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書名 巻次 著者名 出版者

ときめき団地の夏祭り 宇佐美  牧子∥作 くもん出版

３人のパパとぼくたちの夏 井上　林子∥著 講談社

首つりツリーのなぞ あさの／あつこ∥作 学研

ぼくの学校、ゆうれい学校！ 白根／厚子∥作 草炎社

ジュウベエと幽霊とおばあちゃん 川越／文子∥作 文研出版

海のそこへ ジョアンナ・コール∥ 岩波書店

ごきげんななめのてんとうむし エリック・カール∥さ 偕成社

あさがお 荒井　真紀∥文　絵 金の星社

こいぬと１０ぴきのおばけ
にしかわ／おさむ∥

作・絵
ひかりのくに

かき氷 細島  雅代∥写真 岩崎書店

お化けの海水浴 川端／誠∥作 ＢＬ出版

知って楽しい花火のえほん 冴木　一馬∥作 あすなろ書房

１０ぴきのかえるのなつまつり 間所　ひさこ∥さく ＰＨＰ研究所

ウルフさんのやさい畑
クレイアー・ボーリ

エー∥作
小峰書店

なつのかわ 姉崎／一馬∥〔著〕 福音館書店

おさるのジョージアイスクリームだいすき Ｍ．レイ∥原作 岩波書店

モグラくんとセミのこくん ふくざわ　ゆみこ∥さ 福音館書店

トーラとパパの夏休み リーサ  モローニ∥文 あすなろ書房

４７都道府県あなたの県の怖い話 下巻 並木  伸一郎∥著 理論社

さびしがりやのほたる エリック・カール∥さ 偕成社

ちいちゃんとかわあそび しみず／みちを∥作 ほるぷ出版

うみへいったひ 相野谷／由起∥作絵 チャイルド本社

おそろし箱 香谷　美季∥作 講談社

うみの１００かいだてのいえ いわい  としお∥ 偕成社

花火の大図鑑 日本煙火協会∥監修 ＰＨＰ研究所

なつのかいじゅう いしい　つとむ∥作 ポプラ社

ワニぼうのやまのぼり 内田　麟太郎∥文 文渓堂

はなびのはなし
たかとう　しょうはち

∥さく
福音館書店

１０ぴきのかえるはじめてのキャンプ 間所　ひさこ∥さく ＰＨＰ研究所

あやしい妖怪はかせ 小森 香折∥文 アリス館

おーいおばけ 末崎 茂樹∥作  絵 ひさかたチャイルド

おばけのソッチおよめさんのまき 角野／栄子∥さく ポプラ社

てんぐのきのかくれが 青山　邦彦∥作　絵 教育画劇

ぼくらのむしとり 柴田／愛子∥文 ポプラ社

うみのいえのなつやすみ 青山　友美∥作 偕成社
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ゆうえんちはおやすみ 戸田　和代∥作 岩崎書店

