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The Christmas box Richard Paul Evans Simon & Schuster 1995 210005043 934||Ev

サンタクロースの大旅行(岩波新書:新赤版 591) 葛野浩昭著 岩波書店 1998.11 110055571 S386||Iw||新赤591

クリスマス・ストーリー アルノー・デプレシャン監督・脚本
ミッドシップ (発売)/紀伊國
屋書店 (販売) 220001294

ナイトメアー・ビフォア・クリスマス
(Touchstone home video)

ヘンリー・セリック監督/ティム・
バートン, デニーズ・ディ・ノービ
製作

ブエナビスタホームエンター
テイメント (発売) [2002] 220000997

グロースターの仕たて屋のおはなし、ティギーお
ばさんとジェレミー・フィシャーどんのおはなし
(ピーターラビットとなかまたち)

ビアトリックス・ポター原作/フレデ
リック・ウォーン企画/ダイアン・
ジャクソン監督

角川エンターテイメント(発
売), 2008 220000828

ムーミン : パペット・アニメーション Disc2

ルツィアン・デンビンスキ [ほか]監
督/ルツィアン・デンビンスキ, マリ
ア・コサコフスカ脚本/ポーランド・
フィルム, ゼマフォー, ジュピター・

アスミック (発売)/角川エン
タテインメント (販売) , c2004 220000573

地球をだっこきせつをみっけ! 星の環会企画・製作 星の環会 [20--] 220001389

A Christmas Carol(Disney DVD)

ロバート・ゼメキス監督/チャール
ズ・ディケンズ原作

ウォルト・ディズニー・スタ
ジオ・ジャパン (発売) [2010] 220001318

絵画とステンドグラスが語る聖書の世界 岩波映画製作所製作 インタービジョン 220001460

ヨーロッパの旅Q&A(Trajal books) 紅山雪夫著 トラベルジャーナル 1998.10 110001155 190.1||Be

ヨーロッパの旅とキリスト教 紅山雪夫著 創元社 1996.9 110032196 190.4||Be

総説キリスト教 : はじめての人のためのキリスト
教ガイド

アリスター・E.マクグラス著/本多峰
子訳 キリスト新聞社 2008.6 100114594 190.4||Mc

キリストの道(ヨーロッパ新紀行) 菅井日人著 グラフィック社 1992.11 110031814 192.8||Su

「クリスマス特別展示」
平成28年度　11月26日～12月26日　企画展示
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ザ・クリスマス・ブック トレヴィル 1995.11 110030100 192.81||Th

名画でたどる聖母の生涯
パオラ・モレッリ, アンドレア・ガ
レアッツィ文/石川康輔訳 ドン・ボスコ社 1993.8 110030171 192.89||Mo

聖母マリアの奇蹟 : メジュゴリエ/ファチマ/ルルド
(ヨーロッパ新紀行) 菅井日人著 グラフィック社 1992.2 110031815 192.89||Su

聖フランシスコの世界(ヨーロッパ新紀行) 菅井日人著 グラフィック社 1991.6 110031813 192||Su

Nativite-ご降誕-

ジャン=ユッグ・マリノー文 ,ジャン
=シャルル・ルソー絵 ,椿歌子 ドン・ボスコ社 2009.10 100117750 193.6||Ja

神さまのおはなしきかせて 松隈玲子著 日本キリスト教団出版局 2003.7 100115286 193||Ma

クリスマスの思い出 : 冬の炉端で
バルバラ・バルトス=ヘップナー著/

ロコバント・靖子訳 新教出版社 1991.11 110018644 196.3||Ba

クリスマスの奇蹟
ディートリヒ・ボンヘファー[著]/高
橋祐次郎訳 新教出版社 1997.10 110018645 196.3||Bo

クリスマス物語 メトロポリタン美術館編/青柳正規訳 クレオ 1991.10 110018653 196.3||Ku

クリスマスに贈る100の言葉
アルフレート・ハルトル編/里野泰昭
訳 女子パウロ会 2009.10 100119686 196.3||Ku

サンタクロース物語(求龍堂グラフィックス) 塩野米松文・構成/中川祐二写真 求龍堂 1989.11 110019224 196.3||Sh

クリスマス・リース 遠山孝之著 美術出版社 1988.11 110018649 196.3||To

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 110018666 196.5||Wi
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妖精の国のクリスマス : サンタクロースの故郷を
訪ねて : 写真集 伊藤慎一写真/稲垣美晴文 篠崎書林 1989.12 110001159 293.86||It

