・シュミット絵　矢川澄子訳 1991/3

ルーマニアの
昔話 ブタ王子（ワンス・アポンナ・タイム・シリーズ） ジャック・タルディ絵　遠藤育枝訳 1991/3

アンデルセン
童話 おやゆび姫 バーナデット・ワッツ絵　大庭みな子訳 1991/5

グリム童話 ラプンツェル（ワンス・アポンナ・タイム・シリーズ） マイケル・ヘイグ絵　酒寄進一訳 1991/8

グリム童話 白雪と紅ばら（ワンス・アポンナ・タイム・シリーズ） ロラン・トポール絵　酒寄進一訳 1991/11

ノルウェーの
昔話 木のはえた花嫁（ワンス・アポンナ・タイム・シリーズ） セイモア・チュウェスト絵　島田香訳 1991/11

クリスマス・キャロル チャールズ・ディケンズ原作　ロベルト・
インノチェンティ絵　もきかずこ訳 

1991/12

グリム童話 ガチョウ番のお姫さま（ワンス・アポンナ・タイム・シリーズ）ポール・ペレ絵　大庭みな子訳 1992/3

グリム童話 女王バチ（ワンス・アポンナ・タイム・シリーズ） フィリップ・デュマ絵　大庭みな子訳 1992/3

アンデルセン
童話 スノ－・クイ－ン（ワンス・アポンナ・タイム・シリーズ） スタシス・ エイドリゲビシウス絵　今江祥

智訳
1992/4

アイスランド
の昔話 リング王子（ワンス・アポンナ・タイム・シリーズ） ハインツ・エーデルマン絵　もきかずこ訳 1992/4

おおいびきのツチブタ ムワリム文　アドリエンヌ・ケナウェイ絵
　草山万兎訳 

1992/6

おひめさまのけっこん バーナデット・ワッツ絵　ラッセル・ジョ
ンソン文　ささきたづこ訳 

1992/6

ルーヴル宮　パリを彩った８００年の歴史 Ｊ．Ｃ．ル＝ギユー イラスト・文　飯田喜
四郎 訳 

1992/7

ヴェルサイユ宮　華麗なる宮殿の歴史 Ｊ．Ｃ．ル＝ギユー イラスト・文　飯田喜
四郎 訳 

1992/7

キッチンの窓から スーザン・ヒル文　アンジェラ・バレット
絵　ウィルヘルム菊江訳 

1992/11

グリム童話 ブレーメンの音楽隊 バーナデット・ワッツ絵　ささきたづこ訳 1992/11

ピノキオの冒険→ 2013/2 に新装版として再版 カルロ・コルローディ原作　ロベルト・イ
ンノチェンティ絵　金原瑞人訳 

1992/11

こまったクリスマス→ 2003/11 に新装版として再版 ラッセル・ジョンソン 文　バーナデット 
絵　もきかずこ 訳 

1992/11

とんでいけ海のむこうへ クリスティーナ・ロセッティ詩　バーナデ
ット・ワッツ絵　高木あきこ訳 

1992/12

おまる ジャン・クラヴリイ絵　ミッシェル・ニク
リイ文　末松氷海子訳 

1993/7

ペーパークラ
フト・ブック< 地球環境を考える >　熱帯雨林劇場 河合雅雄　監訳　浜井美弥訳　リック・ミ

ラー [ ペーパー・ワーク ]　
1993/7

イソップ童話きたかぜとたいよう バーナデット・ワッツ絵 もきかずこ訳 1993/11

ペーパークラ
フト・ブックタワー・ブリッジ リチャード・ミラー [ デザイン ]　山田雅

夫解説 
1994/7

グリム童話 金をつむぐこびと→ 2011/3 に新装版として再版 バーナデット・ワッツ絵　ささきたづこ訳 1994/9

おおかみのチキンシチュー カザ敬子 文・絵 1995/4

ルイス・キャ
ロル 不思議の国のアリス ルイス・キャロル作　ユーリア・グコーヴ

