
【一般書】

書名 著者名 請求記号

よくわかるクリスマス 　嶺重　淑∥編 １９６　ヨ

サンタさんってどんなひと？ 　梅川／紀美子∥絵 ３８６　サ

サンタクロース公式ブック 　パラダイス山元∥著／監修 ３８６　パ

赤・白・緑クリスマス刺しゅう３５０ 　 ５９４　ア

キャンドル・レッスン 　笹本／道子∥著 ５９４　サ

ジェルでつくるキャンドルレシピ 　ｃｏｚｙｃｏｚｙ＊∥デザイン　制作 ５９４　ジ

手づくりクリスマスＢＯＯＫ 　 ５９４　テ

はじめての手づくりキャンドル 　 ５９４　ハ

ちいさなキャンドルクラフト 　福間　乃梨子∥著 ５９４　フ

スウィート・キャンドルＬｅｓｓｏｎ　Ｂｏｏｋ 　堀崎　カオリ∥著 ５９４　ホ

キャンドルづくりの本 　マエダ／サチコ∥著 ５９４　マ

アレルギーでも食べられるしあわせケーキ 　柴田書店∥著 ５９６　ア

アニバーサリー・ケーキのスタイル 　 ５９６　ア

あまくておいしい！砂糖を使わないケーキと焼き菓子 　大高／恒夫∥監修 ５９６　ア

熟成ケーキ 　磯貝　由恵∥著 ５９６　イ

ノンオイル、ノンバターの茨木さんちのおいしいお菓子 　茨木／くみ子∥著 ５９６　イ

おかしでつくるデコアート手づくりレシピブック 　明治∥監修 ５９６　オ

ホットケーキミックスのお菓子スペシャル！ 　大森／いく子∥〔著〕 ５９６　オ

贈るスイーツ 　 ５９６　オ

なめらかチーズケーキ 　大森／いく子∥著 ５９６　オ

ラブリー！ハッピー！贈るお菓子 　加藤／千恵∥著 ５９６　カ

子どもが喜ぶ！ハッピー・イベントクッキング 　葛／恵子∥著 ５９６　カ

カップケーキパーフェクトブック 　加藤／千恵∥著 ５９６　カ

薄焼きスポンジパーフェクトブック 　加藤／千恵∥著 ５９６　カ

クックパッドのおいしい厳選！お菓子レシピ 　クックパッド株式会社∥監修 ５９６　ク

これ一冊でらくらくおもてなし料理 　 ５９６　コ

ふわふわ、とろ～り半熟スイーツ 　信太／康代∥著 ５９６　シ

チョコケーキとクッキー、生チョコレートの本 　下迫　綾美∥著 ５９６　シ

デコ★ロール作っちゃお！ 　Ｊｕｎｋｏ∥著 ５９６　ジ

デコ★ロールもっと作っちゃお！　〔キャラ＆動物編〕 　Ｊｕｎｋｏ∥著 ５９６　ジ

小さなシフォンケーキの本 　鈴木　理恵子∥著 ５９６　ス

ふわふわシフォンケーキ 　津田　陽子∥著 ５９６　ツ

サンリオキャラクターのときめきスイーツレシピ 　寺西　恵里子∥著 ５９６　テ

クリスマスおもしろ事典

≪　クリスマス特集　≫

５９４　ハ　
はじめてのかぎ針編み１年中使えるクリスマス＆
ウィンターパターン１００

５９６　タ　タカノフルーツパーラー∥著
タカノフルーツパーラー直伝おうちで簡単！
フルーツスイーツレシピ

３８６　ク
　クリスマスおもしろ事典
　刊行委員会∥編
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書名 著者名 請求記号

