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【クリスマスについて知る】
展示期間：令和元年11月22日～12月25日

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

1
イエスとサンタクロースの秘密

北嶋 広敏/著 太陽企画出版 2005.12 /192.8/ｷﾘ/ 0110853504

2
愛の祭典 クリスマスアンソロ
ジー 山北 宣久/編 教文館 2003.10 /196.3/ｱｲ/ 0110699866

3
Xmasアドベント★ブック クリスマ
スまであと何日? 本庄 ひさ子/作 世界文化社 2011.11 /196.3/ﾎﾝ/ 0111109663

4
よくわかるクリスマス

嶺重 淑/編 教文館 2014.9 /196.3/ﾖｸ/ 0111411424

5
クリスマスの本 キリスト教視聴覚

センター
2004.10 /196/ｸﾘ/ 0103293132

6
ドイツ・クリスマスマーケット案内

沖島 博美／著 河出書房新社 2015.10 /293.4/ｵｷ/ 0111528801

7
誰も知らないクリスマス

舟田 詠子/著 朝日新聞社 1999.12 /386.3/ﾌﾅ/ 1102433016

8
イェンセン家のクリスマス 北欧、
手づくりの暮らしに教わる イェンス・イェンセン/著 文藝春秋 2009.11 /386.38/ｲｴ/ 0110991745

9
四人姉妹のカントリークリスマス ホリー・J・バークハル

ター/著
社会思想社 1995.12 /386.53/ﾊｸ/ 0100899722

10
サンタクロース学（NATSUME哲
学の学校） 荻原 雄一/著 夏目書房 2001.12 /386/ｵｷ/ 1104264468

11
クリスマスブック 聖夜のための
手づくりレシピ 藤沢セリカ&HFC/監修 マリン企画 2002.11 /386/ｸﾘ/ 1104358013

12
CHRISTMAS BOOK クリスマスをもっ
と愉しむ本。（MAGAZINE HOUSE
MOOK）

マガジンハウス 2012.12 /386/ｸﾘ/ 1107132340

13
「サンタさんへの手紙」作品集
2006・2007・2008

日本・フィンランドサン
タクロース協会/編集

2009.11 /386/ｻﾝ/ 0102678618

14
サンタクロースへの手紙

アートデイズ/編 アートデイズ 2005.11 /386/ｻﾝ/ 0110845838

15
サンタへの手紙 1870年から1920年ま
でに子どもたちが書いたクリスマスの
手紙と欲しい物リスト

メアリー・ハレル=セス
ニアック／選

クロニクルブック
ス・ジャパン

2016.10 /386/ｻﾝ/ 0111648327

16
わすれられないイブの贈り物 家
族で楽しむサンタクロース体験 遠野 ふゆき/著 ポプラ社 1998.10 /386/ﾄｵ/ 0102501092

17
クリスマスの歴史 祝祭誕生の謎
を解く

ジュディス・フランダー
ズ／著

原書房 2018.11 /386/ﾌﾗ/ 0111936411

18
火あぶりにされたサンタクロース クロード・レヴィ=スト

ロース／著
KADOKAWA 2016.11 /386/ﾚｳ/ 0111657636

19
クリスマスの文化史

若林 ひとみ/著 白水社 2004.12 /386/ﾜｶ/ 0110790545

ハッピーホリデー2019　ブックリスト
2019年に展示した、クリスマスに関連する、大人の本のブックリストです。
クリスマスを楽しむためのヒントがここにあります！
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20
愛と狂瀾のメリークリスマス なぜ異教
徒の祭典が日本化したのか（講談社
現代新書）

