
分類 タイトル
Ｅﾜﾀﾞ あくま 谷川　俊太郎：詩 和田　誠：絵
Ｅｶｼﾞ いぐいぐいぐいぐ わが西山風土記より 梶山　俊夫：作・絵
Ｅｶﾜ いちにちじごく ふくべ　あきひろ：さく かわしま　ななえ：え
Ｅｼﾏ イーラちゃんとまじょのヤーダちゃん しまだ　ともみ：作
Ｅﾊﾔ ウーギークックのこどもたち 坂元　裕二：文 林田　秀一：絵
Ｅｳｴ おそろしいかえりみち うえつじ　としこ：ぶん・え
Ｅｵｵ おにのつの おおつぼ　かずみ：作・絵
Ｅｵｶ オニのきもだめし 岡田　よしたか：作
Ｅｵｻﾞ おしいれじいさん 尾崎　玄一郎：作 尾崎　由紀奈：作
Ｅｸﾄﾞ オラウーちゃんとまほうのやかた 工藤　ノリコ：作
Ｅｼﾝ おおきなかぼちゃ エリカ・シルバーマン：作 Ｓ　Ｄ　シンドラー：絵
Ｅﾂﾍﾟ オニババ対ヒゲ tupera tupera：作 細田　守：作
Ｅﾃﾗ おんなのしろいあし 岩井　志麻子：作 寺門　孝之：絵
Ｅﾃﾝ おねえちゃんにあった夜 シェフ　アールツ：文 マリット　テルンクヴィスト：絵

Ｅﾅｶ おいぬさま 柳田　国男：原作 京極　夏彦：文
Ｅﾇﾏ おにつばとうさん 沼野　正子：文・絵
Ｅﾔｷﾞ おにころちゃんとりゅうのはな やぎ　たみこ：作　
Ｅﾔｽ 鬼さんこちら手の鳴るほうへ 安川　眞慈：絵・文
Ｅﾖｼ おによりつよいおよめさん 井上　よう子：作 吉田　尚令：絵
Ｅｶﾄ かんなじじおどり 加藤　休ミ：作
Ｅｷﾑ かいぶつになっちゃった 木村　泰子：作・絵
Ｅｸﾗ かいじゅうくん ウテ　クラウゼ：作 荒川　みひ：訳
Ｅｼｹﾞ カミナリこぞうがふってきた シゲリ　カツヒコ：作
Ｅﾂｼﾞ かいぶつぞろぞろ 辻村　益朗：構成・文
Ｅﾂﾁ かさじおやぶんいっけんらくちゃく！ 苅田　澄子：作 つちだ　のぶこ：絵
Ｅﾊｾ カワウソ村の火の玉ばなし 山下　明生：文 長谷川　義史：絵
Ｅﾘ かげ スージー　リー：作
Ｅｱｶ 九ひきの小おに たに　しんすけ：ぶん あかさか　みよし：え
Ｅｵｶ きつね、きつね、きつねがとおる 伊藤　遊：作 岡本　順：絵
Ｅﾃﾞｨ キミワリーナがやってくる ベンジー　デイヴィス：作 林　木林：訳
Ｅｺﾊﾞ くらいところからやってくる 前川　知大：作 小林　系：絵
Ｅﾀﾅ くろいの 田中　清代：さく
Ｅﾌﾞﾗ くらーいくらいおはなし ルース・ブラウン：作・絵
Ｅﾏｷ くうきにんげん 深町　真理子：訳
Ｅｽｽﾞ ケチャップマン 鈴木　のりたけ：作
Ｅｲﾉ こわくない 谷川　俊太郎：作 井上　洋介：絵
Ｅｵﾑ こんやはなんのぎょうれつ？ オームラ　トモコ：作
Ｅｶﾙ ごんげさま 柳田　国男：原作 京極　夏彦：文
Ｅｶﾜ ことろのばんば 長谷川　摂子：ぶん 川上　越子：え
Ｅｼｪ こわい、こわい、こわい？ ラフィク　シャミ：文 カトリーン　シェーラー：絵

