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「絵本の本棚」は子どもたちに読み聞かせをしている方々（おうちの方や読み聞かせボラン
ティアの方、学校の先生 など）に向けて、絵本選びの参考になればということで作成して
いるテーマ別リストです。

「クリスマス」
年末の子どもたちの一番の楽しみと言えば…。クリスマス！
絵本の中でのクリスマスも楽しさいっぱいです。
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あかちゃんから
サンタのおまじない
菊地

清／作・絵

富山房

１９９１．１１

YZ 913.8/ｷｸ/

クリスマスにけんちゃんに届いたプレゼントは，大嫌いな野菜のつめあわせ。でも，サンタさんからの手
紙にあった通りにおまじないを唱えると，野菜が次々変身します！
幼児(0〜5歳)

☆クリスマス、サンタ、プレゼント、野菜、変身

ねずみくんのクリスマス
なかえ

よしを／作

ねずみくんの絵本 １９

ポプラ社

２００３．１０

Z 913.8/ﾅｶ/

小さなクリスマスツリーを笑われたねみちゃん。でも，ねみちゃんのツリーは，本当は大きなあるものの
かざりだったのです。
幼児(0〜5歳)

☆クリスマスツリー、ねずみ

まどからおくりもの
五味

太郎／作・絵

五味太郎・しかけ絵本 ３
偕成社

１９８３．１１

Z 913.8/ｺﾞﾐ/

サンタクロースがやってきて、家々をまわり、窓から贈り物を配って歩きます。窓の中の顔や体の形など
を見て贈り物を選びますが・・・。穴あきじかけの楽しい絵本。
幼児(0〜5歳)

☆クリスマス、サンタ、プレゼント
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幼児から
あしたはたのしいクリスマス
クレメント・ムーア／詩

小学館

２０００．１２

Z 933.7/ﾑｱ/

「クリスマスのまえのばん」という呼び方で広く親しまれている詩。不思議な物音で目覚めたパパが、サ
ンタクロースに出会ったというのです。１８０年以上もアメリカの子どもたちに親しまれてきたクリスマ
スの詩で，テディベアの人形がサンタクロースに扮した写真絵本です。
幼児(0〜5歳)
☆クリスマス、サンタ、プレゼント

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

偕成社

１９９０．１２

Z 913.8/ｸﾛ/

サンタの国での１年は，クリスマス・イブにそなえてすることがいっぱい！ おもちゃの準備，トナカイ
の訓練，良い子さがし等々。サンタの国での毎月の出来事が楽しく描かれています。
幼児(0〜5歳)，小初

いじわるシャルル

☆クリスマス、サンタ
わたしのえほん

ステファニー・ブレイク／作

絵

ＰＨＰ研究所

２００８．１１

Z 953.7/ﾌﾞﾚ/

大金持ちのシャルルにとって、大事なものはお金だけ。嫌いなものは子どもとクリスマス。そして今年
も、シャルルの大嫌いなクリスマスがやってきました。ある晩、シャルルは町で売っているおもちゃを買
い占めることを思いつき…。
幼児(3〜5歳)
☆クルスマス、プレゼント

ぐりとぐらのおきゃくさま
中川

李枝子／さく

こどものとも傑作集 １

福音館書店

１９８０

Z 913.8/ﾅｶ/

ぐりとぐらは森の中で大きな大きな足跡を見つけ，あとをつけていきます。どんどん進んでいく
と・・・、行きついたところはぐりとぐらの家。そこには、素敵なお客様が・・・。ドキドキしながら楽
しめるサンタクロースの絵本です。
幼児(3〜5歳)，小初
☆クリスマス、サンタクロース、ねずみ

クリスマスおめでとう
トミー・デ・パオラ／著

聖文社

１９８２

Z 933/ﾃﾞﾊﾟ/

子どもたちの演ずる劇の形で、ベツレヘムでイエスが生れるいきさつ、天使たちのよろこび、３人の博士
の到来などを描いた絵本。素朴で暖かみのある絵が心をなごませます。
幼児(0〜5歳)

☆クリスマス、イエス

クリスマスにはおきててくまさん とくべつな夜は森のなかまたちといっしょに！
カーマ・ウィルソン／ぶん

ＢＬ出版

２００５．１０

Z 933.7/ｳｲ/

冬ごもり中のくまさんは、クリスマスはいつも眠っています。今年のクリスマスこそ一緒にすごそうと、
森のなかまがさそってくれました。眠い眠いくまさんはひと晩じゅう起きていられるでしょうか。
幼児(0〜5歳)，小初

