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書名 巻次 著者名 出版者
ときめき団地の夏祭り 宇佐美  牧子∥作 くもん出版
３人のパパとぼくたちの夏 井上　林子∥著 講談社
首つりツリーのなぞ あさの／あつこ∥作 学研
ぼくの学校、ゆうれい学校！ 白根／厚子∥作 草炎社
ジュウベエと幽霊とおばあちゃん 川越／文子∥作 文研出版
海のそこへ ジョアンナ・コール∥ 岩波書店
ごきげんななめのてんとうむし エリック・カール∥さ 偕成社
あさがお 荒井　真紀∥文　絵 金の星社

こいぬと１０ぴきのおばけ
にしかわ／おさむ∥
作・絵

ひかりのくに

かき氷 細島  雅代∥写真 岩崎書店
お化けの海水浴 川端／誠∥作 ＢＬ出版
知って楽しい花火のえほん 冴木　一馬∥作 あすなろ書房
１０ぴきのかえるのなつまつり 間所　ひさこ∥さく ＰＨＰ研究所

ウルフさんのやさい畑
クレイアー・ボーリ
エー∥作

小峰書店

なつのかわ 姉崎／一馬∥〔著〕 福音館書店
おさるのジョージアイスクリームだいすき Ｍ．レイ∥原作 岩波書店
モグラくんとセミのこくん ふくざわ　ゆみこ∥さ 福音館書店
トーラとパパの夏休み リーサ  モローニ∥文 あすなろ書房
４７都道府県あなたの県の怖い話 下巻 並木  伸一郎∥著 理論社
さびしがりやのほたる エリック・カール∥さ 偕成社
ちいちゃんとかわあそび しみず／みちを∥作 ほるぷ出版
うみへいったひ 相野谷／由起∥作絵 チャイルド本社
おそろし箱 香谷　美季∥作 講談社
うみの１００かいだてのいえ いわい  としお∥ 偕成社
花火の大図鑑 日本煙火協会∥監修 ＰＨＰ研究所
なつのかいじゅう いしい　つとむ∥作 ポプラ社
ワニぼうのやまのぼり 内田　麟太郎∥文 文渓堂

はなびのはなし
たかとう　しょうはち
∥さく

福音館書店

１０ぴきのかえるはじめてのキャンプ 間所　ひさこ∥さく ＰＨＰ研究所
あやしい妖怪はかせ 小森 香折∥文 アリス館
おーいおばけ 末崎 茂樹∥作  絵 ひさかたチャイルド
おばけのソッチおよめさんのまき 角野／栄子∥さく ポプラ社
てんぐのきのかくれが 青山　邦彦∥作　絵 教育画劇
ぼくらのむしとり 柴田／愛子∥文 ポプラ社
うみのいえのなつやすみ 青山　友美∥作 偕成社
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ゆうえんちはおやすみ 戸田　和代∥作 岩崎書店
おばけのたんけん 西平  あかね∥さく 福音館書店
せみとりめいじん かみや／しん∥作 福音館書店
海のこと キャスリン　シル∥文 玉川大学出版部
すみれちゃんのあついなつ 石井　睦美∥作 偕成社
うみにいったライオン 垂石　真子∥さく 偕成社
むぎわらぼうし 竹下　文子∥作 講談社
四年ザシキワラシ組 こうだ  ゆうこ∥作 学研プラス
ありとすいか たむら／しげる∥作・ ポプラ社

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∥文

あすなろ書房

ねずみのかいすいよく 山下／明生∥作 ひさかたチャイルド
１０ぴきのかえるうみへいく 間所／ひさこ∥さく ＰＨＰ研究所

ルルとララのシャーベット
あんびる　やすこ∥作
絵

岩崎書店

ひまわり 荒井　真紀∥文　絵 金の星社

うみ
Ｇ．ブライアン・カラ
ス∥さく・え

フレーベル館

おばけ遊園地は大さわぎ 柏葉  幸子∥作 ポプラ社
へちまのへーたろー 二宮 由紀子∥作 教育画劇
うみにあいに いわさ／ゆうこ∥著 アリス館
おばけのおーちゃん 市川／宣子∥さく 福音館書店
きゃべつばたけのいちにち 甲斐 信枝∥さく 福音館書店

うみのおまつりどどんとせ
さとう　わきこ∥さく
え

福音館書店

わんぱくだんのなつまつり ゆきの　ゆみこ∥作 ひさかたチャイルド
ゆうれいのたまご せな／けいこ∥〔作〕 童心社
オオカミおばさんたべちゃダメ！ シェーン・ロディ∥文 小学館
えんにち 五十嵐／豊子∥さく 福音館書店
いぬのおばけ 長／新太∥作／絵 ポプラ社

