
せつぶん 2019.1.14作成

請求記号 タイトル 著者
E/オタ ふくはうち　おたんじょう月おめでとう 中川　ひろたか∥文 長谷川　義史∥絵

E/オナ おなかのなかにおにがいる 小沢　孝子∥作 西村　達馬∥絵

E/オニ オニたいじ 森 絵都∥作 竹内 通雅∥絵

E/オニ おにはうち！ 中川　ひろたか∥文 村上　康成∥絵
E/オニ おにばらいのまめまき 鶴見 正夫∥文 つぼの ひでお∥絵
E/オニ おにのくび 水谷 章三∥文 矢野 徳∥絵
E/オニ おにのこくんがやってきた！ こわせ たまみ∥さく 秋里 信子∥え
E/オニ おにたのぼうし あまん きみこ∥ぶん いわさき ちひろ∥え

E/オニ 「おに」と名づけられた、ぼく 木根 尚登∥文 寺井 広樹∥原案 もずねこ∥絵

E/オニ おにのおめん 神沢 利子∥作 狩野 富貴子∥絵
E/オニ オニのきもだめし 岡田 よしたか∥作
E/オニ おにのふんどしちょいとぬえるかい ちば えみこ∥作
E/オニ おにはうちふくはそと 西本 鶏介∥文 村上 豊∥絵
E/オニ おにはそと せな　けいこ∥作　絵
E/オニ おにはそと!ふくはうち! いもと ようこ∥文　絵
E/オハ おばあちゃんのえほうまき 野村　たかあき∥作　絵
E/カエ かえるをのんだととさん 日野 十成∥再話 斎藤 隆夫∥絵
E/キセ せつぶんのひのおにいっか　 青山　友美∥作
E/キヨ せつぶんだまめまきだ　行事の由来えほん 桜井 信夫∥作 赤坂 三好∥絵
E/キヨ 鬼といりまめ　行事むかしむかし ２月 谷 真介∥文 赤坂 三好∥絵
E/キヨ きょうはせつぶんふくはだれ？ 正岡　慧子∥作 古内　ヨシ∥絵
E/キヨ せつぶん　狂言えほん もとした　いづみ∥文 野村　たかあき∥絵

E/キヨ まめまきこびとのおはなし　行事こびとのえほん まつい　のりこ∥さく
E/シユ おにはーそと！　１２か月のしかけえほん  きむら　ゆういち∥作 ながはま　ひろし∥絵

E/セツ せつぶんのおに 常光 徹∥文 伊藤 秀男∥絵

E/セツ せつぶんワイワイまめまきの日! ますだ ゆうこ∥作 たちもと みちこ∥絵

E/セツ せつぶんセブン もとした いづみ∥作 ふくだ いわお∥絵

E/チイ ちいちゃんとまめまき しみず みちを∥作
E/トウ どうぶつ村のごちそうごよみ ふゆ たちばな さきこ∥さく
E/ナキ なきむしおにのオニタン 上野　与志∥作 藤本　四郎∥絵
E/ネコ ねこまるせんせいとせつぶん 押川 理佐∥作 渡辺 有一∥絵
E/フク ふくはうちおにもうち 内田 麟太郎∥作 山本 孝∥絵
E/マメ まめのかぞえうた 西内 ミナミ∥さく 和歌山 静子∥え
E/マメ まめまきバス 藤本 ともひこ∥作　絵
E/ロホ ロボットおに 浅沼 とおる∥作・絵
昔/E/ハシ せつぶんのおはなし 中脇 初枝∥文 才田 俊次∥作画
昔/E/マン まんが日本昔ばなし4 川内 彩友美∥編
K/オニ おにとおひゃくしょうさん 瀬尾 七重∥作 倉橋 達治∥画
K/セツ せつぶんとおに みやざき ひろかず∥作 絵
K/セツ せつぶんってなに？ しらかた　みお∥脚本　絵
K/ツノ つのがきえたあかおに 高木　あきこ∥文 倉石　琢也∥画
K/ナセ なぜ、せつぶんに豆をまくの? 国松 俊英∥脚本 藤田 勝治∥絵
K/マメ まめっこぽりぽりおにはそと! 節分 渡辺 節子∥作 間瀬 なおかた∥画
大/E/セツ せつぶん　大きな園行事えほんシリーズ

