
No. 資料名 著者名 出版社

1 こまったこまったサンタクロース マシュー　プライス∥ぶん ほるぷ出版

2 とおいクリスマス えびな みつる∥さく　え 白泉社

3 世界一すてきなおくりもの 薫 くみこ∥作 ポプラ社

4 こねこのクリスマス なかえ よしを∥作 教育画劇

5 聖ニコラスがやってくる! クレメント　C.ムーア∥文 西村書店

6 くまじいちゃんのクリスマス やすい すえこ∥さく 女子パウロ会

7 サンタクロースをください 松岡 節∥作 ひかりのくに

8 トムテ ヴィクトール=リードベリ∥さく 偕成社

9 ねずみくん、どうするどうするクリスマス ドン　ウッド∥さく BL出版

10 ねすごしたサンタクロース 垣内 磯子∥文 小学館

11 だいすきなサンタさんへ 太田 有香∥絵 至光社

12 ぼくはあったよサンタクロース おおとも やすお∥作 ベネッセコーポレーション

13 ワニのライルのクリスマス B　ウェーバー∥さく 大日本図書

14 こまったクリスマス ラッセル　ジョンソン∥文 西村書店

15 さぶろうと空とぶトナカイ いぬい とみこ∥[作] 童心社

16 キューピー物語 ローズオニール∥著 如月出版

17 ちいさなサンタまちにいく アヌ　ストーナー∥文 岩崎書店

18 一まいのクリスマス・カード 松谷 みよ子∥文 偕成社

19 ふしぎなあかいぼうし 大鹿 智子∥作　絵 ポプラ社

20 みんなでたのしいクリスマス クレア　フリードマン∥文 ひさかたチャイルド

21 ヘレンのクリスマス ナタリー　キンジー‐ワーノック∥文 BL出版

22 世界にひとつしかクリスマスツリーがなかったら 池谷 剛一∥文　絵 パロル舎

23 サンタクロースのふくろのなか 安野 光雅∥[作] 童話屋

24 ウェールズのクリスマスの想いで ディラン　トマス∥文 瑞雲舎

25 ようこそクリスマス 市川 里美∥絵 講談社

26 12月通り25番地 ヘレン　ウォード∥作 BL出版

27 クリスマスまだかな? こわせ たまみ∥さく PHP研究所

28 サンタ・ハウスのサンタたち 磯田 和一∥作　絵 佼成出版社

29 ミセス・サンタはおおいそがし ペニー　アイブス∥さく　え 文渓堂

30 こうさぎたちのクリスマス エイドリアン　アダムズ∥作　絵 佑学社
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31 お祭りにいけなかったもみの木 市川 里美∥作 偕成社

