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請求記号 タイトル 著者

386/アイ アイスクリームが溶けてしまう前に 小沢健二と日米恐怖学会∥[著] 
750/タノ 楽しいハロウィン工作 いしかわ☆まりこ∥作
913/アイ ハロウィン★ナイト! 相川 真∥作 黒裄∥絵
913/アン ルルとララのハロウィン あんびるやすこ∥作
913/イケ ダヤンとハロウィーンの戦い 池田あきこ∥作
913/イシ 黒魔女さんが通る‼黒魔女さんのハロウィーン 石崎洋司∥作　藤田香∥絵
913/カワ たこやきハロウィン 川北 亮司∥作 いそ けんじ∥絵
913/カン はりねずみのルーチカ　ハロウィンの灯り かんのゆうこ∥作　北見葉胡∥絵
913/トミ 妖怪一家のハロウィン 富安陽子∥作　山村浩二∥絵
913/ハヤ パパイアひめのハロウィン・パーティー 早川 真知子∥作 小栗 麗加∥絵
913/フシ まじょ子とハロウィンのまほう  藤 真知子∥作 ゆーち みえこ∥絵
913/フシ 本格ハロウィンは知っている 藤本 ひとみ∥原作 住滝 良∥文 駒形∥絵
913/マシ ハロウィーンの魔女 日本児童文学者協会∥編　カタノトモコ・黒須高嶺∥絵

913/ムラ ハロウィンの犬 村上 しいこ∥作 宮尾 和孝∥絵

933/カル ハロウィーンの巨人事件 Ｂ．Ｂ．カルホーン∥作 千葉 茂樹∥訳 太田 大八∥絵

933/クラ ゆうれい作家はおおいそがし　ハカバのハロウィーンケイト・クライス∥作　Ｍ・サラ・クライス∥絵　宮坂宏美∥訳

933/コツ ハロウィーンの魔法 ルーマ・ゴッデン∥作 渡辺 南都子∥訳 堀川 理万子∥絵

933/シヤ ハロウィンにきえたねこ
マージョリー　W.シャーマット∥ぶん マーク　シーモ

ント∥え 小宮 由∥やく
933/フラ 魔法猫ベルベット　ハロウィンの大そうどう タビサ・ブラック∥作　武富博子∥訳　くおんれいの∥絵

933/フリ おばけのジョージーのハロウィーン ロバート　ブライト∥作　絵 なかがわ　ちひろ∥訳
933/フリ ハロウィーンのまじょティリー ドン　フリーマン∥作 なかがわ ちひろ∥訳 
933/フリ 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 なかがわ ちひろ∥訳 
933/フリ 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 栗山　理栄∥〔ほか〕訳 宮本　寿代∥監訳 

933/ホン パディントンのどろぼう退治 マイケル・ボンド∥作　ペギー・フォートナム/Ｒ．Ｗ．アリー∥絵　三辺律子∥訳

D/908/テイ ディズニーのちょっとこわいはなし
D/933/クマ クマのプーさんスペシャル
D/E/チイ ちいさなプリンセスソフィアはじめてのハロウィーン 斎藤 妙子∥構成　文
D/E/ミツ ミッキーミニーのハロウィーンパーティー おかだ ゆか∥え さいとう たえこ∥ぶん
E//691 きょうはハロウィン　月刊こどものとも691 平山 暉彦∥さく

E/アカ ハロウィーンのおきゃくさま みうら　なお

E/アク あくたれラルフのハロウィン ジャック　ガントス∥さく ニコール　ルーベル∥え こみや ゆう∥やく

E/アン 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 おかだ　よしえ∥訳

E/イタ いたずらジャック 橋本 さやか∥著

E/オオ 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 川島　誠∥訳
E/オカ おかしな？ハロウィン ザ・キャビンカンパニー

E/オサ アニメおさるのジョージ ハロウィーンのおばけ
マーガレット　レイ∥原作 ハンス　アウグスト　レイ∥原作 C.A.クローン

ズ∥翻案 ジョー　ファロン∥テレビアニメ脚本 山北 めぐみ∥訳

E/オサ 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 福本 友美子∥訳 マーサ　ウェストン∥画

E/キセ ゆめちゃんのハロウィーン 高林　麻里∥作
E/キヨ きょうはハロウィン 平山 暉彦∥さく
E/コウ こうもりぼうやとハロウィン ダイアン　メイヤー∥文 ギデオン　ケンドール∥絵 藤原 宏之∥訳 

E/スシ もうすぐハロウィーン スパッフォード∥作 三原　泉∥訳
E/トリ トリックオアトリート! 岡村 志満子∥作
E/ネス ねずみのマウスキンときんいろのいえ  エドナ  ミラー∥さく 今泉 吉晴∥やく
E/ハシ はしれ！カボチャ エバ　メフト∥文 アンドレ　レトリア∥絵 宇野　和美∥訳

E/ハロ ハロウィーンってなぁに？ クリステル　デモワノー∥作 中島　さおり∥訳
E/ハロ 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 清水 奈緒子∥訳

E/ハロ ハロウィーンのひみつ はやし ちかげ∥[作]
E/ハロ ハロウィーンの星めぐり

ウォルター　デ　ラ　メア∥詩 カロリーナ　ラベイ∥絵 海後 礼子
∥訳

E/ハロ 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
E/ハロ ハロウィンナー デーヴ・ピルキー∥さく かねはら みずひと∥やく
E/ハロ ハロウィンのかくれんぼ いしかわこうじ∥作
E/ハロ ハロウィンのランプ 小林　ゆき子∥さく　え
E/ハン パンプキン ケン　ロビンズ∥写真＆文 千葉　茂樹∥訳
E/ハン パンプキンムーンシャイン  ターシャ　テューダー∥著 ないとう りえこ∥やく
E/ヒカ ぴーかーぶー! 新井 洋行∥さく 小林 ゆき子∥え
E/ヘス ヘスターとまじょ バイロン  バートン∥作 絵 かけがわ やすこ∥訳

E/ヘネ 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
E/マシ 魔女たちのパーティー ロンゾ　アンダーソン∥文 エイドリアン　アダムズ∥絵 野口 絵美∥訳

E/マシ まじょのスーパーマーケット スーザン・メドー∥さく ひがし はるみ∥やく
E/マシ 魔女たちのハロウィーン エイドリアン・アダムズ∥作 掛川 恭子∥訳 かけがわ やすこ∥訳

E/モツ もっとたのしいハロウィンがいっぱい! リチャード　プラット∥作 リチャード　ワトソン∥絵 たなか あきこ∥訳

ハロウィン



E/モリ モリくんのハロウィンカー かんべ あやこ∥作
あ/E/コレ ハロウィンのかくれんぼ いしかわ こうじ∥作　絵
あ/E/ハツ ハッピーハロウィン! 新井 洋行∥作　絵

仕/E/クマ くまくまくんのハロウィン ベンジー・デイヴィス

Ｋ/オカ おかしのしまのハロウィンパーティー にしおとおさむ∥作・絵

Ｋ/ヌス ぬすまれたパンプキンパイ 田沢梨枝子∥作・絵

ＤＶＤ モンスター・ハウス ロバート・ゼメキス＆スティーヴン・スピルバーグ∥作


