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ぴあのうさぎとみみおばけ
こどものくに傑作絵本

あきやま ただし／作・絵
 （金の星社）

2012 E/ｱｷﾔ/12.1

ユメリとおばけのなかまたち
あべ ひでき／さく
（長崎出版）

2011 E/ｱﾍ/11.10

おめでとうおばけ
あらい ゆきこ／ぶん・え
 （大日本図書）

2012 E/ｱﾗｲ/12.8

おばけホテルにすむネコ
きたざわ きみひろ／さく
いのうえ さとる／え
（ジュピター出版）

2012 E/ｲﾉｳ/12.3

おばけのくに
リトルピンクとブロキガ

スティーナ・ヴィルセン／絵
カーリン・ヴィルセン／文
（主婦の友社）

2011 E/ｳｨﾙ/11.9

白オバケ黒オバケのみつけて絵本 にげるタマゴをつかまえて!
うるまでるび／さく・え
（学研教育出版）

2011 E/ｳﾙﾏ/11.11

白オバケ黒オバケのみつけて絵本 ふしぎなタネで大さわぎ!
うるまでるび／さく・え
 （学研教育出版）

2011 E/ｳﾙﾏ/11.2

白オバケ黒オバケのみつけて絵本 たいけつ!たからさがし
うるまでるび／さく・え
 （学研教育出版）

2012 E/ｳﾙﾏ/12.10

おばけなんていないよ! ベルギー発のオシャレなおばけえほん
エマヌエル・エーコート／作
真木 文絵／訳
（偕成社）

2010 E/ｴｶｳ/10.6

どろんじゅうやまのぷよよんおばけ
おおい じゅんこ／作・絵
（教育画劇）

2009 E/ｵｵｲ/09.6

たこぷーとぷよよんおばけ
おおい じゅんこ／作・絵
 （教育画劇）

2010 E/ｵｵｲ/10.6

七福おばけ団
絵本・こどものひろば

大島 妙子／作
 （童心社）

2010 E/ｵｵｼ/10.6

ゆうれいなっとう
苅田 澄子／文
大島 妙子／絵
（アリス館）

2011 E/ｵｵｼ/11.7

ゆうれいのまち
怪談えほん ４

恒川 光太郎／作
大畑 いくの／絵
 （岩崎書店）

2012 E/ｵｵﾊ/12.2

へんなおばけ
こどもMOEのえほん

大森 裕子／著
 （白泉社）

2012 E/ｵｵﾓ/12.7

ようこそおばけパーティーへ
おぼ まこと／作・絵
 （ひさかたチャイルド）

2010 E/ｵﾎ/10.11

もりのおばけ
こどものとも絵本

かたやま けん／さく・え
 （福音館書店）

2011 E/ｶﾀﾔ/11.4

ぞくぞくぞぞぞ
きゅーはくの絵本 ５

[狩野 宗信／画]
（フレーベル館）

2007 E/ｶﾉｳ/07.3

おばけのだっこ
嘉村 靖子／作
 （タリーズコーヒージャパン）

2011 E/ｶﾑﾗ/11.4

スミス先生とおばけ図書館
マイケル・ガーランド／作
山本 敏子／訳
 （新日本出版社）

2011 E/ｶﾗﾝ/11.9

※請求記号の「E」は絵本を指しますが、実際の背ラベルでは省略されています。

おばけの絵本

2007年以降に出版されたおばけや妖怪、幽霊の絵本を展示します。暑気払いの１冊を探してみませんか？
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のっぺらぼう
杉山亮のおばけ話絵本 １

