
《絵本》

書名 著者名 出版者 出版年
おっきょちゃんとかっぱ 長谷川摂子文 ; 降矢奈々絵 福音館書店 1997.8

おばけがぞろぞろ ささきまき作 福音館書店 1994.6

おばけのバ－バパパ
アネット・チゾン，テイラス・テイラさく ;
やましたはるおやく

偕成社 1972

おばけのラ－バン
インゲル・サンドベルイぶん ;
ラッセ・サンドベルイえ ;
すずきてつろうやく

ポプラ社 1978.9

女トロルと８人の子どもたち : アイスランドの
巨石ばなし

ズルン・ヘルガドッティル作 ;
ブリアン・ピルキングトン絵 ;
やまのうちきよこ訳

偕成社 1993.12

じごくのそうべえ : 桂米朝・上方落語・地獄八
景より

田島征彦作 童心社 1978.5

ゼラルダと人喰い鬼
トミ－・ウンゲラ－著 ;
たむらりゅういち，あそうくみやく

評論社 1977.9

ソメコとオニ 斎藤隆介作 ; 滝平二郎絵 岩崎書店 1987.7

だいくとおにろく 松居直再話 ; 赤羽末吉画 福音館書店 1967.2

ばけものづかい せなけいこ著 童心社 1974

ゆうれいフェルピンの話 : スモ－ランドでいち
ばんこわいゆうれい

アストリッド・リンドグレ－ン文 ;
イロン・ヴィ－クランド絵 ;
石井登志子訳

岩波書店 1993.7

よるのようちえん
谷川俊太郎ぶん ;
中辻悦子え・しゃしん

福音館書店 1998.5

《物語》

おしいれのぼうけん ふるたたるひさく ; たばたせいいちえ 童心社 1974

おばけさんとのやくそく 上田真而子作 ; 梶山俊夫絵 福音館書店 2004.3

怪人二十面相 江戸川乱歩著 ポプラ社 1964.8

鏡 : ゴ－スト・スト－リ－ズ
ス－ザン・ク－パ－ほか作 ;
角野栄子，市河紀子共訳 ;
こみねゆら画

偕成社 1999.9

カッパのぬけがら なかがわちひろ作 理論社 2000.4

銀のキス
アネット・カ－ティス・クラウス作 ;
柳田利枝訳

徳間書店 2001.3

クリスマス・キャロル ディケンズ作 ; 脇明子訳 岩波書店 2001.12

古城の幽霊ボガ－ト ス－ザン・ク－パ－作 ; 掛川恭子訳 岩波書店 1999.2

ざしき童子のはなし 宮沢賢治作 ; 伊勢英子絵 講談社 1985.11

ジ－キル博士とハイド氏 スティ－ヴンスン作 ; 海保眞夫訳 岩波書店 2002.1

七人のおかしな妖怪たち たかしよいち作 ; スズキコ－ジ絵 理論社 1990.7

冷たい心臓 : ハウフ童話集
ヴィルヘルム・ハウフ作 ; 乾侑美子訳 ;
Ｔ．ヴェ－バ－ほか画

福音館書店 2001.9

時をさまようタック ナタリ－・バビット作 ; 小野和子訳 評論社 1989.12

ト－マス・ケンプの幽霊 ペネロピ・ライヴリィ作 ; 田中明子訳 評論社 1976.6

とぶ船 ヒルダ・ルイス作 ; 石井桃子訳 岩波書店 1987.7

走れ！飛べ！小てんぐ三郎 広瀬寿子作 ; 久住卓也絵 あかね書房 2001.5

バスカ－ヴィル家の犬 : シャ－ロック・ホ－ム
ズ

コナン・ドイル作 ; 林克己訳 岩波書店 2000.11

冒険がいっぱい 和田誠作 ; 長新太画 文渓堂 1995.7

みんなの幽霊ロ－ザ ネストリンガ－作 ; 若林ひとみ訳 岩波書店 1987.6

こわい話・ふしぎな話

※このリストは、子どものへや・世界を知るへやで行っている小展示の資料一覧であり、テーマに沿った資料を網羅的に紹介し
たり、リストに挙げられた資料を推薦したりするものではありません。
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書名 著者名 出版者 出版年
ム－ミン谷の彗星 ト－ベ・ヤンソン作・絵 ; 下村隆一訳 講談社 1990.6

モルグ街の殺人事件 Ｅ．Ａ．ポ－作 ; 金原瑞人訳 岩波書店 2002.8

モンスタ－ホテルでおめでとう 柏葉幸子作 ; 高畠純絵 小峰書店 1991.11

幽霊を見た１０の話 フィリパ・ピアス作 ; 高杉一郎訳 岩波書店 1984.7

雪女 ラフカディオ・ハ－ン作 ; 脇明子訳 岩波書店 2003.3

夜の鳥 ト－ルモ－・ハウゲン著 ; 山口卓文訳 河出書房新社 2003.6

《昔話絵本・昔話集》

おばけのトッケビ : 韓国・朝鮮の昔話 金森襄作再話 ; 鄭スク香画 福音館書店 2005.9

キバラカと魔法の馬 : アフリカのふしぎばなし さくまゆみこ編訳 ; 太田大八画 富山房 1979.9

吸血鬼の花よめ : ブルガリアの昔話 八百板洋子編・訳 ; 高森登志夫絵 福音館書店 1996.6

けものたちのないしょ話 : 中国民話選 君島久子編訳 岩波書店 2001.11

魂をはこぶ船 : 幽霊の１３の話 : プロイスラ
－の昔話

オトフリ－ト・プロイスラ－作 ;
佐々木田鶴子訳 ; スズキコ－ジ絵

小峰書店 2004.1

ハ－メルンのふえふき : ドイツの伝説
アンネゲルト＝フックスフ－バ－絵 ;
おざわとしお文

偕成社 1985.12

《知識》

エジプトのミイラ
アリキ・ブランデンバ－グ文と絵 ;
神鳥統夫訳 ; 佐倉朔監修

あすなろ書房 2000.12

鬼が出た 大西広文 ; 梶山俊夫ほか絵 福音館書店 1989.11

かっぱ 西本鶏介文 ; 高田勲絵 佼成出版社 1995.9

図説地獄絵をよむ 澁澤龍彦，宮次男著 河出書房新社 1999.5

テングの生活図鑑 ヒサクニヒコ文・絵 国土社 1995.6

日本妖怪図鑑 : 少年少女版 川端誠絵 ; 岩井宏実文 文化出版局 1987.7

もうひとつの世界 : 妖怪・あの世・占い
国立歴史民俗博物館編 ;
常光徹ほか著 ; 伊藤展安絵

岩崎書店 2001.8

霊をよぶ人たち 烏兎沼宏之著 筑摩書房 1985.12
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