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※リストは書名五十音順で並んでいます。また令和４年６月末現在、埼玉県立久喜図書館で所蔵している資料です。 
※「●シリーズ」は、同じシリーズの他の本を「書名（出版年）」と表記しています。 

埼玉県のマスコット 

コバトン＆さいたまっち 

日本のおばけ大集合！ 

１ 日本のおばけ・ようかいについて 
書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 

お化け大図鑑 
クリエイティブ・ス

イート／編集・構成 
ＰＨＰ研究所 2011 388ｵﾊ 

河童よ、出てこい 武田正／文 福音館書店 1992 388ｶﾂ 

少年少女版日本妖怪図鑑                     
●シリーズ                          

少年少女版日本妖怪ばなし（1989） 

川端誠／絵                     

岩井宏実／文 
文化出版局 1987 38ﾆ 

隅田川の妖怪教室 
隅田川妖怪絵巻ＰＲＯ

ＪＥＣＴ／編 
講談社 2016 388ｽﾐ 

テングの生活図鑑 ヒサクニヒコ／文・絵 国土社 1995 38ﾃ 

日本の不思議伝説大図鑑 湯本豪一／監修 ＰＨＰ研究所 2013 388ﾆﾎ 

ゆうれいをみる方法 柳生弦一郎／さく 福音館書店 1990 14ﾕ 

妖怪がやってくる 佐々木高弘／著 岩波書店 2021 387ﾖｳ 

妖怪図鑑 
常光徹／文 飯野和

好／絵 
童心社 1994 Eﾖ 

妖怪の日本地図１～６                
※１北海道・東北 ２関東 ３中部（2012）                              

※４近畿 ５中国・四国 ６九州・沖縄（2013） 

千葉幹夫・粕谷亮美／

文 
大月書店 2012 388ﾖｳ 

４７都道府県！！妖怪めぐり日本一周                 

１～３ 
伊藤まさあき／絵 汐文社 2017 388ﾖﾝ 

 おばけやようかいっていると思う？見たことってある？でも、おばけやようかいが描かれている本は、たくさんあります。 

今回の展示では、日本のおばけが登場する絵本や物語を集めました。また、おばけやようかいの絵がたくさん描かれるように

なった、江戸時代の日本美術について書かれた本も紹介します。

埼玉県立久喜図書館 子ども図書室                     

久喜市下早見85-5 TEL:0480-21-2659 

資料展期間：令和4年7月1日（金）～9月21日（水） 

にほん だいしゅうごう 

 みんなのしらない                           

おばけのおはなし                  

はじまり、はじまり・・・ 
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書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 

