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書名 巻次 著者名 出版者 出版年

サンタ・クロースからの手紙
Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキ
ン∥〔作〕

評論社 1976.12

馬小屋のクリスマス
アストリッド　リンド
グレーン∥文

ラトルズ 2006.11

もみの木
ハンス・クリスチャ
ン・アンデルセン∥さ

ほるぷ出版 1984.12

ゆきとトナカイのうた
ボディル・ハグブリン
ク∥作・絵

ポプラ社 2001.11

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 1994.1

もみの木のねがい
エステル  ブライヤー
∥再話

福音館書店 2016.1

クリスマスわくわくサンタの日！ ますだ　ゆうこ∥作 文渓堂 2009.11

クリスマスの絵本
スベン・オットー∥
〔作〕

評論社 1980.12

どこ? 山形 明美∥作 講談社 2017.1
ハモのクリスマス たかお　ゆうこ∥さく 福音館書店 2008.1
ねすごしたサンタクロース 垣内／磯子∥文 小学館 2001.12
とのさまサンタ 長野 ヒデ子∥作  絵 あすなろ書房 2017.12
サンタクロースになるひ 種村  有希子∥作 小学館 2015.11
クリスマスイヴの木 デリア  ハディ∥文 ＢＬ出版 2015.11

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

クリスマスプレゼント 2
あいはら　ひろゆき∥
ぶん

教育画劇 2007.1

もぐらくんとクリスマス
ハナ　ドスコチロ
ヴァー∥作

偕成社 2009.11

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

1996.11

サンタさんのいたずらっこリスト
ローレンス・デイ
ヴィッド∥作

小学館 2003.12

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

主婦の友社 2013.11

サンタクロースはおばあさん 佐野　洋子∥さく　え フレーベル館 2007.1
ラップランドのサンタクロース図鑑 ペッカ・ヴォリ∥著・ 文渓堂 2004.11
森のクリスマス きむら／だいすけ∥さ 福武書店 1994.11

がまがえるのサンタさん
しのざき／みつお∥絵
と文

ＰＨＰ研究所 2004.11

クリスマスにほしいもの 星野  はしる／作 ひさかたチャイ
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ちいさなサンタまちにいく アヌ・ストーナー∥文 岩崎書店 2005.1

ゆきだるまのメリークリスマス
ヴォルフラム　ヘネル
∥作

文渓堂 2008.11

ゆきがやんだあとで… 三木／卓∥文 福音館書店 2006.1
ゆきやまたんけん 松岡　たつひで∥さく 福音館書店 2011.1
まほうつかいのクリスマス 森山／京∥作 あかね書房 1997.11
コロちゃんのクリスマスのぼうけん エリック・ヒル∥さく 評論社 1995.11

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 1981.11

もうすぐゆきのクリスマス
ターシャ・テューダー
∥著

メディアファク
トリー

2001.12

ちっちゃなサンタさん
ガブリエル・バンサン
∥さく

ブックローン出
版

1994.11

とおい星からのおきゃくさま もいち／くみこ∥さく 岩崎書店 2002.11

ハネスうさぎのクリスマス
バーナデット・ワッツ
∥作

講談社 2000.1

スキャリーおじさんのどうぶつたちのメ
リークリスマス

リチャード  スキャ
リー∥え

ＢＬ出版 2013.11

ほんとうのクリスマス 森　一弘∥文 女子パウロ会 2006.1
サンタクロースが二月にやってきた 今江　祥智∥文 文研出版 2007.11
サンタクロースのすてきな道具の絵本 奥井／ゆみ子∥作・絵 ブックローン出 1991.11
クリスマスのねこヘンリー メリー　カルホーン∥ リブリオ出版 2006.12

クリスマスのまえのばん
クレメント・Ｃ・ムー
ア∥ぶん

福音館書店 1996.1

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 1982.1
サンタクロースと小人たち マウリ＝クンナス∥作 偕成社 1982
もみちゃんともみの木 たかどの／ほうこ∥作 あかね書房 2004.1
バーバパパのプレゼント アネット＝チゾン∥さ 講談社 1982.11

マッチ売りの女の子
Ｈ．Ｃ．アンデルセン
∥原作

小学館 2004.12

ゆきのよるのおきゃくさま
ティルデ・ミヒェルス
∥ぶん

宝島社 1994.12

クリスマスのまえのばん
ターシャ・テューダー
∥絵

偕成社 2000.12

サンタのひみつおしえます
ジェームズ　ソルヘイ
ム∥さく

ひさかたチャイ
ルド

2006.1

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 2009.1

サンタをのせたクリスマス電車 ジタ・ユッカー∥絵 太平社 1991.11
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クリスマスの森
ルイーズ  ファティオ
∥文

