
No. 著者名 出版者

1 広瀬 克也∥作 絵本館

2 ぼく、ようかいにあっちゃった 白土 あつこ∥さく　え 新風舎

3 魔もののおくりもの 舟崎 克彦∥作 小学館

4 どろんこクラブのゆうれいちゃん 後藤 竜二∥作 草炎社

5 魔女の友だちになりませんか? 村山 早紀∥作 ポプラ社

6 斎藤 隆介∥作 岩崎書店

7 佐野 洋子∥作　絵 講談社

8 内田 莉莎子∥再話 福音館書店

9 かいじんハテナ? 舟崎 克彦∥作 小学館

10 ハロウィーンの星めぐり ウォルター　デ　ラ　メア∥詩 岩崎書店

11 猫魔ケ岳の妖怪 八百板 洋子∥再話 福音館書店

12 [2] 沼野 正子∥文　絵 汐文社

13 ヨウカイとむらまつり ビーゲン セン∥作 汐文社

14 まほうをわすれたまほうつかい デイビッド　マッキー∥ぶん アリス館

15 小泉 八雲∥作 偕成社

16 しんどう ぎんこ∥作 講談社

17 チョビッとこわいおばけの話 木暮 正夫∥文 岩崎書店

18 ばけばけばけばけばけたくん おるすばんの巻 岩田 明子∥ぶん　え 大日本図書

19 あくたれラルフのハロウィン ジャック　ガントス∥さく PHP研究所

20 田島 征彦∥作 童心社

21 芥川 竜之介∥作 偕成社

22 まほうつかいのトビィ カズノ　コハラ∥作 光村教育図書

23 田中 清代∥さく 偕成社

24 坂の 外夜∥作　画 ハート出版

25 ぼくはおばけのかていきょうし さとう まきこ∥作 あかね書房

26 山本 孝∥作　絵 岩崎書店

27 くすのき しげのり∥作 瑞雲舎

28 魔女がまちにやってきた 村上 勉∥作 偕成社

29 柳田 国男∥原作 汐文社

30 ちいさな死神くん キティ　クローザー∥作 講談社
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No. 著者名 出版者

31 おばけとにじいろのようせい ジャック　デュケノワ∥さく ほるぷ出版

32 おばけ、ネス湖へいく ジャック　デュケノワ∥さく ほるぷ出版

33 つきよに魔女がとんできた 清水 達也∥文 教育画劇

34 アンジェリーナのハロウィーン キャサリン　ホラバード∥文 講談社

35 ばけばけばけばけばけたくん かくれんぼの巻 岩田 明子∥ぶん　え 大日本図書

36 広瀬 克也∥作 絵本館

37 おばけの人生相談 2 沼野 正子∥作 草土文化

38 ナツメグとまほうのスプーン デイヴィッド　ルーカス∥作 偕成社

39 石津 ちひろ∥作 小学館

40 広瀬 克也∥作 絵本館

41 京極 夏彦∥作 岩崎書店

42 会えるかも!?妖怪ずかん よしなが こうたく∥著 あかね書房

43 カババスえん おばけとえんそく 光丘 真理∥作 佼成出版社

44 四年ザシキワラシ組 [1] こうだ ゆうこ∥作 学研プラス

45 お化けのおもてなし 川端 誠∥作 BL出版

46 せな けいこ∥作　絵 鈴木出版

47 お化けの猛暑日 川端 誠∥作 BL出版

48 魔女ののろいアメ 草野 あきこ∥作 PHP研究所

49 おばけなんてこわくない 中川 ひろたか∥文 童心社

50 広瀬 克也∥作 絵本館

51 ねずみくんとおばけ なかえ よしを∥作 ポプラ社

52 わんぱくだんのおばけやしき ゆきの ゆみこ∥作 ひさかたチャイルド

53 ハロウィーンのひみつ はやし ちかげ∥[作] 金の星社

54 おばけ屋のおばけかぶ あわた のぶこ∥文 小峰書店

55 まじょのかんづめ 佐々木 マキ∥さく 福音館書店

56 ドラキュラくん、がっこうへいく マーティン　ウォッデル∥ぶん 岩崎書店

57 ようかいガマとの よしなが こうたく∥さく あかね書房

58 かいじゅうたちのいるところ モーリス　センダック∥さく 冨山房

59 おばけのえんそく 西平 あかね∥さく 福音館書店

60 だれだれ?ハロウィン えがしら みちこ∥著 白泉社
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No. 著者名 出版者

