
 2019年12月企画展示「楽しいクリスマス」

NO タイトル 配置場所 請求記号 資料ID
1 知識ゼロからのワイン入門 / 弘兼憲史著. -- 幻冬舎, 2000. 旦野原・1階（まなビギナーズ） 049||CZ11 11377904

2
キリスト教 / 挽地茂男著. -- ナツメ社, 2005. -- (図解雑学 : 絵と文章

でわかりやすい!).
旦野原・1階（まなビギナーズ） 049||ZZ5||3889 11347760

3 ⾧崎の教会堂 旦野原・1階（まなビギナーズ） 208||FR14 11399158

4
クリスマス : どうやって日本に定着したか / クラウス・クラハト, 克

美・タテノクラハト [共]著. -- 角川書店, 1999.
旦野原・2階書架（一般図書） 386.1||KK11 11250675

5
ターシャ・テューダーのクリスマス / ハリー・デイヴィス著 ; ジェ

イ・ポール写真 ; 相原真理子訳. -- 文藝春秋, 2000.
旦野原・2階書架（一般図書） 386.53||DH20 11262411

6
トラットリアMOCO : きみと食べたいイタリアン / 速水もこみち著.

-- マガジンハウス, 2012.
旦野原・2階書架（一般図書） 596.23||HM20 11384872

7
男のフランス料理abc : 彼女のお気に入りシェフになることだって夢

じゃない! / パトリス・ジュリアン著. -- 文化出版局, 2001.
旦野原・2階書架（一般図書） 596.23||JP15 11300524

8
「アルポルト」片岡護のアンティパスト・スペシャリテ / 片岡護著.

-- 文化出版局, 2001.
旦野原・2階書架（一般図書） 596.23||KM1 11278963

9
急行「北極号」 / 村上春樹訳 ; クリス・ヴァン・オールズバーグ

絵・文. -- あすなろ書房, 2003.
旦野原・2階書架（一般図書） 726.6||VC11||0502 10324839

10
Seven short stories of O. Henry / O. Henry ; edited with notes by

Makoto Kuranaga. -- Asahi Press, 1972.
旦野原・2階書架（一般図書） 813.3||HO19 11349807

11

A Christmas Carol : in prose being a ghost story of Christmas / by

Charles Dickens ; with notes by Sanki Ichikawa. -- New ed, reset

and enlarged. -- Kenkyusha, 1949. -- (Kenkyusha pocket English

series ; 77, 109).

