
おなじみの「赤ずきん」「7
匹の子ヤギ」「白雪姫」ほか、
200 年を超えて読み継がれ
る不朽のメルヘン集（全
210 話所収）。

豪華愛蔵絵本

お求めは最寄りの書店をご利用下さい。直接弊社にご注文の場合、宅配便による代金引換え（送料実費）
にて承ります。郵便、電話、FAX、ホームページ、E-mailでお申し込み下さい。

◆全国学校図書館協議会選定図書
◎日本図書館協会選定図書
★厚生労働省社会保障審議会推薦図書西村書店

〒102-0071　
東京都千代田区富士見2-4-6  
TEL 03-3239-7671 FAX 03-3239-7622

www.nishimurashoten.co.jp
＊他に図書目録（一般書・美術書， 医学書）もございます。　　　　　　　　　　　 2018. ６月

♦価格表示はすべて本体（税別）です。

ぺロー  昔話・寓話集
（作）シャルル・ぺロー
（絵）エヴァ・フラントヴァー
（訳）末松氷海子

978-4-89013-907-1
●本体3800円

想像力をかきたてる、け
れども現実味もある、古く
から語り継がれてきたお話
と挿絵が素晴らしいカラー
完訳愛蔵版。　　

グリム童話全集
（編）グリム
（絵）シャルロット・デマトーン
（訳）橋本　孝／天沼春樹

978-4-89013-935-4
●本体3600円 

子どもと家庭の
むかし話

ロシアのイラストレーター、
グコーヴァが描く不思議な
不思議なアリスの世界。
●本体2900円 ◆ クロス装

（原作）
 L.キャロル
（絵）
 J.グコーヴァ
（訳）酒寄進一

不思議の国の
アリス

978-4-89013-859-3

命の水
（編）K.J. エルベン
（絵）出久根 育
（訳）阿部賢一

エルベンの集めた珠玉の昔
話20編。BIB世界絵本原画展
グランプリ受賞画家が描く。

978-4-89013-985-9

チェコの民話集

●本体2300円

グリム童話集
（原作）グリム
（絵）L. ポストマ
（訳）ウィルヘルム菊江

選りすぐりの14のお話と
金のりんご賞受賞画家の
幻想的な絵が見事に調和。

978-4-89013-940-8

（新装版）

●本体1900円

A４変型判 ●各本体3800円 

Ⅰ ● 親指姫　● 人魚姫　● 皇帝の新しい服
　含む 54編

Ⅱ ● モミの木　● 雪の女王　● マッチ売りの少女
　含む 54編

Ⅲ ● みにくいアヒルの子  ● 旅の仲間　● 賢者の石
　含む 48編

Ⅰ：978-4-89013-922-4　

Ⅱ：978-4-89013-932-3　

Ⅲ：978-4-89013-936-1

（絵）ドゥシャン・カーライ　カミラ・シュタンツロヴァー
（訳）天沼春樹

西村書店

『おたすけなみだとおじゃまなみだ』より

国際アンデルセン賞画家 イングペンによる 挿し絵！カラー新訳 豪華愛蔵版

A４変型判●各本体1900円 A４変型判●本体2200円 

（作）ルイス・キャロル（絵）R・イングペン（訳）杉田七重
978-4-89013-964-4978-4-89013-980-4 978-4-89013-965-1

