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1 あたしもすっごい魔女になるんだ!
ミッシェル　ヴァン　ゼブラン
∥作

小峰書店 2004 ｴﾎﾝ/ﾊﾞ     
児童室
集密書庫

1200411948
1200389078

2 アルバートの感謝祭 レスリー　トライオン∥作 BL出版 1997 ｴﾎﾝ/ﾄ      児童室 1200503256

3 アンジェリーナのハロウィーン
キャサリン　ホラバード∥文
ヘレン　クレイグ∥絵

講談社 2007 ｴﾎﾝ/ﾎ        児童室 1200633509

4 いたずらジャック 犬飼 さやか∥著 新風舎 2006 ｴﾎﾝ/ｲ       
児童室
集密書庫

1200801577
1200593976

5
おさるのジョージハロウィーン・パー
ティーにいく

M.レイ∥原作
H.A.レイ∥原作

岩波書店 2003 ｴﾎﾝ/ﾚ       児童書庫
1200357141
1200134995

6 おじいさんと10ぴきのおばけ にしかわ おさむ∥作 絵 ひかりのくに 2002 ｴﾎﾝ/ﾆ     
児童室
集密書庫

1200524799
1200125266

7 おしいれおばけ マーサ＝メイヤー∥さく 偕成社 1987 ｴﾎﾝ/ﾃｲ2229  
児童室
集密書庫

1200316113
1200033387

8 おつきみおばけ せな けいこ∥作　絵 ポプラ社 2015 ｴﾎﾝ/ｾ 児童室 1200728523

9 おばけのたんけん 西平 あかね∥さく 福音館書店 2014 ｴﾎﾝ/ﾆ 児童室 1200717385

10 おばけとこどものおうさま にしかわ おさむ∥さく　え PHP研究所 2005 ｴﾎﾝ/ﾆ    
児童室
集密書庫

1200525481
1200531877

11 おばけとモモちゃん
松谷 みよ子∥文
武田 美穂∥絵

講談社 1995 ｴﾎﾝ/ﾏ/4       児童室 1200114021

12 おばけのおもちゃばこ ジャック　デュケノワ∥さく ほるぷ出版 2009 ｴﾎﾝ/ﾃﾞ       児童室 1200676425

13 おばけの飼いかた育てかた
ジェラルド　ホークスリー
∥作　絵

文渓堂 1998 ｴﾎﾝ/ﾎ    児童室 1200508016

14 おばけのバーバパパ
アネット=チゾン∥さく
タラス=テイラー∥さく

偕成社 1991 ｴﾎﾝ/ﾁ    児童室 1200830204

15 おばけのめをみておとうとうさぎ!
ヨンナ　ビョルンシェーナ∥
作

クレヨンハウス 2008 ｴﾎﾝ/ﾋﾞ     児童室 1200660957

16 オバケやかたのひみつ 大島 妙子∥作　絵 偕成社 2001 ｴﾎﾝ/ｵ
児童室
集密書庫

1200307518
1200273934

17 おばけやしきなんてこわくない
ローリー　フリードマン∥文
テレサ　マーフィン∥絵

国土社 2008 ｴﾎﾝ/ﾌ     児童室 1200660734

18 カプチーヌ
タンギー　グレバン∥作
カンタン　グレバン∥絵

小峰書店 2003 ｴﾎﾝ/ｸﾞ    児童室 1200358271

19 きょうはハロウィン 平山 暉彦∥さく 福音館書店 2016 ｴﾎﾝ/ﾋ 児童室 1200737144

20 こわがりおばけのブー
ビルヒッテ　ミンネ∥さく
リスケ　レッメンス∥え

フレーベル館 2000 ｴﾎﾝ/ﾐ   集密書庫 1200259024

21 こんや、妖怪がやってくる
君島 久子∥文
小野 かおる∥絵

岩波書店 2014 ｴﾎﾝ/ｷ  児童室 1200718276

22 10ぴきのおばけのかいすいよく にしかわ おさむ∥作　絵 ひかりのくに 2006 ｴﾎﾝ/ﾆ  
児童室
集密書庫

1200529210
1200586988

23 しつれいですが、魔女さんですか
エミリー　ホーン∥作
パヴィル　パヴラック∥絵

小峰書店 2003 ｴﾎﾝ/ﾎ        
児童室
集密書庫

1200358602
1200134847

ブックリスト　「おばけ まじょ だいしゅうごう」の本・えほん

※２０１７年９月現在　書名５０音順
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24 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