61 おによりつよいおよめさん 井上 よう子∥作 岩崎書店

62 かみなりのおやこ せな けいこ∥[作] 童心社

63 たぬきちのともだち せな けいこ∥作　絵 鈴木出版

64 ふくべ あきひろ∥さく PHP研究所

65 小泉 八雲∥原作 小学館

66 杉山 亮∥作 ポプラ社

67 おさるのジョージハロウィーン・パーティーにいく M.レイ∥原作 岩波書店

68 魔女のいじわるラムネ 草野 あきこ∥作 PHP研究所

69 おばけいちねんぶん 星川 遙∥作 小学館

70 新花子さんがきた!! 3 森京 詞姫∥著 竹書房

71 日本の妖怪大図鑑 3 常光 徹∥監修 ミネルヴァ書房

72 おばけのてんぷら せな けいこ∥作　絵 ポプラ社

73 ゆうれいのたまご せな けいこ∥[作] 童心社

74 おばけのてんぷら せな けいこ∥作　絵 ポプラ社

75 だれがアケル!?恐怖のトビラ 日本児童文芸家協会∥編 PHP研究所

76 あやしい妖怪はかせ 小森 香折∥文 アリス館

77 友だちは図書館のゆうれい 草野 あきこ∥文 金の星社

78 そらとぶえんばん∥さく そうえん社

79 10ぴきのおばけとおとこのこ にしかわ おさむ∥作 絵 ひかりのくに

80 鬼・鬼婆の怪談 川村 たかし∥監修 教育画劇

81 せな けいこ∥[絵] 童心社

82 せな けいこ∥作　絵 ポプラ社

83 junaida∥著 福音館書店

84 まじょとねこどんほうきでゆくよ ジュリア　ドナルドソン∥ぶん 評論社

85 おばけのおつかい 西平 あかね∥さく 福音館書店

86 はらぺこゆうれい せな けいこ∥さく　え 童心社

87 せな けいこ∥さく　え 童心社

88 おじいさんと10ぴきのおばけ にしかわ おさむ∥作 絵 ひかりのくに

89 オラウーちゃんとまほうのやかた 工藤 ノリコ∥作 文渓堂

90 せかいいっしゅうおばけツアー 星川 遙∥作 小学館

とくしゅう
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No. 著者名 出版者

91 なかよしおばけといたずらネッシー ジャック　デュケノワ∥さく ほるぷ出版

92 ゆうれいとどろぼう くろだ かおる∥作 ひかりのくに

93 うさたろうのばけもの日記 せな けいこ∥[作] 童心社

94 ばけねこになりたい [せな けいこ∥作] 童心社

95 おばけのチョウちゃん 長野 ヒデ子∥ぶん　え 大日本図書

96 おばけのジョージーこいぬをつれだす ロバート　ブライト∥さく 好学社

97 田島 征三∥絵 教育画劇

98 [せな けいこ∥作] 童心社

99 クリスマスのおばけ せな けいこ∥作　絵 ポプラ社

100 せな けいこ∥作　絵 ポプラ社

101 おいしゃさんはおばけだって!? むらい かよ∥著 ポプラ社

102 せな けいこ∥さく　え 童心社

103 ゼルダのママはすごい魔女 ミッシェル　ヴァン　ゼブラン∥作 小峰書店

104 せな けいこ∥[作] 童心社

105 伝承や古典にのこる!日本の怖い妖怪 [2] 中山 けーしょー∥作　絵 ほるぷ出版

106 ナカオ マサトシ∥作 ひさかたチャイルド

107 おばけのドラゴンたいじ ジャック　デュケノワ∥さく ほるぷ出版

108 せんせいマッツァオこわーい話 木暮 正夫∥文 岩崎書店

109 らくだいおばけがやってきた やまだ ともこ∥作 金の星社

110 もしものときの妖怪たいさくマニュアル [2] 村上 健司∥著 汐文社

111 おばけとしょかん デイヴィッド　メリング∥さく 評論社

112 野村 たかあき∥作 絵 教育画劇

113 かとう まふみ∥作 講談社

114 川端 誠∥[作] クレヨンハウス

115 ぼくんちのゆうれい 浜 たかや∥さく 偕成社

116 マーサ=メイヤー∥さく 偕成社

117 くつやさんとおばけ いわさき さとこ∥作 BL出版

118 おばけのがっこうへきてください さくら ともこ∥作 岩崎書店

119 こんばんはおばけです さとう まきこ∥作 教育画劇

120 ようかいえんのかいすいよく 白土 あつこ∥作　絵 ひさかたチャイルド
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No. 著者名 出版者

