
資料番号 タイトル 人名 出版者 元保管場所

0116226721 あいうえおばけのおまつりだ うえの　あきお／文 東京：長崎出版 絵本 ナ   

0116911785 あずきとぎ 京極　夏彦／作 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0116575994 あたしゆきおんな 富安　陽子／文 東京：童心社 絵本 タ   

0116627514 アブナイかえりみち 山本　孝／作 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

0117176701 いたずらおばけ 瀬田　貞二／再話 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0117241315 いちにちじごく ふくべ　あきひろ／さく 東京：PHP研究所 絵本 ハ   

0116702945 うぶめ 京極　夏彦／作 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0113890164 海のおばけオーリー マリー・ホール・エッツ／文・絵 東京：岩波書店 書庫

0116315219 うみぼうず 杉山　亮／作 東京：ポプラ社 絵本 ハ   

0116959537 江戸の妖怪一座 青山　邦彦／作・絵 東京：フレーベル館 絵本 ハ   

0113393995 えほん幽霊のひみつ C・ホーキンス／作 東京：金の星社 書庫

0115595001 えんまとおっかさん 内田　麟太郎／作 東京：岩崎書店 書庫

0117638866 おいで… 有田　奈央／文 東京：新日本出版社 絵本 サ   

0117365320 おいぬさま 柳田　国男／原作 東京：汐文社 絵本 タ   

0115444325 おしいれのぼうけん ふるた　たるひ／さく 東京：童心社 書庫

0114417058 おしいれおばけ マーサ=メイヤー／さく 東京：偕成社 書庫

0117377572 おしらさま 柳田　国男／原作 東京：汐文社 絵本 タ   

0117628594 おそろしいよる きむら　ゆういち／作 東京：鈴木出版 絵本 サ   

0114417066 鬼ぞろぞろ 舟崎　克彦／文 東京：偕成社 絵本 カ   

0116927047 鬼のおっぺけぽー 夢枕　獏／作 東京：講談社 絵本 カ   

0116356668 鬼のかいぎ 立松　和平／文 東京：新樹社 絵本 サ   

0110030244 鬼丸 深沢　邦朗／文・絵 東京：岩崎書店 書庫

0117592360 おにゃけ 大塚　健太／作 東京：パイインターナショナル絵本 ハ   

特集名：長野８月児童テーマ「こわーい絵本」
特集期間：2021/7/29～2021/8/26



0115051633 おばけいちねんぶん 星川　遙／作 東京：小学館 書庫

0117582007 おばけおばけおばけ!! おざわ　よしひさ／作・絵 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0115447039 おばけがっこう 木村　裕一／作 東京：偕成社 書庫

0115520595 おばけこわくないぞ! 石津　ちひろ／作 東京：あかね書房 書庫

0111293775 お化け電車 野村　昇司／作 横浜：ぬぷん児童図書出版書庫

0115326951 おばけとしょかん デイヴィッド・メリング／さく 東京：評論社 絵本 ハ   

0116962143 おばけトリックアート　2 北岡　明佳／監修 東京：あかね書房 絵本 ア   

0111126041 おばけなんかいないってさ ジュディス・ボースト／作 東京：ぬぷん児童図書出版書庫

0117096842 おばけなんてこわくない 中川　ひろたか／文 東京：童心社 絵本 タ   

0116685926 おばけにてそうろう 井上　洋介／えとぶん 東京：大日本図書 絵本 タ   

0116640442 おばけにょうぼう 内田　麟太郎／文 東京：イースト・プレス絵本 ア   

0111252300 おばけのいちにち 長　新太／さく 東京：偕成社 書庫

0114536378 おばけのウー アナ・マルティン・ララニャガ／作 東京：小学館 書庫

0116105479 おばけのおつかい 西平　あかね／さく 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0116814864 おばけのきもだめし 内田　麟太郎／文 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0115520678 おばけのきもち きむら　ゆういち／作 東京：ソニー・マガジンズ絵本 サ   