杉山 亮／作
軽部 武宏／絵
（ポプラ社）

2010 E/ｶﾙﾍ/10.7

うみぼうず
杉山亮のおばけ話絵本 ２

杉山 亮／作
軽部 武宏／絵
（ポプラ社）

2011 E/ｶﾙﾍ/11.2

かっぱ
杉山亮のおばけ話絵本 ３

杉山 亮／作
軽部 武宏／絵
（ポプラ社）

2011 E/ｶﾙﾍ/11.10

大接近!妖怪図鑑
軽部 武宏／作
（あかね書房）

2012 E/ｶﾙﾍ/12.6

いちにちおばけ
PHPにこにこえほん

ふくべ あきひろ／さく
かわしま ななえ／え
（PHP研究所）

2012 E/ｶﾜｼ/12.6

お化け屋敷へようこそ
川端 誠／作
（BL出版）

2008 E/ｶﾜﾊ/08.7

いじわるなないしょオバケ
ティエリー・ロブレヒト／作
フィリップ・ホーセンス／絵
 （文溪堂）

2009 E/ｺｻﾝ/09.6

おうじょマーガリンとおばけのこ ノンビーおうこくのおはなし
おだ しんいちろう／作
こば ようこ／絵
 （学研教育出版）

2010 E/ｺﾊ/10.6

おばけのぼちぼち
こばやし あつこ／作・絵
（ひさかたチャイルド）

2011 E/ｺﾊﾔ/11.6

おばけやしきにおひっこし
カズノ・コハラ／作
石津 ちひろ／訳
（光村教育図書）

2009 E/ｺﾊﾗ/09.9

トリッポンとおばけ
萩尾 望都／作
こみね ゆら／絵
（教育画劇）

2007 E/ｺﾐﾈ/07.2

ゆっくとすっくとやだやだおばけ
さこ ももみ／え
たかてら かよ／ぶん
 （ひかりのくに）

2012 E/ｻｺ/12.6

ねむいねむいねずみとおばけたち
わたしのえほん

佐々木 マキ／[作]
 （PHP研究所）

2007 E/ｻｻｷ/07.3

おばけのばむけ
佐々木 マキ／作 絵
（教育画劇）

2009 E/ｻｻｷ/09.7

おばけのひやめしや
ささき みお／作・絵
 （ひさかたチャイルド）

2010 E/ｻｻｷ/10.6

おばけバースデイ
佐々木 マキ／作
 （絵本館）

2011 E/ｻｻｷ/11.10

おばけサーカス
講談社の創作絵本

佐野 洋子／作・絵
（講談社）

2011 E/ｻﾉ/11.10

まっくろくろのおばけちゃんのぼうけん
デヴィッド・カリ／作
フィリップ・ジョルダーノ／絵
 （岩崎書店）

2010 E/ｼｮﾙ/10.9

あかちゃんおばけおつかいできるよ
しらかた みお／さく・え
（新風舎）

2007 E/ｼﾗｶ/07.6

ぼく、ようかいにあっちゃった
白土 あつこ／さく・え
 （新風舎）

2007 E/ｼﾗﾄ/07.6

おそばおばけ
谷川 俊太郎／文
しりあがり 寿／絵
（クレヨンハウス）

2009 E/ｼﾘｱ/09.10

おばけのおうちいりませんか?
わたしのえほん

せき ゆうこ／[作]
（PHP研究所）

2012 E/ｾｷ/12.8
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おばけのてんぷら
CDつきえいごでよむ名作えほん

せな けいこ／作・絵
Kate Klippensteen／訳
（ポプラ社）

2007 E/ｾﾅ/07.3

おばけなんてないさ
せなけいこのえ・ほ・ん ５

せな けいこ／絵
槇 みのり／作詞
 （ポプラ社）

2009 E/ｾﾅ/09.7

はやおきおばけ
ころころえほんぷち ８

くろだ かおる／作
せな けいこ／絵
（フレーベル館）

2010 E/ｾﾅ/10.5

ゆうれいとどろぼう
くろだ かおる／作
せな けいこ／絵
（ひかりのくに）

2012 E/ｾﾅ/12.7

おばけとモモちゃん
講談社の創作絵本 ちいさいモモちゃんえほん

松谷 みよ子／文
武田 美穂／絵
 （講談社）

2009 E/ﾀｹﾀ/09.11

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 E/ﾀﾁﾓ/08.10

クーくんツーくんとオバケ
長新太のおでかけ絵本

長 新太／著
（文溪堂）

2007 E/ﾁｮｳ/07.3

おばけのまほうレッスン
ジャック・デュケノワ／さく
おおさわ あきら／やく
 （ほるぷ出版）

2008 E/ﾃｭｹ/08.7

おばけとにじいろのようせい
ジャック・デュケノワ／さく
おおさわ あきら／やく
（ほるぷ出版）

2010 E/ﾃｭｹ/10.1

おばけのたからさがし
ジャック・デュケノワ／さく
おおさわ あきら／やく
 （ほるぷ出版）

2010 E/ﾃｭｹ/10.1

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
おおさわ あきら／やく
 （ほるぷ出版）

2011 E/ﾃｭｹ/11.5

おばけのうちゅうりょこう
ジャック・デュケノワ／さく
おおさわ あきら／やく
（ほるぷ出版）

2011 E/ﾃｭｹ/11.5

おばけのおもちゃばこ
ジャック・デュケノワ／さく
おおさわ あきら／やく
（ほるぷ出版）

2009 E/ﾃﾕｹ/09.8

おばけのドラゴンたいじ
