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書名 著者名 出版者 出版年
クリスマスの本 キリスト教視聴覚セン 2004.1
１２カ月の歳時キルト 婦人生活社 1998.11
花のナプキンワーク 浜　裕子∥著 誠文堂新光社 2009.2
わたしのテーブルコーディネート 牧野　由美子∥著 辰巳出版 2006.12
よくわかるクリスマス 嶺重  淑∥編 教文館 2014.9
１３番目の贈りもの ジョアン  フイスト  スミ 東洋出版 2014.12
ダヤンのクリスマスブック 池田　あきこ∥著 主婦と生活社 2007.11
恋人たちのいる風景 Ｏ．ヘンリー∥著 洋泉社 2009.11
アルネ＆カルロスのクリスマスボール アルネ＆カルロス∥著 日本ヴォーグ社 2015.12
野口多鶴子のナチュラルリースが彩る暮らし 野口／多鶴子∥著 主婦と生活社 2005.1
ダヤンのクリスマスまでの１２日 池田／あきこ∥著 中央公論新社 2001.1
クリスマスの本場ドイツふれあい紀行 伊関　武夫∥文　写真 角川学芸出版 2008.12
くるみ割り人形 E.T.A.ホフマン∥作 KTC中央出版 2018.1
ターシャ・テューダーのクリスマス ハリー・デイヴィス∥著 文芸春秋 2000.11
星の民のクリスマス 古谷田  奈月∥著 新潮社 2013.11
小林カツ代のやさしいおかず２００ 小林／カツ代∥著 講談社 2000.3
一日でできるクリスマス小物 カントリークラフト∥編 婦人生活社 1996.11
手作りで楽しむ季節の飾りもの ブティック社 2002.12
３４丁目の奇跡 ヴァレンタイン・デイ あすなろ書房 2002.11
草のリース木のリース 横山／美恵子∥著 扶桑社 1994.12
クリスマスのまえのよる ほし  みつき∥著 日東書院本社 2013.1
ラッピングの教科書 宮岡　宏会∥著 ナツメ社 2013.2
かばん屋の相続 池井戸　潤∥著 文芸春秋 2011.4
お菓子とケーキ絞り・飾り・生地デコレーショ 植本　愉利子∥著 成美堂出版 2011.1
サンタへの手紙 メアリー  ハレル＝セス クロニクルブックス・ 2016.1
クリスマス・プディングの冒険 アガサ・クリスティー∥ 早川書房 2004.11
食をひきたてるテーブルコーディネート 間崎　友子∥著 誠文堂新光社 2011.9
キャロリング 有川  浩∥著 幻冬舎 2014.1
ストリート・クリスマス 古野  まほろ∥著 光文社 2015.8
手作りのクリスマス・デコレーション ブティック社 1993.11
サンタクロース公式ブック パラダイス山元∥著　監 小学館 2007.1
クリスマスの歴史 ジュディス  フランダー 原書房 2018.11
歳時を楽しむお料理１２か月 小林　玖仁男∥室礼 扶桑社 2008.12
世界で一番のクリスマス 石井 光太∥著 文藝春秋 2017.1
はじめての手編みクリスマス小物130 アップルミンツ 2018.9
手づくりクリスマスＢＯＯＫ パッチワーク通信社 2008.11
簡単コスプレ＆イベント服 みる∥著 主婦の友社 2016.1
太陽の塔 森見／登美彦∥著 新潮社 2003.12
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輝く夜 百田　尚樹∥〔著〕 講談社 2010.11
サンタのおばさん 東野／圭吾∥作 文芸春秋 2001.11
窓辺のキャンドル アリス  テイラー∥著 未知谷 2018.12
初めてでも上手にできた！ミニデコロール 下迫　綾美∥著 主婦の友社 2012.1
大人かわいいラッピング 宮岡 宏会∥著 主婦と生活社 2017.4
作って楽しいもらってうれしい手作りカード ひろば編集部∥編 日本幼年教育研究会 2004.2
ポアロのクリスマス アガサ・クリスティー∥ 早川書房 2003.11
１２か月の手づくりリース パッチワーク通信社 1999.12
花のサークル・リース 桜井／忍∥著 文化出版局 1992.1
大統領のクリスマス・ツリー 鷺沢／萠∥著 講談社 1994.2
空間を彩るバルーンアートハンドブック 井波／恭子∥著 金の星社 2001.2
ＮＯ　ＣＡＬＬ　ＮＯ　ＬＩＦＥ 壁井　ユカコ∥〔著〕 角川書店 2009.7
クリスマスとお正月飾り 日本ヴォーグ社 2000.12
ラッピングのきほん事典 宮田　真由美∥監修 西東社 2009.12
くるみ割り人形とねずみの王さま／ブランビラ ホフマン∥著 光文社 2015.4
ドリームライト 石川　智之∥著 健康ジャーナル社 2006.11
ＤＩＹで楽しむ！イルミネーション入門ＢＯＯ 学研 2007.11
ステンドグラスでつくる 山下／カリ∥著 ほるぷ出版 1997.9
愛と狂瀾のメリークリスマス 堀井 憲一郎∥著 講談社 2017.1
クリスマスの起源 Ｏ．クルマン∥著 教文館 2006.11
イルミネーション入門ブック 学研 2004.12