☆クリスマス、くま、森、プレゼント、動物

クリスマスのおきゃくさま
ダイアナ・ヘンドリー／文

徳間書店

１９９４．１０

Z 933/ﾍﾝ/

クリスマスにはみんな楽しく集まってお祝いをします。でも、思いがけないお客様が次々と現れて…はた
して、サンタクロースは間違いなくみんなにプレゼントを配ることができたでしょうか。クリスマス・ス
ピリットにあふれる本。
幼児(0〜5歳)
☆クリスマス、サンタ、プレゼント
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クリスマスのふしぎなはこ
長谷川

摂子／ぶん

福音館の幼児絵本

福音館書店

２００８．１０

Z 913.8/ﾊｾ/

僕がクリスマスの朝に見つけた箱の中には、サンタさんの姿が見えた。箱を開けるたびに、サンタさんは
そりに乗ってどんどん進んでいって…。サンタさんがだんだん家に近づいてくる期待感がいっぱいの絵
本。
幼児(0〜5歳)
☆クリスマス、サンタ、プレゼント

子うさぎましろのお話
佐々木たづ／著

おはなし名作絵本 ３

ポプラ社

１９８８

Z 913.8/ｻｻ/

クリスマスの日、白うさぎの子「ましろ」も、サンタクロースのおじいさんから贈り物をもらいました。
けれど、もっと何かほしくなったましろは、黒うさぎになりすまして、もう一度おじいさんに会いにいき
ますが・・・。
幼児(0〜5歳)
☆クリスマス、サンタ、プレゼント、うさぎ

こまったクリスマス
Ｒ．ジョンソン／文

西村書店

２００３．１１

Z 933.7/ｼﾞﾖ/

ある年のクリスマス・イブのことサンタクロースのそりをひっぱるのがいやになったトナカイのラインハ
ルトとグリセリダは、いなかへ家出しました。困ったサンタに頼まれ一緒に出かけた動物たちですが…。
そりをひいたのはいったいだれでしょう？
小初
☆クリスマス、サンタ、トナカイ

サンタクロースってほんとにいるの？
てるおか

いつこ／文

福音館書店

かがくのとも傑作集 わくわくにんげん
１９９２

Z 386/ﾃﾙ/

「サンタクロースって本当にいるの？」という問答形式で、大人たちがいろいろな質問に答え、サンタク
ロースの存在を信じさせようとします。ハラハラドキドキ、親子の会話と愉快なイラストで、サンタの本
質に迫ります。
幼児(0〜5歳)
☆サンタクロース

サンタクロースのたんじょうび
たむら

ともこ／〔作〕

ほるぷ出版

１９９３．１０

Z 913.8/ﾀﾑ/

もうすぐクリスマス。サンタクロースは子どもたちへのプレゼントづくりにいそがしい。あるあさ、トナ
カイが「おたんじょうび おめでとうございます」といいました。さて…
幼児(0〜5歳)

☆クリスマス、サンタ、トナカイ、誕生日

サンタクロースはおばあさん
佐野

洋子／さく・え

フレーベル館

２００７．１０

Z 913.8/ｻﾉ/

クリスマスが近づくと神様はサンタクロースを募集します。今年は、その中におばあさんがひとりだけま
じっていました。いまはもう天国にいるおばあさんは，神様にやとわれてサンタクロースになり，寝しず
まっている孫娘の家に立ち寄ったのでした…。
幼児(0〜5歳)，小初
☆クリスマス、サンタ、おばあさん

サンタクロースはおもちゃはかせ
マーラ・フレイジー／作

文渓堂

２００６．１１

Z 933.7/ﾌﾚ/

みんなが楽しみにしているクリスマス。こどもやおもちゃやプレゼントのことなら、なんでも知ってるサ
ンタさん。サンタさんはどんな風に準備するのかな？ みんなでサンタさんのおしごとをのぞいてみよ
う！
幼児(0〜5歳)
☆クリスマス、サンタ、プレゼント
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サンタさんのいたずらっこリスト
ローレンス・デイヴィッド／作

小学館

２００３．１２

Z 933.7/ﾃﾞｲ/

さあ大変！サンタさんのいたずらっこリストに載ってる子には，プレゼントが届かないんだって！さてさ
て、みんな今年のクリスマスはプレゼントがもらえるかな…。とても楽しいクリスマス絵本です。
小初

