は な み が わ と し ょ か ん は な み が わ だ ん ち ぶんかん

じ ど う て ん じ

花見川図書館花見川団地分館 児童展示
て ん じ き か ん

展示期間：２０１９年１１月２２日（金）～１２月２５日（水）

クリスマスのほん
みんながだいすきなクリスマスがもうすぐやってきます🎄
じどうしつ

え ほ ん

て ん じ

児童室 では、クリスマスにぴったりの絵本やよみものを展示
しています。ぜひ、ごらんください！

🎄クリスマスのほん

しょめい

図書リスト🎄

ちょしゃめい

しゅっぱんしゃ せいきゅうきごう

タイトルコード

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

38

1000110106996

クリスマス・クリスマス

角野 栄子／さく

福音館書店

38

1000010024067

サンタクロースっているんでしょうか?

ニューヨークサン新聞社／文、東

偕成社

93

1000010053316

グレイラビットのクリスマス

アリソン=アトリー／作、マーガレット=テンペスト／絵

偕成社

９３アト

1000010115477

はじめてのクリスマス・ツリー

エレナー・エスティス／作、渡辺 茂男／訳

岩波書店

９３エス

1000010597407

ウォートンのとんだクリスマス・イブ

ラッセル・エリクソン／作、佐藤

評論社

９３エリ

1000010083512

とびきりすてきなクリスマス

リー・キングマン／作、山内 玲子／訳

岩波書店

９３キン

1000801617898

クリスマスの女の子

ルーマー・ゴッデン／さく、久慈 美貴／やく

福武書店

９３ゴツ

1000010151450

クリスマス人形のねがい

ルーマー・ゴッデン／文、バーバラ・クーニー／絵

岩波書店

９３ゴツ

1000110106812

クリスマスのようせい

ルーマー・ゴッデン／さく、久慈 美貴／やく

福武書店

９３ゴツ

1000010151483

ティリーのクリスマス

フェイス・ジェイクス／作、小林 いづみ／訳

こぐま社

９３ジエ

1000010427280

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、クレイグ・シャーマット／ぶん

大日本図書

９３シヤ

1000801153273

女の子はサンタクロースになれないの?

