
【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

サンタクロース公式ブック 　パラダイス山元∥著／監修 ３８６　パ

クリスマスの歴史 　ジュディス　フランダーズ∥著 ３８６　フ

おんなの子とおとこの子の晴れの日と発表会の服 　 ５９３　オ

おゆうぎ会のかわいいコスチューム 　 ５９３　オ

赤・白・緑クリスマス刺しゅう３５０ 　 ５９４　ア

　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

　 ５９４　ハ

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

あの人が愛した、とっておきのスイーツレシピ
　ＮＨＫ『グレーテルのかまど』制作
チーム∥監修

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

男子スイーツＲＥＣＩＰＥ 　石橋　かおり∥著 ５９６　イ

ホットケーキミックスですてきなおやつ 　石澤　清美∥著 ５９６　イ

はじめてのナチュラルスイーツ 　石橋　かおり∥著 ５９６　イ

熟成ケーキ 　磯貝　由恵∥著 ５９６　イ

茨城おいしいケーキ屋さん 　ジェイアクト∥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

家で作れる有名店の生ロールケーキ 　 ５９６　イ

なめらかチーズケーキ 　大森　いく子∥著 ５９６　オ

何度も作りたくなるお菓子の基本 　荻田　尚子∥著 ５９６　オ

贈るスイーツ 　 ５９６　オ

小麦粉なしでおいしいフランス菓子 　大森　由紀子∥著 ５９６　オ

ハッピーサンドイッチ 　おおつぼ　ほまれ∥著 ５９６　オ

正解がわかるお菓子教室 　荻田　尚子∥著 ５９６　オ

　お店みたいにできる！ふわっふわのスフレパン
ケーキ

　Ｓｏｕｔｈ　Ｐｏｉｎｔ∥著 ５９６　オ

かわいい寒天スイーツ 　大越　郷子∥著 ５９６　オ

お料理するって楽しい！子どもクッキング 　葛　恵子∥著 ５９６　カ

ラブリー！ハッピー！贈るお菓子 　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

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
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書名 著者名 請求記号