おかげさまで100周年

楽しい川辺

豊かな自然に暮らす、ゆかいな
動物たちの冒険！　イギリスの
動物自然ファンタジーの名作。

イングペンによる表情豊かな全ページ挿絵と読みやすい新訳で
よみがえる永遠の名作！ 奇想天外な冒険をお楽しみください。

（作）K・グレアム
（絵）R・イングペン
（訳）杉田七重



ジョットという名の少年
 ̶羊がかなえてくれた夢

天才レオナルド・
ダ・ヴィンチと少年ジャコモ 

（絵）ランドマン
（文）グアルニエーリ
（訳）せきぐちともこ
（解説）石鍋真澄

（絵）ランドマン
（文）ヴィスコンティ
（訳）せきぐちともこ
          ／石鍋真澄

イタリアのアートな絵本

いたずら者の少年ジャコモはレオナ
ルド先生におこられてばかりいます。

イタリアの画家ジョッ
トの少年時代の物語を
豪華金色の絵で綴ります。

ロンドンナショナルギャラリーも絶賛

日本絵本賞
翻訳絵本賞
受賞

クリムトと猫

（絵）モナコ
（文）カパッティ
（訳）森田義之

クリムトの生涯を、お気に入りだ
った猫が語る豪華金色のアート絵
本。世界11ヵ国で翻訳。

イタリア・アンデルセン賞
ベストイラストレーター受賞

（文・絵）ランドマン
（訳）白崎容子

（絵）ランドマン
（文）チンクエッティ
（監訳）青柳正規

イタリア・ルネサンスを代表する画
家、ラファエロの躍動感あふれる絵
と、その数奇な運命を綴る。

　ラファエロ
　  天使に愛された画家

幼いころから絵に興味をもち、画
家や詩人にあこがれ、やがてパリ
へ…。自伝をボックスアートで再現。

　シャガール
　  わたしが画家になったわけ

（絵）ランドマン
（文）ロッサーニ
（訳）森田義之

人生の最後の夜、彼のもとにあら
われた不思議な子どもとの会話を
とおして、生涯をふりかえる。

　ミケランジェロ
　  石に命をふきこんだ天才

「よい絵本」選定図書

!!豪華愛蔵絵本豪華愛蔵絵本
ガール・イン・レッド ★

（原案・絵）R. インノチェンティ
（文）A. フリッシュ
（訳）金原瑞人
都会の森をぬけ、おばあさん
の家へとむかうソフィアは色と
騒音にあふれる森の心臓
〈THE WOOD〉へと誘われ……。

（原作）モーパッサン
（絵）ゲーリー・ ケリー
（訳）もきかずこ

ネックレス

美しいけれども貧しいロワゼル
夫人が富裕なくらしにあこがれ
たがために招いた結末とは…。

★＝ 国際アンデルセン賞受賞 !! 
　　インノチェンティの絵本

クリスマス・キャロル （新装版） ★
（原作）C. ディケンズ
（絵）R. インノチェンティ
（訳）もき かずこ
インノチェンティの神秘的で立
体感ある絵がディケンズの名作
の世界へ誘います。

