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請求記号 タイトル 著者

E/アア ゆきがしんしんしん(あーあー森のはりねずみ一家) つちだ よしはる∥さく 
E/アカ あかつきもりのルピとルナ クリスマスのほし みうら なお∥作　絵 

E/アク
あくたれラルフのクリスマス ジャック　ガントス∥さく ニコール　ルーベル∥え

こみや ゆう∥やく

D/E/アナ
オラフのはじめてのクリスマス ジュリアス∥ぶん オルガ　T.モスケーダ∥え

さいとう たえこ∥やく

E/アノ
あのね、サンタの国ではね… サンタクロースの
１年のくらし

 黒井　健∥絵 嘉納　純子∥文

E/アン
アンジェリーナのクリスマス キャサリン ホラバード∥文 ヘレン クレイグ∥絵

おかだ よしえ∥訳
E/アン あんたがサンタ?　こまったサンタの実例集 佐々木 マキ∥絵
E/イシ いじわるシャルル ステファニー　ブレイク∥作　絵 ふしみ　みさを∥訳
E/イチ いちばんちいさいトナカイ マイケル・フォアマン∥さく せな あいこ∥やく
E/イチ 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 なかがわ ちひろ∥やく

E/イノ サンタさんになったよ イーノとダイジョブのクリスマス さこ　ももみ∥作 

E/イラ イライジャの天使 ハヌカとクリスマスの物語
J.ローゼン∥文

アミナー　ブレンダ　リン　ロビンソン∥絵
さくま ゆみこ∥訳

E/ウエ ウェールズのクリスマスの想い出
ィラン・トマス∥文 エドワード・アーディゾーニ∥絵

村岡 美枝∥訳 松浦 直己∥監修

E/ウサ うさぎにもクリスマスはくるかしら?
 アイリーン　フィッシャー∥詩

サラ　フォックス=デーヴィス∥絵 たなか たえみ∥訳
E/ウサ うさぎのぴょんのクリスマス  ハロルド ジョーンズ∥作 絵 早川 敦子∥訳
E/エル エルマーとサンタさん デビッド　マッキー∥ぶんとえ きたむら　さとし∥やく
Ｅ/オオ 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

E/オサ メリークリスマスおさるのジョージ
 Ｍ．レイ∥原作 Ｈ．Ａ．レイ∥原作 福本　友美子∥訳
キャシー　ハプカ∥文 メアリー　オキーフ　ヤング∥絵

E/オシ おじいさんとクリスマスのほし つるみ ゆき∥絵と文 
E/オシ おじぎをしたなつめやしの木 司 修∥文と絵 
E/オタ おたすけこびとのクリスマス  なかがわ ちひろ∥文 コヨセ ジュンジ∥絵

E/オト おとうさんねずみのクリスマスイブ
クレメント　C.ムーア∥げんさく

ダニエル　カーク∥ぶんとえ わたなべ てつた∥やく
E/オト おとうさんのクリスマスプレゼント スギヤマ カナヨ∥著 

E/オハ
名画でメリー・クリスマス(おはなし名画をよむま
えに) (4)

E/オマ お祭りにいけなかったもみの木 市川 里美∥作 角野 栄子∥訳
E/オモ 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 なかがわ ちひろ∥訳
E/オリ 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 谷川　俊太郎∥訳

E/カラ からっぽのくつした　サンタさんありがとう!
リチャード　カーティス∥作 レベッカ　コッブ∥絵

木原 悦子∥訳
E/カロ カロリーヌのクリスマス ピエール・プロブスト∥さく やました はるお∥やく 
E/カン カンスケのクリスマス 東田　直樹∥作 唐沢　睦子∥絵
Ｅ/キュ 急行「北極号」 C.V.オールズバーグ∥絵と文 村上 春樹∥訳
E/キョ きょうというひ 荒井　良二∥作 

