
「みんなだいすき　クリスマス」（平成３０年１２月展示）

本のタイトル 著者 出版者 出版年

ラップランドのサンタクロース図鑑 ペッカ・ヴォリ／著・絵 文渓堂 2004.11 386 ｳｵﾘ 児童

クリスマス・クリスマス 角野栄子／さく 福音館書店 199210 386 ｶﾄﾉ 児童

だれも知らないサンタの秘密 アラン・スノウ／さく あすなろ書房 2005.11 386 ｽﾉ 児童

クリスマスツリー 吉村和敏／写真・文 アリス館 2010.11 386 ﾖｼﾑ 児童

クリスマスソングブック 児島なおみ／作 偕成社 199910 767 ｺｼﾏ-1 児童

クリスマスソングブック 児島なおみ／作 リブロポート 199412 767 ｺｼﾏ-2 児童

クリスマスのうたの絵本 Ｈ．Ａ．レイ／作 あすなろ書房 2003.11 767 ﾚｲ 児童

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 2003.10 913 ｽｽｷ 児童

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／作評論社 2008.4 933 ｴﾘｸ 児童

クリスマスのようせい ルーマー・ゴッデン／作 福武書店 198912 933 ｺﾂﾃ 児童

クリスマスの女の子 ルーマー・ゴッデン／さく 福武書店 198911 933 ｺﾂﾃ 児童

クリスマス人形のねがい ルーマー・ゴッデン／文 岩波書店 2001.11 933 ｺﾂﾃ 児童

いそがしいクリスマス マージョリー・ワインマン・シャーマット／ぶん大日本図書 2014.10 933 ｼﾔﾏ 児童

クリスマスのりんご ルース・ソーヤー／ほか文 福音館書店 2012.10 933 ｿﾔ 児童

パディントンのクリスマス マイケル・ボンド／作 福音館書店 2002.11 933 ﾎﾝﾄ 児童

サンタクロースの忘れもの ローリー・ムーア／著 新潮社 2001.11 933 ﾑｱ 児童

アンのクリスマス ルーシー・Ｍ．モンゴメリ／著暮しの手帖社 199611 933 ﾓﾝｺ 児童

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・絵岩波書店 2012.10 933 ﾛﾋﾝ 児童

サンタクロースっているんでしょうか？ 中村妙子／訳 偕成社 198610 934 ｻﾝﾀ 児童

シモンとクリスマスねこ レギーネ・シントラー／さく 福音館書店 199410 943 ｼﾝﾄ 児童

エーミルのクリスマス・パーティー アストリッド・リンドグレーン／作岩波書店 199401 949 ﾘﾝﾄ 児童

鳥取県立図書館
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本のタイトル 著者 出版者 出版年 請求記号

