
　一般図書

請求記号 タイトル 人名 出版者

376.15 W わくわくクリスマス デコレーション&シアター ポット編集部／編 チャイルド本社

386 F クリスマスの歴史 ジュディス・フランダーズ／著 原書房

386 S サンタへの手紙 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

594 K クリスマスのハンドメイドBOOK ブティック社

594 T 手づくりクリスマスBOOK パッチワーク通信社

594.2 A 赤・白・緑クリスマス刺しゅう350 武蔵野：アップルミンツ

594.2 T 季節の行事を楽しむ刺しゅう 戸塚　貞子／著 啓佑社

594.3 K かぎ針で編む北欧フィンランドのニット アップルミンツ

594.3 K クリスマスモチーフ&オーナメント アップルミンツ

594.9 I いろいろ素材でハンドメイド・リース 雄鶏社

596 K 今夜は家呑み ぐっち夫婦／著 KADOKAWA

596 M カップスタイルで簡単!スープの本 森崎　繭香／[著] 枻出版社

596.23 F 野菜がたくさん食べられるキッシュの本 福田　淳子／著 マイナビ

596.23 N おいしいピッツァ生地が作りたい、とおもったら 中村　裕美／[著] アップルミンツ

596.23 O ビストロ・パ・マルのレシピ帖 小川　奈々／[著] 東京創元社

596.23 T
ル・マンジュ・トゥー谷昇シェフのビストロ流ベー
シック・レシピ

谷　昇／著 世界文化社

596.33 Y 肉の本 行正　り香／著 扶桑社

596.37 U ウー・ウェンの野菜たっぷりご馳走サラダ ウー　ウェン／著 高橋書店

596.37 W ジャーサラダ 若山　曜子／著 宙出版

596.4 K 子どもが喜ぶ!ハッピー・イベントクッキング 葛　恵子／著 講談社

大人もこどももクリスマス☆

展示場所：中央図書館　１階カウンター前



596.4 M 絶賛!持ちよりレシピ 森下　久子／著 河出書房新社

596.65 K クックパッドのおいしい厳選!お菓子レシピ クックパッド株式会社／監修 新星出版社

596.7 O おうちカクテル150 荻野　修一／監修 主婦の友社

627.9 S クリスマスリース 斎藤　勝子／制作・監修 辰巳出版

726.1 K うさんた物語 小林　裕美子／著 二見書房

748 S 世界のきらめくイルミネーション グラフィック社編集部／編 グラフィック社

750 K 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

750 M まるごとクリスマス パッチワーク通信社

779.14 N クリスマスには焼き魚にローソクを 中川　剛／著 幻冬舎

F1 ｱｻ クリスマスにさようなら 浅暮　三文／著 徳間書店

F1 ｱﾘ キャロリング 有川　浩／著 幻冬舎

F1 ｲｸ 雪と心臓 生馬　直樹／著 集英社

F1 ｲｻ クリスマスを探偵と 伊坂　幸太郎／文 河出書房新社

F1 ｶﾄ 私がいないクリスマス 加藤　元／著 講談社

F1 ｸﾏ ローゼンメイデンロートシュヴァルツ PEACH-PIT／[原]著 集英社

F1 ｺｲ ラストクリスマス 坂元　裕二／脚本 マガジンハウス

F1 ｺﾔ 星の民のクリスマス 古谷田　奈月／著 新潮社

F1 ｼｹﾞ サンタ・エクスプレス 重松　清／著 文藝春秋

F1 ﾀｸﾞ その夜、ぼくは奇跡を祈った 田口　ランディ／文 大和出版

F1 ﾊｽ 心の壁、愛の歌 蓮見　圭一／著 角川書店

F1 ﾋｶﾞ サンタのおばさん 東野　圭吾／作 文芸春秋



　児童図書

請求記号 タイトル 人名 出版者

754 ｵﾘ おりがみでクリスマス　2 日本折紙協会

754 ｵﾘ おりがみでクリスマス　3 日本折紙協会

933 ｽﾐ ウィンストンとクリスマスのおとしもの アレックス・T.スミス／さく 潮出版社

