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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

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

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

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 110050228 909.3||Yo

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

よろこびのひ
いもとようこ絵・文/ピーター・ミルワー
ド訳 女子パウロ会 2007.10 100121857 909.3||Im

クリスマスのはなし
メアリー・ジョスリン文/アリーダ・マッ
サーリ絵/関谷義樹訳 ドン・ボスコ社 2013.10 100121887 909.3||Jo

ちいさなほしのものがたり
リチャードリトルデール文/ドゥブラヴカ
コラノヴィッチ絵 サンパウロ 2017.10 100122045 909.3||Li

ふしぎなよる
セルマ・ラーゲルレーヴ原作/女子パウロ
会再話/こいずみるみこ絵 女子パウロ会 2013.10 100122024 909.3||La

クリスマスのおとずれ 杉田幸子え/ドン・ボスコ社文 ドン・ボスコ社 2011.10 100121859 909.3||Su

ほしのひかったよる (ブッククラブ:国際版絵本) 葉祥明絵と文 至光社 c1991 100122029 909.3||Yo

クリスマスのちいさなほし (ブッククラブ. 国際版絵本) かすや昌宏絵/渡洋子文 至光社 c1995 100122037 909.3||Wa

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

「クリスマス特別展示」
令和2年度　11月30日～12月24日　企画展示
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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

まどから おくりもの (五味太郎・しかけ絵本:3) 五味太郎作・絵 偕成社 1983.7 100104042 909.3||Go

クリスマスの12日 (とびだししかけえほん) ロバート・サブダさく/上野和子やく 大日本絵画 1997 100122030 909.3||Sa

メルローズとクロックきみとであったクリスマス (児童図
書館・絵本の部屋)

エマ・チチェスター・クラークさく/たな
かまややく 評論社 2006.10 100121856 909.3||Ch

プレゼントの木 初版 いもとようこ作絵 金の星社 2014.10 100121860 909.3||Im

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

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

クリスマスをさがすレティス (児童図書館・絵本の部屋)

マンディー・スタンレイさく/おがわひと
みやく 評論社 2005.10 100121858 909.3||St

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

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

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

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

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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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

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

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

祝祭 : 世界の祭り・民族・文化 芳賀ライブラリー編著 クレオ 2001.4 110047812 386||Ha

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

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 293.892||It

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

図説ヨーロッパの祭り 谷口幸男, 遠藤紀勝著 河出書房新社 1998.11 100120328 386.3||Ta

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

アートバイブル 1 町田俊之監修 日本聖書協会 2003.3- 100114659 702.099||Ar

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

西洋絵画300選 : 大塚国際美術館 大塚国際美術館 [ほか] 編 有光出版 c1998 100121108 723||Oo
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ヨーロッパ教会物語 渡部雄吉写真・文 グラフィック社 1986.2 110034824 290.9||Mo||4

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

西海の天主堂 : 木下陽一写真集 (日本カメラMOOK) 木下陽一著 日本カメラ社 1991.5 110029187 702.099||Ki

世界ステンドグラス文化図鑑
ヴァージニア・チエッフォ・ラガン, メア
リ・クラーキン・ヒギンス著 東洋書林 2005.7 100109685 751.5||Ra

ステンドグラスの絵解き : フランス教会に見る光の聖書 志田政人著 日貿出版社 2001.12 100105363 751.5||Si

世界の大聖堂・寺院・モスク 3 (空から見る驚異の歴史シ
リーズ) アンリ・スティルラン著/森山隆訳 創元社 2006.12 100112390 520.8||So||3

ヨーロッパの教会とステンド・グラス 渡部雄吉著 クレオ 1998.9 110014960 751.5||Wa
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