121 伝承や古典にのこる!日本の怖い妖怪 [1] 中山 けーしょー∥作　絵 ほるぷ出版

122 木村 裕一∥作 偕成社

123 おばけマンション 鈴木 翼∥文 世界文化社

124 まほうつかいがやってきた 芭蕉 みどり∥作　絵 ポプラ社

125 おばけのこわ～いなぞなぞ超スペシャル やまざき ロバ∥作 ポプラ社

126 昔屋話吉おばけ話 竹の巻 杉山 亮∥作 フレーベル館

127 赤いろうそくと人魚 小川 未明∥作 岩崎書店

128 ハロウィンのかぼちゃをかざろう パトリシア　トート∥文 BL出版

129 [せな けいこ∥作] 童心社

130 おばけたちでておいで 深見 春夫∥さく　え PHP研究所

131 さよならママがおばけになっちゃった! のぶみ∥さく 講談社

132 となりのまじょのマジョンナさん ノーマン　ブリッドウェル∥さく 偕成社

133 お化け屋敷へようこそ 川端 誠∥作 BL出版

134 日本の妖怪百科 岩井 宏實∥監修 河出書房新社

135 くろくんとなぞのおばけ なかや みわ∥さく　え 童心社

136 ポポくんのおばけパン accototo∥[作] PHP研究所

137 ばけばけばけばけばけたくん おかしの巻 岩田 明子∥ぶん　え 大日本図書

138 かえるのうらめしやさん 戸田 和代∥作 岩崎書店

139 さとう めぐみ∥ぶんとえ ハッピーオウル社

140 おばけのジョージーとびだしたけいとだま ロバート　ブライト∥さく 好学社

141 キム ヒギョン∥文 岩波書店

142 広瀬 克也∥作 絵本館

143 トソックオマトソート! 宮下 すずか∥作 くもん出版

144 まほうのハッピーハロウィン 石津 ちひろ∥文 ブロンズ新社

145 ゆうれいとなきむし くろだ かおる∥作 ひかりのくに

146 おばけのおもちゃばこ ジャック　デュケノワ∥さく ほるぷ出版

147 旅のはじまりはタイムスリップ 三田村 信行∥作 あかね書房

148 せな けいこ∥さく　え 福音館書店

149 もしものときの妖怪たいさくマニュアル [1] 村上 健司∥著 汐文社

150 ゲルダ　ヴァーゲナー∥ぶん 徳間書店
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No. 著者名 出版者

