
資料番号 タイトル 人名 出版者 元保管場所
0113036933 アートンと行くバイブルランド CS成長センター／作 東京：CS成長センター ｸﾘ書庫
0117275156 あいたくてあいたくて みやにし　たつや／作・絵 東京：女子パウロ会 ｸﾘ書庫
0115945750 赤はなのトナカイルドルフ とおやま　うみひこ／ぶん 東京：メディアファクトリー ｸﾘ書庫
0116729526 あくたれラルフのクリスマス ジャック・ガントス／さく 東京：PHP研究所 ｸﾘ書庫
0114287758 あしたはたのしいクリスマス クレメント・ムーア／詩 東京：小学館 ｸﾘ書庫
0117765834 アリの町のクリスマス 狩野　ふきこ／絵 東京：女子パウロ会 ｸﾘ書庫
0115930307 ありがとうサンタさん 内田　麟太郎／文 東京：女子パウロ会 ｸﾘ書庫
0115185852 アンパンマンのクリスマス・イブ やなせ　たかし／さく・え 東京：フレーベル館 ｸﾘ書庫
0116716077 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 東京：主婦の友社 ｸﾘ書庫
0112350954 いちりんしゃにのってきたサンタさん たなか　つねこ／ぶん・え 東京：草土文化 ｸﾘ書庫
0117888792 いっしょにおいわいクリスマス クリスティーナ・バトラー／文 東京：女子パウロ会 絵本 サ   
0117651083 いろいろクリスマスツリー おおで　ゆかこ／作 東京：アリス館 ｸﾘ書庫
0115563850 馬小屋のクリスマス アストリッド・リンドグレーン／文 東京：ラトルズ ｸﾘ書庫
0116249236 うみのうえでクリスマス オオノ　ヨシヒロ／絵と文 東京：至光社 ｸﾘ書庫
0114824964 うれしいうれしいしらせ 小西　英子／絵 東京：サンパウロ ｸﾘ書庫
0115355414 エマおばあさんとモミの木 こやま　峰子／作 東京：平凡社 ｸﾘ書庫
0116104555 エリーちゃんのクリスマス メアリー・チャルマーズ／さく 東京：福音館書店 ｸﾘ書庫
0116267998 エルマーとサンタさん デビッド・マッキー／ぶんとえ 神戸：BL出版 ｸﾘ書庫
0116101098 オオカミのクリスマス そが　まい／さく 東京：小峰書店 ｸﾘ書庫
0117012948 おおきいサンタとちいさいサンタ 谷口　智則／作・絵 東京：文溪堂 ｸﾘ書庫
0115966111 オーラフとサンタクロース、海底にプレゼントをはこぶ フォルカー・クリーゲル／作・絵 東京：草土文化 ｸﾘ書庫
0116112582 おたすけこびとのクリスマス なかがわ　ちひろ／文 東京：徳間書店 ｸﾘ書庫
0117139071 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 東京：瑞雲舎 ｸﾘ書庫
0117148072 おとうさんのクリスマスプレゼント スギヤマ　カナヨ／著 東京：赤ちゃんとママ社 ｸﾘ書庫
0112636311 おもいでのクリスマスツリー グロリア・ヒューストン／ぶん 東京：ほるぷ出版 ｸﾘ書庫
0116544255 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 東京：徳間書店 ｸﾘ書庫
0115949141 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 東京：あすなろ書房 ｸﾘ書庫
0115178808 がまがえるのサンタさん しのざき　みつお／絵と文 東京：PHP研究所 ｸﾘ書庫
0116567348 からっぽのくつした リチャード・カーティス／作 東京：世界文化社 ｸﾘ書庫
0113620413 ガルーからのおくりもの 葉月　きらら／作　絵 東京：サンパウロ ｸﾘ書庫
0116464595 きのいいサンタ さとう　わきこ／作　絵 東京：金の星社 ｸﾘ書庫
0117428326 きえたいちごをさがしだせ うえだ　しげこ／作・絵 東京：フレーベル館 ｸﾘ書庫
0115766859 きかんぼねずみのクリスマス いまむら　あしこ／文 東京：女子パウロ会 ｸﾘ書庫
0117154302 きつねくんのもりのおともだち ティモシー・ナップマン／さく 東京：世界文化社 ｸﾘ書庫
0115003808 急行「北極号」 C.V.オールズバーグ／絵と文 東京：あすなろ書房 ｸﾘ書庫

特集名：長野１１月・１２月児童テーマ「クリスマス」
特集期間：2022/10/26～2022/12/26



0116116997 急行「北極号」 C.V.オールズバーグ／絵と文 東京：あすなろ書房 ｸﾘ書庫
0117124958 きょうはクリスマス 小西　英子／絵と文 東京：至光社 ｸﾘ書庫
0116419276 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 東京：徳間書店 ｸﾘ書庫