クリスマス・ソング
クリスマス・ソング研究
会∥監修

シンコーミュージッ
ク・エンタテイメント

2005.11

ようこそのテーブル 福田／典子∥著 文化出版局 1994.8
クリスマス・ストーリーズ 大崎／善生∥著 角川書店 2005.11
モダン・テーブルセッティング 浜  裕子∥著 誠文堂新光社 2015.1
かわいくて簡単ラッピング 渋沢／英子∥著 主婦と生活社 2001.11
図説クリスマス百科事典 ジェリー　ボウラー∥著 柊風舎 2007.12
クレオパトラの夢 恩田／陸∥著 双葉社 2003.11
クリスマス クラウス・クラハト∥著 角川書店 1999.11
サンタクロースのおもちゃ箱 豊田／菜穂子∥文 ＷＡＶＥ出版 1996.12
手作りの押し花工房 ワールド・プレス・フラ グラフ社 2000.6
くらしを彩るリース 市山／泰子∥著 六耀社 1998.1
サンタクロースの秘密 クロード・レヴィ＝スト せりか書房 1995.12
サンタクロースの大旅行 葛野／浩昭∥著 岩波書店 1998.11
わたしの好きなクリスマスの絵 フェデリコ  ゼーリ∥著 平凡社 2013.11
ドイツ・クリスマスの旅 谷中／央∥文・写真 東京書籍 1995.11
空飛ぶトナカイの物語 ロバート・サリヴァン∥ 集英社 1998.11
クリスマスリース 斎藤／勝子∥制作・監修 辰巳出版 2003.11
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クリスマス・ブックス チャールズ　ディケンズ 渓水社 2012.9
クリスマス・キャロル チャールズ　ディケンズ 西村書店 1991.12
クリスマスには焼き魚にローソクを 中川　剛∥著 幻冬舎 2009.6
シュガーデコレーションのケーキ 斎藤／芳子∥著 主婦の友社 1997.2
小林カツ代のやさしいクリスマス料理 小林／カツ代∥著 講談社 1996.11
こんなふうに贈りたい！ 桜井／美奈子∥著 成美堂出版 2001.12
クリスマス合唱曲集 シュッツ AV資料 1998.11
献呈 Ｒ．シュトラウス AV資料 2001.2
クリスマス・フォー・トゥー ルチアーノ　パヴァロッ AV資料 2003.1
スノーフォール クリスマス・ソングス トニー　ベネット∥歌 AV資料 2004.11

ゴスペル・ミレニアム クリスマス
クリスマス ハーレム　ゴ
スペル　クワイアー∥

AV資料 2000.11

クリスマス・ソングス エディ　ヒギンズ　トリ AV資料 2008.11
クリスマス・クッキン ジミー スミス AV資料 2000.11
落語名人全集 １７ 三遊亭　円右∥口演 AV資料 2005.4
オルゴール＊ベストセレクション 〔８〕 AV資料 2001.1
メロディーズ 山下　達郎∥歌 AV資料 1999.6
ＣｈｒｉｓｔｍａＳｗｉｎｇ 今　陽子∥〔ほか〕演奏 AV資料 2004.12
ムーミン パペット・アニメーション 冬の巻 トーベ　ヤンソン∥原作 AV資料 2013.6
クリスマスの鐘 デジタル絵本 藤城　清治∥影絵 AV資料 2009.9
クリスマス・キャロル エドウィン　Ｌ．マリン AV資料 2016.1
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