オニ
請求記号 タイトル 著者

E//730 こどものとも 730号  おにとあんころもち おざわ としお∥再話 くの あいこ∥再話 半田 強∥絵

E/イツ いっすんぼうし 椿原 菜々子∥文 太田 大八∥絵
E/イツ いっすんぼうし 松谷　みよ子∥作 太田　大八∥絵
E/イツ いっすんぼうし こわせ　たまみ∥文 高見　八重子∥絵
E/イツ いっすんぼうし 百々 佑利子∥ぶん 小沢 良吉∥え
E/イツ いっすんぼうし いしい  ももこ∥ぶん あきの  ふく∥え
E/ウル ギンガのおにたいじ たかせ かつゆき∥ぶん ヒカリン∥え
E/オニ おにきちおにぎり 林 彩子∥作 せべ まさゆき∥絵
E/オニ おにぎりがしま やぎ たみこ∥作
E/オニ おにころ 野村 たかあき∥作　画
E/オニ おにころちゃんとりゅうのはな やぎ　たみこ∥作　絵
E/オニ おにつばとうさん 沼野 正子∥文　絵
E/オニ おにのおにぎりや ちば みなこ∥作
E/オニ おにの子こづな 木暮 正夫∥ぶん 斎藤 博之∥え
E/オニ おにのパンツ モリタ こなみ∥作 西内 としお∥絵



E/オニ おによりつよいおよめさん 井上 よう子∥作 吉田 尚令∥絵
E/オニ オニさんこちら 毛利　まさみち∥文　絵
E/オニ オニじゃないよおにぎりだよ シゲタ サヤカ∥作
E/オニ オニのサラリーマン 富安 陽子∥文 大島 妙子∥絵
E/オニ 鬼さんこちら手の鳴るほうへ 安川　真慈∥絵　文
E/オニ 鬼ぞろぞろ  舟崎　克彦∥文 赤羽　末吉∥絵
E/オニ 鬼と行者さま 総本山金峯山寺∥著 松田 大児∥画
E/オニ 鬼のおっぺけぽー 夢枕 獏∥作 大島 妙子∥絵
E/オニ 鬼のかいぎ 立松　和平∥文 よしなが　こうたく∥絵
E/オニ 鬼の助 畑中　弘子∥作 辻　恵子∥絵
E/オニ 鬼の首引き 岩城 範枝∥文 井上 洋介∥絵
E/オニ 鬼ガ山 毛利　まさみち∥作　絵
E/オフ おふくさん 服部 美法∥ぶん　え
E/オム おむすびとおに あおき とおる∥さく え
E/キヨ 酒呑童子 下村 良之介∥絵 舟崎 克彦∥文
E/ケツ 月刊こどものとも ５１７　まゆとおに 富安 陽子∥文 降矢 なな∥絵
Ｅ/コト こどものとも復刻版 75号　だいくとおにろく 松居 直∥再話 赤羽 末吉∥画
Ｅ／コヒ ５ひきの小オニがきめたこと サラ ダイアー∥作 毛利 衛∥訳
Ｅ／コフ こぶとりじい 宮川 ひろ∥ぶん 箕田 源二郎∥え
Ｅ／コフ こぶとりたろう たかどの  ほうこ∥作 杉浦  範茂∥絵
Ｅ/コン きえた権大納言 ほりかわ　りまこ∥作
Ｅ/コン こんにちはおにさん 内田 麟太郎∥作 広野 多珂子∥絵
E/シコ 地獄めぐり ３ 沼野　正子∥文　絵
E/シヤ ジャータカ絵本全集 1 稲田 純子∥文 福田 庄助∥絵
E/シユ しゅてんどうじ 木島 始∥構成・文
Ｅ/シヨ しょうとのおにたいじ 稲田　和子∥再話 川端　健生∥画
Ｅ／シン 桃太郎 斎藤 五百枝∥画 千葉 幹夫∥文　構成