堀井 憲一郎／著 講談社 2017.10 S/386.1/ﾎﾘ/ 0111751632

21
サンタクロースの謎（講談社+α
新書） 賀来 周一/〔著〕 講談社 2001.11 S/386/ｶｸ/ 0110337735

22
サンタクロースの大旅行（岩波新
書 新赤版） 葛野 浩昭/著 岩波書店 1998.11 S/386/ｸｽ/ 0102023751

【手作りクリスマス】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

23
ハロウィン&クリスマスおまかせBOOK 2つ
の行事の壁面・シアター・製作・コスチュー
ム（ひかりのくに保育ブックス）

ひかりのくに編集部／
編

ひかりのくに 2015.9 /376.15/ﾊﾛ/ 0111508886

24
発表会の手作りコスチューム 劇遊び・
オペレッタ・ダンス・ハロウィーン・クリ
スマス会（レディブティックシリーズ）

ブティック社 2019.9 /593.36/ﾊﾂ/ 0112054862

25
かわいいクロスステッチクリスマ
スパターン250（Asahi Original） アップルミンツ 2015.10 /594.2/ｶﾜ/ 0111524512

26
クリスマス刺しゅう356（Asahi
Original） アップルミンツ 2018.10 /594.2/ｸﾘ/ 0111931924

27
かぎ針で編む北欧フィンランドのニット
サンタクロースからの贈り物（Asahi
Original）

アップルミンツ 2015.10 /594.3/ｶｷ/ 0111526515

28
かぎ針で編むハロウィン&クリスマスパ
ターンベストセレクション（Asahi
Original）

アップルミンツ 2016.8 /594.3/ｶｷ/ 0111628830

29
かぎ針編みのクリスマス雑貨
（Asahi Original） アップルミンツ 2017.10 /594.3/ｶｷ/ 0111750717

30
スウェーデンから届いたニット 2 マフ
ラー ネックウォーマー 三角ショール

アンマリー・ニルソン/
著

NHK出版 2011.10 /594.3/ﾆﾙ/2 0111113067

31
はじめての手編み1年中楽しめるハッ
ピークリスマス100 リース・オーナメン
ト・クリスマスボール（Asahi Original）

アップルミンツ 2014.10 /594.3/ﾊｼ/ 0111417732

32
はじめての手編みクリスマス小物130
Happy Christmas（Asahi Original） アップルミンツ 2018.9 /594.3/ﾊｼ/ 0111924880

33
クリスマスのまえのよる 絵本の中のあ
みぐるみが作れる編み方付き ほし みつき/著 日東書院本社 2013.10 /594.3/ﾎｼ/ 1107468173

34
くらしを彩るリース 森を歩く、リー
スをつくる 市山 泰子/著 六耀社 1998.10 /594.8/ｲﾁ/ 1101524732

35
キャンドルの本

村山 百合子/著 文化出版局 1999.11 /594.9/ｷﾔ/ 0110408640

36
クリスマスとお正月飾り 手づくりが楽
しい（Heart warming life series） 日本ヴォーグ社 2000.12 /594/ｸﾘ/ 0110466578

37
赤毛のアンクリスマス・ブック

C.S.コリンズ/著 東洋書林 2000.11 /594/ｺﾘ/ 0110466039

38
手づくりクリスマスBOOK（レッス
ンシリーズ）

パッチワーク通信
社

2008.11 /594/ﾃｽ/ 0110925076

39
まるごとクリスマススペシャル

コダシマ アコ/著 かもがわ出版 2010.11 /750/ｺﾀ/ 0111052378

40
ハッピークリスマスBOOK 手作り
で飾る贈る 主婦と生活社 2002.12 /750/ﾊﾂ/ 0110262140

41
まるごとクリスマス 私の手作りク
ラフト（レッスンシリーズ）

パッチワーク通信
社

2008.11 /750/ﾏﾙ/ 0110933966

42
プラバンクリスマス（Asahi
Original） だいご ちひろ／[著] アップルミンツ 2016.8 /751.9/ﾀｲ/ 0111628822
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43
POPで作る手作りグリーティングカード
年賀状からクリスマスカードまで 石川 香代/著 日本文芸社 1995.11 /754.9/ｲｼ/ 1101200465