0117290940 きょうりゅうたちのクリスマス ジェイン・ヨーレン／文 東京：小峰書店 ｸﾘ書庫
0116112608 きらきらてんしのクリスマス クレア・フリードマン／文 東京：ひさかたチャイルド ｸﾘ書庫
0117797969 きらぼしちゃんともりのクリスマス もち　なおみ／作 東京：岩崎書店 ｸﾘ書庫
0117012906 くまのクリスマス 高橋　和枝／作 東京：小学館 ｸﾘ書庫
0113612451 くまじいちゃんのクリスマス やすい　すえこ／さく 東京：女子パウロ会 ｸﾘ書庫
0117283176 くませんせいがねているうちに すとう　あさえ／ぶん 東京：ハッピーオウル社 ｸﾘ書庫
0114513146 ぐりとぐらのおきゃくさま 中川　李枝子／さく 東京：福音館書店 ｸﾘ書庫
0115231292 ぐりとぐらのおきゃくさま 中川　李枝子／さく 東京：福音館書店 ｸﾘ書庫
0115432155 ぐりとぐらのおきゃくさま 中川　李枝子／さく 東京：福音館書店 ｸﾘ書庫
0115445355 ぐりとぐらのおきゃくさま 中川　李枝子／さく 東京：福音館書店 ｸﾘ書庫
0117930891 クリコ シゲタ　サヤカ／作 東京：小学館 絵本 サ   
0117148189 クリスマス ヤン・ピエンコフスキー／絵 東京：日本キリスト教団出版局 ｸﾘ書庫
0117453555 クリスマス b.b.クローニン／著 東京：リトルモア ｸﾘ書庫
0117768622 クリスマス 原田　陽子／絵と文 東京：至光社 ｸﾘ書庫
0117009951 クリスマスイヴの木 デリア・ハディ／文 神戸：BL出版 ｸﾘ書庫
0112975834 クリスマスイヴのこと クレメント・ムーア／作 東京：セーラー出版 ｸﾘ書庫
0115444085 クリスマス・イブ マーガレット・W.ブラウン／ぶん 東京：ほるぷ出版 ｸﾘ書庫
0115444093 クリスマス・イブ マーガレット・W.ブラウン／ぶん 東京：ほるぷ出版 ｸﾘ書庫
0117795260 クリスマス・イブのねがいごと トレーシー・コーデュロイ／作 東京：岩崎書店 ｸﾘ書庫
0117022228 クリスマス・イブはおおさわぎ エリナ・ヴァルスタ／絵　作 東京：ワールドライブラリー ｸﾘ書庫
0115365702 クリスマスをさがしに リースベット・スレーヘルス／さく 東京：いのちのことば社フォレストブックス ｸﾘ書庫
0116713231 クリスマスをみにいったヤシの木 マチュー・シルヴァンデール／文 東京：徳間書店 ｸﾘ書庫
0115365660 クリスマスをわすれたサンタクロース カリン・フォン・オルダースハウゼン／文 東京：評論社 ｸﾘ書庫
0114810518 クリスマスがきたよ 森津　和嘉子／絵 東京：女子パウロ会 ｸﾘ書庫
0116573304 クリスマスがやってくる J.W.アングランド／作 東京：文溪堂 ｸﾘ書庫
0117795344 クリスマスかぞえうた 西村　敏雄／さく 東京：白泉社 ｸﾘ書庫
0117288639 クリスマス・キャロル チャールズ・ディケンズ／原作 東京：光村教育図書 ｸﾘ書庫
0114997794 クリスマスくまくん アン・マンガン／作 東京：学研 ｸﾘ書庫
0116567629 クリスマスくろくま たかい　よしかず／さく・え 東京：くもん出版 ｸﾘ書庫
0117453480 クリスマス★げきじょう ザ・キャビンカンパニー／作 東京：小学館 ｸﾘ書庫
0116425372 クリスマスってどんなひ? ベサン・ジェイムズ／文 東京：サンパウロ ｸﾘ書庫
0116572819 クリスマスってなあに? ジョーン・G.ロビンソン／文・絵 東京：岩波書店 ｸﾘ書庫
0115185704 クリスマスってなあに? マックス・ボリガー／さく 東京：いのちのことば社フォレストブックス ｸﾘ書庫
0116279258 クリスマスツリー 吉村　和敏／写真・文 東京：アリス館 ｸﾘ書庫
0117427989 クリスマスツリーをかざろう パトリシア・トート／文 神戸：BL出版 ｸﾘ書庫
0117788810 クリスマスツリーをかざろうよ トミー・デ・パオラ／作 東京：光村教育図書 ｸﾘ書庫
0116274408 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 東京：講談社 ｸﾘ書庫



0117290957 クリスマストレインしゅっぱつ 視覚デザイン研究所／さく 東京：視覚デザイン研究所 ｸﾘ書庫
0115783797 クリスマスにきたユニコーン アンナ・カーリー／さく 東京：評論社 ｸﾘ書庫
0116274432 クリスマスにやってくるのは? K.バンクス／さく 神戸：BL出版 ｸﾘ書庫
0115355406 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 神戸：BL出版 ｸﾘ書庫
0118369297 クリスマスにはおくりもの 五味　太郎／作 東京：絵本館 ｸﾘ書庫