E/キョ きょうりゅうたちのクリスマス 
ジェイン　ヨーレン∥文 マーク　ティーグ∥絵

なかがわ ちひろ∥訳
E/キョ きょうはクリスマス 小西 英子∥絵と文 
E/クウ ぐうたらサンタとはたらきもののひつじ うすい　かなこ∥文　絵 
E/クマ ジャッキーのクリスマス (くまのがっこう) あだち なみ∥絵 あいはら ひろゆき∥文 
E/クマ くまちゃんのふゆまつり  ほりかわ　りまこ∥ぶんとえ 
E/クマ くまのクリスマス 高橋 和枝∥作
E/クマ くまのこミンのクリスマス あいはら　ひろゆき∥文 あだち　なみ∥絵
D/E/クリ DISNEYクリスマスコレクション うさぎ出版∥編集 
E/クリ 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 
E/コア コアラのクリスマス 渡辺 鉄太∥さく 加藤 チャコ∥え 
E/コウ 子うさぎましろのお話 佐々木 たづ∥文 三好 碩也∥絵
E/コキ 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 食野 雅子∥訳

E/コネ 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 辻　紀子∥訳
E/コネ こねこのバベット クレア　ターレイ　ニューベリー∥文と絵 光吉 夏弥∥訳

Ｅ/コロ コロちゃんのクリスマス エリック　ヒル∥さく まつかわ　まゆみ∥やく
Ｅ/コロ コロちゃんのもうすぐクリスマス エリック ヒル∥さく まつかわ まゆみ∥やく

E/サイ さいこうのクリスマスプレゼント
ジュリエット　デイヴィッド∥ぶん

スティーヴ　ウィットゥロー∥え サンパウロ∥訳

１２月　クリスマス



E/サイ サイレントナイト サンディ ターナー∥作 たかはし けいすけ∥訳
Ｅ/サム 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

E/サン さんかくサンタ ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ∥さく 
E/サン さんびきのこねずみとガラスのほし たかお ゆうこ∥作　絵 

Ｅ/シス しずかな、クリスマスのほん
デボラ　アンダーウッド∥文 レナータ　リウスカ∥絵

江國 香織∥訳

E/シス しずかなしずかなクリスマス・イヴのひみつ
 クレメント　クラーク　ムーア∥詩

アンジェラ　バレット∥絵 石井 睦美∥訳
仕/E/シッ しってる?くりすます せいしょのおはなし マイク　バーン∥絵 女子パウロ会∥文
E/シュ 12月24日 黒井 健∥著 
E/ショ ジョニーのクリスマス やまだ　うたこ∥文　絵
E/シン しんかんくんのクリスマス のぶみ∥さく