ァ絵　酒寄進一訳 　
1995/6

ひろがるえほん　ティミー ジョー・ムーア文・絵　たにかわしゅんた
ろう訳 

1995/7

読み物 蠅の乳しぼり ラフィク・シャミ著　酒寄進一訳 1995/11

野菜の食卓 ロバート・バドウィグ文・絵　玉村豊男監
修　山下利枝子訳 

1995/12

バスター リンダ・ジェニングス文　キャサリン・ウ
ォルターズ絵　坂本真理訳 

1995/12

読み物 夜の語り部 ラフィク・シャミ著　　松永美穂訳 1996/4

アリスのふしぎな夢→ 2010/5 に新装版として再版 ルイス・キャロル原作　マルト・スガン＝
フォント絵　すえまつひみこ訳

1996/4

とらくんとぼく カザ敬子文・絵 　　 1996/9

あやつり人形ピッパ エーディト・ターベット文　ユーリア・グ
コーヴァ絵　酒寄進一訳 

1996/11

読み物 マルーラの村の物語 ラフィク・シャミ著　　泉千穂子訳 1996/12

西村書店の絵本リスト 1985-2013

1985 年、絵本出版・
第１号は、新潟の石油
の歴史を小学生の版画
で綴られています。

最近、スイスから送ら
れてきた郵便物にこの
絵本の切手が貼ってあ
りました。

バーナデットの翻訳
絵本１冊目。
ロングセラーです。

紳士服の仕立て屋
さんに親子３匹ぬ
いぐるみをつくっ
てもらいました。

出版社がイラストレーターに自由
に描いていいよといって企画され
たシリーズ。写真、コラージュ、
切り絵など、画風はさまざまです。

まさにピーター・パンの
世界がひろがる精密なし
かけ絵本。絶版残念！！

箱入りはもちろ
ん、表紙はクロ
ス装で箔押しの
豪華装丁！

幼い女の子
をモミの木
にたとえて
綴 ら れ る
シックな写
真絵本。

フランス革命 200 年に
あわせて企画したペー
パークラフト。美しい
鉄骨のデザインを見事
に再現しています。

クリスマス時期に
キリスト系の幼稚
園で読みきかせを
する定番。

おはなしの結末が子どもたちに大人気！

シャミの本を出版してからもう 18
年。シャミは来日したいというが、
飛行機は苦手だから、いつか船でく
ると……お待ちしています。

四季のイベントにあ
わせたおいしそうな
お料理レシピがたく
さんのっています。
テーブルコーディ
ネートも素敵です。

バーナデットの絵本でNO.1

ゼベットじいさんがの
みこまれた魚はくじら
ではなくて、サメなの
です！ 2013 年 2 月 新
装版になりました。

本自体が劇場の舞台に
なって、動物などを動
かしながら、環境につ
いて学べるしかけ絵本。

1988 年、ラフォーレ
原宿を始め、全国６カ
所で「バーナデットの世
界」原画展開催。

1990 年、「ゴッホ―魂
ンの日記」を第 1 号と
して、美術書の出版を
始める。

1992 年、バルセロナオリ
ンピックにあたり 「ガウディ
サグラダファミリア聖堂」
ペーパークラフブック出版。
→ 2004 年、新装版に。

1994 年、松本・安曇
野「森のおうち」にて

「バーナデット展」原画
展開催。

1995 年 10 月、カーライ（「12
月くんのともだちめぐり」の
画家）来日。新潟・新津市の
協力にて「ドウシャン・カーラ
イ原画展」開催。

写真家サラ・ムーン
によるオオカミを車
にたとえて女の子を
誘拐してしまうとい
う大胆な写真絵本。

今でこそ、どこでも食
材が揃いますが、珍し