セーラー出版 2004 ｴﾎﾝ/ｶ       
児童室
集密書庫

1200411781
1200390100

25 じゅうにんのちいさなミイラっこ
フィリップ　イエーツ∥文
G.ブライアン　カラス∥絵

ソニー・マガジン
ズ

2004 ｴﾎﾝ/ｲ        
児童室
集密書庫

1200411724
1200379749

26 新魔女図鑑
角野 栄子∥著
下田 智美∥絵

ブロンズ新社 2000 J 147/ｶﾄﾞ 児童室 1200258976

27 スパイダー屋敷の晩餐会
メアリー　ハウイット∥文
トニー　ディテルリッジ∥絵

文溪堂 2008 ｴﾎﾝ/ﾊ 児童室 1200649513

28 ゼルダのママはすごい魔女
ミッシェル　ヴァン　ゼブラン
∥作

小峰書店 2004 ｴﾎﾝ/ﾊﾞ    児童室 1200389086

29 小さな小さな魔女ピッキ
トーン　テレヘン∥文
マリット　テルンクヴィスト
∥絵

徳間書店 2006 ｴﾎﾝ/ﾃ  
児童室
集密書庫

1200604971
1200604138

30 小さな魔女のカプチーヌ
タンギー　グレバン∥作
カンタン　グレバン∥絵

小峰書店 2003 ｴﾎﾝ/ｸﾞ       児童室 1200358289

31 ちいさな魔女リトラ 広野 多珂子∥作　絵 福音館書店 2001 ｴﾎﾝ/ﾋ 児童室 1200271698

32 ちびっこおばけウィッキー Yokococo∥さく　え 理論社 2008 ｴﾎﾝ/ﾖ 児童室 1200661435

33 つんつくせんせいとまほうのじゅうたん たかどの ほうこ∥さく　え フレーベル館 2013 ｴﾎﾝ/ﾀ  児童室 1200713624

34 ティーピーとふしぎなおしろ 西巻 かな∥[作] 学研 2007 ｴﾎﾝ/ﾆ 児童室 1200636809

35 ドラキュラーってこわいの? せな けいこ∥作 小峰書店 2008 ｴﾎﾝ/ｾ    児童室 1200659124

36 とんがりぼうしのクロチルダ エヴァ　モンタナーリ∥作 光村教育図書 2008 ｴﾎﾝ/ﾓ     児童室 1200648739

37 なかよしおばけとちびちびおばけ ジャック　デュケノワ∥さく ほるぷ出版 2003 ｴﾎﾝ/ﾃﾞ    
児童室
集密書庫

1200343505
1200133062

38 なかよしおばけのゆかいなけっこんしき ジャック　デュケノワ∥さく ほるぷ出版 2003 ｴﾎﾝ/ﾃﾞ     
児童室
集密書庫

1200346078
1200131850

39 なぞなぞあいうえおばけはなあに?
巻 左千夫∥作
わらべ きみか∥絵

ポプラ社 2006 ｴﾎﾝ/ﾏ 集密書庫 1200588091

40 にこにこかぼちゃ 安野　光雅∥作 童話屋 1988 ｴﾎﾝ/ﾃｲ2419 集密書庫 1200107074

41 ノックがとんとん にしかわ　おさむ∥さく　え ＰＨＰ研究所 1988 ｴﾎﾝ/ﾃｲ2309    集密書庫 1200033577

42 パーティーがはじまるよ
北川 チハル∥さく
ひだ きょうこ∥え

岩崎書店 2005 ｴﾎﾝ/ｷ     
児童室
集密書庫

1200148250
1200422572

43 バケミちゃん おくはら ゆめ∥作 講談社 2010 ｴﾎﾝ/ｵ     児童室 1200688842

44 はしれ!カボチャ
エバ　メフト∥文
アンドレ　レトリア∥絵

小学館 2008 ｴﾎﾝ/ﾒ        児童室 1200662391

45 はたけしごとにとりかかろう
ジョーン　ホルブ∥ぶん
ヒロエ　ナカタ∥え

評論社 2006 ｴﾎﾝ/ﾎ       
児童室
集密書庫

1200806626
1200575973

46 パパ、おばけがいるよ。
ヒド　ファン　ヘネヒテン
∥さく　え

フレーベル館 2010 ｴﾎﾝ/ﾍ    児童室 1200687083

47 ハロウィーンのおばけ屋敷
エリカ　シルバーマン∥文
ジョン　エイジー∥絵

セーラー出版 1999 ｴﾎﾝ/ｼ       児童室 1200250452

48 ハロウィーンの星めぐり
デ　ラ　メア∥詩
カロリーナ　ラベイ∥絵

岩崎書店 2015 ｴﾎﾝ/ﾃﾞ      児童室 1200729398

49 ハロウィーンのまじょティリー ドン　フリーマン∥作 BL出版 2008 J 933/ﾌﾘ    児童室 1200662458

50
ハロウィーンのまじょティリー うちゅうへ
いく

ドン　フリーマン∥作 BL出版 2012 J 933/ﾌﾘ     児童室 1200706511
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51 ハロウィンドキドキおばけの日!
ますだ ゆうこ∥作
たちもと みちこ∥絵

