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中国語（簡体字）の中国オリジナル絵本リストを追加改訂いたしました。 

日本で翻訳されているタイトルの他に、中国国家図書館の推奨図書もございます。 

ご注文の際は、表紙のカタログナンバー（C-504）と、各書籍のナンバーをお知らせください。 

表示価格は本体価格となります。 

なお、為替レートの変動や仕入先からの価格変更により販売価格が変更となる場合がございます。

ISBN や出版社など詳細情報をご希望の場合は、下記にご連絡をお願い申し上げます。 

皆様のお問い合わせ、ご注文をお待ちしております。 
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中国語簡体字絵本(中国のオリジナル絵本) (株)穂高書店

No. タイトル タイトル（和訳） 作者 画家 発行年 予定本体価格 予定税込価格
NEW CNC-54 大大的，小小的（2021年重印） おおきいの、ちいさいの 钟彧 2021 ¥2,170 ¥2,387
NEW CNC-55 鲤鱼跳龙门(精)/中国经典神话故事绘本 鯉の滝登り/中国の神話物語の絵本 张李 2021 ¥2,700 ¥2,970
NEW CNC-56 精卫填海(精)/中国经典神话故事绘本 精衛海を填む/中国の神話物語の絵本 张李 2021 ¥2,700 ¥2,970
NEW CNC-57 大闹天宫(精)/中国经典神话故事绘本 大暴れ孫悟空/中国の神話物語の絵本 张李 2021 ¥2,700 ¥2,970
NEW CNC-59 春节：年味儿 春節：新年を味わう 保冬妮 于洪燕 2021 ¥2,580 ¥2,838
NEW CNC-60 端午节：端午粽米香 端午節：ちまき 保冬妮 徐慧静 2021 ¥2,580 ¥2,838
NEW CNC-61 花朝节：花娘谷 花朝節：花娘谷 保冬妮 周建明 2021 ¥2,580 ¥2,838
NEW CNC-62 清明节：奶奶的青团 清明節：おばあちゃんのよもぎもち 保冬妮 周建明 2021 ¥2,580 ¥2,838
NEW CNC-63 元宵节：元宵灯 元宵節：元宵観灯 保冬妮 曹艳红 2021 ¥2,580 ¥2,838
NEW CNC-64 重阳节：菊花蜜 重陽節：菊のはちみつ 保冬妮 曹艳红 2021 ¥2,580 ¥2,838
NEW CNC-65 宝儿 パオアルのキツネたいじ 蔡皋 2021 ¥3,940 ¥4,334
NEW CNC-66 我们班的新同学斑杰明·马利 わたしたちの新しいクラスメイト 赖马 2021 ¥3,940 ¥4,334
NEW CNC-67 朱瑞福的游泳课 ジラフのスイミング 赖晓妍 赖马 2020 ¥3,260 ¥3,586
NEW CNC-68 打灯笼 ランタンを掲げる 王亚鸽 朱成梁 2020 ¥3,260 ¥3,586
NEW CNC-69 萝卜回来了 しんせつなともだち 方轶群 村山知义 2019 ¥2,850 ¥3,135