旦野原・2階書架（一般図書） 823.8||DC3 11293482

12
美しい恋の物語 / 安野光雅 [ほか] 編 ; -. -- 筑摩書房, 1988. -- (ちく

ま文学の森 / 安野光雅 [ほか] 編 ; 1).
旦野原・2階書架（一般図書） 908.3||AM3||1 11010855

13
心洗われる話 / 安野光雅 [ほか]編. -- 筑摩書房, 1988. -- (ちくま文学

の森 / 安野光雅 [ほか] 編 ; 2).
旦野原・2階書架（一般図書） 908.3||AM3||2 11004938

14
幼かりし日々 / 安野光雅[ほか]編 ; -. -- 筑摩書房, 1988. -- (ちくま文

学の森 ; 3).
旦野原・2階書架（一般図書） 908.3||AM3||3 11010857

15 太陽の塔 / 森見登美彦著. -- 新潮社, 2003. 旦野原・2階書架（一般図書） 913.6||MT20 11322947

16
チャ-ルズ・ディケンズとクリスマス / 田辺昌美著. -- あぽろん社,

1977.
旦野原・2階書架（一般図書） 930.28||TM3 10034587

17 大分県の切支丹史料 / 北村清士著. -- [北村清士], 1960. 旦野原・積層（和図書） 190.2||K2-1 10385614

18
地図と絵画で読む聖書大百科 / バリー・J・バイツェル監修 ; 山崎正

浩他翻訳. -- 普及版. -- 創元社, 2013.
旦野原・積層（和図書） 193||BB3 11382219

19
聖書動物事典 : カラー版 / P・フランス文 ; 平松良夫訳 ; E・ホスキ

ング,D・ホスキング写真. -- 教文館, 1992.
旦野原・積層（和図書） 193||FP19 11078846

20
聖書植物図鑑 : カラー版 / 大槻虎男著 ; 善養寺康之, 大槻虎男写真. --

教文館, 1992.
旦野原・積層（和図書） 193||OT 19 11078845

21
ローマ史のなかのクリスマス / 保坂高殿著. -- 教文館, 2005. -- (異教

世界とキリスト教 ; 1).
旦野原・積層（和図書） 196.3||HT18 11323172

22

1945年のクリスマス : 日本国憲法に「男女平等」を書いた女性の自

伝 / ベアテ・シロタ・ゴードン著 ; 平岡磨紀子構成・文 ; 新装版. --

柏書房, 1997.

旦野原・積層（和図書） 289.3||GB19 11238383

23

ミケランジェローピエタ : アウレリオ・アメンドラ写真集 / アウレ

リオ・アメンドラ写真 ; アントニオ・パオルッチ解説 ; 森雅彦訳. --

岩波書店, 1999.

旦野原・積層（和図書） 714.08||AA13 11240035

24
聖母のルネサンス : マリアはどう描かれたか / 石井美樹子著. -- 岩波

書店, 2004.
旦野原・積層（和図書） 723.05||IM19 11310900

25
Velzquez / Maurice S◆U00E9◆rullaz解説 ; 雪山行二,山梨俊夫訳. -

- 美術出版社, 1980.
旦野原・積層（和図書） 723.36||V1-1 10069866

26
ボッティチェリ / ボッティチェリ[画] ; ロナルド・ライトボーン著 ;

森田義之, 小林もり子訳. -- 西村書店, 1996.
旦野原・積層（和図書） 723.37||LR2 11216324

27
Raffaello / Raffaello[画]; James H. Beck解説 ; 若桑みどり訳. -- 美

術出版社, 1976.
旦野原・積層（和図書） 723.37||R1-1 10311562

28
天上と地上で : 子どもの世界の心あたたまるお話やおもしろいお話 /

ハインリヒ・ホフマン絵と文 ; おおたにみな訳. -- 創英社, 2001.
旦野原・積層（和図書） 726.5||HH20 11295903

29
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, 1976.
旦野原・積層（和図書） 909.4||B10-1 10070179

30
あすはたのしいクリスマス / クレメント・ムーアぶん ; トミー・

デ・パオラえ ; かなせきひさおやく. -- ほるぷ出版, 1981.
旦野原・積層（和図書） 909.4||K26-2||6 10070258
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31
クリスマスイブの出来事 / 星新一作 ; 和田誠絵. -- 理論社, 2003. --

(星新一ショートショートセレクション ; 13).
旦野原・積層（和図書） 918.6||HS8||13 11370571

32
山のクリスマス / 光吉夏弥訳編 ; ルドウィヒ・ベーメルマンス文・

え. -- 岩波書店, 1953. -- (岩波の子どもの本).
旦野原・積層（和図書） 943||B2-1 10359985

33

クリスマス・キャロル / チャールズ・ディケンズ原作 ; 粟野真紀子

簡約 ; 韓惠軫挿絵. -- 大修館書店, 2016. -- (にほんご多読ブックス :

Taishukan Japanese Readers ; Level 4, vol.5-4).

旦野原・1階日本を学ぶ（科目別） 817.7||NN20||4-5-4 11402854

34

Christmas stories, and other stories / Charles Dickens. --

Cleartype ed. -- Books, Inc., 1871. -- (The works of Charles

Dickens ; v. 19).

旦野原・1階集密（洋図書：331.01

◆UFF5E◆999）
823.83||D1-16||19 10423916

35
Christmas books / by Charles Dickens. -- Dent, 1907. --

(Everyman's library ; no. 239. Fiction).

