
HOTAKA BOOK NEWS 
No. C-505 / 2022 

【追加改訂版】中国語簡体字の絵本（海外の絵本からの翻訳） 
 

 

 

 

                 
                                                   

 

 

 

 

 

 

 

〒101-0051  東京都千代田区神田神保町 1-15 杉山ビル 4F 

株式会社 穂高書店 
Teｌ：03-3233-0331 

Fax：03-3233-0332 

E-mail: info@hotakabooks.com 

カタログのサイトはこちら⇒http://www.hotakabooks.com 

中国語（簡体字）の絵本（海外の絵本からの翻訳）のリストを改訂いたしました。この数年、中国

では海外の名作が相次いで翻訳、再版されています。皆様におなじみの作品を集めてみました。 

ご注文の際は、表紙のカタログナンバー（C-505）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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中国簡体字絵本(海外絵本からの翻訳) (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 CNF-79 100万只猫（2021年重印） 100まんびきのねこ 婉达·盖格 2021 ¥2,700 ¥2,970
NEW CNF-80 小蓝和小黄（2020年重印） あおくんときいろちゃん 李欧·李奥尼 2021 ¥2,500 ¥2,750
NEW CNF-81 拔萝卜 おおきなかぶ 阿·托尔斯泰 2021 ¥3,380 ¥3,718
NEW CNF-82 影子（2021年重印） 影 玛西娅·布朗 2021 ¥3,380 ¥3,718
NEW CNF-83 大猩猩 すきですゴリラ 布朗 2021 ¥2,700 ¥2,970
NEW CNF-84 三个强盗（新版） すてきな三にんぐみ 汤米·温格尔 2021 ¥3,180 ¥3,498
NEW CNF-85 公主的月亮 2021版 たくさんのお月さま(1944年コルデコット賞）

詹姆斯•瑟伯
马克•西蒙
特

2021 ¥3,740 ¥4,114

NEW CNF-86 派勒的新衣服 ペレのあたらしいふく 艾莎·贝斯蔻 2021 ¥2,700 ¥2,970
NEW CNF-87 爷爷一定有办法 おじいさんならできる 菲比·吉尔曼 2020 ¥2,910 ¥3,201
NEW CNF-88 抱抱（2020年重印） ぎゅっ 杰兹·阿波罗 2020 ¥3,110 ¥3,421
NEW CNF-89 好饿的毛毛虫 はらぺこあおむし 艾瑞·卡尔 2020 ¥2,910 ¥3,201
NEW CNF-90 好饿的兔子（2020年重印） ふって！ふって！ぺこぺこバニー 克劳迪娅·卢埃达 2020 ¥3,260 ¥3,586

CNF-1 花格子大象宝宝成长纪念册 ぞうのエルマー 大卫·麦基著 2018 ¥2,580 ¥2,838
CNF-2 听，世界在唱歌！ わたしたちのせかいをきいて 比尔·马丁 2018 ¥3,260 ¥3,586
CNF-5 霍金斯的恐龙世界 ウォーターハウス・ホーキンズの恐竜 芭芭拉·克利 布莱恩·塞

兹尼克
2013 ¥2,910 ¥3,201

CNF-6 我爸爸 うちのパパってかっこいい 安东尼·布朗 2019 ¥2,700 ¥2,970
CNF-7 我妈妈 うちのママってすてきなの 安东尼·布朗 2019 ¥2,700 ¥2,970
CNF-8 先左脚，再右脚 おいっちにおいっちに 汤米·狄波拉 汤米·狄波

拉
2020 ¥2,500 ¥2,750

CNF-11 大卫上学去（2019年重印） デイビッドがっこうへいく 大卫·香农 2019 ¥2,700 ¥2,970
CNF-12 大卫，不可以 だめよ、デイビット 大卫·香农 2019 ¥2,700 ¥2,970
CNF-13 大卫惹麻烦 デイビットがやっちゃった！ 大卫·香农 2019 ¥2,700 ¥2,970
CNF-14 通往特雷比西亚的桥 テラビシアにかける橋 凯瑟琳佩特森 2014 ¥1,490 ¥1,639
CNF-16 字母B里的家 とんでとんでサンフランシスコ 唐·弗里曼 克雷门·赫