Ｅﾏﾂ こんとん 夢枕　獏：文 松本　大洋：絵
Ｅﾀｹ ざしきぼっこ 武田　美穂：作
Ｅﾀｼ ザ・ボーン 南部　和也：文 田島　征三：絵
Ｅﾊﾝ さびしがりやのトッケビ ハン　ビョンホ：作・絵 藤本　朝巳：訳
Ｅｴｱ 死神さんとアヒルさん ヴォルフ　エァルブルッフ：作・絵三浦　美紀子：訳
Ｅｶﾂ じごくにいったかんねどん 常光　徹：文 かつらこ：絵
Ｅｶﾏ しにがみとおばあさん 鎌田　暢子：ぶん・え
Ｅｶﾜ 少年少女版日本妖怪図鑑 川端　誠：絵 岩井　宏美：文
Ｅｽﾞｯ ジャックのどきどきモンスター サム・ズッパルディ：作 福本　友美子：訳
Ｅﾊﾘ シラユキさんとあみあみモンスター アンネマリー　ファン　ハーリンゲン：作 野坂　悦子：訳
Ｅﾍｽ しにがみと木の実 エリック・マッダーン：再話 ポール・ヘス：絵
Ｅﾍﾞﾝ ジョンのふしぎなぼうけん ラッセル　ホーバン：作 パトリック・ベンソン：絵
Ｅｷｿ すがたかえ 髙田　桂子：文 木曽　秀夫：絵
Ｅﾌｨ スコットくんとポワロくん フィリケ　エツコ：さく
Ｅｸﾆ それからのおにがしま 川﨑　洋：さく 国松　エリカ：え

作者

こわ～い　かもしれない　本



Ｅｲｼ たいこのすきな赤鬼 松谷　みよ子：作 石倉　欣二：絵
Ｅｲﾄ だいかいじゅうオニたいじ いとう　ひろし：作
Ｅｲﾉ たべる 谷川　俊太郎：文 井上　洋介：絵
Ｅｳﾉ だれかたすけて 角野　栄子：文 宇野　亜喜良：絵
Ｅｸﾞﾚ だれかいるの？ マイケル　グレイニエツ：さくほその　あやこ：やく
Ｅｸﾛ ちいさな死神くん キティ　クローザー：作 とき　ありえ：訳
Ｅｻｲ ちょっぴりこわいぞ 高木　あきこ：うた さいとう　しのぶ：え
Ｅｸﾏ つきよに魔女がとんできた 清水　達也：文 熊谷　厚子：絵
Ｅｱｵ てんぐのきのかくれが 青山　邦彦：作・絵
Ｅﾊﾀ でんでらの 柳田　国男：原作 京極　夏彦：文
Ｅﾐﾔ てんのおにまつり 宮崎　優：作 宮崎　俊枝：作
Ｅﾔｷﾞ てんぐのがっこう やぎ　たみこ：作
Ｅｱﾝ ドラゴン ウエイン・アンダースン：作 岡田　淳：訳
Ｅｵﾎﾞ とっても　ふしぎな　よるでした おぼ　まこと：さく
Ｅｶﾄ どろろんびょういん どっきりどきどき 苅田　澄子：作 かとう　まふみ：絵
Ｅﾂｶ とうめいにんげんのしょくじ 塚本　やすし：作
Ｅﾅｶﾞ 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 長野　ヒデ子：え
Ｅﾉﾌﾞ ともだちドロボウ のぶみ：さく
Ｅﾌﾞﾘ ドラキュラ ブラム・ストーカー：原作 リュック・ルフォール：再話

