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書名 巻次 著者名 出版者
クリスマス・キャロル ディケンズ∥作 岩波書店
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
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
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

こうえんのシロ
わたなべ／ひろみ∥さ
く・え

ポプラ社

こぶたはなこさんのクリスマス くどう　なおこ∥ぶん 童話屋
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
名作で読むクリスマス 青い鳥文庫編集部∥編 講談社
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

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

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

ふしぎなもみのき 河村／員子∥文
いのちのことば社
シーアール企画

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

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

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
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

ねこのピート クリスマスをとどけよう
エリック  リトウィン
∥作

ひさかたチャイルド

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

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

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

すみれちゃんのすてきなプレゼント 石井　睦美∥作 偕成社
リサとサンタクロース アン　グットマン∥ぶ ブロンズ新社

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

ゆうびんやのくまさん
フィービ・ウォージン
トン∥さく・え

福音館書店

tyuou
下線
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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

クリスマスツリー 吉村　和敏∥写真　文 アリス館

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

クリスマスの夜はしずかにね！ ジュリー・サイクス∥ 文渓堂
こぐまのクーク物語 〔６〕 かさい　まり∥作　絵 角川書店
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
デイジーのびっくり！クリスマス ケス　グレイ∥作 小峰書店

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

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

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
サンタさんとこいぬ 長尾／玲子∥さく 福音館書店

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

パーティーでいただきます つちだ／よしはる∥さ 小峰書店
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
クリスマスキャロル ディケンズ∥作 講談社
きらぼしちゃんともりのクリスマス もち なおみ∥作 岩崎書店
まどから★おくりもの 五味 太郎∥作  絵 偕成社
かんたん!おいしい!フォトジェニック・スイーツ [4] 宮沢 うらら∥著 汐文社
だっこさんかいサンタクロース 角野 栄子∥作 小学館
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

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

おてつだいねこのクリスマス 竹下／文子∥作 金の星社

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
もみの木 せな けいこ∥絵 KADOKAWA

おばけのジョージー メリーメリークリスマス!
ロバート  ブライト∥
さく

好学社

クリスマス・イブのねがいごと
トレーシー  コーデュ
ロイ∥作

岩崎書店

どんくまさんのクリスマス 柿本  幸造∥絵 至光社
クリスマスは知っている 藤本 ひとみ∥原作 講談社
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ねずみくんのクリスマスのおうちさがし レベッカ  ハリー∥え
世界文化ワンダーク
リエイト

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

くんちゃんとふゆのパーティー ドロシー・マリノ∥さ ペンギン社
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

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

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
サンタさんのおとしもの 三浦 太郎∥作 あすなろ書房
サンタクロースのくるひ 西巻／茅子∥さく・え 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
サンタクロースのおてつだい ロリ  エベルト∥文 ポプラ社
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

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

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

せかいいちしあわせなクマのぬいぐるみ
サム  マクブラット
ニィ∥文

徳間書店

ユリアのクリスマス 南塚／直子∥作 小学館
まどから★おくりもの 五味 太郎∥作  絵 偕成社
サンタクロースっているの? いもと ようこ∥絵  訳 金の星社
パディントンのクリスマス マイケル  ボンド∥さ 理論社

へんしんプレゼント
あきやま　ただし∥作
絵

金の星社

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

クリスマスのまえのばん
ターシャ・テューダー
∥絵

偕成社

サンタさんありがとう 長尾／玲子∥さく 福音館書店

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

さんにんサンタ いとう／ひろし∥作 絵本館
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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

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

メリークリスマス、ペネロペ！ アン  グットマン∥ぶ 岩崎書店

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

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

クリスマスのおばけ せな　けいこ∥作　絵 ポプラ社

クリスマス事典
国際機関日本サンタピ
ア委員会∥監修

あすなろ書房

クリスマス・クリスマス 角野　栄子∥さく 福音館書店

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

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
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

ホワイトクリスマス
ウォルター  デ  ラ  メ
ア∥詩

岩崎書店

カメレオンたんてい・ドロン 苅田 澄子∥作 あかね書房

ババールとサンタクロース 5
ジャン・ド・ブリュノ
フ∥さく

評論社

ながれぼしをひろいに 筒井／頼子∥さく 福音館書店
はらぺこサンタのクリスマス はらぺこめがね∥作 ほるぷ出版

サンタクロースっているんでしょうか？
〔フランシス＝Ｐ＝
チャーチ∥著〕

偕成社

コーギビルのいちばん楽しい日
ターシャ・テューダー
∥絵・文

メディアファクト
リー

サンタクロースの冬やすみ マウリ  クンナス∥作 偕成社
まどから★おくりもの 五味 太郎∥作  絵 偕成社
クリスマス・ピッグ J.K.ローリング∥著 静山社

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

グレイラビットのクリスマス アリソン＝アトリー∥ 偕成社
マールとまいごのサンタクロース 二宮／由紀子∥作 ポプラ社

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
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クリスマスのまえのばん
ターシャ・テューダー
∥絵

偕成社

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

ゆうれいばばさまのクリスマス 柏葉／幸子∥作 佼成出版社
わかったさんのショートケーキ 寺村／輝夫∥作 あかね書房

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

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

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

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
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

チビねずくんのクリスマス
ダイアナ・ヘンドリー
∥作

ポプラ社

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

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

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

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
子どもといっしょにたのしいクリスマス・テーブ いとう／いくこ∥ケー 日本基督教団出版局

聖夜のおくりもの
トリシャ　ロマンス∥
文　絵

岩波書店

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

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
ねずみくんのクリスマス なかえ／よしを∥作 ポプラ社

サンタクロースの辞典
グレゴアール・ソロタ
レフ∥画と文

朝日新聞社
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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

急行「北極号」
Ｃ．Ｖ．オールズバー
グ∥絵と文

あすなろ書房

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
ねこのでんきやスイッチオン 渡辺  有一∥作 フレーベル館
クリスマスあったかスープ 野中／柊∥作 理論社

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

クリスマスのお菓子 今田／美奈子∥著 金の星社
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
サンタをのせたクリスマス電車 ジタ・ユッカー∥絵 太平社

クリスマスの森
ルイーズ  ファティオ
∥文

福音館書店

アンナの赤いオーバー
ハリエット・ジィー
フェルト∥ぶん

評論社

サンタクロースがかぜひいた！ ジュリー・サイクス∥ 文渓堂
どこどこ？セブンもっと 2 キッズレーベル
おおきいサンタとちいさいサンタ 谷口  智則∥作  絵 文渓堂
サンタさんへのおくりもの Ｇ・ピュッセー∥作 文研出版
くるみわり人形 ホフマン∥原作 講談社

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
ふくびき くすのき　しげのり∥ 小学館

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

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

クリスマスのふしぎなはこ 長谷川　摂子∥ぶん 福音館書店
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

クリスマスのりんご
ルース　ソーヤー∥ほ
か文

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
クリスマスって　なあに ディック＝ブルーナ∥ 講談社
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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

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

ふたりはいつも
アーノルド・ローベル
∥作

文化出版局

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
こころがつながるおいしいスイーツ 3 荻田　尚子∥著 学研教育出版
よるくまクリスマスのまえのよる 酒井／駒子∥著 白泉社

サンタさんのトナカイ
ジャン　ブレット∥作
絵

徳間書店

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
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