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書名 巻次 著者名 出版者
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
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
モグのクリスマス ジュディス　カー∥作 あすなろ書房

ジングルベル
キャサリン  N.デイ
リー∥作

PHP研究所

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
名作で読むクリスマス 青い鳥文庫編集部∥編 講談社

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

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

ぐりとぐらのおきゃくさま 中川／李枝子∥さく 福音館書店

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

こねこのクリスマス なかえ／よしを∥作 教育画劇

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

めがねうさぎのクリスマスったらクリスマス せな／けいこ∥作・絵 ポプラ社
ゆきゆきゆき たむら  しげる∥さく 福音館書店
サラとピンキー サンタの国へ行く 富安 陽子∥作  絵 講談社
モンスター・ホテルでクリスマス 柏葉／幸子∥作 小峰書店
みなみのしまのサンタクロース 斉藤／洋∥作 佼成出版社
賢者のおくりもの オー  ヘンリー∥原作 金の星社
ようこそクリスマス 市川　里美∥絵 講談社
クリスマスのおかいもの ルー  ピーコック∥ぶ ほるぷ出版
クリスマスツリーをかざろう パトリシア  トート∥ BL出版

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

クリスマスだよ、デイビッド!
デイビッド  シャノン
∥さく

評論社

クリスマスの大そうどう
デイビッド　シャノン
∥作

評論社

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
ねずみくんのクリスマス なかえ／よしを∥作 ポプラ社
クリスマスのおかいもの たしろ　ちさと∥作 講談社
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
クリスマスのこねこたち スー　ステイントン∥ 徳間書店
サンタクロースの１１かげつ マイク  リース∥ぶん 岩崎書店
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くるみわりにんぎょう
Ｅ．Ｔ．Ａ．ホフマン
∥原作

徳間書店

クリスマスにくつしたをさげるわけ 間所／ひさこ∥作 教育画劇

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

ルララとトーララ　クリスマスのプレゼント かんの　ゆうこ∥ぶん 講談社
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
さみしがりやのサンタさん 内田／麟太郎∥作 岩崎書店
お父さんのクリスマスツリー 鴨沢　祐仁∥著 架空社
クリスマスツリー 吉村　和敏∥写真　文 アリス館

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

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

クリスマスのおばけ せな　けいこ∥作　絵 ポプラ社
おしゃれのすきなサンタさん ローラ・レーダー∥作 文渓堂

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

クリスマスのちいさなおくりもの アリスン　アトリー∥ 福音館書店
クリスマスの夜はしずかにね！ ジュリー・サイクス∥ 文渓堂
コアラのクリスマス 渡辺  鉄太∥さく 福音館書店

ひとりぼっちのミャー  クリスマスのよるに
たしろ  ちさと∥え  ぶ
ん

女子パウロ会

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

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

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

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

１２月通り２５番地 ヘレン・ウォード∥作 ＢＬ出版

しずかな、クリスマスのほん
デボラ　アンダーウッ
ド∥文

光村教育図書

わたしクリスマスツリー 佐野　洋子∥作　絵 講談社
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
クリスマスにくつしたをさげるわけ 間所／ひさこ∥作 教育画劇
ぼくらのメリー・クリスマス 宗田 理∥作 KADOKAWA
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
もみの木 せな けいこ∥絵 KADOKAWA
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サンタさんからおへんじついた！？ 若林／ひとみ∥作 ポプラ社
クリスマスマーケットのふしぎなよる たなか 鮎子∥作 講談社
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

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

こどものための聖母マリア物語
ブライアン・ワイルド
スミス∥絵・文

小学館

どんくまさんのクリスマス 柿本  幸造∥絵 至光社
サンタクロースのすてきな道具の絵本 奥井／ゆみ子∥作・絵 ブックローン出版

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

もみの木のねがい
エステル  ブライヤー
∥再話

福音館書店

もりのおくのクリスマスツリー ユーヴァル  ゾマー∥ ほるぷ出版
サンタクロースのくるひ 西巻／茅子∥さく・え 福音館書店
ぐりとぐらのおきゃくさま 中川／李枝子∥さく 福音館書店

クリスマスのおきゃくさま
ダイアナ・ヘンドリー
∥文

徳間書店

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

まどから★おくりもの 五味 太郎∥作  絵 偕成社
みならいサンタ そのだ えり∥作 文溪堂
世界一すてきなおくりもの 薫／くみこ∥作 ポプラ社

エルマーとサンタさん
デビッド　マッキー∥
ぶんとえ

ＢＬ出版

どうぶつたちのクリスマス
ノーマ　ファーバー∥
ぶん

日本キリスト教団出
版局

クレヨン王国森のクリスマス物語 福永／令三∥〔著〕 講談社
もりでいちばんのクリスマスツリー いりやま  さとし∥著 佼成出版社
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
パーティーでいただきます つちだ／よしはる∥さ 小峰書店
ルーちゃんとクリスマスツリー 下村 明香∥ぶん 福音館書店
しもやけぐま 今江 祥智∥ぶん 文研出版
サンタクロースのおてつだい ロリ  エベルト∥文 ポプラ社

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

はたらくくるまたちのクリスマス
シェリー  ダスキー  リ
ンカー∥文

ひさかたチャイルド

リトルサンタ 丸山 陽子∥作 BL出版
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クリスマスをまつリサベット
アストリッド・リンド
グレーン∥作

岩波書店

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

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

パディントンのクリスマス マイケル  ボンド∥さ 理論社
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
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