151 おばけのコックさん 西平 あかね∥さく 福音館書店

152 さよなら、おばけ団地 藤重 ヒカル∥作 福音館書店

153 まじょまつりにいこう せな けいこ∥作　絵 ポプラ社

154 ゾクゾク!おばけのがっこうたんけん 大木 あきこ∥ぶん　え 新日本出版社

155 おとのさま、まほうつかいになる 中川 ひろたか∥作 佼成出版社

156 きゅうけつきベビーのぬいぐるみ アラン　ブリオン∥作 ひくまの出版

157 まじょベビーのたんじょうび アラン　ブリオン∥作 ひくまの出版

158 たむら しげる∥著 偕成社

159 めがねうさぎのうみぼうずがでる!! せな けいこ∥作　絵 ポプラ社

160 おばけが銀座にあつまって 木暮 正夫∥作 ポプラ社

161 はりねずみのルーチカ [6] かんの ゆうこ∥作 講談社

162 にしかわ おさむ∥さく　え PHP研究所

163 学校おばけの音楽会 藤 真知子∥作 PHP研究所

164 ゆうれいのたまご せな けいこ∥さく　え 童心社

165 ミイラくんあそぼうよ にしかわ おさむ∥さく　え PHP研究所

166 柳田 国男∥原作 汐文社

167 ようかいえんにいらっしゃい 白土 あつこ∥作　絵 ひさかたチャイルド

168 さとう めぐみ∥ぶんとえ ハッピーオウル社

169 ほりかわ りまこ∥作 偕成社

170 本所ななふしぎ 斉藤 洋∥文 偕成社

171 なあーむーうらめしや 戸田 和代∥作 岩崎書店

172 まじょのおいもパーティー なとり ちづ∥さく 童心社

173 オバケだって、カゼをひく! 富安 陽子∥作 ポプラ社

174 舟崎 克彦∥作 佼成出版社

175 おばけとどろぼう 佐々木 マキ∥作 絵 教育画劇

176 舟崎 克彦∥作 小学館

177 バイロン　バートン∥作 絵 小峰書店

178 三田村 信行∥作 教育画劇

179 しゃっくりがいこつ マージェリー　カイラー∥作 セーラー出版

180 ハロウィーンのおばけ屋敷 エリカ　シルバーマン∥文 セーラー出版

とくしゅう
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No. 著者名 出版者

181 ハロウィンドキドキおばけの日! ますだ ゆうこ∥作 文溪堂

182 なかよしおばけのびっくりおふろ ジャック　デュケノワ∥さく ほるぷ出版

183 おばけのめをみておとうとうさぎ! ヨンナ　ビョルンシェーナ∥作 クレヨンハウス

184 せな けいこ∥さく 童心社

185 おばけかぞくのいちにち 西平 あかね∥さく 福音館書店

186 パラパラ山のおばけ ライマー∥作　絵 岩崎書店

187 さとう めぐみ∥ぶんとえ ハッピーオウル社

188 まじょにはクッキーおとうとうさぎ! ヨンナ　ビョルンシェーナ∥作 クレヨンハウス

189 おばけとモモちゃん 松谷 みよ子∥文 講談社

190 のんのんばあカッパの水 水木 しげる∥作 ビリケン出版

191 ドラキュラ・キューラ人間なんか大きらい! 山口 理∥作 文溪堂

192 たむら しげる∥作 あかね書房

193 しつれいですが、魔女さんですか エミリー　ホーン∥作 小峰書店

194 ドラキュラ・キューラ!最後のたたかい 山口 理∥作 文溪堂

195 ベア　デル　ルナール∥作 ひさかたチャイルド

196 スティーナ　ヴィルセン∥絵 主婦の友社

197 大食いフィニギンのホネのスープ カンブリア　エバンズ∥作 BL出版

198 ジャック　デュケノワ∥さく ほるぷ出版

199 しゃっくりがいこつ マージェリー　カイラー∥作 セーラー出版

200 大接近!妖怪図鑑 軽部 武宏∥作 あかね書房

201 おばけのひっこし さがら あつこ∥文 福音館書店

202 おとなもブルブルようかい話 木暮 正夫∥文 岩崎書店

203 長 新太∥作 絵 ポプラ社

204 なかよしおばけのゆかいなけっこんしき ジャック　デュケノワ∥さく ほるぷ出版