44
おりがみ全集 決定版（レッスン
シリーズ）

パッチワーク通信
社

1999.4 /754.9/ｵﾘ/ 0110174860

45
おりがみ歳事記 四季折々の行
事を飾る（レッスンシリーズ）

パッチワーク通信
社

2005.11 /754.9/ｵﾘ/ 0110845978

46
ちょっとオシャレなグリーティング
カード（しかけ絵本教室） 菊地 清/著 大日本絵画 2000.5 /754.9/ｷｸ/ 1102444773

47
一年中楽しい手作りカード（ブ
ティック・ムック） 鈴木 孝美/[著] ブティック社 2008.11 /754.9/ｽｽ/ 0110933923

48
手作りカードの贈りもの 100枚のとっ
ておきのポップアップカードが集まりま
した（ブティック・ムック）

鈴木 孝美/[著] ブティック社 2007.11 /754.9/ｽｽ/ 1104058605

49
ディズニーハンドメイドパーティーBOOK
最高のパーティーをディズニーのキャラク
ターと一緒に（レディブティックシリーズ）

辰元 草子／[著] ブティック社 2016.11 /754.9/ﾀﾂ/ 0111644674

50
ミシンでつくるプレゼント・カード
古布と紙とミシン糸のコラージュ 樋口 薫/著 誠文堂新光社 2009.11 /754.9/ﾋｸ/ 1105830812

51
空間を彩るバルーンアートハンド
ブック 井波 恭子/著 金の星社 2001.2 /759/ｲﾅ/ 0110481852

52
かんたん楽しいバルーンアート わかり
やすいイラスト説明で、初めての人で
もすぐできる!

たかせ さとみ/監修 池田書店 2001.3 /759/ｶﾝ/ 0110487117

【料理と食事】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

53
人気タヴェルナが教えるワイン
に合う旨いおつまみ 今井 寿／著 旭屋出版 2017.3 /596.23/ｲﾏ/ 1109148930

54
おもてなしのシンプルフレンチ
パリのキッチンから届いた 狐野 扶実子／著 世界文化社 2019.4 /596.23/ｺﾉ/ 1109416725

55
イギリスの家庭料理 伝統を受け継ぐ、
長くつき合えるお料理ばかり。 砂古 玉緒/著 世界文化社 2015.4 /596.23/ｻｺ/ 1107834515

56
贅沢グラタンと旨味シチュー 詳
細プロセス付き 絶品レシピ研究会／著 日東書院本社 2016.9 /596.23/ｾｲ/ 0111629799

57
フラガ神父の料理帳 スペイン家
庭の味 セサール・フラガ/著 ドン・ボスコ社 2010.3 /596.23/ﾌﾗ/ 0111016290

58
子どもが喜ぶ!ハッピー・イベントクッキ
ング（講談社のお料理BOOK） 葛 恵子/著 講談社 2009.11 /596.4/ｶﾂ/ 0110994124

59
子どもといっしょにおもてなしと
持ちよりレシピ&アイデア150 ダンノ マリコ／[著] 朝日新聞出版 2015.11 /596.4/ｺﾄ/ 0111532957

60
小林カツ代のやさしいクリスマス
料理 小林 カツ代/著 講談社 1996.11 /596.4/ｺﾊ/ 0110079329

61
ラクしておいしいあつまりごはん
（講談社のお料理BOOK） 城川 朝／著 講談社 2017.7 /596.4/ｼﾛ/ 0111723990

62
持ちよりゴハン わいわいガヤガ
ヤ話がはずむ ダンノ マリコ／著 学研プラス 2016.10 /596.4/ﾀﾝ/ 0111644437

63
パーティー料理（ル・コルドン・ブ
ルー・ホームコレクション）

ル・コルドン・ブルー料
理学校/著

チャールズ・イー・タト
ル出版株式会社ペリ
プラス事業部

2001.10 /596.4/ﾊﾃ/ 0110330625

64
ワイン、シャンパンに合うパン料
理 フレンチバルの技とアイデア 渡辺 健善／著 旭屋出版 2018.3 /596.63/ﾜﾀ/ 1108976075

65
レモン1個のお菓子

大森 いく子/著 日本ヴォーグ社 1998.7 /596.65/ｵｵ/ 0110134168
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66
物語のあるフランス菓子 おいし
いレシピとエピソード 大森 由紀子/著