Ｅ／シン 一寸法師 笠松 紫浪∥画 千葉 幹夫∥文　構成
E/ソメ ソメコとオニ 斎藤 隆介∥作 滝平 二郎∥絵
Ｅ/ソラ 空からのぞいた桃太郎 影山 徹∥著
Ｅ/ソレ それからのおにがしま  川崎 洋∥さく 国松 エリカ∥え
Ｅ/タイ だいくとおにろく 松居 直∥再話 赤羽 末吉∥画
E/タコ だごだごころころ 石黒 なみ子∥再話 梶山 俊夫∥再話 梶山 俊夫∥絵

Ｅ/ツノ つのはなんにもならないか 北山 葉子∥作・絵
E/テツ でっかいまめたろう 大川 悦生∥作 長谷川 知子∥絵
Ｅ/テン てんのおにまつり 宮崎  優∥作 宮崎  俊枝∥作
Ｅ/トン とんすけくんはももたろう 長尾 謙一郎∥著
E/ナイ ないたあかおに 浜田 廣介∥作 野村 たかあき∥絵
E/ナイ ないたあかおに はまだ ひろすけ∥ぶん いけだ たつお∥え

E/ナイ ないた赤おに 浜田 廣介∥作 いもと ようこ∥絵
E/ナイ ないた赤おに  浜田 広介∥作 ｎａｋａｂａｎ∥絵
E/ナイ 泣いた赤おに  浜田 広介∥作 つちだ のぶこ∥絵
E/ナイ 泣いた赤鬼 浜田　広介∥文 浦沢　直樹∥画
Ｅ/ナミ なみだをながしたおに 原 婦美子∥絵と文
Ｅ／ニホ 泣いた赤おに 浜田 広介∥作 梶山 俊夫∥絵
Ｅ／ニホ 酒呑童子 川村 たかし∥文 石倉 欣二∥絵
E/ヘエ へぇこいたのだれだ? 平田 昌広∥さく 野村 たかあき∥え
E/ヘエ へえ六がんばる 箕田 源二郎∥絵 北 彰介∥作
E/ヘニ ぺにろいやるのおにたいじ ジョーダン∥文 吉田 甲子太郎∥訳 山中 春雄∥画

Ｅ/マユ まゆとおに 富安 陽子∥文 降矢 なな∥絵
E/モモ ももたろう 西内　としお∥絵
E/モモ ももたろう 市川　宣子∥文 長谷川　義史∥絵
E/モモ ももたろう だれでも知っているあの有名な 五味 太郎∥作
E/モモ ももたろう 水谷 章三∥作 スズキ コージ∥絵
E/モモ ももたろう 松岡 節∥文 二俣 英五郎∥絵
E/モモ ももたろう さくら ともこ∥再話 せべ まさゆき∥絵
E/モモ ももたろう 松谷 みよ子∥作 和歌山 静子∥絵
E/モモ ももたろう 馬場 のぼる∥文・絵
E/モモ ももたろう 木村　裕一∥構成 舟崎　克彦∥文 西村　達馬∥絵

E/モモ ももたろう まつい  ただし∥ぶん あかば  すえきち∥え

E/モモ ももの子たろう おおかわ えっせい∥ぶん みた げんじろう∥え

E/モモ 桃太郎 金太郎 浦島太郎 矢崎 節夫∥文 村上 豊∥絵 尾崎 真吾∥絵 東 逸子∥絵

E/ラク おにのめん 川端 誠∥作
Ｅ/ラシ らしょうもんのおに 馬場 のぼる∥作  絵
あ/E/オニ おにのこにこちゃん 原 あいみ∥え ケロポンズ∥ぶん
外/E/イツ 一寸法師 大岡 信∥日本語 小野 かおる∥絵 安寿と厨子王 たなべ まもる∥日本語 おの ちよ∥絵