福音館書店 2015.1

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 1995.1

クリスマスってなあに ディック＝ブルーナ∥ 講談社 2013.11
まってるよサンタクロース！ ジュリー・サイクス∥ 文渓堂 1998.11
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 講談社 1996.11

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 集英社 2013.11
クリスマスおめでとう ひぐち／みちこ∥作 こぐま社 1997.11

ゆきだるまのクリスマス！
キャラリン　ビーナー
∥ぶん

評論社 2006.11

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 2007.1

パディントンのクリスマス マイケル  ボンド∥さ 理論社 2017.1

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 2004.1

おおきいサンタとちいさいサンタ 谷口  智則∥作  絵 文渓堂 2015.11
サンタクロースとまほうのたいこ マウリ・クンナス∥作 偕成社 1996
サンタクロースがやってきた グランマ・モーゼズ∥ ＪＩＣＣ出版局 1992.12
ジョニーのクリスマス やまだ／うたこ∥文・ 教育画劇 2005.1
サンタクロースのくるひ 西巻／茅子∥さく・え 福音館書店 1990.1
サンタクロースのしろいねこ スー・ステイントン∥ 徳間書店 2003.1
サンタクロースのたんじょうび たむら／ともこ∥ ほるぷ出版 1993.1
クリスマスを救った女の子 マット  ヘイグ∥文 西村書店 2017.1

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

ちびうさクリスマス！ ハリー　ホース∥作 光村教育図書 2008.1
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 1990
さんにんサンタ いとう／ひろし∥作 絵本館 1992.11

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

2007.1

モンスター・ホテルでクリスマス 柏葉／幸子∥作 小峰書店 1994.12
クリスマスにはやっぱりサンタ ビル・ピート∥さく ほるぷ出版 1979.11
サンタクロースのふくろのなか 安野　光雅∥〔作〕 童話屋 2006.1
コロちゃんのクリスマス エリック・ヒル∥作 評論社 1984.9
ツツミマスさんと３つのおくりもの こがしわ  かおり∥作 小峰書店 2015.7

サンタのいちねんトナカイのいちねん
きしら　まゆこ∥作
絵

ひさかたチャイ
ルド

2008.1
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クリスマスなんてだいっきらい！
ひがし　あきこ∥さく
え

ＡＲＴＢＯＸイ
ンターナショナ

2006.9

サンタさんといっしょに あまん／きみこ∥作 教育画劇 1992.1

クリスマスのものがたり
フェリクス・ホフマン
∥さく

福音館書店 1978

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 パロル舎 2007.1

クリスマスの人形たち
ジョージー　アダムズ
∥文

徳間書店 2008.1

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 1990

天使のクリスマス
ピーター  コリントン
∥さく

ほるぷ出版 1990.11

きょうはクリスマス 小西  英子∥絵と文 至光社 2016
めがねうさぎのクリスマスったらクリス せな／けいこ∥作・絵 ポプラ社 2002.11
クリスマス人形のねがい ルーマー・ゴッデン∥ 岩波書店 2001.11
よるくまクリスマスのまえのよる 酒井／駒子∥著 白泉社 2000.1
サンタクロースのそりにのって 松岡／節∥作 ひかりのくに 2002.11

ブルンミとゆきだるま
マレーク・ベロニカ∥
文と絵

風涛社 2004.11

サンタさんのトナカイ
ジャン　ブレット∥作
絵

徳間書店 2013.1

ゆきのひのおくりもの
ポール・フランソワ∥
さく

パロル舎 2003.12

のんびり森はおおゆきです かわきた／りょうじ∥ 岩崎書店 2000.2
サンタクロース一年生 原／京子∥作 ポプラ社 2005.11
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
フェリックスの手紙 4 アネッテ  ランゲン∥ ブロンズ新社 1997.11

やまあらしぼうやのクリスマス
ジョセフ・スレイト∥
ぶん

グランまま社 1996.11

クリスマスはまってくれない イブ・タルレ∥文・絵 くもん出版 1990.11
ねむいねむいねずみのクリスマス ささき／まき∥作・絵 ＰＨＰ研究所 1982.11

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

ＢＬ出版 2014.11

おおかみルルのクリスマス
シルヴィー・オザ
リー・ルトン∥作

ひくまの出版 2002.11

まぼろしのゆきのはらえき
間瀬　なおかた∥作
絵

ひさかたチャイ
ルド

2011.11

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 文渓堂 2016.1
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ルルとララのクリスマス
あんびる  やすこ∥作
絵