クリスマス百科事典 : 図説
ジェリー・ボウラー著/笹田裕子, 成
瀬俊一日本語版編集委員 柊風舎 2007.12 100116414 386.033||Bo

ぎょうじのえほん : ぎょうじのゆらいいみちしき
(のびのび総合知育絵本) 西本鶏介文 ポプラ社 2011.12 100120325 386.1||Ni

ドイツ・クリスマスの旅 谷中央,長橋由理文・写真 東京書籍 1995.11 110026939 386.34||Ta

サンタクロースって,だあれ? : その伝説と歴史を
たずねて

ロビン・クリクトン著/尾崎安訳/

マーガレット・ニスベット画 教文館 1988.11 110000602 386.8||Cr

クリスマスの起源 O.クルマン著/土岐健治, 湯川郁子訳 教文館 1996.11 110026942 386.8||Cu

光の祝祭 : ヨーロッパのクリスマス 小塩節著 日本基督教団出版局 1996.10 110050867 386.8||Os

Santa Claus : サンタクロースとその仲間たち
(Christmas gallery)

フェリシモクリスマス文化研究所編
著 フェリシモ 1992.11 110026943 386.8||Sa

クリスマス(シリーズ世界のお祭り:3)

アラン・ブラックウッド著/小野一郎
訳・解説 同朋舎出版 1988.10 110026960 386||Sh||3

クリスマス・クッキング : 世界の食卓から 斎藤和子, 指宿弘子料理/斎藤和明文 日本基督教団出版局 1997.11 110033353 596.3||Ku

アートバイブル 町田俊之監修 日本聖書協会 2003.3- 100105237 702.099||Ar

アッシジの聖堂壁画よ、よみがえれ(アートセレク
ション) 石鍋真澄著 小学館 2000.6 110050224 702.099||Is

降誕(キリスト教名画の楽しみ方) 高久眞一著 日本基督教団出版局 1999.9 110039958 702.099||Ta
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受胎告知(キリスト教名画の楽しみ方) 高久眞一著 日本基督教団出版局 1998.9 110001242 702.099||Ta

レンブラントのクリスマス イェルク・ツィンク[著]/伊藤公子訳 1995.9 110029189 702.099||Zi

ピアノで楽しむクリスマス・ソング Best

Selection2015 ヤマハ　ミュージック 2015.11 100121289 763.2||Pi

Christmas Songs(女声(同声)のためのポップス
コーラス ゴスペル:2)

河合楽器製作所・出版部(発
行) 2002.10 110052454 767.4||Go

クリスマスの贈りもの : 女声3部合唱 遠藤謙二郎編曲 オンキョウパブリッシュ 2007.10 110052455 767.4||Ku

A christmas carol(Kodansha English library:53)

Charles Dickens/illustrations by

Tsukasa Osamu Kodansha International 1989.12 110055840 B830||Dic

羊男のクリスマス(講談社文庫) 村上春樹, 佐々木マキ [著] 講談社 1989.11 500000529 B913.6||Mur

ネバーランド(集英社文庫) 恩田陸著 集英社 2003.5 110051651 B913.6||Ond

クリスマス・ブックス(ちくま文庫)

