
書　　名 著　者　名 出　版　者 出版日付 資料ID 請求記号

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

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

クリスマス・ボックス
リチャード・P・エヴァンズ著/笹野
洋子訳 講談社 1995.12 110009057 934||Ev

クリスマス物語集 : 世界の家庭で読みつがれてい
る 改装版 中村妙子編訳 偕成社 2005.10 100112143 909.3||Ku

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

星空へひらく窓 : クリスマス・エッセイ 磯村尚徳[ほか]著 女子パウロ会 1990.11 110023231 914.6||Ho

天使の事典 : バビロニアから現代まで
ジョン・ロナー著/鏡リュウジ, 宇佐
和通訳 柏書房 1994.12 110020034 191.2||Ro

聖者の事典
エリザベス・ハラム編/鏡リュウジ,

宇佐和通訳 柏書房 1996.12 110020030 191.2||Ha

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

クリスマス・クリスマス : 絵本◆Song book

クレヨンハウス総合文化研究所編/伊
藤正道絵/クニ河内監修/編曲 クレヨンハウス 1994.9 110039464 767.5||Ku

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

「クリスマスの本」
令和3年度　11月29日～12月24日　企画展示
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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

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

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

子どもと楽しむHappyクリスマス・ソング集 吉野とぼ編 チャイルド本社 2008.10 100103514 763.2||Ko

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

クリスマスコーラス・アルバム : 女声三部合唱/ピ
アノ伴奏 ケイ・エム・ピー 2007.10 100115685 767.08||Ku

おしゃれに楽しむクリスマス・コーラス : 女声合
唱 第4版 上田真樹編曲 全音楽譜出版社 2016.7 100122321 767.4||Ku||

クリスマス女声合唱曲集 新垣壬敏編著 パックスアーレン 2002.7 110052456 767.4||Ku

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

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

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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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

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

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

くりすますのおくりもの : ロシア民話より (ブック
クラブ:国際版絵本) 木村由利子文/松村雅子絵 至光社 1987 100121837 909.3||Ki

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

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

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

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

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

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

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

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
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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

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

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 100110883 376.08||Ka

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

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

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)

レイモンド・ブリッグズさく・え/す
がはらひろくにやく 福音館書店 1974 100121199 909.3||Br

くろいひつじのメーリ (ブッククラブ. 国際版絵本) マックス・ブルナー作/佐久間彪訳 至光社 1995 100122036 909.3||Br

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

サンタクロースっているんでしょうか? 改装 中村妙子訳/東逸子絵 偕成社 1986.10 100112140 909.3||Ch

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

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

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
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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

賢者のおくりもの
オー・ヘンリー原作/いもとようこ文
絵 金の星社 2014.11 100121886 909.3||He

はやくかぜなおってね (くりのきえんのおともだ
ち:3) 寺村輝夫さく/いもとようこえ あかね書房 1982.11 100110495 909.3||Ku||3

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

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

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

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

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

ぐりとぐらのおきゃくさま (こどものとも傑作集)

なかがわりえこさく/やまわきゆりこ
え 福音館書店 1967 110048690 909.3||Na

さいこうのおくりもの (ひくまの出版幼年絵本シ
リーズ・あおいうみ) 立原えりか作/黒井健絵 ひくまの出版 1984.11 110040914 909.3||Ta

ちいさなもみのき かすや昌宏絵/佐久間彪文 至光社 1980 110047788 909.3||Sa

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

ウェールズのクリスマスの想いで
ディラン・トマス文/エドワード・
アーディゾーニ絵/村岡美枝訳 瑞雲舎 1997.11 110039586 909.3||Th
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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

しあわせなモミの木
シャーロット・ゾロトウ文/ルース・
ロビンス絵/みらいなな訳 童話屋 1991.11 100118490 909.3||Zo

てんしっているよ (ブッククラブ:国際版絵本) 葉祥明絵と文 至光社 c1994 100122047 909.3||Yo

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

クリスマスプレゼントン スズキコージえ・さく ブッキング 2003.10 100118632 909.3||Su

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

ふゆのよるのおくりもの (えほんとなかよし:6.

ティモシーとサラのえほん:2) 芭蕉みどり作・絵 ポプラ社 1990.11 100111210 909.3||Ba

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

とびきりすてきなクリスマス リー・キングマン作/山内玲子訳 岩波書店 1990.11 100118492 909.3||Ki

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

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

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

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
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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

世界の聖地バイブル : パワースポット&スピリチュ
アルスポットのガイド決定版 (バイブルシリーズ)

(The world's bestselling series) アンソニー・テイラー著/鈴木宏子訳
ガイアブックス/産調出版 (発
売) 2011.2 100118676 290.9||Te

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

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

祈りと祝祭の国 : ルーマニアの宗教文化 (Hart

collection:2)

新免光比呂著/国立民族学博物館編集
協力 淡交社 2000.8 100112699 386.392||Sh

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

世界の祭り大図鑑 : 国際理解を深めよう! : 知らな
い文化・伝統・行事もいっぱい 芳賀日出男監修 PHP研究所 2006.12 100120317 386||Se

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

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

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

聖書が生んだ名画 保坂清著 玉川大学出版部 1992.12 110029510 702.099||Ho

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

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
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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

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

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

アッシジ (エリオ・チオル写真集) エリオ・チオル写真 岩波書店 1993.1 110014954 748||Ci

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

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

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

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

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

マリア : 処女・母親・女主人 (叢書・ウニベルシタ
ス:700)