32 キッパーのクリスマス ミック　インクペン∥作 小学館

33 サンタさんがクリスマスプレゼント ニコラス　アンドリコプロス∥さく　え 新世研

34 もみの木 トーベ　ヤンソン∥著 講談社

35 モンスター・ホテルでクリスマス 柏葉 幸子∥作 小峰書店

36 大きなモミの木 庄野 英二∥作 金の星社

37 おもちゃ屋へいったトムテ エルサ　ベスコフ∥さく 福音館書店

38 おくれてきたサンタさん 木村 泰子∥絵と文 至光社

39 大きなリュックのサンタクロース 山口 節子∥作 文渓堂

40 サンタさんへのおくりもの G　ピュッセー∥作 文研出版

41 ゆうれいばばさまのクリスマス 柏葉 幸子∥作 佼成出版社

42 4つのすてきなクリスマス イヴェット　トゥボー∥作 リブロポート

43 森からのプレゼント ヨー=テンフィヨール∥さく 偕成社

44 天使とくつした 今西 祐行∥作 あすなろ書房

45 おそうじむすめリリーのクリスマス たかどの ほうこ∥作絵 佼成出版社

46 思いがけない贈り物 エヴァ　ヘラー∥作 講談社

47 のうさぎ村のクリスマス マリー　H　アンリ∥さく え 佑学社

48 サンタの最後のおくりもの マリー=オード　ミュライユ∥作 徳間書店

49 ぶたの・ポテトのひみつのやくそく 武鹿 悦子∥作 大日本図書

50 エーミルのクリスマス・パーティー アストリッド　リンドグレーン∥作 岩波書店

51 シモンとクリスマスねこ レギーネ　シントラー∥ぶん 福音館書店

52 くるみわり人形とねずみの王さま E　T　A　ホフマン∥作 富山房

53 ミリー・モリー・マンデーのおはなし ジョイス　L　ブリスリー∥さく 福音館書店

54 ダヤンのクリスマスまでの12日 池田 あきこ∥作 ほるぷ出版

55 クリスマス バーバラ　クーニー∥さく 長崎出版

56 アルプスの村のクリスマス 舟田 詠子∥文　写真 リブロポート

57 クリスマスの天使 アヴィ∥作 講談社

58 クリスマスをかざろう 花田 えりこ∥文　絵 岩崎書店

59 クリスマスの子犬 R.G.イントレイター∥作 文研出版

60 もうすぐクリスマス バルバラ　バルトス=ヘップナー∥[著] 新教出版社
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61 冬の王さま 田中 真理子∥訳 燦葉出版社

62 しあわせなモミの木 シャーロット　ゾロトウ∥文 童話屋

63 ダヤンのクリスマスまでの12日 池田 あきこ∥作 ほるぷ出版

64 クリスマス・みんなで飾る 上村 浩子∥編著 星の環会

65 がまがえるのサンタさん しのざき みつお∥絵と文 PHP研究所

66 うさぎのぴょんのクリスマス ハロルド　ジョーンズ∥作　絵 徳間書店

67 ティリーのクリスマス フェイス　ジェイクス∥作 こぐま社

68 だれも知らないサンタの秘密 アラン　スノウ∥さく あすなろ書房

69 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 ポプラ社

70 サンタクロースのさいごのプレゼント 鈴木 純子∥作　絵 ブックローン出版

71 テディ&アニー ジェームズ　スティーブンソン∥[原作] 河出書房新社

72 サンタクロースのひみつ アニー　シヴァーディ∥文 文化出版局

73 すばらしきかな、人生! ジミー　ホーキンズ∥作 あすなろ書房

74 おくりものってうれしいな 薫 くみこ∥作 ポプラ社

75 クリスマスをさがしに リースベット　スレーヘルス∥さく いのちのことば社フォレストブックス

76 サンタがきたらおこしてね やすい すえこ∥作 女子パウロ会

77 にたものランドのクリスマス ジョーン　スタイナー∥作 徳間書店

78 ヤナコッタさんのクリスマス ジェイムズ　スティヴンスン∥著 紀伊国屋書店

79 トナカイになったオリーブ ジェイ　オットー　シーボルト∥[絵] プロトギャラクシー

80 サンタクロースはおおいそがし しのざき みつお∥さく 草土文化

81 きのいいサンタ さとう わきこ∥作 絵 金の星社

82 とおい星からのおきゃくさま もいち くみこ∥さく 岩崎書店

83 ゆきだるまのクリスマス 佐々木 マキ∥作 福音館書店

84 まほうつかいのクリスマス 森山 京∥作 あかね書房

85 ちいさなろば ルース　エインズワース∥作 福音館書店

86 さみしがりやのサンタさん 内田 麟太郎∥作 岩崎書店

87 ねむいねむいねずみのクリスマス ささき まき∥作　絵 PHP研究所

88 ふしぎなゆきの日 薫 くみこ∥作 ポプラ社

89 まいごのサンタクロース 佐々木 潔∥作　絵 講談社

90 サンタさんだよかえるくん 塩田 守男∥え PHP研究所
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91 聖なる夜に ピーター　コリントン∥作 BL出版