いちにちおばけ 
ふくべあきひろ／作               

かわしまななえ／絵 
ＰＨＰ研究所 2012 Eｶﾜ144 

うさたろうのばけもの日記 せなけいこ／〔作〕 童心社 1995 Eｳ 

うしかたとやまうば 
瀬田貞二／再話                 

関野準一郎／画 
福音館書店 2016 Eｾｷ044 

うしかたと山んば 坪田譲治／文 村上豊／絵 ほるぷ出版 1986 Eｳ 

うみぼうず 岩崎京子／文 村上豊／画 教育画劇 2000 Eﾑﾗ017 

うみぼうず 杉山亮／作 軽部武宏／絵 ポプラ社 2011 Eｶﾙ001 

おじいさんと１０ぴきのおばけ                         
●シリーズ                                      

１０ぴきのおばけとおとこのこ（2003）                         

こいぬと１０ぴきのおばけ（2005）                        

１０ぴきのおばけのかいすいよく（2006）                  

１０ぴきのおばけのたんじょうび（2019）                    

１０ぴきのおばけとおおきなふね（2021）                              

１０ぴきのおばけとすすおばけ（2022） 

にしかわおさむ／作・絵 ひかりのくに 2002 Eﾆｼ017 

おっきょちゃんとかっぱ 
長谷川摂子／文                   

降矢なな／絵         
福音館書店 1997 Eﾌﾘ001 

おばけいしゃ                         
●シリーズ                          

くずかごおばけ（2017）                

ばけものづかい（2017）                      

はらぺこゆうれい（2017）                      

ゆうれいのたまご（2017） 

せなけいこ／作・絵 童心社 2017 Eｾﾅ001 

おばけかぞくのいちにち                        
●シリーズ                                    

おばけのおつかい（2008）                         

おばけのコックさん（2012）                             

おばけのたんけん（2014）             

おばけのえんそく（2014） 

西平あかね／作 福音館書店 2006 Eﾆｼ097 

おばけサーカス さのようこ／おはなし・絵 銀河社 1980 Eｵ 

おばけじま 長新太／〔作〕 あかね書房 1995 Eｵ 

おばけたんじょうかい 久保田喜正／作・絵 ポプラ社 1986 Eｵ 

おばけとモモちゃん 
松谷みよ子／文      

武田美穂／絵  
講談社 1995 Eｵ 

おばけなんかこわくない 長島克夫／作・絵 岩崎書店 1982 Eｵ 

おばけのいちにち 長新太／作 偕成社 1986 Eｵ 

おばけのうんどうかい              
あいはらひろゆき／作              

すずきまみ／え  
サニーサイド 2021 Eｽｽ149 

おばけのおはるさん 
すえよしあきこ／作                  

おかもとさつこ／え  
秋書房 1988 Eｵ 

おばけのくねりとおばけのねねり 三浦園子／作  福武書店 1992 Eｵ 

おばけのてんぷら せなけいこ／作・絵 ポプラ社 1976 Eｾﾅ001 

おばけのドジドジ 
安藤美紀夫／文                  

長谷川集平／絵  
草土文化 1981 Eｵ 

２ 日本のおばけ・ようかいが出てくる絵本 
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書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 