0115258287 クリスマスにはおくりもの 五味　太郎／作 東京：絵本館 ｸﾘ書庫
0116284696 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 神戸：BL出版 ｸﾘ書庫
0116284837 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 神戸：BL出版 ｸﾘ書庫
0116562158 クリスマスのあくま 原　マスミ／著 東京：白泉社 ｸﾘ書庫
0116556481 クリスマスのうたものがたり 中井　俊已／ぶん 東京：ドン・ボスコ社 ｸﾘ書庫
0115875452 クリスマスの大そうどう デイビッド・シャノン／作 東京：評論社 ｸﾘ書庫
0115875528 クリスマスの大そうどう デイビッド・シャノン／作 東京：評論社 ｸﾘ書庫
0116116401 クリスマスのおかいもの たしろ　ちさと／作 東京：講談社 ｸﾘ書庫
0114810526 クリスマスのおきゃくさま 間所　ひさこ／文 東京：女子パウロ会 ｸﾘ書庫
0115468456 クリスマスのおくりもの ジョン・バーニンガム／さく 東京：ほるぷ出版 ｸﾘ書庫
0115468464 クリスマスのおくりもの ジョン・バーニンガム／さく 東京：ほるぷ出版 ｸﾘ書庫
0116416314 クリスマスのおとずれ すぎた　さちこ／え 東京：ドン・ボスコ社 ｸﾘ書庫
0116716325 クリスマスのおばけ せな　けいこ／作・絵 東京：ポプラ社 ｸﾘ書庫
0113139760 クリスマスのおはなし ジェーン・レイ／絵と文 東京：徳間書店 ｸﾘ書庫
0116116716 クリスマスのかね レイモンド・M.オールデン／原作 東京：教育画劇 ｸﾘ書庫
0116261322 クリスマスのきせき 高畠　那生／作・絵 東京：岩崎書店 ｸﾘ書庫
0116403866 クリスマスのこねこたち スー・ステイントン／文 東京：徳間書店 ｸﾘ書庫
0115434573 クリスマスの12にち エミリー・ボーラム／絵 東京：福音館書店 ｸﾘ書庫
0115434870 クリスマスの12にち エミリー・ボーラム／絵 東京：福音館書店 ｸﾘ書庫
0114997034 クリスマスの真珠 ミーシャ・ダムヤン／文 東京：いのちのことば社フォレストブックス ｸﾘ書庫
0117946525 クリスマスのたね おかい　みほ／さく 東京：文研出版 絵本 ハ   
0116261728 クリスマスのちいさなおくりもの アリスン・アトリー／作 東京：福音館書店 ｸﾘ書庫
0114822513 クリスマスのちいさな木 e.e.カミングズ／詩 東京：光村教育図書 ｸﾘ書庫
0115949398 クリスマスの人形たち ジョージー・アダムズ／文 東京：徳間書店 ｸﾘ書庫
0116410580 クリスマスのねがい いまむら　あしこ／文 東京：女子パウロ会 ｸﾘ書庫
0113992473 クリスマスのはじまり 和歌山　静子／絵 東京：女子パウロ会 ｸﾘ書庫
0114176001 クリスマスのまえのばん ターシャ・テューダー／絵 東京：偕成社 ｸﾘ書庫
0115560732 クリスマスのまえのばん クレメント・クラーク・ムーア／詩 神戸：BL出版 ｸﾘ書庫
0113433981 クリスマスのまえのばん クレメント・C・ムーア／ぶん 東京：福音館書店 ｸﾘ書庫
0115435182 クリスマスのまえのばん クレメント・C・ムーア／ぶん 東京：福音館書店 ｸﾘ書庫
0116422106 クリスマスのまえのよる クレメント・C.ムーア／詩 東京：主婦の友社 ｸﾘ書庫
0115434284 クリスマスのものがたり フェリクス・ホフマン／さく 東京：福音館書店 ｸﾘ書庫
0115434888 クリスマスのものがたり フェリクス・ホフマン／さく 東京：福音館書店 ｸﾘ書庫
0116994617 クリスマスの森 ルイーズ・ファティオ／文 東京：福音館書店 ｸﾘ書庫
0116735739 クリスマスのよるに あべ　はじめ／作 神戸：BL出版 ｸﾘ書庫



0117019026 クリスマスの夜に 西川　律子／作・絵 鎌倉：銀の鈴社 ｸﾘ書庫
0113462873 クリスマスの夜はしずかにね! ジュリー・サイクス／作 東京：文渓堂 ｸﾘ書庫
0114825136 クリスマスパンツ きとう　ひろえ／著 東京：新風舎 ｸﾘ書庫
0115800690 クリスマスプレゼント　1 あいはら　ひろゆき／ぶん 東京：教育画劇 ｸﾘ書庫
0115800708 クリスマスプレゼント　2 あいはら　ひろゆき／ぶん 東京：教育画劇 ｸﾘ書庫
0115000812 クリスマスベア C.Wニコル／作 東京：アートデイズ ｸﾘ書庫
0117931204 クリスマスべんとう 木坂　涼／文 東京：教育画劇 絵本 カ   
0117651117 クリスマスマーケットのふしぎなよる たなか　鮎子／作 東京：講談社 ｸﾘ書庫
0116567660 クリスマスものがたり パメラ・ドルトン／絵 東京：日本キリスト教団出版局 ｸﾘ書庫
