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0002984170 クリスマスのちいさな木
Cummings, E. E. (Edward Estlin), 1894-1962 /
Raschka, Christopher / さくま, ゆみこ(1947-) 726.6/CU

0001776674 しろくまくんのクリスマス (世界の絵本ライブラリ-) H.スティックランド作 / スティックランド,ヘン
リッタ / P.スティックランド絵 / スティックラン

726.6/ST

0002984143 クリスマスのおくりもの Burningham, John, 1937- / 長田, 弘(1939-) 726.6/BU

0002985999 1993年のクリスマス : びっくりぎょうてん、ふしぎなお話
Bricusse, Leslie / Le Cain, Errol / 北村, 太郎
(1922-1992) 726.6/BR

0001620579 サンタクロ-ス物語 新装版 (求竜堂グラフィックス) 塩野米松 / 中川祐二 386/SH

0002986003 ラップランドのサンタクロース図鑑 : 北欧コルヴァトゥントゥリからのおく
りもの

Vuori, Pekka / 迫村, 裕子(1948-) 726.6/VU

0002984125 ターシャ・テューダーのクリスマス
Tudor, Tasha, 1915- / Davis, Harry / Paul, Jay / 相
原, 真理子(1947-) 386.53/DA

0003316425 クリスマスグッズ/お楽しみ会/秋の散歩; うたにあわせてかんたんパネルシア
ター (月刊保育とカリキュラム:2015年11月号 別冊附録) 376.157/HO/2015

0002501751 クリスマスのまえのばん セット (こどものとも. 心のかてを与える「母の友」
絵本:45)

Moore, Clement Clarke, 1779-1863 / 渡辺, 茂男 /
大沢, 昌助

726.6/KO/45

0002501877 こまどりのクリスマス : スコットランド民話 セット (こどものとも. 心のかて
を与える「母の友」絵本:57) 渡辺, 茂男(1928-) / 丸木, 俊(1912-) 726.6/KO/57

0002933379 さみしがりやのサンタさん (カラフルえほん:1) 内田, 麟太郎(1941-) / 沢田, としき(1959-) 726.6/UC

0002985873 34丁目の奇跡 Davies, Valentine / 片岡, しのぶ(1938-) 933/DA

0003003101 クリスマス・キャロル (ポプラ社文庫. 世界の名作文庫:W-43) Dickens, Charles, 1812-1870 / 清水, 奈緒子
(1965-) 933/DI

0002982872 クリスマスの文化史 若林, ひとみ(1953-) 386/WA

0002809127 ゆめのゆき Carle, Eric, 1929- / 青木, 久子(1942-) 726.6/CA

0002985926 Merry Christmas! : 藤田久美子の手作りクリスマス 藤田, 久美子 594/FU
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0002983084 クリスマス・クッキング : 世界の食卓から 斎藤, 和子 / 指宿, 弘子 / 斎藤, 和明(1935-) 596/SA

0001233156 グリ-ティングカ-ドをつくる : 年賀状、クリスマスカ-ドの手づくりから印刷
発注まで (新技法シリ-ズ) 技法シリ-ズ編集室 736/GI

0400022611 ふとりすぎですよサンタさん (えほん・ドリームランド:27) 佐倉, 智子 / 清宮, 哲 726.6/SA

0002089643 サンタ・クロ-スからの手紙 (児童図書館・絵本の部屋) Tolkien, J. R. R. (John Ronald Reuel), 1892-1973
/ せた ていじ

909.4/TO

0002069169 クリスマス・キャロル (やさしいピアノの絵本) Dickens, Charles, 1812-1870 / スペンスリ-, アナ
ベル / 林, 百合子

763.28/YA

0001299841 クリスマスツリ-をつくる (シリ-ズ・子どもとつくる:20) 原山堯子 750/HA

0002847636 急行「北極号」 Van Allsburg, Chris, 1949- / 村上, 春樹(1949-) 726.6/VA

0002917491 サンタのびっくりプレゼント 和田, 誠(1936-) / オハヨー乳業 726.6/WA

0001766712 サンタクロ-スのおくりもの (世界の絵本ライブラリ-) E.クラ-ク/作 / クラ-ク,エリザベス / J.オ-ムロッド
/絵 / オ-ムロッド,ジャン / 戸田早紀/訳 726.6/CL