トースターでつくる世界で愛されているケーキレシピ１００ 　仁科／文之∥著 ５９６　ニ

はじめてさんのかんたんスイーツ 　 ５９６　ハ

笑うスイーツ 　ハマダ／ルコラ∥著 ５９６　ハ

お料理上手と思われる持ちより＆さし入れレシピ 　馬場　香織∥著 ５９６　バ

フルーツの盛り合わせとカットテクニック 　平野　泰三∥著 ５９６　ヒ

あったかスイーツ 　福田／淳子∥著 ５９６　フ

Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ　Ｂｏｏｋ　Ｆｒｏｍ　Ｗｉｅｎ 　エドワード・フルート∥著 ５９６　フ

プレゼント・スイーツ 　手紙社∥編 ５９６　プ

カップケーキの本 　まちやま／ちほ∥〔著〕 ５９６　マ

友だちが来る日のおもてなし 　みなくち／なほこ∥著 ５９６　ミ

バターなしだからすぐできる“大人かわいい”お菓子のレシピ 　宮代　眞弓∥著 ５９６　ミ

フォンデュ・レシピ 　八木／美恵子∥著 ５９６　ヤ

イルミネーション入門ブック 　 ５９７　イ

はじめてのリースと花飾り 　井越／和子∥〔著〕 ６２７　イ

クリスマスリース 　斎藤／勝子∥制作・監修 ６２７　サ

季節の花でつくる１２ケ月のリース 　ＣＨＡＪＩＮ∥著 ６２７　チ

季節のフラワーリース基礎レッスン 　橋口　学∥著 ６２７　ハ

宮沢賢治「旭川。」より 　宮沢　賢治∥〔原作〕 ７２６　ア

ゆきの日 　菊田／まりこ∥え・ぶん ７２６　キ

ＣＨＲＩＳＴＭＡＳ 　光村推古書院編集部∥編 ７４８　ク

わくわくクリスマス 　岩藤　しおい∥著 ７５０　イ

まるごとクリスマススペシャル 　コダシマ／アコ∥著 ７５０　コ

まるごとクリスマス 　 ７５０　マ

カードは手作りが楽しい！ 　井上／由季子∥著 ７５４　イ

立体切り紙１２か月 　大原／まゆみ∥著 ７５４　オ

きれい、すてき。四季の折り紙 　小林／一夫∥監修 ７５４　キ

大人の素敵なグリーティングカード 　くまだ　まり∥〔著〕 ７５４　ク

Ｈａｐｐｙを伝える手作りカード 　鈴木　孝美∥〔著〕 ７５４　ス

切り紙でつくる雪の結晶 　Ｖ．Ｖ．セロワ∥共著 ７５４　セ

花のポップアップ・クラフト 　高橋　洋一∥著 ７５４　タ

ポップアップ・クラフトのおくりもの 　高橋／洋一∥著 ７５４　タ

手作りカードアイデアブック 　河出書房新社∥編集 ７５４　テ

心に残る手作りひとことカード 　寺西　恵里子∥著 ７５４　テ

立体切り紙カード 　中沢／圭子∥〔著〕 ７５４　ナ

立体グリーティングカード 　中沢／圭子∥著 ７５４　ナ

立体グリーティングカード　〔２〕 　中沢／圭子∥著 ７５４　ナ　２

おりがみ冬の行事 　桃谷／好英∥著 ７５４　モ

「おめでとう」「ありがとう」のポップアップカード 　吉田／ちかこ∥著 ７５４　ヨ

雪の模様切り紙 　吉浦／亮子∥著 ７５４　ヨ

クリスマス音楽ガイド 　川端／純四郎∥編著 ７６５　ク

クリスマス・トレイン 　デイヴィッド　バルダッチ∥著 ９３３　バ

１３番目の贈りもの 　ジョアン　フイスト　スミス∥著 ９３６　ス
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書名 著者名 請求記号