0116125519 クリスマスわくわくサンタの日! ますだ　ゆうこ／作 東京：文溪堂 ｸﾘ書庫
0116278896 クリスマスわくわくサンタの日! ますだ　ゆうこ／作 東京：文溪堂 ｸﾘ書庫
0116117359 くるみわり人形 E.T.A.ホフマン／原作 東京：ブロンズ新社 ｸﾘ書庫
0116117417 くるみわり人形 E.T.A.ホフマン／原作 東京：ブロンズ新社 ｸﾘ書庫
0114318447 ケーキができたわけ さとう　わきこ／文・絵 東京：女子パウロ会 ｸﾘ書庫
0116864307 コアラのクリスマス 渡辺　鉄太／さく 東京：福音館書店 ｸﾘ書庫
0115007999 子うさぎましろのお話 ささき　たづ／ぶん 東京：ポプラ社 ｸﾘ書庫
0115439010 子うさぎましろのお話 ささき　たづ／ぶん 東京：ポプラ社 ｸﾘ書庫
0117801530 こうさぎたちのクリスマス エイドリアン・アダムズ／作・絵 東京：徳間書店 ｸﾘ書庫
0117022178 こえだのとうさん ジュリア・ドナルドソン／作 武蔵野：バベルプレス ｸﾘ書庫
0117920173 コールテンくんのクリスマス ドン・フリーマン／原案 東京：好学社 絵本 カ   
0116425257 心をつなぐクリスマス　金 東京：講談社 ｸﾘ書庫
0116425265 心をつなぐクリスマス　銀 東京：講談社 ｸﾘ書庫
0115840464 こねこのクリスマス ターシャ・テューダー／絵 東京：いのちのことば社フォレストブックス ｸﾘ書庫
0117290965 こねこのプーフー　8 アン・ハレンスレーベン／作 東京：小学館 ｸﾘ書庫
0115468514 こねこのみつけたクリスマス マーガレット・ワイズ・ブラウン／文 東京：ほるぷ出版 ｸﾘ書庫
0115468522 こねこのみつけたクリスマス マーガレット・ワイズ・ブラウン／文 東京：ほるぷ出版 ｸﾘ書庫
0112598255 小人からのプレゼント アンジェラ・ラーゴー／文・絵 東京：蝸牛社 ｸﾘ書庫
0114997133 こまったクリスマス R.ジョンソン／文 新潟：西村書店 ｸﾘ書庫
0117934372 こりすのクリスマス 豊福　まきこ／作 神戸：BL出版 絵本 ハ   
0111815825 さいしょのくりすます 上野　泰郎／絵 東京：至光社 ｸﾘ書庫
0116120684 さいしょのクリスマス ロイス・ロック／ぶん 東京：サンパウロ ｸﾘ書庫
0115594723 さみしがりやのサンタさん 内田　麟太郎／作 東京：岩崎書店 ｸﾘ書庫
0115594921 さみしがりやのサンタさん 内田　麟太郎／作 東京：岩崎書店 ｸﾘ書庫
0115040149 さむがりやのサンタ レイモンド・ブリッグズ／さく・え 東京：福音館書店 ｸﾘ書庫
0115435208 さむがりやのサンタ レイモンド・ブリッグズ／さく・え 東京：福音館書店 ｸﾘ書庫
0116430679 さんかくサンタ tupera tupera／さく 東京：絵本館 ｸﾘ書庫
0113462758 サンタがきたらおこしてね やすい　すえこ／作 東京：女子パウロ会 ｸﾘ書庫
0116440157 サンタサンタサンタ わたせ　せいぞう／著 東京：竹書房 ｸﾘ書庫
0113816219 サンタのおもちゃ工場 たむら　しげる／作 東京：メディアファクトリー ｸﾘ書庫
0113326268 サンタの国の12カ月 葛岡　博／絵 東京：アートデイズ ｸﾘ書庫



0112416300 サンタのクリスマス レイモンド・ブリッグズ／さく 東京：竹書房 ｸﾘ書庫
0115579914 サンタのひみつおしえます ジェームズ・ソルヘイム／さく 東京：ひさかたチャイルド ｸﾘ書庫
0117154245 サンタパスポート のぶみ／さく 東京：サンマーク出版 ｸﾘ書庫
0117434027 サンタようちえん 上原　結子／作　画 東京：イースト・プレス ｸﾘ書庫
0116446345 サンタおじさんのいねむり ルイーズ=ファチオ／さく 東京：偕成社 ｸﾘ書庫
0115167892 サンタクロースがかぜひいた! ジュリー・サイクス／作 東京：文渓堂 ｸﾘ書庫
0115803769 サンタクロースが二月にやってきた 今江　祥智／文 東京：文研出版 ｸﾘ書庫
0112835939 サンタクロースがやってきた グランマ・モーゼズ／絵 東京：JICC出版局 ｸﾘ書庫
0117795286 サンタクロースっているの? いもと　ようこ／絵・訳 東京：金の星社 ｸﾘ書庫
0116873001 サンタクロースとあったよる クレメント・クラーク・ムーア／詩 神戸：BL出版 ｸﾘ書庫
0115868762 サンタクロースとぎんのくま マレーク・ベロニカ／ぶん・え 東京：福音館書店 ｸﾘ書庫
0117012880 サンタクロースになるひ 種村　有希子／作 東京：小学館 ｸﾘ書庫
0116867359 サンタクロースのおてつだい ロリ・エベルト／文 東京：ポプラ社 ｸﾘ書庫
