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【ハロウィンってなに？】
展示期間：令和元年10月1日～10月31日

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

1
アイスクリームが溶けてしまう前に 家
族のハロウィーンのための連作

小沢健二と日米恐怖
学会／[著]

福音館書店 2017.9 /386.5/ｱｲ/ 1201820923

2
シリーズ世界のお祭り 7 ハロ
ウィン 同朋舎出版 1989.2 /386/ｾｶ/7 0200185624

3
マイ・ヴィンテージ・ハロウィン 由来や
お祝いのしかたを知っておしゃれにか
わいく楽しみたい

マリオン・ポール／著 グラフィック社 2015.8 /386/ﾎﾙ/ 0111500583

【魔女・妖怪・モンスター】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

4
ビジュアル博物館 第70巻 魔女
と魔術 同朋舎 1998.7 /387/ﾋﾙ/ 0210306980

5
新魔女図鑑

角野 栄子/著 ブロンズ新社 2000.12 /388/ｶﾄ/ 0210160152

6
世界恐怖図鑑 1 魔女・黒魔術・
呪い バーバラ・コックス／著 文溪堂 2015.9 /388/ｺﾂ/1 1201625983

7
世界恐怖図鑑 2 吸血鬼・モンス
ター・ドラゴン バーバラ・コックス／著 文溪堂 2015.12 /388/ｺﾂ/2 0210768100

8
世界恐怖図鑑 3 幽霊・悪霊・ゾ
ンビ バーバラ・コックス／著 文溪堂 2016.8 /388/ｺﾂ/3 0210782927

9
世界恐怖図鑑 4 邪神・妖怪・魔
獣 バーバラ・コックス／著 文溪堂 2017.1 /388/ｺﾂ/4 1201725015

10
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

東洋書林 2004.9 /388/ﾌｲ/ 0210385367

11
図説世界魔女百科 F・ヒメネス・デル・オソ/

著
原書房 1997.10 C/163/ﾋﾒ/ 1200511226

【かぼちゃ】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

12
まるごとかぼちゃ（絵図解やさい
応援団） 八田 尚子/構成・文 絵本塾出版 2014.12 /626.2/ﾊﾂ/ 0210744790

13
パンプキン ケン・ロビンズ/写真&

文
BL出版 2007.10 /626.2/ﾛﾋ/ 1201506936

ハロウィン2019　ブックリスト
外国からやってきた秋のおまつり「ハロウィン」。もうすっかりおなじみになりましたね。
こどもコーナーから、仮装を楽しむための本や、魔女やおばけが出てくる物語を集めて、展示をしました。
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【手作りハロウィン】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

