
書名 著者（出版者） 出版年 請求記号

国際理解につながる宗教のこと 0001
宗教のナゼナゼ

池上 彰／監修!
（教育画劇）

2017 160/ｲｹｶ/17.2

それ日本と逆!?文化のちがい習慣のちがい 第２期第５
ワイワイ記念日とお祭り

須藤 健一／監修
（学研プラス）

2017 382/ｽﾄｳ/17.2

道具からみる昔のくらしと子どもたち 0004
年中行事

須藤 功／編
（農山漁村文化協会）

2017 382/ｽﾄｳ/17.2

日本と世界のくらし 食 どこが同じ?どこがちがう?
野林 厚志／監修
（汐文社）

2017 383/ﾉﾊﾔ/17.1

はじめての行事えほん
小川 直之／監修
竹永 絵里／絵
（パイインターナショナル）

2018 386/ｵｶﾜ/18.2

齋藤孝の覚えておきたい日本の行事
齋藤 孝／著
深蔵／絵
（金の星社）

2018 386/ｻｲﾄ/18.5

12ケ月の親子で楽しむ和の行事 大きな文字でふりがな付き!
広田 千悦子／監修
（日東書院本社）

2018 386/ﾋﾛﾀ/18.4

イラストでわかる日本の伝統行事・行事食
谷田貝 公昭／第1部監修
坂本 廣子／第2部著
（合同出版）

2017 386/ﾔﾀｶ/17.1

ミシンなしでかんたん!季節の手芸 0004
冬

C・R・K design／著
（理論社）

2017 594/ｼｱﾙ/17.9

季節の食べものクイズ絵本12カ月
角 愼作／絵
月刊「学校給食」編集部／文
（全国学校給食協会）

2017 596/ｽﾐ/17.7

子どもと作るスイーツ絵本 四季のレシピ
辻口 博啓／著
ふくまこ／絵
（あすなろ書房）

2017 596/ﾂｼｸ/17.3

やさしい行事のこうさく 0004
冬のこうさく

竹井 史郎／作
（小峰書店）

2018 750/ﾀｹｲ/18.4

イベントおりがみ おって楽しい!使ってもり上がる!!
実用No.1

主婦の友社／編
（主婦の友社）

2017 754/ｼｭﾌ/17.3

季節と行事のおりがみくらぶ お正月・せつぶん・たなばた
新宮 文明／著
（ほるぷ出版）

2018 754/ｼﾝｸ/18.3

季節と行事のおりがみくらぶ お月見・ハロウィン・クリスマス
新宮 文明／著
（ほるぷ出版）

2018 754/ｼﾝｸ/18.3

クリスマスめいろブック
マッティア・セラト／絵
アンドレア・カステッラーニ／絵
（あかね書房）

2017 798/ｾﾗﾄ/17.10

おもしろい!楽しい!うれしい!手紙 0002
春夏秋冬・12か月手紙を楽しもう!

スギヤマ カナヨ／[著]
（偕成社）

2018 816/ｽｷﾔ/18.3

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 Let's
sing Christmas songs!

村松 美映子／英語監修
新星出版社編集部／編
（新星出版社）

2017 830/ﾑﾗﾏ/17.11

とびきりすてきなクリスマス
岩波少年文庫 241

リー・キングマン／作
山内 玲子／訳
（岩波書店）

2017 908/ｲﾜﾅ/17.10

こいぬとこねこのおかしな話
岩波少年文庫 240

ヨゼフ・チャペック／作
木村 有子／訳
（岩波書店）

2017 908/ｲﾜﾅ/17.5

クリスマスがちかづくと
斉藤 倫／作
くりはら たかし／画
（福音館書店）

2017 913.6/ｻｲﾄ/17.10

※請求記号のうち、「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。

新しいクリスマスとお正月の本

2017年以降に出版され、今年９月までに当館に受け入れたクリスマスとお正月（またはお餅）の本を展示しています。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。また、日本の行事を紹介する本や行事を楽しむための工作の本なども
多く出版されています。新しい本の中にはこれから定番になるような本が隠れているかもしれません。いつもとちょっと
違った本を探してみるのはいかがですか。