92 わたしクリスマスツリー 佐野 洋子∥作　絵 講談社

93 サンタさんへ12のプレゼント! マウリ=クンナス∥作 偕成社

94 サンタクロースはきっとくる 薫 くみこ∥作 ポプラ社

95 もみのきそのみをかざりなさい 五味 太郎∥作 リブロポート

96 アンジェリーナのクリスマス キャサリン　ホラバード∥文 講談社

97 クリスマスのよろこび クリスマスのへいわ うらた しんじろう∥訳 ドン・ボスコ社

98 さいこうのおくりもの 立原 えりか∥作 ひくまの出版

99 サンタのひみつおしえます ジェームズ　ソルヘイム∥さく ひさかたチャイルド

100 あのね、サンタの国ではね… 黒井 健∥絵 偕成社

101 馬小屋のクリスマス アストリッド　リンドグレーン∥文 ラトルズ

102 サンタクロースと小人たち マウリ=クンナス∥作 偕成社

103 からっぽのくつした リチャード　カーティス∥作 世界文化社

104 クリスマスよ、ブルーカンガルー! エマ　チチェスター　クラーク∥さく 評論社

105 ゆうびんうさぎとしろくまサンタ 木暮 正夫∥作 ひさかたチャイルド

106 しずかなしずかなクリスマス ジョセ　ゴーフィン∥さく ほるぷ出版

107 モグのクリスマス ジュディス　カー∥作 あすなろ書房

108 サンタクロースとまほうのたいこ マウリ　クンナス∥作 偕成社

109 サンタのおまじない 菊地 清∥作　絵 富山房

110 モモゴンのクリスマス 玖保 キリコ∥作　絵 岩崎書店

111 なきむしライオンのクリスマス 矢崎 節夫∥文 サンパウロ

112 森のクリスマス きむら だいすけ∥さく 福武書店

113 サンタの国の12カ月 葛岡 博∥絵 アートデイズ

114 クリスマスのおくりもの イワン　ガンチェフ∥さく DEMPA/ペンタン

115 ちいさなもみのき マーガレット　ワイズ　ブラウン∥さく 福音館書店

116 しあわせみつけた イワン　ガンチェフ∥絵 講談社

117 クリスマスパンツ きとう ひろえ∥著 新風舎

118 サンタクロースのすきなおはなし 青木 久子∥文 女子パウロ会

119 クリスマスれっしゃ イヴァン　ガンチェフ∥作　絵 フレーベル館

120 ジョイのおくりもの 柳川 茂∥作 いのちのことば社フォレストブックス

とくしゅう



No.

121 メイシーちゃんのクリスマス・イブ ルーシー　カズンズ∥作 偕成社

122 サンタおじさんのいねむり ルイーズ=ファチオ∥さく 偕成社

123 クリスマスのおきゃくさま 間所 ひさこ∥文 女子パウロ会

124 くりすますのおはなし 柿本 幸造∥絵 女子パウロ会

125 ながれぼしをひろいに 筒井 頼子∥さく 福音館書店

126 トリフのクリスマス アンナ　カリー∥さく くもん出版

127 くろうまブランキー 伊東 三郎∥再話 福音館書店

128 はじめての聖書 マリア　グラチア　ボルドリーニ∥え 女子パウロ会

129 サンタクロースのおくりもの E　クラーク∥作 金の星社

130 ねんにいちどのおきゃくさま 亀岡 亜希子∥作　絵 文渓堂

131 もしもねずみをえいがにつれていくと ローラ　ジョフィ　ニューメロフ∥文 岩崎書店

132 サンタのサムタンさん 溝江 玲子∥作 東京経済

133 やまあらしぼうやのクリスマス ジョセフ　スレイト∥ぶん グランまま社

134 いちばんちいさいトナカイ マイケル　フォアマン∥さく 評論社

135 さむがりやのサンタ レイモンド　ブリッグズ∥さく　え 福音館書店

136 スプーンおばさんのクリスマス アルフ　プリョイセン∥さく 偕成社

137 クリスマスのものがたり フェリクス　ホフマン∥さく 福音館書店

138 Dearサンタさん ふくだ すぐる∥さく　え 岩崎書店

139 ババールとサンタクロース ジャン　ド　ブリュノフ∥さく 評論社

140 リッキのクリスマス ヒド　ファン　ヘネヒテン∥さく　え フレーベル館

141 クリスマスのはじまり レイチェル　ビリントン∥作 佑学社

142 ルカのクリスマスケーキ フランチェスカ　ボスカ∥文 いのちのことば社フォレストブックス

143 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 BL出版

144 サンタクロースはおもちゃはかせ マーラ　フレイジー∥作 文溪堂

145 クリスマスをわすれたサンタクロース カリン　フォン　オルダースハウゼン∥文 評論社

146 サンタさんのトナカイ ジャン　ブレット∥作　絵 徳間書店

147 ペッテルとロッタのクリスマス エルサ　ベスコフ∥さく　え 福音館書店

148 ババールとサンタクロース ジャン　ド　ブリュノフ∥さく 評論社

149 もめんのろばさん わたり むつこ∥作 ポプラ社

150 サンタのトナカイがいなくなったクリスマス シド　ホッフ∥ぶん　え 新世研
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151 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 ポプラ社