0115437964 サンタクロースのくるひ 西巻　茅子／さく・え 東京：福音館書店 ｸﾘ書庫
0115438236 サンタクロースのくるひ 西巻　茅子／さく・え 東京：福音館書店 ｸﾘ書庫
0115446015 サンタクロースのくるひ 西巻　茅子／さく・え 東京：福音館書店 ｸﾘ書庫
0117150763 サンタクロースの11かげつ マイク・リース／ぶん 東京：岩崎書店 ｸﾘ書庫
0114983869 サンタクロースのしろいねこ スー・ステイントン／文 東京：徳間書店 ｸﾘ書庫
0115553356 サンタクロースのふくろのなか 安野　光雅／[作] 東京：童話屋 ｸﾘ書庫
0116581810 サンタクロースの免許証 川田　じゅん／著 東京：風濤社 ｸﾘ書庫
0116433764 サンタクロースもパンツがだいすき クレア・フリードマン／文 東京：講談社 ｸﾘ書庫
0115800815 サンタクロースはおばあさん 佐野　洋子／さく・え 東京：フレーベル館 ｸﾘ書庫
0115552085 サンタクロースはおもちゃはかせ マーラ・フレイジー／作 東京：文溪堂 ｸﾘ書庫
0115234767 サンタさんありがとう 長尾　玲子／さく 東京：福音館書店 ｸﾘ書庫
0115437972 サンタさんありがとう 長尾　玲子／さく 東京：福音館書店 ｸﾘ書庫
0116885088 サンタさんへ12のプレゼント! マウリ=クンナス／作 東京：偕成社 ｸﾘ書庫
0113301055 サンタさんへのてがみ ハイアウィン・オラム／文 東京：ほるぷ出版 ｸﾘ書庫
0115430175 サンタさんからきたてがみ たんの　ゆきこ／さく 東京：福音館書店 ｸﾘ書庫
0115380180 サンタさんがんばって 奥野　涼子／作・絵 東京：講談社 ｸﾘ書庫
0112804398 サンタさんがんばって 奥野　涼子／作・絵 東京：講談社 ｸﾘ書庫
0116581695 サンタさんたら、もう! ひこ・田中／作 東京：WAVE出版 ｸﾘ書庫
0115234932 サンタさんとこいぬ 長尾　玲子／さく 東京：福音館書店 ｸﾘ書庫
0115437980 サンタさんとこいぬ 長尾　玲子／さく 東京：福音館書店 ｸﾘ書庫
0115446031 サンタさんとこいぬ 長尾　玲子／さく 東京：福音館書店 ｸﾘ書庫
0116116732 サンタさんになったよ さこ　ももみ／作 東京：講談社 ｸﾘ書庫
0117797951 サンタさんのおとしもの 三浦　太郎／作 東京：あすなろ書房 ｸﾘ書庫
0116713249 サンタさんのトナカイ ジャン・ブレット／作・絵 東京：徳間書店 ｸﾘ書庫
0112806294 さんにんサンタ いとう　ひろし／作 東京：絵本館 ｸﾘ書庫
0116735721 さんびきのこねずみとガラスのほし たかお　ゆうこ／作・絵 東京：徳間書店 ｸﾘ書庫
0116128679 しいちゃんとクリスマス 山路　鎮子／原作 東京：パロル舎 ｸﾘ書庫



0116572959 しずかな、クリスマスのほん デボラ・アンダーウッド／文 東京：光村教育図書 ｸﾘ書庫
0116570730 しずかなしずかなクリスマス・イヴのひみつ クレメント・クラーク・ムーア／詩 神戸：BL出版 ｸﾘ書庫
0116576216 ジャッキーのクリスマス あだち　なみ／絵 東京：ブロンズ新社 ｸﾘ書庫
0115365629 12月通り25番地 ヘレン・ウォード／作 神戸：BL出版 ｸﾘ書庫
0115369092 ジョニーのクリスマス やまだ　うたこ／文・絵 東京：教育画劇 ｸﾘ書庫
0116581836 白いリボンのサンタクロース 桜　すもも／絵・文 東京：文芸社 ｸﾘ書庫
0115350969 しろくまくんのクリスマス H・スティックランド／作 東京：金の星社 ｸﾘ書庫
0116427725 しんかんくんのクリスマス のぶみ／さく 東京：あかね書房 ｸﾘ書庫
0117282848 ジングルベル キャサリン・N.デイリー／作 東京：PHP研究所 ｸﾘ書庫
0115579781 すばらしきかな、人生! ジミー・ホーキンズ／作 東京：あすなろ書房 ｸﾘ書庫
0112393954 スプーンおばさんのクリスマス アルフ・プリョイセン／さく 東京：偕成社 ｸﾘ書庫
0116434051 聖ニコラスがやってくる! クレメント・C.ムーア／文 東京：西村書店 ｸﾘ書庫
0114183999 聖なる夜に ピーター・コリントン／作 神戸：BL出版 ｸﾘ書庫
0115792277 世界にひとつしかクリスマスツリーがなかったら 池谷　剛一／文・絵 東京：パロル舎 ｸﾘ書庫
0117798058 ぜったいにあけちゃダメ? ビル・コッター／さく 東京：サンクチュアリ出版 ｸﾘ書庫
0115468563 1993年のクリスマス レスリー・ブリカス／ぶん 東京：ほるぷ出版 ｸﾘ書庫
0117142570 そらとぶそりとねこのタビー C.ロジャー・メイダー／作・絵 東京：徳間書店 ｸﾘ書庫
0117445460 たいこたたきの少年 バーナデット・ワッツ／文と絵 東京：西村書店 ｸﾘ書庫
