
  
 

企画展示 

 
 

山口市がクリスマス発祥の地だということをご存じですか？ 

天文２１年（1552年）、山口の地でキリストの誕生日を祝う降誕祭が行われました。 

これが日本で初めてクリスマスが祝われた日と記録されています。 

そのことから、山口市は 12 月 1 日から一か月限定で「クリスマス市」になり、市内

でさまざまなイベントが開催されています。 

当館では、クリスマス市にちなみ毎年この時期にはクリスマス関連の企画展示を行っ

ています。今年は、特に『贈り物』に関する本に焦点をあて、集めました。 

贈る相手のことを考えながら、プレゼントを選び準備する時間は、ワクワクして楽し

いものです。ぜひ参考にしてください。 

 

「クリスマスの贈り物」 

 

展示期間 

令和元年１１月２９日（金）～令和元年１２月２８日（土） 

山口市立中央図書館 
 



 クリスマスに贈りたい本

請求記号 資料コード 書名 著者名 出版年 出版者

 596.9 / ｴｲ / 003540242
英国のテーブルウェア

アンティーク&ヴィンテージ
Cha Tea紅茶教室∥著 2016.5 河出書房新社

 590 / ｶﾀ / 003524409 365日の気づきノート 門倉 多仁亜∥著 2016.4 SBクリエイティブ

 726 / ﾆｱ / 003576143 えんとつ町のプペル にしの あきひろ∥著 2016.10 幻冬舎

    / ﾅｿ / 002607708 神様のカルテ 1 夏川 草介∥著 2009.9 小学館

 B / ﾊﾏ / 003628221 あなたは、誰かの大切な人 原田 マハ∥[著] 2017.5 講談社

 E / ｸﾄ / 003428795
リンドバーグ

空飛ぶネズミの大冒険
トーベン　クールマン∥作 2015.4 ブロンズ新社

 T159 / ｸﾌ / 001544082 ブルーデイブック
ブラッドリー　トレバー

グリーヴ∥著
2000.12 竹書房

 T645 / ｿﾃ / 003502976 そでねこ チームそでねこ∥著 2015.12 小学館

 T726 / ｻｺ / 001662075 金曜日の砂糖ちゃん 酒井 駒子∥[作] 2003.10 偕成社

 T949 / ﾔﾄ / 000245866
ムーミン谷への旅

トーベ・ヤンソンとムーミンの世界
1994.4 講談社

 クリスマスの物語

請求記号 資料コード 書名 著者名 出版年 出版者

 913 / ｸﾘ / 002063728 クリスマス・ストーリーズ

大崎 善生∥著　奥田 英朗∥著

角田 光代∥著　島本 理生∥著

蓮見 圭一∥著　盛田 隆二∥著

2005.11 角川書店

    / ﾋﾅ / 002364292 聖夜の贈り物 百田 尚樹∥著 2007.11 太田出版

 936 / ｽｼ / 003393911
13番目の贈りもの

ほんとうにあったクリスマスの奇跡
ジョアン　フイスト　スミス∥著 2014.12 東洋出版

 B912 / ｶﾄ / 001713588 29歳のクリスマス　上巻 鎌田 敏夫∥著 2003.11 新風舎

 B912 / ｶﾄ / 001713597 29歳のクリスマス　下巻 鎌田 敏夫∥著 2003.11 新風舎

 B913 / ｸﾘ / 003576974
X'mas Stories

一年でいちばん奇跡が起きる日

朝井 リョウ∥著　あさの あつこ∥著

伊坂 幸太郎∥著　恩田 陸∥著

白河 三兎∥著　三浦 しをん∥著

2016.12 新潮社

 BF / ﾍｵ / 003391603 賢者の贈りもの O.ヘンリー∥[著] 2014.12 新潮社

 T / ﾎｼ / 001744143 クリスマスイブの出来事 星 新一∥作 2003.11 理論社

 TF / ﾃﾁ / 003280025 クリスマス・キャロル チャールズ　ディケンズ∥作 2013.11 西村書店

 TF / ﾃﾊ / 001471832 34丁目の奇跡 ヴァレンタイン　デイヴィス∥著 2002.11 あすなろ書房

 みんなで食べたいスイーツ

請求記号 資料コード 書名 著者名 出版年 出版者

 594 / ﾊｽ / 003291626 HAZUKIのシュガー・アート HAZUKI∥著 2013.11 講談社

 596.6 / ｵｻ / 003210623
自家製酵母で作る

ワンランク上のスイーツ系パン