ピノキオの冒険 （新装版） ★

世界中の子どもたちから愛さ
れているおなじみのお話。い
ままでの絵本とは違ったリア
ルな絵が魅力。

（原作）C. コッローディ
（絵）R. インノチェンティ
（訳）金原瑞人

978-4-89013-941-5 ●本体2800円

（絵）モナコ
（文）ロッサーニ
（監訳）結城昌子

フィンセントとテオは、とても仲の
良い兄弟でした。やがて二人は
別々の道を歩み……。

　ゴッホ 風がはこんだ色彩

●本体1800円
978-4-89013-921-7

●本体1800円
978-4-89013-947-7

●本体1800円
978-4-89013-942-2

●本体1800円
978-4-89013-890-6

念願の飛行士になったテグジュペ
リは、その一方で、書くことの喜びを
知ります。激動の生涯を描いた一冊。

　  サン=テグジュペリと
　　　　　星の王子さま
　　　　　　　　空に幸せをもとめて

（文・絵）ランドマン
（訳）鹿島　茂

●本体1800円
978-4-89013-952-1

●本体1800円
978-4-89013-881-4

●本体1800円
978-4-89013-880-7

●本体1800円
978-4-89013-888-3

オデュッセウスの旅
ギリシア神話より

（文・絵）ランドマン
（訳）せきぐち ともこ

●本体2400円
978-4-89013-905-7

トロイア軍との戦いに勝利を収め
たオデュッセウスは、故郷イタカを
目指し出発する。ところが……。

ゲーテ原作ファウスト
（再話） B.キンダーマン
（絵）K.エンジカート
（訳）酒寄進一

978-4-89013-975-0
●本体1800円

はじめて出会う古典名作絵本!　ファウスト博士
と悪魔メフィスト。　賭けはどちらの勝利に？　
国際アンデルセン賞画家エンジカートの美しい
絵で名作がよみがえる。

プリミティブ アートってなぁに？見てごらん 　名画だよ！

日常の道具として人々の
生活や文化に密着して
きた原始美術の神秘的
な世界。

15世紀から現代アートまで、
巨匠45人の名画を独自の視
点から紹介する美術入門絵本。

（文）M.セリエ
（監訳）結城昌子

978-4-89013-899-9 ●本体2800円 978-4-89013-900-2 ●本体2800円

ラスコーの洞窟壁画から
ウォーホルのポップアー
トまで、イラストたっぷり
の美術史入門。

978-4-89013-981-1 ●本体2800円

（文）M.セリエ
（監訳）結城昌子

（文）H.アレグザンダー
（絵）M.ハミルトン
（監訳）千足伸行

子どものための美術史
世界の偉大な絵画と彫刻

978-4-89013-934-7　  ●本体1900円 978-4-89013-944-6 ●本体2800円 ◆

978-4-89013-870-8 ●本体2800円　クロス装

すごいぞ！   ニッポン美術

不思議なかたちの土偶から
「源氏物語絵巻」、北斎や歌
麿の浮世絵など、ニッポン独
自のココロを伝える子どもの
ための画集。

978-4-89013-987-3 ●本体2400円

（文）結城昌子



おじいさんの
小さな庭

（絵）バーナデット
（文）G.M.シャイドル
（訳）ささきたづこ

花や小鳥とお話ができるおじいさ
んは、庭の様子がおかしいのに気
がつきました。

3びきのくま
（新装版）

　イギリス民話
   （絵）バーナデット
   （訳）ささきたづこ

リサの小さなともだち
（絵）バーナデット
（文）J. カール
（訳）ささきたづこ

●本体1300円 ◆
978-4-89013-082-5

●本体1300円 ◆
978-4-89013-908-8

●本体1300円 ◆
978-4-89013-806-7

とんでもない
おきゃくさま（新装版）

（原作）グリム
（絵）バーナデット
（訳）ささきたづこ

ある朝、くまの親子はおかゆがさ
めるまで散歩にでかけました。そ
のあいだに…。

大きい森の中の小さな家におこ
りんぼのきこリのテオと奥さん
のリサが住んでいました。

ずるがしこいおんどりとめんどり
は、宿の主人にとんでもないいた
ずらをしました。

バーナデットの
モミの木（新装版）

（原作）アンデルセン
（絵）バーナデット
（訳）ささきたづこ

森の小さなモミの木は、早く大
きくなってどこかへ行きたいと願
っていました。

おやゆび姫
（原作）アンデルセン
（絵）バーナデット
（訳）大庭みな子

赤い美しい花から生まれたおや
ゆび姫は、ある晩ヒキガエルに
連れ去られてしまいます。

●本体1300円 ◆　　
978-4-89013-903-3 

●本体1300円  
978-4-89013-878-4

●本体1300円  
978-4-89013-845-6

イギリスのノーザンプトンに生まれる。美しい自然に囲ま
れ、グリム童話に親しんで育つ。メイドストーン美術大
学に学び、絵本作家ブライアン・ワイルドスミスに師事
する。ボローニャ国際絵本原画展グラフィック賞受賞作家。

バーナデット・ワッツ（Bernadette Watts）

（原作）グリム
（絵）バーナデット
（訳）ささきたづこ

白雪姫（新装版）　

７人のこびとが家に帰るとベッドに
きれいなお姫さまが寝ていました。

●本体1500円 ◆◎
978-4-89013-889-0

きたかぜと
たいよう

   イソップ童話
  （再話・絵）
　バーナデット
  （訳）もきかずこ

ある時、北風と太陽が強いのは
自分の方だと言って、ゆずりませ
ん。さて、どちらが勝ったでしょう。

●本体1300円 ◆
978-4-89013-858-6

ブレーメンの音楽隊
（原作）グリム
（絵）バーナデット
（訳）ささきたづこ

飼い主のもとを逃げだしたロバ、
イヌ、ネコ、オンドリのまきおこ
すゆかいなお話。

●本体1300円 
978-4-89013-854-8

（文）K. クリステンセン
（絵）バーナデット
（訳）八木田宜子

レイチェルのバラ

おばあちゃんがバラの花たばを
もってきました。レイチェルは
毎日世話をしました。
●本体1300円  
978-4-89013-879-1

こまったクリスマス
（新装版）

（絵）バーナデット
（文）R. ジョンソン
（訳）もきかずこ

イブの夜、トナカイが家出して
しまってさあたいへん ！こまっ
たサンタは…。

●本体1300円 ◆　　
978-4-89013-885-2

金をつむぐこびと
̶ルンペルシュティルツヒェン̶

（原作）グリム
（絵）バーナデット
（訳）ささきたづこ
父親が王さまに、娘はわらを金に
つむぐと嘘をつきました。困り果
てた娘の前に小人が現れました。
●本体1300円 　　
978-4-89013-924-8