14
魔法使いの秘密パーティー 魔法の世
界を作って、みんなで遊ぼう（Gihyo
Merlin books）

ジャニス・イートン・キ
ルビー/著

技術評論社 2005.1 /385.9/ｷﾙ/ 0210393297

15
可愛いおゆうぎ会の服 可愛いドレス
やカッコイイスーツ!キュートな動物の
着ぐるみ（レディブティックシリーズ）

ブティック社 2004.9 /593.3/ｶﾜ/ 0210385006

16
手づくり大好きさんの料理・お菓子大
百科 基本とコツがよくわかる! 4 たの
しいイベント料理

学研 2006.1 /596.4/ﾃｽ/ 0210410116

17
秋のスイーツ（おしゃれでおいし
い!季節の手作りスイーツ） 大森 いく子/著 金の星社 2011.3 /596.6/ｵｵ/ 1201385406

18
10分スイーツ カンタンなのにか
わいい★ 秋・冬 しらいし やすこ/著 理論社 2013.10 /596.6/ｼﾗ/ 1201581152

19
ミラクルかんたん!スイーツマジッ
ク 3 アキ 寺西 恵里子/作 汐文社 2014.10 /596.6/ﾃﾗ/3 0210741422

20
どんな国?どんな味?世界のお菓
子 6 南北アメリカのお菓子 服部 幸應/監修・著 岩崎書店 2005.4 /596.6/ﾊﾂ/6 0210230266

21
楽しいハロウィン工作 魔女やお
ばけに変身! 2 妖精・忍者ほか いしかわ まりこ／作 汐文社 2017.9 /750/ｲｼ/2 1201766266

22
ゆかいな仮装をたのしむ本 50以上の
アイデアと、くわしい作り方つき（Kids'
workshop series）

アンジェラ・ウィルクス/
著

メディアファクト
リー

1997.8 /750/ｳｲ/ 0210105852

23
へんしん衣裳（シリーズ子どもと
つくる） 岡本 颯子/著 大月書店 1994.5 /750/ｵｶ/ 0200258087

24
まるごとハロウィン

コダシマ アコ／著 かもがわ出版 2016.9 /750/ｺﾀ/ 0111631572

25
たのしい自然体験 10 10月の自
然あそび 竹井 史郎/著 小峰書店 2002.4 /750/ﾀｹ/10 1201113337

26
さわこさんとハッポゥくんのへん
しん工作 まるばやし さわこ/著 WAVE出版 2014.7 /750/ﾏﾙ/ 0210637234

【読みもの】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

27
おばけのおーちゃん（福音館創
作童話シリーズ） 市川 宣子/さく 福音館書店 2002.5 /913.6/ｲﾁｶ/ 1200756441

28
きかせたがりやの魔女

岡田 淳／作 偕成社 2016.6 /913.6/ｵｶﾀ/ 1201703319

29
おばけやさん 1 これがおばけや
さんのしごとです おかべ りか/作 偕成社 2011.6

/913.6/ｵｶﾍ
/1/G

0210543418

30
モンスター・ホテルでハロウィン

柏葉 幸子／作 小峰書店 2018.9 /913.6/ｶｼﾜ/G 0210825200

31
魔女の宅急便（福音館創作童話
シリーズ） 角野 栄子/作 福音館書店 1985.1 /913.6/ｶﾄﾉ/ 1201560651

32
マリア探偵社魔界ハロウィン
（フォア文庫） 川北 亮司/作 理論社 2010.9

/913.6/ｶﾜｷ/ﾐ
ｽﾃﾘｰ

0210524553

33
はりねずみのルーチカ [6] ハロウィン
の灯り（わくわくライブラリー） かんの ゆうこ／作 講談社 2017.9 /913.6/ｶﾝﾉ/6 1201767520

34
ぞくぞく村のかぼちゃ怪人（ぞく
ぞく村のおばけシリーズ） 末吉 暁子/作 あかね書房 2011.9 /913.6/ｽｴﾖ/G 0210640138
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35
魔法のハロウィン・パイ（パンダ
のポンポン） 野中 柊／作 理論社 2018.9 /913.6/ﾉﾅｶ/ 0210825260

