
書名 著者名 出版社名 出版年

　　　　　〈　正　月　〉

あけましておめでとう 中川ひろたか／文　村上康成／絵　 童心社 1999.10 P/ ﾑ99

おしょうがつ 松野正子／作　ましませつこ／絵 教育画劇 1992.11 P/ ﾏ92

おしょうがつこびとのおはなし　（行事こびとのえほん） まつい のりこ／さく 童心社 1986.10 P/ ﾏ86

おしょうがつさん 谷川俊太郎／ぶん　大橋　歩／え 福音館書店 1990.11 P/ ｵ90

お正月さんありがとう 内田 麟太郎／作　山本　孝／絵 岩崎書店 2010.12 P/ ﾔ10

おしょうがつさんどんどこどん 長野 ヒデ子／作・絵 世界文化社 2011.12 P/ ﾅ11

おしょうがつセブン もとしたいずみ／作　ふくだいわお／絵 世界文化社 2015.12 P/ ﾌ15

おせちのおしょうがつ ねぎしれいこ／作　吉田朋子／絵　 世界文化社 2007.11 P/ ﾖ07

おぞうにくらべ　　　（行事と食べものの読み聞かせ絵本） 宮野 聡子／作 講談社 2014.12 P/ ﾐ14

おばあちゃんのおせち 野村 たかあき／作・絵 佼成出版社 2008.12 P/ ﾉ08

おもち！ 石津ちひろ／文　村上康成／絵　 小峰書店 2015.11 P/ ﾑ15

開運えほん かんべ あやこ／作 あかね書房 2015.1 P/ ｶ15

韓国のお正月 イ サンヒ／作　ホン ソンジュ／絵　おおたけきよみ／訳 岩崎書店 2010.12 P/ ﾎ10

請求記号

〇●〇●〇●    行事の絵本   ●〇●〇●〇

＊＊＊　昔から伝わる伝統的な行事や、季節を感じることができる催しに関連する絵本を集めました　＊＊＊
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子どもばやしのお正月 さげさか のりこ／作 福音館書店 2015.11 P/ ｻ15