0117050583 おばけのスパルタカス ヒド・ファン・ヘネヒテン／作・絵 東京：世界文化社 絵本 サ   

0116381468 おばけのチョウちゃん 長野　ヒデ子／ぶん・え 東京：大日本図書 絵本 タ   

0114542269 おばけのてんぷら 瀬名　恵子／作・絵 東京：ポプラ社 絵本 ハ   

0110676699 おばけのドジドジ 安藤　美紀夫／文 東京：草土文化 書庫

0110009099 おばけのどんぶら 赤星　亮衛／絵 東京：岩崎書店 書庫

0115134025 おばけのブルブル 荒井　良二／[作] 東京：講談社 書庫

0117588905 おばけのぺろぺろ 乾　栄里子／さく 東京：フレーベル館 絵本 ハ   

0115495566 おばけのもり 石津　ちひろ／作 東京：小学館 書庫

0111779294 おばけのもり 金成　泰三／作・絵 東京：岩崎書店 書庫

0116805763 おばけのやだもん ひらの　ゆきこ／さく・え [東京]：教育画劇 絵本 カ   

0116419243 おばけバースデイ 佐々木　マキ／作 東京：絵本館 絵本 ア   

0114298664 オバケやかたのひみつ 大島　妙子／作・絵 東京：偕成社 書庫



0113402846 おばけやしきへようこそ! キッキ・ストリード／作 東京：偕成社 書庫

0116117508 お化け屋敷へようこそ 川端　誠／作 神戸：BL出版 書庫

0115702177 おばけたちでておいで 深見　春夫／さく・え 東京：PHP研究所 書庫

0117401109 おばけばたけ 林　なつこ／作 東京：マイクロマガジン社絵本 マ   

0115100521 おばけむら 田島　征三／絵 東京：教育画劇 絵本 カ   

0114453459 おばけめぐり 瀬川　昌男／原作 東京：金の星社 書庫

0116275785 おふろおばけ 村田　エミコ／ぶん・え 東京：大日本図書 書庫

0111209391 おまえをたべちゃうぞーっ! トニー・ロス／作 絵 東京：岩崎書店 書庫

0117635516 おまつりおばけめぐり 本山　浩子／作・絵 東京：赤ちゃんとママ社絵本 ア   

0116546821 おめでとうおばけ あらい　ゆきこ／ぶん・え 東京：大日本図書 絵本 タ   

0115320350 終わらない夜 セーラ・L.トムソン／文 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

0114516925 がいこつさん 五味　太郎／作 東京：文化出版局 絵本 ハ   

0113827117 かいじんハテナ? 舟崎　克彦／作 東京：小学館 書庫

0117449710 怪物があらわれた夜 リン・フルトン／文 東京：光村教育図書 絵本 マ   

0117694786 帰り道 有田　奈央／文 東京：新日本出版社 絵本 サ   

0113409585 ガチャガチャゆうれい マイケル・コールマン／文 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

0116422197 かっぱ 杉山　亮／作 東京：ポプラ社 絵本 ハ   

0117098970 かっぱ 柳田　国男／原作 東京：汐文社 絵本 タ   

0117635599 きのこのばけもの 唯野　元弘／文 東京：鈴木出版 絵本 サ   

0117101857 きもだめし 新井　洋行／作 東京：講談社 絵本 カ   

0117264010 きょうふのおばけにんじん アーロン・レイノルズ／作 東京：学研プラス 絵本 カ   

0117414706 きょうふのおばけパンツ アーロン・レイノルズ／作 東京：学研プラス 絵本 カ   

0116629965 くらやみこわいよ レモニー・スニケット／作 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0113402804 こそだてゆうれい さねとう　あきら／文 東京：教育画劇 絵本 カ   

0116911793 ことりぞ 京極　夏彦／作 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0117371302 こわめっこしましょ tupera tupera／さく 東京：絵本館 絵本 ア   

