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山形県立図書館                                  

 №.6（2022.1改訂） 

 

 

         
「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。 

 
 

             テーマ 【クリスマス】        

 

 

 
（凡例） 

書   名    

 著者名等   出版者   出版年  請求記号  

 あらすじ 

 対象    

※ 書名のアイウエオ順で掲載しています。 

※ 対象区分はおおよその目安となりますので参考にしてください。 

 

あしたはたのしいクリスマス 

クレメン・ムーア／詩 モニカ・スティーブンソン／写真 角野 栄子／訳 小学館 2000.12 Z933.7/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。 

対象：幼児（0～5歳） 

 

あのね、サンタの国ではね… サンタクロース1年のくらし 

黒井 健／絵 嘉納 純子／文 偕成社 1990.12  Z913.8/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、良い子さがしなどなど…。サンタの国での毎月の出来事が楽しく描かれています。 

対象：幼児（3・4歳），小初 

 

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 アニタ・ローベル／え 松川 真弓／やく 評論社 1990.12  

Z933/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、第二次世界大戦に本当にあったことでした。 

対象：小初，般 

年末の子どもたちの一番の楽しみといえばクリスマス！ 

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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いろいろクリスマスツリー 

おおで ゆかこ／作 アリス館 2019.11  Z913.8/ｵｵ/ 

もうすぐクリスマス。森のなかではリスたちが、たくさん集めたどんぐりで木を飾りました。氷の国のペンギンた

ちは、みんなで氷山を削って、ツリー・スライダーを作り…。動物たちが、思い思いにクリスマスツリーを作りま

す。 

対象：幼児（3～5歳） 

 

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  Z933.7/ﾊﾞﾘ/ 

もうすぐクリスマス。ウィロビーさんのお屋敷に届けられたのは、見たこともない大きなクリスマス・ツリ

ーで、先っぽが天上につっかえてしまいました…。1977年刊のモノクロ絵本が、カラーのイラストととも

に再登場。 

対象：幼児（5歳），小初 

 

おたすけこびとのクリスマス 

なかがわ ちひろ／文 ヨコセ ジュンジ／絵 徳間書店 2009.10  Z913.8/ﾅｶ/ 

クリスマスの夜。サンタさんから大切な仕事を引き受けたこびとたちは、大型トラックやロードローラーな

ど働く車に乗り込んで、いざ出動！ 働く車とこびとたちが大活躍するシリーズ第２弾。  

対象：幼児（3～5歳），小初 

 

急行「北極号」  

C.V.オールズバーグ／絵と文 村上 春樹／訳  あすなろ書房 2003.11  Z933.7/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）を受

賞した芸術的評価の高い作品。 

対象：小中，小上 

 

クリスマスおめでとう 

トミー・デ・パオラ／著 聖文社 1982  Z933/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まれるいきさつ、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。 

対象：幼児（3～5歳） 

 

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 ジェーン・チャップマン／え なるさわ えりこ／やく  ＢＬ出版 2005.10 

Z933.7/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。でも、ことしのクリスマスは一緒にすごそうと、森

のなかまがさそってくれました。眠い眠いくまさん。ひと晩じゅう起きていられるでしょうか。 

対象：幼児（0～5歳），小初 
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クリスマスのおくりもの  

ジョン・バーニンガム／さく 長田 弘／やく ほるぷ出版 1993.11  Z933.7/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。 

対象：幼児（4・5歳），小初，小中 

 

クリスマスのふしぎなはこ 福音館の幼児絵本 

長谷川 摂子／ぶん 斉藤 俊行／え 福音館書店 2008.10  Z913.8/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 

対象：幼児（2～5歳） 

 

クリスマスマーケットのふしぎなよる 講談社の創作絵本 

たなか 鮎子／作 講談社 2019.10  Z913.8/ﾀﾅ/ 

はじめてクリスマスマーケットにでかけたヨハン。お星さまが、いじわるな北風に吹きとばされてツリーの

てっぺんから落ちてしまったと聞き、くるみ割り人形たちと協力してお星さまを助けることに…。 

対象：幼児（3～5歳），小初 

 

ぐりとぐらのおきゃくさま こどものとも傑作集1 

中川 李枝子／さく 山脇 百合子/え 福音館書店 1980  Z913.8/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、素敵なおきゃくさまが…。 

対象：幼児（3～5歳），小初 

 

子うさぎましろのお話 おはなし名作絵本3 

佐々木 たづ／著 三好 碩也／画 ポプラ社 1988  Z913.8/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、もう一度おじさんに会いに行きますが…。 

対象：幼児（0～5歳），小初 

 