私がいないクリスマス 　加藤　元∥著 Ｆ　カト

星の民のクリスマス 　古谷田　奈月∥著 Ｆ　コヤ

サンタ・エクスプレス 　重松／清∥著 Ｆ　シゲ

Ａｎｄ　ｓｏ　ｔｈｉｓ　ｉｓ　Ｘｍａｓ 　秦　建日子∥著 Ｆ　ハタ

【児童書】

書名 著者名 請求記号

手づくりで楽しむパーティーブック 　高野／あや∥作・絵 ３８５　タ

クリスマス 　バーバラ・クーニー∥さく ３８６　ク

だいすきてづくり！　〔３〕 　尾崎／曜子∥著 ５９４　オ　３

子どもといっしょにたのしいクリスマス・テーブル 　いとう／いくこ∥ケーキ ５９６　イ

冬のスイーツ 　大森／いく子∥著 ５９６　オ

坂本廣子のつくろう！食べよう！行事食　〔３〕 　坂本　廣子∥著 ５９６　サ　３

いつものおやつ★デコ 　Ｊｕｎｋｏ∥作 ５９６　ジ

めざせパティシエ！スイーツ作り入門 　神　みよ子∥著 ５９６　ジ

はじめての焼き菓子 　寺西　恵里子∥著 ５９６　テ

手づくり大好きさんの料理・お菓子大百科　〔４〕 　 ５９６　テ　４

ミラクルかんたん！スイーツマジック　〔５〕 　寺西　恵里子∥作 ５９６　テ　５

はじめてでもかんたん！スイーツ 　中津川　かおり∥著 ５９６　ナ

ルルとララのかわいいデザートレシピ 　あんびる　やすこ∥監修 ５９６　ル

クリスマス・正月の工作図鑑 　岩藤／しおい∥著 ７５０　イ

クリスマス・正月の工作図鑑 　岩藤／しおい∥著 ７５０　イ

よいこきらきらおりがみ１２かげつ 　いまい／みさ∥著 ７５４　イ

おりがみ１２か月　〔４〕 　寺西　恵里子∥作 ７５４　テ　４

くるみわり人形 　ホフマン∥原作 ９０８　ク

ナイトメアー＝ビフォア＝クリスマス 　森／はるな∥文 ９０８　デ　３

ルルとララのクリスマス 　あんびる　やすこ∥作　絵 ９１３　ア

おばけ屋のおばけツリー 　あわた／のぶこ∥文 ９１３　ア

すみれちゃんのすてきなプレゼント 　石井／睦美∥作 ９１３　イ

黒魔女さんが通る！！　〔ｐａｒｔ１０〕 　石崎　洋司∥作 ９１３　イ　１０

モンスター・ホテルでクリスマス 　柏葉／幸子∥作 ９１３　カ

クリスマスをめぐる７つのふしぎ 　斉藤／洋∥作 ９１３　サ

イヴの満月 　沢田／徳子∥作 ９１３　サ

千年ぎつねの秋冬コレクション 　斉藤／洋∥作 ９１３　サ

クリスマスがちかづくと 　斉藤　倫∥作 ９１３　サ

もぐらのたくはいびん 　斉藤／洋∥作 ９１３　サ

ペンギンたくはいびん 　斉藤／洋∥作 ９１３　サ

おてつだいねこのクリスマス 　竹下／文子∥作 ９１３　タ

わかったさんのショートケーキ 　寺村／輝夫∥作 ９１３　テ

ねこじゃら商店世界一のプレゼント 　富安  陽子∥作 ９１３　ト

　国際機関日本サンタピア
　委員会∥監修

クリスマス事典 ３８６　ク
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書名 著者名 請求記号

クリスマスクッキングふしぎなクッキーガール 　梨屋　アリエ∥作 ９１３　ナ

べんり屋、寺岡の冬。 　中山　聖子∥作 ９１３　ナ　３

