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「怖い」が、好き！ 加門　七海／著 東京：理論社 120093216

もしもノンフィクション作家がお化けに出会ったら 工藤　美代子／著 東京：メディアファクトリー 111591145

流氷の伝言 小原　玲／著 東京：教育出版 120281068

おかしなゆきふしぎなこおり 片平　孝／写真・文 東京：ポプラ社 120328463

ペンギン 今泉　忠明／監修 東京：フレーベル館 120302872

われら北極探検隊 松岡　達英／絵 東京：小学館 120023239

２１世紀こども百科地球環境館 東京：小学館 120276761

地球からのＳＯＳエコで応答せよ！ 三神　彩子／作 東京：近代映画社 120323969

未来の地球は、手の中に 三神　彩子／作 東京：近代映画社 120324504

花火の図鑑 泉谷　玄作／写真・文 東京：ポプラ社 110924180

アイスクリームの絵本 みやち　ひろひと／へん 東京：農山漁村文化協会 120233317

夏きもの 東京：パッチワーク通信社 110662392

ゆかたを着る 東京：ブティック社 110695293

石橋かおりのひんやりデザート 東京：雄鶏社 110389640

冷蔵庫でつくるひんやりデザート５０レシピ 青木　敦子／著 東京：河出書房新社 110552031

プリン 信太　康代／著 東京：永岡書店 110604907

ひ　ん　や　り　す　る　本



アイスクリーム大好き！ 島本　薫／著 東京：文化出版局 110626140

クールデザート 小菅　陽子／料理 東京：グラフ社 110622297

フルーティー・ミルキー・スパイシーなクールスイーツの本 渡辺　麻紀／著 東京：雄鶏社 110662475

アイスクリーム基本とバリエーション 柴田書店／編 東京：柴田書店 110879665

京のつめたいもん ワード／編 京都：光村推古書院 110882693

人気店に教わる極上かき氷 東京：〓出版社 111652905

グラススイーツ 隈部　美千代／〔著〕 東京：〓出版社 111683520

いかさまお菓子の本 クリスティン・マッコーネル／著 東京：国書刊行会 111796421

１０分スイーツ　春・夏 しらいし　やすこ／著 東京：理論社 120348321

ペンギンゴコロ さかざき　ちはる／作・絵 東京：文渓堂 120135546

怖い絵 中野　京子／著 東京：朝日出版社 110743390

ペンギンくん 高畠　純／作 東京：絵本館 120002068

ウエスト・ウイング エドワード・ゴーリー／著 東京：河出書房新社 110589652

ペンギンジャンプ さかざき　ちはる／作・絵 東京：文渓堂 110839891

シロクマ・キッズ 中村　庸夫／著 東京：実業之日本社 110570348

花火写真集 冴木　一馬／写真 東京：ぶんか社 110590528

日本水風景 松浦　和夫／著 大阪：東方出版 110717170

カヌー＆カヤック入門 辰野　勇／著 東京：山と溪谷社 111609574

英米ホラーの系譜 Ｒ．スティーヴンスン／〔ほか〕著 東京：ポプラ社 120243365

語られると怖い話 岡本　綺堂／〔ほか〕著 東京：ポプラ社 120243290

サイコ 江戸川　乱歩／著 東京：ポプラ社 120243357

こわい部屋 北村　薫／編 東京：筑摩書房 110886587



鬼・鬼婆の怪談 川村　たかし／監修 東京：教育画劇 120249784

少年少女古典文学館　２３ 東京：講談社 120089438

ひんやりと、甘味 阿川　佐和子／〔ほか〕著 東京：河出書房新社 111719928

あなたが怖い 室井　滋／著 東京：文芸春秋 110594454

涼しい脳味噌 養老　孟司／著 東京：文芸春秋 110440542

中学生までに読んでおきたい日本文学　８ 松田　哲夫／編 東京：あすなろ書房 120343892

終わらない夜 セーラ・Ｌ．トムソン／文 東京：ほるぷ出版 120309182

晩夏のプレイボール あさの　あつこ／著 東京：毎日新聞社 110740958

Ａｎｏｔｈｅｒ　〔２〕 綾辻　行人／著 東京：角川書店 111651196

Ａｎｏｔｈｅｒ 綾辻　行人／著 東京：角川書店 110789690

暗黒グリム童話集 村田　喜代子／文 東京：講談社 111772695

月のころはさらなり 井口　ひろみ／著 東京：新潮社 110754405

鬼の橋 伊藤　遊／作 東京：福音館書店 120380068

おんなのしろいあし 岩井　志麻子／作 東京：岩崎書店 120351341

夏のくじら 大崎　梢／著 東京：文芸春秋 110768207

押入れのちよ 荻原　浩／著 東京：新潮社 110692969

くらのかみ 小野　不由美／著 東京：講談社 110588605

かがみのなか 恩田　陸／作 東京：岩崎書店 120348701

八月は冷たい城 恩田　陸／著 東京：講談社 111763348

王様ゲーム 金沢　伸明／著 東京：双葉社 111556239