こまったクリスマス 

Ｒ.ジョンソン／文 バーナデット／絵 もき かずこ／訳 西村書店 2003.11  Z933.7/ｼﾞﾖ/ 

ある年のクリスマス・イヴのこと。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…。 

対象：小初 
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さんかくサンタ 

tupera tupera／さく 絵本館 2011.10  Z913.8/ﾂﾍﾟ/ 

さんさんさんかく、さんかくサンタ。まん丸ふくろを背中に背負って、四角いお家に入っていった…。三角、

丸、四角で展開する、リズミカルで愛らしいクリスマス絵本。 

対象：幼児（2～5歳） 

 

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  Z913.8/ｻﾉ/ 

孫娘にもう一度会いたい。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。サンタクロースになったおばあさんは、夜の町へ飛び出します…。 

対象：幼児（3～5歳），小初 

 

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 

てるおか いつこ／文 すぎうら はんも／絵 福音館書店 1992  Z386/ﾃﾙ/ 

「サンタクロースって本当にいるの？」そんな子どもの質問に大人たちがゆかいに答えます。ハラハラドキ

ドキ、親子の会話がとってもすてきなおはなしです。 

対象：幼児（4・5歳），小初 

 

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  Z913.8/ﾀﾑ/ 

遠い北の国の山奥に、サンタクロースは住んでいます。クリスマスの準備でいつも大忙しのサンタは、いつも自分

の誕生日を忘れてしまいます。今年はトナカイがお客さまを呼んでパーティを開きましょうと言ってくれました。 

対象：幼児（0～5歳） 

 

サンタクロースはおもちゃはかせ 

マーラ・フレイジー／作 うぶかた よりこ／訳 文渓堂 2006.11  Z933.7/ﾌﾚ/ 

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。クリスマス・プレゼントを配る

のも、もちろん大好き。でも、どんなふうに準備をするのかな？ 

対象：幼児（0～5歳） 

 

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 デルフィーヌ・デュラン／絵 石津 ちひろ／訳 小学館 2003.12  

Z933.7/ﾃﾞｲ/ 

  サンタさんのいたずらっこリストに名前がのってる子どもたちは、クリスマスプレゼントがもらえないんだ

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…。 

対象：幼児（3～5歳），小初～中学生 
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サンタのおまじない  

菊地 清／作・絵 富山房 1991.11  ＹZ913.8/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！  

対象：幼児（0～5歳） 

 

となかいはなぜサンタのそりをひく？ 

モー・プライス／文 アツコ・モロズミ／絵 松野 正子／訳 岩波書店 1994.11  Z933/ﾌﾟﾗ/ 

その昔、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。ところが毎年届け先は増える

一方。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。 

対象：小初 

 

とのさまサンタ 

本田 カヨ子／ぶん 長野 ヒデ子／え リブリオ出版 2000.4  Z913.8/ﾎﾝ/ 

むかーしむかし、遊ぶことの大好きなとのさまがおりました。外国のお客様からもらったクリスマスの本を

見たとのさま。自分も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１冊。 

対象：小初 

 

トリフのクリスマス 

アンナ・カリー／さく 松波 史子／やく くもん出版 2001.12  Z933.7/ｶﾘ/ 

こねずみの兄弟たちがサンタさんに手紙を書きました。トリフのお願いはフラフープ。でも、みんなのため

には毛布が必要でした。「やっぱり毛布にしよう！」トリフは自分の決心を伝えようとひとり、雪の夜に飛び

出しました…。 

対象：幼児（0～５歳） 

 

とんがとぴんがのプレゼント 

西内 ミナミ／さく スズキ コージ／え 福音館書店 2008.10  Z913.8/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付きました。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。 

対象：幼児（3～5歳），小初 

 

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  Z913.8/ﾅｶ/ 

ねみちゃんに見せようと、クリスマスツリーを作ったねずみくん。あひるさんがそれを見て「ガーガー、ガ

ッハハッ～、小さい小さい」と笑いますが…。 

対象：幼児（2～5歳） 
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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  Z933.7/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…。 

対象：小初 

 

へんしんプレゼント 新しいえほん 

あきやま ただし／作・絵 金の星社 2007.10  Z913.8/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呼ぶと、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。 

対象：幼児（3～5歳） 

 

ぼうしくんのクリスマスプレゼント  

新井 洋行／作・絵 KADOKAWA 2020.11  Z913.8/ｱﾗ/ 

クリスマスの夜。ぽつんと置かれた、ぼうしくんのところへ、動物たちがやってきます。ぼうしくんは、動

物たちにクリスマスプレゼントをあげることにしたのですが…。やさしい心を育むクリスマスの絵本。 

対象：幼児（0～５歳） 

 

まどからおくりもの 五味太郎・しかけ絵本3 

ジェズ・オールバラ／作・絵 徳間書店 2000.11  Z933.7/ｵﾙ/ 

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。 

対象：幼児（2～5歳），小初 
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