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1 EM あか まのいいりょうし 瀬田　貞二　再話 赤羽　末吉　画 福音館書店 2016

2 EM ルカ 三つのまほうのおくりもの ジェイムズ・リオーダン　文 エロール・ル・カイン　絵 中川　千尋　訳 ほるぷ出版 2015

3 E ふ うさこちゃんのおじいちゃんへのおくりもの ディック・ブルーナ　ぶん・え まつおか　きょうこ　やく 福音館書店 2009

4 E ごみ まどからおくりもの 五味　太郎　作・絵 偕成社 1983

5 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

6 E やま クリスマスのちいさなおくりもの アリスン・アトリー　作 上條　由美子　訳 山内　ふじ江　絵　 福音館書店 2010

7 E オー 急行「北極号」 Ｃ．Ｖ．オールズバーグ　絵と文 村上　春樹　訳 あすなろ書房 2003

8 E ギル プレゼント ボブ・ギル　作 アーサー・ビナード　訳 ほるぷ出版 2012

9 E クー ３日ずつのおくりもの レミ・クルジョン　作 こだま　しおり　訳 文溪堂 2016

10 E コツ ゆきがくれたおくりもの リチャード・カーティス　文 レベッカ・コッブ　絵 ふしみ　みさを　訳 ポプラ社 2014

11 E デユ ベロニカとバースデープレゼント ロジャー・デュボアザン　作・絵 神宮　輝夫　訳 復刊ドットコム 2016

12 E バー わすれられないおくりもの スーザン・バーレイ　さく　え 小川　仁央　やく 評論社 1986

13 E ブラ ハンダのびっくりプレゼント アイリーン・ブラウン　作 福本　友美子　訳 光村教育図書 2006

14 E マク おくりものはナンニモナイ パトリック・マクドネル　作 谷川　俊太郎　訳 あすなろ書房 2005

15 E ミユ ゆきのひのおくりもの ポール・フランソワ　文 ゲルダ・ミューラー　絵 ふしみ　みさを　訳 鈴木出版 2017

16 E ロイ イードのおくりもの ファウズィア・ギラニ・ウィリアムズ　文 プロイティ・ロイ　絵 前田　君江　訳 光村教育図書 2017

17 380 か クリスマス・クリスマス 角野　栄子　さく 福音館書店 1992

18 380 た 手づくりで楽しむパーティーブック 高野　あや　作・絵 村田　まり子　絵 福音館書店 2001

19 380 た だいすき！ラッピングとカード 武田　真理恵　著 主婦の友社　編 主婦の友社 2007

20 590 お とっておきの日のスイーツ 大森　いく子　著 金の星社 2011

21 590 せ プレゼントはおかし Ｚｅｒｏ株式会社ユズ編集工房　編 リブリオ出版 1998

22 750 た たのしい紙こうさく　８ 竹井　史郎　作 田中　秀幸　絵 小峰書店 2005

23 816 す てがみはすてきなおくりもの スギヤマ　カナヨ　著 講談社 2003

24 913 い すみれちゃんのすてきなプレゼント 石井　睦美　作 黒井　健　絵 偕成社 2011

25 913 お ぼくのお姉さん 丘　修三　作 かみや　しん　絵 偕成社 2002

26 913 さ パオズになったおひなさま 佐和　みずえ　著 宮尾　和孝　絵 くもん出版 2014

27 913 し プレゼントをさがしていると 柴田　晋吾　作 おぼ　まこと　絵 文研出版 1994

28 913 す クリスマスプレゼントン スズキ　コージ　え・さく ブッキング 2003
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12月。贈り物やプレゼントに関する本を集めました。

５-Daysこども図書館(広島市こども図書館)
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29 913 て たんじょう日のプレゼント 寺村　輝夫　作 和歌山　静子　絵 理論社 1998