（新装版）

こびとのくつや
（原作）グリム
（絵）バーナデット
（訳）ささきたづこ

最後の革を裁って眠りについたく
つやの夫婦は、翌朝仕事場を見て
驚きました。

●本体1500円 ◆
978-4-89013-802-9

（原作）アンデルセン
（絵）バーナデット
（訳）ささきたづこ

雪の女王（新装版）

人の心を氷のように冷たくする悪
魔の鏡によって、カイは連れ去られ
てしまいました。

●本体1500円 
◆◎
978-4-89013-877-7

イソップのお話から
（絵）バーナデット
（訳）やがわすみこ

「カラスとキツネ」「ウサギ
とカメ」「北風とお日さま」
などおなじみの 20 のお話。

●本体1800円 ◆
978-4-89013-838-8

は大判絵本
パステルカラーのロマンティックな世界

かかしのペーター
くつやのマルチン

おひめさまのけっこん

とんでいけ海のむこうへ

つぐみひげの王さま
雪ばら紅ばら

〈
品 

切
〉

フランスで人気のキャラク
ターがしかけ絵本で登場。
ひっぱる、めくる、くるくるま
わす、楽しいしかけがいっぱい。

978-4-89013-943-9 ●本体1600円

ワイドな見開きページで、
美術館のしくみを楽しく
知る入門ガイド絵本。

（文）F.デュカトー 
（絵）C.ペタン
（日本語版監修）青柳正規
（訳）野坂悦子

美術館ってどんなところ？

978-4-89013-973-6 ●本体1600円

劇場ではどんな人たちが
働いているの？　楽しい
イラストで、いろいろな疑
問に答えてくれます。

（文）F.デュカトー 
（絵）C.ペタン
（日本語版監修）岡室美奈子
（訳）野坂悦子

劇場ってどんなところ？

ぼくは建築家ヤング・フランク
（作） フランク・ビバ
（訳）まえじま みちこ／ばん しげる

978-4-89013-955-2
●本体1500円

ヤング・フランクは建築家の
おじいさんと有名な建築家
の作品を見に、ニューヨーク
近代美術館を訪れるのです
が…？ 創造力を育む絵本。

わたしは映画監督
ヤング・シャーロット

（作） フランク・ビバ
（訳）まえじま みちこ

978-4-89013-972-9
●本体1500円

シャーロットは映画をつくる
のが好き。カメラのレンズを
通して、ほかの子どもたちと
はちがうふうに世界を見てい
ます。発想力を伸ばす絵本。



世界傑作絵本 Animal
 book

WORLD BOOK

978-4-89013-988-0 
●本体1500円

トム・スローターの絵本 ニューヨークで活躍するデザイナーによる、
今までにない新感覚の絵本です。

1  2  3　かずのえほん
（作）トム・スローター

978-4-89013-887-6 ●本体1000円

ひとつ すこし たくさん
 （絵）トム・スローター
（文）マーサ・ジョスリン
（訳）うみ  ひかる「かず」を覚えるという

ことだけでなく、モダン
アートにふれながら「か
たち」や「いろ」から
さまざまなものを感じと
ることができる。

すこしっていくつ？　
たくさんっていくつかな？
モダンアートが楽しめる
ユニークな絵本。

978-4-89013-896-8 ●本体1000円

ごちそうの木
タンザニアのむかしばなし

（作）J.キラカ
（訳）さくま ゆみこ

●本体1500円　★
978-4-89013-983-5

ねずみのフィリップ
サーカスのゆめをみる

（文・絵）G.V.エメリフ
（訳）よこやまかずこ

ある日フィリップは考えます。旅に出て、サーカ
スのライオンつかいになって、そして…。

●本体1900円 ◆
978-4-89013-883-8

世界の名作えほん シリーズ ちいさな読者のための
ちいさな絵本

（作）C.ルエダ
（訳）うの かずみ 

●本体1200円
978-4-89013-939-2

やだよ

イタリア  ナーティ・ベル・レッジェレ賞受賞
（家庭内での読み聞かせを推進するプロジェクトによる）

お母さんの言うことをき
かずにふぶきのなか、で
かけたクマの子は…。
「いやいや期」の子と母