クラウス・シュライナー [著]/内藤道
雄訳 法政大学出版会 2000.12 110050816 192.89||Sc

聖母マリア ヤロスラフ・ペリカン著/関口篤訳 青土社 1998.8 110030091 192.89||Pe

マリア : 教会における女性像 (新装版・新教新
書:204) R.R.リューサー著/加納孝代訳 新教出版社 1983.4 110030090 192.89||Ru

キリストに出会う : 聖書の学びと内省 百瀬文晃著 女子パウロ会 2001.5 100118943 193.5||Mo
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ナザレトのマリア
フェデリコ・スアレス著/鮑宗賢, 平
井英子訳 精道教育促進協会 1977 110030089 192.89||Su

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

聖母マリアへのまことの信心 第2版
聖グレニヨン・ド・モンフォール著/

山下房三郎訳 愛心館 1990.6 110030092 192.89||Mo

聖母の出現 : 近代フォーク・カトリシズム考 関一敏著
日本エディタースクール出版
部 1993.4 110030099 192.89||Se

マリアの福音 (聖母文庫)

ジョルジュエット・ブラキエール著/

福岡カルメル会訳 聖母の騎士社 1991.10 110030081 192.89||Br

マリア論入門 : 主の母・教会の像 (中央新書:8) エバンヘリスタ著 中央出版社 1971 110030088 192.89||Ev

マリアの心 : マリアの宣教者 Jean Galot著/フランシスコ修道会訳 中央出版社 1980 110030087 192.89||Ga

聖母マリアの謎 石井美樹子著 白水社 1988.9 110027692 192.89||Is

イエススの母マリア
カルロス・メステルス著/佐々木治夫
訳 南窓社 1979 110030085 192.89||Me

聖書のヒロインたち (講談社現代新書:1728) 生田哲著 講談社 2004.7 110054368 S193||Ko||1728

キリスト教文化の常識 (講談社現代新書:1222) 石黒マリーローズ著 講談社 1994.10 110053468 S190||Ko||1222

キリストとイエス : 聖書をどう読むか (講談社現代
新書:179) 八木誠一著 講談社 1969.2 110051964 S193||Ko||179

マザーテレサ : すばらしいことを神さまのために
マルコム・マゲッリッジ著/沢田和夫
訳 女子パウロ会 1976 110051566 S198||Ji||
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「クリスマスの本」
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修道院 : 禁欲と観想の中世 (講談社現代新書:1251) 朝倉文市著 講談社 1995.5 110058256 S198||Ko||1251

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

アシジの聖フランシスコの小さき花 [正] (聖母文
庫)

Friars Minor of Venice Province

〔著〕/石井健吾訳 聖母の騎士社
1994.12-

1995.7 110054463 B190||Asi||1

アシジの聖フランシスコの小さき花 続 (聖母文庫)

Friars Minor of Venice Province

〔著〕/石井健吾訳 聖母の騎士社
1994.12-

1995.7 110054464 B190||Asi||2

アシジの聖フランシスコの小品集 (聖母文庫) Caietanus Esser〔著〕/庄司篤訳 聖母の騎士社 1988.12 110054455 B190||Ess

旧約聖書ものがたり ジャック・ミュッセ著/田辺希久子訳 創元社 1993.12 110030671 193.1||Mu

聖母マリア : 「異端」から「女王」へ (講談社選書
メチエ:137) 竹下節子著 講談社 1998.8 100102713 192.89||Ta

信仰の母マリア : 聖書にもとづく信心 吉山登著 女子パウロ会 1989.7 110030094 192.89||Yo

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

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

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

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
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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

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

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

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

これがキリスト教 高柳俊郎著 日本基督教団出版局 1995.9 110050656 190.4||Ta

サンタクロース物語 : 歴史と伝説
ジョゼフ・A・マカラー著/ピー
ター・デニス絵/伊藤はるみ訳 原書房 2015.10 100122953 386||Mc

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

マリアとは誰だったのか : その今日的意味 (21世
紀キリスト教選書:7)

E・モルトマン=ヴェンデル, H・
キュング, J・モルトマン編/内藤道雄
訳 新教出版社 1993.5 100118819 191||Ma

ザ・クリスマス・ブック トレヴィル 1995.11 110030100 192.81||Th

「聖書は初めて」という人のための本 いのちのことば社 : 1999 110050367 193.04||Uc

聖フランチェスコの小さな花 田辺保訳 教文館 2006.5 100112383 192||Se

愛されるより愛することを : アッシジの聖フラン
シスコ

池利文撮影/遠藤周作,加賀乙彦文/門
脇佳吉編集 学習研究社 1992.11 110031867 192||Ka

アシジの貧者 ニコス・カザンツァキ著/清水茂訳 みすず書房 1981.12 110031868 192||Ka
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アッシジのフランチェスコ : ひとりの人間の生涯
キアーラ・フルゴーニ著/三森のぞみ
訳 白水社 2004.12 100108192 192||Fr

イエスとその弟子 : 聖書を読む (講談社現代新
書:523) ピーター・ミルワード著/別宮貞徳訳 講談社 1978.11 110031888 192||Mi

フランシスコの祈り 石井健吾編訳 女子パウロ会 1992.9 110031831 192||Fu

ミサの前に読む聖人伝 C.バリョヌェボ著 中央出版社 1990.10 110030271 192||Ba

わたし,フランシスコは カルロ・カレット著/石井健吾訳 エンデルレ書店 1983.5 110030327 192||Ca

アシジの聖フランシスコ エングルベール著/平井篤子訳 創文社 1969.7 110031823 192||En

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

ふたつのいちご 林明子さく 福音館書店 1987.1 100115377 909.3||Ha

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

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 2011.1 100121859 909.3||Su
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