
区分 № 書名 出版者 出版年

1 E ふ サンタのおまじない 菊地　清／作・絵 冨山房 1991
2 E こじ クリスマスソングブック　１～２ 児島　なおみ／作 偕成社 1999
3 E こよ おたすけこびとのクリスマス なかがわ　ちひろ／文 コヨセ　ジュンジ／絵 徳間書店 2009
4 E さい クリスマスのふしぎなはこ 長谷川　摂子／ぶん 斉藤　俊行／え 福音館書店 2008
5 E さか ちいさなろば ルース・エインズワース／作 石井　桃子／訳 酒井　信義／画 福音館書店 2002
6 E にし サンタクロースのくるひ 西巻　茅子／さく・え 福音館書店 1990
7 E ほり くろうまブランキー 伊東　三郎／再話 堀内　誠一／画 福音館書店 1980
8 E むら クリスマス★オールスター 中川　ひろたか／文 村上　康成／絵 童心社 1997
9 E やま ぐりとぐらのおきゃくさま 中川　李枝子／さく 山脇　百合子／え 福音館書店 1967
10 E ヴイ ぴちぴちカイサとクリスマスのひみつ リンドグレーン／さく やまのうち　きよこ／やく ヴィークランド／え 偕成社 1977
11 E ヴイ クリスマス・トムテン ヴィクトール・リュードベリィ／さく ハーラルド・ヴィベリィ／え おかもと　はまえ／やく 佑学社 1982
12 E エツ クリスマスまであと九日 マリー・ホール・エッツ／作・画 アウロラ・ラバスティダ／作 たなべ　いすず／やく 冨山房 1991
13 E オー サンタクロースのおくりもの Ｅ・クラーク／作 Ｊ・オームロッド／絵 戸田　早紀／訳 金の星社 1994
14 E クー ちいさなもみのき マーガレット・ワイズ・ブラウン／さく バーバラ・クーニー／え かみじょう　ゆみこ／やく 福音館書店 1993
15 E スノ だれも知らないサンタの秘密 アラン・スノウ／さく 三辺　律子／やく　 あすなろ書房 2005
16 E スピ クリスマスだいすき ピーター＝スピア／作 講談社 1984
17 E ツヴ 賢者のおくりもの オー・ヘンリー／文 リスベート・ツヴェルガー／画 矢川　澄子／訳 冨山房 1983
18 E テー おじいちゃんとのクリスマス リタ・テーンクヴィスト／文 マリット・テーンクヴィスト／絵 大久保　貞子／訳 冨山房 1995
19 E デユ クリスマスの森 ルイーズ・ファティオ／文 ロジャー・デュボアザン／絵 つちや　きょうこ／訳 福音館書店 2015
20 E デン クリスマスのまえのばん クレメント・Ｃ・ムーア／ぶん わたなべ　しげお／やく ウィリアム・Ｗ・デンスロウ／え 福音館書店 1996
21 E バー クリスマスのおくりもの ジョン・バーニンガム／さく 長田　弘／やく ほるぷ出版 1993
22 E バリ おおきいツリーちいさいツリー ロバート・バリー／さく 光吉　夏弥／やく　 大日本図書 2000
23 E ブキ サンタのたのしいクリスマス デリ・ロビンズ／作 ジョージ・ブキャナン／絵 神鳥　統夫／訳 フレーベル館 1994
24 E フラ まりーちゃんのくりすます フランソワーズ／文・絵 与田　準一／訳 岩波書店 1980
25 E ブラ クリスマスのはじまり レイチェル・ビリントン／作 バーバラ・ブラウン／絵 太田　愛人／訳 佑学社 1983
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26 E ブリ さむがりやのサンタ レイモンド・ブリッグズ／さく・え すがはら　ひろくに／やく 福音館書店 1974
27 E ブル クリスマスってなあに ディック＝ブルーナ／作 ふなざき　やすこ／訳 講談社 2013
28 E ベー 山のクリスマス ルドウィヒ・ベーメルマンス／文・え 光吉　夏弥／訳編 岩波書店 1953
29 E ホー アーサーのクリスマス・プレゼント リリアン・ホーバン／作 木島　始／訳 文化出版局 1979
30 E ホフ サンタのトナカイがいなくなったクリスマス シド・ホッフ／ぶん・え たにかわ　ともこ／やく 新世研 1998