E/スキ 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

キャサリン　ジャクソン∥ぶん ふしみ みさを∥やく
E/スノ スノーマン レイモンド・ブリッグズ∥〔作〕 

E/スハ すばらしきかな、人生！
ジミー　ホーキンズ∥作 ダグラス　Ｂ．ジョーンズ∥絵

片岡　しのぶ∥訳
E/セイ 聖なる夜に  ピーター コリントン∥作

E/セイ 聖ニコラスがやってくる！
 クレメント　Ｃ．ムーア∥文 ロバート　イングペン∥絵

柳瀬　尚紀∥訳
E/セイ 聖夜のおくりもの トリシャ　ロマンス∥文　絵 中村　妙子∥訳

E/セン １９９３年のクリスマス
レスリー・ブリカス∥ぶん エロール・ル・カイン∥え

きたむら たろう∥やく

E/ソウ ぞうくんのクリスマスプレゼント
セシル　ジョスリン∥作 レナード　ワイスガード∥絵

こみや　ゆう∥訳
E/タレ だれも知らないサンタの秘密 アラン　スノウ∥さく 三辺 律子∥やく

E/チイ ちいさなてんしのおくりもの クリスマスのものがたり
アリスン　マギー∥文 ピーター　レイノルズ∥絵

堀口 順子∥訳
E/チイ ちいさなねずみのクリスマス アン　モーティマー∥作　絵 木坂 涼∥訳
E/チイ ちいさなみっつのクリスマス  かめおか あきこ∥作 

E/チイ ちいさなもののやすらぐところ
マーティン ワッデル∥ぶん ジェイソン コッククロフト∥え

おがわ ひとみ∥やく

Ｅ/チイ 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 かみじょう ゆみこ∥やく

Ｅ/チイ ちいさなろば
ルース　エインズワース∥作 石井 桃子∥訳

酒井 信義∥画
E/チヒ ちびうさクリスマス! ハリー　ホース∥作 千葉 茂樹∥訳

E/チヒ ちびっこといっしょクリスマス
 ロイス　ロック∥文 カイ　ウィッドソン∥画

女子パウロ会∥訳
あ/Ｅ/ツリ ツリーさん 新井 洋行∥作　絵 
E/テイ ティム・バートンナイトメアー・ビフォア・クリスマス ティム　バートン∥作 永田　ミミ子∥訳
E/テン てんしさまがおりてくる 五味 太郎∥著 
E/トウ どうしてクリスマスには… 二宮　由紀子∥文 木曽　秀夫∥絵
E/トウ トゥートとパドルクリスマスはきみといっしょに ホリー ホビー∥作 二宮 由紀子∥訳

E/トウ どうぶつたちのクリスマス 
ノーマ　ファーバー∥ぶん バーバラ　クーニー∥え

おおた　あいと∥やく

E/トウ どうぶつたちのクリスマスイブ
ペニー　マシューズ∥文 スティーブン
マイケル　キング∥絵 堀口 順子∥訳

E/トウ どうぶつたちのクリスマスツリー
 ジャン　ウォール∥さく レナード　ワイスガード∥え

こみや ゆう∥やく
E/トリ トリフのクリスマス アンナ カリー∥さく 松波 史子∥やく
E/ナカ ながさきアンジェラスのかね 1945年のクリスマス 中井 俊已∥ぶん おむら まりこ∥え
E/ニン 人形たちのクリスマス ターシャ テューダー∥著 ないとう りえこ∥やく
E/ニン にんじゃサンタ 丸山　誠司∥〔作〕 
E/ネコ ねこざかなのクリスマス わたなべ ゆういち∥作 絵 
E/ネコ ねこのでんきやスイッチオン  渡辺 有一∥作 
E/ネス ねずみくんのクリスマス さくら ともこ∥さく 中村 景児∥え 
E/ネン ねんにいちどのおきゃくさま 亀岡 亜希子∥作　絵
Ｅ/ノン ノンタン!サンタクロースだよ キヨノ サチコ∥作絵
E/ハス ばすくんのくりすます みゆき　りか∥さく なかや　みわ∥え 
E/ハス バスでおでかけ 間瀬　なおかた∥作　絵 
E/ハテ パディントンのクリスマス マイケル　ボンド∥さく R.W.アリー∥え 木坂 涼∥やく

E/ハナ はなかっぱクリスマスのおくりもの あきやま ただし∥著 
E/ハナ はなちゃんのクリスマス のぶみ∥さく え
Ｅ/ハハ ばばばあちゃんのクリスマスかざり さとう わきこ∥作

Ｅ/ハハ 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

やました　はるお∥やく

E/ハリ はりねずみくんのクリスマス・イブ
リスティーナ　バトラー∥文 ティナ　マクノートン∥画

女子パウロ会∥訳



E/ハロ はろるどのクリスマス ロケット　ジョンソン∥作 小宮　由∥訳

E/ヒタ 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 エレノア　テイラー∥絵

三辺 律子∥訳

E/ヒツ ぴったりのクリスマス
バーディ　ブラック∥作  ロザリンド　ビアードショー∥絵

たなか あきこ∥訳
Ｅ/ヒツ ぴったりのプレゼント すぎた　さちこ∥〔作〕 

E/ヒト ひとりぼっちのちいさなエルフ 
ハンヌ　タイナ∥え インケリ　カルヴォネン∥ぶん

つのぶえだん∥やく
E／ヒヤ ひゃくおくまんのサンタクロース もたい ひろこ∥ぶん マリカ　マイヤラ∥え
E／ヒヤ 100にんのサンタクロース 谷口 智則∥作　絵
E／ヒヨ ピヨピヨメリークリスマス 工藤　ノリコ∥著 
E/ヒロ ビロードのうさぎ マージェリィ　W.ビアンコ∥原作 酒井 駒子∥絵