花火の夜に
佐々木　貴行∥えとぶ
ん

ＡＲＴＢＯＸイン
ターナショナル

おばけやしきのひみつ
ステファニー・ラス
レット∥作

偕成社

ぷしゅ～ 17 風木／一人∥作 岩崎書店
すいかのプール アンニョン  タル∥作 岩波書店
みずくみに 飯野  和好∥絵と文 小峰書店

おばけのウー
アナ・マルティン・ラ
ラニャガ∥作

小学館
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どろんばあ 小野寺 悦子∥文 福音館書店
およぐ なかの　ひろたか∥さ 福音館書店
むしホテルのおばけさわぎ きねかわ  いつか∥ぶ ＢＬ出版
おさるがおよぐ いとう／ひろし∥作・ 講談社
おばけのたからもの むらい かよ∥著 ポプラ社

ぴよちゃんとひまわり
いりやま／さとし∥さ
く・え

学研

おばけのバケロンざぶとんねこがおこった！ もとした　いづみ∥作 ポプラ社
うみべのこねこ 宇野 克彦∥作 ひさかたチャイルド
ぼく　およげるんだ わたなべ／しげお∥さ あかね書房
わんぱくだんのかいていたんけん ゆきの／ゆみこ∥作 ひさかたチャイルド
江戸の妖怪一座 青山  邦彦∥作  絵 フレーベル館
バーバパパのなつやすみ アネット＝チゾン∥さ 講談社
うみざざざ ひがし なおこ∥さく くもん出版
おいでよ！むしのもり タダ　サトシ∥作 小学館
ぼくキャンプにいったんだ わたなべ／しげお∥さ あかね書房
おみやにいったらむしがいる 日浦／勇∥ぶん 福音館書店
アイスクリームがふってきた わたなべ／しげお∥さ あかね書房
みんなでうみへいきました 山下／明生∥作 ポプラ社
新・学校の怪談 1 常光／徹∥著 講談社
それはすばらしいなつのあるひ 新沢／としひこ∥詩 ひかりのくに
おばけかぞくのいちにち 西平　あかね∥さく 福音館書店
夏の森 たかの／けんいち∥作 新風舎
杉山きょうだいのしゃぼんだまとあそぼう 杉山／弘之∥文と構成 福音館書店
鬼の首引き 岩城／範枝∥文 福音館書店
パンやのろくちゃん  なつだよ！ 長谷川  義史∥作 小学館
ひゃっぴきのありときりぎりす 堀／智恵子∥文 文芸社
パパとあたしのキャンプ 鈴木　永子∥作　絵 ひさかたチャイルド
おっちゃんの長い夏休み 岸川／悦子∥作 金の星社
ショコラちゃんふねにのる 中川／ひろたか∥ぶん 講談社

おばけだぞぉー！
ジャック・デュケノワ
∥さく

ほるぷ出版

アリのたんけん 栗林  慧∥写真 小学館
紳士とオバケ氏 たかどの／ほうこ∥作 フレーベル館

おーい、ふじさん！
大山  行男∥しゃしん
とことば

クレヴィス

こおりはじめます しみず／みちを∥作 佼成出版社
のっぺらぼう 杉山　亮∥作 ポプラ社
夏の洞窟 荒川／じんぺい∥作 くもん出版
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くじゃくの花火 なすだ　みのる∥文 ひくまの出版
なつのおわりのうみは… 佐々木／潔∥作・絵 講談社
なつのゆきだるま ジーン・ジオン∥文 岩波書店

うみべのステラ
メアリー＝ルイーズ・
ゲイ∥作

光村教育図書

エディのやさいばたけ サラ　ガーランド∥さ 福音館書店
はなかっぱうみのぼうけん あきやま  ただし∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

みつばちみつひめ
どどんとなつ
まつりの巻

秋山　あゆ子∥作 ブロンズ新社

ハナちゃんのトマト 市川　里美∥作 ＢＬ出版
カマキリくん タダ／サトシ∥作 こぐま社
カブトくん タダ  サトシ／作 こぐま社
きんぎょのかいすいよく 高部　晴市∥〔作〕 フレーベル館
ワニぼうのかいすいよく 内田／麟太郎∥文 文渓堂
みんなのおばけ小学校 市川  宣子∥作 佼成出版社
おばけにあいたい日の本 現代児童文学研究会∥ 偕成社
りん姫あやかし草紙 沢田　徳子∥作 教育画劇
夜の子どもたち 芝田／勝茂∥作 福音館書店
お化けの真夏日 川端／誠∥作 ＢＬ出版
10ぴきのおばけのたんじょうび にしかわ おさむ∥作 ひかりのくに
火 あやかし 飯野 和好∥絵と文 小峰書店

