
書名 著者名（出版者） 出版年 請求記号

とっておきのクリスマスキャロル
ボビー・ヴォルゲマス／共著
ジョニー・エレクソン・タダ／共著
（いのちのことば社フォレストブックス）

2009 196/ｳｵﾙ/09.11

サンタがくれたふしぎ時計 松崎 博／監修（数研出版） 2009 837/ﾏﾂｻ/09.12

名探偵宵宮月乃5つの謎
関田 涙／作
間宮 彩智／絵（講談社） 2009 908/ｱｵｲ/09.8

あまんきみこセレクション 4 冬のおはなし
あまん きみこ／著
後路 好章／編（三省堂） 2009

913.6/ｱﾏﾝ
/09.12

グータラ王子の
ぐーたらミラクルクリスマス

小栗 かずまた／さく・え（集英社） 2009
913.6/ｵｸﾘ
/09.12

あなたにとどけるものがたり 4 風の会／編（心斎橋大学出版） 2009
913.6/ｶｾﾉ

/09.1

ちびまる子ちゃん
まる子自分の部屋が欲しくなるの巻

さくら ももこ／原作（金の星社） 2010
913.6/ｻｸﾗ

/10.4

12歳の文学 第4集 （小学館） 2010
913.6/ｼｭｳ

/10.3

読書リレー 1ー2年生 （星の環会） 2010
913.6/ﾄｸｼ

/10.7

ほたるぶくろの光 福井 智／文・絵（鳥影社） 2010
913.6/ﾌｸｲ

/10.2

マシュー先生とゆかいなヒルトップ病院 8
ヒルトップのクリスマス

ニコラス・アラン／原作
伊藤 菜摘子／文（偕成社） 2009 933/ｱﾗﾝ/09.10

サリーの帰る家
エリザベス・オハラ／作
もりうち すみこ／訳
（さ・え・ら書房）

2010 933/ｵﾊﾗ/10.4

クリスマス・キャロル
チャールズ・ディケンズ／作
脇 明子／訳（岩波書店） 2009 933/ﾃｲｹ/09.10

バレリーナ・ドリームズ 7
クリスマスの「くるみ割り人形」

アン・ブライアント／著
神戸 万知／訳（新書館） 2009 933/ﾌﾗｲ/09.11

ダイヤモンドブラザーズ ケース5
禁断のクロコダイル

アンソニー・ホロヴィッツ／作
藤倉 麻子／絵（文溪堂） 2009 933/ﾎﾛｳ/09.3

完訳アンデルセン童話集 2
アンデルセン／[著]
高橋 健二／訳（小学館） 2009 949/ｱﾝﾃ/09.10

一番新しいクリスマスとお正月の本（'09～'10）

　2009年以降に出版され、2010年９月までに当館に受け入れたクリスマスとお正月の本を展
示しています。
　特に、クリスマスに関する本は毎年たくさん出版されています。定番の本はもちろんです
が、新しい本の中にも、これから定番になるようなおすすめの本が隠れているかもしれませ
ん。
　この冬のおはなしかいにはいつもとちょっと違った本も選んでみませんか？

※請求記号の「E」は絵本を指しますが、実際の背ラベルでは省略されています。

クリスマスの本
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おじいちゃんとケーキをつくろう
マリサ・ロペス=ソリア／作
宇野 和美／訳（日本標準） 2010 963/ﾛﾍｽ/10.4

