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クリスマスは知っている
講談社青い鳥文庫 探偵チームKZ事件ノート 286-8

藤本 ひとみ／原作
住滝 良／文
（講談社）

2012 908/ｱｵｲ/12.11

エーミルとクリスマスのごちそう
岩波少年文庫 211

アストリッド・リンドグレーン／作
石井 登志子／訳
（岩波書店）

2012 908/ｲﾜﾅ/12.6

こぐまのクーク物語 0006
角川つばさ文庫 Aか4-6

かさい まり／作 絵
（角川書店）

2012 908/ｶﾄｶ/12.11

小説ハローキティ 0002
角川つばさ文庫 Cさ2-12

市川 丈夫／文
依田 直子／絵
（アスキー・メディアワークス）

2012 908/ｶﾄｶ/12.12

マリア探偵社危険なクリスマス
フォア文庫 マリア探偵社 B451

川北 亮司／作
大井 知美／画
（岩崎書店）

2012 908/ﾌｫｱ/12.1

サンタ・カンパニー プレゼント大作戦!
ポプラポケット文庫 083-1

糸曽 賢志／原案
福島 直浩／作
（ポプラ社）

2012 908/ﾎﾌﾗ/12.11

ぼくのクリスマスの木
新海 しょう子／作
チカコ／絵
（グリーン・プレス）

2012 913.6/ｼﾝｶ/12.11

ナイトメアー・ビフォア・クリスマス
ディズニームービーブック

小宮山 みのり／文・構成
（講談社）

2012 933/ｺﾐﾔ/12.9

クリスマスのりんご クリスマスをめぐる九つのお話
世界傑作童話シリーズ

ルース・ソーヤー／ほか文
アリソン・アトリー／ほか文
（福音館書店）

2012 933/ｿﾔ/12.10

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）

2012 933/ﾛﾋﾝ/12.10

マウとバウのクリスマス
文研じゅべにーる

ティモ・パルヴェラ／作
末延 弘子／訳
（文研出版）

2012 993/ﾊﾙｳ/12.11

はなかっぱクリスマスのおくりもの
はなかっぱおともだちえほん

あきやま ただし／著
（メディアファクトリー）

2012 E/ｱｷﾔ/12.11

ジャッキーのクリスマス
PICT.BOOK くまのがっこう

あだち なみ／絵
あいはら ひろゆき／文
（ブロンズ新社）

2012 E/ｱﾀﾁ/12.11

クリスマスがやってくる
J.W.アングランド／作
小川 糸／訳
（文溪堂）

2012 E/ｱﾝｸ/12.11

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）

2012 E/ｳｨｯ/12.9

じゅうにしのはなし
元気いっぱい!日本の昔話 9

関根 榮一／文
岡本 颯子／絵
（チャイルド本社）

2012 E/ｵｶﾓ/12.12

クリスマスプレゼントどこ?
あかちゃんとあそぶしかけえほん

カレン・カッツ／作
みやぎ ようこ／訳
（あかね書房）

2012 E/ｶｯﾂ/12.10

サンタクロースの免許証
川田 じゅん／著
（風濤社）

2012 E/ｶﾜﾀ/12.12

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
（バベルプレス）

2012 E/ｶﾝﾀ/12.12

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
（世界文化社）

2012 E/ｺｯﾌ/12.11

※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。

一番新しいクリスマスとお正月の本
2012年以降に出版され、今年10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？
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サンタさんたら、もう!
えほんをいっしょに。 1

ひこ・田中／作
小林 万希子／絵
（WAVE出版）

2012 E/ｺﾊﾔ/12.12

白いリボンのサンタクロース
桜 すもも／絵・文
（文芸社）

2012 E/ｻｸﾗ/12.12

あんたがサンタ? こまったサンタの実例集
佐々木 マキ／絵
（絵本館）

2012 E/ｻｻｷ/12.10

てんしとこひつじ クリスマスのおはなし
ソフィー・パイパー／文
クリスティーナ・ステファンソン／絵
（女子パウロ会）

2012 E/ｽﾃﾌ/12.10

クリスマスくろくま
おはなし・くろくま

たかい よしかず／さく・え
（くもん出版）

2012 E/ﾀｶｲ/12.10

ハリーのクリスマス
世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本

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）

2012 E/ﾁｬﾙ/12.10

中国の四季の絵本 0001
王 早早／文
（神奈川共同出版販売）

2013 E/ﾁｭｳ/13.5

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）

2012 E/ﾃｭﾎ/12.11

どこどこ?セブンもっと 0002まちがいさがしえほん （キッズレーベル） 2012 E/ﾄｺﾄ/12.11

クリスマスものがたり
リトルベル

パメラ・ドルトン／絵
藤本 朝巳／文
（日本キリスト教団出版局）

2012 E/ﾄﾙﾄ/12.10

クリスマスのうたものがたり
中井 俊已／ぶん
永井 泰子／え
（ドン・ボスコ社）

2012 E/ﾅｶｲ/12.10

クリスマスのあくま
原 マスミ／著
（白泉社）

2012 E/ﾊﾗ/12.10

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
（BL出版）

2012 E/ﾊﾚｯ/12.10

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
（小学館）

2012 E/ﾋｱﾄ/12.11

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
（バベルプレス）

2012 E/ﾌｫｯ/12.12

へびちゃんおしゃべりだいすき!
12支キッズのしかけえほん へび

きむら ゆういち／作
ふくざわ ゆみこ／絵
（ポプラ社）

2012 E/ﾌｸｻ/12.11

うしちゃんえんそくわくわく
12支キッズのしかけえほん うし

きむら ゆういち／作
ふくざわ ゆみこ／絵
（ポプラ社）

2012 E/ﾌｸｻ/12.3

とらくんおれさまさいこう!?
12支キッズのしかけえほん とら

きむら ゆういち／作
ふくざわ ゆみこ／絵
（ポプラ社）

2012 E/ﾌｸｻ/12.7

さるくんまかせてまかせて!
12支キッズのしかけえほん さる

きむら ゆういち／作
ふくざわ ゆみこ／絵
（ポプラ社）

2013 E/ﾌｸｻ/13.3

ちいさなかぞくのおしょうがつ
宮崎 いづみ／え・ぶん
（紀文食品）

2012 E/ﾐﾔｻ/12.12

十二支のしんねんかい
みき つきみ／文
柳原 良平／画
（こぐま社）

2012 E/ﾔﾅｷ/12.11

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
（光村教育図書）

2012 E/ﾘｳｽ/12.11
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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
（徳間書店）

2012 E/ﾙｶｽ/12.9

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）

2012 E/ﾛﾋﾝ/12.11

イライジャの天使 ハヌカとクリスマスの物語
<いのちのバトン>シリーズ

マイケル・J.ローゼン／文
アミナー・ブレンダ・リン・ロビンソン／絵
（晶文社）

2012 E/ﾛﾋﾝ/12.12