おばけのどろんどろん                         
●シリーズ                                 

おばけのどろんどろんとぴかぴかおばけ

（1981）                                    

おばけのどろんどろんのおかあさん（1986）                             

おばけのどろんどろんとぽこぽこぽこ

（1989） 

わかやまけん／作・絵 ポプラ社 1980 Eｵ 

おばけのどんぶら 
たかしよいち／作                

赤星亮衛／絵 
岩崎書店 1979 Eｵ 

おばけのひっこし 
さがらあつこ／文                 

沼野正子／絵 
福音館書店 1989 Eﾇﾏ002 

おばけのひゅ～どろ 
山脇恭／作                    

藤本四郎／絵   
ひさかたチャイルド 1993 Eｵ 

おばけのぶるぶる 
町田紀久子／作                   

津田櫓冬／絵  
銀河社 1974 Eｵ 

おばけのペロリン わたなべゆういち／作・絵 あかね書房 1984 Eｵ 

おばけのもり 金成泰三／作・絵 岩崎書店 1989 Eｵ 

おばけめぐり 
瀬川昌男／原作                 

スズキコージ／絵 
金の星社 2002 Eｽｽ006 

おばけやしきのなぞ 木村泰子／作・絵 講談社 1987 Eｵ 

お化けの夕涼み                      
●シリーズ                        

お化けの縁日（1988）                

お化けのお化け屋敷（1995）             

お化けの真夏日（2001）                    

お化けの海水浴（2002）                             

お化けの冬ごもり（2003）                         

お化け屋敷へようこそ（2008）                          

お化けのおもてなし（2017）                              

お化けの猛暑日（2021） 

川端誠／作 リブロポート 1984 

38ｵ                     
※『お化け

の縁日』

『お化けの

お化け屋

敷』はEｵ           

その他は               

Eｶﾜ016      

お化け電車 野村昇司／作 阿部公洋／絵 ぬぷん児童図書出版 1986 Eｵ 

かっぱ 杉山亮／作 軽部武宏／絵   ポプラ社 2011 Eｶﾙ001 

かっぱ 西本鶏介／文 高田勲／絵  佼成出版社 1995 Eｶ 

かっぱ・かぞえうた 瀬川康男／〔作〕 福音館書店 1996 Eｶ 

河童ガタロー 宮ゆり子／作 斎藤博之／絵  
西日本図書館コンサ

ルタント協会 
1980 Eｶ 

カッパがついてる 村上康成／作 ポプラ社 2006 Eﾑﾗ009 

かっぱくんつきへいく よしざきまさみ／文・絵 ポプラ社 1970 Eｶ 

かっぱちゃん 
やすいすえこ／作                 

梅田俊作／絵 
金の星社 1988 Eｶ 

カッパとあめだま 竹崎有斐／文 鈴木義治／絵 あかね書房 1984 Eｶ 

かっぱどっくり 
萩坂昇／文                 

村上豊／絵 
第一法規出版  ※

童心社（2000） 
1982 

Eｶ                      
※童心社版

はEﾑﾗ017 

かっぱとてんぐとかみなりどん かこさとし／作・画 童心社 1978 Eｶ 

かっぱとひょうたん 若林一郎／文 西山三郎／絵 ほるぷ出版 1986 Eｶ 

カッパと三日月 
佐藤さとる／作                  

斎藤博之／画 
あかね書房 1974 Eｶ 

かっぱのおんがえし 
あんどうみさお／文                  

はまだきよし／絵 
ほるぷ出版 1976 Eｶ 

カッパのサルマタ 住井すゑ／作 佐野洋子／作 河出書房新社 1983 Eｶ 

かっぱのすいか 三輪映子／作・絵 福武書店 1989 Eｶ 
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書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 

かっぱのすもう 小沢正／文 太田大八／画 教育画劇 2003 Eｵｵ008 

かっぱの伝説 
三好豊一郎／再話                

久米宏一／絵  
すばる書房 1989 Eｶ 

かっぱのはなし 
間所ひさこ／文                 

渡辺三郎／絵 
チャイルド本社 1993 Eｶ 

かっぱのむこどの 
水谷章三／文                   

赤坂三好／絵 
フレーベル館 1988 Eｶ 

きょうはすてきなおばけの日！ 武田美穂／作・絵 ポプラ社 1992 Eｷ 

ぐりとぐらのかいすいよく 
なかがわりえこ／作                 

やまわきゆりこ／絵  
福音館書店 1976 Eﾔﾏ014 

くわずにょうぼう 
稲田和子／再話                  

赤羽末吉／画 
福音館書店 1980 Eｱｶ001 

さらわれたりゅう 沼野正子／作・絵 福音館書店 1974 Eﾇﾏ002 

てんぐ 
杉山亮／作                    

加藤休ミ／絵  
ポプラ社 2018 Eｶﾄ073 

平太郎のおばけやしき 寮美千子／文  ロクリン社 2016 Eﾍｲ 

ぼくはへいたろう 
小沢正／文                   

宇野亜喜良／絵  
ビリケン出版 2002 Eｳﾉ003 

まゆとおに                             
●シリーズ                         

まゆとりゅう〈2008）                        

まゆとうりんこ（2013）                               

まゆとおおきなケーキ（2014）                      

まゆとかっぱ（2018） 

富安陽子／文                   

降矢なな／絵 
福音館書店 2004 Eﾌﾘ001 

めしくわぬにょうぼう 常光徹／文 飯野和好／絵  童心社 2018 Eｲｲ005 

やまんばのにしき 
まつたにみよこ／文                 

せがわやすお／絵 
ポプラ社 1967 Eﾔ 

妖怪の森 水木しげる／著 こぐま社 1995 Eﾖ 

３ 日本のおばけ・ようかいが出てくる物語 
書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 

足のないおばけ 川崎大治／〔ほか〕編 童心社 1976 913ﾆ 

おばけ・ゆうれい話 １年生               
●シリーズ                
２年生（2001）                      

３年生（2001） 

西本鶏介／編著 偕成社 2001 388ｵﾊ 

おばけがっこう ぞぞぞぐみ               
●シリーズ                       
なあーむーうらめしや（2003）                

ぞぞぞまちへいく（2005） 

戸田和代／作 岩崎書店 2003 913.6ﾄﾀ002 

オバケだって、カゼをひく！                 
●シリーズ                      

タヌキ御殿の大そうどう（2007）               

学校のオバケたいじ大作戦（2007）             

鬼灯先生がふたりいる！？（2008）               

オバケに夢を食べられる！？（2010）

SOS！七化山のオバケたち（2010）               

ぼくはオバケ医者の助手！（2011） 

富安陽子／作 ポプラ社 2006 913.6ﾄﾐ003 
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書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 