0115870008 だれも知らないサンタの秘密 アラン・スノウ／さく 東京：あすなろ書房 ｸﾘ書庫
0115008039 小さなぎんのほし たに　しんすけ／作 東京：ポプラ社 ｸﾘ書庫
0115376659 ちいさなツリー ひらの　けいこ／さく・え 東京：文芸社 ｸﾘ書庫
0116854688 ちいさなねずみのクリスマス アン・モーティマー／作・絵 東京：徳間書店 ｸﾘ書庫
0117148254 ちいさなプリンセスソフィア はじめてがいっぱいのクリスマス ローリー・イスラエル／ぶん 東京：講談社 ｸﾘ書庫
0117299842 ちいさなほしのものがたり リチャード・リトルデール／文 東京：サンパウロ ｸﾘ書庫
0115561250 ちいさなもみのき ファビエンヌ・ムニエ／文 東京：ほるぷ出版 ｸﾘ書庫
0115234023 ちいさなもみのき マーガレット・ワイズ・ブラウン／さく 東京：福音館書店 ｸﾘ書庫
0115436453 ちいさなもみのき マーガレット・ワイズ・ブラウン／さく 東京：福音館書店 ｸﾘ書庫
0115430415 ちいさなろば ルース・エインズワース／作 東京：福音館書店 ｸﾘ書庫
0112420609 ちっちゃなサンタさん ガブリエル・バンサン／さく 神戸：ブックローン出版 ｸﾘ書庫
0117297028 ちびっこみならいサンタのタンタ まつむら　まい／作 東京：小学館 ｸﾘ書庫
0117300111 チョキンちゃんのクリスマス 犬飼　由美恵／作 東京：小学館 ｸﾘ書庫
0115773780 どうしてクリスマスには… 二宮　由紀子／文 東京：文研出版 ｸﾘ書庫
0117139048 どうぶつたちのクリスマスツリー ジャン・ウォール／さく 東京：好学社 ｸﾘ書庫
0117288480 どこ? 山形　明美／作 東京：講談社 ｸﾘ書庫
0117296954 どこかなあるかなさがしてねくまくんのクリスマス ゲルゲイ・ドゥーダース／さく 東京：岩崎書店 ｸﾘ書庫
0112628128 トスカのクリスマス アン=モーティマー／絵 東京：講談社 ｸﾘ書庫
0116109349 とのさまサンタ 本田　カヨ子／ぶん 東京：リブリオ出版 ｸﾘ書庫
0116109356 とのさまサンタ 本田　カヨ子／ぶん 東京：リブリオ出版 ｸﾘ書庫
0115938813 とんがとぴんがのプレゼント 西内　ミナミ／さく 東京：福音館書店 ｸﾘ書庫
0117154369 トントゥミッラとまほうのスプーン 迫村　裕子／作 東京：文溪堂 ｸﾘ書庫



0116116815 7ひきこぐまのクリスマス たかはし　かおり／作・絵 東京：ひさかたチャイルド ｸﾘ書庫
0116279225 ニャンタとポンタのクリスマス たちの　けいこ／さく 東京：あかね書房 ｸﾘ書庫
0116274606 にんじゃサンタ 丸山　誠司／[作] 東京：PHP研究所 ｸﾘ書庫
0117428003 ねこのピート クリスマスをとどけよう エリック・リトウィン／作 東京：ひさかたチャイルド ｸﾘ書庫
0115761561 ねずみにとどいたクリスマス ヨゼフ・ヴィルコン／え 東京：いのちのことば社フォレストブックス ｸﾘ書庫
0113456099 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 東京：講談社 ｸﾘ書庫
0115443988 ねずみくんのクリスマス なかえ　よしを／作 東京：ポプラ社 ｸﾘ書庫
0117798074 ねずみくんのクリスマスのおうちさがし レベッカ・ハリー／え [東京]：世界文化ワンダークリエイト ｸﾘ書庫
0117433797 ねずみさんちのはじめてのクリスマス キャラリン・ビーナー／文 東京：徳間書店 ｸﾘ書庫
0111589800 のらねこサムのクリスマス こやま　峰子／文 東京：アリス館 ｸﾘ書庫
0117145367 のんびりやのサンタクロース 山田　マチ／作 東京：あかね書房 ｸﾘ書庫
0113992507 バーナデットのモミの木 アンデルセン／原作 新潟：西村書店 ｸﾘ書庫
0116870429 はじめてのクリスマス 庄野　ナホコ／作 東京：講談社 ｸﾘ書庫
0118361724 バスでおでかけ 間瀬　なおかた／作・絵 東京：ひさかたチャイルド ｸﾘ書庫
0116264607 ばすくんのくりすます みゆき　りか／さく 東京：小学館 ｸﾘ書庫
0117288662 パディントンのクリスマス マイケル・ボンド／さく 東京：理論社 ｸﾘ書庫
0111589792 パディントンのふしぎなクリスマス M・ボンド／ぶん 東京：アリス館 ｸﾘ書庫
0116573346 はなかっぱクリスマスのおくりもの あきやま　ただし／著 東京：メディアファクトリー ｸﾘ書庫
0116430844 はなかっぱすてきなクリスマス あきやま　ただし／著 東京：メディアファクトリー ｸﾘ書庫
0117275164 パノフじいちゃんのすてきな日クリスマス トルストイ／原作 東京：女子パウロ会 ｸﾘ書庫