チャールズ・ディケンズ著/小池滋,

松村昌家訳 筑摩書房 1991.12 120001220 B930||Dic

世界の一流作家によるクリスマス名作集 トルストイ等著/西川義治訳 中央出版社 1976 110008974 908.3||Se

冬 : 歳時記(日本の名随筆:20) 山本健吉編 作品社 1984.6 110021327 914.6||Ni||20

わが心のクリスマス パール・バック著/磯村愛子訳 女子パウロ会 1999.10 100119688 933.7||Ba

ライ麦畑でつかまえて 新装版 サリンジャー[著]/野崎孝訳 白水社 1985.9 110050627 933||Sa
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キャッチャー・イン・ザ・ライ J.D.サリンジャー [著]/村上春樹訳 白水社 2003.4 100104237 933||Sa

Le cadeau de Noël(La fourmi et l'éléphant:6)(Les

catastrophes de Gaspard et Lisa) Anne Gutman, Georg Hallensleben Hachette Jeunesse c2003 100109441 726||Gu||6

Jingle, the Christmas clown Tomie dePaola Putnam's c1992 210005042 726||De

I spy Christmas : a book of picture riddles(I spy

Christmas : a book of picture riddles/Cartwheel

books)

photographs by Walter Wick/riddles

by Jean Marzollo Scholastic c1992 100120982 726||Is

サンタクロースってほんとにいるの?(かがくのと
も傑作集:37) てるおかいつこ文/すぎうらはんも絵 福音館書店, 1981 100106304 376.08||Ka

こどもの行事しぜんと生活 : かこさとし 12月のま
き かこさとし文・絵 小峰書店

2011.12-

2012.11 100120594 386.1||Ko||12

はだかのサンタさん 水野はるみ絵/秋島信英文 サンパウロ 1999.10 110050559 909.3||Ak

急行「北極号」
クリス・ヴァン・オールズバーグ絵
と文/村上春樹訳 河出書房新社 1987.12 110050562 909.3||Al

おおきいツリーちいさいツリー ロバート・バリーさく/光吉夏弥やく 大日本図書 2000.10 110048614 909.3||Ba

ビロードのうさぎ
マージェリィ・W・ビアンコ原作/酒
井駒子絵・抄訳 ブロンズ新社 2007.4 100118607 909.3||Bi

ババールとサンタクロース(児童図書館・絵本の部
屋. ぞうのババール:5)

ジャン・ド・ブリュノフさく/やがわ
すみこやく 評論社 1975.1 110001104 909.3||Br||5

イエスさまのたんじょう(絵本聖書:12) 日本聖書協会 c1996 110050882 909.3||Eh||12

サンタおじさんのいねむり
ルイーズ=ファチオ原作/前田三恵子
文/柿本幸造絵 階成社 1969.12 100110901 909.3||Fa
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モミの手紙
ロバート・フロスト作/テッド・ラン
ド絵/みらいなな訳 童話屋 1999.10 110039156 909.3||Fr

アッシジの聖フランシスコ 藤城清治著 女子パウロ会 2016.7 100121476 909.3||Fu

てんしさまがおりてくる : それはクリスマスのよ
るのこと 五味太郎著 ブロンズ新社 1999.10 100104162 909.3||Go

クリスマスにはおくりもの 五味太郎作 絵本館 1980.11 100110555 909.3||Go

リサとガスパールのクリスマス
アン・グットマンぶん/ゲオルグ・ハ
レンスレーベンえ/石津ちひろやく ブロンズ新社 2000.9 110040902 909.3||Gu

ズボンのクリスマス 林明子さく 福音館書店 1987.10 100115379 909.3||Ha

サンタクロースとれいちゃん 林明子さく 福音館書店 1987.10 100115378 909.3||Ha

ふたつのいちご 林明子さく 福音館書店 1987.10 100115377 909.3||Ha

ノンタン!サンタクロースだよ(ノンタンあそぼう
よ:7) キヨノサチコ作絵 偕成社 1978.12 100109067 909.3||Ki||7

クリスマスソングブック 1 児島なおみ作 偕成社 1999.10 100115269 909.3||Ko||1

クリスマスソングブック 2 児島なおみ作 偕成社 1999.10 100115268 909.3||Ko||2

サンタクロースと小人たち
マウリ=クンナス作/いながきみはる
訳 偕成社 1982 100110904 909.3||Ku

あのね、サンタの国ではね… : サンタクロースの1

年のくらし
黒井健絵/松本智年,一色恭子原案/嘉
納純子文 偕成社 1990.12 110047778 909.3||Ku
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馬小屋のクリスマス