おばけとしょかん 斉藤洋／作 講談社 2019 913.6ｻｲ008 

おばけのポーちゃん１                    

おばけのどうぶつえん                                         
●シリーズ                                  

おばけかいぞく（2014）                            

おばけえんそく（2015）                     

がっこうのおばけ（2016）                    

おばけのなつやすみ（2016）                  

おばけのたんけん（2017）                     

きもだめしキャンプ（2018）                        

おばけのおばけやしき（2018）                         

きょうふ！おばけまつり（2019）                            

こわいぞ！おばけりょこう（2020）                         

なぞのおばけめいろ（2021）                            

ぶきみ！ドクローランド（2021） 

吉田 純子／作 あかね書房 2014 913.6ﾖｼ145 

オバケの長七郎 ななもりさちこ／作 福音館書店 2012 913.6ﾅﾅ007 

おばけはどこにいる？ 北川幸比古／作 童心社 1989 14ｵ 

おばけをとりにいこうよ 
よこやままさお／さ

く 
草炎社 2006 913.6ﾖｺ013 

おばけ長屋 斉藤洋／文 あかね書房 2005 913.6ｻｲ008 

怪談牡丹灯籠                      
●シリーズ                         
東海道四谷怪談（2016） 

金原瑞人／著 岩崎書店 2014 913.7ｶﾈ032 

がっこうかっぱのおひっこし 山本 悦子／作 童心社 2019 913.6ﾔﾏ213 

かどんぼっこ さとうさとる／作 偕成社 1977 ｻ 

カラスてんぐのジェットくん 富安 陽子／作 理論社 2019 913.6ﾄﾐ003 

河童（がわっぱ）                       
●シリーズ                             

天狗（2007） 

たかしよいち／作 ポプラ社 2006 913.6ﾀｶ006 

怖いぞ！古典怪談傑作選 川村たかし／監修 教育画劇 2007 388ｺﾜ 

紳士とオバケ氏 たかどのほうこ／作 フレーベル館 2001 913.6ﾀｶ024 

親切なおばけ 若竹七海／作 光文社 2021 913.6ﾜｶ010 

水仙月の四日 宮沢賢治／作 創風社 1997 913.6ﾐﾔ003 

すいせん月の四日 宮沢賢治／作 岩崎書店 2005 913.6ﾐﾔ003 

スギナ屋敷のオバケさん              

オバケ屋敷にお引越し                 
●シリーズ                

オバケとキツネの術くらべ（2017） 

富安陽子／作 ひさかたチャイルド 2016 913.6ﾄﾐ003 

天狗ノオト 田中彩子／作 理論社 2013 913.6ﾀﾅ113 

ドキッとこわいおばけの話 木暮正夫／文 岩崎書店 2000 913.6ｺｸ001 

とどろケ淵のメッケ 富安陽子／作 佼成出版社 2010 913.6ﾄﾐ003 

ドングリ山のやまんばあさん 富安陽子／作 理論社 2002 913.6ﾄﾐ003 

菜の子ちゃんとカッパ石 富安陽子／作 福音館書店 2016 913.6ﾄﾐ003 
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書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 