日本放送出版協
会

2008.9 /596.65/ｵｵ/ 0110924738

67
ぐるぐる混ぜて簡単!アレルギー
フリーのおやつ（タツミムック） 岡村 淑子/著 辰巳出版 2012.11 /596.65/ｵｶ/ 0111139015

68
ちっちゃくて、かわいいプチケー
キの本。 荻田 尚子/著 主婦と生活社 2006.12 /596.65/ｵｷ/ 0110517679

69
イタリア菓子の基本

片岡 護/[著] 世界文化社 2008.10 /596.65/ｶﾀ/ 0110295960

70
ラブリー!ハッピー!贈るお菓子
（講談社のお料理BOOK） 加藤 千恵/著 講談社 2010.5 /596.65/ｶﾄ/ 0111023572

71
カップケーキパーフェクトブック 最高に
かわいい!（講談社のお料理BOOK） 加藤 千恵/著 講談社 2009.5 /596.65/ｶﾄ/ 1105649964

72
卵1個でちゃんと覚えるスポンジ
ケーキLESSON 熊谷 裕子/著 文化出版局 2008.11 /596.65/ｸﾏ/ 0110930398

73
はじめてのスポンジ菓子 失敗なしの
「改良レシピ」でしっとりふんわり!（旭屋
出版MOOK）

熊谷 裕子／著 旭屋出版 2017.4 /596.65/ｸﾏ/ 0111695732

74
特別な日のためのデコレーショ
ンケーキとプティフール 熊谷 裕子/著 河出書房新社 2013.11 /596.65/ｸﾏ/ 1107479428

75
パティスリーみたいなケーキが作れる
魔法のデコレーション・メソッド 熊谷 裕子／著 河出書房新社 2018.12 /596.65/ｸﾏ/ 1109275949