い野菜がでてくる男性
に人気の料理本。

ホームページ www.nishimurashoten.co.jp
ツイッターにて新刊情報を更新しています。



評伝 フランス児童文学への招待 末松氷海子著 　　 1997/4

読み物 空飛ぶ木　世にも美しいメルヘンと寓話、そして幻想的
な物語 ラフィク・シャミ著　池上弘子訳 1997/9

さびしがりやのしろくまくん アン・マンガン文　グウィネス・ウィリア
ムソン絵　よこやまかずこ訳 

1997/11

読み物 モモはなぜ J・R にほれたのか ラフィク・シャミ著　　池上純一訳 1997/12

ローラのおほしさま クラウス・バウムガート文・絵　　いずみ
ちほこ訳 

1997/12

モーパッサンネックレス ギィ・ド・モーパッサン原作　ゲーリー・
ケリー絵　もきかずこ訳 

1997/12

みんなぼくのもの！ ネーレ・モースト文　アネット・ルードル
フ絵　いけだかよこ訳 

1998/4

こわがりトミー クラウス・バウムガート文・絵　　いけだ
かよこ訳 

1998/5

ギリシアの昔
話 砂糖菓子の男　ギリシアのむかしばなし アルニカ・エステル再話　ユーリア・グコ

ーヴァ絵　酒寄進一訳 
1998/6

ローラのクリスマス クラウス・バウムガート文・絵　　いけだ
かよこ訳 

1998/10

くるみわり人形 E ・T・A ・ホフマン原作　ロベルト・イ
ンノチェンティ絵　金原瑞人訳 

1998/12

アンデルセン
童話 バーナデットのモミの木（新装版） バーナデット・ワッツ絵　ささきたづこ訳 1999/11

アンデルセン
童話 雪の女王（新装版） バーナデット・ワッツ絵　ささきたづこ訳 1999/11

評伝 ファージョン自伝―わたしの子供時代 エリナー・ファージョン著　中野節子監訳
　広岡弓子、原山美樹子訳 

2000/2

読み物 緑の石食い虫 ベルンハルト・クナーベ著　ミヒャエル・
ミクウス絵　天沼春樹訳 

2000/7

からだのしくみとはたらき グウィン・ビバース文　サラ・プーリー絵
　小林登　中山知子共訳 

2000/7

レイチェルのバラ カレン・クリステンセン文　バーナデット・
ワッツ絵　八木田宜子訳 

2000/7

ヴィックは本なんてだいきらい！ リタ・マーシャル文　エティエンヌ・ドレ
セール絵　うみひかる訳 

2000/10

本なんてだいきらい！ リタ・マーシャル文　エティエンヌ・ドレ
セール絵　うみひかる訳 

2000/10

アートな絵本天才レオナルド・ダ・ヴィンチと少年ジャコモ グイド・ヴィスコンティ 文　ビンバ・ラン
ドマン 絵　せきぐちともこ、石鍋真澄訳

2000/11

アートな絵本ジョットという名の少年　羊がかなえてくれた夢
パオロ・グアルニエーリ文　ビンバ・ラン
ドマン 絵　せきぐちともこ訳　石鍋真澄解
説

2000/11

ねずみのフィリップサーカスのゆめをみる ハビー・ファン・エメリフ文と絵　よこや
まかずこ訳 

2000/12

わらっちゃだめ　ジョー！ カザ敬子文・絵 　　 2001/5

読み物 夜と朝のあいだの旅 ラフィク・シャミ著　池上弘子訳 2002/7

こまったクリスマス（新装版） ラッセル・ジョンソン 文　バーナデット 
絵　　もき　かずこ 訳 

2003/11

ペーパークラ
フト・ブックボーニー　人体骨格模型　改訂版 井上貴央、牛木辰男 [ 制作・デザイン ]　