基本の洋食 　主婦の友社∥編 ５９６　キ

キッシュ店主のキッシュレシピ 　 ５９６　キ

ホームパーティーＢＯＯＫ 　岸本　ゆきえ∥著 ５９６　キ

全プロセスつき！おいしいお菓子 　検見崎　聡美∥著 ５９６　ケ

鶏本 　コウ　ケンテツ∥著 ５９６　コ

これ一冊でらくらくおもてなし料理 　 ５９６　コ

豪快！うまい！大満足の肉料理 　成美堂出版編集部∥編 ５９６　ゴ

お誕生会のお菓子１２か月 　合田　和代∥著 ５９６　ゴ

絶品マリネ 　坂田　阿希子∥著 ５９６　サ

さっくり軽いキッシュ 　嶋崎　聖子∥著 ５９６　シ

おいしい！かわいい！楽しい！「デコクッキー」 　下迫　綾美∥著 ５９６　シ

　デコ★ロールもっと作っちゃお！　キャラ＆動
物編

　Ｊｕｎｋｏ∥著 ５９６　ジ

１００％米粉のパン＆お菓子 　陣田　靖子∥著 ５９６　ジ

Ｊｕｎｋｏさんのデコ〓蒸しケーキ 　Ｊｕｎｋｏ∥著 ５９６　ジ

　フライパンでできるホットサンドとフレンチ
トースト１００レシピ

　鈴木　理恵子∥著 ５９６　ス

世界のホットドリンクレシピ 　誠文堂新光社∥編 ５９６　セ

美しくなるチーズレシピ 　多賀谷　洋子∥著 ５９６　タ

田崎真也の安くて旨い！ワイン＆簡単おつまみ 　田崎　真也∥著 ５９６　タ

　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

　タカノフルーツパーラー∥著 ５９６　タ

お絵かきスイーツ 　ちば　たかこ∥著 ５９６　チ

お菓子のかがく 　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

とっておき！マリネレシピ 　小田　真規子∥料理監修 ５９６　ト

巻いて、包んで。小さなおやつ、おつまみ７７ 　成沢　正胡∥著 ５９６　ナ

手づくりが楽しいときめきお菓子の家 　中村　佳瑞子∥著 ５９６　ナ

ニューサンドイッチ 　旭屋出版編集部∥編 ５９６　ニ

人気カフェ・バリスタのユニークドリンク 　 ５９６　ニ

人気料理家１８人のおうち女子会レシピ 　植松　良枝∥ほか著 ５９６　ニ

フルーツカッティングの教科書 　根津　有加里∥著 ５９６　ネ

お菓子づくりの失敗をスッキリ解決する本 　百野　浩史∥著 ５９６　ヒ

スイーツ・バイブル 　福田　淳子∥著 ５９６　フ

Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ　Ｂｏｏｋ
　　　　　　　　　　　　Ｆｒｏｍ　Ｗｉｅｎ

　エドワード・フルート∥著 ５９６　フ

パンケーキｂｏｏｋ 　福田　淳子∥著 ５９６　フ

あったかスイーツ 　福田　淳子∥著 ５９６　フ
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書名 著者名 請求記号

プロのための牛肉＆豚肉料理百科 　 ５９６　プ

魔法のホットケーキミックスおやつ３０３ 　 ５９６　マ

おうちでかんたんキッシュとタルト 　三宅　郁美∥著 ５９６　ミ

みんなを呼ぶ日のパパッとできるごちそう 　 ５９６　ミ

いちばん使える鶏肉料理の便利帳 　武蔵　裕子∥著 ５９６　ム

フォンデュ・レシピ 　八木　美恵子∥著 ５９６　ヤ

洋菓子店コアンドルの幸せレシピ
　映画『洋菓子店コアンドル』レシピ
制作班∥著

５９６　ヨ

サルビア給食室の行事ごはん１２か月 　ワタナベ　マキ∥著 ５９６　ワ

スープの教科書 　渡辺　有子∥著 ５９６　ワ

野菜がたくさん食べられるキッシュの本 　福田　淳子∥著 ５９６．２３　フ

フラワーアレンジはじめてＢＯＯＫ 　井越　和子∥著 ６２７　イ

ジュエリープランツのおしゃれ寄せ植え 　井上  まゆ美∥著 ６２７　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

四季の野草リース 　辻　典子∥著 ６２７　ツ

季節のフラワーリース基礎レッスン 　橋口　学∥著 ６２７　ハ

フラワーリース・デザイン図鑑３００ 　フローリスト編集部∥編 ６２７　フ

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

　乾燥させて描くだけ！カンタン、かわいいねん
どで作るブローチ２００

　 ７５１　カ

赤い手袋の奇跡 　カレン　キングズベリー∥著 ９３３　キ

スキッピング・クリスマス 　ジョン・グリシャム∥著 ９３３　グ

３４丁目の奇跡 　ヴァレンタイン・デイヴィス∥著 ９３３　デ

キャロリング 　有川　浩∥著 Ｆ　アリ

クリスマスを探偵と 　伊坂　幸太郎∥文 Ｆ　イサ

世界で一番のクリスマス 　石井　光太∥著 Ｆ　イシ

私がいないクリスマス 　加藤　元∥著 Ｆ　カト

猫を拾いに 　川上　弘美∥著 Ｆ　カワ

あなたがいる場所 　沢木　耕太郎∥著 Ｆ　サワ

箱庭旅団 　朱川　湊人∥著 Ｆ　シュ

Ａｎｄ　ｓｏ　ｔｈｉｓ　ｉｓ　Ｘｍａｓ 　秦　建日子∥著 Ｆ　ハタ

南部芸能事務所 　畑野  智美∥著 Ｆ　ハタ　１

素敵な日本人 　東野　圭吾∥著 Ｆ　ヒガ
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書名 著者名 請求記号