☆クリスマス、サンタ、プレゼント

となかいはなぜサンタのそりをひく？
モー・プライス／文

岩波書店

大型絵本

１９９４．１１

Z 933/ﾌﾟﾗ/

毎年サンタ・クロースは自分の足で走ってプレゼントを届けていました。ところが、毎年増え続ける荷物
に大弱り。サンタはそりを使うことにしたものの、そりを引くのにぴったりの動物はなかなか見つかりま
せん。
幼児(0〜5歳)
☆クリスマス、サンタ、トナカイ

とのさまサンタ
本田

カヨ子／ぶん

リブリオ出版

２０００．４

Z 913.8/ﾎﾝ/

昔々、遊ぶことの大好きな殿さまがいました。外国のお客様からもらったクリスマスの本を見た殿さま
は、さっそくクリスマスの用意をしますが、12月24日はまだまだ先…。奇想天外なアイデアとユーモア
にあふれた楽しい一冊。
幼児(0〜5歳)
☆クリスマス、とのさま、サンタ、プレゼント

トリフのクリスマス
アンナ・カリー／さく

くもん出版

２００１．１２

Z 933.7/ｶﾘ/

こねずみのトリフはサンタにフラフープが欲しいと手紙を書きます。しかし弟や妹のためには大きな毛布
が必要でした。サンタに自分の気持ちを伝えるため雪の夜に飛び出しますが・・・。
幼児(0〜5歳)

☆クリスマス、ねずみ、サンタ、プレゼント

とんがとぴんがのプレゼント
西内

ミナミ／さく

日本傑作絵本シリーズ

福音館書店

２００８．１０

Z 913.8/ﾆｼ/

ハリネズミの夫婦、とんがとぴんがは、ニコラスおじいさんの靴下に穴があいていることに気がつきまし
た。２匹はおじいさんに毛糸の靴下をクリスマスのプレゼントにしようと旅に出かけます。
幼児(3〜5歳)，小初

へんしんプレゼント
あきやま

☆クリスマス、はりねずみ、おじいさん、プレゼント
新しいえほん

ただし／作・絵

金の星社

２００７．１０

Z 913.8/ｱｷ/

もし、サンタのおじさんからプレゼントをもらえるとしたら、何が欲しいですか? サンタがみんなの名前
をくり返しよぶと，すてきなプレゼントにへんしん！？読んでビックリ！？不思議で楽しいことばあそび
絵本。
幼児(0〜5歳)
☆クリスマス、サンタ、プレゼント、変身

4

小学生から
アンナの赤いオーバー

児童図書館・絵本の部屋

ハリエット・ジィーフェルト／ぶん

評論社

１９９０．１２

Z 933/ｼﾞｲ/

戦後の貧しい時代，アンナのお母さんはオーバーを手に入れるためどうしたらいいか考えます。いろんな
人の心と技が集まってやっとできあがった，世界でたった一つしかないアンナとみんなの赤いオーバー。
このお話は、第二次世界大戦後に本当にあったことでした。
小初
☆クリスマス、プレゼント、戦争

急行「北極号」
Ｃ．Ｖ．オールズバーグ／絵と文

あすなろ書房

２００３．１１

Z 933.7/ｵﾙ/

サンタを待つ少年のもとに、あらわれたのは、白い蒸気につつまれた、謎めいた汽車。その名は急行「北
極号」。少年の日に体験したクリスマス前夜のミステリーを描いた幻想的な絵本です。
コールデコッ
ト賞（1986年）
小中，小上
☆クリスマス、汽車、サンタ、プレゼント

クリスマスのおくりもの
ジョン・バーニンガム／さく

ほるぷ出版

１９９３．１１

Z 933.7/ﾊﾞﾆ/

子ども達にクリスマスの贈り物を届けて帰ってきたおじいさんサンタは、袋の中にまだひとつ残っている
のに気がつきます。それは遠い山に住む貧しい少年への贈り物でした。たくさんの人に助けられながら，
朝までに届けられるでしょうか。
小初，小中
☆クリスマス、サンタ、プレゼント、乗り物

ビロードのうさぎ
マージェリィ・Ｗ．ビアンコ／原作

ブロンズ新社

２００７．４

Z 933.7/ｳｲ/

子どもに心から愛されたおもちゃは、本物になることができる。ビロードのうさぎはその魔法を信じてい
ました。、ぼうやと毎日いっしょでしあわせだった。ところがある日…。
小初

☆クリスマス、うさぎ、おもちゃ
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