0115935843 ハモのクリスマス たかお　ゆうこ／さく 東京：福音館書店 ｸﾘ書庫
0117925966 はらぺこサンタのクリスマス はらぺこめがね／作 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   
0117421131 はりねずみくんのクリスマス・イブ クリスティーナ・バトラー／文 東京：女子パウロ会 ｸﾘ書庫
0117933788 はるのクリスマス ティエリー・デデュー／さく 京都：化学同人 絵本 カ   
0116430828 はろるどのクリスマス クロケット・ジョンソン／作 東京：文化学園文化出版局 ｸﾘ書庫
0117297051 パンダくんプレゼントのもりへ ヤスダ　ユミコ／さく 東京：パイインターナショナル ｸﾘ書庫
0115946063 飛行機になりたいオーラフを、サンタクロースがどのようにたすけたか フォルカー・クリーゲル／作・絵 東京：草土文化 ｸﾘ書庫
0117923300 ピッキのクリスマス 小西　英子／作 東京：福音館書店 絵本 ハ   
0116570334 ぴったりのクリスマス バーディ・ブラック／作 東京：小学館 ｸﾘ書庫
0116425331 ぴったりのプレゼント すぎた　さちこ／[作] 東京：文研出版 ｸﾘ書庫
0116848573 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 東京：女子パウロ会 ｸﾘ書庫
0117930917 ひとりぼっちのもみの木 クリス・ネイラー・バレステロス／作 神戸：BL出版 絵本 ハ   
0116882309 ひゃくおくまんのサンタクロース もたい　ひろこ／ぶん 東京：アノニマ・スタジオ ｸﾘ書庫
0116735754 100にんのサンタクロース 谷口　智則／作・絵 東京：文溪堂 ｸﾘ書庫
0117315341 PINGU 東京：小学館 ｸﾘ書庫
0116419540 ファーディのクリスマス ジュリア・ローリンソン／さく 東京：理論社 ｸﾘ書庫
0115754418 ふうせんサンタ こかい　かずみ／さく 東京：文芸社 ｸﾘ書庫
0113008189 ふしぎなゆきの日 薫　くみこ／作 東京：ポプラ社 ｸﾘ書庫
0116867219 プレゼントの木 いもと　ようこ／作絵 東京：金の星社 ｸﾘ書庫
0116576208 ペチューニアのクリスマス ロジャー・デュボワザン／さく・え 東京：復刊ドットコム ｸﾘ書庫



0115946071 ヘラジカのオーラフが、サンタクロースと友だちになったわけ フォルカー・クリーゲル／作・絵 東京：草土文化 ｸﾘ書庫
0115784654 へんしんプレゼント あきやま　ただし／作・絵 東京：金の星社 ｸﾘ書庫
0116252727 ポインセチアはまほうの花 ジョアンヌ・オッペンハイム／文 東京：光村教育図書 ｸﾘ書庫
0117788752 ぼうしくんのクリスマスプレゼント 新井　洋行／作・絵 東京：KADOKAWA ｸﾘ書庫
0116879636 ぼくはサンタ ジョン・エイジー／作・絵 武蔵野：バベルプレス ｸﾘ書庫
0117426049 ぼくたちのプレゼントはどこ? リチャード・スキャリー／さく 東京：好学社 ｸﾘ書庫
0115920068 ほしがながれてクリスマス 谷内　こうた／絵と文 東京：至光社 ｸﾘ書庫
0117434761 星のひとみ せな　けいこ／絵 東京：KADOKAWA ｸﾘ書庫
0117009530 ホワイトクリスマス ウォルター・デ・ラ・メア／詩 東京：岩崎書店 ｸﾘ書庫
0115870859 マーガレットとクリスマスのおくりもの 植田　真／作 東京：あかね書房 ｸﾘ書庫
0113129373 まいごのサンタクロース 佐々木　潔／作・絵 東京：講談社 ｸﾘ書庫
0115244253 まどから★おくりもの 五味　太郎／作・絵 東京：偕成社 ｸﾘ書庫
0116858036 まよなかのゆきだるま 森　洋子／作 東京：福音館書店 ｸﾘ書庫
0116584657 みどりのふくのサンタさん ビクトリア・ペルラ／作 東京：バベルプレス ｸﾘ書庫
0112351002 みなみのしまのサンタクロース 斉藤　洋／作 東京：佼成出版社 ｸﾘ書庫
0116863929 みまわりこびと アストリッド・リンドグレーン／文 東京：講談社 ｸﾘ書庫
0117127894 みんなうれしいクリスマス マックス・ルカド／文 東京：女子パウロ会 ｸﾘ書庫
0115949505 みんなでたのしいクリスマス クレア・フリードマン／文 東京：ひさかたチャイルド ｸﾘ書庫
0115168338 みんなでつくったクリスマス・ツリー キャロライン・ベイリー／作 東京：福音館書店 ｸﾘ書庫
0115430837 みんなでつくったクリスマス・ツリー キャロライン・ベイリー／作 東京：福音館書店 ｸﾘ書庫
0115430852 みんなでつくったクリスマス・ツリー キャロライン・ベイリー／作 東京：福音館書店 ｸﾘ書庫
0115008617 みんなみんなひかりのこども ほそい　やすみち／ぶん 東京：サンパウロ ｸﾘ書庫