0002985917 ちいさなもみのき (世界傑作絵本シリーズ. アメリカの絵本) Brown, Margaret Wise, 1910-1952 / Cooney,
Barbara, 1917-2000 / 上条, 由美子

726.6/BR

0002521619 こねこのみつけたクリスマス (海外秀作絵本:第8集||8) マ-ガレット・ワイズ・ブラウン / Brown,
Margaret Wise, 1910-1952 / アン・モ-ティマ- / 726.6/BR

0002903577 もみのき (アンデルセンのえほん:4) Andersen, H. C. (Hans Christian), 1805-1875 / 竹
下, 文子(1957-) / 西巻, 茅子(1939-) 726.6/AN

0002985524 クリスマスってなあに Bruna, Dick, 1927-2017 / 舟崎, 靖子(1944-) 726.6/BR

0002858522 もみのき そのみを かざりなさい (五味太郎絵本選集:パート1) 五味, 太郎(1945-) 726.6/GO

0001776512 びっくりクリスマス (フォックスウッドものがたり:6||6) シンシア・パタ-ソン作・絵 / パタ-ソン,シンシア
/ ブライアン・パタ-ソン作・絵 / パタ-ソン,ブラ

726.6/PA

0002847672 さむがりやのサンタ (世界傑作絵本シリーズ:イギリスの絵本||イギリス ノ エ
ホン) Briggs, Raymond / 菅原, 啓州 726.6/BR
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0002985935 サンタ・サンタ・サンタ : 小出真己ART BOOK 小出, 真己 726.5/KO

0001759762 クリスマスの歌 望月, 通陽(1953-) 908.1/MO

0002985908 はじめてのリースと花飾り : クリスマスやインテリアに大活躍! (セレクト
books) 井越, 和子 / 主婦の友社 627.9/IK

0002073618 ドストエフスキ-小説全集 1 Dostoyevsky, Fyodor M., 1821-1881 / 小沼, 文彦
(1916-) 988/DO/1

0002717035 アーサー・ラッカムたちのサンタクロース・オリジナル
Moore, Clement Clarke, 1779-1863 / Rackham,
Arthur, 1867-1939 / 片山, 五郎(1907-) / 松本, 富士

726.6/MO

0002986996 いつもサンタが 小出, 真己 / 南風, 椎 726.6/KO

0002634586 わが心のクリスマス
Buck, Pearl S. (Pearl Sydenstricker), 1892-1973 /
磯村, 愛子

933/BU

0002985882 クリスマス・ラブ : 七つの物語 新装版
Buscaglia, Leo F. / Newsom, Tom / 倉橋, 由美子
(1935-2005) 933/BU

0002983888 あるクリスマス
Capote, Truman, 1924-1984 / 村上, 春樹(1949-) /
山本, 容子(1952-) 933/CA

0002497010 クリスマス・ボックス
リチャ-ド・ポ-ル・エヴァンズ / Evans,Richard
Paul. / 笹野, 洋子

933/EV

0002982836 クリスマスおもしろ事典 4版 クリスマスおもしろ事典刊行委員会 386/KU

0002983922 名作に描かれたクリスマス 若林, ひとみ(1953-) 904/WA

0002982863 クリスマス詩集 : この聖き夜に 森田, 進(1941-) / 高村, 光太郎(1883-1956) 911.56/MO

0002982890 クリスマス・ストーリーズ
大崎, 善生(1957-) / 奥田, 英朗(1959-) / 角田, 光代
(1967-) / 島本, 理生(1983-) / 蓮見, 圭一(1959-) / 913.68/OS

0300016148 グロースターの仕たて屋 新版 15 (ピーターラビットの絵本:15) Potter, Beatrix, 1866-1943 / 石井, 桃子(1907-
2008) 726.6/PO/15
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