30 913 と ねこじゃら商店世界一のプレゼント 富安　陽子　作 平澤　朋子　絵 ポプラ社 2013

31 913 な ズッコケ愛のプレゼント計画 那須　正幹　作 前川　かずお　原画 高橋　信也　作画 ポプラ社 2004

32 913 ふ まいごになったプレゼント 舟崎　靖子　作 舟崎　克彦　画 理論社 2001

33 913 ほ モーモー村のおくりもの 堀米　薫　作 岡本　順　絵 文研出版 2014

34 913 も 一さつのおくりもの 森山　京　作 鴨下　潤　絵 講談社 2012

35 913 れ 六本そでのセーター 令丈　ヒロ子　作 さかた　しげゆき　絵 小峰書店 2004

36 933 え 黒ねこのおきゃくさま ルース・エインズワース　作 荒　このみ　訳 山内　ふじ江　絵 福音館書店 1999

37 933 え ウォートンのとんだクリスマス・イブ ラッセル・Ｅ．エリクソン　作 ローレンス・ディ・フィオリ　絵 佐藤　凉子　訳 評論社 2008

38 933 け 雪の日のたんじょう日 ヘレン・ケイ　さく バーバラ・クーニー　え あんどう　のりこ　やく 長崎出版 2008

39 933 し ガラスの封筒と海と アレックス・シアラー　著 金原　瑞人　訳 西本　かおる　訳 求龍堂 2017

40 933 す おばあちゃんのすてきなおくりもの カーラ・スティーブンズ　さく 掛川　恭子　やく イブ・ライス　え のら書店 1990

41 933 せ すずめのくつした ジョージ・セルデン　ぶん 光吉　郁子　やく ピーター・リップマン　え 大日本図書 2010

42 933 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

43 933 て 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 小宮　由　やく 大日本図書 2017

44 933 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

45 933 に 魔女からの贈り物 ジェニー・ニモ　作 佐藤　見果夢　訳 ポール・ハワード　絵 評論社 2000

46 933 ひ まぼろしの小さい犬 フィリパ・ピアス　作 猪熊　葉子　訳 岩波書店 1989

47 933 ふ スピニー通りの秘密の絵 Ｌ．Ｍ．フィッツジェラルド　著 千葉　茂樹　訳 あすなろ書房 2016

48 933 へ 賢者の贈り物 オー・ヘンリー　作 千葉　茂樹　訳 和田　誠　絵 理論社 2007

49 933 ほ シャーロットのおくりもの Ｅ．Ｂ．ホワイト　作 ガース・ウイリアムズ　絵 さくま　ゆみこ　訳 あすなろ書房 2001

50 933 り 一年後のおくりもの サラ・リーン　作 宮坂　宏美　訳 片山　若子　絵 あかね書房 2014

51 933 ろ メリーメリーのびっくりプレゼント ジョーン・Ｇ．ロビンソン　作・絵 小宮　由　訳 岩波書店 2017

52 933 わ 森のプレゼント ローラ・インガルス・ワイルダー　作 安野　光雅　絵・訳 朝日出版社 2015

53 943 へ 思いがけない贈り物 エヴァ・ヘラー　作 ミヒャエル・ゾーヴァ　絵 平野　卿子　訳 講談社 1997

54 949 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

55 949 よ ビッケと弓矢の贈りもの ルーネル・ヨンソン　作 エーヴェット・カールソン　絵 石渡　利康　訳 評論社 2011

56 949 り エーミルとクリスマスのごちそう アストリッド・リンドグレーン　作 石井　登志子　訳 岩波書店 2012

57 953 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

58 973 ひ ラビーニアとおかしな魔法のお話 ビアンカ・ピッツォルノ　作 エマヌエーラ・ブッソラーティ　絵 長野　徹　訳 小峰書店 2000

59 973 ろ 青矢号 ジャンニ・ロダーリ　作 関口　英子　訳 岩波書店 2010
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休館日 12/4（月）、12/11（月）、12/18（月）、12/25（月）、12/26（火）、12/29（金）～1/4(木)

※ EMは昔話絵本です


