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書名 巻次 著者名 出版者

１９９３年のクリスマス
レスリー・ブリカス∥
ぶん

ほるぷ出版

サンタが空から落ちてきた
コルネーリア　フンケ
∥著

ＷＡＶＥ出版

とびきりすてきなクリスマス リー  キングマン∥作 岩波書店

ゼルダとアイビーのクリスマス
ローラ　マギー　ク
ヴァスナースキー∥作

ＢＬ出版

お祭りにいけなかったもみの木 市川／里美∥作 偕成社

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

12月24日 黒井／健∥著 白泉社

オリビアクリスマスのおてつだい
イアン　ファルコナー
∥作

あすなろ書房

ラッセルとクリスマスのまほう ロブ　スコットン∥作 文化出版局

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

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

ねすごしたサンタクロース 垣内／磯子∥文 小学館
ピヨピヨメリークリスマス 工藤　ノリコ∥著 佼成出版社

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

ほんとうのクリスマス 森　一弘∥文 女子パウロ会
クリスマスイヴの木 デリア  ハディ∥文 ＢＬ出版
サンタクロースになるひ 種村  有希子∥作 小学館
クリスマスのきせき 高畠　那生∥作　絵 岩崎書店
よるくまクリスマスのまえのよる 酒井／駒子∥著 白泉社
クリスマスがちかづくと 斉藤 倫∥作 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
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
森のクリスマス きむら／だいすけ∥さ 福武書店
サンタクロースと小人たち マウリ＝クンナス∥作 偕成社

ねこざかなのクリスマス
わたなべ／ゆういち∥
作・絵

フレーベル館

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
１００こめのクリスマス・ケーキ 長尾／玲子∥さく 福音館書店
ねずみくんのクリスマス なかえ／よしを∥作 ポプラ社

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

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
サンタクロースがかぜひいた！ ジュリー・サイクス∥ 文渓堂
おおきいサンタとちいさいサンタ 谷口  智則∥作  絵 文渓堂
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

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

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
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

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

くりすますのおはなし 柿本　幸造∥絵 女子パウロ会
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
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
クリスマスって　なあに ディック＝ブルーナ∥ 講談社
トリフのクリスマス アンナ・カリー∥さく くもん出版
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
よるくまクリスマスのまえのよる 酒井／駒子∥著 白泉社

パセリともみの木
ルドウィッヒ　ベーメ
ルマンス∥作

あすなろ書房

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
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
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

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

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

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

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

ジングルベル
キャサリン  N.デイ
リー∥作

PHP研究所
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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

まどから★おくりもの 五味 太郎∥作  絵 偕成社
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

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

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

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
賢者のおくりもの オー  ヘンリー∥原作 金の星社
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

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

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

クリスマスの大そうどう
デイビッド　シャノン
∥作

評論社

ねこざかなのクリスマス
わたなべ／ゆういち∥
作・絵

フレーベル館

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

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

ミッケ！ 3
ウォルター・ウィック
∥写真

小学館

サンタクロースの１１かげつ マイク  リース∥ぶん 岩崎書店

くるみわりにんぎょう
Ｅ．Ｔ．Ａ．ホフマン
∥原作

徳間書店

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

ティリーのクリスマス
フェイス・ジェイクス
∥作

こぐま社

うれしいうれしいクリスマス 長野／博一∥作 小峰書店

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

BL出版

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
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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
クリスマスにはおくりもの 五味／太郎∥作 絵本館
さみしがりやのサンタさん 内田／麟太郎∥作 岩崎書店

ミルトンのクリスマス
ハイデ・アルダラン∥
さく

朔北社

ふしぎなあかいぼうし 大鹿／智子∥作・絵 ポプラ社

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

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

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

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

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

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
クリスマスキャロル ディケンズ∥作 講談社

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

まどから★おくりもの 五味 太郎∥作  絵 偕成社
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

クリスマスの絵本
スベン・オットー∥
〔作〕

評論社

こうさぎたちのクリスマス
エイドリアン  アダム
ズ∥作  絵

徳間書店

もみの木のねがい
エステル  ブライヤー
∥再話

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

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

サンタさん 長尾 玲子∥さく 福音館書店
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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
星空としょかんへようこそ 小手鞠 るい∥作 小峰書店
クリスマスの女の子 ルーマー  ゴッデン∥ 徳間書店

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

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

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

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

ねずみくんのクリスマス なかえ／よしを∥作 ポプラ社
とのさまサンタ 本田／カヨ子∥ぶん リブリオ出版
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
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
どこ? 山形 明美∥作 講談社
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
みならいサンタ そのだ えり∥作 文溪堂

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

くまのこミンのクリスマス あいはら　ひろゆき∥ 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

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

サンタさんといっしょに あまん／きみこ∥作 教育画劇
サンタクロースっているの? いもと ようこ∥絵  訳 金の星社

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
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

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

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

聖なる夜に
ピーター・コリントン
∥作

ＢＬ出版
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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

ジャッキーのクリスマス あだち　なみ∥絵 ブロンズ新社

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

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
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
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
ぐりとぐらのおきゃくさま 中川／李枝子∥さく 福音館書店

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

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

クリスマスのおかいもの たしろ　ちさと∥作 講談社
クリスマスのこねこたち スー　ステイントン∥ 徳間書店
ゆきのまちかどに ケイト　ディカミロ∥ ポプラ社

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

大日本図書

いちばんちいさいトナカイ
マイケル・フォアマン
∥さく

評論社

オーラフとサンタクロース、海底にプレゼントを
はこぶ

フォルカー　クリーゲ
ル∥作　絵

草土文化

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

クリスマスのおばけ せな　けいこ∥作　絵 ポプラ社

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

クリスマスのおきゃくさま 間所／ひさこ∥文 女子パウロ会
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
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
リトルサンタ 丸山 陽子∥作 BL出版
ハモのクリスマス たかお　ゆうこ∥さく 福音館書店

ねずみにとどいたクリスマス
ヨゼフ　ヴィルコン∥
え

いのちのことば社
フォレストブックス

飛行機になりたいオーラフを、サンタクロースが
どのようにたすけたか

フォルカー　クリーゲ
ル∥作　絵

草土文化

ホワイトクリスマス
ウォルター  デ  ラ  メ
ア∥詩

岩崎書店
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聖なる夜
セルマ　ラーゲルレー
ヴ∥文

ラトルズ

ワニのライルのクリスマス Ｂ・ウェーバー∥さく 大日本図書
ヘラジカのオーラフが、サンタクロースと友だち
になったわけ

フォルカー　クリーゲ
ル∥作　絵

草土文化

わたしクリスマスツリー 佐野　洋子∥作　絵 講談社

のっぽのミニのわくわくクリスマス
クリスティーネ・ネス
トリンガー∥作

くもん出版

けんちゃんのもみの木 美谷島 邦子∥文 BL出版
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