エルフィー・ドネリ／作、遠山 明子／訳

国土社

９３ドネ

1000010191354

大きいツリー小さいツリー

ロバート・バリー／ぶんとえ、光吉 夏弥／やく

大日本図書

９３バリ

1000010042705

パディントンのクリスマス

マイケル・ボンド／作、ペギー・フォートナム／画

福音館書店

９３ボン

1000010061256

クリスマスの魔術師

マーガレット・マーヒー／作、山田 順子／訳

岩波書店

９３マヒ

1000010441936

逸子／絵

凉子／訳

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、小宮 由／訳

岩波書店

９３ロビ

1000800858822

サンタと小人の国のお話集

マルヤッタ=クレンニエミ／作、いながき みはる／訳

偕成社

９４クレ

1000010123193

飛ぶ教室

エーリヒ・ケストナー／作、高橋

岩波書店

９４ケス

1000010044210

牛追いの冬

マリー・ハムズン／作、石井

岩波書店

９４ハム

1000010022917

しあわせのテントウムシ

アルフ・プリョイセン／作、大塚

岩波書店

９４プリ

1000010246134

くるみわり人形とねずみの王さま

Ｅ・Ｔ・Ａ・ホフマン／作、リスベート・ツヴェルガー／画

富山房

９４ホフ

1000010071781

もみの木

トーベ・ヤンソン／著、山室 静／訳

講談社

９４ヤン

1000010325201

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、ビヨーン・ベリイ／絵

岩波書店

９４リン

1000010332093

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、石井

岩波書店

９４リン

1000010366850

ぴちぴちカイサとクリスマスのひみつ

リンドグレーン／作、ヴィークランド／え

偕成社

９４リン

1000010053375

クリスマスのあかり

レンカ・ロジノフスカー／作、出久根 育／絵

福音館書店

９８ロジ

1000801717657

クリスマス急行

奥田 継夫／作、小沢 摩純／絵

ほるぷ出版

オク

1000010105891

モンスター・ホテルでクリスマス

柏葉 幸子／作、高畠 純／絵

小峰書店

カシ

1000010374869

ペンギンハウスのメリークリスマス

斉藤 洋／さく、伊東 寛／え

講談社

サイ

1000010153398

サンタクロースに会いました

増田 久雄／文、上野 紀子／絵

ポプラ社

マス

1000800120471

コンタのクリスマス

村山 桂子／作、中谷 千代子／絵

あかね書房

ムラ

1000010056394

こぶたはなこさんのクリスマス

くどう なおこ／ぶん、いけずみ ひろこ／え

童話屋

Ｅイケ．

1000010158130

まりーちゃんのくりすます

フランソワーズ／文・絵、与田 準一／訳

岩波書店

Ｅセニ．

1000010049703

サンタさんのいちにち

長尾 玲子／さく

福音館書店

Ｅナガ．

1000010419358

100こめのクリスマス・ケーキ

長尾 玲子／さく

福音館書店

Ｅナガ．

1000010419356

健二／訳

桃子／訳
勇三／訳

登志子／訳

グロースターの仕たて屋

ビアトリクス・ポター／さく・え、いしい

Ｅポタ．

1000010120362

ふゆがすき

ロイス・レンスキー／作、さくま ゆみこ／訳

あすなろ書房

Ｅレン．

1000410110092

こうさぎたちのクリスマス

エイドリアン・アダムズ／作・絵、乾 侑美子／訳

佑学社

Ｅアダ

1000010060567

クリスマスのねこヘンリー

メリー・カルホーン／文、エリック・イングラハム／絵

リブリオ出版

Ｅイン

1000610109614

ねずみくんのクリスマス

なかえ

ポプラ社

Ｅウエ

1000310094982

ワニのライルのクリスマス

B・ウェーバー／さく、小杉 佐恵子／やく

大日本図書

Ｅウエ

1000010826345

世界一すてきなおくりもの

薫 くみこ／作、えんどう ひとみ／絵

ポプラ社

Ｅエン

1000110104874

こうさぎのクリスマス

松野

福音館書店

Ｅオギ

1000410109048

クリスマスの絵本

スベン・オットー／作、奥田

評論社

Ｅオツ

1000010066907

もみの木

ハンス・クリスチャン・アンデルセン／さく、スベン・オットーS.／え

ほるぷ出版

Ｅオツ

1000010090049

サンタのおまじない

菊地 清／作・絵

富山房

Ｅキク

1000010236308

クッキークリスマス

うすい のりこ／作、きたやま ようこ／絵

偕成社

Ｅキタ

1000010232096

ちいさなもみのき

マーガレット・ワイズ・ブラウン／さく、バーバラ・クーニー／え

福音館書店

Ｅクニ

1000010318752

とってもふしぎなクリスマス

ルース・ソーヤー／文、バーバラ・クーニー／絵

ほるぷ出版

Ｅクニ

1000010368989

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、バーバラ・クーニー／え ほるぷ出版

Ｅクニ

1000010229393

馬小屋のクリスマス

アストリッド・リンドグレーン／文、ラーシュ・クリンティング／絵

ラトルズ

Ｅクリ

1000610094250

アンジェリーナのクリスマス

ヘレン・クレイグ／え、キャサリン・ホラバード／ぶん

大日本絵画

Ｅクレ

1000010105344

しかのハインリッヒ

フレッド・ロドリアン／作、ヴェルナー・クレムケ／絵

福音館書店

Ｅクレ