七ふくじんとおしょうがつ　（行事の由来えほん） 山末やすえ／作　伊東美貴／絵 教育画劇 2000.10 P/ ｲ10

十二支のはじまり 新井良二／絵　やまちかずひろ／文 小学館 2006.12 P/ ｱ06

十二支のはじまり　　　　　（日本の民話えほん） 岩崎 京子／作　二俣英五郎／画 教育画劇 1997.11 P/ ﾌ97

十二支のはじまり　　　　　 （行事むかしむかし） 谷 真介／文　赤坂三好／絵 佼成出版社 1990.11 P/ ｱ90

十二支のはじまり　　　　　（てのひらむかしばなし） 長谷川 摂子／文　山口マオ／絵 岩波書店 2004.11 P/ ﾔ04

１０ぴきのかえるのおしょうがつ 間所ひさこ／さく　仲川道子／え PHP研究所 1992.11 P/ ﾅ92

ソルビム　お正月の晴れ着　[１] ペ・ヒョンジュ／絵と文　ピョン・キジャ／訳 セーラー出版 2007.1 P/ ﾍﾟ07

ソルビム　お正月の晴れ着　 ２　男の子編 ペ・ヒョンジュ／絵と文　ピョン・キジャ／訳 セーラー出版 2007.11 P/ ﾍﾟ/２

チュンチエ　中国のおしょうがつ ユイ リーチョン／文　チュ チョンリャン／絵　中 由美子／訳 光村教育図書 2011.12 P/ ﾁ11

どんぶらどんぶら七福神 みきつきみ／文　柳原良平／画 こぐま社 2011.11 P/ ﾔ11

はつゆめはひみつ　　（行事むかしむかし） 谷 真介／文　赤坂三好／絵 佼成出版社 1990 P/ ｱ90

ピッキーとポッキーのはいくえほん　おしょうがつのまき あらしやまこうざぶろう／ぶん　あんざいみずまる／え 福音館書店 2013.11 P/ ｱ13

ふくねずみ　すごろくばなし わたりむつこ／さく　ましませつこ／え 福音館書店 2017.5 P/ ﾏ17

　　　　　　　〈　　七　　草　　〉

おばあちゃんのななくさがゆ 野村 たかあき／作・絵 佼成出版社 2014.11 P/ ﾉ14

　　　　　　　〈  　 節 　  分  　 〉

オニたいじ 森　絵都／作　竹内通雅／絵 金の星社 2012.12 P/ ﾀ12

おにたのぼうし あまん きみこ／ぶん　いわさきちひろ／え ポプラ社 1969.7 P/ ｲ69

鬼といりまめ　　（行事むかしむかし） 谷 真介／文　赤坂三好／絵 佼成出版社 1991.1 P/ ｱ91
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おにはそと せなけいこ／作・絵 金の星社 2010.12 P/ ｾ10

おばあちゃんのえほうまき 野村 たかあき／作・絵 佼成出版社 2010.1 P/ ﾉ10

かえるをのんだととさん　日本の昔話 日野 十成／再話　斎藤隆夫／絵 福音館書店 2008.1 P/ ｻ08

きょうはせつぶん　ふくはだれ？ 正岡慧子／作　古内ヨシ／絵 世界文化社 2011.12 P/ ﾌ11

せつぶん もとしたいづみ／作　野村たかあき／絵 講談社 2009.1 P/ ﾉ09

せつぶんセブン もとしたいづみ／作　ふくだいわお／絵 世界文化社 2017.1 P/ ﾌ17

せつぶんだ　まめまきだ　（行事の由来えほん） 桜井信夫／作　赤坂三好／絵 教育画劇 2000.12 P/ ｱ00

せつぶんのおに　　（おばけ×行事えほん） 常光 徹／文　伊藤秀男／絵 童心社 2018.1 P/ ｲ18

せつぶんのひのおにいっか 青山 友美／作 講談社 2012.1 P/ ｱ12

せつぶんワイワイまめまきの日! ますだ ゆうこ／作　たちもとみちこ／絵 文溪堂 2013.1 P/ ﾀ13

だんだんのみ　　　（てのひらむかしばなし） 長谷川 摂子／文　福知伸夫／絵 岩波書店 2004.11 P/ ﾌ04

ねこまるせんせいとせつぶん 押川理佐／作　渡辺有一／絵 世界文化社 2014.1 P/ ﾜ14

ふくはうち 中川ひろたか／文　長谷川義史／絵 自由国民社 2010.12 P/ ﾊ10

ふくはうちおにもうち 内田 麟太郎／作　山本　孝／絵 岩崎書店 2004.1 P/ ﾔ04

まめまきこびとのおはなし　（行事こびとのえほん） まつい のりこ／さく 童心社 1986.10 P/ ﾏ86

　　　　　　　〈 　 ひ な ま つ り 　〉

おどれ！ひなまつりじま 垣内磯子／作　松成真理子／絵 フレーベル館 2010.2 P/ ﾏ10

おばあちゃんのひなちらし 野村 たかあき／作・絵 佼成出版社 2015.1 P/ ﾉ15

おひなまつりのちらしずし 平野恵理子／作 福音館書店 2013.2 P/ ﾋ13

かこちゃんのおひなさま 高橋　昭／さく　長野ヒデ子／え ポプラ社 1998.1 P/ ﾅ98
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たまごからうまれた女の子　（行事むかしむかし） 谷 真介／文　赤坂三好／絵 佼成出版社 1991 P/ ｱ91