36
オバケちゃん（オバケちゃんの
本） 松谷 みよ子/作 講談社 1991.2 /913.6/ﾏﾂﾀ/ 1201519111

37
お願い!フェアリー♥ 21 不思議の
国のハロウィンナイト みずの まい／作 ポプラ社 2018.9 /913.6/ﾐｽﾉ/21 0210825723

38
ハロウィンの犬 10月のおはなし
（おはなし12か月） 村上 しいこ/作 講談社 2013.8 /913.6/ﾑﾗｶ/ 1201575378

39
魔女がまちにやってきた

村上 勉/作 偕成社 2013.9 /913.6/ﾑﾗｶ/ 1201575642

40
真夜中のまほう

フィリス・アークル/文 BL出版 2006.2 /933/ｱｸﾙ/ 1200783528

41
ちびっこ魔女の大パーティ（評論
社の児童図書館・文学の部屋）

ジョージー・アダムズ/
ぶん

評論社 2001.10 /933/ｱﾀﾑ/ 1201532973

42
少女探偵サミー・キーズと骸骨
男

ウェンデリン・V.ドラー
ネン/著

集英社 2003.11 /933/ｳｱﾝ/ 1200769550

43
幽霊城の秘宝（マジック・ツリー
ハウス）

メアリー・ポープ・オズ
ボーン/著

メディアファクト
リー

2006.2 /933/ｵｽﾎ/ 0210640928

44
魔女ジェニファとわたし（岩波少
年文庫） E.L.カニグズバーグ/作 岩波書店 2001.5 /933/ｶﾆｸ/ 1200694360

45
ゆうれい作家はおおいそがし 2
ハカバのハロウィーン ケイト・クライス/文 ほるぷ出版 2014.8 /933/ｸﾘｽ/2 0210638575

46
ハロウィーンの魔法（チア・ブック
ス） ルーマ・ゴッデン/作 偕成社 1997.10 /933/ｺﾂﾃ/ 1200712220

47
ハロウィンにきえたねこ（ぼくは
めいたんてい）

マージョリー・W.シャー
マット/ぶん

大日本図書 2013.10 /933/ｼﾔﾏ/ 1201578190

48
魔法!魔法!魔法! ダイアナ・ウィ
ン・ジョーンズ短編集

ダイアナ・ウィン・ジョー
ンズ/作

徳間書店 2007.12 /933/ｼﾖﾝ/ 0210455322

49
小さな魔法のほうき
（fukkan.com） M.スチュアート/[著] ブッキング 2006.6 /933/ｽﾃﾕ/ 1200649489

50
魔法のゆび（児童図書館・文学
の部屋） ロアルド・ダール/作 評論社 1986.7 /933/ﾀﾙﾛ/ 1200874061

51
幽霊を見た10の話

フィリパ・ピアス/作 岩波書店 1984.7 /933/ﾋｱｽ/ 1200574661

52
名探偵ネコ ルオー〜ハロウィン
を探せ〜

マーシャ・フリーマン/
著

バベルプレス 2011.10 /933/ﾌﾘﾏ/ 0210551542

53
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 2008.9 /933/ﾌﾘﾏ/ 1201015961

54
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 2012.10 /933/ﾌﾘﾏ/ 1201525480

55
おかあさんは魔女（世界のどう
わ傑作選）

アンナ=エリザベス=ベ
ネット/作

偕成社 1986.4 /933/ﾍﾈﾂ/ 1200809729

56
ルルと魔法のぼうし

スーザン・メドー/作 徳間書店 2009.7 /933/ﾒﾄｽ/ 1201190129

57
小さい魔女（新しい世界の童話
シリーズ）

オトフリート=プロイス
ラー/著

学研 1978 /943/ﾌﾛｲ/ 1200811089

58
ちっちゃな魔女 1 プンプとツッカ
の冬日記

アンネッテ・ヘアツォー
ク/作

小峰書店 2005.10 /943/ﾍｱﾂ/1 1200781811

59
ちっちゃな魔女 2 プンプとツッカ
の夏休み

アンネッテ・ヘアツォー
ク/作

小峰書店 2006.7 /943/ﾍｱﾂ/2 1200635272
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60
ちっちゃな魔女 3 プンプとツッカ
の秋便り

アンネッテ・ヘアツォー
ク/作

小峰書店 2006.10 /943/ﾍｱﾂ/3 1200647046

61
ちっちゃな魔女 4 プンプとツッカ
の春祭り

アンネッテ・ヘアツォー
ク/作

小峰書店 2007.4 /943/ﾍｱﾂ/4 1201105051

62
ゾンビのホラーちゃん 1 ハロウィ
ン大作戦

バルバラ・カンティーニ
／作

文化学園文化出
版局

2019.9 /973/ｶﾝﾃ/1 0210849576

【絵本】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

63
リーサのハロウィーン

まちやま さき/作 文芸社 2011.10 CE/913/ﾌｼ/ 1201475843

64
大食いフィニギンのホネのスー
プ

カンブリア・エバンズ/
作

BL出版 2011.10 CE/93/ｴﾊ/ 1201387303

65
アンジェリーナのハロウィーン
（講談社の翻訳絵本）

キャサリン・ホラバード
/文

講談社 2007.9 CE/93/ｸﾚ/ 1201361563

66
こうもりぼうやとハロウィン

ダイアン・メイヤー/文 新日本出版社 2012.9 CE/93/ｹﾝ/ 1201514534

67
しゃっくりがいこつ マージェリー・カイラー/

作
らんか社 2004.10 CE/93/ｼﾝ/ 1200776118

68
きんいろのとき ゆたかな秋のも
のがたり

アルビン・トレッセルト/
文

ほるぷ出版 1999.9 CE/93/ﾃﾕ/ 1200551586

69
ヘスターとまじょ（世界の絵本コ
レクション）

バイロン・バートン/作
絵

小峰書店 1996.6 CE/93/ﾊﾄ/ 1201661640

70
ハロウィーンの星めぐり 夜に飛
ぶものたち

ウォルター・デ・ラ・メア
／詩

岩崎書店 2015.9 CE/93/ﾗﾍ/ 1201626890

71
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 岩波書店 2003.10 CE/93/ﾚｲ/ 1201539960

72
ゆめちゃんのハロウィーン（講談
社の創作絵本） 高林 麻里/作 講談社 2011.8 E/913/ﾀｶ/ 0210548550

73
きょうはハロウィン（こどものとも
絵本） 平山 暉彦／さく 福音館書店 2016.9 E/913/ﾋﾗ/ 0210783168

74
ハロウィンドキドキおばけの日!

