
≪クリスマスってなんでしょう？≫
ほんのなまえ えをかいたひと しゅっぱんしゃ ぶんるい

サンタクロースっているんでしょうか？ 東逸子 偕成社 Ｅア

サンタクロースってほんとにいるの？ すぎうらはんも 福音館書店 Ｅス

クリスマスのはじまり バーバラ・ブラウン 佑学社 Ｅブ

クリスマスのものがたり フェリクス・ホフマン 福音館書店 Ｅホ

クリスマスってなあに？ 岩波書店 Ｅロ

楽しいみんなのクリスマス Ｊ・チャップマン 新教出版社 190チ

サンタの友だちバージニア 村上ゆみ子 偕成社 289オ

たのしいおまつり イフェオマ・オニェフル 偕成社 380オ

クリスマス・クリスマス 角野栄子 福音館書店 380カ

クリスマス・イブ バーバラ・クーニー 長崎出版 380ク

アルプスの村のクリスマス 舟田詠子 リブロポート 380フ

≪みんなのクリスマス≫
ほんのなまえ えをかいたひと しゅっぱんしゃ ぶんるい

こうさぎたちのクリスマス エイドリアン・アダムズ 佑学社 Ｅア

クリスマスのねこヘンリー エリック・イングラハム リブリオ出版 Ｅア

あかいそりにのったウーフ 井上洋介 ポプラ社 Ｅイ

わたしのすてきなクリスマスツリー ダーロフ・イプカー Ｅイ

きつねとトムテ ハラルド・ウィーベリ 偕成社 Ｅウ

クリスマス・トムテン 　　　　　　〃 佑学社 Ｅウ

平成27年12月改訂

　クリスマスがやってきます！ドキドキワクワク、ことしはどんなクリスマスになるの

でしょう。おすすめの本やえほんをごしょうかい！

ジョーン　G・ロビンソン

BL出版

よんでみて！　　　　　　よんでみて！　　　　　　

クリスマスの本・えほんクリスマスの本・えほん



ほんのなまえ えをかいたひと しゅっぱんしゃ ぶんるい

クリスマスのうさぎさん ウィルとニコラス 福音館書店 Ｅウ

ゆうびんやのくまさん フィービ・ウォージントン 福音館書店 Ｅウ

クリスマスまであと九日（セシのポサダの日） マリー・ホール・エッツ 冨山房 Ｅエ

アンジェリーナのクリスマス ヘレン・クレイグ 大日本絵画 Ｅク

おもいでのクリスマスツリー バーバラ・クーニー ほるぷ出版 Ｅク

ちいさなもみのき 　　　　　〃 福音館書店 Ｅク

しかのハインリッヒ ヴェルナー・クレムケ 福音館書店 Ｅク

天使のクリスマス ピーター・コリントン ほるぷ出版 Ｅコ

クリスマスのふしぎなはこ 斉藤俊行 福音館書店 Ｅサ

ちいさなろば 酒井信義 福音館書店 Ｅサ

ばばばあちゃんのクリスマス さとうわきこ 福音館書店 Ｅサ

ティリーのクリスマス フェイス・ジェイクス こぐま社 Ｅジ

クリスマスだいすき ピーター・スピア 講談社 Ｅス

クリスマスのまえのばん タシャ・チューダー 偕成社 Ｅチ

＊おなじ詩を元にしたウィリアム・Ｗ・デンスロウ絵の同名絵本もあります（Ｅデ）

おじいちゃんとのクリスマス マリット・テーンクヴィスト 冨山房 Ｅテ

グレー・ラビットのクリスマス マーガレット・テンペスト 評論社 Ｅテ

ペチューニアのクリスマス ロジャー・デュボアザン Ｅデ

クリスマスにはおひげがいっぱい！？ ロジャー・デュボアザン ＢＬ出版 Ｅデ

＊『クリスマスはサンタクロースのひげだらけ』（佑学社）もおなじおはなしです

クリスマスの森 ロジャー・デュボアザン 福音館書店 Ｅデ

こねこのバベット ニューベリー ブッキング Ｅニ

＊『クリスマスのこねこ』（大日本図書）もおなじおはなしです