のはらの ひなまつり 神沢 利子／作　岩村和朗／絵 金の星社 1980.10 P/ ｲ80

はるよ こい わたり むつこ／さく　ましませつこ／え 福音館書店 2017.5 P/ ﾏ17

ひなまつりこびとのおはなし　　（行事こびとのえほん） まつい のりこ／さく 童心社 1986.10 P/ ﾏ86

ひなまつりにおひなさまをかざるわけ（行事の由来えほん） 瀬尾七重／作　岡本　順／絵 教育画劇 2001.1 P/ ｵ01

ひなまつりのちらしずし（行事と食べもののよみきかせ絵本） 宮野 聡子／作 講談社 2016.1 P/ ﾐ16

ひなまつりルンルンおんなのこの日! ますだ ゆうこ／作　たちもとみちこ／絵 文溪堂 2012.2 P/ ﾀ12

まいてきっておいしい!ひなまつり 小林 ゆき子／さく 福音館書店 2017.5 P/ ｺ17

ももこのひなまつり 森山　京／作　ふりやかよこ／絵 教育画劇 1993.2 P/ ﾌ93

もりのひなまつり こいで やすこ／さく 福音館書店 2000.2 P/ ｺ00

　　　　　　　〈　  卒　園  ・ 卒　業     〉

ともだち 谷川俊太郎／文　和田　誠／絵 玉川大学出版部 2002.11 P/ ﾜ02

みんなおおきくなった 中川ひろたか／文　藤本ともひこ／絵 世界文化社 2015.3 P/ ﾌ15

みんなともだち 中川ひろたか／文　村上康成／絵 童心社 1998.1 P/ ﾑ98

６さいのきみへ 佐々木正美／文　佐竹美保／絵 小学館 2011.3 P/ ｻ11

　　　　　　　〈　   入　園・入　学  　〉

いちねんせい 谷川俊太郎／詩　和田　誠／絵 小学館 1988.1 P/ ﾜ88

１ねん１くみの１にち 川島敏生／写真・文 アリス館 2010.9 P/ ｶ10

うさぎ小学校
アルベルト・ジクストゥス／文　フリッツ・コッホ＝ゴータ／

絵　はたさわゆうこ／訳
徳間書店 2000.7 P/ ｺ07

うさこちゃんがっこうへいく ディック・ブルーナ／ぶん え　まつおかきょうこ／やく 福音館書店 2010.4 P/ ﾌﾞ10
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おおきくなるっていうことは 中川ひろたか／文　村上康成／絵 童心社 1999.1 P/ ﾑ99

カイくんのランドセル おかしゅうぞう／さく　ふじたひおこ／え 佼成出版社 2011.2 P/ ﾌ11

きみたちきょうからともだちだ 中川ひろたか／文　長谷川義史／絵 朔北社 2005.3 P/ ﾊ05

くんちゃんのはじめてのがっこう ドロシー・マリノ／さく　まさきるりこ／やく ペンギン社 1982.4 P/ ﾏ82

ねずみのでんしゃ 山下明生／作　いわむらかずお／絵 ひさかたチャイルド 1998.2 P/ ｲ97

ピーターのとおいみち
バーバラ・クーニー／絵　リー・キングマン／文　三木　卓／

訳
講談社 1997.3 P/ ｸ97

ますだくんのランドセル 武田美穂／作・絵 ポプラ社 1995.10 P/ ﾀ95

ようちえんのはる・なつ・あき・ふゆ おかしゅうぞう／さく　ふじたひおこ／え 佼成出版社 2010.2 P/ ﾌ10

ランドセルがやってきた 中川ひろたか／文　村上康成／絵 徳間書店 2009.1 P/ ﾑ09

　　　　　　　〈　   花  祭  り  　〉

おしゃかさまのたんじょう日　（行事むかしむかし） 谷　真介／文　赤坂三好／絵　 佼成出版社 1992 P/ ｱ92

やまの花まつり たかぎあきこ／さく　つちだよしはる／え リーブル 1994.3 P/ ﾂ94

　　　　　　　〈　  遠　足  　〉

えんそくバス 中川ひろたか／文　村上康成／絵 童心社 1998.3 P/ ﾑ98

おでかけのまえに 筒井頼子／さく　林　明子／え 福音館書店 1981.10 P/ ﾊ81

きんぎょのえんそく 高部晴市／[作] フレーベル館 2004.9 P/ ﾀ04

ぐりとぐらのえんそく 中川李枝子／さく　山脇百合子／え 福音館書店 2012.6 P/ ﾔ12

14ひきのぴくにっく いわむらかずお／さく 童心社 1986.11 P/ ｲ86

せとうちたいこさんえんそくいきタイ 長野 ヒデ子／さく 童心社 1999.10 P/ ﾅ99

むしたちのえんそく 得田之久／文　久住卓也／絵 童心社 2007.5 P/ ｸ07

　　　　　　  〈　  端 午 の 節 句 　〉
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くわずにょうぼう　　 稲田 和子／再話　赤羽末吉／画 福音館書店 1980.7 P/ ｱ80