きらきらてんしのクリスマス
クレア・フリードマン／文
ゲイル・イェリル／絵
（ひさかたチャイルド）

2009 E/ｲｴﾘ/09.10

しいちゃんとクリスマス
山路 鎮子／原作
内田 美代子／絵（パロル舎） 2009 E/ｳﾁﾀ/09.11

さいしょのクリスマス
ロイス・ロック／ぶん
ソフィー・オルソップ／え
（サンパウロ）

2009 E/ｵﾙｿ/09.10

メリー・クリスマス!サンタさん
アラン・デュラント／ぶん
バネッサ・キャバン／え（主婦の友社） 2009 E/ｷﾔﾊ/09.11

ギャラリ!クリスマス （キッズレーベル） 2009 E/ｷﾔﾗ/09.11

ろばのこシャームのクリスマス
くまがい まちこ／えとぶん
（サンパウロ） 2009 E/ｸﾏｶ/09.10

くりすますとみーのおうち
スー・ボックス／文
エステル・コーク／絵（女子パウロ会） 2009 E/ｺｸ/09.10

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（徳間書店） 2009 E/ｺﾖｾ/09.10

サンタさんになったよ さこ ももみ／作（講談社） 2009 E/ｻｺ/09.10

サンタてんし3さい
さはら よしこ／え・ぶん
（日本キリスト教団出版局） 2010 E/ｻﾊﾗ/10.2

サンタクロースとちいさな木 エアーダイブ／さく・え（Dybooks） 2009 E/ｻﾝﾀ/09.11

7ひきこぐまのクリスマス
たかはし かおり／作・絵
（ひさかたチャイルド） 2009 E/ﾀｶﾊ/09.10

クリスマスのおかいもの たしろ ちさと／作（講談社） 2009 E/ﾀｼﾛ/09.11

クリスマスわくわくサンタの日!
ますだ ゆうこ／作
たちもと みちこ／絵（文溪堂） 2009 E/ﾀﾁﾓ/09.11

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（岩崎書店）

2009 E/ﾀﾚﾂ/09.12

モティマークリスマスのおひっこし
カーマ・ウィルソン／ぶん
ジェーン・チャップマン／え
（いのちのことば社フォレストブックス）

2009 E/ﾁﾔﾂ/09.10

エリーちゃんのクリスマス
メアリー・チャルマーズ／さく
おびか ゆうこ／やく（福音館書店） 2009 E/ﾁﾔﾙ/09.10
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しあわせのおくりもの
カール・ノラック／ぶん
クロード・K.デュボワ／え
（ほるぷ出版）

2009 E/ﾃﾕﾎ/09.9

3びきめのひつじ
ひろの みずえ／再話
広野 多珂子／絵（女子パウロ会） 2009 E/ﾋﾛﾉ/09.10

冬のえほん集 （小学館） 2009 E/ﾌﾕﾉ/09.11

スノーマン
スノードームがついたしかけえほん

レイモンド・ブリッグズ／作
すぎもと えみ／やく（大日本絵画） 2009 E/ﾌﾘﾂ/09

トゥートとパドル
ぼくたちのホワイト・クリスマス

ホリー・ホビー／作
二宮 由紀子／訳（BL出版） 2009 E/ﾎﾋ/09.11

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（偕成社） 2009 E/ﾐﾚﾙ/09.11

みんなの聖書絵本シリーズ 21
天使の知らせ

日本聖書協会／文（日本聖書協会） 2009 E/ﾐﾝﾅ/09.12

もしも、ぼくがサンタクロースと
ともだちだったら…

富安 陽子／さく
YUJI／え（くもん出版） 2009 E/ﾔﾏｼ/09.11

クリスマスのかね
レイモンド・M.オールデン／原作
竹下 文子／文（教育画劇） 2009 E/ﾔﾏﾀ/09.11
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おおきなポケット 第２０２号
子どもばやしのお正月

（福音館書店） 2009 051/ｵｵｷ/09.1

黒魔女さんが通る!! Part12
黒魔女さんのお正月

石崎 洋司／作
藤田 香／絵（講談社） 2010 908/ｱｵｲ/10.2

ちびまる子ちゃん まる子の貯金箱の巻 さくら ももこ／原作（金の星社） 2009
913.6/ｻｸﾗ

/09.6

松谷みよ子おはなし集 4
松谷 みよ子／作
石倉 欣二／絵（ポプラ社） 2010

913.6/ﾏﾂﾀ
/10.3

宮口しづえ童話名作集
宮口 しづえ／[著]
高橋 忠治／編（一草舎出版） 2009

913.6/ﾐﾔｸ
/09.6

21世紀版少年少女古典文学館 17
司馬 遼太郎／監修
田辺 聖子／監修（講談社） 2010 918/ﾆｼｭ/10.2

ホネホネさんのおしょうがつ
こどものとも634号

にしむら あつこ／さく・え
（福音館書店） 2009 E/ﾆｼﾑ/09.1

かさじぞう
山下 明生／文
西村 敏雄／絵（あかね書房） 2009 E/ﾆｼﾑ/09.10

かさじぞう
広松 由希子／ぶん
松成 真理子／え（岩崎書店） 2009 E/ﾏﾂﾅ/09.12

まんが日本昔ばなし 5
かさじぞう・ぶんぶく茶がま

川内 彩友美／編（講談社） 2009 E/ﾏﾝｶ/09.10

かさじぞう
柏葉 幸子／文
村上 勉／絵（小学館） 2009 E/ﾑﾗｶ/09.11

おめでとう
もたい たけし／え
ひろまつ ゆきこ／ぶん（講談社） 2009 E/ﾓﾀｲ/09.3

かさじぞう
わらべ きみか／絵
（ひさかたチャイルド） 2009 E/ﾜﾗﾍ/09.11

クリスマス・正月の工作図鑑 岩藤 しおい／著（いかだ社） 2009 750/ｲﾜﾌ/09.11

展示期間　2010年10月１日～11月29日
〒422-8002　静岡市駿河区谷田53-1　静岡県立中央図書館

子ども図書研究室　TEL 054-262-1243（資料課）

お正月の本

クリスマス・お正月の本
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