0117380212 ごんげさま 柳田　国男／原作 東京：汐文社 絵本 タ   

0111252458 こんばんはおばけです さとう　まきこ／作 東京：教育画劇 書庫



0115887705 コンビニエンス・ドロンパ 富安　陽子／文 東京：童心社 絵本 タ   

0117286195 ざしき童子(ぼっこ)のはなし 宮沢　賢治／作 八尾：三起商行 絵本 マ   

0116971243 ざしきぼっこ 武田　美穂／作 東京：あすなろ書房 絵本 ア   

0117050112 ざしきわらしのおとちゃん 飯野　和好／絵 東京：小学館 絵本 サ   

0110722659 さばうりとやまんば 水谷　章三／ぶん 東京：第一法規 書庫

0115726465 三まいのおふだ おざわ　としお／再話 [東京]：くもん出版 絵本 カ   

0116223645 さんまいのおふだ 千葉　幹夫／文 東京：小学館 絵本 サ   

0118362136 地獄 白仁　成昭／[ほか]構成 東京：風濤社 絵本 ハ   

0116835984 じごくのさたもうでしだい もとした　いづみ／作 大阪：ひかりのくに 絵本 ハ   

0114204266 じごくのそうべえ 田島　征彦／作 東京：童心社 絵本 タ   

0115444283 じごくのそうべえ 田島　征彦／作 東京：童心社 書庫

0117610345 地獄めぐりの橋 青山　邦彦／作 東京：小学館 絵本 サ   

0116283714 地獄めぐり　[3] 沼野　正子／文・絵 東京：汐文社 絵本 タ   

0114504152 舌ながばあさん 武　建華／絵 東京：小学館 書庫

0115051625 しにがみさん 野村　たかあき／作　絵 東京：教育画劇 絵本 カ   

0112374996 巨人(ジャイアント)にきをつけろ! エリック=カール／さく 東京：偕成社 書庫

0114851421 ソメコとオニ 斎藤　隆介／作 東京：岩崎書店 書庫

0116814849 大出現!精霊図鑑 軽部　武宏／作 東京：あかね書房 絵本 ア   

0117512145 大接近!妖怪図鑑 軽部　武宏／作 東京：あかね書房 絵本 ア   

0116446162 たべてあげる ふくべ　あきひろ／ぶん 東京：教育画劇 絵本 カ   

0117746073 つめかみおばけ よしむら　あきこ／作・絵・デザイン 東京：教育画劇 絵本 カ   

0111003034 手ながの目 丸木　位里／絵 東京：岩崎書店 書庫

0116673666 でるでるでるぞガマでるぞ 高谷　まちこ／著 東京：佼成出版社 絵本 カ   

0117419044 てんぐ 杉山　亮／作 東京：ポプラ社 絵本 ハ   

0117012955 とうめいにんげんのしょくじ 塚本　やすし／作 東京：ポプラ社 絵本 ハ   

0112981717 ドラキュラくん、うみにいく マーティン・ウォッデル／ぶん 東京：岩崎書店 書庫

0116796079 ドラキュラば〜ちゃん ささき　みお／さく・え 東京：PHP研究所 絵本 ハ   

0116101064 ドラキュラーってこわいの? せな　けいこ／作 東京：小峰書店 書庫



0116320268 とらはらパーティー シン　トングン／作・絵 東京：岩崎書店 書庫

0116997362 ながぐつボッチャ〜ン 軽部　武宏／作 東京：WAVE出版 絵本 ア   

0117047449 なきむしおばけ なかの　ひろたか／さく・え 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0117816868 なまはげ 池田　まき子／文 東京：汐文社 絵本 タ   