0117653774 ムーミン谷のクリスマス トーベ・ヤンソン／原作 東京：徳間書店 ｸﾘ書庫
0115591166 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 東京：ポプラ社 ｸﾘ書庫
0115591174 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 東京：ポプラ社 ｸﾘ書庫
0114175581 メリークリスマスおおかみさん みやにし　たつや／作絵 東京：女子パウロ会 ｸﾘ書庫
0115803736 メリークリスマスおさるのジョージ M.レイ／原作 東京：岩波書店 ｸﾘ書庫
0116421892 メリークリスマスおつきさま アンドレ・ダーハン／作 東京：講談社 ｸﾘ書庫
0117009878 メリークリスマス、ペネロペ! アン・グットマン／ぶん 東京：岩崎書店 ｸﾘ書庫
0117290890 メリーメリークリスマス! 岡村　志満子／作 東京：くもん出版 ｸﾘ書庫
0115870230 モグのクリスマス ジュディス・カー／作 東京：あすなろ書房 ｸﾘ書庫
0115870248 モグのクリスマス ジュディス・カー／作 東京：あすなろ書房 ｸﾘ書庫
0116120890 もぐらくんとクリスマス ハナ・ドスコチロヴァー／作 東京：偕成社 ｸﾘ書庫
0116104472 モティマークリスマスのおひっこし カーマ・ウィルソン／ぶん 東京：いのちのことば社フォレストブックス ｸﾘ書庫
0117136192 もみの木のねがい エステル・ブライヤー／再話 東京：福音館書店 ｸﾘ書庫
0115170821 もみちゃんともみの木 たかどの　ほうこ／作 東京：あかね書房 ｸﾘ書庫
0115596942 もみちゃんともみの木 たかどの　ほうこ／作 東京：あかね書房 ｸﾘ書庫
0117303487 ももちゃんとじゃまじゃまねことクリスマス にわ／さく 東京：マイクロマガジン社 ｸﾘ書庫
0117012872 もりでいちばんのクリスマスツリー いりやま　さとし／著 東京：佼成出版社 ｸﾘ書庫
0115952467 森でいちばんのクリスマス・ツリー ジョン・ハセット／さく 東京：評論社 ｸﾘ書庫



0116125071 森でいちばんのクリスマス・ツリー ジョン・ハセット／さく 東京：評論社 ｸﾘ書庫
0117648428 もりのおくのクリスマスツリー ユーヴァル・ゾマー／作 東京：ほるぷ出版 ｸﾘ書庫
0116863879 ゆうぐれ ユリ・シュルヴィッツ／作 東京：あすなろ書房 ｸﾘ書庫
0116104761 ゆきがふったら いちかわ　なつこ／作　絵 東京：イースト・プレス ｸﾘ書庫
0116104779 ゆきがふったら いちかわ　なつこ／作　絵 東京：イースト・プレス ｸﾘ書庫
0115952780 ゆきのまちかどに ケイト・ディカミロ／作 東京：ポプラ社 ｸﾘ書庫
0116872979 ゆきうさぎのおくりもの レベッカ・ハリー／え 東京：世界文化社 ｸﾘ書庫
0116732314 ゆきうさぎのねがいごと レベッカ・ハリー／え 東京：世界文化社 ｸﾘ書庫
0115563348 ゆきだるまのクリスマス! キャラリン・ビーナー／ぶん 東京：評論社 ｸﾘ書庫
0114179526 ユリアのクリスマス 南塚　直子／作 東京：小学館 ｸﾘ書庫
0115554198 ラーバンとラボリーナのクリスマス インゲル・サンドベリ／さく 東京：ポプラ社 ｸﾘ書庫
0117012898 ラスムスクルンプ クリスマスのぼうけん カーラとヴィルヘルム・ハンセン夫妻／原案 東京：小学館 ｸﾘ書庫
0116125345 リタとナントカのクリスマス ジャン=フィリップ・アルー=ヴィニョ／ぶん 東京：岩崎書店 ｸﾘ書庫
0115365686 リッキのクリスマス ヒド・ファン・ヘネヒテン／さく・え 東京：フレーベル館 ｸﾘ書庫
0117430462 リリーとナッツゆきのクリスマス 藤岡　ちさ／作 東京：佼成出版社 ｸﾘ書庫
0117657205 ルーちゃんとクリスマスツリー 下村　明香／ぶん 東京：福音館書店 ｸﾘ書庫
0115365710 ルカのクリスマスケーキ フランチェスカ・ボスカ／文 東京：いのちのことば社フォレストブックス ｸﾘ書庫
0117798041 ルドルフ赤い鼻のトナカイ ロバート・L.メイ／作 東京：子どもの未来社 ｸﾘ書庫
0116381864 ルララとトーララ クリスマスのプレゼント かんの　ゆうこ／ぶん 東京：講談社 ｸﾘ書庫
0115949422 わすれられないクリスマス マウリ・クンナス／作 東京：猫の言葉社 ｸﾘ書庫
0117150789 わすれんぼうのサンタクロース 中川　ひろたか／作 東京：教育画劇 ｸﾘ書庫
0115563702 わたしクリスマスツリー 佐野　洋子／作・絵 東京：講談社 ｸﾘ書庫
0115380248 わんぱくだんのクリスマス ゆきの　ゆみこ／作 東京：ひさかたチャイルド ｸﾘ書庫