岩崎書店 2013.1

ようこそクリスマス 市川　里美∥絵 講談社 2006.1
クリスマスのおかいもの ルー  ピーコック∥ぶ ほるぷ出版 2018.1
クリスマスツリーをかざろう パトリシア  トート∥ BL出版 2018.11

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

ほるぷ出版 1994.1

コアラのクリスマス 渡辺  鉄太∥さく 福音館書店 2014.1

クリスマスの大そうどう
デイビッド　シャノン
∥作

評論社 2007.11

くまじいちゃんのクリスマス やすい／すえこ∥さく 女子パウロ会 1997.1

いそがしいクリスマス
マージョリー  Ｗ．
シャーマット∥ぶん

大日本図書 2014.1

クリスマス人形のねがい ルーマー・ゴッデン∥ 岩波書店 2001.11

マッチうりの女の子
ハンス・クリスチャ
ン・アンデルセン∥作

童話館 1994.12

サンタクロースがすねちゃった ウテ・クラウゼ∥作・ 佑学社 1986.11
やさいのクリスマスおおさわぎ さくら／ともこ∥さく ＰＨＰ研究所 2002.11

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 1998.5

サンタさんがサンタさんになったわけ
スティーヴン・クレン
スキー∥さく

オリコン・エン
タテインメント

2004.11

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 1995.1

かいけつゾロリのきょうふのプレゼント 原／ゆたか∥さく・え ポプラ社 1992.12
ちっちゃなミッケ！ ジーン　マルゾーロ∥ 小学館 2010.12

ゆきだるま 武鹿　悦子∥詩
ひさかたチャイ
ルド

2007.11

サンタおじさんのいねむり
ルイーズ＝ファチオ∥
さく

偕成社 1991

メルローズとクロックきみとであったク
リスマス

エマ  チチェスター  ク
ラーク∥さく

評論社 2006.1

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

メリークリスマスおおかみさん みやにし／たつや∥作 女子パウロ会 2000.1

ちびくまのプレゼント
キャサリン　アリソン
∥ぶん

ブロンズ新社 2006.1

モンスター・ホテルでクリスマス 柏葉／幸子∥作 小峰書店 1994.12
賢者のおくりもの オー  ヘンリー∥原作 金の星社 2014.11
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クリスマス★オールスター 中川／ひろたか∥文 童心社 1997.1

クリスマスよ、ブルーカンガルー！
エマ　チチェスター
クラーク∥さく

評論社 2007.11

クリスマスをとりもどせ! マット  ヘイグ∥文 西村書店 2018.11

クリスマス・キャロル
チャールズ  ディケン
ズ∥原作

光村教育図書 2017.1

うれしいうれしいクリスマス 長野／博一∥作 小峰書店 1988.11

ローラのクリスマス
クラウス・バウムガー
ト∥文・絵

西村書店 1998.1

サンタさんとこいぬ 長尾／玲子∥さく 福音館書店 2001.1
ねむいねむいねずみのクリスマス ささき／まき∥作・絵 ＰＨＰ研究所 1982.11
トゥートとパドルぼくたちのホワイト・
クリスマス

ホリー　ホビー∥作 ＢＬ出版 2009.11

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

ポプラ社 2006.1

ルララとトーララ　クリスマスのプレゼ かんの　ゆうこ∥ぶん 講談社 2010.1
さみしがりやのサンタさん 内田／麟太郎∥作 岩崎書店 2004.1
ユリアのクリスマス 南塚／直子∥作 小学館 2000.11
どんくまさんのクリスマス 柿本  幸造∥絵 至光社 1974
ふしぎなあかいぼうし 大鹿／智子∥作・絵 ポプラ社 1993.1
バーバパパのプレゼント アネット＝チゾン∥さ 講談社 1982.11

