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

クリスマスのほん
ほん

クリスマスによみたい本をあつめてみました🎄
ぜひ、ごらんください！

クリスマスのほん

図書リスト
花見川図書館花見川団地分館

しょめい

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

バーバパパのクリスマス

アネット=チゾン／さく、タラス=テイラー／さく

講談社

Ｅチゾ

1000010531834

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

あっちゃんとゆびにんぎょう

長尾 玲子／さく

福音館書店

Ｅナガ

1000010419357

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

ふたつのいちご

林 明子／さく

福音館書店

Ｅハヤ

1000010034538

ズボンのクリスマス

林 明子／さく

福音館書店

Ｅハヤ

1000010024761

サンタクロースとれいちゃん

林 明子／さく

福音館書店

Ｅハヤ

1000010034612

ピーターラビットの絵本１５

ビアトリクス・ポター／さく・え

福音館書店

Ｅポタ

1000010120362

サンタといっしょにメリークリスマス

まつい のりこ／さく

童心社

Ｅマツ

1000010425277

クリスマスケーキをさあどうぞ

まつい のりこ／さく

童心社

Ｅマツ

1000010425275

サンタにてがみがとどいたよ

まつい のりこ／さく

童心社

Ｅマツ

1000010425276

グロースターの仕たて屋

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、三原 泉／訳

徳間書店

Ｅアダ

1000801921563

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／
リブリオ出版
絵

Ｅイン

1000610109614

トムテ

ヴィクトール=リードベリ／さく、ハラルド=ウィーベ
偕成社
リ／え

Ｅウイ

1000010060250

クリスマスまであと九日

マリー・ホール・エッツ／作・画、アウロラ・ラバス
富山房
ティダ／作

Ｅエツ

1000010031879

クリスマスの絵本

スベン・オットー／[作]、奥田 継夫／やく

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

サンタさんのうちへいけるかな

おぼ まこと／さく

福音館書店

Ｅオボ

1000010424176

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

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
ほるぷ出版
／え

Ｅクニ

1000010229393

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・
福音館書店
クーニー／え

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

Ｅクニ

1000010368989

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
ラトルズ
ンティング／絵

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
大日本絵画
ん

Ｅクレ

1000010105344

みまわりこびと

アストリッド・リンドグレーン／文、キティ・クロー
講談社
ザー／絵

Ｅクロ

1000801156465

ほるぷ出版

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、うえさわ けんじ／訳

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

ちいさなろば

ルース・エインズワース／作、石井 桃子／訳

福音館書店

Ｅサカ

1000210096266

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

クリスマスはまってくれない

イブ・タルレ／文・絵、清水 奈緒子／訳

くもん出版

Ｅタル

1000010190361

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

こねこのクリスマス

ターシャ・テューダー／絵、エフナー・テューダー・
ホールムス／作

いのちのことば社
フォレストブックス

Ｅチユ

1000610077733

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

クリスマスツリーをかざろうよ

トミー・デ・パオラ／作、福本 友美子／訳

光村教育図書

Ｅデパ

1000801918094

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
福音館書店
く

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

クリスマスのこねこ

クレア・ターレイ・ニューベリー／文と絵、光吉 夏弥
大日本図書
／訳

Ｅニユ

1000010117506

トムテンのミルクがゆ

スベン・ノルドクビスト／作、岸野 郁枝／訳

Ｅノル

1000010325206

びっくりクリスマス

シンシア・パターソン／作・絵、ブライアン・パター
金の星社
ソン／作・絵

Ｅパタ

1000010231209

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

Ｅハツ

1000010041861

宝島社

偕成社

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／さく、光吉 夏弥／やく

大日本図書

Ｅバリ

1000011017739

急行「北極号」

C.V.オールズバーグ／絵と文、村上 春樹／訳

あすなろ書房

Ｅバン

1000310101826

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
偕成社
ランド／絵

Ｅビク

1000010147931

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
ポプラ社
クランド／絵

Ｅビク

1000310104044

クリスマスにはやっぱりサンタ

ビル・ピート／さく、いまえ よしとも／やく

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、ハーラルド・
佑学社
ヴィベリィ／え

Ｅビベ

1000010077138

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、こみや ゆう／やく

好学社

Ｅブラ

1000801915703

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／
佑学社
絵

Ｅブラ

1000010083071

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

Ｅフリ

1000011017838

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

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

ねこのオーランドー3びきのグレイス

キャスリーン・ヘイル／さく、こみや ゆう／やく

好学社

Ｅヘル

1000801919736

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
福音館書店
く

Ｅホフ

1000010049530

ほるぷ出版

教育画劇

くろうまブランキー

伊東 三郎／再話、堀内 誠一／画

やまあらしぼうやのクリスマス

福音館書店

Ｅホリ

1000010032796

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

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

子うさぎましろのお話

ささき たづ／ぶん、みよし せきや／え

ポプラ社

Ｅミヨ

1000010048115

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

クリスマス・イブ

マーガレット・W.ブラウン／ぶん、ベニ・モントレ
ソール／え

ほるぷ出版

Ｅモン

1000310100198

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

メリークリスマスおさるのジョージ

M．＆H．A.レイ／原作

岩波書店

Ｅレイ

1000800125496

クリスマスのおはなし

ジェーン・レイ／絵と文、奥泉 光／訳

徳間書店

Ｅレイ

1000010369091

クリスマスってなあに?

ジョーン・G.ロビンソン／文・絵、こみや ゆう／訳

岩波書店

Ｅロビ

1000800862979

クリスマスのおきゃくさま

ダイアナ・ヘンドリー／文、ジョン・ロレンス／絵

徳間書店

Ｅロレ

1000010369994

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]、中村 妙子／訳

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／
偕成社
絵

９３アト 1000010115477

クリスマスの幽霊

ロバート・ウェストール／作、ジョン・ロレンス／絵 徳間書店

９３ウエ 1000510085145

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

９３エス 1000010597407

岩波書店

クリスマスの女の子

ルーマー・ゴッデン／作、久慈 美貴／訳

徳間書店

９３ゴツ 1000801717806

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

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

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

クリスマス・キャロル

ディケンズ／作、村山 英太郎／訳

岩波書店

９３デイ 1000010024413

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

ほんもののプレゼント

オー=ヘンリー／作、岸田 今日子／訳

偕成社

９３ヘン 1000010122963

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

クリスマスってなんなの?

ヘレン・モンセル／さく、光吉 夏弥／やく

大日本図書

９３モン 1000010089933

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

もみの木

アンデルセン／作、N・E・バーカート／絵

新教出版社

９４アン 1000010089498

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
岩波書店
イ／絵

９４リン 1000010332093

サンタさんへのおくりもの

G・ピュッセー／作、末松 氷海子／訳

９５ピユ 1000010322742

文研出版

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

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

おそうじむすめリリーのクリスマス

たかどの ほうこ／作絵

佼成出版社

タカ

1000010824840

あしたはクリスマス

長崎 源之助／さく、山中 冬児／え

国土社

ナガ

1000010112966

クリスマスにはとおまわり

長崎 夏海／作、小倉 正巳／絵

文渓堂

ナガ

1000010322571

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

クリスマス・クリスマス

角野 栄子／さく

福音館書店

38

1000010024067

メリークリスマス

R.B.ウィルソン／文、市川 里美／画

BL出版

38

1000801717364

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

クリスマスの小屋

ルース・ソーヤー／再話、上條 由美子／訳

福音館書店

99

1000801914208

９８ロジ 1000801717657