２１世紀によむ日本の古典 東海道四谷怪談 田口章子／著               ポプラ社 2002 918ﾆｼ 

走れ！飛べ！小てんぐ三郎 広瀬寿子／作 あかね書房 2001 913.6ﾋﾛ013 

ホオズキくんのオバケ事件簿１                    

オバケが見える転校生！                          
●シリーズ                          

オバケはあの子の中にいる！（2019）                      

４年１組のオバケ探偵団（2020） 

富安 陽子／作 ポプラ社 2018 913.6ﾄﾐ003 

本朝奇談（にほんふしぎばなし）天狗童子 佐藤さとる／著 あかね書房 2006 913.6ｻﾄ005 

ほんとうはおもしろいぞ歌舞伎東海道四谷怪談 沼野正子／文・絵 汐文社 2007 912ﾇﾏ002 

ムジナ探偵局                            
●シリーズ                           

ムジナ探偵局なぞの挑戦状（2000）                     

ムジナ探偵局闇に消えた男（2001）                      

ムジナ探知局満月池の秘密（2002）                     

ムジナ探偵局本日休業（2004）                            

ムジナ探偵局名探偵登場！（2007）                    

ムジナ探偵局榎稲荷の幽霊（2007）                   

ムジナ探偵局完璧な双子（2008）                    

ムジナ探偵局学校の七不思議（2012）     

ムジナ探偵局火の玉合戦（2014） 

富安陽子／作 童心社 1999 913.6ﾄﾐ003 

森おばけ 中川李枝子／作 福音館書店 1978 ﾅ 

やまんば山のモッコたち 富安陽子／作 福音館書店 2000 913.6ﾄﾐ003 

ゆうれいレンタル株式会社 山田陽美／作 岩崎書店 2004 913.6ﾔﾏ231 

幽霊のはなし 今野円輔／著 ポプラ社 1972 14ﾕ 

幽霊屋敷貸します 富安陽子／作 新日本出版社 2001 913.6ﾄﾐ003 

妖怪コンビニで、バイトはじめました。 令丈ヒロ子／著 あすなろ書房 2021 913.6ﾚｲ001 

妖怪一家九十九さん                            
●シリーズ                                     

妖怪一家の夏祭り（2013）                          

ひそひそ森の妖怪（2014）                      

妖怪きょうだい学校へ行く（2015）                     

妖怪用心火の用心（2016）                         

遊園地の妖怪一家（2016）                     

妖怪一家のハロウィン（2017）           

妖怪一家の温泉ツアー（2018）                 

妖怪一家のウェディング大作戦（2019）妖怪た

ちと秘密基地（2020）                                

妖怪一家の時間旅行（2021） 

富安陽子／作 理論社 2012 913.6ﾄﾐ003 

浪曲・怪談 瀧口 雅仁／編著 丸善出版 2019 772ｼﾂ 
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書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 

ジュニア版もっと知りたい世界の美術                   

１北斎と広重                        
●シリーズ                                     

３若冲と応挙（2020）                             

６宗達と光琳（2020）                         

８国佳と仙厓（2021） 

  東京美術 2019 708ｼﾕ 

はじめての浮世絵                     

１ 浮世絵って何？どうやってつくるの？                              
●シリーズ                               

２ 人気絵師の名作を見よう！知ろう！                        

３ いろんな浮世絵を楽しもう！ 

深光富士男／著 河出書房新社 2017 721ﾊｼ 

ふしぎ？びっくり！ニッポン美術たんけん 子

どものための日本美術「超」入門                  

第１巻自由にはじけた！こころとかたち                         
●シリーズ                                        

第２巻ニッポン様式、大行進！（2014）                            

第３巻美人・妖怪、なんでもござれ！（2014） 

辻惟雄／監修 日本図書センター 2014 702ﾌｼ 

まんが日本美術史                          

第2巻鎌倉→江戸時代の美術                                 
●シリーズ                          

第1巻原始→平安時代の美術（1996）                    

第3巻明治→現代の美術（1996） 

  美術出版社 1996 70ﾏ 

わたしたちの日本美術 ６江戸時代の美術                   
●シリーズ                             

１日本美術のはじまり（1992）                   

２飛鳥・奈良時代の美術（1992）                  

３平安時代の美術（1992）                      

４鎌倉時代の美術（1992）                  

５室町・桃山時代の美術（1992）                   

７近代の美術（1992） 

  学習研究社 1992 72ﾜ 

感じて見よう！はじめてであう日本美術                

１かっこいい、いさましい編                                     
●シリーズ                                  

２ きれい、かわいい編（2017）                                        

３ こわい、あやしい編（2017） 

佐野みどり／監修 教育画劇 2017 702ｶﾝ 

教科書に出てくる日本の画家 １近世の画家 
●シリーズ                             

２日本画家（2013）                       

３洋画家（2013） 

伊野孝行／イラスト 汐文社 2012 720ｷﾖ 

橋本麻里の美術でたどる日本の歴史                   

古代 縄文・弥生・古墳・飛鳥・奈良・平安                       
●シリーズ                                      
中世 鎌倉・南北朝・室町・安土桃山（2016）                   