太田 幸子∥著 2013.4 主婦と生活社

 596.6 / ｷｾ / 003474116 季節のスイーツ12か月 2015.1 芸文社

 596.6 / ｼﾕ / 003291564 シュトレン シュトレン編集委員会∥編 2013.12 旭屋出版

 596.6 / ﾀｷ / 003453831
ハレの日のウレシイお菓子

1年中のお菓子歳時記
高橋 教子∥[著] 2015.7 アップルミンツ

 596.6 / ﾌｴ / 002214495 Christmas Book From Wien エドワード　フルート∥著 2006.11 新風舎

 596.6 / ﾓｱ / 003719193 A.R.Iのお菓子のデザイン 森岡 梨∥著 2018.3 文化学園文化出版局

 596.6 / ﾔｹ / 003136197 山田けいのお菓子デコ★リアル 山田 けい∥著 2012.10 講談社

 596.6 / ﾜﾖ / 003699415 至福のキャラメルスイーツ 若山 曜子∥[著] 2018.2 オレンジページ

 T596 / ﾀｱ / 003502985
おしゃれでかんたん!

タンデコロリのデコラティブスイーツ
たけもと あや∥著 2015.12 主婦と生活社



 手作りして贈りたいもの

請求記号 資料コード 書名 著者名 出版年 出版者

 594 / ｲﾁ / 003640718
イチバン親切な

ハンドメイドアクセサリーの教科書
新星出版社編集部∥編 2017.6 新星出版社

 594.2 / ｴﾐ / 003785596 リボンと糸と小さな花と えびす みつこ∥著 2018.3 文化学園文化出版局

 594.2 / ｻﾁ / 003405364 アルファベット刺しゅう 佐藤 ちひろ∥著 2015.1 NHK出版

 594.3 / ﾌﾗ / 003770202
フラワーモチーフでつくる

あみぐるみと小もの
菊地 正∥監修 2018.10 日本文芸社

 594.5 / ﾃｱ / 003606226 愛らしい加賀のゆびぬき 寺島 綾子∥著 2017.2 日本文芸社

 594.7 / ﾁﾖ / 003642928
ちょっと小さめ便利で

かわいいミニバッグ50
グラフィック社編集部∥編 2017.6 グラフィック社

 594.9 / ｶﾊ / 003547598 ワイヤーでつくるかご&バスケット 蔭山 はるみ∥著 2016.5 誠文堂新光社

 594.9 / ｶﾊ / 003601758
ちいさな織り機で

ちいさなおしゃれこもの
蔭山 はるみ∥著 2017.2 日本ヴォーグ社

 594.9 / ｻﾖ / 003783129
斉藤謠子の手のひらのたからもの

パッチワークで作る愛しの小ものたち
斉藤 謠子∥[著] 2018.12 日本ヴォーグ社

 594.9 / ﾓｴ / 003642919 ハレの日をむすぶめでたづくしの水引 森田 江里子∥[著] 2017.7 ブティック社

 包んで贈ろう

請求記号 資料コード 書名 著者名 出版年 出版者

 385 / ｶﾝ / 003191883
かんたん、かわいい、たのしい

ラッピングレッスンBOOK
包むファクトリー∥著 2012.11 日本文芸社

 385 / ｷﾎ / 003389283 きほんのラッピング便利帳 包むファクトリー∥監修 2014.12 学研パブリッシング

 385 / ﾊﾒ / 002492520 和風ラッピング・レッスン 長谷 恵∥著 2008.11 誠文堂新光社

 385 / ﾋﾏ / 003275758 結ぶ。包む。おくる。 日高 麻由美∥著 2013.11 講談社

 385 / ﾌﾘ / 003297332 フードを包む 福田 里香∥著 2013.12 柴田書店

 385 / ﾐﾋ / 002974641 かわいく包むアイデアラッピング 宮岡 宏会∥著 2012.7 玄光社

 385 / ﾐﾋ / 003624153 大人かわいいラッピング 宮岡 宏会∥著 2017.4 主婦と生活社

 385 / ﾓﾋ / 002764316 スイーツ&フードラッピング 森下 久子∥著 2010.12 誠文堂新光社

 754 / ｸﾗ / 003191455 くらしの折り紙とちょこっと紙小物 主婦の友社∥編 2012.12 主婦の友社

 754 / ﾓﾀ / 003809751 封筒ギフトスタイル 森 珠美∥著 2019.3 日東書院本社


