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　　　「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。

　　　　「かいじゅう、おばけ」
　　　　　　　　やさしいかいじゅう、さみしがりやのおばけなどなど・・・大集合！
　　　　　　　　ゾクゾクドキドキしながら楽しめる絵本を集めました。

（凡例）

 書　名
 　　著者名等　　　出版者　　　出版年　　　請求記号
 　　あらすじ
 　　対象　　　☆キーワード
 ※ 対象区分（あかちゃんから／幼児から／小学生から）ごとに書名のアイウエオ順で掲載しています。
 ※ 対象区分はおおよその目安となりますので参考としてください。

あかちゃんおばけおつかいできるよ

  しらかた　みお／さく・え      新風舎      ２００７．６      Z 913.8/ｼﾗ/

  今日は大好きなおばあちゃんおばけの誕生日。あかちゃんおばけは、ひとりでお誕生日のケーキを届ける
ことになりました。はりきって出発したものの・・・。

  幼児(0～5歳)      ☆おばけ

うちのおばけ

  谷口　国博／文      世界文化社      ２００８．８      Z 913.8/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…。出てくる
出てくる、いろんなおばけが。みんなのうちにもいそうなおばけが・・・。

  幼児(0～5歳)      ☆おばけ

せなかにのって

  谷内　こうた／作      あすなろ書房      ２００５．４      Z 913.8/ﾀﾆ/

  青い怪獣が男の子の前に現れて言いました。「ぼくのせなかにのってごらん」 ふたりはどこへいくので
しょうか？

  幼児(0～5歳)      ☆かいじゅう

あかちゃんから
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いいからいいから　２

  長谷川　義史／作      絵本館      ２００７．８      Z 913.8/ﾊｾ/2

  温泉旅行に行ったおじいちゃんとぼく。夜になってふとんに入ると枕元でおばけが笑ってた。おじいちゃ
んは、マッサージをしたり、温泉をすすめたり・・・。「いいからいいから」に続くおじいちゃんと孫の
ユーモラスな絵本です。

  幼児(0～5歳)      ☆おばけ　　おじいちゃん

いじわるなないしょオバケ

  ティエリー・ロブレヒト／作      文渓堂      ２００９．６      Z 949.33/ﾛﾌﾞ/

  ママの大切にしていた真珠のくびかざりをうっかり壊してしまったサラ。本当のことが言えず、ないしょ
にしていたら…　そのとたん、くちから　オバケが　とびだしちゃった！

  幼児(0～5歳)      ☆おばけ

えほんをよんで、ローリーポーリー      ポプラせかいの絵本 １８

  リリ・シャルトラン／作      ポプラ社      ２００６．１１      Z 953/ｼﾔ/
  森に住むモンスターのローリーポーリーは人間をおどかすのが大好き。逃げていった女の子が落とした絵
本をひろったら・・・
なんと、お話に夢中になっちゃた！！
  幼児(0～5歳)      ☆かいじゅう

おばけいちねんぶん      おひさまのほん

  星川　遥／作      小学館      ２００４．４      Z 913.8/ﾎｼ/

  ゾクゾクするけどワクワクする。ドキドキするけどウキウキする。これなあに？なんと正解者には、おば
け一年分がプレゼントされます。毎月どんなおばけがやってくるのでしょうか。      第8回小学館「おひさ
ま大賞」受賞

  幼児(0～5歳)      ☆おばけ

おばけドライブ

  スズキ　コージ／作      ビリケン出版      ２００３．８      Z 913.8/ｽｽﾞ/

  ある朝だんご坂下のたばこ屋で、おばけたからくじを買ったヘイザくん。なんと一等の車が当たります。
早速ガールフレンドと一緒にドライブに出かけるのですが・・・。いろいろなおばけが出てきて、不思議
なことがつぎつぎと起きます。

  小初      ☆おばけ　　ドライブ

かあちゃんかいじゅう

  内田　麟太郎／作      ひかりのくに      ２００３．５      Z 913.8/ｳﾁ/

  「かあちゃん かいじゅうの えいが つれてって。」 とせがむ息子のりゅうのすけ。ダメだと言う母。そ
こで、りゅうのすけはかいじゅうの格好をしておどかした。勝敗はどちらに!?