近世・近代 江戸・明治・大正・昭和（2016） 

橋本麻里／編著 汐文社 2015 210ﾊｼ 

広重の絵本                            
●シリーズ                            

北斎の絵本（2019） 

結城昌子／構成・文 小学館 2019 
721ﾋﾛ                 
※『北斎の絵

本』は721ﾎｸ 

伝統の美がひかる！江戸時代の天才絵師 

〔１〕 葛飾北斎                               
●シリーズ                                

〔２〕 歌川広重（2022）                           

〔３〕 俵屋宗達（2022）                           

〔４〕 尾形光琳（2022）                                  

〔５〕 伊藤若冲（2022） 

山下裕二／監修 ほるぷ出版 2021 721ﾃﾝ 

妖怪八百八町 安川眞慈／著 木耳社 2007 721ﾖｳ 

４ 日本美術について 
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書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 

学芸員になるには 横山 佐紀／著 ぺりかん社 2019 069ｶｸ 

博物館のひみつ                             

保管・展示方法から学芸員の仕事まで  
斎藤靖二／監修 ＰＨＰ研究所 2016 069ﾊｸ 

博物館へ行こう 木下史青／著 岩波書店 2007 069ﾊｸ 

見たい！知りたい！博物館はうら側もすごい！ 斎藤靖二／監修 ＷＡＶＥ出版 2020 069ﾐﾀ 

美術館へ行こう 草薙奈津子／著 岩波書店 2013 706ﾋｼ 

美術館・博物館で働く人たち 鈴木一彦／著 ぺりかん社 2011 706ﾋｼ 

美術館って、おもしろい！ モラヴィア美術館／著 河出書房新社 2020 706ﾋｼ 

美術館ってどんなところ？ 
フロランス・デュカ

トー／文 

西村書店東京出版

編集部 
2013 706ﾋｼ 

美術館にもぐりこめ！ さがらあつこ／文 福音館書店 2013 706ﾋｼ 

美術館のひみつ 草薙奈津子／監修 ＰＨＰ研究所 2017 706ﾋｼ 

５ 博物館・美術館について 

書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 

いわつき郷土文庫第2集 岩槻の伝説 岩槻市教育委員会／編 岩槻市教育委員会 2002 388ｲﾜ 

絵で語る埼玉の民話 
埼玉県立歴史と民俗の博

物館／編 

埼玉県立歴史と民

俗の博物館 
2013 388ｴﾃ 

川越の民話と伝説 新井博／著 有峰書店新社 1990 J388.13ｶ 

県別民話シリーズⅢ                           

ふるさと埼玉県の民話と伝説 
韮塚一三郎／著  千秋社 1982 ﾆ 

児玉の民話と伝説                          
●シリーズ                         
上巻（1984）、中巻（1986） 

田島三郎／著 児玉町民話研究会 1986 
ﾀ               
※『中巻』

は388ｺﾀ 

こどものための寄居町民話集 よりい民話研究会／再話 よりい民話研究会 2011 388ｺﾄ 

埼玉のむかしばなし                        
●シリーズ                             

第二集（1994） 

小沢重雄／文 さきたま出版会 1988 38ｻ 

埼玉の伝説とむかし話 
埼玉県郷土の民話研究

会／編著 
光文書院 1982 38ｻ 

企画展 さいたまの妖怪                       

－絵で見る怖い話・不思議な話－ 
さいたま文学館／編 さいたま文学館 2017 J388ｻｲ 

全国昔話資料集成 20武蔵川越昔話集 鈴木棠三／編 岩崎美術社 1985 J388.1ｾﾞ 

秩父の伝説 
秩父の伝説編集委員会／

編 
秩父市教育委員会 2007 388ﾁﾁ 

秩父の民話 市川栄一／文 さきたま出版会 2007 388ﾁﾁ 

日本の伝説18 埼玉の伝説 
早船ちよ／著                  

諸田森二／著 
角川書店 1977 J388.1ﾆ 

読みがたり 埼玉のむかし話 
埼玉県国語教育研究会／

編 
日本標準 2005 388ﾖﾐ 

武蔵野の民話と伝説 上                       
●シリーズ                          

中（1975）                             

下（1976） 

原田重久／著 有峰書店 1974 
J388.1     

H32 

６ 埼玉のお化け・妖怪（昔話・伝説） 