マーキングブルース 　室井　滋∥著 Ｆ　ムロ

異国のおじさんを伴う 　森　絵都∥著 Ｆ　モリ

【児童書】

書名 著者名 請求記号

クリスマス 　バーバラ・クーニー∥さく ３８６　ク

クリスマス事典 　国際機関日本サンタピア委員会∥監修 ３８６　ク

クリスマスの星 　藤井　旭∥著 ４４３　フ

クリスマス・正月の工作図鑑 　岩藤　しおい∥著 ７５０　イ

どんぐりクリスマス 　おおたき　れいこ∥著 ７５０　オ

どんどん！どんぐり工作　３ 　まるばやし　さわこ∥作 ７５０　マ　３

つくってかざろう！きせつのおりがみ　４ 　 ７５４　ツ　４

おりがみ１２か月　４ 　寺西　恵里子∥作 ７５４　テ　４

２１世紀版少年少女世界文学館　７ 　井上　靖∥企画編集 ９０８　ニ　７

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　３

すみれちゃんのすてきなプレゼント 　石井　睦美∥作 ９１３　イ　４

モンスター・ホテルでクリスマス 　柏葉　幸子∥作 ９１３　カ

クリスマスがちかづくと 　斉藤　倫∥作 ９１３　サ

千年ぎつねの秋冬コレクション 　斉藤　洋∥作 ９１３　サ

クリスマスをめぐる７つのふしぎ 　斉藤　洋∥作 ９１３　サ

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

サラとピンキー　サンタの国へ行く 　富安　陽子∥作　絵 ９１３　ト

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

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

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

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

クリスマス・キャロル 　チャールズ・ディケンズ∥作 ９３３　デ

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
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書名 著者名 請求記号

クリスマスを救った女の子 　マット　ヘイグ∥文 ９３３　ヘ

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　３

星のひとみ 　トペリウス∥さく ９４９　ト

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

クリスマスのあかり 　レンカ　ロジノフスカー∥作 ９８９　ロ

赤いぼうしのタルレーナ 　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

【Ｅ　絵本】

書名 著者名 請求記号

クリスマスおめでとう 　ひぐち　みちこ∥作 Ｅ１　ヒ

クリスマスってなあに 　ディック　ブルーナ∥作 Ｅ１　ブ

聖夜のおくりもの 　トリシャ・ロマンス∥文・絵 Ｅ１　ロ

サンタの国の１２カ月 　葛岡　博∥絵 Ｅ３　ク

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

ろっかのきせつ 　荒木　健太郎∥さく Ｅ４　オ

ふゆですよ 　柴田　晋吾∥さく Ｅ４　シ

キツネのはじめてのふゆ 　マリオン デーン バウアー∥作 Ｅ４　ジ

ゆきゆきゆき 　たむら　しげる∥さく Ｅ４　タ

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

えぞふくろうふぶきをのりこえる 　手島　圭三郎∥絵　文 Ｅ４　テ

おじいちゃんがのこしたものは… 　マイケル　モーパーゴ∥文 Ｅ４　フ

しきしきむらのふゆ 　木坂　涼∥文 Ｅ４　ヤ

ゆき 　はた　こうしろう∥絵 Ｅ７　ハ

かさじぞう 　谷　真介∥文 Ｅ９　ア

クリスマスのよるに 　あべ　はじめ∥作 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

１４ひきのさむいふゆ 　いわむら　かずお∥さく Ｅ９　イ

おめでとう 　水月　史∥作 Ｅ９　イ

ゆきのひ 　くすのき　しげのり∥原作 Ｅ９　イ

ようこそクリスマス 　市川　里美∥絵 Ｅ９　イ

どうぶつたちのクリスマスって？ 　アン ウィットフォード ポール∥ぶん Ｅ９　ウ

ねずみくんのクリスマス 　なかえ　よしを∥作 Ｅ９　ウ
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書名 著者名 請求記号

