
 ２階ミニ展示 こわい話

　　　　　　本のだいめい 　　　　　　かいた人 　　出版社
ラベル
番号

絵本 ゆうれい恐竜のなぞ　 A.J.ウッド 偕成社 Eｱﾝ
ゆうれい惑星のなぞ A.J.ウッド 偕成社 Eｱﾝ
おばけ怪獣のなぞ　 A.J.ウッド 偕成社 Eｱﾝ
ねずみくんとおばけ なかえ よしを ポプラ社 Eｳｴ
マイマイとナイナイ 皆川 博子 岩崎書店　 Eｳﾉ
おじいちゃんがおばけになったわけ キム・フォップス・オーカソン あすなろ書房 Eｴﾘ
ゆうれいのまち 恒川 光太郎 岩崎書店　 Eｵｵ
ゆうれいなっとう 苅田 澄子 アリス館 Eｵｵ
ようかいしりとり おくはら ゆめ こぐま社 Eｵｸ
のっぺらぼう 杉山　亮 ポプラ社 Eｶﾙ
ちょうつがいきいきい 加門 七海 岩崎書店　 Eｶﾙ
おばけやしきにおひっこし カズノ・コハラ 光村教育図書 Eｶﾞﾙ
あいうえおばけだぞ 五味 太郎 絵本館 Eｺﾞﾐ
おばけがぞろぞろ 佐々木　マキ 福音館書店 Eｻｻ
おばけのひやめしや ささき　みお ひさかたチャイルド Eｻｻ
おもちおばけ ささき ようこ ポプラ社 Eｻｻ
おばけのラーバン インゲル・サンドベイル ポプラ社 Eｻﾝ
おばけめぐり 瀬川 昌男 金の星社　 Eｽｽﾞ
ふゆのおばけ せな けいこ 金の星社 Eｾﾅ
うさたろうのばけもの日記　 せな けいこ 童心社 Eｾﾅ
ゆうれいのたまご せな けいこ 童心社 Eｾﾅ
おばけのてんぷら せな けいこ ポプラ社 Eｾﾅ
ゆうれいとすいか くろだ かおる ひかりのくに Eｾﾅ
おばけ 西本　鶏介 佼成出版社 Eﾀｼ
おばけむら 田島 征三 教育画劇 Eﾀｼ
おばけのコンサート たむら　しげる 福音館書店 Eﾀﾑ
おばけじま 長 新太 あかね書房 Eﾁｮ
おばけだじょ tupera tupera 学研プラス Eﾂﾍﾟ
ティーニイタイニイちいちゃいおばちゃん 偕成社 Eﾃﾞﾊﾟ
おばけ　シリーズ ジャック・デュケノワ ほるぷ出版 Eﾃﾞｭ
おんなのしろいあし 岩井 志麻子 岩崎書店　 Eﾃﾗ
はこ 小野 不由美 岩崎書店　 Eﾅｶ
おばけのコックさん 西平 あかね 福音館書店　 Eﾆｼ
地獄めぐり 沼野 正子 汐文社 Eﾇﾏ
ママがおばけになっちゃった のぶみ 講談社 Eﾉﾌﾞ
かがみのなか 恩田 陸 岩崎書店　 Eﾋｸﾞ
おばけのひゅーどろ 山脇 恭 チャイルド本社 Eﾌｼﾞ
ケーキやさんのゆうれい ジャクリーン・オグバン フレーベル館 Eﾌﾞﾗ
おばけのジョージー　 ロバート・ブライト 福音館書店　 Eﾌﾞﾗ
きょうふのおばけにんじん アーロン・レイノルズ 学研プラス Eﾌﾞﾗ
パパ、おばけがいるよ。 ヒド・ファン・ヘネヒテン フレーベル館 Eﾍﾈ
くうきにんげん 綾辻 行人 岩崎書店　 Eﾏｷ
いるのいないの 京極 夏彦 岩崎書店　 Eﾏﾁ
やねうらおばけ マーサ・メイヤー 偕成社 Eﾒｲ
悪い本 宮部 みゆき 岩崎書店　 Eﾖｼ
おばけのどろんどろん　シリーズ わかやま けん ポプラ社 Eﾜｶ
いたずらおばけ イギリス民話 福音館書店 Eﾜﾀﾞ
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日本のお話 おばけのドジドジ 安藤　美紀夫 草土文化 ｱﾝ

夏のおわりのきもだめし 今関 信子 新日本出版社 ｲﾏ

おばけ美術館　シリーズ 柏葉 幸子 ポプラ社 ｶｼ

アッチのオムレツぽぽぽぽぽ〜ん 角野 栄子 ポプラ社 ｶﾄﾞ

屋根裏のぼくのゆうれい 折原　みと ポプラ社 ｵﾘ
ハカバ・トラベルえいぎょうちゅう　 柏葉 幸子 ＢＬ出版 ｶｼ
なぞのおばけやしき かんどり　のぶお 国土社 ｶﾝ
よわむしなおばけ きた　もりお 旺文社 ｷﾀ
うしろの正面 小森 香折 岩崎書店　 ｺﾓ
おばけずかん　シリーズ 斉藤 洋 講談社 ｻｲ
宿題おばけ 筒井　敬介 小峰書房 ﾂﾂ
公園おばけを知ってるかい 東条　泰子 岩崎書店 ﾄｳ
友だちは１/２ゆうれい 中田　よう子 金の星社 ﾅｶ
ドロロンがいこちゃん 名木田 恵子 PHP研究所 ﾅｷﾞ
オバケの長七郎 ななもり さちこ 福音館書店　 ﾅﾅ
プレゼントはお・ば・け 西内　ミナミ フレーベル館 ﾆｼ
首七つ ひろの　みずえ 大日本図書 ﾋﾛ
ミニミニおばけ　シリーズ 藤 真知子 ポプラ社 ﾌｼﾞ
さまよえる幽霊船 森下　研 小峰書店 ﾓﾘ

外国のお話 アレックスとゆうれいたち エヴァ・イボットソン 徳間書店 93/ｲﾎﾞ
幽霊派遣会社 エヴァ・イボットソン 偕成社 93/ｲﾎﾞ
古城の幽霊ボガート スーザン・クーパー 岩波書店 93/ｸﾊﾟ
幽霊があらわれた ジリアン・クロス ぬぶん児童図書 93/ｸﾛ
ガディおばさんのゆうれいたいじ ウイルソン・ゲイジ 岩崎書店 93/ｹﾞｲ
西95丁目のゴースト エレン・ポッター 主婦の友社 93/ﾎﾟｯ
おばけハンター大かつやく グレイス・マカローン ぬぶん児童図書 93/ﾏｶ
幽霊の恋人たち アン・ローレンス 偕成社 93/ﾛﾚ
おばけのジョージー　シリーズ ロバート・ブライト 徳間書店 93/ﾌﾞﾗ
ももいろのおばけ ヴィヴェッカ・レルン 徳間書店 94/ﾚﾙ

その他 おばけは本当にいるの？ 岡島　康治 PHP研究所 14

２０１８．０６．２８　現在


