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山形県立図書館    

                                №４（2021.11改訂） 

 

 

         
「絵本の本棚」は子どもたちに読み聞かせをしている方 （々おうちの方や読み聞かせボランティアの方、学

校の先生など）に向けて、絵本選びの参考になればということで作成しているテーマ別リストです。 
 

テーマ 【こわい絵本】 
 

 

 

 
（凡例） 

書   名    

 著者名等   出版者   出版年  請求記号  

 あらすじ 

 対象   ☆サイズ 

※ 書名のアイウエオ順で掲載しています。 

※ 対象はおおよその目安となりますので参考にしてください。 

 

幼児から 

 

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 2009.6  Z949.33/ﾛﾌﾞ/ 

うっかりママの大切な真珠の首飾りを壊してしまったサラ。本当のことが言えず、内緒にしていたら、口か

らオバケが飛び出して…! 子どものちょっとした心のつまずきによりそう、愛らしいイラストの絵本。 

対象：幼児(0～5歳)  ☆27cm 

 

いちにちおばけ  

ふくべ あきひろ／さく，かわしま ななえ／え PHP研究所 2012.6  Z913.8/ﾌｸ/ 

よし、1 日だけおばけになってみよう。からかさおばけは雨が降ってもへっちゃらだし、口裂け女は何でも

一口で食べられるし…けっこう楽しいかも。「いちにち」シリーズ第4弾。 

対象：幼児(3～5歳)  ☆24×24cm 

 

うさこちゃんおばけになる  

ディック・ブルーナ／ぶん え，まつおか きょうこ／やく 福音館書店 2010.3  Z949.33/ﾌﾞﾙ/ 

すっぽりかぶった古いシーツに穴を開けたら、おばけのできあがり。うさこちゃんは、お友だちをおどろか

不思議な世界や昔から伝わる少しだけこわい話。かわいいおばけや、こわいおばけ。 

ゾクゾクドキドキしながら子どもから大人まで楽しめる絵本を集めました。 
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しに行きました。でも、大好きなふわこおばさんまで逃げてしまって…。 

対象：幼児(0～2歳)  ☆17×17cm 

 

うちのおばけ  

谷口 國博／文，村上 康成／絵 世界文化社 2008.8  Z913.8/ﾀﾆ/ 

草木もねむる丑三つ時に、ヒタヒタヒタヒタ、音がする。そっとのぞくと、そっとのぞくと…。大人たちが

気づかない「おばけ」を、子どもの目線で面白おかしく紹介する絵本。 

対象：幼児(0～5歳)  ☆20×20cm 

 

おばけいちねんぶん    

星川 遙／作，長野 ヒデ子／絵 小学館 2004.4  Z913.8/ﾎｼ/ 

ぼくは早く帰りたかった。近道をしよう。でも墓場がある。やだなぁ…。カヴァー裏に「おばけすごろく」、

巻末に「おばけずかん」も掲載する。第8回小学館「おひさま大賞」受賞作。 

対象：幼児(0～5歳)  ☆27cm 

 

おばけだじょ    

tupera tupera／さく 学研教育出版 2015.7  Z913.8/ﾂﾍﾟ/ 

ハラハラ、ドキドキ! ちょっとこわいおばけの正体はまさかの!? 予想外の展開にびっくり、どっきり間違い

なし。斬新な絵本を発表し続けて話題の人気ユニット・tupera tupera初のおばけ絵本。 

対象：幼児（3～5歳）  ☆27cm 

 

おばけなんてないさ  

せな けいこ／絵，槇 みのり／作詞，峯 陽／作曲 ポプラ社 2009.7  Z913.8/ｾﾅ/ 

おばけはこわい? おばけはきらい? そういうときは、この歌を歌えばへっちゃらさ! 童謡「おばけなんてな

いさ」を題材にした、せなけいこのユーモアあふれる貼り絵が楽しい絵本。楽譜付き。 

対象：幼児（0～5歳）  ☆21×21cm 

 

おばけのブルブル   

荒井 良二／[作] 講談社 2004.7  Z913.8/ｱﾗ/ 

これから人形劇がはじまるところです。音楽が聞こえてきました。いよいよカーテンが開きました。臆病そ

うなおばけのブルブルが出てきました。ほかのおばけたちがやってきて、ブルブルの前で変身してみせます。 

対象：幼児(0～5歳) ☆27cm 

 