205 きつね、きつね、きつねがとおる 伊藤 遊∥作 ポプラ社

206 おばけのゆかいなふなたび ジャック　デュケノワ∥さく ほるぷ出版

207 おばけ美術館へいらっしゃい 柏葉 幸子∥作 ポプラ社

208 おばけパーティー ステファニー　ラスレット∥作 偕成社

209 ガタガタふるえるゆうれい話 木暮 正夫∥文 岩崎書店

210 おばけがっこうのユータくん 那須 正幹∥さく ポプラ社

とくしゅう

資料名

おばけパーティ

おばけのくに

ちび魔女さん

まじょのケーキ

まじょのマント

ばけものづかい

いぬのおばけ



No. 著者名 出版者

211 コウモリとしょかんへいく ブライアン　リーズ∥作　絵 徳間書店

212 おばけはどこじゃのかぞえうた 酒井 公子∥作 国土社

213 ハカバ・トラベルえいぎょうちゅう 柏葉 幸子∥作 BL出版

214 立松 和平∥文 新樹社

215 ブラム　ストーカー∥原作 小峰書店

216 あたしゆきおんな 富安 陽子∥文 童心社

217 こわくないこわくない 内田 麟太郎∥ぶん 童心社

218 ひみつのおばけえほん むらい かよ∥著 ポプラ社

219 せな けいこ∥[著] 童心社

220 おばけがっこうの大うんどう会 那須 正幹∥さく ポプラ社

221 おばけ屋のおばけツリー あわた のぶこ∥文 小峰書店

222 わんぱくだんのおばけやしき ゆきの ゆみこ∥作 ひさかたチャイルド

223 おばけイカにきをつけろ おとうとうさぎ! ヨンナ　ビョルンシェーナ∥作 クレヨンハウス

224 江戸の妖怪一座 青山 邦彦∥作　絵 フレーベル館

225 おばけときょうりゅうのたまご ジャック　デュケノワ∥さく ほるぷ出版

226 飯野 和好∥絵と文 小峰書店

227 tupera tupera∥さく 学研教育出版

228 おばけの地下室たんけん ジャック　デュケノワ∥さく ほるぷ出版

229 おばけのおーちゃん 市川 宣子∥さく 福音館書店

230 悲しいくらい好きだった 薫 くみこ∥作 ポプラ社

231 ポルカちゃんとまほうのほうき たむら しげる∥作 あかね書房

232 戸田 和代∥作 岩崎書店

233 おばけのたんけん 西平 あかね∥さく 福音館書店

234 瀬川 昌男∥原作 金の星社

235 ばけばけ町のべろろんまつり たごもり のりこ∥作　絵 岩崎書店

236 お化けのお化け屋敷 川端 誠∥著 リブロポート

237 魔夜妖一先生の学校百物語 魔夜 妖一∥作 学研

238 カミーユせんせいはまほうつかい!? ジャック　デュケノワ∥さく 大日本図書

239 パパ、おばけがいるよ。 ヒド　ファン　ヘネヒテン∥さく　え フレーベル館

240 ガブルくんとコウモリオニ 高谷 まちこ∥[作] 復刊ドットコム

とくしゅう

資料名

おばけめぐり

ぞぞぞまちへいく

おばけだじょ

火 あやかし

てんぐさてんぐ

ドラキュラ

鬼のかいぎ



No. 著者名 出版者

241 ドラキュラ・キューラはネコぎらい? 山口 理∥作 文溪堂

242 ドラキュラ・キューラあらしにほえる!? 山口 理∥作 文溪堂

243 むしホテルのおばけさわぎ きねかわ いつか∥ぶん BL出版

244 杉山 亮∥作 ポプラ社

245 きょうはすてきなおばけの日! 武田 美穂∥作　絵 ポプラ社

246 ねむいねむいねずみとおばけたち 佐々木 マキ∥[作] PHP研究所

247 おばけのうちゅうりょこう ジャック　デュケノワ∥さく ほるぷ出版

248 ゆうれいの日記 柏葉 幸子∥作 教育画劇

249 おばけのコックさん 西平 あかね∥さく 福音館書店

250 杉山 亮∥作 ポプラ社

251 まんげつのこどもたち 軽部 武宏∥作 イースト・プレス

252 藤江 じゅん∥作 あかね書房

253 しゃっくりがいこつ マージェリー　カイラー∥作 セーラー出版

254 おばけとしょかん デイヴィッド　メリング∥さく 評論社

