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山形県立図書館
2013.7　No.22

　　　「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。

「妖怪の絵本」
　　雪女、一つ目小僧、河童…日本にはたくさんの妖怪が
　います。さまざまな妖怪が登場す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（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。

　　　幼児から

あたしゆきおんな　（絵本・こどものひろば）　　
富安 陽子／文　　童心社　　2012.11   Z913.8/ﾄﾐ/

　北風が雪とダンスを踊る夜、ひとりのゆきおんなが生まれる。冷たいひとみは青く輝き、彼女の
歌声はあらゆるものを凍らせてしまう。ある夜、若いきこりを見つけたゆきおんなは…。ゆきおん
なの恐ろしさ、はかなさを描いた絵本。

対象： 幼児(3～5歳) 　　☆雪女　雪　

うみぼうず（杉山亮のおばけ話絵本）
杉山 亮／作　　ポプラ社　　2011.2　 Z913.8/ｽｷﾞ/

　不漁のため、禁断の領域に船を出した男の子とおじいさん。漁を終え、急いで浜に戻る途中で出
会ったのは…。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) 　　☆うみぼうず　漁　おじいさん

エノカッパくん　
スズキ コージ／作 絵　　教育画劇　　2004.7　　Z913.8/ｽｽﾞ/

　人魚のスーパンちゃんをモデルに河童のエノくんが絵を描きはじめました。絵を見た動物たちが
意見を言うのですが…。しかけがある図書，厚紙絵本

対象：  幼児(0～5歳)，小初 　　☆河童　人魚　絵描き　動物

おたすけてんぐ　
長谷川 義史／作 絵　　教育画劇　　2004.7　　Z913.8/ﾊｾ/

　おたすけてんぐは、天狗の力でこどもたちのお願い事を叶えてくれます。最後はえりちゃんから
手紙がきたのですが…。しかけがある図書，厚紙絵本

対象：  幼児(0～5歳)，小初 　　☆天狗　

https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1002000186466
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001001006783
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000445881
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000445977
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がたごとがたごと　（絵本・こどものひろば）
内田 麟太郎／文　　童心社　　1999.4　　　Z913.8/ｳﾁ/　

　お客がのります。ぞろぞろ、ぞろぞろ。がたごと、がたごと列車にゆられ、野をこえ、山をこ
え、ずんずん行ったおくやま駅。ぞろぞろ、ぞろぞろ。降りてきたお客は…。ふしぎな列車のおは
なしでござる。

対象： 幼児(0～5歳)，小初 　　☆列車　お客さん　人　動物　妖怪

かっぱ（杉山亮のおばけ話絵本）
杉山 亮／作　　ポプラ社　　2011.10　　Z913.8/ｽｷﾞ/　　　

　沼で釣りをして帰ってきた父親は、濡れた着物のままきゅうりをむしゃむしゃ。女の子が父親の
異変に気づいたそのとき…。水辺で悪さをした人を水の中にひきずりこむ、こわいかっぱのおはな
し。

対象： 幼児(3～5歳)    ☆河童　おとうさん

かっぱのかっぺいとおおきなきゅうり
田中 友佳子／作・絵　　徳間書店　　2006.6　　Z913.8/ﾀﾅ/

　日照り続きで食べ物がなくなり、お腹をすかせた河童のかっぺい。大きなきゅうりを運ぶ不思議
なおじいさんを見て、急いで後を追いかけますが…。はたして、かっぺいは無事にきゅうりを食べ
られるのでしょうか?

対象：  幼児(3～5歳)　　☆河童　きゅうり

きつねのばけものでら
斎藤 隆夫／作　　教育画劇　　2004.6　　Z913.8/ｻｲ/

　昼寝をしていたキツネを山伏がほら貝をブワーンと吹いて脅かしました。キツネが逃げて行った
後、山寺で山伏がお経をあげていると…。しかけがある図書，厚紙絵本

対象： 幼児(0～5歳)，小初 　　☆山伏　キツネ　ばけもの　ゆうれい　　

こんやはなんのぎょうれつ?　（絵本・いつでもいっしょ）
オームラ トモコ／作　　ポプラ社　　2012.6　　Z913.8/ｵﾑ/

　天狗、のっぺらぼう、ミイラ男、ドラキュラ、魔女…。日本の妖怪、外国の妖怪、小さい妖怪、
大きい妖怪が大行列。その先には何があるのでしょうか? パノラマページを開くと行列の理由がわ
かります。