トムテンのミルクがゆ スベン・ノルドクビスト 宝島社 Ｅノ

ぎんいろのクリスマスツリー パット・ハッチンス 偕成社 Ｅハ

おおきいツリーちいさいツリー ロバート・バリー 大日本図書 Ｅバ

クリスマスのおくりもの ジョン・バーニンガム ほるぷ出版 Ｅバ

やかまし村のクリスマス イロン・ヴィークランド 偕成社 Ｅビ

佑学社　　　　　　　（
復刊ドットコム）

＊同名の童話版もあります（930バ）



ほんのなまえ えをかいたひと しゅっぱんしゃ ぶんるい

まりーちゃんのくりすます フランソワーズ 岩波書店 Ｅフ

さむがりやのサンタ レイモンド・ブリックズ 福音館書店 Ｅブ

ババールとサンタクロース ジャン・ド・ブリュノフ 評論社 Ｅブ

スプーンおばさんのクリスマス ビョーン・ベルイ 偕成社 Ｅベ

ペッテルとロッタのクリスマス エルサ・ベスコフ 福音館書店 Ｅベ

マドレーヌのクリスマス ベーメルマンス Ｅベ

アーサーのクリスマス・プレゼント リリアン・ホーバン 文化出版局 Ｅホ

くろうまブランキー 堀内誠一 福音館書店 Ｅホ

こまどりのクリスマス 丸木俊 福音館書店 Ｅマ

ローザからキスをいっぱい ペトラ・マザーズ ＢＬ出版 Ｅマ

子うさぎましろのお話 三好碩也 ポプラ社 Ｅミ

クリスマス・イブ ベニ・モントレソール ほるぷ出版 Ｅモ

バンセスのクリスマス ヤン・モーエセン フレーベル館 Ｅモ

クリスマスのちいさなおくりもの 山内ふじ江 福音館書店 Ｅヤ

ぐりとぐらのおきゃくさま やまわきゆりこ 福音館書店 Ｅヤ

ミシュカ ロジャンコフスキー 新教出版社 Ｅヤ

≪クリスマスをたのしもう≫
ほんのなまえ かいたひと しゅっぱんしゃ ぶんるい

みんなでつくる　ふゆのかざりもの きうちかつ 福音館書店 Ｅキ

ばばばあちゃんのクリスマスかざり さとうわきこ 福音館書店 Ｅサ

クリスマス・みんなで飾る 上村浩子 星の環会 750ウ

まるごとクリスマス つかべ美菜子 草土文化 750ツ

児島なおみ リブロポート 760コ

BL出版

クリスマスソングブック　1・2



ほんのなまえ かいたひと しゅっぱんしゃ ぶんるい

賢者のおくりもの 冨山房 Eツ

山のクリスマス ベーメルマンス 岩波書店 Ｅベ

グロースターの仕たて屋 ビアトリクス・ポター 福音館書店 Ｅポ

クリスマス物語集 偕成社 900ク

とびきりすてきなクリスマス キングマン 岩波書店 930キ

クリスマスのりんご ルース・ソーヤー　ほか 福音館書店 930ク

クリスマス人形のねがい ゴッデン 岩波書店 930ゴ

＊『クリスマスの女の子』（福武書店）もおなじおはなしです

クリスマスのようせい ゴッデン 福武書店 930ゴ

しあわせなモミの木 シャーロット・ゾロトワ 童話屋 930ゾ

クリスマス・キャロル ディケンズ 岩波書店 930デ

イリーナとふしぎな木馬 ナブ 福音館書店 930ナ

エーミルのクリスマス・パーティー リンドグレーン 岩波書店 940リ

ぴちぴちカイサとクリスマスのひみつ リンドグレーン 偕成社 940リ

　♪　本がみつからないときは、かかりの人にきいてください

♪♪　このほかにもおすすめの本・えほんはたくさんあります。

≪クリスマスのものがたり　すこし大きい人のために≫

O・ヘンリー

四街道市立図書館　児童室
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