76
おいしく作れる低糖質スイーツ

小寺 幹成／著
文化学園文化出
版局

2016.12 /596.65/ｺﾃ/ 1108453984

77
かくれんぼケーキ 中からハッ
ピーサプライズ! 下迫 綾美／著 日東書院本社 2015.10 /596.65/ｼﾓ/ 0111519411

78
シュトレン ドイツ生まれの発酵菓
子、その背景と技術

シュトレン編集委員会/
編

旭屋出版 2013.12 /596.65/ｼﾕ/ 1107739284

79
スポンジ生地とタルト生地 基本の生
地とクリームの作り方を詳しく写真で
解説した、25のフランス菓子のレシピ
集（Daily Cooking）

杉本 都香咲/著 地球丸 2006.2 /596.65/ｽｷ/ 1102499975

80
大好きサンリオ!魔法のお菓子BOOK ハ
ローキティ キキとララ マイメロディのス
イーツレシピ本（ブルーガイドグラフィック）

実業之日本社 2013.9 /596.65/ﾀｲ/ 0111290589

81
とっておきの日に作ってあげた
いキャラケーキ 中村 陽子／著 成美堂出版 2015.10 /596.65/ﾅｶ/ 0111516129

82
重ねるだけでおいしいスコップケーキ
そのまますくって食べられる!簡単お
しゃれスイーツ

西山 朗子／著 池田書店 2016.11 /596.65/ﾆｼ/ 0111657768

83
お菓子づくりの失敗をスッキリ解
決する本 百野 浩史/著 ナツメ社 2012.12 /596.65/ﾋﾔ/ 0111242851

84
ホットケーキミックスでイベントおやつ大集合!
誕生日、ハロウィン、クリスマス、バレンタイン
にぴったり（主婦の友生活シリーズ）

主婦の友社 2015.9 /596.65/ﾎﾂ/ 0111513154

85
家庭のオーブンで作るスポンジ生地
ショートケーキのおいしさはスポンジ生
地に秘密あり。

ムラヨシ マサユキ／著 成美堂出版 2017.11 /596.65/ﾑﾗ/ 0111758530

86
短時間で作れる!焼かないケーキ
焼かないからカンタン! 森崎 繭香/著 日東書院本社 2015.7 /596.65/ﾓﾘ/ 0111493684

87
おいしさくるくるロールケーキ 柳瀬久
美子のとっておきレシピ（サンリオチャ
イルドムック）

柳瀬 久美子/著 サンリオ 2006.2 /596.65/ﾔﾅ/ 0110861760

88
間違いだらけのワインの飲み方

藤見 利孝/著 河出書房新社 2001.1 /596.7/ﾌｼ/ 0102627320

89
プロ直伝!家飲みワインおいしさの新法
則(セオリー) 「料理」と「ワイングラス」
が決め手

リーデル・ジャパン／
監修

世界文化社 2016.4 /596.7/ﾌﾛ/ 0111579171

90
大人の食べ方&マナー100 とっさ
のときに困らない 小倉 朋子/監修 講談社 2013.11 /596.8/ｵﾄ/ 0111319439
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91
子どもに恥をかかせない食事の
マナー 岸 朝子/著 マガジンハウス 2008.3 /596.8/ｷｼ/ 0110594037

92
素敵に魅せるテーブルマナー お招ば
れからフルコースまで〜基本から学ぶ
センスアップ・バイブル（f.i.t.books）

松本 繁美/監修 日本文芸社 2002.5 /596.8/ｽﾃ/ 0110384911

93
ドキドキする席のお食事のマ
ナー（これでOK!） 水無瀬 広明/監修 小学館 2006.7 /596.8/ﾄｷ/ 0110889967

94
図解テーブルナプキンの折り方
130種 基本と応用 永井 文人/著 柴田書店 1988.3 /596.8/ﾅｶ/ 1101138012

95
今夜はごちそう煮込み 「ひと手
間」でおいしさと幸せひろがる 大橋 由香／著 ナツメ社 2017.11 /596/ｵｵ/ 1108827393

96
かんたん!豪華!おもてなし料理 ボ
リューム満点のごちそう料理がいっぱ
い

成美堂出版編集部/編 成美堂出版 2003.12 /596/ｶﾝ/ 0110711599

97
クリスマス・クッキング 世界の食
卓から 斎藤 和子/料理

日本基督教団出
版局

1997.11 /596/ｻｲ/ 1101556619

98
絵本の中のおいしいスープ こどもとつ
くるものがたりのレシピ36（INFOREST
MOOK）

東條 真千子/著 インフォレスト 2006.11 /596/ﾄｳ/ 0110506650

99
ちょっと贅沢なおもてなしレシピ
また来たいと思われる 冷水 希三子/著 家の光協会 2013.12 /596/ﾋﾔ/ 0111318289

100
ワインのおつまみ読本（食の教
科書） 〓出版社 2010.10 /596/ﾜｲ/ 1106369299

101
ワイン食堂のメニューブック 多
様化するビストロ・バル料理154 柴田書店/編 柴田書店 2015.4 /596/ﾜｲ/ 1107898213

102
友スイーツBOOK 1000円で20人分作
れる!（主婦の友生活シリーズ） 主婦の友社 2017.12 T/596.65/ﾄﾓ/ 0111774322

【リース・お花】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

103
クリスマスローズのすべて（別冊
NHK趣味の園芸） 横山 暁/監修

日本放送出版協
会

2007.2 /627.58/ｸﾘ/ 1104024854

104
ひと目でわかるクリスマスローズ
の選び方・育て方 野々口 稔/著 家の光協会 2011.12 /627.58/ﾉﾉ/ 0111118514

105
クリスマスローズ（NHK趣味の園
芸） 野々口 稔／著 NHK出版 2017.1 /627.58/ﾉﾉ/ 0111673097

106
クリスマスローズ この1冊を読めば原
種、交雑種、栽培などすべてがわかる
（ガーデンライフシリーズ）

横山 直樹／著 誠文堂新光社 2015.11 /627.58/ﾖｺ/ 0111526582

107
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/[著] 主婦の友社 2005.12 /627.9/ｲｺ/ 0110844947