31 E ロー アンナの赤いオーバー ハリエット・ジィーフェルト／ぶん アニタ・ローベル／え 松川　真弓／やく 評論社 1990
32 EK さと ばばばあちゃんのクリスマスかざり さとう　わきこ／作 福音館書店 2013
33 EK すぎ サンタクロースってほんとにいるの？ てるおか　いつこ／文 すぎうら　はんも／絵 福音館書店 1982
34 380 う ラップランドのサンタクロース図鑑 ペッカ・ヴォリ／著・絵 迫村　裕子／訳 文渓堂 2004
35 380 お たのしいおまつり イフェオマ・オニェフル／作・写真 さくま　ゆみこ／訳 偕成社 2007
36 380 か クリスマス・クリスマス 角野　栄子／さく 福音館書店 1992
37 380 く クリスマス バーバラ・クーニー／さく 安藤　紀子／やく 長崎出版 2007
38 380 し シリーズ世界のお祭り　３ 同朋舎出版 1988
39 380 よ クリスマスツリー 吉村　和敏／写真・文 アリス館 2010
40 490 あ ハーブいっぱいのクリスマス あんびる　やすこ／作・絵 ポプラ社 2014
41 590 い 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 ますみつ　たかこ／料理 日本基督教団出版局 1999
42 590 こ 赤毛のアンクリスマス・ブック Ｃ．Ｓ．コリンズ／著 Ｃ．Ｗ．エリクソン／著 奥田　実紀／訳 東洋書林 2000
43 750 い クリスマス・正月の工作図鑑 岩藤　しおい／著 いかだ社 2007
44 913 さ クリスマスをめぐる７つのふしぎ 斉藤　洋／作 森田　みちよ／絵 理論社 2005
45 913 た おてつだいねこのクリスマス 竹下　文子／作 鈴木　まもる／絵 金の星社 2002
46 913 て わかったさんのショートケーキ 寺村　輝夫／作 永井　郁子／絵 あかね書房 1990
47 913 な 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 山田　詩子／絵 講談社 2013
48 933 き とびきりすてきなクリスマス リー・キングマン／作 バーバラ・クーニー／絵 山内　玲子／訳 岩波書店 1990
49 933 そ クリスマスのりんご ルース・ソーヤー（ほか）／文 上條　由美子／編・訳 たかお　ゆうこ／絵 福音館書店 2012
50 933 て クリスマス・キャロル ディケンズ／作 脇　明子／訳 岩波書店 2001
51 933 に サンタクロースっているんでしょうか？ フランシス＝Ｐ＝チャーチ／著 中村　妙子／訳 東　逸子／画 偕成社 1986
52 933 ふ 妖精ディックのたたかい キャサリン・Ｍ・ブリッグズ／作 山内　玲子／訳 岩波書店 1987
53 933 へ シカゴよりとんでもない町 リチャード・ペック／著 斎藤　倫子／訳 東京創元社 2010
54 943 け 飛ぶ教室 エーリヒ・ケストナー／作 池田　香代子／訳　 岩波書店 2006
55 943 ふ サンタが空から落ちてきた コルネーリア・フンケ／著 浅見　昇吾／訳 ＷＡＶＥ出版 2007
56 943 ほ クルミわりとネズミの王さま ホフマン／作 上田　真而子／訳 岩波書店 2000
57 949 あ もみの木 ハンス・クリスチャン・アンデルセン／さく スベン・オットー　Ｓ．／え きむら　ゆりこ／やく ほるぷ出版 1984
58 949 し イップとヤネケ　シンタクラースがやってくる！ アニー・Ｍ．Ｇ．シュミット／作 フィープ・ヴェステンドルプ／絵 西村　由美／訳 岩波書店 2011
59 953 み サンタの最後のおくりもの マリー＝オード・ミュライユ／作 エルヴィール・ミュライユ／作 クェンティン・ブレイク／絵 徳間書店 2006
60 993 れ クリスマス物語 マルコ・レイノ／著 末延　弘子／訳 佐竹　美保／絵 講談社 2010
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