アストリッド・リンドグレーン文/

ラーシュ・クリンティング絵/うらた
あつこ訳 ラトルズ 2006.11 100118491 909.3||Li

ロッタちゃんとクリスマスツリー

アストリッド=リンドグレーンさく/

イロン=ヴィークランドえ/やまむろ
しずかやく 偕成社 1979.12 100105639 909.3||Li

クリスマスのころわん 間所ひさこ作/黒井健絵 ひさかたチャイルド 2003.11 110047771 909.3||Ma

したきりすずめのクリスマス
三浦綾子文/みなみななみ絵/アーデ
ン・ルイス英文

ホームスクーリング・ビジョ
ン/メディアパル(発売) , 2008.12 100115002 909.3||Mi

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 2000.10 110047777 909.3||Mi

クリスマスのまえのばん 改訂新版
ターシャ・テューダー絵/クレメン
ト・ムア詩/中村妙子訳 偕成社 2000.12 100112139 909.3||Mo

ねずみくんのクリスマス(ねずみくんの絵本:19) なかえよしを作/上野紀子絵 ポプラ社 2003.10 110040909 909.3||Na

賢者のおくりもの
オー・ヘンリー文/リスベート・ツ
ヴェルガー画/矢川澄子訳 富山房 1983.12 110029215 909.3||Oh

グロースターの仕たて屋(ピーターラビットの絵
本:15)

ビアトリクス・ポターさく・え/いし
いももこやく 福音館書店 2002.10 100114052 909.3||Po||15

子うさぎましろのお話(おはなし名作絵本:3) ささきたづぶん/みよしせきやえ ポプラ社 1970.2 100107551 909.3||Sa

まりーちゃんのくりすます(岩波の子どもの本) フランソワーズ文・絵/与田準一訳 岩波書店 1975.11 100115430 909.3||Se

サンタ・クロースからの手紙(児童図書館・絵本の
部屋)

J.R.R.トールキン著/ベイリー・トー
ルキン編/せたていじやく 評論社 1976.12 100110902 909.3||To

マーガレットとクリスマスのおくりもの 植田真作 あかね書房 2007.11 100115431 909.3||Ue
7/8



書　　名 著　者　名 出　版　者 出版日付 資料ID 請求記号

「クリスマス特別展示」
平成28年度　11月26日～12月26日　企画展示

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 ペッカ・ヴォリ著・絵/迫村裕子訳 文渓堂 2004.11 100118628 909.3||Vo

こどものためのイエス・キリスト物語
ブライアン・ワイルドスミス絵・文/

星野真理訳 小学館 2000.11 100109797 909.3||Wi

くまじいちゃんのクリスマス やすいすえこさく/いもとようこえ 女子パウロ会 1997.10 100110579 909.3||Ya

クリスマスのかねがなるとき : スペインのむかし
ばなしより

やなぎやけいこ文/もりももこ, はま
ざきつよし絵 ドン・ボスコ社 1991.9 110028307 909.3||Ya

アッシジの光 : 聖フランシスコ
葉祥明詩・絵/マリアの宣教者フラン
シスコ修道会英仏訳 自由国民社 1999.12 100111291 909.3||Yo

クリスマスあったかスープ(パンダのポンポン) 野中柊作/長崎訓子絵 理論社 2005.12 100116495 909.3||No

クリスマスものがたり(リトルベル) パメラ・ドルトン絵/藤本朝巳文 日本キリスト教団出版局 2012.10 100121668 909.3||Pa
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