対象： 幼児(0～5歳) 　　☆妖怪　行列　　

てんぐのきのかくれが
青山 邦彦／作 絵　　教育画劇　　2010.5　　Z913.8/ｱｵ/

　裏山で隠れ家を作っていたしゅんくんの前に、なんと天狗が現れた! 1人でのびのび遊べる場所
がほしいという、しゅんくんのために、天狗は妖怪たちを集めて、巨大な隠れ家を建てることに!

対象： 幼児(0～5歳) 　　☆天狗　ツリーハウス

ばけものつかい　（落語絵本）
川端 誠／[作]　　クレヨンハウス　　2003.4　　Z913.8/ｶﾜ/

　大店のご隠居さんが、おばけ屋敷とうわさのあるお屋敷に引越してきました。奉公人の久蔵さん
は、それに怯えてしまいやめてしまいました。困ったご隠居さんは…。

利用対象： 幼児(0～5歳) 　　☆おばけ屋敷　一つ目小僧　ろくろ首　大入道　タヌキ

のっぺらぼう　（杉山亮のおばけ話絵本）
杉山 亮／作　　ポプラ社　　2010.7　　Z913.8/ｽｷﾞ/

https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000357085
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1002000070476
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000552543
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000445884
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1002000142586
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000939337
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000295506
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000951471
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　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。　日本絵本賞（第16回）

対象：幼児(3～5歳) 　　☆のっぺらぼう　おつかい　おかあさん　

ひとりぼっちのだいだらぼっち
沢田 としき／作 絵　　教育画劇　　2004.7　　Z913.8/ｻﾜ/

　こども達が遊んでいると、寂しがりやな妖怪たちが次々やってきて一緒に遊びだしました。けれ
ども、だいだらぼっちは大きすぎてなかなか輪に入れなくて…。　しかけがある図書，厚紙絵本

対象：幼児(0～5歳)，小初 　　☆だいだらぼっち　鬼　天狗　川姫

まよなかのほいくえん　（えほんをいっしょに。）
いとう みく／作　　WAVE出版　　2013.5　　Z913.8/ｲﾄ/

　保育園でのお泊り会の夜、こわい話を聞いて眠れないこうたは、勇気を出してひとりでトイレに
行く途中、妖怪たちに出会ってしまいます。「寝ている子には何もしない」という先生の話を思い
出し、眠っているふりをしましたが…。

対象： 幼児(0～5歳) 　　☆保育園　おとまり会　妖怪

ようかいアニミちゃん
荒井 良二／作 絵　　教育画劇　　2004.7　　YZ913.8/ｱﾗ/

　子犬のブルブルがいなくなったので、アミニちゃんは探しに出かけました。妖怪達に聞いて歩く
のですがブルブルは見つからなくて…。　しかけがある図書，厚紙絵本

対象：幼児(0～5歳)，小初 　　☆妖怪　子犬

妖怪温泉
広瀬 克也／作　　絵本館　　2012.7　　Z913.8/ﾋﾛ/

　温泉旅館にやって来た男の子。お父さんが待つ「しのびの湯」に行くはずが、まちがって妖怪温
泉へ。そこには「若返りの湯」「雪女風呂」など、不思議な温泉がたくさんあって…。

対象： 幼児(0～5歳)　　 ☆妖怪　温泉

妖怪食堂
広瀬 克也／作　　絵本館　　2013.5　　Z913.8/ﾋﾛ/　　

　「しのび食堂」本日開店。次から次に注文が入って、お父さんはドロンドロンと料理を作りま
す。百目だまやき、ばけニャーシューメンなど、他の店では食べられないものばかり!