おばけのもり ことばあそび絵本  

石津 ちひろ／作，長谷川 義史／絵 小学館 2006.7  Z913.8/ｲｼ/ 

友だちと出かけた神社のお祭り。買ったたこやきがころがって、追いかけていくヒロシくん。たどりついた

のは、ふしぎなふしぎな世界の入り口。さてさて、何がまっているのかな? ゆかいなおばけがいっぱいの楽

しい絵本。 

対象：幼児（0～5歳） ☆28cm 
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おばけパーティ  

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 1995.6  Z953.7 /ﾃﾞﾕ/ 

おばけのアンリが、ともだちみんなをおもてなし。色のきれいなカクテルを飲むと、みんなのからだがカク

テル色に変わってしまった。ゆかいで楽しいおばけのパーティ。 

対象：幼児（0～5歳）  ☆17×22cm 

 

おばけやしきへようこそ!  

キッキ・ストリード／作，エヴァ・エリクソン／絵 偕成社 1996.8  Z949.83/ｽﾄ/  

深い深い森の奥に、大きくてくらーいおばけ屋敷があって、そこには怖い魔女や幽霊がいっぱいいました。

ある日、そこに一人の人間の女の子がやってきました。魔女たちは女の子をびっくりさせてやろうと連れ込

みますが…。 

対象：幼児（0～5歳） ☆28cm 

 

こわくないこわくない   

内田 麟太郎／ぶん，大島 妙子／え 童心社 2002.6  Z913.8/ｳﾁ/ 

まーくんはこのごろ反対ばかり言います。だから、夢でおばけに会ったときも、「こわくないこわくない」と

がんばります。でも本当は……。心あたたまる、にこにこ絵本。 

対象：幼児（0～5歳） ☆21cm 

 

こわめっこしましょ  

tupera tupera／さく 絵本館 2018.5  Z913.8/ﾂﾍﾟ/ 

ねえねえ「こわめっこ」しようよ。「にらめっこ」じゃなくて「こわめっこ」。にこにこした顔の妖怪や魔女た

ちが、ページをめくると、ものすごくこわい顔に。泣いたら負けよ。思いっきりこわい顔をして、妖怪たち

に勝とう! 

対象：幼児（0～5歳）  ☆26cm 

 

こんたのおつかい  

田中 友佳子／作・絵 徳間書店 2004.4  Z913.8/ﾀﾅ/ 

おつかいを頼まれた、こぎつねのこんた。お店に行く途中、お母さんに「だめ」といわれていた「もりのみ

ち」をどうしても通りたくなって…。迫力満点のオニや妖怪が次から次へと現れてページをめくる驚きがい

っぱいの痛快絵本。  

対象：幼児(0～5歳) ☆31cm 

 

しゃっくりがいこつ  

マージェリー・カイラー／作，S.D.シンドラー／絵 らんか社 2004.10  Z933.7/ｶｲ/ 

がいこつのしゃっくりは、骨がきしんで、歯ががちがちいって、おなかがよじれて、もうたいへん。ヒック

ヒックヒック。どうしたらがいこつのしゃっくりは止められるでしょうか?  

対象：幼児（0～5歳），小初 ☆26×26cm 
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すみっこのおばけ  

武田 美穂／作・絵 ポプラ社 2000.7  Z913.8/ﾀｹ/ 

ぼくのひみつをおしえてあげようか? ぼくのへやのつくえのしたに、ちいさなおばけがすんでるの。しろく

て、ふわふわ、わたがしみたいなやつなんだ。ぴかぴか、ちかちかひかるんだ。ぼくとちいさなおばけの話。 

対象：幼児（0～5歳），小初 ☆23×23cm 

 

たべてあげる  

ふくべ あきひろ／ぶん，おおの こうへい／え 教育画劇 2011.11  Z913.8/ﾌｸ/ 

大嫌いなピーマンを誰か代わりに食べてくれないかなと、りょうたくんが思っていると、小さなりょうたく

んが現れ、ぜんぶ食べてくれました。りょうたくんは大喜びでしたが…。子どもがご飯を残さなくなる絵本。 

対象：幼児（0～5歳） ☆21×21cm 

 

ねないこだれだ いやだいやだの絵本 ４ 

せな けいこ／さく・え 福音館書店 1978  Z913.8/ｾﾅ/ 

時計の鐘がボンボンボンと鳴りました。この時間になっても起きているのは誰でしょう。ふくろう、黒猫…。 

対象：幼児（0～5歳）  ☆17×17cm 

 