おばけのたんけん 西平  あかね∥さく 福音館書店

せみとりめいじん かみや／しん∥作 福音館書店

海のこと キャスリン　シル∥文 玉川大学出版部

すみれちゃんのあついなつ 石井　睦美∥作 偕成社

うみにいったライオン 垂石　真子∥さく 偕成社

むぎわらぼうし 竹下　文子∥作 講談社

四年ザシキワラシ組 こうだ  ゆうこ∥作 学研プラス

ありとすいか たむら／しげる∥作・ ポプラ社

おじいちゃんがおばけになったわけ
キム・フォップス・

オーカソン∥文
あすなろ書房

ねずみのかいすいよく 山下／明生∥作 ひさかたチャイルド

１０ぴきのかえるうみへいく 間所／ひさこ∥さく ＰＨＰ研究所

ルルとララのシャーベット
あんびる　やすこ∥作

絵
岩崎書店

ひまわり 荒井　真紀∥文　絵 金の星社

うみ
Ｇ．ブライアン・カラ

ス∥さく・え
フレーベル館

おばけ遊園地は大さわぎ 柏葉  幸子∥作 ポプラ社

へちまのへーたろー 二宮 由紀子∥作 教育画劇

うみにあいに いわさ／ゆうこ∥著 アリス館

おばけのおーちゃん 市川／宣子∥さく 福音館書店

きゃべつばたけのいちにち 甲斐 信枝∥さく 福音館書店

うみのおまつりどどんとせ
さとう　わきこ∥さく

え
福音館書店

わんぱくだんのなつまつり ゆきの　ゆみこ∥作 ひさかたチャイルド

ゆうれいのたまご せな／けいこ∥〔作〕 童心社

オオカミおばさんたべちゃダメ！ シェーン・ロディ∥文 小学館

えんにち 五十嵐／豊子∥さく 福音館書店

いぬのおばけ 長／新太∥作／絵 ポプラ社

花火の夜に
佐々木　貴行∥えとぶ

ん

ＡＲＴＢＯＸイン

ターナショナル

おばけやしきのひみつ
ステファニー・ラス

レット∥作
偕成社

ぷしゅ～ 17 風木／一人∥作 岩崎書店

すいかのプール アンニョン  タル∥作 岩波書店

みずくみに 飯野  和好∥絵と文 小峰書店

おばけのウー
アナ・マルティン・ラ

ラニャガ∥作
小学館
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どろんばあ 小野寺 悦子∥文 福音館書店

およぐ なかの　ひろたか∥さ 福音館書店

むしホテルのおばけさわぎ きねかわ  いつか∥ぶ ＢＬ出版

おさるがおよぐ いとう／ひろし∥作・ 講談社

おばけのたからもの むらい かよ∥著 ポプラ社

ぴよちゃんとひまわり
いりやま／さとし∥さ

く・え
学研

おばけのバケロンざぶとんねこがおこった！ もとした　いづみ∥作 ポプラ社

うみべのこねこ 宇野 克彦∥作 ひさかたチャイルド

ぼく　およげるんだ わたなべ／しげお∥さ あかね書房

わんぱくだんのかいていたんけん ゆきの／ゆみこ∥作 ひさかたチャイルド

江戸の妖怪一座 青山  邦彦∥作  絵 フレーベル館

バーバパパのなつやすみ アネット＝チゾン∥さ 講談社

うみざざざ ひがし なおこ∥さく くもん出版

おいでよ！むしのもり タダ　サトシ∥作 小学館

ぼくキャンプにいったんだ わたなべ／しげお∥さ あかね書房

おみやにいったらむしがいる 日浦／勇∥ぶん 福音館書店

アイスクリームがふってきた わたなべ／しげお∥さ あかね書房

みんなでうみへいきました 山下／明生∥作 ポプラ社

新・学校の怪談 1 常光／徹∥著 講談社

それはすばらしいなつのあるひ 新沢／としひこ∥詩 ひかりのくに

おばけかぞくのいちにち 西平　あかね∥さく 福音館書店

夏の森 たかの／けんいち∥作 新風舎

杉山きょうだいのしゃぼんだまとあそぼう 杉山／弘之∥文と構成 福音館書店

鬼の首引き 岩城／範枝∥文 福音館書店

パンやのろくちゃん  なつだよ！ 長谷川  義史∥作 小学館

ひゃっぴきのありときりぎりす 堀／智恵子∥文 文芸社

パパとあたしのキャンプ 鈴木　永子∥作　絵 ひさかたチャイルド

おっちゃんの長い夏休み 岸川／悦子∥作 金の星社

ショコラちゃんふねにのる 中川／ひろたか∥ぶん 講談社

おばけだぞぉー！
ジャック・デュケノワ

∥さく
ほるぷ出版

アリのたんけん 栗林  慧∥写真 小学館

紳士とオバケ氏 たかどの／ほうこ∥作 フレーベル館

おーい、ふじさん！
大山  行男∥しゃしん

とことば
クレヴィス
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