コロッケ探偵団　〔８〕 　那須／正幹∥作 ９１３　ナ　８

マールとまいごのサンタクロース 　二宮／由紀子∥作 ９１３　ニ　２

サンタクロース一年生 　原／京子∥作 ９１３　ハ

サンタちゃん 　ひこ　田中∥作 ９１３　ヒ

まじょ子とリボンの王国 　藤／真知子∥作 ９１３　フ

王子さまはすてきな天使！！ 　藤／真知子∥作 ９１３　フ

クリスマスイブの出来事 　星／新一∥作 ９１３　ホ

サンタクロースに会いました 　増田／久雄∥文 ９１３　マ

あの世からのクリスマスプレゼント 　山口／理∥作 ９１３　ヤ

ソクラテス耳をすます 　山口／タオ∥作 ９１３　ヤ　４

クリスマスの天使 　アヴィ∥作 ９３３　ア

クリスマスの子犬 　Ｒ．Ｇ．イントレイター∥作 ９３３　イ

クリスマスの幽霊 　ロバート・ウェストール∥作 ９３３　ウ

クリスマスのりんご 　ルース　ソーヤー∥ほか文 ９３３　ク

ゼルダとアイビーのクリスマス 　ローラ・マギー・クヴァスナースキー∥作 ９３３　ク

サンタクロースのはるやすみ 　ロジャー　デュボアザン∥ぶん　え ９３３　デ

クリスマス・キャロル 　チャールズ・ディケンズ∥作 ９３３　デ

クリスマスを救った女の子 　マット　ヘイグ∥文 ９３３　へ

クリスマスとよばれた男の子 　マット　ヘイグ∥文 ９３３　へ

ミミとまいごの赤ちゃんドラゴン 　マイケル  モーパーゴ∥作 ９３３　モ

テディ・ロビンソンとサンタクロース 　ジョーン　Ｇ．ロビンソン∥作　絵 ９３３　ロ

サンタの最後のおくりもの 　マリー＝オード・ミュライユ∥作 ９５３　ミ

赤いぼうしのタルレーナ 　エリナ・カルヤライネン∥作 ９９３　カ

でておいで森のようせい 　エリナ・カルヤライネン∥作 ９９３　カ

クリスマス物語 　マルコ・レイノ∥著 ９９３　レ

聖夜のおくりもの 　トリシャ・ロマンス∥文・絵 Ｅ１　ロ

クリスマスにくつしたをさげるわけ 　間所／ひさこ∥作 Ｅ３　ギ

ぎょうじのえほん 　西本／鶏介∥文 Ｅ３　ギ

ばばばあちゃんのクリスマスかざり 　さとう　わきこ∥作 Ｅ３　サ

クリスマスわくわくサンタの日！ 　ますだ　ゆうこ∥作 Ｅ３　タ

クリスマスって  なあに 　ディック＝ブルーナ∥作 Ｅ３　ブ

ひゃくおくまんのサンタクロース 　もたい　ひろこ∥ぶん Ｅ３　マ

クリスマスってなあに？ 　ジョーン　Ｇ．ロビンソン∥文　絵 Ｅ３　ロ

きょうりゅうたちのクリスマス 　ジェイン　ヨーレン∥文 Ｅ４　テ

ばすくんのくりすます 　みゆき／りか∥さく Ｅ５　ナ

しんかんくんのクリスマス 　のぶみ∥さく Ｅ５　ノ

１００１のクリスマスをさがせ！ 　アレックス・フリス∥作 Ｅ７　ガ

どこどこ？セブンもっと　〔２〕 　 Ｅ７　ド　２

はなかっぱクリスマスのおくりもの 　あきやま　ただし∥著 Ｅ９　ア

まめうしのクリスマス 　あきやま／ただし∥作・絵 Ｅ９　ア
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クリスマスのよるに 　あべ　はじめ∥作 Ｅ９　ア