108
手作りのリース リース、ガーランド、ス
ワッグ、リング 四季楽しめる花飾り

パメラ・ウェストランド/
著

主婦の友社 1992.11 /627.9/ｳｴ/ 0101152353

109
園芸Collection Vol.11 クリスマスロー
ズ ナツボウズ イワチドリ ウラシマソウ 栃の葉書房 2017.12 /627/ｴﾝ/11 1108842384

110
クリスマスから始めるフラワーア
レンジメント 本多 洋子/著

日本キリスト教団
出版局

2004.10 /793/ﾎﾝ/ 0110783212
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【音楽】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

111
手話によるクリスマスソング

伊藤 嘉子/編著 音楽之友社 1998.4 /378.28/ｲﾄ/ 0102036853

112
コンサートにも使えるおしゃれなクリス
マス名曲集 定番&隠れ名曲（ピアノソ
ロ）

全音楽譜出版社出版
部／編集

全音楽譜出版社 2019.9 /763.2/ｺﾝ/ 0112063152

113
メサイアとクリスマスのうた メトロ
ポリタン美術館版

デイヴィド・ウィルコック
ス/編集・編曲

日本基督教団出
版局

1988.10 /765.6/ｳｲ/ 0101178034

114
クリスマスキャロル メトロポリタ
ン美術館版

デイヴィド・ウィルコック
ス/編集・編曲

日本基督教団出
版局

1985.10 /765.6/ｸﾘ/ 0101178026

115
ポーランドのクリスマス聖歌 12のコレ
ンダ（ポーランド声楽曲選集） 関口 時正／編 ハンナ 2015.11 /765.6/ﾎﾗ/ 1108495746

116
メトロポリタン美術館のクリスマ
ス・ソングブック ダン・フォックス/編曲 アルク 1989 /767.5/ﾒﾄ/ 1101209581

【絵画・写真】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

117
わたしの好きなクリスマスの絵

フェデリコ・ゼーリ/著 平凡社 2013.11 /723/ｾﾘ/ 1107457747

118
永遠のクリスマス

金城 真喜子/写真・文 文藝書房 1996.12 /748/ｷﾝ/ 1108502806

119
CHRISTMAS 光村推古書院編集部

／編
光村推古書院 2015.11 /748/ｸﾘ/ 0111535239

【文学】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

120
クリスマスの3つの物語 日仏対
訳 西村 亜子／フランス語 IBCパブリッシング 2016.12 /857.7/ｸﾘ/ 1108455419

121
クリスマス（Little Selections-あ
なたのための小さな物語-） ジョン・ラッツ/[ほか]著 ポプラ社 2002.4 /908.3/ｸﾘ/ 1107269563

122
鴎外の降誕祭(クリスマス) 森家
をめぐる年代記 クラウス・クラハト/著 NTT出版 2012.12 /910.268/ﾓﾘ/ 1106955725

123
クリスマスローズ 詩集

植村 勝明/著 砂子屋書房 2013.7 /911.56/ｳｴ/ 1107162537

124
羊男のクリスマス

村上 春樹/文 講談社 1985.11 /913.6/ﾑﾗｶ/ 1200108395

125
昔なつかしいクリスマス ワシントン・アーヴィン

グ／著
三元社 2016.12 /933.6/ｱｳ/ 0111662109

126
クリスマス・キャロル チャールズ・ディケンズ

／[著]
春風社 2015.11 /933.6/ﾃｲ/ 1108139641

127
クリスマス・ボックス リチャード・P・エヴァン

ズ/著
講談社 1995.12 /933.7/ｴｳ/ 0100898149

128
あるクリスマス トルーマン・カポーティ/

著
文芸春秋 1989.12 /933.7/ｶﾎ/ 1101166468

129
スキッピング・クリスマス

ジョン・グリシャム/著 小学館 2002.12 /933.7/ｸﾘ/ 0110623088
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130
クリスマスの木