ゆきだるまうさぎ 　田中　てるみ∥文 Ｅ９　エ

ゆきみちさんぽ 　えがしら　みちこ∥作 Ｅ９　エ

いろいろクリスマスツリー 　おおで　ゆかこ∥作 Ｅ９　オ

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

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

サンタクロースの免許証 　川田　じゅん∥著 Ｅ９　カ

サン・サン・サンタひみつきち 　かこ　さとし∥著 Ｅ９　カ

サンタさんへ１２のプレゼント！ 　マウリ＝クンナス∥作 Ｅ９　ク

クリスマスのころわん 　間所　ひさこ∥作 Ｅ９　ク

ゆきがくれたおくりもの 　リチャード　カーティス∥文 Ｅ９　コ

もみの木のねがい 　エステル　ブライヤー∥再話 Ｅ９　コ

クリスマスだよ、デイビッド！ 　デイビッド　シャノン∥さく Ｅ９　シ

クリスマスツリーをかざろう 　パトリシア　トート∥文 Ｅ９　ジ

てぶくろがいっぱい 　フローレンス・スロボドキン∥文 Ｅ９　ス

わんぱくだんのクリスマス 　ゆきの　ゆみこ∥作 Ｅ９　ス

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

くすのきだんちはゆきのなか 　武鹿　悦子∥作 Ｅ９　ス

クリスマスのおばけ 　せな　けいこ∥作　絵 Ｅ９　セ

星のひとみ 　せな　けいこ∥絵 Ｅ９　セ

ゆきだるまのあたま 　黒田　かおる∥作 Ｅ９　セ

もみの木 　せな　けいこ∥絵 Ｅ９　セ

１００にんのサンタクロース 　谷口　智則∥作　絵 Ｅ９　タ

ニットさん 　たむら　しげる∥著 Ｅ９　タ

のんびりやのサンタクロース 　山田　マチ∥作 Ｅ９　タ

メリークリスマスおつきさま 　アンドレ・ダーハン∥作 Ｅ９　ダ

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

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

わすれんぼうのサンタクロース 　中川　ひろたか∥作 Ｅ９　ナ

ゾウさんのセーター 　中村　紅葉∥作 Ｅ９　ナ

はつゆき 　西片　拓史∥作・絵 Ｅ９　ニ

サンタパスポート 　のぶみ∥さく Ｅ９　ノ

のはらでまたね 　はせがわ　さとみ∥作 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

シラユキさんとあみあみモンスター
　アンネマリー　ファン　ハーリンゲ
ン∥作

Ｅ９　ハ
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書名 著者名 請求記号

フワフワさんはけいとやさん 　樋勝　朋巳∥文　絵 Ｅ９　ヒ

ぴったりのクリスマス 　バーディ　ブラック∥作 Ｅ９　ビ

　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

プーさんとふゆのもり 　 Ｅ９　プ

ぼくのたいせつなぼうし 　ヒド・ファン・ヘネヒテン∥さく・え Ｅ９　ヘ

ゆきだるまのスノーぼうや 　ヒド・ファン・ヘネヒテン∥さく・え Ｅ９　ヘ

クリスマス・キャロル 　チャールズ　ディケンズ∥原作 Ｅ９　ヘ

なないろのプレゼント 　石津　ちひろ∥さく Ｅ９　マ

ゆきがふりはじめたら 　マーティン・マティア∥絵 Ｅ９　マ

あいたくてあいたくて 　みやにし　たつや∥作　絵 Ｅ９　ミ

ゆきだるまのきもち 　中川　ひろたか∥文 Ｅ９　ム

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

ムーミン谷のクリスマス 　トーベ　ヤンソン∥原作 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

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

ゆき、まだかなあ 　マーシャ ダイアン アーノルド∥文 Ｅ９　リ

クマさんのいえへいかなくちゃ！ 　ブライアン　リーズ∥作　絵 Ｅ９　リ

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

ゆきをしらないこねこのおはなし 　エリック・ローマン∥作 Ｅ９　ロ

ゆきのんのんねこざかな 　わたなべ　ゆういち∥作　絵 Ｅ９　ワ

サンタサンタサンタ 　わたせ　せいぞう∥著 Ｅ９　ワ
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