255 はらぺこゆうれい [せな けいこ∥作] 童心社

256 おばけにてそうろう 井上 洋介∥えとぶん 大日本図書

257 京極 夏彦∥作 岩崎書店

258 モリくんのハロウィンカー かんべ あやこ∥作 くもん出版

259 大出現!精霊図鑑 軽部 武宏∥作 あかね書房

260 よろずトラブル妖怪におまかせ 三田村 信行∥作 あかね書房

261 おばけバースデイ 佐々木 マキ∥作 絵本館

262 ドラキュラーだぞ せな けいこ∥作 小峰書店

263 おばけふくちょうだい ささき ようこ∥作　絵 ポプラ社

264 おばけやしきなんてこわくない ローリー　フリードマン∥文 国土社

265 京極 夏彦∥作 岩崎書店

266 おおきなかぼちゃ エリカ　シルバーマン∥作 主婦の友社

267 鬼のおっぺけぽー 夢枕 獏∥作 講談社

268 角野 栄子∥著 ブロンズ新社

269 なかがわ ちひろ∥作　絵 理論社

270 おばけのこもりうた [せな けいこ∥作] 童心社

ぷんぷんおばけ

とくしゅう

資料名

新魔女図鑑

ことりぞ

つくもがみ

オバケたんてい

のっぺらぼう

かっぱ



No. 著者名 出版者

271 おばけのゆびきり 那須 正幹∥さく 佼成出版社

272 なかの ひろたか∥さく　え 福音館書店

273 せな けいこ∥さく　え KADOKAWA

274 あやかしファンタジア 斉藤 洋∥作 理論社

275 柳田 国男∥原作 汐文社

276 おばけのジョージー ロバート　ブライト∥さく　え 福音館書店

277 おばけがっこうぞぞぞぐみ 戸田 和代∥作 岩崎書店

278 ようかいりょうりばんづけ 澤野 秋文∥作 佼成出版社

279 るいくんとおばけくん 市川 宣子∥作 小学館

280 きょうはハロウィン 平山 暉彦∥さく 福音館書店

281 おばけやしきのひみつ ステファニー　ラスレット∥作 偕成社

282 [せな けいこ∥作] 童心社

283 せな けいこ∥さく 童心社

284 えんまのはいしゃ くすのき しげのり∥作 偕成社

285 おくはら ゆめ∥作 講談社

286 せな けいこ∥さく　え 童心社

287 おばけなんてないさ せな けいこ∥絵 ポプラ社

288 たぬきちおばけになる せな けいこ∥[作] 童心社

289 ゆうれいのたまご せな けいこ∥[作] 童心社

290 ちびっこおばけウィッキー Yokococo∥さく　え 理論社

291 せな けいこ∥[作] 童心社

292 まよなかのほいくえん いとう みく∥作 WAVE出版

293 おばけのおうちいりませんか? せき ゆうこ∥[作] PHP研究所

294 あきやま ただし∥作　絵 金の星社

295 おばけ、がっこうへいく ジャック　デュケノワ∥さく ほるぷ出版

296 きょうはハロウィン 平山 暉彦∥さく 福音館書店

297 10ぴきのおばけのたんじょうび にしかわ おさむ∥作　絵 ひかりのくに

298 ようかいえんのばけくらべ 白土 あつこ∥作　絵 ひさかたチャイルド

299 ねこまた妖怪伝 2 藤野 恵美∥作 岩崎書店

300 ノラネコぐんだん おばけのやま 工藤 ノリコ∥著 白泉社

とくしゅう

資料名

へんしんオバケ

おばけいしゃ

ばけものづかい

バケミちゃん

ひとつめのくに

とうふこぞう

まよいが

おばけのばあ

なきむしおばけ



No. 著者名 出版者

301 広瀬 克也∥作 絵本館

302 おばけかぞくのいちにち 西平 あかね∥さく 福音館書店

303 ともだちビクビクこわーい話 木暮 正夫∥文 岩崎書店

304 柳田 国男∥原作 汐文社

305 ながぐつボッチャ～ン 軽部 武宏∥作 WAVE出版

306 ぼくはおばけのおにいちゃん あまん きみこ∥さく 教育画劇

307 民話の研究会∥編 ポプラ社

308 おばけ屋のおばけかき あわた のぶこ∥文 小峰書店