ジュリー・サラモン/著 新潮社 1996.11 /933.7/ｻﾗ/ 1101615092

131
ファーザー・クリスマス サンタ・ク
ロースからの手紙 J.R.R.トールキン/文 評論社 2006.10 /933.7/ﾄﾙ/ 0110508165

132
クリスマス・ラブ 七つの物語

レオ・ブスカーリア/文 JICC出版局 1989.12 /933.7/ﾊｽ/ 0102424438

133
クリスマス・トレイン デイヴィッド・バルダッ

チ/著
小学館 2006.11 /933.7/ﾊﾙ/ 1104023732

134
クリスマスの食卓

メイヴ・ビンチー/著
アーティストハウ
ス

1998.12 /933.7/ﾋﾝ/ 0110160290

135
シャーロック・ホームズクリスマス
の依頼人

レジナルド・ヒル/[ほ
か]著

原書房 1998.12 /933.78/ｼﾔ/ 0110159233

136
ミステリアス・クリスマス ロバート・スウィンデル

ズ/〔ほか〕著
パロル舎 1999.10 /933.78/ﾐｽ/ 1102429709

137
クリスマス・コラム マイク・ロイコ
からの贈り物 マイク・ロイコ/著 河出書房新社 1990.12 /934.7/ﾛｲ/ 1101341376

138
13番目の贈りもの ほんとうに
あったクリスマスの奇跡

ジョアン・フイスト・スミ
ス/著

東洋出版 2014.12 /936/ｽﾐ/ 1107839498

139
窓辺のキャンドル アイルランド
のクリスマス節 アリス・テイラー／著 未知谷 2018.12 /936/ﾃｲ/ 1109282564

140
カールの降誕祭(クリスマス) フェルディナント・フォ

ン・シーラッハ／著
東京創元社 2015.11 /943.7/ｼﾗ/ 1108134766

141
キリストの伝説 1 聖なる夜 セルマ・ラーゲルレー

ヴ/〔著〕
キリスト教視聴覚
センター

2011.9 /949.83/ﾗｹ/1 1106621624

142
キリストの伝説 2 聖ヴェロニカ セルマ・ラーゲルレー

ヴ/〔著〕
キリスト教視聴覚
センター

2011.9 /949.83/ﾗｹ/2 1106621632

143
キリストの伝説 3 胸赤コマドリ セルマ・ラーゲルレー

ヴ/〔著〕
キリスト教視聴覚
センター

2011.9 /949.83/ﾗｹ/3 1106621640

144
クリスマス・イヴ（角川文庫）

赤川 次郎/[著] 角川書店 1998.12 B/913.6/ｱｶｶ/ 0110210557

145
私がいないクリスマス（講談社文
庫） 加藤 元／[著] 講談社 2015.11 B/913.6/ｶﾄｳ/ 0111535000

146
ぼくらのメリークリスマス（角川文
庫） 宗田 理/[著] 角川書店 1992.12 B/913.6/ｿｳﾀ/ 0100933149

147
輝く夜（講談社文庫）

百田 尚樹/〔著〕 講談社 2010.11 B/913.6/ﾋﾔｸ/ 1107340919

148
X'mas Stories 一年でいちばん
奇跡が起きる日（新潮文庫） 朝井 リョウ／著 新潮社 2016.12 B/913.68/ｸﾘｽ/ 0111654696

149
クリスマスの朝に（創元推理文
庫）

マージェリー・アリンガ
ム／著

東京創元社 2016.11 B/933.7/ｱﾘ/ 0111654394

150
青い鳥（講談社文庫） モーリス・メーテルリン

ク／作
講談社 2016.12 B/952.7/ﾒﾃ/ 0111664004

151
サンタクロースにインタビュー 大
人のための子どもの話

エーリヒ・ケストナー/
著

ランダムハウス講
談社

2007.11 C/943.7/ｹｽ/ 1201819669

152
絹婚式

阿久 悠/著 文化出版局 1994.5 F/913.6/ｱｸﾕ/ 0101167920

153
クリスマスを探偵と

伊坂 幸太郎／文 河出書房新社 2017.10 F/913.6/ｲｻｶ/ 1108838721

154
世界で一番のクリスマス

石井 光太／著 文藝春秋 2017.10 F/913.6/ｲｼｲ/ 1108823939
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155
≠の殺人（講談社ノベルス）