書名 著者（出版者） 出版年 請求記号

サンタちゃん
ひこ・田中／作
こはら かずの／絵
（講談社）

2017 913.6/ﾋｺﾀ/17.10

グレッグのダメ日記 にげだしたいよ!
グレッグのダメ日記 12

ジェフ・キニー／作
中井 はるの／訳
（ポプラ社）

2017 933/ｷﾆ/17.11

サンタクロースのはるやすみ
こころのほんばこシリーズ

ロジャー・デュボアザン／ぶん・え
小宮 由／やく
（大日本図書）

2017 933/ﾃｭﾎ/17.2

アナと雪の女王 家族の思い出
講談社KK文庫 A22-30

中井 はるの／文
（講談社）

2018 933/ﾅｶｲ/18.3

子ぶたのトリュフ
ヘレン・ピータース／文
エリー・スノードン／絵
（さ・え・ら書房）

2018 933/ﾋﾀｽ/18.1

クリスマスサウルス
トム・フレッチャー／著
橋本 恵／訳
（静山社）

2017 933/ﾌﾚｯ/17.11

クリスマスを救った女の子
マット・ヘイグ／文
クリス・モルド／絵
（西村書店）

2017 933/ﾍｲｸ/17.10

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
（ゴブリン書房）

2017 933/ﾗﾝﾃ/17.11

あけましてのごあいさつ
はじめての行事えほん お正月

すとう あさえ／ぶん
青山 友美／え
（ほるぷ出版）

2017 E/ｱｵﾔ/17.12

ぜんまいじかけのトリュフ 0001
あゆみ／原案・イラスト
竹下 文子／文
（カミオジャパン）

2017 E/ｱﾕﾐ/17.9

パディントンのクリスマス
絵本「クマのパディントン」シリーズ 5

マイケル・ボンド／さく
R.W.アリー／え
（理論社）

2017 E/ｱﾘ/17.10

こどものこよみしんぶん
内田 かずひろ／絵
グループ・コロンブス／構成・文
（文化学園文化出版局）

2017 E/ｳﾁﾀ/17.2

クリスマスにうまれたあかちゃん
サリー・アン・ライト／文
オナー・エアーズ／絵
（サンパウロ）

2017 E/ｴｱｽ/17.8

メリーメリークリスマス! ひかるえほん
岡村 志満子／作
（くもん出版）

2017 E/ｵｶﾑ/17.10

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
（ドン・ボスコ社）

2017 E/ｵﾑﾗ/17.10

チョキンちゃんのクリスマス
犬飼 由美恵／作
柿田 ゆかり／絵
（小学館）

2017 E/ｶｷﾀ/17.11

おもちのかみさま
かとう まふみ／著
（佼成出版社）

2017 E/ｶﾄｳ/17.12

十二支のはじまり
はじめての世界名作えほん 17

中脇 初枝／文
椛島 義夫／作画
（ポプラ社）

2018 E/ｶﾊｼ/18.3

クリスマストレインしゅっぱつ
視覚デザインのえほん

視覚デザイン研究所／さく
くにすえ たくし／え
（視覚デザイン研究所）

2017 E/ｸﾆｽ/17.11

ちいさなほしのものがたり
リチャード・リトルデール／文
ドゥブラヴカ・コラノヴィッチ／絵
（サンパウロ）

2017 E/ｺﾗﾉ/17.9

おもちおばけ
ポプラ社の絵本 47

ささき ようこ／さく・え
（ポプラ社）

2017 E/ｻｻｷ/17.12

パノフじいちゃんのすてきな日クリスマス
トルストイ／原作
ミグ・ホルダー／再話
（女子パウロ会）

2017 E/ﾀｳﾆ/17.10

くませんせいがねているうちに
ハッピーオウル社の<おはなしのほん>

すとう あさえ／ぶん
たかくわ こうじ／え
（ハッピーオウル社）