E/フア ファーディのクリスマス
ジュリア　ローリンソン∥さく ティファニー　ビーク∥え

木坂　涼∥やく
E/フク ふくびき くすのき　しげのり∥作 狩野　富貴子∥絵
E/フシ ふしぎなのりものずかん 斉藤 洋∥作 田中 六大∥絵 
E/フタ ぶたたぬききつねねこ 馬場 のぼる∥著 
E/フト フトッチーニとホソッチーニ ふゆ・クリスマスの巻 ケロポンズ∥作 にしむら　あつこ∥絵
E/フユ ふゆがすき ロイス レンスキー∥作 さくま ゆみこ∥訳
E/フユ ふゆってたのしいね！(スージー・ズー) スージー　スパッフォード∥作 三原　泉∥訳
E/フレ プレゼントの木 いもと ようこ∥作絵
E/ヘア とどけたいおくりもの (ベアーズ・ウィッシュ)
E/ヘチ 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

E/ヘツ ベッキーのクリスマス ターシャ　テューダー∥絵　文 ないとう りえこ∥訳

E/ヘネ メリークリスマス、ペネロペ! 
アン　グットマン∥ぶん

ゲオルグ　ハレンスレーベン∥え ひがし かずこ∥やく

E/ヘル ベルベットうさぎのなみだ
マージェリィ ウィリアムズ∥原作 ルー ファンチャー∥文

スティーブ ジョンソン∥絵 ルー ファンチャー∥絵
成沢 栄里子∥訳

E/ヘレ ヘレンのクリスマス
ナタリー　キンジー‐ワーノック∥文

メアリー　アゼアリアン∥絵 千葉　茂樹∥訳
E/ヘン へんしんプレゼント あきやま ただし∥作  絵 

E/ホイ
ポインセチアはまほうの花 メキシコのクリスマス
のおはなし

ジョアンヌ　オッペンハイム∥文
ファビアン　ネグリン∥絵 宇野　和美∥訳

E/ホシ ほしがながれてクリスマス  谷内　こうた∥絵と文

E/ホワ ホワイトクリスマス 雪
ウォルター　デ　ラ　メア∥詩 カロリーナ　ラベイ∥絵

海後 礼子∥訳
E/マカ マーガレットとクリスマスのおくりもの 植田　真∥作 
E/マシ まじょのぼうし さとう　めぐみ∥ぶんとえ 

E/マト アメリカのマドレーヌ
ルドウィッヒ ベーメルマンス∥作

ジョン ベーメルマンス マルシアーノ∥作
江国 香織∥訳

E/マト まどから★おくりもの 五味 太郎∥作　絵 
E/マト 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 江国　香織∥訳
E/マホ まほうつかいのクリスマス 森山 京∥作 佐野 洋子∥絵 
E/マヨ まよなかのゆきだるま  森 洋子∥作 
E/マメ まめうしのクリスマス あきやま　ただし∥作　絵
E/マリ 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
D/E/ミツ ミッキーのクリスマス 田中 伸輔∥ぶん 平井 紀生∥え 

E/ミト みどりのふくのサンタさん
ビクトリア　ペルラ∥作 ミルナ　カンタレヴィック∥絵

しばた まきこ∥訳

E/ミン みんなでクリスマス
ヒラリー　ロビンソン∥文 マンディ　スタンレイ∥絵

きむら ゆかり∥訳

E/ミン みんなうれしいクリスマス
マックス　ルカド∥文 ブルーノ　メルツ∥画

女子パウロ会∥訳

E/ミン
みんなの聖書絵本シリーズ 9　星にみちびかれ
て クリスマス 1

日本聖書協会∥文

E/メイ メイシーちゃんのクリスマス・イブ ルーシー　カズンズ∥作 なぎ　ともこ∥訳
E/メカ 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
あ/Ｅ/メリ メリークリスマス わらべ きみか∥作
E/メリ メリークリスマスおおかみさん みやにし　たつや∥作絵
E/メリ メリークリスマスおつきさま アンドレ　ダーハン∥作 きたやま　ようこ∥訳
E/メル 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 たなか　まや∥やく

E/モク モグのクリスマス ジュディス　カー∥作 三原 泉∥訳

E/モク もぐらくんとクリスマス
ハナ　ドスコチロヴァー∥作 ズデネック　ミレル∥絵

木村　有子∥訳

E/モミ バーナデットのモミの木
アンデルセン∥原作 バーナデット∥絵

ささき たづこ∥訳
E/モミ もみちゃんともみの木 たかどの ほうこ∥作 いちかわ なつこ∥絵 
E/モモ 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 