の、心あたたまるお話。

イタリアの言葉の魔術師ピウミーニと
新鋭イラストレーターのコラボレーション
（文）ピウミーニ 　各巻●本体800円

　 グリム童話 ブレーメンのおんがくたい
　（絵）コスタ　（訳）たかはし たかこ　　978-4-89013-909-5
　アンデルセン童話 みにくいあひるのこ
　（絵）ナッシンべーニ（訳）つる ゆかり  978-4-89013-910-1
　 グリム童話 ヘンゼルとグレーテル
　（絵）カントーネ  （訳）せきぐち えいこ   978-4-89013-911-8
　 イソップ童話  うさぎとかめ　
　（絵）ナッシンべーニ　（訳）たかはし たかこ   
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 978-4-89013-912-5

　 オスカー・ワイルド原作 わがままなきょじん
　（絵）コスタ　（訳）せきぐち えいこ　　 978-4-89013-913-2
　 ぺロー原作 おやゆびこぞう
　（絵）コスタ　（訳）せきぐち えいこ　　  978-4-89013-914-9
　 イギリス民話 さんびきのこぶた
　（絵）コスタ　（訳）たかはし たかこ　　 978-4-89013-915-6
　 グリム童話 しらゆきひめ　
　（絵）カントーネ　（訳）よしとみ あや  　978-4-89013-916-3

トムとレアの
たのしい いちにち

（作）
  アーメル・ボイ

フランスで人気のキャラク
ターがしかけ絵本で登場。
ひっぱる、めくる、くるくるま
わす、楽しいしかけがいっぱい。

978-4-89013-902-6
●本体2600円

トムとレアの
おかたづけ

これなあに？　おへやのおかた
づけをしながら、物の名前をお
ぼえよう。

978-4-89013-893-7
●本体2600円

トムとレア
のうじょうへいく

大人気のトムとレア。　今度は農
場に行きました。楽しいしかけ
で動物たちと仲よくなろう。

978-4-89013-897-5
●本体2600円

ーしぜんといきものー

おおきな しかけ絵本

きせつ・てんき・いろ・かず・じかん

新装版

（作）
  アーメル・ボイ

（作）
  アーメル・ボイ

ある日、動物たちは洞穴にきれいな毛皮を見つ
けました。太っているシマウマは…。 ケイト・グ
リーナウェイ賞受賞画家がつづるケニアの昔話。

くいしんぼうシマウマ （新装版）
（絵）A.ケナウェイ
（文）M.ハディシ
（訳）草山万兎

●本体1300円
978-4-89013-969-9

ツリーハウス
（作） R.トルマン/ M.トルマン

978-4-89013-931-6
●本体1600円

ほら、もうおはなしは、始まってい
るよ!  ツリーハウスめざして、空
から、陸から、楽しい仲間が、やっ
てくる!　世界11カ国で出版の、
文字のない絵本。

アイランド
（作） R.トルマン/ M.トルマン

978-4-89013-937-8
●本体1600円

とびっきりの素敵な島をみつけ
るために、島々をめぐる旅にで
る白クマ。ペンギンの住む島、遊
園地のような島、そして、最後に
は……。　 
文字のない絵本第２弾。

ボローニャ国際児童図書賞、金の絵筆賞、
トロイスドルフ賞

ピーターパン・
シルバースター賞受賞！

〈ティンガティンガ絵本〉

どうやったら、あの実がたべられるかな？　民
話の宝庫、タンザニアで生まれ育ったキラカが、
フィパという人たちの語りからつくった絵本。

（作） P・シス
（訳） たなか あきこ
アイスクリームは2000年前に中
国ではじめてつくられたの！？　
アイスが大好きなジョーくんが夏
休みに知ったアイスの歴史とマ
メ知識がいっぱい。

ぼくはアイスクリーム博士

国際アンデルセン賞画家賞受賞
ピーター・シスの絵本

きいろいふうせん 地球一周
（作） C.デマトーン

978-4-89013-945-3
●本体1600円

黄色い風船はどこかな？　青い
車、にげだした囚人、空とぶじゅ
うたんにのった僧侶をさがせ！
想像力を高める「文字のない
絵本」！

新  刊