0113804272 ニコラス・グリーブのゆうれい トニー・ジョンストン／文 神戸：BL出版 書庫

0115532806 にんじゃおばけどろろろん のぶみ／作・絵 東京：岩崎書店 書庫

0111003083 猫山 斎藤　隆介／作 東京：岩崎書店 書庫

0116927302 ねっけつ!怪談部 林家　彦いち／作 東京：あかね書房 絵本 ア   

0117250654 ばけバケツ 軽部　武宏／作 東京：小峰書店 絵本 カ   

0115594756 ばけばけ町のべろろんまつり たごもり　のりこ／作・絵 東京：岩崎書店 書庫

0114043540 ばけものでら 岩崎　京子／文 東京：教育画劇 絵本 カ   

0110030210 ばけもんじる 中村　博／文 東京：岩崎書店 書庫

0116591066 ばけれんぼ 広瀬　克也／[作] 東京：PHP研究所 絵本 ハ   

0116906843 発見!古典はおもしろい　1巻 面谷　哲郎／文 東京：偕成社 絵本 カ   

0117326363 火のカッパ うるしばら　ともよし／さく 東京：国土社 絵本 カ   

0117018952 ふどうぼう 林家　たい平／文 東京：あかね書房 絵本 ア   

0117119388 平太郎のおばけやしき 寮　美千子／文 東京：ロクリン社 絵本 ラ   

0117280305 ホーンテッドマンション ジェームス・ジラード／絵 東京：講談社 絵本 カ   

0115594517 ぼくはおばけのおにいちゃん あまん　きみこ／さく 東京：教育画劇 書庫

0116270539 本所ななふしぎ 斉藤　洋／文 東京：偕成社 書庫

0116270547 本所ななふしぎ 斉藤　洋／文 東京：偕成社 絵本 カ   

0112670146 みんなきえちゃえ さくば　ともみ／文・絵 東京：新樹社 書庫

0117104257 むしホテルのおばけさわぎ きねかわ　いつか／ぶん 神戸：BL出版 絵本 ハ   

0116039405 めだま 山田　洋次／作 東京：新樹社 書庫

0117241257 もののけの家 ほりかわ　りまこ／作 東京：偕成社 絵本 カ   

0117081208 やまびと 柳田　国男／原作 東京：汐文社 絵本 タ   

0111823274 やまんばの木 木暮　正夫／作 東京：佼成出版社 書庫

0113579221 ゆうれいとすいか くろだ　かおる／作 大阪：ひかりのくに 絵本 ハ   



0115595597 ゆうれいとなきむし くろだ　かおる／作 大阪：ひかりのくに 書庫

0116141128 ゆきおんな 中脇　初枝／文 東京：小学館 絵本 サ   

0114043557 ゆきおんな 川村　たかし／文 東京：教育画劇 絵本 カ   

0116599028 ゆびたこ くせ　さなえ／作 東京：ポプラ社 絵本 ハ   

0116430794 ユメリとおばけのなかまたち あべ　ひでき／さく 東京：長崎出版 絵本 ナ   

0116533308 ようかいガマとの よしなが　こうたく／さく 東京：あかね書房 絵本 ア   

0116832460 ようかいガマとの よしなが　こうたく／さく 東京：あかね書房 絵本 ア   

0116802257 妖怪交通安全 広瀬　克也／作 東京：絵本館 絵本 ア   

0116653304 妖怪食堂 広瀬　克也／作 東京：絵本館 絵本 ア   

0117598409 ようかい川柳 石崎　なおこ／作・絵 東京：教育画劇 絵本 カ   

0117258749 ようかいでんしゃ ナカオ　マサトシ／さく 東京：ポプラ社 絵本 ハ   

0118363910 妖怪の森 水木　しげる／著 東京：こぐま社 絵本 カ   

0117730689 妖怪のど自慢 広瀬　克也／作 東京：絵本館 絵本 ア   

0117151167 ようかいびっくりハウス 中尾　昌稔／ぶん 東京：大日本図書 絵本 タ   

0117238568 ようかいえんのなつまつり 白土　あつこ／作・絵 東京：ひさかたチャイルド絵本 ハ   

0117875013 ようかいむらのしとしとあめふり たかい　よしかず／作・絵 東京：国土社 絵本 カ   

0117827584 ようかいむらのどきどきひなまつり たかい　よしかず／作・絵 東京：国土社 絵本 カ   

0117757278 ようかいむらのどっきりハロウィン たかい　よしかず／作・絵 東京：国土社 絵本 カ   

0110053899 よみのくに 松谷　みよ子／ぶん 東京：国土社 書庫

0117000653 夜の神社の森のなか 大野　隆介／作 東京：ロクリン社 絵本 ラ   

0116599051 ろくろっくび [せな　けいこ／作] 東京：童心社 絵本 タ   

0117231738 ろくろっくびのばけねこしまい 二宮　由紀子／文 東京：ブロンズ新社 絵本 ハ   

0117009852 ろじうらの伝説 柳家　喬太郎／作 東京：あかね書房 絵本 ア   

0116416074 わがはいはのっぺらぼう 富安　陽子／文 東京：童心社 絵本 タ   

0115597171 わたあめおばけ とよた　かずひこ／作・絵 東京：学研 書庫

0116275579 わらっちゃった 大島　妙子／作 東京：小学館 書庫