ますだ ゆうこ/作 文渓堂 2008.10 E/913/ﾏｽ/ 0210472855

75
魔女たちのハロウィーン エイドリアン・アダムズ/

作
佑学社 1993.10 E/93/ｱﾀ/ 0200241605

76
魔女たちのあさ エドリアン・アダムズ/

ぶん・え
アリス館 1978 E/93/ｱﾀ/ 0200561456

77
魔女たちのパーティー ロンゾ・アンダーソン／

文
徳間書店 2017.9 E/93/ｱﾝ/ 0210804394

78
ハロウィーンのおばけ屋敷 エリカ・シルバーマン/

文
セーラー出版 1999.10 E/93/ｼﾙ/ 0210074299

79
おおきなかぼちゃ（主婦の友はじ
めてブック）

エリカ・シルバーマン/
作

主婦の友社 2011.9 E/93/ｼﾙ/ 0210548860

80
パンプキン・ムーンシャイン（ターシャ・
テューダークラシックコレクション）

ターシャ・テューダー/
著

メディアファクト
リー

2001.11 E/93/ﾃﾕ/ 0210174684

81
ヘスターとまじょ バイロン・バートン/作

絵
佑学社 1991.8 E/93/ﾊﾄ/ 0200227386

82
ハロウィンナー

デーヴ・ピルキー/さく アスラン書房 1998.10 E/93/ﾋﾙ/ 0210126272
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83
まじょのスーパーマーケット

スーザン・メドー/さく フレーベル館 1996.9 E/93/ﾒﾄ/ 0210006951

84
おばけのくに（リトルピンクとブロ
キガ）

スティーナ・ヴィルセン
/絵

主婦の友社 2011.9 E/94/ｳｲ/ 0210548819

85
ハロウィーンってなぁに?（主婦の
友はじめてブック）

クリステル・デモワノー
/作

主婦の友社 2006.10 E/95/ﾃﾓ/ 0210424605

86
おばけパーティ ジャック・デュケノワ/さ

く
ほるぷ出版 1995.6 E/95/ﾃﾕ/ 0210096527

87
おばけまほうにかかる ジャック・デュケノワ/さ

く
ほるぷ出版 2000.5 E/95/ﾃﾕ/ 0210150955

88
なかよしおばけといたずらネッ
シー

ジャック・デュケノワ/さ
く

ほるぷ出版 2003.5 E/95/ﾃﾕ/ 0210325879

89
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 2003.5 E/95/ﾃﾕ/ 0210325887

90
なかよしおばけのびっくりおふろ ジャック・デュケノワ/さ

く
ほるぷ出版 2003.6 E/95/ﾃﾕ/ 0210326085

91
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 2003.6 E/95/ﾃﾕ/ 0210326093

92
おばけのドラゴンたいじ ジャック・デュケノワ/さ

く
ほるぷ出版 2009.8 E/95/ﾃﾕ/ 0210493836

93
おばけのゆかいなふなたび ジャック・デュケノワ/さ

く
ほるぷ出版 2013.7 E/95/ﾃﾕ/ 0210616440

94
おばけ、ネス湖へいく ジャック・デュケノワ/さ

く
ほるぷ出版 1996.4 E/95/ﾃﾕ/ 0210646608

95
おばけの地下室たんけん ジャック・デュケノワ/さ

く
ほるぷ出版 1999.1 E/95/ﾃﾕ/ 0210646616

96
おばけびょうきになる ジャック・デュケノワ/さ

く
ほるぷ出版 1999.8 E/95/ﾃﾕ/ 0210646675

○オーテピア高知図書館で所蔵している本をご紹介しています。
○貸出しや返却はお近くの市町村立図書館でもできます。お近くの市町村立図書館にお問い合わせください。
○本や雑誌などに関する相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
　（お問い合わせの際は資料№をお伝えいただくとスムーズです。）
〇「請求記号」とは、本の背に貼っているラベルに書いている記号のことで、本はこの「請求記号」にしたがって並べられています。

〒780-0842 高知市追手筋2-1-1 オーテピア2階

TEL：088-823-4946 FAX：088-823-9352
http://otepia.kochi.jp/library