和田洋一 [ ペーパー・エンジニア ]
2004/4

ペーパークラ
フト・ブックガウディ  サグラダ・ファミリア聖堂（新装版） リチャ－ド・ミラ－制作　鳥居徳敏解説 2004/9

読み物 ミラード ラフィク・シャミ著　  池上弘子 訳 2004/12

アートな絵本クリムトと猫 ベレニーチェ・カパッティ 文　オクタヴィ
ア・モナコ 絵　森田義之 訳

2005/4

123　かずのえほん トム・スローター作 2005/7

グリム童話 白雪姫（新装版） バーナデット・ワッツ絵　ささきたづこ訳 2005/10

アートな絵本シャガール　わたしが画家になったわけ ビンバ・ランドマン文・絵　白崎容子訳 2006/4

ドーデ スガンさんのヤギ アルフォンス・ドーデ 原作　エリック・バ
テュー 絵　ときありえ 訳

2006/7

〈子どもの本〉黄金時代の挿絵画家たち リチャード・ダルビー著　吉田新一、宮坂
希美江 訳 

2006/8

しかけ絵本 トムとレアのおかたづけ アーメル・ボイ 作　うみひかる訳 2006/11

ひとつ　すこし　たくさん トム・スローター え　マーサ・ジョスリン 
ぶん　うみひかる やく

2006/11

読み物 赤毛のアン ルーシー・モード・モンゴメリ 著　フェル
ナンデス、ジェイコブソン絵　西田佳子訳

2006/12

読み物 秘密の花園（新装版） バーネット著　グラハム・ラスト絵　野沢
佳織訳 

2006/12

黒グルミのからのなかに ミュリエル・マンゴー 文　カルメン・セゴ
ヴィア 絵　とき　ありえ 訳

2007/8

しかけ絵本 トムとレア　のうじょうへいく アーメル・ボイ 作　うみひかる訳 2007/10

アートな絵本見てごらん！名画だよ（直感こども美術館） マリー・セリエ文　結城昌子監訳 2007/12

アートな絵本プリミティブアートってなぁに？（直感こども美術館）マリー・セリエ文　結城昌子監訳 2008/3

庭の小道から　英国流ガーデニングのエッセンス スーザン・ヒル文　アンジェラ・バレット
絵　新倉せいこ訳 

2008/3

グリム童話 とんでもないおきゃくさま（新装版） バーナデット・ワッツ絵　ささきたづこ訳 2008/4

評伝 ルイーザ・メイ・オールコットの日記 ジョーエル・マイヤースン、ダニエル・シ
ーリー編集　宮木陽子訳 

2008/7

しかけ絵本 トムとレアのたのしいいちにち（新装版） アーメル・ボイ作 2008/7

テレビがなかったころ イワン・ポモー文・絵　ときありえ訳 2008/11

ペロー童話 ペロー昔話・寓話集 シャルル・ペロー作　エヴァ・フラントヴ
ァー絵　末松氷海子訳 

2008/11

ギリシア神話オデュッセウスの旅　ギリシア神話より ビンバ・ランドマン文・絵　せきぐちとも
こ訳 

2008/12

読み物 リトルプリンセス〈小公女セアラ〉 バーネット著　グラハム・ラスト絵　秋川
久美子訳 

2008/12

イギリス民話３びきのくま（新装版） バーナデット・ワッツ文・絵　ささきたづ
こ訳

2009/7

グリム童話 ブレーメンのおんがくたい（世界の名作えほん） ロベルト・ピウミーニ文　ニコレッタ・コ
スタ絵　たかはしたかこ訳 

2009/9

アンデルセン
童話 みにくいあひるのこ（世界の名作えほん） ロベルト・ピウミーニ文　バルバラ・ナッ

シンベーニ絵　つるゆかり訳 
2009/9

グリム童話 ヘンゼルとグレーテル（世界の名作えほん） ロベルト・ピウミーニ文　アンナ・ラウラ・
カントーネ絵　せきぐちえいこ訳

2009/9

イソップ童話うさぎとかめ（世界の名作えほん） ロベルト・ピウミーニ文　バルバラ・ナッ
シンベーニ絵　たかはしたかこ訳 

2010/2

オスカー・ワ
イルド わがままなきょじん ロベルト・ピウミーニ文　ニコレッタ・コ

スタ絵　せきぐちえいこ訳 
2010/2

小説 草原の風の詩 佐和みずえ著 2010/3

読み物 小公子セドリック バーネット著　グラハム・ラスト絵　西田
佳子訳 

2010/3

12 月くんの友だちめぐり（新装版） ミーシャ・ダミヤン文　ドゥシャン・カー
ライ絵　矢川澄子訳

2010/3

ペロー童話 おやゆびこぞう（世界の名作えほん） ロベルト・ピウミーニ文　ニコレッタ・コ
スタ絵　せきぐちえいこ訳 

2010/4

イギリス民話さんびきのこぶた（世界の名作えほん） ロベルト・ピウミーニ文　ニコレッタ・コ
スタ絵　たかはしたかこ訳 

2010/4

グリム童話 しらゆきひめ（世界の名作えほん） ロベルト・ピウミーニ文　アンナ・ラウラ・
カントーネ絵　よしとみあや訳

2010/4

ルイス・キャ
ロル アリスのふしぎな夢（新装版） ルイス・キャロル原作　マルト・スガン＝

フォント絵　すえまつひみこ訳
2010/5

地球のかたちを哲学する ギヨーム・デュプラ文・絵　博多かおる訳 2010/6