Ｅﾕﾝ ドアがあいて… エルンスト・ヤンドゥル：作 ノルマン・ユンゲ：絵
Ｅﾓﾝ 夏の世の夢 シェークスピア：原作 ナオミ・ルイス：再話
Ｅｲｼ にげだしたおにばんば 中村　博：ぶん 石倉　欣二：え
Ｅｻｲ 猫魔ヶ岳の妖怪 八百板　洋子：再話 斎藤　隆夫：絵
Ｅｲｼ ばけねこゾロゾロ 石黒　亜矢子：作
Ｅﾀｺﾞ ばけばけ町のべろろんまつり たごもり　のりこ：作・絵
Ｅﾋﾛ ばけまつり 広瀬　克也：作
Ｅｳｫ ひとりぼっちのかいぶつといしのうさぎ クリス　ウォーメル：作・絵 吉上　恭太：訳
Ｅｻﾝ ひみつのビクビク フランチェスカ・サンナ：作 なかがわ　ちひろ：訳
Ｅｻﾝ ビークル　ゆめのこどものおはなし ダン・サンタット：作 谷川　俊太郎：訳
Ｅｾｶﾞ ひなとてんぐ 瀬川　康男：作
Ｅﾅｶﾞ ひみつのちかしつ 永井　秀幸：作
Ｅﾌｸ 火くいばあ 清水　達也：文 福田　庄助：絵
Ｅﾚｲ びっくりどっきり寄生虫～だれかが、きみを食べている～ニコラ　デイビス：文 ニール　レイトン：絵
Ｅｲ プルガサリ キムジュンチョル：再話 イ　ヒョンジン：絵
Ｅﾋﾟﾝ ブラック・ドッグ レーヴィピンフォールド：作 片岡　しのぶ：訳
Ｅﾀﾅ へいきへいきのへのかっぱ！ 苅田　澄子：作 田中　六大：絵
Ｅﾉﾑ へぇこいたのだれだ？ 平田　昌弘：さく 野村　たかあき：え
Ｅｽｽﾞ ぼくはほんとはかいじゅうなんだ 後藤　竜ニ：文 鈴木　びんこ：絵
Ｅｽｽﾞ ほね・ホネ・がいこつ！ 中川　ひろたか：文 スズキ　コージ：絵
Ｅﾖｼ ぼくの兄ちゃん よしなが　こうたく：著
Ｅｳﾕ まいごのよる 宇有　薫：文・絵
Ｅｺﾝ まよいが 柳田　国男：原作 京極　夏彦：文
Ｅﾂﾍﾟ まわるよる tupera tupera：さく
Ｅﾙｶ まほうのむち オルガ・ルカイユ：さく こだま　しおり：やく
Ｅﾀﾅ みんながいこつ たなか　ひろこ：文 たなか　やすお：絵
Ｅｲｲ めしくわぬにょうぼう 常光　徹：文 飯野　和好：絵
Ｅｺﾝ もりへぞろぞろ 村田　喜代子：作 近藤　薫美子：絵
Ｅﾊﾚ 森のかいぶつドギモヌキ ゲオルグ・ハレンスレーベン：作 今江　祥智：訳
Ｅｺｲ やみぼー 小泉　𠮷宏：作
Ｅｵｵ 雪ふる夜の奇妙な話　ようかいろく(妖会録) 大野　隆介：作
Ｅﾋﾞｸ ゆうれいフェルピンの話 リンドグレーン：文 ヴィークランド：絵
Ｅｵｵ 夜の神社の森のなか　ようかいろく(妖会録) 大野　隆介：作
Ｅｵｸ ようかいしりとり おくはら　ゆめ：作
Ｅｿﾗ ようかいばぁ そらとぶえんばん：さく
Ｅﾃﾞｨ 夜を　つけよう レイ・ブラッドベリ：文 レオ＆ダイアン・ディロン：絵

Ｅﾔﾏ 妖怪用心　火の用心　九十九さんちのかぞえうた 富安　陽子：文 山村　浩二：絵
Ｅﾊﾔ 羅生門 日野　多香子：文 早川　純子：絵
Ｅﾊﾀﾞ ろじうらの伝説 柳家　喬太郎：作 ハダ　タカヒト：絵
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