ちょうつがいきいきい 加門　七海／作 東京：岩崎書店 120363536

てのひら怪談 加門　七海／編 東京：ポプラ社 110904430



悪の教典　上 貴志　祐介／著 東京：文芸春秋 110806387

悪の教典　下 貴志　祐介／著 東京：文芸春秋 110806395

あずきとぎ 京極　夏彦／作 東京：岩崎書店 120357249

いるのいないの 京極　夏彦／作 東京：岩崎書店 120317136

かっぱ 柳田　国男／原作 東京：汐文社 120373865

ことりぞ 京極　夏彦／作 東京：岩崎書店 120357256

ざしきわらし 柳田　国男／原作 東京：汐文社 120377833

つくもがみ 京極　夏彦／作 東京：岩崎書店 120348032

とうふこぞう 京極　夏彦／作 東京：岩崎書店 120357231

やまびと 柳田　国男／原作 東京：汐文社 120371893

黒い結婚　白い結婚 窪　美澄／著 東京：講談社 111771333

夜は一緒に散歩しよ 黒　史郎／著 東京：メディアファクトリー 110735420

異界から落ち来る者あり　上 香月　日輪／作 東京：理論社 120253323

異界から落ち来る者あり　下 香月　日輪／作 東京：理論社 120253331

地獄堂霊界通信　１ 香月　日輪／著 東京：講談社 111595146

あやかしファンタジア 斉藤　洋／作 東京：理論社 120307855

うみぼうず 杉山　亮／作 東京：ポプラ社 120300843

かっぱ 杉山　亮／作 東京：ポプラ社 120308317

のっぺらぼう 杉山　亮／作 東京：ポプラ社 120289988

のっぺらぼう 杉山　亮／作 東京：ポプラ社 120359476

あけるな 谷川　俊太郎／作 東京：ブッキング 120246822

名前探しの放課後　上 辻村　深月／著 東京：講談社 110754538



名前探しの放課後　下 辻村　深月／著 東京：講談社 110754546

アラスカ物語 新田　次郎／著 東京：新潮社 111835666

アミダサマ 沼田　まほかる／著 東京：新潮社 110784972

空色ヒッチハイカー 橋本　紡／〔著〕 東京：新潮社 110923380

退出ゲーム 初野　晴／著 東京：角川書店 110772027

レガッタ！　〔１〕 濱野　京子／〔著〕 東京：講談社 120335658

少女怪談 藤野　千夜／著 東京：文芸春秋 110764388

私が失敗した理由は 真梨　幸子／著 東京：講談社 111749941

シャドウ 道尾　秀介／著 東京：東京創元社 110719333

どこの家にも怖いものはいる 三津田　信三／著 東京：中央公論新社 111689410

わざと忌み家を建てて棲む 三津田　信三／著 東京：中央公論新社 111780946

少女 湊　かなえ／著 東京：早川書房 110776036

マイマイとナイナイ 皆川　博子／作 東京：岩崎書店 120101522

死者はバスに乗って 三輪　チサ／著 東京：メディアファクトリー 110846151

世界が終わる前に 山本　弘／〔著〕 東京：東京創元社 111739579

×ゲーム 山田　悠介／著 東京：幻冬舎 110919263

儚い羊たちの祝宴 米澤　穂信／著 東京：新潮社 111900445

すずの兵隊さん ハンス・クリスチャン・アンデルセン/原作 東京：評論社 120059969

ちがうねん ジョン・クラッセン／作 東京：クレヨンハウス 120328737

どこいったん ジョン・クラッセン／作 東京：クレヨンハウス 120315981

エミリーのしっぽ リズ・ケスラー／著 東京：ポプラ社 110618949

エミリーのひみつ リズ・ケスラー／著 東京：ポプラ社 110494556



七つの恐怖物語 坂崎　麻子／編訳 東京：偕成社 120008552

八月の暑さのなかで 金原　瑞人／編訳 東京：岩波書店 120373709

かもめのジョナサン リチャード・バック／著 東京：新潮社 110004967

深く、暗く、冷たい場所 メアリー・Ｄ．ハーン／作 東京：評論社 120297601

だから？ ウィリアム・ビー／さく 東京：セーラー出版 120259569

ガール・イン・レッド ロベルト・インノチェンティ／原案　絵 東京：西村書店 120338751

トンネルに消えた女の怖い話 クリス・プリーストリー／著 東京：理論社 120270947

船乗りサッカレーの怖い話 クリス・プリーストリー／著 東京：理論社 120280300

ホートン・ミア館の怖い話 クリス・プリーストリー／著 東京：理論社 120347265

ケルと氷の世界の物語　１ スティーヴ・ボウケット／作 東京：バジリコ 120219803

足音がやってくる マーガレット・マーヒー／作 東京：岩波書店 120088463

おわりの雪 ユベール・マンガレリ／〔著〕 東京：白水社 110644580

思い出のマーニー　上 ジョーン・ロビンソン／作 東京：岩波書店 121002752

思い出のマーニー　下 ジョーン・ロビンソン／作 東京：岩波書店 121002844