くまのこミンのクリスマス 　あいはら／ひろゆき∥文 Ｅ９　ア

へんしんプレゼント 　あきやま／ただし∥作・絵 Ｅ９　ア

サンタクロースのふくろのなか 　安野　光雅∥〔作〕 Ｅ９　ア

ジャッキーのクリスマス 　あだち　なみ∥絵 Ｅ９　ア

はなかっぱすてきなクリスマス 　あきやま／ただし∥著 Ｅ９　ア

クリスマスにほしいもの 　星野／はしる∥作 Ｅ９　イ

ゆきのまちかどに 　ケイト・ディカミロ∥作 Ｅ９　イ

くるみわり人形 　Ｅ．Ｔ．Ａ．ホフマン∥原作 Ｅ９　イ

クリスマスのねこヘンリー 　メリー・カルホーン∥文 Ｅ９　イ

ようこそクリスマス 　市川／里美∥絵 Ｅ９　イ

さんにんサンタ 　いとう／ひろし∥作 Ｅ９　イ

もりでいちばんのクリスマスツリー 　いりやま　さとし∥著 Ｅ９　イ

ハネスうさぎのクリスマス 　バーナデット・ワッツ∥作 Ｅ９　ウ

ぐうたらサンタとはたらきもののひつじ 　うすい／かなこ∥文・絵 Ｅ９　ウ

ねずみくんのクリスマス 　なかえ／よしを∥作 Ｅ９　ウ

ちいさなサンタまちにいく 　アヌ・ストーナー∥文 Ｅ９　ウ

やかまし村のクリスマス 　アストリッド・リンドグレーン∥作 Ｅ９　ヴ　

教会ねずみとのんきなねこのメリークリスマス！ 　グレアム・オークリー∥作・絵 Ｅ９　オ

メリーメリークリスマス！ 　岡村　志満子∥作 Ｅ９　オ

教会ねずみのクリスマス 　グレアム・オークリー∥作 Ｅ９　オ

スノーマンとスノードッグ 　レイモンド  ブリッグズ∥キャラクターげんあん Ｅ９　オ

サンタクロースの免許証 　川田　じゅん∥著 Ｅ９　カ

トリフのクリスマス 　アンナ・カリー∥さく Ｅ９　カ

ありがとうサンタさん 　内田／麟太郎∥文 Ｅ９　カ

おとうさんねずみのクリスマスイブ 　クレメント　Ｃ．ムーア∥げんさく Ｅ９　カ

メイシーちゃんのクリスマス・イブ 　ルーシー・カズンズ∥作 Ｅ９　カ

クリスマスのころわん 　間所／ひさこ∥作 Ｅ９　ク

あのね、サンタの国ではね… 　黒井／健∥絵 Ｅ９　ク

ちいさなもみのき 　マーガレット・ワイズ・ブラウン∥さく Ｅ９　ク

うまやのクリスマス 　マーガレット・ワイズ・ブラウン∥ぶん Ｅ９　ク

ゆうびんうさぎとしろくまサンタ 　木暮／正夫∥作 Ｅ９　ク

サンタクロースと小人たち 　マウリ＝クンナス∥作 Ｅ９　ク

サンタさんへ１２のプレゼント！ 　マウリ＝クンナス∥作 Ｅ９　ク

モグのクリスマス 　ジュディス・カー∥作 Ｅ９　ケ

よるくまクリスマスのまえのよる 　酒井／駒子∥著 Ｅ９　サ

サンタクロースはおばあさん 　佐野／洋子∥さく・え Ｅ９　サ

さみしがりやのサンタさん 　内田／麟太郎∥作 Ｅ９　サ

あんたがサンタ？ 　佐々木　マキ∥絵 Ｅ９　サ

ねむいねむいねずみのクリスマス 　ささき／まき∥作・絵 Ｅ９　サ

ビロードのうさぎ 　マージェリィ・Ｗ．ビアンコ∥原作 Ｅ９　サ

クリスマスのふしぎなはこ 　長谷川／摂子∥ぶん Ｅ９　サ
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クリスマスの大そうどう 　デイビッド・シャノン∥作 Ｅ９　シ