152 クリスマスにはやっぱりサンタ ビル・ピート／作 ほるぷ出版

153 急行「北極号」 クリス　ヴァン　オールズバーグ∥絵と文 河出書房新社

154 クリスマスのおくりもの ジョン　バーニンガム∥さく ほるぷ出版

155 あすはたのしいクリスマス クレメント　ムーア∥ぶん ほるぷ出版

156 ゆきうさぎのねがいごと レベッカ　ハリー∥え 世界文化社

157 ぎんいろのじてんしゃ 広野 多珂子∥作 PHP研究所

158 はやくおきてよサンタさん マーカス　フィスター∥作 講談社

159 サンタクロースのそりにのって 松岡 節∥作 ひかりのくに

160 コロちゃんのクリスマスのぼうけん エリック　ヒル∥さく 評論社

161 サンタの国へのふしぎなたび まつむら ちひで∥作 ポプラ社

162 ツリーにやどったおほしさま クリスティーン　リースン∥ぶん 評論社

163 クリスマスのほし マーカス　フィスター∥作 講談社

164 びっくりクリスマス シンシア　パターソン∥作　絵 金の星社

165 サンタさんありがとう 長尾 玲子∥さく 福音館書店

166 ローラのクリスマス クラウス　バウムガート∥文　絵 西村書店

167 サンタさんからおへんじついた!? 若林 ひとみ∥作 ポプラ社

168 クリスマスをさがして T　S　ハイマン∥作　絵 金の星社

169 サンタさんありがとう 長尾 玲子∥さく 福音館書店

170 みんなまってたクリスマス 富永 秀夫∥絵 女子パウロ会

171 サンタクロースのくるひ 西巻 茅子∥さく　え 福音館書店

172 うれしいうれしいクリスマス 長野 博一∥作 小峰書店

173 ポインセチアはまほうの花 ジョアンヌ　オッペンハイム∥文 光村教育図書

174 サンタクロースがよっぱらった 長崎 源之助∥さく 大日本図書

175 ゆきとトナカイのうた ボディル　ハグブリンク∥作　絵 ポプラ社

176 パオちゃんのクリスマス なかがわ みちこ∥さく　え PHP研究所

177 エマおばあさんとモミの木 こやま 峰子∥作 平凡社

178 サンタさんの青い球 岩本 久則∥作 小峰書店

179 クリスマスのまえのばん クレメント　C　ムーア∥ぶん 福音館書店

180 クリスマスにはおひげがいっぱい!? ロジャー　デュボアザン∥作 BL出版
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181 クリスマスのまえのばん ターシャ　テューダー∥絵 偕成社

