
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

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
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書名 著者名 請求記号

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

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
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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

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
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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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