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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
（日本キリスト教団出版局）

2014 193/ﾏｺﾘ/14.9

再発見!くらしのなかの伝統文化 0005
市川 寛明／監修
（ポプラ社）

2015 382/ｲﾁｶ/15.4

昔のくらしと道具 0005
大角 修／文
大島 建彦／監修
（小峰書店）

2014 383/ｵｵｶ/14.4

12か月の行事えほん
たのしいちしきえほん

いけずみ ひろこ／作・絵
（PHP研究所）

2014 386/ｲｹｽ/14.12

しばわんこの和の行事えほん
MOEのえほん しばわんこの和のこころシリーズ

川浦 良枝／絵と文
（白泉社）

2014 386/ｶﾜｳ/14.12

子どもに伝えたい春夏秋冬 和の行事を楽しむ絵本
三浦 康子／著
かとー ゆーこ／絵
（永岡書店）

2014 386/ﾐｳﾗ/14.4

きせつのぎょうじえほん
プレNEO BOOKS

山本 祐司／絵
（小学館）

2014 386/ﾔﾏﾓ/14.3

季節をたべる冬の保存食・行事食
いっしょにつくろう!

濱田 美里／著
藤田 美菜子／絵
（アリス館）

2014 596/ﾊﾏﾀ/14.12

みんなでつくろう!季節と行事で壁をかざる立体工作 0010
早未 恵理／著
（国土社）

2015 750/ﾊﾔﾐ/15.4

みんなでつくろう!季節と行事で壁をかざる立体工作 0001
早未 恵理／著
（国土社）

2015 750/ﾊﾔﾐ/15.4

クリスマスのグリーンベル
山部 京子／著
（文芸社）

2014 913.6/ﾔﾏﾍ/14.9

いそがしいクリスマス
ぼくはめいたんてい

マージョリー・W.シャーマット／ぶん
クレイグ・シャーマット／ぶん
（大日本図書）

2014 933/ｼｬﾏ/14.10

ぼくはサンタ
ジョン・エイジー／作・絵
石井 ふみ／訳
（バベルプレス）

2014 E/ｱｷ/14.12

クリスマスのかくれんぼ
これなあに?かたぬきえほん スペシャル スペシャル

いしかわ こうじ／作・絵
（ポプラ社）

2014 E/ｲｼｶ/14.11

プレゼントの木
いもと ようこ／作絵
（金の星社）

2014 E/ｲﾓﾄ/14.10

賢者のおくりもの
オー・ヘンリー／原作
いもと ようこ／文絵
（金の星社）

2014 E/ｲﾓﾄ/14.11

14ひきのもちつき
14ひきのポケットえほん

いわむら かずお／さく
（童心社）

2014 E/ｲﾜﾑ/14.2

おもちのおふろ
苅田 澄子／作
植垣 歩子／絵
（学研教育出版）

2014 E/ｳｴｶ/14.12

ポックがはこんだプレゼント
ほしの ローザ／さく
おむら まりこ／え
（ドン・ボスコ社）

2014 E/ｵﾑﾗ/14.10

コアラのクリスマス
日本傑作絵本シリーズ

渡辺 鉄太／さく
加藤 チャコ／え
（福音館書店）

2014 E/ｶﾄｳ/14.10

※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。

一番新しいクリスマスとお正月の本
2014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の本を展示します。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？



書名 著者（出版者） 出版年 請求記号

十二支のどうぶつ小噺 
川端 誠／作
（BL出版）

2014 E/ｶﾜﾊ/14.12

トムテと赤いマフラー 
レーナ・アッロ／文
カタリーナ・クルースヴァル／絵
（光村教育図書）

2014 E/ｸﾙｽ/14.10

サンタさんへ12のプレゼント! 
マウリ=クンナス／作
いながき みはる／訳
（偕成社）

2014 E/ｸﾝﾅ/14

クリスマス・アルファベット  めくりしかけえほん
ロバート・サブダ／さく
きたむら まさお／やく
（大日本絵画）

2014 E/ｻﾌﾀ/14

黄色い服のサンタクロース 
渡辺 久美子／文
鈴木 光一／絵
（随想舎）

2014 E/ｽｽｷ/14.11

サンタさん!  しかけえほん
ルーファス・バトラー・セダー／さく
きたむら まさお／やく
（大日本絵画）

2014 E/ｾﾀ/14

ひとりぼっちのミャー クリスマスのよるに 
たしろ ちさと／え・ぶん
ピーター・ミルワード／やく
（女子パウロ会）

2014 E/ﾀｼﾛ/14.10

おしょうがつおめでとうはじまりの日! 
ますだ ゆうこ／作
たちもと みちこ／絵
（文溪堂）

2014 E/ﾀﾁﾓ/14.1

さがしえ12つき  コドモエのえほん
なかざわ くみこ／著
（白泉社）

2014 E/ﾅｶｻ/14.10

おばあちゃんのななくさがゆ 
野村 たかあき／作・絵
（佼成出版社）

2014 E/ﾉﾑﾗ/14.11

ゆきうさぎのおくりもの  クリスマスのちいさなおはなし
レベッカ・ハリー／え
木原 悦子／やく
（世界文化社）

2014 E/ﾊﾘ/14.11

ゆきうさぎのねがいごと  クリスマスのちいさなおはなし
レベッカ・ハリー／え
木原 悦子／やく
（世界文化社）

2014 E/ﾊﾘ/14.11

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
（女子パウロ会）

2014 E/ﾊﾝ/14.10

とりちゃんせかいいちのおべんとう  12支キッズのしかけえほん とり
きむら ゆういち／作
ふくざわ ゆみこ／絵
（ポプラ社）

2014 E/ﾌｸｻ/14.2

ひつじちゃんみんなにいいおかお  12支キッズのしかけえほん ひつじ
きむら ゆういち／作
ふくざわ ゆみこ／絵
（ポプラ社）

2014 E/ﾌｸｻ/14.3

ジングルベル A Magical Pop‐up Edition しかけえほん
ジェームズ・ロード・ピアポント／作詞
ニルート・プタピパット／絵
（大日本絵画）

2014 E/ﾌﾀﾋ/14

サンタクロースのおてつだい  ポプラせかいの絵本 45
ロリ・エベルト／文
ペール・ブライハーゲン／写真
（ポプラ社）

2014 E/ﾌﾗｲ/14.10

サンタクロースとあったよる 
クレメント・クラーク・ムーア／詩
ホリー・ホビー／絵
（BL出版）

2014 E/ﾎﾋ/14.11

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
（アノニマ・スタジオ）

2014 E/ﾏｲﾔ/14.12

まちどおしいねクリスマス 24のアドベントストーリー
MAME／編
つばき うたこ／訳
（ドン・ボスコ社）

2014 E/ﾏﾁﾄ/14.10

にんじゃサンタのなつまつり  PHPにこにこえほん
丸山 誠司／[作]
（PHP研究所）

2014 E/ﾏﾙﾔ/14.6

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
（徳間書店）

2014 E/ﾓﾃｨ/14.10
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展示期間2015年10月７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TEL054-262-1243（資料課）