文溪堂 2008 ｴﾎﾝ/ﾏ       児童室 1200662383

52 パンプキン ケン　ロビンズ∥写真&文 BL出版 2007 ｴﾎﾝ/ﾛ 児童室 1200635983

53
ビジュアル博物館 第70巻
魔女と魔術

ダグラス　ヒル∥著
アレックス　ウィルソン∥写真

同朋舎 1998 J 147/ﾏｼﾞ    児童室 1200508032

54 ヘスターとまじょ バイロン　バートン∥作 絵 佑学社 1991 ｴﾎﾝ/ﾃｲ2855 集密書庫 1200111365

55 ペネロペのたのしいハロウィン
アン　グットマン∥げんさく ゲ
オルグ　ハレンスレーベン∥
げんさく ひがし かずこ∥ぶん

岩崎書店 2016 ｴﾎﾝ/ｸﾞ 児童室 1200736799

56 ぼくがパジャマにきがえていると にしかわ おさむ∥さく　え PHP研究所 1999 ｴﾎﾝ/ﾆ     児童室 1200250817

57 魔術学
ドゥガルド　A.スティール∥
著

今人舎 2006 J 147/ｽﾃ    児童室 1200597894

58 魔女えほん はしだて えつこ∥作　絵 銀の鈴社 2002 ｴﾎﾝ/ﾊ/1       集密書庫 1200520938

59 魔女えほん はしだて えつこ∥作　絵 銀の鈴社 2002 ｴﾎﾝ/ﾊ/2       集密書庫 1200520946

60 魔女えほん はしだて えつこ∥作　絵 銀の鈴社 2002 ｴﾎﾝ/ﾊ/3       集密書庫 1200520953

61 魔女えほん はしだて えつこ∥作　絵 銀の鈴社 2002 ｴﾎﾝ/ﾊ/4       集密書庫 1200520961

62 魔女えほん はしだて えつこ∥作　絵 銀の鈴社 2002 ｴﾎﾝ/ﾊ/5       集密書庫 1200520979

63 魔女えほん はしだて えつこ∥作　絵 銀の鈴社 2003 ｴﾎﾝ/ﾊ/6       集密書庫 1200324414

64 魔女えほん はしだて えつこ∥作　絵 銀の鈴社 2003 ｴﾎﾝ/ﾊ/7       集密書庫 1200328944

65 魔女えほん はしだて えつこ∥作　絵 銀の鈴社 2003 ｴﾎﾝ/ﾊ/8       集密書庫 1200328951

66 魔女えほん はしだて えつこ∥作　絵 銀の鈴社 2003 ｴﾎﾝ/ﾊ/9       集密書庫 1200328969

67 魔女えほん はしだて えつこ∥作　絵 銀の鈴社 2003 ｴﾎﾝ/ﾊ/10      集密書庫 1200328977

68 魔女えほん はしだて えつこ∥作　絵 銀の鈴社 2008 ｴﾎﾝ/ﾊ/11      集密書庫 1200646139

69 魔女えほん はしだて えつこ∥作　絵 銀の鈴社 2008 ｴﾎﾝ/ﾊ/12      集密書庫 1200646147

70 魔女えほん はしだて えつこ∥作　絵 銀の鈴社 2008 ｴﾎﾝ/ﾊ/13      集密書庫 1200666467

71 魔女えほん はしだて えつこ∥作　絵 銀の鈴社 2008 ｴﾎﾝ/ﾊ/14      集密書庫 1200666475

72 魔女えほん はしだて えつこ∥作　絵 銀の鈴社 2008 ｴﾎﾝ/ﾊ/15      集密書庫 1200666483

73 魔女からの手紙 角野 栄子∥著 ポプラ社 1997 ｴﾎﾝ/ﾏ      集密書庫 1200503637

74 まじょがかぜをひいたらね
高畠 じゅん子∥さく
高畠 純∥え

理論社 2015 ｴﾎﾝ/ﾀ  児童室 1200727772

75 まじょだ! スエリ　ピニョ∥さく　え ブックローン出版 1994 ｴﾎﾝ/ﾃｲ2962    集密書庫 1200054128

76 魔女と森の友だち
湯本 香樹実∥文
ささめや ゆき∥え

理論社 2007 ｴﾎﾝ/ﾕ     児童室 1200635280

77 まじょになったら ヘルガ　バンシュ∥作 絵
ワールドライブラ
リー

2015 ｴﾎﾝ/ﾊﾞ 児童室 1200732301
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78 魔女になりたかった妖精
カルル　クヌート∥絵
ブリジット　ミンヌ∥文