外/E/エイ ももたろう いもと ようこ∥文　絵 Soshi Uchida∥英訳

外/E/モモ ももたろう 大河原 健太郎∥絵
外/E/モモ ももたろう なかむら　ともこ∥にほんご すずき　さゆり∥えいご ほんだ　とよくに∥え

外/E/モモ ももたろう さいとう まり∥絵
K/ウサ うさぎのみみちゃんおにはそとー! 間所 ひさこ∥作 新野 めぐみ∥画
K/ウミ うみにしずんだおに 松谷 みよ子∥脚本 二俣 英五郎∥画
K/オニ おにがしまのまめ 仲倉 眉子∥作・画・解説
K/オニ おにたとおふく 野村 たかあき∥脚本　絵
K/オニ おにとおひゃくしょうさん 瀬尾 七重∥作 倉橋 達治∥画
K/オニ おにとふくのかみ 千田 一彦∥脚本 福田 庄助∥絵
K/オニ おににさらわれたあねこ 水谷 章三∥脚本 須々木 博∥画
K/オニ おにのかたなづくり 鶴見 正夫∥脚色 清水 耕蔵∥画
K/オニ オニのごちそう 宮崎 二美枝∥文 藤本 四郎∥絵
K/オニ おにはーそと! すぎのこ保育園脚本
K/オニ おにはそとふくはうち わしお としこ∥作 はせがわ かこ∥絵
K/オニ おにろく 坪田　譲治∥脚本 岡野　和∥絵
K/カミ かみしばいおに 矢玉 四郎∥作画
K/タイ だいくとおにろく 須田 裕美子∥作画
K/ハシ はじめてのももたろう フジイ カクホ∥絵
K/ムカ むかしむかしおにがきた 清水 たみ子∥作 安井 康二∥画
387/オニ 鬼が出た 大西 広文　梶山 俊夫ほか絵
388/オニ 鬼学 松岡　義和∥著
388/ヒサ オニの生活図鑑 ヒサ クニヒコ∥文・絵
913/イト 鬼の橋 伊藤 遊∥作 太田 大八∥画
913/イマ おれはオニだぞ 今江 祥智∥作 和田 誠∥絵
913/オカ 赤い帽子・黒い鬼 岡 信子∥作 岡本 順∥絵
913/オサ むかしむかしの鬼物語 小沢 章友∥文 百鬼丸∥絵
913/オニ 鬼とあんころもち 昔ばなし大学再話研究会∥再話 小澤 俊夫∥編　監修

913/カナ 鬼のおくりもの 金田 喜兵衛∥作 狩野 ふきこ∥絵

913/カワ ぼうしをかぶったオニの子 川崎　洋∥作 飯野　和好∥絵

913/クス おにぼう くすのき しげのり∥作 伊藤 秀男∥絵
913/コワ 鬼・鬼婆の怪談 川村　たかし∥監修
913/スス おにの子ムウ 鈴木　ゆき江∥作 若林　真実子∥絵
913/ソヤ ゆうきのおにたいじ 征矢 清∥さく 土橋 とし子∥え
913/タケ 酒天童子 竹下 文子∥著 平沢 下戸∥絵
913/テラ おにのはなし 寺村 輝夫∥著 ヒサクニヒコ画
913/テラ おにの赤べえ 寺村 輝夫∥作 和歌山 静子∥絵
913/トミ 鬼まつりの夜 富安 陽子∥作 はせがわ かこ∥絵
913/トリ 鬼の市 鳥野　美知子∥作 たごもり　のりこ∥絵
913/ヌマ 地獄より鬼たちがあらわれるの巻 沼野 正子∥文 絵
913/ハタ おによろし 畑中　弘子∥著 かすみ　ゆう∥画
913/ハマ 鬼の話 はま みつを∥作 石倉 欣二∥絵
913/ヒラ 鬼の涙 平田 勉∥作 源内 満弓∥絵
913/フシ オニのすみかでおおあばれ! 藤 真知子∥作 村田 桃香∥絵
913/フシ おに 藤田 晋一∥文 大井 知美∥絵
913/フシ ほらふきたぬきのももたろう 藤本　ともひこ∥作　絵
913/ミナ 七つ山の鬼たち 南有田 秋徳∥文と絵
913/モリ てんぐちゃんとふたごのおに もりやま みやこ∥作 かわかみ たかこ∥絵
913/ヤマ オニの子・ブン 山中 恒∥作 長 新太∥絵
973/カテ カテリネッラとおにのフライパン 剣持 弘子∥訳　再話 剣持 晶子∥絵
908/オヤ おにさんばなし 大泉書店編集部∥編
E/コト こどものとも復刻版 15　ぺにろいやるのおにたいじ ジョーダン∥[原作] 吉田 甲子太郎∥訳 山中 春雄∥画