アートな絵本ゴッホ 風がはこんだ色彩 キアーラ・ロッサーニ文　オクタヴィア・
モナコ絵　結城昌子監訳

2010/10

本と図書館の歴史 モーリーン・サワ文　ビル・スレイヴィン
絵　宮木陽子、小谷正子訳 

2010/12

グリム童話 金をつむぐこびと（新装版） バーナデット・ワッツ絵　ささきたづこ訳 2011/3

アンデルセン
童話 アンデルセン童話全集Ⅰ ドゥシャン・カーライ、カミラ・シュタン

ツロヴァー絵　天沼春樹訳
2011/8

なにか、わたしにできることは？ ホセ・カンパナーリ文　へスース・シスネ
ロス絵　寺田真理子訳 

2011/9

聖ニコラスがやってくる！ クレメント・C・ムーア文　ロバート・イ
ングペン絵　柳瀬尚紀訳

2011/11

おとぎ話をききすぎたお姫さま（ときめきお姫さま①）シルヴィア・ロンカーリァ作　エレーナ・
テンポリン絵　たかはしたかこ訳

2011/12

いやいや姫とおねだり王子（ときめきお姫さま②） 〃 2011/12

とんでる姫と怪物ズグルンチ（ときめきお姫さま③） 〃

ねてもさめてもいたずら姫（ときめきお姫さま④） 〃

文字のない
絵本 ツリーハウス ロナルド・トルマン、マライヤ・トルマン

作
2012/3

科学絵本 ぼくはここで、大きくなった アンヌ・クロザ作　こだましおり訳 2012/3

アンデルセン
童話 アンデルセン童話全集Ⅱ ドゥシャン・カーライ、カミラ・シュタン

ツロヴァー絵　天沼春樹訳
2012/6

文字のない
絵本 アイランド ロナルド・トルマン、マライヤ・トルマン

作
2012/6

ファンタジーオクサ・ポロック①希望の星 アンヌ・プリショタ、サンドリーヌ・ヴォ
ルフ著　児玉しおり訳

2012/7

リアさんって人、とっても愉快！　 エドワード・リア文　ロバート・イングペ
ン絵　柳瀬尚紀訳

2012/11

ガール・イン・レッド ロベルト・インノチェンティ原案・絵　ア
ーロン・フリッシュ文　金原瑞人訳 

2012/12

やだよ クラウディア・ルエダ作　うのかずみ訳 2013/2

グリム童話集（新装版） リディア・ポストマ絵　ウィルヘルム菊江
訳

2013/2

ピノキオの冒険（新装版） ロベルト・インノチェンティ絵　金原瑞人
訳 

2013/2

アートな絵本ラファエロー天使に愛された画家　 ラファエロ展に合わせて刊行 2013/3

　　

　　　　　　　　　　2015 年　第２０回日本絵本賞翻訳絵本賞
　　　　　　　　　　『ヨハンナの電車のたび』　カトリーン・シェーラー 作　松永美穂 訳

フランスの絵本の歴史
もコンパクトにわかり
ます。著者は仏文学者。

モーパッサンの名作を
大胆にも絵本化！

小学生が書いた
夏休みの作文が
書籍化！

体のことならこの本。看護学校
でも使えるほどの詳しさ。★西
村書店は医学専門書の出版社で
もあります。

第６回日本絵本賞翻訳絵本賞受賞！！
原書はイタリアARKA社

夏になると、人気がでてくるボー
ニー君。身長 160cm。ノリ・ハ
サミを使わず組み立てられます。

画家マティスに影響を受け
た新鋭のデザイナーがつ
くった絵本。オフィスは
ニューヨークSOHO。

クリムトの生涯を綴った
豪華金色５色刷りの絵本。

初の小説を出版！モン
ゴルで活躍した女性教
師の話に基づくお話。
第２１回読書作文コン
クール、埼玉県優良図
書など選定多数。

ペロー生誕
380年記念出版

カーライがア
ンデルセン全
編に挿絵を描
いた全３巻刊
行開始！

古代から現代まで世
界中の人が地球の形
をどう想像していた
か…しかけ絵本です。

「若草物語」で有名なオール
コットが８歳から亡くなる直
前までつけていた日記です。

何度読んでも
切なくなります。

おほしさまがキラキラ
光るホログラム絵本。

2005 年３月、アンデ
ルセン生誕２００年記
念フェア＠銀座教文館、
バーナデット「おやゆび
姫」原画展開催。

2000 年、長野「安曇野ち
ひろ美術館」、富山「大島町
絵本館」、｢東京いわさきち
ひろ美術館｣にて「バーナデッ
ト・ワッツ原画展を開催」。

2003 年、松本・安曇野 
「森のおうち」10 周年記
念で「バーナデット・ワッ
ツ絵本原画展」

2008 年、画家ロベ
ルト • インノチェン
ティが国際アンデル
セン賞受賞。

2009 年、カーライ来
日。「ドゥシャン・カー
ライ超絶絵本とブラス
ティスラヴァの作家た
ち」＠板橋美術館

太田光の愛読
書だそうです。

2008 年「この絵本が好き！」
翻訳絵本第5位

平成 23年度
国語教科書で採用。

第18回日本絵本賞
「山田養蜂場賞」の
候補絵本に！

ボローニャ・ラガッツィ
賞、金の絵筆賞など、
世界各国で受賞

フランス「科学
の本」賞受賞

図書館司書ふたりが執
筆する大ファンタジー
全６巻刊行開始！

インノチェン
ティ最新作。お
なじみの赤ずき
んが現代風に！