のっぺらぼう   

杉山 亮／作，軽部 武宏／絵 ポプラ社 2010.7  Z913.8/ｽｷﾞ/  

たきぎをとりに山に来た男の子は、母親の言いつけを聞かずに山奥へ入り込んでしまいます。日が暮れたの

で、急いで山を降りようと、途中のぼろ家で道を尋ねると…。語りつがれる日本のおばけ話のスタンダード。 

対象：幼児（3～5歳） ☆26cm 

 

ばけバケツ   

軽部 武宏／作 小峰書店 2017.7  Z913.8/ｶﾙ/ 

バケツがころんで、みずたまりができた。そこへ、ヤマネコやフクロウ、いしころ、ゾウ、オオカミなどが、

つぎつぎとあらわれて…。妖しく美しい月夜の不思議な出来事を描いたおばけ絵本。 

対象：幼児（3～5歳）  ☆31cm 

 

めっきらもっきらどおんどん 

長谷川 摂子／作，ふりや なな／画 福音館書店 2012.4  Z913.8/ﾊｾ/ 

遊ぶ友達が誰もいないかんたは、大声で歌を歌った。すると、風に乗って奇妙な声が聞こえてきた。「よおよ

お、ええうたええうた」 声が聞こえてきた穴をのぞきこむとひゅうっとあなに吸い込まれて…。 

対象：幼児（3～5歳），小初 ☆20×27cm 
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小学生から 

 

赤い蠟燭と人魚  

小川 未明／文，酒井 駒子／絵 偕成社 2002.1  Z913.8/ｵｶﾞ/ 

人魚の娘が絵を描いた蠟燭には不思議な力があった。しかし、金に心を奪われた老夫婦は、娘を香具師に売

ってしまう-。無国籍風の絵をつけ、新しい装いとなった小川未明の代表作。 

対象：小上，般  ☆19×19cm  

 

いただきます。ごちそうさま。 怪談えほん 13  

あさの あつこ／作，加藤 休ミ／絵，東 雅夫／編 岩崎書店 2021.1  Z913.8/ｱｻ/ 

ぼくは、たべるのがだいすきです。なんでもたべます。たべられます。ぼくは、どんどんたべて、どんどんお

おきくなり…。あさのあつこと加藤休ミが描く、世にもおいしい怪談物語。 

対象：小上，般 ☆29cm 

 

いるのいないの 怪談えほん 3 

京極 夏彦／作，町田 尚子／絵，東 雅夫／編 岩崎書店 2012.2  Z913.8/ｷﾖ/ 

おばあさんの古い家で暮らすことになった「ぼく」。ある日、家の梁の上の暗がりを見ていた「ぼく」は、じ

っと下を見ている男の顔を見つけた。こわくなった「ぼく」は、おばあさんに聞いてみるのだけど…。 

対象：小上，般 ☆29cm  

 

おいでおいで… こわい絵本 

中村 まさみ／作，松本 ジョゴ／絵 金の星社 2021.3  Z913.8/ﾅｶ/ 

「おいで…」 古いお寺で男の子が友だちと遊んでいると、どこからか聞こえてきた、男の子にしか聞こえな

い声。それはずっと男の子についてきて…。「怪談5分間の恐怖」シリーズの著者がおくる、こわい絵本。 

対象：小上 ☆29cm 

 

かがみのなか 怪談えほん 6   

恩田 陸／作，樋口 佳絵／絵，東 雅夫／編 岩崎書店 2014.7  Z913.8/ｵﾝ/ 

家にも、お店にも、街角にもいっぱい。見ない日はないかがみ…。怖いけど、見たい。見たいけど、怖い。恩

田陸と樋口佳絵が描く、身近に潜む恐怖の世界。 

対象：小上，般 ☆29cm 

 

学校ななふしぎ  

斉藤 洋／文，山本 孝／絵 偕成社 2014.7  Z913.8/ｻｲ/ 

学校に夜行ってはいけません。もし、行くとね…。「トイレの花子さん」「音楽室のベートーベン」などおな

じみの学校の怪談に創作怪談を加えた全7編を収録。 

対象：小初 ☆26cm 
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くわずにょうぼう 日本の昔話 

稲田 和子／再話，赤羽 末吉／画 福音館書店 2012.6  Z913.8/ｲﾅ/ 

ある日、けちんぼうな男の家に、美しい女の人がやってきました。ご飯を食べないで働くから、にょうぼうに

して欲しいという申し出を、男は喜んで受けたのですが…。少し怖くて面白い、手に汗にぎる絵本 

対象：幼児（3～5歳），小初  ☆27cm 

 