敏
2013 ¥2,440 ¥2,684

CNF-17 你睡不着吗？ ねむれないの？ちいくまくん 马丁·韦德尔 芭芭拉·弗
斯

2016 ¥2,910 ¥3,201

CNF-18 逃家小兔 ぼくにげちゃうよ 玛格丽特·怀兹·布
朗

克雷门·赫
敏

2022 ¥2,500 ¥2,750

CNF-19 蚯蚓的日记（第2版，2018年重印） ミミズくんのにっき 朵琳·克罗宁 哈利·布里
斯

2018 ¥2,910 ¥3,201

CNF-21 小猫头鹰 よるのおるすばん 马丁·韦德尔 派克·宾森 2018 ¥2,290 ¥2,519

CNF-22 逃跑的小火车头 いたずらきかんしゃちゅうちゅう 维吉尼亚·李·伯顿
之

2011 ¥2,170 ¥2,387

CNF-23 是谁嗯嗯在我的头上 うんちしたのはだれよ！ 維爾納・霍爾茨瓦
特

沃爾夫·埃
布魯赫

2019 ¥2,700 ¥2,970

CNF-24 爱心树 おおきな木 谢尔·希尔弗斯坦 2013 ¥1,700 ¥1,870
CNF-25 棕色的熊、棕色的熊，你在看什么？（新版） くまさん　くまさん　なにみてるの？ 比尔·马丁 艾瑞·卡尔 2021 ¥2,700 ¥2,970

CNF-26 黑兔和白兔 しろいうさぎとくろいうさぎ 加思·威廉斯 2019 ¥4,060 ¥4,466
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中国簡体字絵本(海外絵本からの翻訳) (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
CNF-29 有一天 ちいさなあなたへ（SOMEDAY) 艾莉森·麦基 彼得·雷诺

兹
2020 ¥3,060 ¥3,366

CNF-30 从头动到脚（2021版） できるかな？ 艾瑞·卡尔 2021 ¥2,700 ¥2,970
CNF-33 猜猜我有多爱你 どんなにきみがすきだかあててごらん 山姆·麦克布雷尼 安妮塔·婕

朗
2013 ¥2,970 ¥3,267

CNF-34 爸爸,我要月亮 パパ、お月さまとって！ 艾瑞·卡尔 2022 ¥3,860 ¥4,246
CNF-38 寻找维尼 プーさんとであった日 琳赛·马蒂克 索菲·布莱

科尔
2016 ¥3,940 ¥4,334

CNF-39 小白找朋友 ビークル ゆめのこどものおはなし 丹·桑塔特 2015 ¥2,380 ¥2,618
CNF-40 这不是我的帽子 ちがうねん 乔恩·克拉森 2017 ¥3,590 ¥3,949
CNF-41 阿莫的生病日 エイモスさんが かぜを ひくと 菲利普·斯蒂德 埃琳·斯蒂

德
2018 ¥2,440 ¥2,684

CNF-42 高空走索人 綱渡りの男 莫迪凯．葛斯坦  2021 ¥4,060 ¥4,466
CNF-43 三只小猪 3びきのぶたたち 大卫·威斯纳 2018 ¥2,850 ¥3,135
CNF-44 如果你想当总统……（2020年重印） 大統領になりたいの？ 朱蒂丝 圣乔治 大卫 司