くわずにょうぼう　　（行事むかしむかし） 谷 真介／文　赤坂三好／絵 佼成出版社 1992 P/ ｱ92

げんきにおよげ　こいのぼり　（行事の由来えほん） 今関信子／作　福田岩緒／絵 教育画劇 2001.3 P/ ﾌ01

こいのぼり　 長谷川摂子／文　英　伸三／写真 福音館書店 1995.1 P/ ﾊ95

こいのぼりぐんぐんこどもの日! ますだ ゆうこ／作　たちもとみちこ／絵 文溪堂 2016.4 P/ ﾀ16

こいのぼりこびとのおはなし　（行事こびとのえほん） まついのりこ／さく 童心社 1986 P/ 314/1

ちいさなこいのぼりのぼうけん　　（行事のえほん） 岩崎 京子／作　長野ヒデ子／絵 教育画劇 1993.4 P/ ﾅ93

ワニぼうのこいのぼり 内田鱗太郎／文　高畠　純／絵 文渓堂 2002.5 P/ ﾀ02

　　　　　　 〈　   七        夕　  〉

おこだでませんように くすのきしげのり／作　石井聖岳／絵 小学館 2008.7 P/ ｲ08

１０ぴきのかえるのたなばたまつり 間所ひさこ／さく　仲川道子／え PHP研究所 2001.6 P/ ﾅ01

たなばた　　中国の昔話 君島 久子／再話　初山　滋／画 福音館書店 2009.4 P/ ﾊ09

たなばたこびとのおはなし　　　（行事こびとのえほん） まついのりこ／さく 童心社 1986 P/ 314/2

たなばたにょうぼう　　（おばけ×行事えほん） 常光 徹／文　野村たかあき／絵 童心社 2017.5 P/ ﾉ17

たなばたプールびらき 中川ひろたか／文　村上康成／絵 童心社 1997.5 P/ ﾑ97

たなばたまつり 熊谷元一／さく・え 福音館書店 2017.5 P/ ｸ17

たなばたまつり 松成 真理子／作 講談社 2010.6 P/ ﾏ10

たなばたむかし 大川悦生／作　石倉欣ニ／絵 ポプラ社 1979.5 P/ ｲ79

たなばたものがたり　（行事の由来えほん） 舟崎克彦／文　二俣英五郎／絵 教育画劇 2001.5 P/ ﾌ01

天人にょうぼう　　（行事むかしむかし） 谷 真介／文　赤坂三好／絵 佼成出版社 1991 P/ ｱ91
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ねがいぼしかなえぼし 内田鱗太郎／作　山本　孝／絵 岩崎書店 2004.6 P/ ﾔ04