ルルとララのアイスクリーム
あんびる　やすこ∥作
絵

岩崎書店

ルルとララのきらきらゼリー
あんびる／やすこ∥
作・絵

岩崎書店

夏休みに、翡翠をさがした 岡田  依世子∥作 アリス館
うしろの正面 小森  香折∥作 岩崎書店

ポレポレやまのぼり
たしろ　ちさと∥ぶん
え

大日本図書

あやしが丘のおばけらんど 沢田／徳子∥作 文研出版

忍たま乱太郎
でた！！きょ
うふのゆうれ
いせんの段

尼子／騒兵衛∥原作 ポプラ社

モリくんのすいかカー かんべ　あやこ∥作 くもん出版
おばけは本当にいるの？ 岡島  康治／著 ＰＨＰ研究所

なつのいなかのおとのほん
マーガレット・ワイ
ズ・ブラウン∥文

ほるぷ出版

まよなかのせおよぎ 近藤 未奈∥作 講談社
だれだかわかるかい？ 今森  光彦∥ぶん  写真 福音館書店
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恐怖の学校霊大百科 勁文社
じっちょりんのなつのいちにち かとう　あじゅ∥作 文渓堂

ロッコくんジュースのまちへ
にしまき／かな∥さ
く・え

福音館書店

おばけのブルブル 荒井／良二∥〔作〕 講談社
ばけねこのおよめさん 大海  赫∥作  画 復刊ドットコム
ゆうれい新幹線とちゅう下車！ 杉山／径一∥作 ＰＨＰ研究所
きょうしつはおばけがいっぱい さとう  まきこ∥作 あかね書房
ひゅーどろどろかべにゅうどう 角野　栄子∥作 小峰書店
トマトさん 田中　清代∥さく 福音館書店

はなびドーン
カズコ　Ｇ．ストーン
∥さく

童心社

わんぱくだんのスナバさばく ゆきの　ゆみこ∥作 ひさかたチャイルド
ノンタンおよぐのだいすき キヨノ サチコ∥作絵 偕成社
学校の魔界ゾーン 学校の怪談研究会∥編 永岡書店

へんしんオバケ
あきやま　ただし∥作
絵

金の星社

どんどんくるくる 中尾  昌稔∥ぶん 大日本図書
１２歳、ぼくの夏 江崎／雪子∥作 ポプラ社
しおふきうす 香山／美子∥文 教育画劇
もももすももも 新井 洋行∥作 講談社
ホラー公園の怪鳥 新庄／節美∥作 小峰書店
恐怖話大百科 勁文社
お化け博物館 1 平野／威馬雄∥文 国土社
怖い夜 いちだ／きいち∥作・ 小学館
うみのむにゃむにゃ 内田／麟太郎∥作 佼成出版社
ホタルの光る川 6 関口／シュン∥作・絵 佼成出版社
勇太と死神 立石／彰∥作 講談社
ホラーゾーン小学校 末吉／暁子∥作 旺文社
お化け博物館 4 平野／威馬雄∥文 国土社
お化け博物館 3 平野／威馬雄∥文 国土社
やまのむにゃむにゃ 内田／麟太郎∥作 佼成出版社

うみのともだち
カタリーナ・クルース
ヴァル∥作

文化出版局

花火とおはじき 川島　えつこ∥作 ポプラ社
アイスクリームごっこ？ 二宮／由紀子∥作 ポプラ社
おぼんぼんぼんぼんおどりの日！ ますだ  ゆうこ∥作 文渓堂
鬼・鬼婆の怪談 川村　たかし∥監修 教育画劇
あやかしファンタジア 斉藤　洋∥作 理論社
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夏のジオラマ 小路　幸也∥作 集英社
たそかれ 朽木　祥∥作 福音館書店
ぜんぶ夏のこと 薫　くみこ∥著 ＰＨＰ研究所
真夏の悪夢 あさの／あつこ∥作 学研
だいちゃんとうみ 太田／大八∥さく・え 福音館書店
じゅりじゅりのなつやすみ！ こわせ／たまみ∥さく ＰＨＰ研究所
カッパのごちそう 阿部／夏丸∥文 童心社
とうきび クォン  ジョンセン∥ 童心社
おはようひまわりくん てらむら  てるお∥ぶ 復刊ドットコム
夏休みの秘密の友だち 富安  陽子∥著 偕成社
キツネたちの宮へ 富安　陽子∥著 偕成社

ぱろ・ぴこ・ぽろのゆうだち
いわむら／かずお∥
〔著〕

至光社

ぼくはおばけのかていきょうし さとう／まきこ∥さく ポプラ社
冥界伝説・たかむらの井戸 たつみや／章∥作 あかね書房
¿あつさのせい? スズキ コージ∥作 福音館書店
うみべのハリー ジーン・ジオン∥ぶん 福音館書店

ケイティのゆかいな水あそび
ジェイムズ　メイ
ヒュー∥作

サイエンティスト社

遠足に幽霊がついてきた
日本民話の会学校の怪
談編集委員会∥編

ポプラ社

ベッドのしたになにがいる？
ジェームズ　スティー
ブンソン∥ぶん　え

童話館出版

妖怪図鑑 常光／徹∥文 童心社
オバケやかたのひみつ 大島／妙子∥作・絵 偕成社
うさんごろとおばけ 瀬名／恵子∥作・絵 グランまま社
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