ぴちぴちカイサとクリスマスのひみつ アストリッド・リンドグレーン／作偕成社 197712 949 ﾘﾝﾄ 児童

アイスクリースマス 織田道代／ことば 福音館書店 2005.1 E ｱｲｽ 児童

クリスマスのちいさなおくりもの アリスン・アトリー／作 福音館書店 2010.10 E ｱﾄﾘ 児童

グレー・ラビットのクリスマス アリスン・アトリー／さく 評論社 198211 E ｱﾄﾘ 児童

わたしのすてきなクリスマスツリー ダーロフ・イプカー／作 ＢＬ出版 2013.10 E ｲﾌｶ 児童

どうぶつたちのクリスマスツリー ジャン・ウォール／さく 好学社 2016.10 E ｳｵﾙ 児童

クッキークリスマス うすいのりこ／作 偕成社 199111 E ｳｽｲ 児童

ねずみくん、どうするどうするクリスマス ドン・ウッド／さく ＢＬ出版 2003.11 E ｳﾂﾄ 児童

ちいさな　ろば ルース・エインワース／作 福音館書店 199012 E ｴｲﾝ 児童

クリスマスまであと九日 マリー・ホール・エッツ／作 冨山房 199103 E ｴﾂﾂ 児童

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・絵徳間書店 2011.10 E ｵｸﾘ 児童

ポンテのクリスマス オスターグレン晴子／文 福音館書店 2011.4 E ｵｽﾀ 児童

クリスマスの絵本 スベン・オットー／〔作〕 評論社 198012 E ｵﾂﾄ 児童

ポインセチアはまほうの花 ジョアンヌ・オッペンハイム／文光村教育図書 2010.9 E ｵﾂﾍ 児童

クリスマスがせめてくる 小野かおる／さく・え 福音館書店 199312 E ｵﾉ 児童

サンタさんのうちへいけるかな おぼまこと／さく 福音館書店 199501 E ｵﾎ 児童

サンタさんへのてがみ ハイアウィン・オラム／文 ほるぷ出版 199510 E ｵﾗﾑ 児童

あくたれラルフのクリスマス ジャック・ガントス／さく ＰＨＰ研究所 2013.11 E ｶﾝﾄ 児童

サンタクロースのプレゼント 久保三千子／作 福音館書店 198701 E ｸﾎ 児童

サンタクロースのおくりもの Ｅ．クラーク／作 金の星社 199411 E ｸﾗｸ 児童

クリスマスのつぼ ジャック・ケント／作・絵 ポプラ社 197711 E ｹﾝﾄ 児童

ピッキのクリスマス 小西英子／作 福音館書店 201604 E ｺﾆｼ 児童

てんしさまがおりてくる 五味太郎／著 ブロンズ新社 199910 E ｺﾐ 児童
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本のタイトル 著者 出版者 出版年 請求記号

まどからおくりもの 五味太郎／作・絵 偕成社 198311 E ｺﾐ 児童

ねむいねむいねずみのクリスマス 佐々木マキ／作・絵 ＰＨＰ研究所 198211 E ｻｻｷ 児童

ふたりのサンタ 佐々木マキ／作 福音館書店 199110 E ｻｻｷ 児童

ゆきだるまのクリスマス 佐々木マキ／作 福音館書店 199110 E ｻｻｷ 児童

子うさぎましろのお話 佐々木たづ／ぶん ポプラ社 197001 E ｻｻｷ 児童

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 2013.10 E ｻﾄｳ 児童

わたしクリスマスツリー 佐野洋子／作・絵 講談社 199011 E ｻﾉ 児童

ティリーのクリスマス フェイス・ジェイクス／作 こぐま社 199512 E ｼｴｲ 児童

こびとの村のクリスマス Ａ．シャプートン／文 文化出版局 198411 E ｼﾔﾌ 児童

ぞうくんのクリスマスプレゼント セシル・ジョスリン／作 あかね書房 2011.10 E ｼﾖｽ 児童

はろるどのクリスマス クロケット・ジョンソン／作 文化学園文化出版局 2011.11 E ｼﾖﾝ 児童

しろくまくんのクリスマス ヘンリエッタ・スティックランド／作金の星社 199312 E ｽﾃｲ 児童

ちいさなサンタまちにいく アヌ・ストーナー／文 岩崎書店 2005.10 E ｽﾄﾅ 児童

とってもふしぎなクリスマス ルース・ソーヤー／文 ほるぷ出版 199410 E ｿﾔ 児童

ノエルのひみつ グレゴアール・ソロタレフ／作・絵佑学社 199010 E ｿﾛﾀ 児童

しあわせなモミの木 シャーロット・ゾロトウ／文 童話屋 199111 E ｿﾛﾄ 児童

サンタとふしぎなながれ星 たむらしげる／作 リブロポート 199710 E ﾀﾑﾗ 児童

サンタのおもちゃ工場 たむらしげる／作 リブロポート 199710 E ﾀﾑﾗ 児童

あたたかいおくりもの たるいしまこ／さく 福音館書店 199210 E ﾀﾙｲ 児童

サンタさんからきたてがみ たんのゆきこ／さく 福音館書店 199011 E ﾀﾝﾉ 児童

エリーちゃんのクリスマス メアリー・チャルマーズ／さく福音館書店 2009.10 E ﾁﾔﾙ 児童

ハリーのクリスマス メアリー・チャルマーズ／さく福音館書店 2012.10 E ﾁﾔﾙ 児童

ベッキーのクリスマス ターシャ・テューダー／絵・文メディアファクトリー 2007.10 E ﾁﾕﾀ 児童
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本のタイトル 著者 出版者 出版年 請求記号