　　　　　　〈　  月 　 見　 〉

おつきみうさぎ 中川 ひろたか／文　村上康成／絵 童心社 2001.6 P/ ﾑ01

おつきみおばけ せなけいこ／作・絵／作・絵 ポプラ社 2015.8 P/ ｾ15

おつきみこびとのおはなし　　（行事こびとのえほん） まついのりこ／さく 童心社 1986 P/ 314/3

14ひきのおつきみ いわむら かずお／さく 童心社 1988.6 P/ ｲ88

たぬきのおつきみ 内田 麟太郎／作　山本　孝／絵 岩崎書店 2003.9 P/ ﾔ03

月へいったうさぎ　　（行事むかしむかし） 谷　真介／文　赤坂三好／絵　 佼成出版社 1991 P/ ｱ91

まんまるいけのおつきみ かとう まふみ／作 講談社 2011.8 P/ ｶ11

　　　　　　〈 　お　  彼  　岸 　〉

おばあちゃんのおはぎ 野村 たかあき／作・絵 佼成出版社 2011.9 P/ ﾉ11

ひがんばな 甲斐信枝／さく 福音館書店 1982.2 P/ ｶ82

　　　　　　〈    い  も  掘  り　 〉

いもいもほりほり　　（季節と行事のよみきかせ絵本） 西村敏雄／作 講談社 2011.9 P/ ﾆ11

いもぱくり 伊藤秀男／さく 福音館書店 2017.5 P/ ｲ17

おいも！ 石津ちひろ／文　村上康成／絵 小峰書店 2018.9 P/ ﾑ18

おおきなおおきなおいも　　鶴巻幼稚園・市村久子の教育実践による 赤羽末吉／さく・え 福音館書店 2001.11 P/ ｱ01

さつまのおいも 中川ひろたか／文　村上康成／絵 童心社 1995.6 P/ ﾑ95

ねずみのいもほり 山下明生／作　岩村和朗／絵 ひさかたチャイルド 1984.8 P/ ｲ84

ばばばあちゃんのやきいもたいかい さとうわきこ／作 福音館書店 2000.10 P/ ｻ00
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やきいもの日 村上康成／作・絵 徳間書店 2006.9 P/ ﾑ06

　　　　　　〈   　運　 動　 会　 〉

おやおや、おやさい 石津ちひろ／文　山村浩二／絵 福音館書店 2010.6 P/ ﾔ10

さかさことばでうんどうかい 西村敏雄／作 福音館書店 2015.6 P/ ﾆ15

10ぴきのかえるのうんどうかい 間所ひさこ／さく　仲川道子／え PHP研究所 1999.9 P/ ﾅ99

どろぼうがっこうだいうんどうかい かこさとし／作・絵 偕成社 2013.10 P/ ｶ13

とんぼのうんどうかい かこさとし／絵と文 偕成社 1978 P/ ｶ72

ねずみくんのうんどうかい なかえよしを／作　上野紀子／絵 ポプラ社 2018.9 P/ ｳ18

むしたちのうんどうかい 得田之久／文　久住卓也／絵 童心社 2001.9 P/ ｸ01

　　　　　　〈　 七 　 五 　 三 　〉

ぎゅっとだっこ七五三 内田 麟太郎／作　山本　孝／絵 岩崎書店 2008.10 P/ ﾔ08

七・五・三きょうだい　七五三のおはなし（行事のえほん） なかえ よしを／作　上野紀子／絵 教育画劇 1992.9 P/ ｳ92

七五三すくすくおいわいの日! ますだ ゆうこ／作　たちもとみちこ／絵 文溪堂 2014.11 P/ ﾀ14

七五三だよ一・二・三 長野 ヒデ子／作・絵 佼成出版社 2016.10 P/ ﾅ16

　　　　　　〈　 ハ ロ ウ イ ー ン 　〉

あくたれラルフのハロウィン
ジャック・ガントス／さく　ニコール・ルーベル／え　こみや

ゆう／やく
PHP研究所 2016.9 P/ ﾙ16

おおきなかぼちゃ
エリカ・シルバーマン／作　S.D.シンドラー／絵　おびかゆう

こ／訳
主婦の友社 2011.9 P/ ｼ11

きょうはハロウィン 平山 暉彦／さく 福音館書店 2016.9 P/ ﾋ16

こうもりぼうやとハロウィン
ダイアン・メイヤー／文　ギデオン・ケンドール／絵　藤原宏

之／訳
新日本出版社 2012.9 P/ ｹ12

ハロウイーンってなぁに？ クリステル・デモワノー／作　中島さおり／訳 主婦の友社 2006.10 P/ ﾃﾞ06
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ハロウィンドキドキおばけの日! ますだ ゆうこ／作　たちもとみちこ／絵 文溪堂 2008.10 P/ ﾀ08