地獄 絵本 千葉県安房郡三芳村延命寺所蔵  

白仁 成昭ほか構成 風濤社 1980  Z913.8/ﾐﾔ/ 

「生命をそまつにするな」-。死んだ五平が生き返り、見てきた地獄の恐ろしさを語る。「死のこわさ」につい

て学習するチャンスを与える絵本。 

対象：小 ☆29ｃｍ 

 

三びきのやぎのがらがらどん 北欧民話  

マーシャ・ブラウン／画，せたていじ／訳 福音館書店 1989  Z933/ﾌﾞﾗ/ 

山の草をたべて太ろうとする 3 匹のヤギのがらがらどんと、谷川でまちうけるトロル(おに)の対決の物語。

ブラウンの絵には北欧の自然が見事に再現されています。 

対象：小初，小中 ☆26ｃｍ 

 

しにがみさん 柳家小三治・落語「死神」より らくごえほん 

柳家 小三治／[原作]，野村 たかあき／作 絵 教育画劇 2004.3  Z913.8/ﾉﾑ/ 

死神は金がない若い父親を助ける。しかし、父親は欲に目がくらみ、自分の寿命を金と交換してしまう。寿

命を決めるろうそくの世界の絵が圧巻。 

対象：小初 ☆27cm 

 

ぞくぞくぞぞぞ   

狩野 宗信／画 フレーベル館 2007.3  Z721.4/ｶﾉ/ 

化け物っているの? 襲いかかってくるの? ざわざわ、ひたひた…。化け物たちの音。見つからないように、

そっとめくってみよう。江戸時代の絵師・狩野宗信の「化物絵巻」から生まれた絵本。 

対象：小初，小中 ☆22×22cm 

 

ちょうつがいきいきい 怪談えほん 5 

加門 七海／作，軽部 武宏／絵，東 雅夫／編 岩崎書店 2012.3  Z913.8/ｶﾓ/ 

部屋のとびらを開けると、きいきいと音がする。よく見ると、おばけがはさまって叫んでいるではないか! 怖

いけど、見たい。見たいけど、怖い。加門七海と軽部武宏が奏でる、鳴り止まない恐怖。 

対象：小上，般  ☆29cm 

 

発見!古典はおもしろい 1巻 ぞくっとするこわい話   

面谷 哲郎／文，水野 ぷりん／絵 偕成社 2015.2  Z913.8/ｵﾓ/1 

数ある古典のなかから、落語や民話のもとになった話を選び、イラストをメインにやさしい語り口で紹介す
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るシリーズ。1巻は、「鬼の片腕」「水の精」など、全4話を収録する。平安京マップも掲載。 

対象：小中  ☆31cm 

 

モチモチの木  

斎藤 隆介／作，滝平 二郎／絵 岩崎書店 1971  Z913.8/ｻｲ/ 

おもての大きなモチモチの木がおっかなくて、夜ひとりではセッチンに行けない豆太。ある夜、ジサマの具

合が悪くなり…。 

対象：小中 ☆29cm 

 

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，東 雅夫／編 岩崎書店 2012.2  Z913.8/ﾂﾈ/ 

真夜中、友だちに誘われて、ぼくは森の向こうに現れるという、ゆうれいの町を見に行った。けれど、ぼく

だけゆうれいに捕まってしまい、ゆうれいの町で暮らし始めることに。そして、ぼくは何もかも忘れ、大人

になるが…。 

対象：小上，般 ☆29cm 

 

雪女  

小泉 八雲／作，平井 呈一／訳，伊勢 英子／絵 偕成社 2000.2  Z933.6/ｺｲ/ 

ひどい吹雪にあい、渡し守の小屋に逃げ込んだ二人の木こりは、戸をしっかりと締めて横になった。いつと

はなしに眠り込んだその顔に雪があたって、若者が目をさますと、白装束の女が年老いた男の顔に息を吹き

かけている…。 

対象：小中，小上，般 ☆29cm 

 

 

 

 

 

 

 

山形県立図書館 経営課調査相談担当 

〒990-0041 山形市緑町1-2-36  （023）631-2523（代） 

URL  http://www.lib.pref.yamagata.jp/ 


