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２０１１年１２月号 

 ～ クリスマスのほん ～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

あたたかいおくりもの 

      たるいし まこ ／ さく 

福音館書店     

  

  ことしのふゆは とてもさむいので、  

クリスマスが ちかづいたあるひ、もり 

のきから どうぶつたちにセーターをあ  

んでほしいという、てがみがとどきまし 

た。 

  どうぶつたちは それぞれくふうして 

あみものをしました。             

（１歳から）     

                                      

ゆうびんやのくまさん 

 フィービ と セルビ・ウォージントン ／ さく・え 

    まさき るりこ ／ やく     

           福音館書店 

                     

ゆうびんやのくまさんは クリスマス 

イブのあさも おしごとにでかけます。 

えきに てがみやこづつみを うけとり 

にいき ばんばんと はんこをおして 

はいたつに でかけます。 

 

 

 

（２歳から）     



まどから☆おくりもの                                  クリスマスのふしぎな はこ                       

      五味 太郎 ／ 作・絵                                              長谷川 摂子 ／ ぶん    

            偕成社 

  

きょうはクリスマス。サンタさんがみんなに

プレゼントをくばりますが、なんかへんですよ。  

まどからみたら ネコさんのいえにみえた

けど、ネコさんちじゃ ありませんね。どのお

うちでもまちがえてばかりのプレゼント。 

でも、さいごは、みんなおおよろこび。                          あっ ぼくのまちにサンタさんがきた！ 

               

（３歳から）                                                     

                                   

おたすけこびとのクリスマス 

     なかがわ ちひろ ／ 文  コヨセ・ジュンジ ／ 絵                               みなみのしまのサンタクロース                      

            徳間書店                           斉藤 洋 ／ 作  高畠 純 ／ 絵     

  

 

こびとたちはクリスマスの日に、 

にもつを はこぶという たいせつ 

なしごとを たのまれました。 

 みんなできょうりょくして、おお 

きなにもつを はこびおえることが 

できました。メリークリスマス。 

      

     

（３歳から）                                          （４歳から）    

        斉藤 俊行 ／ え    

         福音館書店 

     

     おにわでみつけた はこ。           

あっ なかに サンタさんがいた。        

ときどき はこをあけると サンタさん 

    のいるところが みえる。            

はやく ねなくちゃ！ 

（４歳から）     

                                       

         佼成出版社     

                                       

サンタさんはあかい かいすいパ 

ンツをはいています。プレゼントを 

くばる にぐるまをひくのは、カン 

ガルー。サンタさんの じゃまばか 

りする やくにたたないコアラが、 

じょしゅですが、それにはわけがあ 

るんです。  

                



もしも、ぼくがサンタクロースとともだちだったら…                                   バスで おでかけ                            

 富安 陽子 ／ さく ＹＵＪＩ ／ え                                          間瀬 なおかた ／ 作・絵     

          くもん出版                    

                                   

ぼくがサンタクロースと ともだちだったら、

かくれがに つれていってもらったり、いろいろ

あそんだりするんだ。 

プレゼントをはこぶてつだいもする、そしてさ

いごに ぼくからサンタさんに プレゼントを

あげるんだ。                                                         るんだ。もっとすてきななところって、ど 

           

（４歳から）                                       

                                                                             （５歳から）     

ぐりとぐらのおきゃくさま                                                                       

     なかがわ りえこ ／ 文  やまわき ゆりこ ／ 絵                                       ちいさなもみのき                            

           福音館書店  

                           

 もりでおおきな あしあとをみつけた  

ぐりとぐら。だれのか しらべようとあ 

とをつけてみると ついたところはふた 

りのおうち。 

ドアをあけるとおおきな ながぐつ、 

まっかなオーバー、えりまきにぼうし 

があります。                                   おいわいを していました。だけど、 

おきゃくさまは だれ？    

 

（５歳から） 

      ひさかたチャイルド 

                        

  きょうはかぞくでバスにのって、すてき 

なところへおでかけ。              

  どうぶつえん、ゆうえんちでもおとうさ 

んはバスからおりようとしません。 

もっとすてきなところへつれてってくれ 

こだろう。                   

マーガレット・ワイズ・ブラウン ／ さく 

バーバラ・クーニー ／ え  かみじょう ゆみこ ／ やく     

            福音館書店     

 

 