ハロウィンナー デーヴ・ピルキー／さく　かねはらみずひと／やく アスラン書房 1998.10 P/ ﾋﾟ98

ハロウィーンのひみつ はやし ちかげ／[作] 金の星社 2016.9 P/ ﾊ16

ハロウィーンの星めぐり　夜に飛ぶものたち
ウォルター・デ・ラ・メア／詩　カロリーナ・ラベイ／絵　海

後礼子／訳
岩崎書店 2015.9 P/ ﾗ15

パンプキン ケン・ロビンズ／写真&文　千葉茂樹／訳 BL出版 2007.10 P/ ﾛ07

魔女たちのパーティー
ロンゾ・アンダーソン／文　エイドリアン・アダムズ／絵　野

口絵美／訳
徳間書店 2017.9 P/ ｱ17

魔女たちのハロウィーン エイドリアン・アダムズ／作　かけがわやすこ／訳 佑学社 1993.10 P/ ｱ93

ゆめちゃんのハロウィーン 高林 麻里／作 講談社 2011.8 P/ ﾀ11

　　　　　　〈　 ク リ ス マ ス 　〉

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 P/ ｸ06

うまやのクリスマス
マーガレット・ワイズ・ブラウン／ぶん　バーバラ・クーニー

／え　まついるりこ／やく
童話館出版 2003.10 P/ ｸ03

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 P/ ﾊﾞ00

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 P/ ｳﾞ03

クリスマス・イブ
マーガレット・W.ブラウン／ぶん　ベニ・モントレソール／え

やがわすみこ／やく
ほるぷ出版 2003.11 P/ ﾓ03

クリスマスってなあに? ジョーン・G.ロビンソン／文・絵　こみやゆう／訳 岩波書店 2012.11 P/ ﾛ12

クリスマスにくつしたをさげるわけ　（行事の由来えほん） 間所ひさこ／作　ふりやかよこ／絵 教育画劇 2000.10 P/ ﾌ00

クリスマスのおかいもの たしろ ちさと／作 講談社 2009.11 P/ ﾀ09

クリスマスのかね
レイモンド・M.オールデン／原作　竹下文子／文　山田花菜／

絵
教育画劇 2009.11 P/ ﾔ09

クリスマスのちいさなおくりもの アリスン・アトリー／作　上條由美子／訳　山内ふじ江／絵 福音館書店 2010.10 P/ ﾔ10

クリスマスのてんし
エルゼ・ヴェンツ－ヴィエトール／作・絵　さいとうひさこ／

訳
徳間書店 2009.9 P/ ｳﾞ09
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クリスマスのふしぎなはこ 長谷川 摂子／ぶん　斉藤俊行／え 福音館書店 2008.10 P/ ｻ08