182 クリスマスのゆきだるま アンドレ　ダーハン∥さく 小学館

183 あたたかいおくりもの たるいし まこ∥さく 福音館書店

184 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 メディアファクトリー

185 クリスマスのうさぎぼうや アンドレ　ダーハン∥さく 小学館

186 赤はなのトナカイルドルフ とおやま うみひこ∥ぶん メディアファクトリー

187 かぜがはこんだクリスマス つるみ ゆき∥ぶん　え サンパウロ

188 ベッキーのクリスマス ターシャ　テューダー∥絵　文 メディアファクトリー

189 サンタクロースのたんじょうび たむら ともこ∥[作] ほるぷ出版

190 サンタのおもちゃ工場 たむら しげる∥作 リブロポート

191 クリスマスはまってくれない イブ　タルレ∥文　絵 くもん出版

192 聖夜のおくりもの トリシャ　ロマンス∥文　絵 岩波書店

193 いちばんすてきなクリスマス チェン チーユエン∥作 コンセル

194 おじいさんとクリスマスのほし つるみ ゆき∥絵と文 至光社

195 あかちゃんからのおくりもの わたなべ リオ∥作　絵 ポプラ社

196 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 女子パウロ会

197 クリスマスの12にち ブライアン　ワイルドスミス∥作 講談社

198 ほしがながれてクリスマス 谷内 こうた∥絵と文 至光社

199 クリスマスの夜はきをつけて! ジュリー　サイクス∥作 文渓堂

200 ハネスうさぎのクリスマス バーナデット　ワッツ∥作 講談社

201 ほしはきらきら ロイス　ロック∥文 女子パウロ会

202 七人のサンタの物語 なかもと はじめ∥ぶん ポプラ社

203 こぐまのクリスマス 堀尾 青史∥脚本 童心社

204 どうぶつ山のクリスマス わたり むつこ∥脚本 童心社

205 ハモのクリスマス たかお ゆうこ∥さく 福音館書店

206 クリスマスイヴのこと クレメント　ムーア∥作 セーラー出版

207 おしゃれのすきなサンタさん ローラ　レーダー∥作 文渓堂

208 クリスマスのちいさな木 e.e.カミングズ∥詩 光村教育図書

209 1993年のクリスマス レスリー　ブリカス∥ぶん ほるぷ出版

210 サンタさんへのてがみ ハイアウィン　オラム∥文 ほるぷ出版
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211 ホワイトクリスマス ウォルター　デ　ラ　メア∥詩 岩崎書店

212 クリスマスツリー 吉村 和敏∥写真　文 アリス館

213 メリークリスマスおさるのジョージ M.レイ∥原作 岩波書店

214 サンタをのせたクリスマス電車 ジタ　ユッカー∥絵 太平社

215 しろくまオントサンタクロースにあいにいく アルカディオ　ロバト∥作 フレーベル館

216 きよしこのよる セルマ　ラーゲルレーヴ∥さく 新教出版社

217 あしたはクリスマス 長崎 源之助∥さく 銀河社

218 メリークリスマスおおかみさん みやにし たつや∥作絵 女子パウロ会

219 クリスマスくまくん アン　マンガン∥作 学研

220 クリスマス★オールスター 中川 ひろたか∥文 童心社

221 こねこのみつけたクリスマス マーガレット　ワイズ　ブラウン∥文 ほるぷ出版

222 バンセスのクリスマス ヤン　モーエセン∥作　絵 フレーベル館

223 となかいはなぜサンタのそりをひく? モー　プライス∥文 岩波書店

224 サンタぼしからのおくりもの 山田 晴久∥作　絵 日本ソフトバンク

225 のらねこサムのクリスマス こやま 峰子∥文 アリス館

226 メリー・クリスマス みうら ますこ∥作 リブロポート

227 サンタクロースありがとう みやもと ただお∥作 童心社

228 ユリアのクリスマス 南塚 直子∥作 小学館

229 サンタクロースのしろいねこ スー　ステイントン∥文 徳間書店

230 みんなでうたうクリスマス やなせ たかし∥絵 女子パウロ会

231 トスカのクリスマス アン=モーティマー∥絵 講談社

232 こびとの村のクリスマス A　シャプートン∥文 文化出版局

233 ユリアのクリスマス 南塚 直子∥作 小学館

234 サンタにてがみがとどいたよ まつい のりこ∥さく 童心社

235 わすれないでねサンタクロース バージニア　マヨ∥作　絵 金の星社

236 パディントンのふしぎなクリスマス M　ボンド∥ぶん アリス館

237 サンタクロースとぎんのくま マレーク　ベロニカ∥ぶん　え 福音館書店

238 ひゃくおくまんのサンタクロース もたい ひろこ∥ぶん アノニマ・スタジオ

239 ハービーのないしょのサンタ ペトラ　マザーズ∥作 BL出版

240 クリスマス・キャロル ディケンズ∥作 チャイルド本社

とくしゅう



No.

241 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 BL出版

242 まめうしのクリスマス あきやま ただし∥作　絵 PHP研究所

243 クリスマス・カロル ディケンズ／著 玉川大学出版部

244 クリスマス物語集 中村 妙子∥編訳 偕成社

245 まほういぬサンタ なすだ じゅん∥さく ひくまの出版

246 やさしいひつじかい 佐々木 洋子∥絵 女子パウロ会

247 ぼくの村のクリスマス ソフィー　クニフキー∥文　絵 リブロポート

248 おもいでのクリスマスツリー グロリア　ヒューストン∥ぶん ほるぷ出版

249 おおきいツリーちいさいツリー ロバート　バリー∥さく 大日本図書

250 クリスマスのおくりもの ジョン　バーニンガム∥さく ほるぷ出版

251 サンタさんからきたてがみ たんの ゆきこ∥さく 福音館書店

252 おじいちゃんグマのクリスマス ボニー　プライア∥ぶん 評論社

253 おおかみルルのクリスマス シルヴィー　オザリー　ルトン∥作 ひくまの出版

254 ジェイクのクリスマス 葉 祥明∥絵　文 自由国民社

255 イエスさまのたんじょう エミール　マイヤー∥絵 同朋舎

とくしゅう