2017 E/ﾀｶｸ/17.10



書名 著者（出版者） 出版年 請求記号

ふしぎなどうぶつランド
高畠 純／え
斉藤 洋／おはなし
（講談社）

2017 E/ﾀｶﾊ/17.12

きょうりゅうたちのクリスマス
世界の絵本コレクション

ジェイン・ヨーレン／文
マーク・ティーグ／絵
（小峰書店）

2017 E/ﾃｨｸ/17.11

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
（岩崎書店）

2017 E/ﾄｩﾀ/17.11

じょやのかね
日本傑作絵本シリーズ

とうごう なりさ／さく
（福音館書店）

2017 E/ﾄｳｺ/17.11

かさじぞう
名作童話

あかぎ かんこ／ぶん
なかがわ だいすけ／え
（新樹社）

2018 E/ﾅｶｶ/18.4

とのさまサンタ
長野 ヒデ子／作・絵
本田 カヨ子／作・絵
（あすなろ書房）

2017 E/ﾅｶﾉ/17.12

なぜなぜクイズ絵本 000310　1月のなぜなぜ
チャイルド科学絵本館

 （チャイルド本社） 2017 E/ﾅｾﾅ/17.1

ももちゃんとじゃまじゃまねことクリスマス
にわ／さく
（マイクロマガジン社）

2017 E/ﾆﾜ/17.11

さがそ!きせつのぎょうじ12かげつ
はっとり みどり／さく
伝 祥爾／撮影
（学研教育みらい）

2017 E/ﾊｯﾄ/17.11

はじめてのぎょうじ 3・4・5さいだもん
ふれあい親子のほん

無藤 隆／監修
加藤 紫識／監修
（学研プラス）

2017 E/ﾊｼﾒ/17.2

こねこのプーフー 0008
サンタさんにあったよ!

アン・ハレンスレーベン／作
ゲオルグ・ハレンスレーベン／作
（小学館）

2017 E/ﾊﾚﾝ/17.10

クリスマス・キャロル
チャールズ・ディケンズ／原作
ブレット・ヘルキスト／絵
（光村教育図書）

2017 E/ﾍﾙｷ/17.10

ちびっこみならいサンタのタンタ
ぴっかぴかえほん

まつむら まい／作
（小学館）

2017 E/ﾏﾂﾑ/17.11

パンダくんプレゼントのもりへ
おひさまキッチン

ヤスダ ユミコ／さく
むとう ゆういち／さく
（パイインターナショナル）

2017 E/ﾏﾂﾓ/17.11

ゆうびんパンダとジム太
にかいどう ゆたか／さく
みき しげる／え
（エスエスシー出版）

2018 E/ﾐｷ/18.2

ちいさいろばくんとクリスマス A Christmas Story
ダンディ・デイリー・マッカル／文
マルタ・アルヴァレズ・ミグエンス／絵
（いのちのことば社CS成長センター）

2017 E/ﾐｹﾝ/17.10

ろうそくぱっ
みなみ じゅんこ／作
（アリス館）

2017 E/ﾐﾅﾐ/17.11

あいたくてあいたくて
みやにし たつや／作・絵
（女子パウロ会）

2017 E/ﾐﾔﾆ/17.10

ジングルベル
おひざにおいで

キャサリン・N.デイリー／作
J.P.ミラー／絵
（PHP研究所）

2017 E/ﾐﾗ/17.11

ギフト サンタJr.の旅
森野 碧子／絵と文
（図書出版のぶ工房）

2017 E/ﾓﾘﾉ/17.12

サンタともりのなかまたち
バリー・ティムス／作
アグ・ジャッコウシュカ／絵
（ひさかたチャイルド）

2017 E/ﾔﾄｺ/17.10

どこ? クリスマスのさがしもの
講談社の創作絵本

山形 明美／作
（講談社）

2017 E/ﾔﾏｶ/17.10

展示期間　2018年９月29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）