クリスマスの１２にち
ブライアン・ワイルド
スミス∥作

講談社 1997.1

みんなでたのしいクリスマス
クレア　フリードマン
∥文

ひさかたチャイ
ルド

2008.1

クリスマスのおばけ せな　けいこ∥作　絵 ポプラ社 2013.1

もぐらくんとゆきだるまくん
ハナ・ドスコチロ
ヴァー∥作

偕成社 2004.1

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

ＢＬ出版 2005.1

ゆきがふる 蜂飼  耳∥ぶん ブロンズ新社 2013.1

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

ほるぷ出版 1991.11

サンタさんたら、もう！ ひこ　田中∥作 ＷＡＶＥ出版 2012.12

クリスマスのようせい
ルーマー・ゴッデン∥
さく

福武書店 1989.12

サンタクロースのひみつ
アニー・シヴァーディ
∥文

文化出版局 1992.1

クリスマスの夜はしずかにね！ ジュリー・サイクス∥ 文渓堂 1996.11
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どうぶつたちのクリスマスツリー ジャン  ウォール∥さ 好学社 2016.1
クリスマスのおきゃくさま 間所／ひさこ∥文 女子パウロ会 2002.1
わたしのすてきなクリスマスツリー ダーロフ  イプカー∥ ＢＬ出版 2013.1

クリスマス・トムテン
ヴィクトール・リュー
ドベリィ∥さく

佑学社 1982.12

うさぎのぴょんのクリスマス
ハロルド・ジョーンズ
∥作・絵

徳間書店 2004.1

クリスマスプレゼント 1
あいはら　ひろゆき∥
ぶん

教育画劇 2007.1

サンタさんありがとう 長尾／玲子∥さく 福音館書店 1998.1
サンタクロースはおもちゃはかせ マーラ  フレイジー∥ 文渓堂 2006.11

人形たちのクリスマス
ターシャ・テューダー
∥著

メディアファク
トリー

2001.12

ちいさなねずみのクリスマス
アン  モーティマー∥
作  絵

徳間書店 2014.1

やまとの大冒険 川幡／由佳∥作・絵 講談社 2004.12

こねことサンタクロース
ユッタ・ゴアシリュー
ター∥文

ひくまの出版 2001.1

いちばんすてきなクリスマス チェン　チーユエン∥ コンセル 2006.9
わたしクリスマスツリー 佐野　洋子∥作　絵 講談社 2006.1

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 1993.11

もみのきそのみをかざりなさい 五味／太郎∥著 文化出版局 2000.8

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 2011.11

クリスマスキャロル ディケンズ∥作 講談社 2007.11
サンタクロースがよっぱらった 長崎／源之助∥さく 大日本図書 1985.1
おばあちゃんのクリスマス・ツリー 今村／葦子∥作 くもん出版 1992.12
クリスマスとよばれた男の子 マット  ヘイグ∥文 西村書店 2016.12

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 1974.1

おおきいツリーちいさいツリー ロバート・バリー∥さ 大日本図書 2000.1

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∥作

偕成社 1980

サンタさんといっしょに あまん／きみこ∥作 教育画劇 1992.1
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 2013.1
きょうりゅうたちのクリスマス ジェイン  ヨーレン∥ 小峰書店 2017.11

クリスマスの女の子
ルーマー・ゴッデン∥
さく

福武書店 1989.11
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りんりんはしろ！ ニコラ　スミー∥さく 評論社 2009.11
サンタクロースのおてつだい ロリ  エベルト∥文 ポプラ社 2014.1
エマおばあさんとモミの木 こやま／峰子∥作 平凡社 2005.11
世界一すてきなおくりもの 薫／くみこ∥作 ポプラ社 2001.11

ゆきがふるよ、ムーミントロール
トーベ　ヤンソン∥原
作　絵

徳間書店 2011.1

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

徳間書店 2012.9

カロリーヌのクリスマス
ピエール・プロブスト
∥さく

ＢＬ出版 1999.11

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

しろくまオントサンタクロースにあいに
いく

アルカディオ・ロバト
∥作

フレーベル館 1998.1

クリスマスまであと九日
マリー　ホール　エッ
ツ∥作　画

富山房 1991

雪とかたつむり みかん  文・絵 文芸社 2014.8
ハッピー・キッズクリスマス 2013.11
ジョイフル・クリスマス・フォー・キッ 2012.11

アニメ＆ファンタジー映画ベスト
スタンリー　ブラック
∥指揮

Ｓｏｎｙ　Ｍｕ
ｓｉｃ　Ｈｏｕ

2002.6

みんなでメリー　クリスマス！
山野　さと子∥〔ほ
か〕うた

日本コロムビア 1999.11

いろいろ！いっぱい！バースデーソング
竹内　浩明∥〔ほか〕
演奏

2014.1
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