摩
2020 ¥4,060 ¥4,466

CNF-45 风铃草姑娘 ラプンツェル 格林兄弟 保罗·欧·
泽林斯基
 

2019 ¥4,010 ¥4,411

CNF-46 烟雾弥漫的夜晚 スモーキーナイト 伊夫·邦廷 大卫·迪亚
兹

2018 ¥2,580 ¥2,838

CNF-47 外公的旅程 おじいさんの旅 艾伦·塞伊   2014 ¥2,440 ¥2,684
CNF-48 黑与白 黒と白 大卫麦考利 2017 ¥2,580 ¥2,838
CNF-49 极地特快 急行「北極号」 克里斯·范·奥尔斯

伯格
2018 ¥3,360 ¥3,696

CNF-50 影子 影ぼっこ 玛西娅·布朗 2021 ¥3,380 ¥3,718
CNF-51 勇敢者的游戏 ジュマンジ 克里斯·范·奥尔斯

伯格
2014 ¥2,440 ¥2,684

CNF-54 世界第一傻瓜和飞船 空飛ぶ世界一のばか 亚瑟·兰塞姆 乌利·舒利
瓦茨

2015 ¥2,440 ¥2,684

CNF-55 莎莎的月光 へんてこりんなサムとねこ 伊芙琳•尼丝 2019 ¥2,440 ¥2,684
CNF-57 下雪天（新版） ゆきのひ 艾兹拉·杰克·季兹 2018 ¥2,500 ¥2,750
CNF-58 从前有一只老鼠…… むかし、ねずみが… 玛西娅·布朗 2016 ¥2,700 ¥2,970
CNF-59 美好时光 すばらしいとき 罗伯特·麦克洛斯

基
2012 ¥2,440 ¥2,684

CNF-60 青蛙娶亲记 かえるだんなのけっこんしき 约翰·兰斯塔夫 费奥多·罗
詹科夫基
基

2018 ¥2,580 ¥2,838

CNF-62 大雪 大雪 贝塔·哈德 埃尔默·哈
德

2018 ¥2,580 ¥2,838

CNF-63 白雪晶晶 しろいゆき　あかるいゆき 阿尔文·崔塞特 罗杰·迪瓦
森

2021 ¥3,380 ¥3,718

CNF-64 小房子 ちいさなおうち 维吉尼亚·李·伯顿 2019 ¥2,380 ¥2,618
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中国簡体字絵本(海外絵本からの翻訳) (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
CNF-65 让路给小鸭子  かもさん　おとおり 罗伯特•麦克洛斯

基
2017 ¥2,910 ¥3,201

CNF-66 你好，灯塔 おーい、こちら灯台 苏菲·布莱科尔 2019 ¥3,380 ¥3,718
CNF-67 隧道　（2018年版） トンネル 安东尼·布朗 2018 ¥2,440 ¥2,684
CNF-68 小熊不刷牙　（2018年重印） くまくんは歯をみがかない 提歐利那 2018 ¥3,060 ¥3,366
CNF-69 点点点　（2021年重印） まるまるまるのほん 埃尔维·杜莱 2021 ¥3,380 ¥3,718
CNF-70 亲爱的动物园　（2018年重印） どうぶつえんのおじさんへ 罗德·坎贝尔 2018 ¥2,240 ¥2,464
CNF-71 巨大的鳄鱼　（2018年重印） 大きな大きなワニのはなし 罗尔德·达尔 2018 ¥2,580 ¥2,838
CNF-72 小熊进城　（2019年重印） くまくんまちへいく 安东尼·布朗 2019 ¥2,700 ¥2,970
CNF-73 我喜欢自己　（2019年重印） わたしとなかよし 南希·卡尔森 2019 ¥2,430 ¥2,673
CNF-74 我好担心　（2019年重印） しんぱいしんぱいウェンベリー 凯文·亨克斯 2019 ¥2,430 ¥2,673
CNF-75 走开，绿色大怪物！　（2019年重印） あっちへ行って、モンスター 爱德华·恩贝尔利 2019 ¥3,800 ¥4,180
CNF-78 糖球 あめ玉 白希那 2019 ¥2,850 ¥3,135
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