E/モリ もりでいちばんのクリスマスツリー いりやま さとし∥著 

E/ヤカ 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 おざき よし∥訳
E/ヤサ お星さまさがし(やさいのようせいN.Y.SALAD) 天野 喜孝∥原作
E/ユウ ゆうぐれ ユリ　シュルヴィッツ∥作 さくま ゆみこ∥訳

E/ユカ ゆかいなゆうびんやさんのクリスマス 
ジャネット  アルバーグ∥作 アラン  アルバーグ∥作

佐野 洋子∥訳
E/ユキ ゆきうさぎのおくりもの  レベッカ　ハリー∥え 木原 悦子∥やく
E/ユキ ゆきうさぎのねがいごと レベッカ　ハリー∥え 木原 悦子∥やく
E/ユキ ゆきがふったら いちかわ　なつこ∥作　絵 

E/ユキ ゆきだるまのメリークリスマス
ヴォルフラム　ヘネル∥作 ユーリ　ヴァース∥絵

いずみ　ちほこ∥訳

E/ユキ ゆきのまちかどに
ケイト　ディカミロ∥作 バグラム　イバトーリーン∥絵

もりやま　みやこ∥訳

E/ヨウ ようこそクリスマス 
市川　里美∥絵 マリアン　クシマノ　ラヴ∥文

森山　京∥訳
仕/E/ユメ ゆめのゆき エリック　カール∥作 あおき　ひさこ∥訳
Ｅ/ヨル よるくまクリスマスのまえのよる  酒井　駒子∥著

E/ライ ライオンと一角獣とわたし クリスマスの物語 
ジャネット　ウィンターソン∥文

モニカ　シュマルツ∥ドイツ語訳
リスベート　ツヴェルガー∥絵 池田 香代子∥訳

E/ラケ ラーゲルレーヴのおばあちゃん  司 修∥文と絵 
E/ラス ラスムスクルンプ クリスマスのぼうけん カーラとヴィルヘルム　ハンセン夫妻∥原案
E/ラツ ラッセルとクリスマスのまほう  ロブ　スコットン∥作 とき　ありえ∥訳
あ/E/ラツ らったったったクリスマス  ＬａＺＯＯ∥作 荒川 静恵∥絵 
E/ラツ ラップランドのサンタクロース図鑑 ペッカ ヴォリ∥著 絵 迫村 裕子∥訳

E/ラハ 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 ラッセ　サンドベリ∥え

きむら　ゆりこ∥やく

E/リサ リサとガスパールのクリスマス
アン　グットマン∥ぶん

ゲオルグ　ハレンスレーベン∥え 石津 ちひろ∥やく
E/リス りすのピーナッツ メリー・クリスマス! ナンシー　ローズ∥著 林 純子∥訳

E/リタ リタとナントカのクリスマス
ジャン＝フィリップ　アルー＝ヴィニョ∥ぶん
こだま　しおり∥やく オリヴィエ　タレック∥え

E/ルツ はじめてのクリスマス（ルッキオとフリフリ）  庄野 ナホコ∥作 
E/ルラ 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 おくはら　ゆめ∥え 
E/ロラ ローラのクリスマス クラウス・バウムガート∥文・絵 いけだ かよこ∥訳 
E/ワス わすれられないクリスマス マウリ　クンナス∥作 いながき　みはる∥訳
E/ワス わすれんぼうのサンタクロース 中川 ひろたか∥作 中川 貴雄∥絵
E/ワタ わたしクリスマスツリー 佐野　洋子∥作　絵
E/ワタ わたしのすてきなクリスマスツリー ダーロフ　イプカー∥作 やました はるお∥訳
Ｅ/ワタ わたしのゆきちゃん  いしい　つとむ∥文　絵
E/ワニ 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