対象： 幼児(0～5歳) 　　☆妖怪　料理　おとうさん

りゅうのおくりもの
宇野 亜喜良／作・絵　　教育画劇　　2004.7　　Z913.8/ｳﾉ/

　侍の子のしろうは怖いもの知らずで、妖怪が出るとうわさのある沖に一人で船を漕いでいきまし
た。すると…。しかけがある図書，厚紙絵本

対象：幼児(0～5歳)，小初 　　☆大入道　大海亀　骸骨　人魚　竜神　天女　海

わがはいはのっぺらぼう　（絵本・こどものひろば）
富安 陽子／文　　童心社　　　2011.10　　Z913.8/ﾄﾐ/

　わがはいはのっぺらぼう。朝起きたらまず、特製ヘチマ水で顔を洗う。顔のお手入れが終わった
ら、次はメイク。さーて、今日はとびきりのべっぴんさんに化けるとするか。お気楽ゆかいなおば
け、のっぺらぼうの1日を描いた絵本。

対象： 幼児(3～5歳) 　　☆のっぺらぼう　化粧　一つ目小僧

https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000445978
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1002000238831
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000445979
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1002000151622
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1002000242636
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000445882
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1002000070307
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　　　　小学生から

いちがんこく　（落語絵本）
川端 誠／[作]　　クレヨンハウス　　2004.1　　Z913.8/ｶﾜ/

　一つ目小娘をテレビに出そうとおっかけていた男は、逆に村人たちにおっかけられ、つかまって
ふんじばられ奉行所につきだされてしまいました。お白洲に座らされた男が顔を上げると…。落語
絵本シリーズの8作目。

利用対象： 小初，小中 　　☆落語　テレビ　一つ目小娘

お化けの海水浴
川端 誠／作　　BL出版　　2002.7　　Z913.8/ｶﾜ/

　お化け屋敷の面々が、今年も海にやってきました。ここは、お化けだけの浜辺です。もし人間が
迷い込んだら、恐ろしい目にあうのです…。ろくろっ首や砂かけばばあ、一つ目小僧などはどんな
ふうに海水浴を楽しむのでしょう?

利用対象： 小初 　　☆妖怪　海　

河童　（妖怪伝）
たかし よいち／作　　ポプラ社　　2006.12　　Z913.8/ﾀｶ/

　九千坊が、999匹の河童とともに万人力の屁をひると、天狗は負けじと千畳敷の大うちわで風
をおこす。戦いは、30日におよび-。天に地に、妖怪たちが大活躍。壮大なスケールで描く、たか
しよいちの妖怪物語。

利用対象： 小上 　　☆河童　羽黒山　海　阿蘇山

ぞくぞくぞぞぞ　（きゅーはくの絵本）
狩野 宗信／画、九州国立博物館／企画・原案　　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。

利用対象： 小上 　　☆化物絵巻　妖怪　音

天狗　（妖怪伝）
たかし よいち／作　　ポプラ社　　2007.7　　Z913.8/ﾀｶ/

　黒沼からあらわれた妖怪「手長の目」は、食物を襲い人を襲って、近隣の民を恐怖におとしいれ
た。大天狗はおおぜいの天狗どもをしたがえ、戦いをいどむが…。

利用対象： 小上 　　☆天狗　化物　武蔵国　鳴滝　赤鬼　信濃国　なまけ者

めっきらもっきらどおんどん
長谷川 摂子／作　　福音館書店　　1990.3　　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…。

利用対象： 幼児(3～5歳)，小初 　　☆化物

山んばあさんとむじな
いとう じゅんいち／作・絵　　徳間書店　　1996.10　　Z913.8/ｲﾄ/

　村いちばんの年よりの山んばあさんはいつも言ってる。裏山で暗くなるまで遊んでいるとむじな
がでるぞ。けれどいたずら4人組は知らん顔。ところがある日のこと。暗くなると、どこからとも
なく変な笑い声が聞こえてきて…。

利用対象： 幼児(0～5歳)，小初 　　☆むじな　いたずら

https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000432918
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000403939
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000601800
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000625773
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000653506
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000359790
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000303137
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ゆきおんな　（むかしむかし絵本）
まつたに　みよこ／ぶん　　ポプラ社　　1969.4　　Z913.8/ﾏﾂ/

　吹雪の夜にみのきちは、ゆきおんなと出会いました。ゆきおんなと約束をしたみのきちは命が助
かり、山をおりたのですが…。

利用対象： 幼児(0～5歳) 　　☆雪女　猟師　雪　山

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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