  幼児(0～5歳)      ☆かいじゅう　　おかあさん

かいじゅうたちのいるところ

  モーリス・センダック／さく      富山房      １９７５      Z 933.7/ｾﾝ/

  いたずらっこのマックスは、おおかみのぬいぐるみを着ておおあばれ。とうとうお母さんにおこられ寝室
にほうりこまれます。すると、寝室はいつの間にやら森になり、ボートに乗ってたどり着いたところ
は・・・・。      コールデコット賞（1964年）

  幼児(0～5歳)      ☆かいじゅう

幼児から
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かいぶつぞろぞろ  絵にみるたし算のいきもの    びじゅつのゆうえんち

  辻村　益朗／構成・文      福音館書店      ２００４．６      Z 720/ﾂｼﾞ/

  足やつばさが生えた魚や一本づのの馬。古い絵や本の中には、いろいろな動物を組み合わせた（たし算し
た）不思議ないきものがいっぱい。人間が想像力を豊かに生み出した「絵の中のたし算」が楽しめます。

  幼児(0～5歳)，小初      ☆かいじゅう

すみっこのおばけ      絵本・いつでもいっしょ １

  武田　美穂／作・絵      ポプラ社      ２０００．７      Z 913.8/ﾀｹ/

  ぼくのひみつは、つくえのしたにすんでいる「ちいさなおばけ」と友達ってこと。いつも心のどこかにい
て、いざというとき勇気をくれる。子どもの頃、こんなすみっこのおばけがいてくれたらいいのになぁ。
日本絵本賞（第6回），けんぶち絵本の里大賞（第11回）

  幼児(0～5歳)，小初      ☆おばけ

ちいさいモモちゃん    おばけとモモちゃん

  松谷　みよ子／文      講談社      ２００３．４      Z 913.8/ﾏﾂ/1

  モモちゃんは、女の子なのにおばけなんて怖くないのです。おばけが欲しくてしかたがありません。そこ
で、モモちゃんはおばけを買いにでかけます。はじめは、おもちゃやさん、次はどうぶつやさん
に・・・・。

  幼児(0～5歳)      ☆おばけ　　女の子

つよいのだれだ？      えほん・ハートランド １２

  森野　さかな／作・絵      岩崎書店      １９９６．６      Z 913.8/ﾓﾘ/

  つりをしていたピラニアちゃんの前にとつぜんあらわれた変なかいじゅう。「つよいのだれだ？つよいの
おしえろ！」と聞かれ、こわそうな人に次々と聞いてみるけどわからない。そこで、ママに聞いてみたら
…。ちょっとこわそうな絵とナンセンスな話がおもしろいお話です。

  幼児(0～5歳)，小初      ☆かいじゅう

パパーッ！      ポプラせかいの絵本 １１

  フィリップ・コランタン／作・絵      ポプラ社      ２００２．１０      Z 953.7/ｺﾗ/

  ある夜、男の子がベットで寝ようとすると、隣に何かの気配が・・・。振り向くと、なんとそこにはかい
じゅうの男の子が！大人には見えない子どもだけの不思議な世界があります。

  幼児(0～5歳)      ☆かいじゅう　　パパ

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      徳間書店      ２００４．８      Z 933.7/ｳｵ/

  昔、みんなが逃げ出すほど、みにくいかいぶつがすんでいた。みんなに嫌われて、さみしさのあまり、か
いぶつは石でうさぎを作って友だちにした。石のうさぎは動かないけれど、それでもかいぶつは幸せだっ
た…。みにくい外見の内にかくれた、優しく美しい心を描いた絵本です。

  幼児(0～5歳)，小初      ☆かいじゅう

まゆとりゅう      こどものとも絵本 やまんばのむすめまゆのおはなし

  富安　陽子／文      福音館書店      ２００８．２      Z 913.8/ﾄﾐ/

  やまんば母さんと娘のまゆが、龍の背中にのって春いちばんの雨をふらせます。さむい冬から春へと移り
変わる様子が、とてもダイナミックにに描かれていてます。

  幼児(3～5歳)，小初，小中      ☆かいじゅう　　りゅう
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めがねうさぎ      絵本のひろば ９

  せな　けいこ／作・絵      ポプラ社      １９７８      Z 913.8/ｾﾅ/

  近頃目が悪くなってきたうさこは、めがねを買いました。山でめがねをおとしてしまったうさこは、夜の
山にひとりでさがしにでかけました。そこにうさこをびっくりさせようとおばけが・・・

  幼児(0～5歳)      ☆おばけ　　うさぎ

めっきらもっきらどおんどん      こどものとも傑作集 ８５

  長谷川　摂子／作      福音館書店      １９９０．３      Z 913.8/ﾊｾ/
  かんたは、遊ぶ友達をさがしてお寺までやってきましたが誰もいません。しゃくだから大声をだしてめ
ちゃくちゃに歌を歌いました。
すると神木の根元の穴から奇妙な声・・・。穴をのぞきこむとひゅうっと穴にすいこまれてしまいまし
た。
  幼児(3～5歳)，小初      ☆おばけ

もりでいちばんつよいのは？      評論社の児童図書館・絵本の部屋

  ジュリア・ドナルドソン／ぶん      評論社      ２００１．２      Z 933.7/ﾄﾞﾅ/

  恐ろしいきばをはやし、オレンジ色の目と黒い舌を持つおそろしいかいぶつ「グラファロ」。「グラファ
ロ」はネズミが作り出したお話の中のかいぶつだったはず？？？本物に出会ってしまったネズミはどう
なってしまうのでしょうか。