309 でるでるでるぞねこさらい 高谷 まちこ∥著 佼成出版社

310 苅田 澄子∥文 アリス館

311 ばけばけばけばけばけたくん おみせの巻 岩田 明子∥ぶん　え 大日本図書

312 なかよしおばけとちびちびおばけ ジャック　デュケノワ∥さく ほるぷ出版

313 ねっけつ!怪談部 林家 彦いち∥作 あかね書房

314 おばけのどろんどろんとぴかぴかおばけ わかやま けん∥作　絵 ポプラ社

315 ペネロペのたのしいハロウィン アン　グットマン∥げんさく 岩崎書店

316 武田 美穂∥作 あすなろ書房

317 さとう わきこ∥作　絵 フレーベル館

318 おばけのひゅーどろ 山脇 恭∥作 ひさかたチャイルド

319 おばけ屋のおばけうめぼし あわた のぶこ∥文 小峰書店

320 つられたらたべちゃうぞおばけ 乾 栄里子∥さく 童心社

321 おばけやしきへようこそ! キッキ　ストリード∥作 偕成社

322 常光 徹∥文 童心社

323 チビ竜と魔法の実 富安 陽子∥著 偕成社

324 10ぴきのおばけのかいすいよく にしかわ おさむ∥作　絵 ひかりのくに

325 谷口 國博∥文 世界文化社

326 高谷 まちこ∥著 佼成出版社

327 ホオズキくんのオバケ事件簿 1 富安 陽子∥作 ポプラ社

328 せすじゾクゾクようかい話 木暮 正夫∥文 岩崎書店

329 コンビニエンス・ドロンパ 富安 陽子∥文 童心社

330 3分後にゾッとする話 [1] 並木 伸一郎∥著 理論社

とくしゅう

資料名

でるでるでるぞ

うちのおばけ

せつぶんのおに

べろべろばあ

かっぱぬま

ゆうれいなっとう

こわいおばけ

妖怪バス旅行

ごんげさま



No. 著者名 出版者

331 おばけのおつかい 西平 あかね∥さく 福音館書店

332 きむら ゆういち∥作 ソニー・マガジンズ

333 こいぬと10ぴきのおばけ にしかわ おさむ∥作　絵 ひかりのくに

334 おばけばたけのおふろやさん とよた かずひこ∥作　絵 ひさかたチャイルド

335 マイケル　グレイニエツ∥さく ポプラ社

336 おばけのてんぷら せな けいこ∥作　絵 ポプラ社

337 おばけのあんみつ 国松 エリカ∥作 小学館

338 マルチンとかぼちゃおばけのまほうのたね イングリート　オストヘーレン∥作 あかね書房

339 魔女の子どもたち アーシュラ　ジョーンズ∥文 あすなろ書房

340 ともだちみつけたおばけのオリバー おおとも やすお∥作　絵 偕成社

341 トム　マックレイ∥文 光村教育図書

342 魔女からの手紙 角野 栄子∥著 ポプラ社

343 杉山 亮∥作 ポプラ社

344 川端 誠∥[作] クレヨンハウス

345 こうもりぼうやとハロウィン ダイアン　メイヤー∥文 新日本出版社

346 赤い蠟燭と人魚 小川 未明∥文 偕成社

347 片山 清司∥文 BL出版

348 谷川 俊太郎∥文 クレヨンハウス

349 ニコラス・グリーブのゆうれい トニー　ジョンストン∥文 BL出版

350 でるでるでるぞガマでるぞ 高谷 まちこ∥著 佼成出版社

351 ばけばけ町でどろんちゅう たごもり のりこ∥作　絵 岩崎書店

352 きょうはすてきなおばけの日! 武田 美穂∥作　絵 ポプラ社

353 まほうつかいがやってきた 芭蕉 みどり∥作　絵 ポプラ社

354 モンスターベビーのおふろ アラン　ブリオン∥作 ひくまの出版

355 魔女がひろった赤ん坊 池田 あきこ∥著 ほるぷ出版

356 ねむいねむいねずみともりのおばけ ささき まき∥さく　え PHP研究所

357 小泉 八雲∥原作 ぎょうせい

358 七人の大昔の幽霊 たかし よいち∥作 理論社

359 七人のおかしな妖怪たち たかし よいち∥作 理論社

360 グレイ・アーサー 2 ルイーズ　アーノルド∥作 ヴィレッジブックス

とくしゅう

資料名

怪談

おそばおばけ

道成寺

てんぐ

ハンタイおばけ

だれかいるの?