もぐらのおくりもの 　いわき／たかし∥ぶん Ｅ９　シ

かっとびジャック  ツリーはこびのまき 　やました／はるお∥さく Ｅ９　シ

ゆうぐれ 　ユリ  シュルヴィッツ∥作 Ｅ９　シ

ティリーのクリスマス 　フェイス・ジェイクス∥作 Ｅ９　ジ

おとうさんのクリスマスプレゼント 　スギヤマ　カナヨ∥著 Ｅ９　ス

めがねうさぎのクリスマスったらクリスマス 　せな／けいこ∥作・絵 Ｅ９　セ

クリスマスのおばけ 　せな　けいこ∥作　絵 Ｅ９　セ

ひとりぼっちのミャー　クリスマスのよるに 　たしろ　ちさと∥え　ぶん Ｅ９　タ

のんびりやのサンタクロース 　山田　マチ∥作 Ｅ９　タ

サンタのおもちゃ工場 　たむら／しげる∥作 Ｅ９　タ

クリスマスのおかいもの 　たしろ／ちさと∥作 Ｅ９　タ

クリスマスのゆきだるま 　アンドレ・ダーハン∥さく Ｅ９　ダ

メリークリスマスおつきさま 　アンドレ・ダーハン∥作 Ｅ９　ダ

ベッキーのクリスマス 　ターシャ・テューダー∥絵・文 Ｅ９　チ

もうすぐゆきのクリスマス 　ターシャ・テューダー∥著 Ｅ９　チ

コーギビルのいちばん楽しい日 　ターシャ・テューダー∥絵・文 Ｅ９　チ

クリスマスのまえのばん 　ターシャ・テューダー∥絵 Ｅ９　チ

クリスマスにはおきててくまさん 　カーマ・ウィルソン∥ぶん Ｅ９　チ

チビねずくんのクリスマス 　ダイアナ・ヘンドリー∥作 Ｅ９　チ

人形たちのクリスマス 　ターシャ・テューダー∥著 Ｅ９　チ

おじいさんとクリスマスのほし 　つるみ／ゆき∥絵と文 Ｅ９　ツ

ゆきがしんしんしん 　つちだ／よしはる∥さく Ｅ９　ツ

赤はなのトナカイルドルフ 　とおやま／うみひこ∥ぶん Ｅ９　ツ

ピーターラビットクリスマスのおはなし 　エマ　トンプソン∥文 Ｅ９　テ

おじいちゃんとのクリスマス 　リタ・テーンクヴィスト∥文 Ｅ９　テ

ねずみのフィリップぼくがサンタクロースだったらね 　ハンネ・テュルク∥絵 Ｅ９　テ

クリスマスにはおひげがいっぱい！？ 　ロジャー・デュボアザン∥作 Ｅ９　デ

サンタさんのいたずらっこリスト 　ローレンス・デイヴィッド∥作 Ｅ９　デ

クリスマスのまえのばん 　クレメント・Ｃ・ムーア∥ぶん Ｅ９　デ

グリンチ 　ドクター・スース∥さく・え Ｅ９　ド

わすれんぼうのサンタクロース 　中川　ひろたか∥作 Ｅ９　ナ

ポーのクリスマス 　野村／辰寿∥著 Ｅ９　ノ

サンタパスポート 　のぶみ∥さく Ｅ９　ノ

ポーとメリーのクリスマス 　野村／辰寿∥著 Ｅ９　ノ

ツリーにやどったおほしさま 　クリスティーン・リースン∥ぶん Ｅ９　ハ

クリスマスツリーの１２か月 　エレン・ブライアン・オベッド∥文 Ｅ９　ハ

リサとサンタクロース 　アン・グットマン∥ぶん Ｅ９　ハ

クリスマスをさがして 　Ｔ・Ｓ・ハイマン∥作・絵 Ｅ９　ハ

おおきいツリーちいさいツリー 　ロバート・バリー∥さく Ｅ９　バ

ローラのクリスマス 　クラウス・バウムガート∥文・絵 Ｅ９　バ

コロちゃんのクリスマスのぼうけん 　エリック・ヒル∥さく Ｅ９　ヒ
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ぴったりのクリスマス 　バーディ　ブラック∥作 Ｅ９　ビ