933 ﾃﾞｨ クリスマス・キャロル チャールズ・ディケンズ／作 西村書店

933 ﾛﾘ クリスマス・ピッグ J.K.ローリング／著 静山社

E ｱｺ だっこさんかいサンタクロース 角野　栄子／作 小学館

E ｱﾝ アンパンマンのサンタクロース やなせ　たかし／作・絵 フレーベル館

E ｲｼﾞ いじわるシャルル ステファニー・ブレイク／作　絵 PHP研究所

E ｵﾊﾞ おばけのジョージー メリーメリークリスマス! ロバート・ブライト／さく 好学社

E ｶﾗ からあげ あおき　ひろえ／作・絵 アリス館

E ｷｾ クリスマスのおかいもの たしろ　ちさと／作 講談社

E ｸﾏ くませんせいがねているうちに すとう　あさえ／ぶん ハッピーオウル社

E ｸﾘ クリスマスわくわくサンタの日! ますだ　ゆうこ／作 文溪堂

E ｸﾘ クリスマスのよるに あべ　はじめ／作 BL出版

E ｸﾘ クリスマス・イブはおおさわぎ エリナ・ヴァルスタ／絵　作 ワールドライブラリー

E ｸﾘ クリコ シゲタ　サヤカ／作 小学館

E ｸﾘ クリスマスにオオカミは ティエリー・デデュー／文と絵 カクイチ研究所

E ｺｳ こうさぎたちのクリスマス エイドリアン・アダムズ／作・絵 徳間書店

E ｺﾈ こねこのウィンクルとクリスマスツリー ルース・エインズワース／さく 福音館書店

E ｺﾏ 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

E ｺﾙ コールテンくんのクリスマス ドン・フリーマン／原案 好学社

E ｻﾑ 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

E ｻﾝ サンタさんのプレゼント さとう　なおみ／さく 新風舎



E ｻﾝ 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

E ｻﾝ サンタクロースのおてつだい ロリ・エベルト／文 ポプラ社

E ｻﾝ 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 BL出版

E ｻﾝ サンタクロースになるひ 種村　有希子／作 小学館

E ｻﾝ サンタようちえん 上原　結子／作　画 イースト・プレス

E ｻﾝ サンタさんのおとしもの 三浦　太郎／作 あすなろ書房

E ｻﾝ サンタクロースの冬やすみ マウリ・クンナス／作 偕成社

E ﾈｺ ねこざかなのクリスマス わたなべ　ゆういち／作・絵 フレーベル館

E ﾈｺ ねこのピート クリスマスをとどけよう エリック・リトウィン／作 ひさかたチャイルド

E ﾉﾝ ノンタン!サンタクロースだよ キヨノ　サチコ／作絵 偕成社

E ﾊﾟﾃﾞ パディントンのクリスマス マイケル・ボンド／さく 理論社

E ﾊﾗ はらぺこサンタのクリスマス はらぺこめがね／作 ほるぷ出版

E ﾋﾄ 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

E ﾋｬ 100にんのサンタクロース 谷口　智則／作・絵 文溪堂

E ﾎﾞｳ ぼうしくんのクリスマスプレゼント 新井　洋行／作・絵 KADOKAWA

E ﾒﾘ メリーメリークリスマス! 岡村　志満子／作 くもん出版

E ﾓﾐ もみのきむらのクリスマス シルヴィ・ミスラン／ぶん ほるぷ出版

E ﾔｻ やさいのクリスマスおおさわぎ さくら　ともこ／さく PHP研究所

E ﾖﾙ よるくまクリスマスのまえのよる 酒井　駒子／著 白泉社

NEW 933 ｸﾘ 名探偵ポアロ ポアロのクリスマス アガサ・クリスティー／著 早川書房

NEW 933 ﾓﾊﾟ スノーマン マイケル・モーパーゴ／作 評論社

P ｶﾞﾝ がんばれサンタさん あかいし　ゆみ／作　絵 教育画劇

P ｸﾘ クリスマスのおおきなくつした なとり　ちづ／脚本 童心社

P ｽｽﾞ サンタクロースのおくりもの 東川　洋子／文 教育画劇