CNC-1 和风一起散步 風といっしょに散歩 熊亮 2018 ¥1,900 ¥2,090
CNC-2 小石狮 ちいさなこまいぬ 熊亮 2018 ¥2,700 ¥2,970
CNC-3 火龙 火の竜 陈江洪 2017 ¥3,060 ¥3,366
CNC-4 小鹰 小鷹 陈江洪 2017 ¥3,060 ¥3,366
CNC-5 小邮递员 郵便配達員 保冬妮 王俊卿 2017 ¥2,380 ¥2,618
CNC-6 冬季牧歌 冬の牧歌 保冬妮 于洪燕 2017 ¥2,380 ¥2,618
CNC-7 老人湖 老人湖 保冬妮 于洪燕 2017 ¥2,380 ¥2,618
CNC-8 巴图和小马 バトゥと子馬 保冬妮 于洪燕 2017 ¥2,380 ¥2,618
CNC-9 玛依拉的鹰 マイラの鷹 保冬妮 陈波 2015 ¥2,380 ¥2,618
CNC-10 这就是二十四节气　（全4册） これこそが二十四節気（全4册） 高春香，邵敏 2015 ¥10,200 ¥11,220
CNC-11 0-4岁宝宝故事屋　（全8册） 0-4歳のおはなし（全8冊） 苏梅 2017 ¥9,130 ¥10,043
CNC-13 一辆自行车 一台の自転車 于大武 2016 ¥2,700 ¥2,970
CNC-14 咕叽咕叽 ぼく、ぐじぐじ 陈致元 2022 ¥3,310 ¥3,641
CNC-15 没毛鸡 毛のない鶏 陈致元 2015 ¥2,970 ¥3,267
CNC-16 游泳 水泳 邓正祺 2014 ¥2,160 ¥2,376
CNC-17 跟着姥姥去遛弯儿　(小时候"中国图画书 おばあちゃんと散歩に行こう 保冬妮 李萌 2018 ¥2,170 ¥2,387
CNC-18 水牛儿　(小时候"中国图画书系列) 水牛 保冬妮 黄捷 2018 ¥2,170 ¥2,387
CNC-19 铁门胡同　(北京记忆小时候的故事) 胡同の鉄門 保冬妮 吴翟  2018 ¥2,170 ¥2,387
CNC-20 小金鱼儿　(小时候"中国图画书系列) 小さい金魚 保冬妮 黄捷 2018 ¥2,170 ¥2,387
CNC-21 九色鹿 九色鹿 保冬妮 刘巨德 2016 ¥3,260 ¥3,586
CNC-22 小马过河 川を渡る子馬 陈永镇 2013 ¥1,480 ¥1,628
CNC-23 羽毛 羽毛 曹文轩 罗杰·米罗 2014 ¥2,650 ¥2,915
CNC-24 十兄弟 十兄弟 沙永玲 郑明进 2018 ¥2,430 ¥2,673
CNC-25 百鸟羽衣 百鳥羽衣 蔡皋 2019 ¥3,260 ¥3,586
CNC-26 三个和尚 3人の和尚 蔡皋 2019 ¥3,380 ¥3,718
CNC-27 北京的春节 北京の春節 老舍 于大武 2014 ¥2,500 ¥2,750
CNC-28 记事情（2021年重印） 書き残すこと 余丽琼 朱成梁 2021 ¥2,430 ¥2,673
CNC-29 好想吃榴莲 　（新版） ドリアンが食べたい 刘旭恭 2018 ¥2,630 ¥2,893
CNC-30 虎王子 ウェン王子とトラ 陈江洪 2017 ¥3,060 ¥3,366
CNC-31 神马 この世でいちばんすばらしい馬 陈江洪 2017 ¥3,060 ¥3,366
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No. タイトル タイトル（和訳） 作者 画家 発行年 予定本体価格 予定税込価格
CNC-32 小莲 ハスの花の精リアン 陈江洪 2017 ¥3,060 ¥3,366
CNC-33 北京,中轴线上的城市 北京 中軸線上につくられたまち 于大武 2022 ¥3,260 ¥3,586
CNC-34 荷花镇的早市 ヤンヤンいちばへいく 周翔 2018 ¥2,910 ¥3,201
CNC-35 北冥有鱼（2021年重印） 北冥に魚有り 刘畅 2021 ¥3,310 ¥3,641
CNC-36 小鱼的春天 魚ちゃんの春 保冬妮 喻翩一 2013 ¥2,230 ¥2,453
CNC-37 长坂坡 長坂坡 熊亮 2016 ¥2,700 ¥2,970
CNC-38 安的种子 安ちゃんの種 王早早 黄丽 2015 ¥2,020 ¥2,222
CNC-39 爱哭公主 泣き虫のおひめさま 赖马 2020 ¥3,110 ¥3,421
CNC-40 生气王子 おこりんぼうおうじさま 赖马 2020 ¥3,110 ¥3,421
CNC-41 灶王爷 かまどのかみさま 熊亮 2018 ¥1,900 ¥2,090
CNC-42 老鼠娶新娘　（2018年重印） ねずみのよめいり 張玲玲 劉宗慧 2018 ¥2,580 ¥2,838
CNC-43 团圆（2021年重印） チュンチエ～中国のおしょうがつ～ 余丽琼 朱成梁 2021 ¥3,110 ¥3,421
CNC-44 美猴王孙悟空 モンキーキング　孫悟空 杨志成 2018 ¥2,700 ¥2,970
CNC-46 生肖鼠的故事 十二支の物語 杨志成 2018 ¥2,700 ¥2,970
CNC-47 十二生肖的故事 十二支のおはなし 赖马 2020 ¥3,110 ¥3,421
CNC-48 帕拉帕拉山的妖怪 パラパラ山のおばけ 赖马 2018 ¥2,700 ¥2,970
CNC-49 悟空，乖　（2019版） 悟空、やっぱりきみがすき！ 向華 馬玉 2019 ¥2,580 ¥2,838
CNC-50 盘中餐　（2019年重印） お椀のごはん 于虹呈 2019 ¥3,380 ¥3,718
CNC-51 骑着恐龙去上学　（2019年重印） きょうりゅうにのってがっこうへ 刘思源 林小杯 2019 ¥3,380 ¥3,718
CNC-52 我变成一只喷火龙了！　（2019年重印） おこりんぼうのアングリー 赖马 2019 ¥3,110 ¥3,421
CNC-53 世界上最棒的礼物 世界で一番素敵な贈り物 赖马 2019 ¥3,110 ¥3,421
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