おばけのきもち

ばけものつかい



No. 著者名 出版者

361 グレイ・アーサー 1 ルイーズ　アーノルド∥作 ヴィレッジブックス

362 ゆうれいベビーのほにゅうびん アラン　ブリオン∥作 ひくまの出版

363 花子さんがきた!! 3 森京 詞姫∥著 竹書房

364 ねこまた妖怪伝 [1] 藤野 恵美∥作 岩崎書店

365 旅のお供はしゃれこうべ 泉田 もと∥作 岩崎書店

366 深夜0時のもう一人 田村 理江∥作 文研出版

367 忘れたらゆるさない 沢井 いづみ∥作 ポプラ社

368 妖怪・化け物の怪談 川村 たかし∥監修 教育画劇

369 今村 葦子∥作 理論社

370 ぼくらの心霊スポット あさの あつこ∥作 学研

371 [1] 石川 宏千花∥著 小学館

372 小泉 八雲∥作 ポプラ社

373 廣嶋 玲子∥作 小峰書店

374 東海道四谷怪談 金原 瑞人∥著 岩崎書店

375 サナとそらとぶおばけ なりた まさこ∥作　絵 ポプラ社

376 ようかいオジジあらわれる よなは かんた∥ぶん くもん出版

377 えほん魔女のひみつ コリン　ホーキンス∥作 金の星社

378 ゆうれいフェルピンの話 アストリッド　リンドグレーン∥文 岩波書店

379 まじょがかぜをひいたらね 高畠 じゅん子∥さく 理論社

380 まほうつかいのナナばあさん ひらい たかこ∥作 絵 教育画劇

381 ティム・バートンナイトメアー・ビフォア・クリスマス ティム　バートン∥作 ビリケン出版

382 広瀬 克也∥作 絵本館

383 小さな小さな魔女ピッキ トーン　テレヘン∥文 徳間書店

384 まじょまじょせんせいやってきた! 鶴岡 千代子∥作 河合楽器製作所・出版事業部

385 柳田 国男∥原作 汐文社

386 おばけとモモちゃん 松谷 みよ子∥文 講談社

387 ちいさな魔女リトラ 広野 多珂子∥作　絵 福音館書店

388 おばけのジョージーこまどりをたすける ロバート　ブライト∥さく 好学社

389 武田 美穂∥作 あすなろ書房

390 とみた 真矢∥さく　え BL出版

とくしゅう

資料名

スイカぼうず

ざしきぼっこ

かっぱ

妖怪交通安全

狐霊の檻

怪談

墓守りのレオ

ひとりたりない



No. 著者名 出版者

391 白仁 成昭∥[ほか]構成 風濤社

392 穂村 弘∥作 岩崎書店

393 京極 夏彦∥作 岩崎書店

394 さねとう あきら∥作 理論社

395 谷川 俊太郎∥作 絵本塾出版

396 まじょのかんづめ 佐々木 マキ∥さく 福音館書店

397 イングリット　シューベルト∥作 富山房

398 十三夜はおそろしい 梅田 俊作∥作 童心社

399 おばけのてんぷら せな けいこ∥作　絵 ポプラ社

400 めしくわぬにょうぼう 常光 徹∥文 童心社

401 せな けいこ∥作　絵 ポプラ社

402 おばけのラーバン インゲル　サンドベルイ∥ぶん ポプラ社

403 おばけがこわいことこちゃん 田中 清代∥作 ビリケン出版

404 ゆめちゃんのハロウィーン 高林 麻里∥作 講談社

405 きつねのぼんおどり 山下 明生∥文 解放出版社

406 [薛 漁思∥原作] 福音館書店

407 おばけこわくないぞ! 石津 ちひろ∥作 あかね書房

408 近藤 雅樹∥監修 PHP研究所

409 まほうつかいのおばけちゃん 中村 徹∥さく 学研

410 魔女たちのハロウィーン エイドリアン　アダムズ∥作 佑学社

411 京極 夏彦∥作 岩崎書店

412 魔法のハサミがやってきた! 岡田 貴久子∥作 偕成社

413 ぼくらの妖怪封じ 香西 美保∥作 岩崎書店

414 トマト魔女の魔女修業 柏葉 幸子∥作 フレーベル館

415 ひざがガクガクばけもの話 木暮 正夫∥文 岩崎書店

416 ひとりでいらっしゃい 斉藤 洋∥作 偕成社

417 まよわずいらっしゃい 斉藤 洋∥作 偕成社

418 うらからいらっしゃい 斉藤 洋∥作 偕成社

419 ゆうれい回転ずし消えた少年のなぞ 佐川 芳枝∥作 講談社

420 おばけのバケロンおばけとともだちになりたい! もとした いづみ∥作 ポプラ社

うぶめ

まばたき

地獄

かっぱのめだま

とくしゅう

資料名

とうふこぞう

ふしぎなやどや

お化け大図鑑

めがねうさぎ

にげだしたまじょ

こわくない



No. 著者名 出版者

421 まるばけプロジェクト21∥企画　制作 草土文化

422 まるばけプロジェクト21∥企画　制作 草土文化

423 おばけのジョージーのハロウィーン ロバート　ブライト∥作 絵 徳間書店

424 おねえちゃんにあった夜 シェフ　アールツ∥文 徳間書店

425 柳田 国男∥原作 汐文社

426 [3] 沼野 正子∥文　絵 汐文社

427 [1] 沼野 正子∥文　絵 汐文社

428 こぞうさんとおばけ はせがわ かこ∥ぶん　え 大日本図書

429 おばけのムニムニ 古内 ヨシ∥作 あかね書房

430 まじょのウィニーおたんじょうびおめでとう ヴァレリー　トーマス∥文 静山社

431 ヴァレリー　トーマス∥文 静山社

432 まじょのウィニーとまほうのパソコン ヴァレリー　トーマス∥文 静山社

433 デビッド　マッキー∥作 光村教育図書

434 水木 しげる∥著 こぐま社

435 水木少年とのんのんばあの地獄めぐり 水木 しげる∥著 マガジンハウス

436 クレヨン王国ようこそゆうれいひめ 福永 令三∥作 講談社

437 まじょのスーパーマーケット スーザン　メドー∥さく フレーベル館

438 村田 エミコ∥ぶん　え 大日本図書

439 ヤーノッシュ∥さく 福音館書店

440 妖怪用心火の用心 富安 陽子∥文 理論社

441 ドラキュラくんのクリスマス マーティン　ウォッデル∥ぶん 岩崎書店

442 まほうつかいのむすめ アントニア　バーバー∥文 ほるぷ出版

443 おばけのきもだめし 内田 麟太郎∥文 岩崎書店

444 池田 まき子∥文 汐文社

445 町田 尚子∥作 WAVE出版

とくしゅう

資料名

まじょのウィニー

おいぬさま

地獄めぐり

地獄めぐり

まるごとおばけ

まるごとおばけ

ネコヅメのよる

なまはげ

おばけリンゴ

おふろおばけ

妖怪の森

メルリック