ちいさなもみの木は、まいとし あ 

しがわるいおとこのこの ところまで 

はこばれ、クリスマスツリーになり  

ことしは おとこのこのほうから、 

もりまで あるいてきてくれました。          

（５歳から） 



森でいちばんのクリスマス・ツリー 

ジョン・ハセット／アン・ハセット ／ さく 

せな あいこ ／ やく 

               評論社      

                          な  ります。      なります。     

クリスマス・ツリー農家のタルトさん。  クリスマス・ツリー農家のタルトさん。  

みんなに、ぴったりサイズのツリーをえら  みんなに、ぴったりサイズのツリーをえら  

ぶ名人。 ぶ名人。 

でも、ツリーがうれなくなって、げんき でも、ツリーがうれなくなって、げんき 

のないタルトさんに クリスマスのまえの  のないタルトさんに クリスマスのまえの  

日、ふしぎなてがみがとどきました。    日、ふしぎなてがみがとどきました。                   の五十音順に並んでいます。                の五十音順に並んでいます。 

                     

（６歳から）         

                     

（６歳から）                                         
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
                                
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

                                                                      

やかまし村のクリスマス                                   やかまし村のクリスマス                                   

アストリッド・リンドグレーン ／ 作 アストリッド・リンドグレーン ／ 作 

イロン・ヴィークランド ／ 絵  おざき よし ／ 訳     イロン・ヴィークランド ／ 絵  おざき よし ／ 訳                         

           ポプラ社             ポプラ社      

                                                                      

 やかまし村の７にんのこどもたちは                                    やかまし村の７にんのこどもたちは                                   

みんな なかよし。クリスマスになる みんな なかよし。クリスマスになる 

とクッキーをやいたり、たのしいよ。                          とクッキーをやいたり、たのしいよ。                                平成２３年１１月２３日（毎月２３日発行第８０号）       平成２３年１１月２３日（毎月２３日発行第８０号） 

でも、もっとたのしいのはクリスマ でも、もっとたのしいのはクリスマ 

スのプレゼント、パーティ、ごちそう。                      スのプレゼント、パーティ、ごちそう。                                このリストの表紙絵使用は、各出版社の許諾を得ています。           このリストの表紙絵使用は、各出版社の許諾を得ています。 

クリスマスが なんどもあればいいのに。 クリスマスが なんどもあればいいのに。 

  

（６歳から）  （６歳から）  

図書館 Ｑ＆Ａ 図書館 Ｑ＆Ａ 

Ｑ．図書館の本はどういう順に並んでいますか？ Ｑ．図書館の本はどういう順に並んでいますか？ 

色のついたラベルが貼ってあり、本を探すときのめじるしに     色のついたラベルが貼ってあり、本を探すときのめじるしに     

   きいろのラベル・・・知識･科学などで、数字でテーマにわか         きいろのラベル・・・知識･科学などで、数字でテーマにわか      

             れています。              れています。 

   みどりのラベル・・・物語で、文を書いた人の名前の頭文字    みどりのラベル・・・物語で、文を書いた人の名前の頭文字 

             の五十音順に並んでいます。              の五十音順に並んでいます。 

   あかのラベル・・・絵本で、文を書いた人の名前の頭文字    あかのラベル・・・絵本で、文を書いた人の名前の頭文字 

リストの年齢は目安です。個人差がありますので、子どもの関心にあわせてお選びください。 リストの年齢は目安です。個人差がありますので、子どもの関心にあわせてお選びください。 

  

  

  

  

☆おはなし会もどうぞ！☆ 

区立図書館では、毎週水曜日(品川図書館は土曜)の午後に幼児を対象とし

た絵本の読みきかせや紙芝居・手遊びなどの「おはなし会」を開催していま

す。時間等は各図書館へお問合せください。 

発行： 品川区立図書館 発行： 品川区立図書館 

問合：品川図書館（品川区北品川2-32-3 ℡3471-4667）  問合：品川図書館（品川区北品川2-32-3 ℡3471-4667）  

バックナンバーが品川区立図書館ホームページ (http://lib.city.shinagawa.tokyo.jp/バックナンバーが品川区立図書館ホームページ (http://lib.city.shinagawa.tokyo.jp/) 

でご覧いただけます。（トップページ⇒「テーマ別ブックリスト」）  

     

http://lib.city.shinagawa.tokyo.jp/
http://lib.city.shinagawa.tokyo.jp/