いちばんすてきなクリスマス チェン・チーユエン／作 コンセル 2006.9 E ﾁﾝ 児童

ノーナさまのクリスマス トミー・デ・パオラ／さく 偕成社 199311 E ﾃﾊｵ 児童

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 ＢＬ出版 2008.11 E ﾃﾕﾎ 児童

ペチューニアのクリスマス ロジャー・デュボワザン／さく・え復刊ドットコム 2012.11 E ﾃﾕﾎ 児童

ホワイトクリスマス ウォルター・デ・ラ・メア／詩岩崎書店 2015.11 E ﾃﾗﾒ 児童

サンタクロースってほんとにいるの？ てるおかいつこ／文 福音館書店 198210 E ﾃﾙｵ 児童

おじいちゃんとのクリスマス リタ・テーンクヴィスト／文 富山房 199510 E ﾃﾝｸ 児童

１００こめのクリスマス・ケーキ 長尾玲子／さく 福音館書店 199510 E ﾅｶｵ 児童

あっちゃんとゆびにんぎょう 長尾玲子／さく 福音館書店 199510 E ﾅｶｵ 児童

サンタさんありがとう 長尾玲子／さく 福音館書店 199810 E ﾅｶｵ 児童

サンタさんとこいぬ 長尾玲子／さく 福音館書店 2001.10 E ﾅｶｵ 児童

サンタさんのいちにち 長尾玲子／さく 福音館書店 199510 E ﾅｶｵ 児童

ぐりとぐらのおきゃくさま なかがわりえこ／〔著〕 福音館書店 198309 E ﾅｶｶ 児童

とんがとぴんがのプレゼント 西内ミナミ／さく 福音館書店 2008.10 E ﾆｼｳ 児童

サンタクロースのくるひ 西巻茅子／さく・え 福音館書店 199010 E ﾆｼﾏ 児童

クリスマスのこねこ クレア・ターレイ・ニューベリー／文と絵大日本図書 198803 E ﾆﾕﾍ 児童

クリスマスのふしぎなはこ 長谷川摂子／ぶん 福音館書店 2008.10 E ﾊｾｶ 児童

ぎんいろのクリスマスツリー パット・ハッチンス／さく 偕成社 198910 E ﾊﾂﾁ 児童

クリスマスイヴの木 デリア・ハディ／文 ＢＬ出版 2015.11 E ﾊﾃｲ 児童

クリスマスのおくりもの ジョン・バーニンガム／さく ほるぷ出版 199311 E ﾊﾆﾝ 児童

サンタクロースとれいちゃん 林明子／さく 福音館書店 198710 E ﾊﾔｼ 児童

ズボンのクリスマス 林明子／さく 福音館書店 198710 E ﾊﾔｼ 児童

おおきいツリー・ちいさいツリー ロバート・バリー／さく 大日本図書 2000.10 E ﾊﾘ 児童
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ちいさなもみの木 ガブリエル・バンサン／さく ブックローン出版 199611 E ﾊﾝｻ 児童