石崎 幸二/著 講談社 2009.12 F/913.6/ｲｼｻ/ 0110999584

156
クリスマス・イヴ

内館 牧子/[著] 角川書店 1990.12 F/913.6/ｳﾁﾀ/ 0101148739

157
ボリガペッパとゼラ 魔法使いの
少年の旅 小薗江 圭子/作 平凡社 2012.10 F/913.6/ｵｿﾉ/ 1107254193

158
ネバーランド

恩田 陸/著 集英社 2000.7 F/913.6/ｵﾝﾀ/ 0110444108

159
私がいないクリスマス

加藤 元/著 講談社 2013.2 F/913.6/ｶﾄｳ/ 0111254035

160
クリスマス・ストーリーズ

大崎 善生/著 角川書店 2005.11 F/913.6/ｸﾘｽ/ 0102701997

161
星の民のクリスマス

古谷田 奈月/著 新潮社 2013.11 F/913.6/ｺﾔﾀ/ 1107466813

162
サンタ・エクスプレス（季節風）

重松 清/著 文芸春秋 2008.12 F/913.6/ｼｹﾏ/ 1105504631

163
クリスマス黙示録（新潮ミステ
リー倶楽部） 多島 斗志之/著 新潮社 1990.12 F/913.6/ﾀｼﾏ/ 0101549458

164
仔羊たちの聖夜(イヴ)（カドカワ・
エンタテインメント） 西沢 保彦/著 角川書店 1997.8 F/913.6/ﾆｼｻ/ 0110016858

165
シネマコンプレックス

畑野 智美／著 光文社 2017.11 F/913.6/ﾊﾀﾉ/ 1108901883

166
サンタのおばさん

東野 圭吾/作 文芸春秋 2001.11 F/913.6/ﾋｶｼ/ 0110338723

167
ストリート・クリスマス Xの悲劇
'85 古野 まほろ／著 光文社 2015.8 F/913.6/ﾌﾙﾉ/ 1107976084

168
ほのかなひかり

森 浩美/著 角川書店 2010.10 F/913.6/ﾓﾘﾋ/ 0111049830

169
太陽の塔

森見 登美彦/著 新潮社 2003.12 F/913.6/ﾓﾘﾐ/ 0110710231

170
高校デビュー クリスマス大作戦!
編（コバルト文庫） 河原 和音/原作 集英社 2007.11

TB/913.6/ｸﾗﾓ
/

0102836736

171
コンビニたそがれ堂 祝福の庭
（ポプラ文庫ピュアフル） 村山 早紀／[著] ポプラ社 2016.12

TB/913.6/ﾑﾗﾔ
/

0111228778

【外国語書】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

172
We three kings and other
Christmas carols illustrated by H.A. Rey Harper Festival 1994 J/767/RE/ 1101924932

173
A Christmas carol（Puffin
classics） Charles Dickens Puffin 2008 J/933.6/DI/ 1107710079

174
A Christmas carol（Penguin
English library） Charles Dickens Penguin 2012 J/933.6/DI/ 1107717496

175
Breakfast at Tiffany's（Penguin
essentials） Truman Capote Penguin 2011 J/933.7/CA/ 0111825725
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【その他】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

176
イルミネーション入門ブック 自宅を素
敵にライトアップしよう!!（Gakken
mook）

学研 2004.12 /597/ｲﾙ/ 1104572738

177
北欧スタイルで部屋を素敵に
（Seibido mook）

成美堂出版編集部/編
集

成美堂出版 2001.8 /597/ﾎｸ/ 1105060790

178
ハッピークリスマスマジック だれでもで
きマス!楽しめマス!（遊YOUランド） 藤原 邦恭/著 いかだ社 2002.11 /779.3/ﾌｼ/ 0110628381

179
クリスマス・正月のハッピーマジック 子
どもと楽しむ超もりあがり手品 藤原 邦恭/著 いかだ社 2014.11 /779.3/ﾌｼ/ 0111419964
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