1000010122632

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、こうもと

福音館書店

Ｅコウ

1000410097157

天使のクリスマス

ピーター・コリントン／さく

ほるぷ出版

Ｅコリ

1000010191344

よしを／作、上野

正子／さく、荻

ももこ／やく 福音館書店

紀子／絵

太郎／え
継夫・木村

さちこ／絵

由利子／訳

ちいさなろば

ルース・エインズワース／作、石井

ばばばあちゃんのマフラー

福音館書店

Ｅサカ

1000210096266

さとう わきこ／文・絵

福音館書店

Ｅサト

1000010531436

クリスマスだいすき

ピーター=スピア／作

講談社

Ｅスピ

1000010089358

サンタさんからきたてがみ

たんの ゆきこ／さく、垂石 真子／え

福音館書店

Ｅタル

1000010844806

バーバパパのプレゼント

アネット=チゾン／さく、タラス=テイラー／さく

講談社

Ｅチゾ

1000010077404

クリスマスのまえのばん

クレメント・クラーク・ムア／詩、タシャ・チューダー／絵偕成社

Ｅチユ

1000010066511

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、ふしみ みさを／やく

復刊ドットコム

Ｅデユ

1000800861036

クリスマスのまえのばん

クレメント・C・ムーア／ぶん、わたなべ しげお／やく

福音館書店

Ｅデン

1000010474752

サンタクロースのくるひ

西巻 茅子／さく・え

福音館書店

Ｅニシ

1000010022192

クリスマスのうさぎさん

ウィルとニコラス／さく・え、わたなべ

福音館書店

Ｅニコ

1000010096591

クリスマスのこねこ

クレア・ターレイ・ニューベリー／文と絵、光吉 夏弥／訳

大日本図書

Ｅニユ

1000010117506

ぎんいろのクリスマスツリー

パット=ハッチンス／さく、わたなべ しげお／やく

偕成社

Ｅハツ

1000010041861

クリスマスのおくりもの

ジョン・バーニンガム／さく、長田 弘／やく

ほるぷ出版

Ｅバニ

1000010321410

おおきいツリーちいさいツリー

ロバート・バリー／ぶん、光吉 夏弥／やく

大日本図書

Ｅバリ

1000011017739

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、イロン・ヴィークランド／絵

ポプラ社

Ｅビク

1000310104044

ロッタのひみつのおくりもの

アストリッド・リンドグレーン／作、イロン・ヴィークランド／絵

岩波書店

Ｅビク

1000010208100

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、イロン・ヴィークランド／絵

偕成社

Ｅビク

1000010147931

クリスマスにはやっぱりサンタ

ビル・ピート／さく、いまえ

ほるぷ出版

Ｅピト

1000010060566

クリスマス・トムテン

ヴィクトール・リュードベリィ／さく、ハーランド・ヴィベリィ／え

佑学社

Ｅビベ

1000010077138

クリスマスのはじまり

レイチェル・ビリントン／作、バーバラ・ブラウン／絵

佑学社

Ｅブラ

1000010083071

桃子／訳

しげお／やく

よしとも／やく

さむがりやのサンタ

レイモンド・ブリッグズ／さく・え、すがはら ひろくに／やく

福音館書店

Ｅブリ

1000010049531

サンタのたのしいなつやすみ

レイモンド・ブリッグズ／さく・え、こばやし ただお／やく

篠崎書林

Ｅブリ

1000010049340

ババールとサンタクロース

ジャン・ド・ブリュノフ／さく、やがわ すみこ／やく

評論社

Ｅブリ

1000010047009

クリスマスにくつしたをさげるわけ

間所 ひさこ／作、ふりや かよこ／絵

教育画劇

Ｅフリ

1000011017838

ペッテルとロッタのクリスマス

エルサ・ベスコフ／さく・え、ひしき あきらこ／やく

福音館書店

Ｅベス

1000110097480

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・絵、俵 万智／訳

佑学社

Ｅベメ

1000010129136

アーサーのクリスマス・プレゼント

リリアン・ホーバン／[作]、木島 始／訳

文化出版局

Ｅホバ

1000010053233

クリスマスのものがたり

フェリクス・ホフマン／さく、しょうの

こうきち／やく 福音館書店

Ｅホフ

1000010049530

やまあらしぼうやのクリスマス

ジョセフ・スレイト／ぶん、フェリシア・ボンド／え

グランまま社

Ｅボン

1000010480409

パディントンのふしぎなクリスマス

M・ボンド／ぶん、D・マッキー／え

アリス館

Ｅマツ

1000010122664

くんちゃんとふゆのパーティー

ドロシー・マリノ／さく、あらい ゆうこ／やく

ペンギン社

Ｅマリ

1000010072165

トスカのクリスマス

アン=モーティマー／絵、マシュー=スタージス／文

講談社

Ｅモテ

1000010231211

となかいはなぜサンタのそりをひく?

モー・プライス／文、アツコ・モロズミ／絵

岩波書店

Ｅモロ

1000010370842

みほちゃんのクリスマス

しみず みちを／作、山本 まつ子／絵

岩崎書店

Ｅヤマ

1000010044117

ぐりとぐらのおきゃくさま

中川 李枝子／さく、山脇 百合子／え

福音館書店

Ｅヤマ

1000800024538

花見川図書館花見川団地分館

児童展示

展示期間：２０１９年１１月２２日（金）～１２月２５日（水）