クリスマスの森 ルイーズ・ファティオ／文 福音館書店 2015.10 E ﾌｱﾃ 児童

きつねとトムテ カール・エリック・フォーシュルンド／詩偕成社 198104 E ﾌｵｼ 児童

おやすみなさいサンタクロース 舟崎克彦／作 理論社 199011 E ﾌﾅｻ 児童

となかいはなぜサンタのそりをひく？ モー・プライス／文 岩波書店 199411 E ﾌﾗｲ 児童Ｌ

もみの木のねがい エステル・ブライヤー／再話 福音館書店 2016.10 E ﾌﾗｲ 児童

うまやのクリスマス マーガレット・ワイズ・ブラウン／ぶん童話館出版 2003.10 E ﾌﾗｳ 児童

こねこのみつけたクリスマス マーガレット・ブラウン／文 ほるぷ出版 199410 E ﾌﾗｳ 児童

ちいさなもみのき マーガレット・ブラウン／さく福音館書店 199310 E ﾌﾗｳ 児童

さむがりやのサンタ レイモンド・ブリッグズ／さく・え福音館書店 198110 E ﾌﾘﾂ 児童

サンタのなつやすみ レイモンド・ブリッグズ／さくあすなろ書房 199805 E ﾌﾘﾂ 児童

ババールとサンタクロース ジャン・ド・ブリュノフ／さく評論社 198209 E ﾌﾘﾕ-5 児童

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 偕成社 197912 E ﾌﾘﾖ 児童

クリスマスってなあに ディック＝ブルーナ／作 講談社 2013.11 E ﾌﾙﾅ 児童

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 福音館書店 199612 E ﾍｲﾘ 児童

ペッテルとロッタのクリスマス エルサ・ベスコフ／さく・え 福音館書店 2001.10 E ﾍｽｺ 児童

マドレーヌのクリスマス ルドウィッヒ・ベーメルマンス／作・絵佑学社 198912 E ﾍﾒﾙ 児童

山のクリスマス ルドウィッヒ・ベーメルマンス／文・え岩波書店 198709 E ﾍﾒﾙ 児童

アーサーのクリスマス・プレゼント リリアン・ホーバン／作 文化出版局 197712 E ﾎﾊﾝ 児童

くるみわりにんぎょう ホフマン／さく 偕成社 1968.5 E ﾎﾌﾏ 児童

アンジェリーナのクリスマス キャサリン・ホラバード／文 講談社 2004.10 E ﾎﾗﾊ 児童

こねこのクリスマス ターシャ・テューダー／絵 いのちのことば社 2006.9 E ﾎﾙﾑ 児童

とのさまサンタ 本田カヨ子／ぶん リブリオ出版 200004 E ﾎﾝﾀ 児童
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クリスマスケーキをさあどうぞ まついのりこ／さく 童心社 199511 E ﾏﾂｲ 児童

サンタといっしょにメリークリスマス まついのりこ／さく 童心社 199511 E ﾏﾂｲ 児童

サンタにてがみがとどいたよ まついのりこ／さく 童心社 199511 E ﾏﾂｲ 児童

こうさぎのクリスマス 松野正子／再話 福音館書店 2004.12 E ﾏﾂﾉ 児童

キップコップのクリスマス マレーク・ベロニカ／文と絵 風涛社 2005.10 E ﾏﾚｸ 児童

サンタクロースとぎんのくま マレーク・ベロニカ／ぶん・え福音館書店 2007.10 E ﾏﾚｸ 児童

あすはたのしいクリスマス クレメント・ムーア／ぶん ほるぷ出版 198111 E ﾑｱ 児童

クリスマスイヴのこと クレメント・ムーア／作 セーラー出版 199310 E ﾑｱ 児童

クリスマスのまえのばん クレメント・Ｃ．ムーア／さく新世研 2001.10 E ﾑｱ 児童

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ＢＬ出版 2012.10 E ﾑｱ 児童

聖ニコラスがやってくる！ クレメント・Ｃ．ムーア／文 西村書店東京出版編集部2011.11 E ﾑｱ 児童

クリスマスのちいさなほし オリガ・ヤクトーヴィチ／作 福音館書店 201704 E ﾔｸﾄ 児童

トムテ ヴィクトール・リュードベリィ／さく偕成社 197911 E ﾘﾄﾍ 児童

やかまし村のクリスマス アストリッド・リンドグレーン／作ポプラ社 2003.11 E ﾘﾝﾄ 児童

ロッタちゃんとクリスマスツリー アストリッド・リンドグレーン／さく偕成社 197912 E ﾘﾝﾄ 児童

メリークリスマスおさるのジョージ Ｍ．レイ／原作 岩波書店 2007.11 E ﾚｲ 児童

クリスマスってなあに？ ジョーン・Ｇ．ロビンソン／文・絵岩波書店 2012.11 E ﾛﾋﾝ 児童

聖夜のおくりもの トリシャ・ロマンス／文・絵 岩波書店 2008.10 E ﾛﾏﾝ 児童

コアラのクリスマス 渡辺鉄太／さく 福音館書店 2014.10 E ﾜﾀﾅ 児童
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