  幼児(0～5歳)      ☆かいじゅう　　ねずみ

ゆうちゃんとめんどくさいサイ      こどものとも絵本

  西内　ミナミ／さく      福音館書店      ２００９．４      Z 913.8/ﾆｼ/

  何でも「めんどくさい!」と言う男の子のゆうちゃん。とうとうお母さんに家を追い出されてしまいます
が、ゆうちゃんはへいきの、へいざ。何にもしない“めんどくさいサイ”の子になりますが、サイにあれ
もこれもするなと言われて…。

  幼児(3～5歳)，小初      ☆かいじゅう　　トロル　　サイ

おばけとしょかん      児童図書館・絵本の部屋

  デイヴィッド・メリング／さく      評論社      ２００５．９      Z 933.7/ﾒﾘ/

  ある夜、ボーが魔女のお話を読んでいると・・・、とつぜん明かりが消えてあやしい影が! 本といっしょ
に空にとびだし、ついたところはおばけとしょかん！。おばけだって、本がだいすき！

  小初      ☆おばけ　　としょかん

お化け屋敷へようこそ

  川端　誠／作      ＢＬ出版      ２００８．７      Z 913.8/ｶﾜ/

  お化け屋敷といわれている大きな屋敷に、少年４人が探検に行きました。ところが、そこは・・・「う
わぁーっ、お化け屋敷だぁー」少年たちは、ころがるように屋敷を出て行きました。

  小初      ☆おばけ

ケーキやさんのゆうれい

  ジャクリーン・Ｋ．オグバン／さく      フレーベル館      ２００７．１２      Z 933.7/ｵｸﾞ/

  この国いちばんのケーキ屋さんだったコーラ・リー・メリウェザーのお店が売りにだされます。が、ゆう
れいとなったコーラ・リー・メリウェザーは新しいｹｰｷ屋さんがやってきても、次から次へとおいだしてし
まうのです。とびきりのケーキができたら店を譲るというのだけれど…。

  小初，小中      ☆おばけ　　ケーキ

小学生から
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さびしがりやのトッケビ

  ハン　ビョンホ／作・絵      平凡社      ２００６．８      Z 929.13/ﾊﾝ/

  むかしむかし、山奥に、シムシムというさびしがりやのトッケビがおりました。山奥には、いっしょにあ
そぶ友だちもいません。村に行けば、楽しいことがあるかもしれないと、山をおりていきますが…。

  小初，小中      ☆おばけ

せかい一わるいかいじゅう

  パット＝ハッチンス／さく      偕成社      １９９０．８      Z 933/ﾊﾂ/

  赤ちゃんかいじゅうビリーが生まれて、みんなはお姉さんのヘイゼルをちっともかまってくれません。せ
かい一わるい赤ちゃんかいじゅうビリーにヘイゼルは勝てるのでしょうか？

  小初      ☆かいじゅう

となりのせきのますだくん      えほんとなかよし １２

  武田　美穂／作・絵      ポプラ社      １９９１．１１      Z 913.8/ﾀｹ/

  あたし、きょうがっこうへいけないきがする。だって・・・。となりのせきにはこわいますだくん
が・・・。あなたのクラスにもこんな子いませんか？      講談社出版文化賞（第23回），けんぶち絵本の
里大賞（第2回），絵本にっぽん賞（第15回）

  小初      ☆かいじゅう

ドラゴンマシーン

  ヘレン・ウォード／作      ＢＬ出版      ２００４．３      Z 933.7/ｳｵ/

  ジョージは本物のドラゴンが飛ぶのを見ました。そして、その日からあちこちでドラゴンを見るようにな
ります。ジョージが食べ物をあげるとドラゴンたちはなついてしまい、いたずらをはじめます。困ってし
まったたジョージは彼らをドラゴンの楽園につれていこうとドラゴンマシーンを作ります。

  小初      ☆かいじゅう　　ドラゴン

パンプキン

  ケン・ロビンズ／写真＆文      ＢＬ出版      ２００７．１０      Z 933.7/ﾛﾋﾞ/

  パンプキンといえばハロウィーン。おばけランタンやハロウィーンでの様子など、パンプキンにまつわる
一年の様子をつづった美しい写真絵本です。

  小初      ☆おばけ　　パンプキン　　ハロウィーン

ほしになったりゅうのきば      日本傑作絵本シリーズ

  君島　久子／再話      福音館書店      １９７７      Z 388.22/ｷﾐ/

  南山と北海に住む巨大な竜の兄弟が、けんかして天が破れてしまいます。「サン(英雄)」と名づけられた
若者は、白姫の助けを得、人々の苦難を救いに出かけます。夜空の星の天の川にまつわる壮大な中国民話
です。

  小初，小中      ☆かいじゅう　　りゅう

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/
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