ゆきだるまのクリスマス！ 　キャラリン　ビーナー∥ぶん Ｅ９　ビ

オリビアクリスマスのおてつだい 　イアン・ファルコナー∥作 Ｅ９　フ

クリスマスのほし 　マーカス・フィスター∥作 Ｅ９　フ

サンタクロースはおもちゃはかせ 　マーラ・フレイジー∥作 Ｅ９　フ

モモンガのはいたつやさんとクリスマスのおとしもの 　ふくざわ　ゆみこ∥著 Ｅ９　フ

はやくおきてよサンタさん 　マーカス・フィスター∥作 Ｅ９　フ

サンタさんのトナカイ 　ジャン　ブレット∥作　絵 Ｅ９　ブ

いじわるシャルル 　ステファニー・ブレイク∥作／絵 Ｅ９　ブ

クリスマス・キャロル 　チャールズ　ディケンズ∥原作 Ｅ９　ヘ

山のクリスマス 　ルドウィヒ・ベーメルマンス∥文・え Ｅ９　ベ

ちびうさクリスマス！ 　ハリー・ホース∥作 Ｅ９　ホ

トゥートとパドルクリスマスはきみといっしょに 　ホリー・ホビー∥作 Ｅ９　ホ

くりすますのおくりもの 　木村／由利子∥文 Ｅ９　マ

サンタクロースとぎんのくま 　マレーク・ベロニカ∥ぶん・え Ｅ９　マ

エルマーとサンタさん 　デビッド・マッキー∥ぶんとえ Ｅ９　マ

もぐらくんとクリスマス 　ハナ・ドスコチロヴァー∥作 Ｅ９　ミ

クリスマスのこねこたち 　スー・ステイントン∥文 Ｅ９　モ

サンタクロースの１１かげつ 　マイク　リース∥ぶん Ｅ９　モ

ちいさなねずみのクリスマス 　アン　モーティマー∥作　絵 Ｅ９　モ

サンタクロースのしろいねこ 　スー・ステイントン∥文 Ｅ９　モ

クリスマス・イブ 　マーガレット・Ｗ．ブラウン∥ぶん Ｅ９　モ

クリスマスのちいさなおくりもの 　アリスン・アトリー∥作 Ｅ９　ヤ

ぐりとぐらのおきゃくさま 　中川／李枝子∥さく Ｅ９　ヤ

クリスマスのかね 　レイモンド・Ｍ．オールデン∥原作 Ｅ９　ヤ

ちいさなサンタさん 　葉／祥明∥絵・文 Ｅ９　ヨ

やさいのクリスマスおおさわぎ 　さくら／ともこ∥さく Ｅ９　ヨ

おもちゃびじゅつかんのクリスマス 　デイヴィッド　ルーカス∥作 Ｅ９　ル

いちばんちいさなクリスマスプレゼント 　ピーター　レイノルズ∥ぶん　え Ｅ９　レ

メリークリスマスおさるのジョージ 　Ｍ．レイ∥原作 Ｅ９　レ

クリスマスイヴのこと 　クレメント・ムーア∥作 Ｅ９　ロ

サンタサンタサンタ 　わたせ　せいぞう∥著 Ｅ９　ワ

ねこざかなのクリスマス 　わたなべ／ゆういち∥作・絵 Ｅ９　ワ

クリスマスの１２にち 　ブライアン・ワイルドスミス∥作 Ｅ９　ワ

クリスマスの夜はきをつけて！ 　ジュリー・サイクス∥作 Ｅ９　ワ

まってるよサンタクロース！ 　ジュリー・サイクス∥作 Ｅ９　ワ

ツリーさん 　新井  洋行∥作  絵 ＥＡ　ア

ノンタン！サンタクロースだよ 　キヨノ　サチコ∥作絵 ＥＡ　キ

　カリン・フォン・
　オルダースハウゼン∥文

クリスマスをわすれたサンタクロース Ｅ９　フ
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