ジャック・デュケノワ／さく
おおさわ あきら／やく
 （ほるぷ出版）

2009 E/ﾃﾕｹ/09.8

おばけのおうち
しかけえほん

ケイト・ドーブニー／え
マギー・ベイトソン／かみこうさく
 （大日本絵画）

2012 E/ﾄﾌﾆ/12

おばけのマールとおべんとう
なかい れい／え
けーたろう／ぶん
（中西出版）

2007 E/ﾅｶｲ/07.12

ヨウカイとむらまつり
ビーゲン セン／作
永井 郁子／絵
（汐文社）

2008 E/ﾅｶｲ/08.4

おばけのチョウちゃん
長野 ヒデ子／ぶん・え
 （大日本図書）

2011 E/ﾅｶﾉ/11.7

おばけぼうやのみずじごくうたうためぐり
川北 亮司／文
中谷 靖彦／絵
（くもん出版）

2009 E/ﾅｶﾔ/09.6

おばけのおつかい
こどものとも絵本 さくぴーとたろぽうのおはなし

西平 あかね／さく
（福音館書店）

2008 E/ﾆｼﾋ/08.7

おばけのコックさん
こどものとも絵本 さくぴーとたろぽうのおはなし

西平 あかね／さく
 （福音館書店）

2012 E/ﾆｼﾋ/12.6

おばけでんしゃ
絵本・こどものひろば

内田 麟太郎／文
西村 繁男／絵
（童心社）

2007 E/ﾆｼﾑ/07.6
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おばけかな?
いちかわ けいこ／作
西村 敏雄／絵
（教育画劇）

2010 E/ﾆｼﾑ/10.6

ちいさなおばけちゃんとくるまいすのななちゃん
又野 亜希子／文
はっとり みどり／造形
 （あけび書房）

2011 E/ﾊｯﾄ/11.5

こぞうさんとおばけ
はせがわ かこ／ぶん・え
 （大日本図書）

2008 E/ﾊｾｶ/08.7

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
菱木 晃子／訳
（クレヨンハウス）

2008 E/ﾋｮﾙ/08.8

妖怪遊園地
広瀬 克也／作
 （絵本館）

2011 E/ﾋﾛｾ/11.10

妖怪横丁
広瀬 克也／作
（絵本館）

2011 E/ﾋﾛｾ/11.3

妖怪温泉
広瀬 克也／作
（絵本館）

2012 E/ﾋﾛｾ/12.7

ぼくのともだちおうちおばけ
マーカス・フィスターのポップアップえほん

マーカス・フィスター／作・絵
きのした あやの／訳
（講談社）

2008 E/ﾌｨｽ/08.6

おばけたちでておいで
PHPにこにこえほん

深見 春夫／さく・え
（PHP研究所）

2007 E/ﾌｶﾐ/07.6

ケーキやさんのゆうれい
ジャクリーン・K.オグバン／さく
マージョリー・プライスマン／え
 （フレーベル館）

2007 E/ﾌﾗｲ/07.12

カロリーヌとネスこのゆうれい
カロリーヌとゆかいな８ひき

ピエール・プロブスト／さく
やました はるお／やく
（BL出版）

2009 E/ﾌﾛﾌ/09.6

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
テレサ・マーフィン／絵
（国土社）

2008 E/ﾏﾌｨ/08.8

妖怪バリャーをやっつけろ! きりふだは、障害の社会モデル
ともに生きる力をつける絵本 １

三島 亜紀子／文
みしま えつこ／絵
（生活書院）

2010 E/ﾐｼﾏ/10.4

のんのんばあ おばけどろぼう
ぽっぽライブラリ みるみる絵本

水木 しげる／[作]
（文研出版）

2007 E/ﾐｽｷ/07.8

あいうえおばけのおまつりだ
cub label

うえの あきお／文
美濃 瓢吾／絵
（長崎出版）

2010 E/ﾐﾉ/10.7

ライトでみっけ!まよなかのおしろたんけん おばけマンションス
ペシャル
とうめいシートであそぼう １

むらい かよ／作・絵
（ポプラ社）

2007 E/ﾑﾗｲ/07.9

うちのおばけ
谷口 國博／文
村上 康成／絵
（世界文化社）

2008 E/ﾑﾗｶ/08.8

おふろおばけ
村田 エミコ／ぶん・え
 （大日本図書）

2008 E/ﾑﾗﾀ/08.10

おばけの花見
キラキラえほん １

内田 麟太郎／作
山本 孝／絵
（岩崎書店）

2008 E/ﾔﾏﾓ/08.4

ちびっこおばけウィッキー
Yokococo／さく・え
西田 佳子／やく
 （理論社）

2008 E/ﾖｳｺ/08.9

ようかいガマとの おイケにカエる
よしなが こうたく／さく
（あかね書房）

2011 E/ﾖｼﾅ/11.8

ようかいガマとの ゲッコウの怪談
よしなが こうたく／さく
（あかね書房）

2012 E/ﾖｼﾅ/12.8
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おばけのバーティーよーいドロン!
エリザベス・バグリー／ぶん
マリオン・リンジー／え
（BL出版）

2012 E/ﾘﾝｼ/12.6

ねこざかなとうみのおばけ
わたなべ ゆういち／作・絵
（フレーベル館）

2007 E/ﾜﾀﾅ/07.9