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

１００こめのクリスマス・ケーキ 長尾／玲子∥さく 福音館書店
おたすけこびとのクリスマス なかがわ　ちひろ∥文 徳間書店

ホワイトクリスマス
ウォルター  デ  ラ  メ
ア∥詩

岩崎書店

ぞうくんのクリスマスプレゼント セシル　ジョスリン∥ あかね書房

クリスマスをさがすレティス
マンディー・スタンレ
イ∥さく

評論社

１９９３年のクリスマス
レスリー・ブリカス∥
ぶん

ほるぷ出版

星のひとみ せな けいこ∥絵 KADOKAWA

ふたりはクリスマスで
イローナ　ロジャーズ
∥さく　え

そうえん社

聖書物語 谷／真介∥文 ポプラ社

サンタ・クロースからの手紙
Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキ
ン∥〔作〕

評論社

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

クリスマスの人形たち
ジョージー　アダムズ
∥文

徳間書店

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

聖夜のおくりもの
トリシャ　ロマンス∥
文　絵

岩波書店

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

ねずみくんのクリスマス なかえ／よしを∥作 ポプラ社

クリスマスのりんご
ルース　ソーヤー∥ほ
か文

福音館書店
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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

サンタさんへのおくりもの Ｇ・ピュッセー∥作 文研出版

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

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

ティリーのクリスマス
フェイス・ジェイクス
∥作

こぐま社

クリスマス・イブ
マーガレット・Ｗ．ブ
ラウン∥ぶん

ほるぷ出版

ビロードのうさぎ
マージェリィ　Ｗ．ビ
アンコ∥原作

ブロンズ新社

クリスマスのまえのばん
ターシャ・テューダー
∥絵

偕成社

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

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

サンタさんありがとう 長尾／玲子∥さく 福音館書店

クリスマスのうさぎぼうや
アンドレ・ダーハン∥
さく

小学館

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

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

サンタクロースになるひ 種村  有希子∥作 小学館
クリスマスイヴの木 デリア  ハディ∥文 ＢＬ出版

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

トムテと赤いマフラー レーナ  アッロ∥文 光村教育図書
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
よるくまクリスマスのまえのよる 酒井／駒子∥著 白泉社

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

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

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
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
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クリスマスのインタビュー 土屋／富士夫∥絵 女子パウロ会
サンタクロースと小人たち マウリ＝クンナス∥作 偕成社

ねこのパンやさん
ポージー　シモンズ∥
作　絵

徳間書店

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

クリスマスのまえのよる
クレメント　Ｃ．ムー
ア∥詩

主婦の友社

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

ちいさなもみのき
マーガレット・ワイ
ズ・ブラウン∥さく

福音館書店

マッチ売りの女の子
Ｈ．Ｃ．アンデルセン
∥原作

小学館

まほうつかいのクリスマス 森山／京∥作 あかね書房

クリスマスのまえのばん
ターシャ・テューダー
∥絵

偕成社

きのいいサンタ さとう／わきこ∥作 金の星社
クリスマスわくわくサンタの日！ ますだ　ゆうこ∥作 文渓堂

クリスマスの森
ルイーズ  ファティオ
∥文

福音館書店

クリスマス・イブ
マーガレット・Ｗ．ブ
ラウン∥ぶん

ほるぷ出版

クリスマスってなあに ディック＝ブルーナ∥ 講談社
まどから★おくりもの 五味 太郎∥作  絵 偕成社
まってるよサンタクロース！ ジュリー・サイクス∥ 文渓堂
トリフのクリスマス アンナ・カリー∥さく くもん出版
サンタクロースがかぜひいた！ ジュリー・サイクス∥ 文渓堂

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

おおきいサンタとちいさいサンタ 谷口  智則∥作  絵 文渓堂

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

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
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
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
ジョニーのクリスマス やまだ／うたこ∥文・ 教育画劇

はやくおきてよサンタさん
マーカス・フィスター
∥作

講談社
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クリスマスのまえのばん
クレメント　クラーク
ムーア∥詩

ＢＬ出版

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

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

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
クリスマスのふしぎなはこ 長谷川　摂子∥ぶん 福音館書店

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

さんにんサンタ いとう／ひろし∥作 絵本館
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
サンタクロースのふくろのなか 安野　光雅∥〔作〕 童話屋
サンタのいちねんトナカイのいちねん きしら　まゆこ∥作 ひさかたチャイルド

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
ターナショナル

ちいさなもみのき
マーガレット・ワイ
ズ・ブラウン∥さく

福音館書店

めがねうさぎのクリスマスったらクリスマス せな／けいこ∥作・絵 ポプラ社

サンタさんのトナカイ
ジャン　ブレット∥作
絵

徳間書店

ファーディのクリスマス
ジュリア　ローリンソ
ン∥さく

理論社

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
クリスマスのちいさな木 ｅ．ｅ．カミングズ∥ 光村教育図書
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
おとうさんのクリスマスプレゼント スギヤマ  カナヨ∥著 赤ちゃんとママ社
サンタクロースがすねちゃった ウテ・クラウゼ∥作・ 佑学社
めがねうさぎのクリスマスったらクリスマス せな／けいこ∥作・絵 ポプラ社
ごろごろどっしーん 西内／ミナミ∥ぶん 福音館書店
ごろごろどっしーん 西内／ミナミ∥ぶん 福音館書店
ズボンのクリスマス 林／明子∥さく 福音館書店
こびととくつや グリム∥〔原作〕 平凡社
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