193/エッ エッサイの木 クリスマスまでの24のお話
ジェラルディン　マコックラン∥著 沢 知恵∥訳

池谷 陽子∥絵
499/マホ ハーブいっぱいのクリスマス あんびる やすこ∥作　絵 葛山 幸子∥監修 
726/タシ ターシャ・テューダーのクリスマス アドベントカレンダー  ターシャ・テューダー著 
726/ユキ ゆきの日 on Christmas day On Christmas day 菊田 まりこ∥え  ぶん 
750/ワク わくわくクリスマス アイデアいっぱい!ハッピークラフト  岩藤 しおい∥著 大井 康子∥著 
767/エイ えいごクリスマスのうた 渡辺 敦子∥監修 訳詞 訳詩 篠崎 正喜∥〔ほか〕絵
798/キヤ ギャラリ！クリスマス スーパーまちがいさがしえほん

798/サン サンタさんがんばって めいろのえほん 奥野　涼子∥作　絵
798/トコ どこかなあるかなさがしてねくまくんのクリスマス ゲルゲイ　ドゥーダース∥さく 小林 晶子∥やく
798/トコ どこ? クリスマスのさがしもの 山形 明美∥作
798/トム トムとジェリーのクリスマス迷路サンタさんをさがしに 皆川 リョウイチ∥制作 皆川 静子∥制作 
798/トリ トリック・クリスマス・ファンタジー マシュー　ラビリンス∥作 イヌイ コウスケ∥日本版
798/ミツ チャレンジミッケ! サンタクロース ウォルター  ウィック∥作 糸井 重里∥訳

830/アタ
頭のいい子が育つ英語のうたハッピークリスマ
スソング

913/アン ルルとララのクリスマス あんびる やすこ∥作　絵 
913/カサ こぐまのクーク物語 [6] かさい まり∥作 絵 
913/サト うさぎのなぞなぞ屋 さとう まきこ∥作 黒井 健∥絵 

913/シン ぼくのクリスマスの木  新海 しょう子∥作 チカコ∥絵 

913/タケ おてつだいねこのクリスマス 竹下 文子∥作 鈴木 まもる∥絵

913/トミ ねこじゃら商店世界一のプレゼント 富安 陽子∥作 平澤 朋子∥絵 

913/ナシ
クリスマスクッキングふしぎなクッキーガール 12月の
おはなし

梨屋 アリエ∥作 山田 詩子∥絵

913/ハッ トキメキ♥図書館 PART13 服部 千春∥作 ほおのき ソラ∥絵 

913/フシ クリスマスケーキは知っている  藤本 ひとみ∥原作 住滝 良∥文 清瀬 赤目∥絵 

913/ヤマ クリスマスのグリーンベル 山部 京子∥著 



933/ウエ 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

坂崎　麻子∥訳 光野　多惠子∥訳

933/エリ
ウォートンのとんだクリスマス・イブ (ヒキガエル
とんだ大冒険) (3)

Ｅ．エリクソン∥作 ローレンス　ディ　フィオリ∥絵
佐藤　凉子∥訳

933/カル 赤いぼうしのタルレーナ かわいい小人のお話
エリナ　カルヤライネン∥作 クリステル　レンス∥絵

稲垣　美晴∥訳
933/キン 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

933/クリ ラモーナとおとうさん
ベバリイ　クリアリー∥作 松岡　享子∥訳

アラン　ティーグリーン∥絵

933/メト
クリスマスの妖精（フェアリー）ホリー(レインボー
マジック)

デイジー　メドウズ∥作 田内　志文∥訳

933/テオ テオのふしぎなクリスマス
キャサリン　ランデル∥文 エミリー　サットン∥絵

越智 典子∥訳
933/ミル ペーパーバッグクリスマス 最高の贈りもの  ケヴィン　アラン　ミルン∥著 宮木 陽子∥訳

943/フロ ニット帽の天使 プロイスラーのクリスマス物語
オトフリート　プロイスラー∥作

ヘルベルト　ホルツィング∥絵 吉田 孝夫∥訳

949/キア ニッセのポック
オーレ　ロン　キアケゴー∥作 スベン　オットー∥絵

枇谷　玲子∥訳

949/シュ イップとヤネケ　シンタクラースがやってくる！
アニー　Ｍ．Ｇ．シュミット∥作

フィープ　ヴェステンドルプ∥絵  西村　由美∥訳
993/ハル マウとバウのクリスマス ティモ　パルヴェラ∥作 末延 弘子∥訳 矢島 眞澄∥絵