旦野原・1階集密（洋図書：331.01

◆UFF5E◆999）
823.83||D1-7 10423897

36
クリスマスの12にち / エミリー・ボーラム絵 ; わしづなつえ訳. -- 福

音館書店, 1999. -- (世界傑作絵本シリーズ).
旦野原・1階児童図書 E1||BE11 10258784

37

セレスティーヌのクリスマス / ガブリエル・バンサンさく ; もりひ

さしやく. -- ブックローン出版, 1993. -- (くまのアーネストおじさ

ん).

旦野原・1階児童図書 E1||BG11 10258281

38
マドレーヌのクリスマス / ルドウィッヒ・ベーメルマンス作 ; 江国

香織訳. -- BL出版, 2000.
旦野原・1階児童図書 E1||BL13 10265763

39
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, 1976.
旦野原・1階児童図書 E1||BM11 10070715

40

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. -- (世

界傑作絵本シリーズ).

旦野原・1階児童図書 E1||BM3 10258770

41
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. -- (世界傑作絵本シリーズ).
旦野原・1階児童図書 E1||HF11 10258545

42
ダヤンのクリスマスまでの12日 / 池田あきこ作 ; 佐藤かずよ製作. --

ほるぷ出版, 1990.
旦野原・1階児童図書 E1||IA4 10324119

43
クリスマス・クリスマス / 角野栄子さく. -- 福音館書店, 1992. -- (た

くさんのふしぎ傑作集).
旦野原・1階児童図書 E1||KE11 11063045

44

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. -- (世

界傑作絵本シリーズ).

旦野原・1階児童図書 E1||MK11 10258814

45
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, 1970. -- (おはなし名作絵本 ; 3).
旦野原・1階児童図書 E1||ST11 10258532

46
サンタクロースっているんでしょうか? / 中村妙子訳 ; 東逸子絵. --

改装. -- 偕成社, 1986.
旦野原・1階児童図書 E1||ST18 10265845

47
コーギビルのいちばん楽しい日 / ターシャ・テューダー絵・文 ; 食

野雅子訳. -- メディアファクトリー, 2002.
旦野原・1階児童図書 E1||TT11 10405241

48 ゆめのゆき / エリック・カール作 ; あおきひさこ訳. -- 偕成社, 2002. 旦野原・1階児童図書 ES||KE25 10259578

49

サンタクロースとクリスマス旅行 / アネッテ・ランゲン話 ; コンス

タンツァ・ドロープ絵 ; 栗栖カイ訳. -- ブロンズ新社, 1997. -- (フェ

リックスの手紙 ; 4).

旦野原・1階児童図書 ES||LA3||4 11328862

50
Winter's tale : an original pop-up journey / Robert Sabuda. --

Little Simon, 2005.
旦野原・1階児童図書 ES||SR25 10405925

51
クリスマスの天使 / アヴィ作 ; 金原瑞人訳 ; 塩田雅紀絵. -- 講談社,

2002. -- (講談社文学の扉).
旦野原・1階児童図書 YA||AK19 10264983

52
天使の人形 / ジュリー・ブレッドソー作 ; 児玉真美訳 ; 北見隆画. --

偕成社, 2001.
旦野原・1階児童図書 YA||BJ20 10265679

53 カラフル / 森絵都著. -- 理論社, 1998. 旦野原・1階児童図書 YA||ME11 10324200

54
サンタクロースの忘れもの / ローリー・ムーア著 ; 古屋美登里訳 ;

網中いづる装画. -- 新潮社, 2001.
旦野原・1階児童図書 YA||ML19 10265682

55
子どもたち / チェーホフ作 ; 松下裕訳. -- 岩波書店, 2009. -- (岩波文

庫 ; 赤(32)-623-6).
旦野原・2階書架（文庫・新書） I7||623-6 11352947

56
愛と狂瀾のメリークリスマス : なぜ異教徒の祭典が日本化したのか /

堀井憲一郎著. -- 講談社, 2017. -- (講談社現代新書 ; 2401).
旦野原・2階書架（文庫・新書） K10||2401 11409056

57
オー・ヘンリー短篇集 / オー・ヘンリー [著] ; 清野暢一郎訳. -- 岩波

書店, 1938. -- (岩波文庫 ; 1846,赤-549).
旦野原・積層4層（文庫・新書） I1||1846 10050288