クリスマスのまえのばん
クレメント・C・ムーア／ぶん　わたなべしげお／やく　ウィ

リアム・W・デンスロウ／え
福音館書店 1996.10 P/ ﾃﾞ96

クリスマスのまえのばん
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 P/ ﾁ00

クリスマスのまえのばん
クレメント・クラーク・ムーア／詩　リスベート・ツヴェル

ガー／絵　江國香織／訳
BL出版 2006.10 P/ ﾂ06

クリスマスのまえのよる
クレメント・C.ムーア／詩　ロジャー・デュボアザン／絵　こ

みやゆう／訳
主婦の友社 2011.11 P/ ﾃﾞ11

クリスマスのものがたり フェリクス・ホフマン／さく　しょうのこうきち／やく 福音館書店 1975.10 P/ ﾎ75

クリスマスまであと九日　セシのポサダの日
マリー・ホール・エッツ／作　アウロラ・ラバスティダ／作

たなべいすず／訳　マリー・ホール・エッツ／画
冨山房 1974 P/ ｴ74

ぐりとぐらのおきゃくさま 中川 李枝子／さく　山脇百合子／え 福音館書店 2007.4 P/ ﾔ07

くろうまブランキー 伊東三郎／再話　堀内誠一／画 福音館書店 2007.9 P/ ﾎ67

グロースターの仕たて屋 ビアトリクスポター／さく・え　いしいももこ／やく 福音館書店 2002.10 P/ ﾎﾟ02

くんちゃんとふゆのパーティー ドロシー・マリノ／さく　あらいゆうこ／やく ペンギン社 1981.11 P/ ﾏ81

賢者のおくりもの
オー・ヘンリー／文　リスベート・ツヴェルガー／画　矢川澄

子／訳
富山房 1983.12 P/ ﾂ83

子うさぎましろのお話 ささき たづ／ぶん　みよしせきや／え ポプラ社 1978 P/ ﾐ70

こびとのくつや　グリム童話 グリム／[原作]　バーナデット・ワッツ／絵　ささきたづこ／やく 西村書店 1987.9 P/ ｳ87

サンタクロースっているんでしょうか？　子どもの質問に答えて ニューヨークサン新聞社／文　中村妙子／訳　東　逸子／絵 偕成社 1977.12 P/ ﾆ77

サンタクロースってほんとにいるの? てるおか いつこ／文　すぎうらはんも／絵 福音館書店 1992 P/ ｽ92

サンタクロースとあったよる
クレメント・クラーク・ムーア／詩　ホリー・ホビー／絵　二

宮由紀子／訳
BL出版 2014.11 P/ ﾎ14

サンタクロースのおてつだい
ロリ・エベルト／文　ペール・ブライハーゲン／写真　なかが

わちひろ／訳
ポプラ社 2014.10 P/ ﾌﾞ14

サンタクロースのくるひ 西巻茅子／さく・え 福音館書店 1990.10 P/ ﾆ90
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サンタクロースのしろいねこ
スー・ステイントン／文　アン・モーティマー／絵　まえざわ

あきえ／訳
徳間書店 2003.10 P/ ﾓ03

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 P/ ﾌ06

サンタさんからきたてがみ たんのゆきこ／さく　垂石眞子／え 福音館書店 1992 P/ ﾀ92

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 P/ ﾃﾞ03

サンタさんのうちへいけるかな おぼまこと／さく 福音館書店 1995.1 P/ ｵ95

サンタさんのトナカイ ジャン・ブレット／作・絵　さいごうようこ／訳 徳間書店 2013.10 P/ ﾌﾞ13

だれも知らないサンタの秘密 アラン・スノウ／さく　三辺律子／やく あすなろ書房 2005.11 P/ ｽ05

ちいさなもみのき
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 1993.10 P/ ｸ93

ちいさなろば ルース・エインズワース／作　石井桃子／訳　酒井信義／画 福音館書店 2002.11 P/ ｻ02

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 P/ ﾅ00

ばばばあちゃんのクリスマスかざり さとう わきこ／作 福音館書店 2013.10 P/ ｻ13

まどから★おくりもの 五味 太郎／作・絵 偕成社 1983.11 P/ ｺﾞ83

みんなでつくったクリスマス・ツリー
キャロライン・ベイリー／作　うえさわけんじ／やく　こうも

とさちこ／絵
福音館書店 2004.10 P/ ｺ04

ゆうびんやのくまさん
フィービ・ウォージントン／さく・え　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 1987.5 P/ ｳ87

　　　　　　　　〈　　年　　越　　〉

おもちぶとん わたなべゆういち／作 あかね書房 2005.11 P/ ﾜ05

かさじぞう　　　日本の昔話 瀬田貞二／再話　赤羽末吉／画 福音館書店 2008.4 P/ ｱ08

かさじぞう　　　（行事むかしむかし） 谷 真介／文　赤坂三好／絵 佼成出版社 1991 P/ ｱ91

きょうとあしたのさかいめ　（行事の由来えほん） 最上一平／作　渡辺有一／絵 教育画劇 2000.10 P/ ﾜ00

十二支のお節料理 川端　誠／作 BL出版 1999.12 P/ ｶ99
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十二支のおもちつき すとう あさえ／さく　早川純子／え 童心社 2016.10 P/ ﾊ16

じょやのかね とうごうなりさ／さく 福音館書店 2017.11 P/ ﾄ17

みんなでもちつき 菊池日出夫／さく 福音館書店 2017.5 P/ ｷ17

もうすぐおしょうがつ 西村繁男／さく 福音館書店 2010.11 P/ ﾆ10

　　　　　　　　　　（2019年2月現在）
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