ブロンズ新社 2002 ｴﾎﾝ/ﾐ    集密書庫 1200309142

79 まじょにはクッキーおとうとうさぎ!
ヨンナ　ビョルンシェーナ∥
作

クレヨンハウス 2009 ｴﾎﾝ/ﾋﾞ      児童室 1200678694

80 まじょのウィニー
ヴァレリー　トーマス∥文
コーキー　ポール∥絵

静山社 2013 ｴﾎﾝ/ﾄ     児童室 1200713483

81 魔女のウィニー
コーキー　ポール∥絵
ヴァレリー　トーマス∥文

河合楽器製作所・
出版事業部

1996 ｴﾎﾝ/ﾄ    児童室 1200511382

82 魔女のウィニー冬は好き?
コーキー　ポール∥絵
ヴァレリー　トーマス∥文

河合楽器製作所・
出版事業部

1997 ｴﾎﾝ/ﾄ    児童室 1200504221

83 まじょのおとしもの 油野 誠一∥作 福音館書店 2008 ｴﾎﾝ/ﾕ       児童室 1200648762

84 まじょのくつ さとう めぐみ∥ぶんとえ ハッピーオウル社 2005 ｴﾎﾝ/ｻ 
児童室
集密書庫

1200148979
1200425120

85 まじょのくに 油野 誠一∥作 福音館書店 2006 ｴﾎﾝ/ﾕ    
児童室
集密書庫

1200561874
1200561221

86 魔女の子どもたち
アーシュラ　ジョーンズ∥文
ラッセル　エイト∥絵

あすなろ書房 2004 ｴﾎﾝ/ｼﾞ 
児童室
集密書庫

1200411880
1200383998

87 まじょのほうき さとう めぐみ∥ぶんとえ ハッピーオウル社 2004 ｴﾎﾝ/ｻ
児童室
集密書庫

1200139861
1200378428

88 まじょの森のピクシー ひらい たかこ∥さく　え ポプラ社 2007 ｴﾎﾝ/ﾋ       集密書庫 1200618583

89 魔女のワンダは新入生
マーク　スペリング∥作
ザ　ポウプ　ツインズ∥絵

小峰書店 2006 ｴﾎﾝ/ｽ    集密書庫 1200596607

90 魔女ひとり
ローラ　ルーク∥作
S.D.シンドラー∥絵

小峰書店 2004 ｴﾎﾝ/ﾙ      児童室 1200389219

91 魔女ごっこ
武鹿　悦子∥作
牧野　鈴子∥絵

小峰書店 1986 ｴﾎﾝ/ﾁﾕｳ40    集密書庫 1200103727

92 魔女たちのあさ
エドリアン アダムズ
∥ぶん え

アリス館牧新社 1977 ｴﾎﾝ/ﾃｲ864  集密書庫 1200049672

93 まほうのケーキをつくりましょ
北川 チハル∥さく
ひだ きょうこ∥え

岩崎書店 2006 ｴﾎﾝ/ｷ      
児童室
集密書庫

1200807590
1200574273

94
魔法使いになるための魔法の呪文教
室

ビアトリス　フィルポッツ∥
文
ロバート　イングペン∥絵

東洋書林 2004 J 147/ﾌｲ  児童室 1200387536

95 魔法使いの秘密の道具箱
ジャニス　イートン　キル
ビー∥著　テリー　テイラー
∥著

技術評論社 2004
Y 147.1/ﾏﾎ
J 147/ﾏﾎ

ﾕｰｽｺｰﾅｰ
児童室

1105587776
1200141339

96 やさしい魔女
ジーン　マセイ∥さく
エイドリアン　アダムズ∥え

新世研 2002 ｴﾎﾝ/ﾏ  児童室 1200302931

97 ライオンと魔女
C.S.ルイス∥原作
チューダー　ハンフリーズ
∥絵

岩波書店 2005 ｴﾎﾝ/ﾙ      
児童室
集密書庫

1200544433
1200544854

98 ライオンと魔女と衣裳だんす
C.S.ルイス∥さく
クリスチャン　バーミンガム
∥え

評論社 2000 ｴﾎﾝ/ﾙ       児童室 1200256392

99 わたあめおばけ とよた かずひこ∥作　絵 学研 2004 ｴﾎﾝ/ﾄ     
児童室
集密書庫

1200141370
1200405551
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