
No. 書名 著者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

1 大江戸化物細見    アダム・カバット　校注編 小学館 1999.12 91357/12 一般開架

2 江戸化物草紙    アダム・カバット　校注・編 小学館 1994.6 91357/8 一般開架

3 河童の日本史    中村 禎里　著 日本エディタースクール出版部 1998.7 3881/12 一般書庫

4 幽霊の正体    平凡社 1997.4 387/25 一般開架

5 鬼の思想  鬼哭と狂気  綱澤 満昭　著 風媒社 2009.3 3881/101 一般開架

6 江戸幻獣博物誌  妖怪と未確認動物のはざまで  伊藤 龍平　著 青弓社 2010.9 3881/109 一般開架

7 妖怪学の基礎知識    小松 和彦　編著 角川学芸出版 2011.3 3881/115 一般開架

8 妖怪は繁殖する    一柳 廣孝　編著 青弓社 1998.3 3881/89 一般書庫

9 幽霊  冥土・いん・じゃぱん  暉峻 康隆　著 岩波書店 1997.6 3881/18 一般書庫

10 日本怪奇幻想紀行    1之巻 同朋舎 2000.7 3881/45/1 一般書庫

11 日本怪奇幻想紀行    2之巻 同朋舎 2000.6 3881/45/2 一般書庫

12 日本怪奇幻想紀行    3之巻 同朋舎 2000.8 3881/45/3 一般書庫

13 日本怪奇幻想紀行    4之巻 同朋舎 2000.9 3881/45/4 一般書庫

14 日本怪奇幻想紀行    5之巻 同朋舎 2000.11 3881/45/5 一般書庫

15 日本怪奇幻想紀行    6之巻 同朋舎 2001.1 3881/45/6 一般書庫

16 河童を見た人びと    高橋 貞子　著 岩田書院 2003.7 38812/10 一般書庫

17 座敷わらしを見た人びと    高橋 貞子　著 岩田書院 2003.6 38812/11 一般書庫

18 山神を見た人びと  岩手岩泉物語  高橋 貞子　著 岩田書院 2009.4 38812/19 一般書庫

19 河童アジア考  カッパは人か妖怪か  斎藤 次男　著 彩流社 1997.8 388/18 一般書庫

20 妖怪あつめ    湯本 豪一　著 角川書店 2002.6 3881/65 一般書庫

21 江戸の妖怪絵巻    湯本 豪一　著 光文社 2003.4 3881/74 一般開架

22 江戸の妖怪革命    香川 雅信　著 河出書房新社 2004.1 3881/84 一般開架

23 Japanese Ghost Stories  Spirits,Hauntings and Paranormal Phenomena  カトリン・ロス　著 チャールズ・イー・タトル出版 2010.5 3881/105 一般外国語

24 外国人のための妖怪サバイバルガイド  英文版  依田 寛子　著 講談社インターナショナル 2008.3 3881/95 一般外国語

25 妖怪学新考  妖怪からみる日本人の心 　新書 小松 和彦　著 洋泉社 2007.7 3881/47/07 一般書庫

26 妖怪学新考  妖怪からみる日本人の心  小松 和彦　著 小学館 2000.7 3881/47 一般書庫

27 妖怪ウォーカー    村上 健司　著 角川書店 2002.7 3881/67 一般書庫

28 妖怪と怨霊の日本史    田中 聡　著 集英社 2002.7 3881/68 一般書庫

29 日本妖怪学大全    小松 和彦　編 小学館 2003.3 3881/72 一般書庫

30 鬼ともののけの文化史  絵で見て不思議!  笹間 良彦　著 遊子館 2005.8 3881/87 一般書庫

31 妖怪文化入門    小松 和彦　著 せりか書房 2005.11 3881/88 一般書庫

32 日本の皿屋敷伝説    伊藤 篤　著 海鳥社 2002.3 3881/63 一般書庫

    ＜日本のもののけ＞

     資料紹介コーナー          

「もののけ 」関連資料                    

                                                       千葉県立東部図書館 

                                 

  現在、千葉県立中央博物館本館では、さまざまな「もののけ」たちを全５回シリーズで紹介するト
ピックス展「もののけ来るぞ！」が開催されています。 

 東部図書館所蔵の「もののけ」に関する資料を展示していますので、ご紹介いたします。 



No. 書名 著者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

1 妖精図鑑  森と大地の精  ピエール・デュボア　著 文渓堂 2000.2 3883/5 一般開架

2 妖精図鑑  海と草原の精  ピエール・デュボア　著 文渓堂 2000.8 3883/5/2 一般開架

3 妖精図鑑  空と風の精  ピエール・デュボア　著 文渓堂 2001.7 3883/5/3 一般開架

4 フラワーフェアリーズ  花の妖精たち愛蔵版  シシリー・メアリー・バーカー　作 グラフィック社 2011.11 9317/ﾊｼ1 一般開架

5 幻獣イラスト大事典  宝島社 2008.1 388/56 一般開架

6 世界伝説歴史地図  ヴィジュアル版  ジュディス・A.マクラウド　著 原書房 2013.1 388/67 一般開架

7 日本と西洋の妖怪比べ  妖怪伝説百話集  角田 義治　著 幹書房 2006.12 388/51 一般開架

8 ソモフの妖怪物語    ソモフ　著 群像社 2010.11 983/ｿｵ1 一般開架

9 楊逸が読む聊斎志異    楊 逸　著 明治書院 2011.7 9236/ﾌｽ4 一般開架

10 和訳聊斎志異    蒲 松齢　著 筑摩書房 2012.4 9236/ﾌｽ5 一般開架

11 『聊斎志異』を読む  妖怪と人の幻想劇  稲田 孝 著 講談社 2001.6 9236/ｲﾀ1 一般開架

12 中国百物語    話梅子　編・訳 アルファポリス 2007.11 923/3 一般開架

13 中国妖怪伝  怪しきものたちの系譜  二階堂 善弘　著 平凡社 2002.8 38822/21 一般書庫

14 中欧怪奇紀行    田中 芳樹　著 中央公論新社 2000.1 3883/7 一般書庫

15 吸血鬼伝説    ジャン・マリニー　著 創元社 1994.6 38839/1 一般書庫

16 世界の怪物・魔物文化図鑑    クリストファー・デル　著柊風舎 2009.7 388/64 一般開架

17 幽霊学入門    河合 祥一郎　編 新書館 2010.9 388/63 一般開架

18 幻想生物    西洋編 山北 篤　著 新紀元社 2010.1 388/65/1 一般開架

19 蛇女の伝説  「白蛇伝」を追って東へ西へ  南条 竹則　著 平凡社 2000.11 38822/19 一般書庫

20 ロシアの妖怪たち    斎藤 君子　著 大修館書店 1999.8 38838/6/ 一般書庫

　　　

No. 書名 著者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

1 怪談  新訳  ラフカディオ・ハーン　著 PHP研究所 2008.8 9336/ﾊﾗ11 一般開架

2 巷説百物語    京極 夏彦　著 角川書店 1999.7 9136/ｷﾅ8 一般書庫

3 巷説百物語    続 京極 夏彦　著 角川書店 2001.5 9136/ｷﾅ8/2 一般書庫

4 後巷説百物語    京極 夏彦　著 角川書店 2003.8 9136/ｷﾅ18 一般書庫

5 豆腐小僧双六道中ふりだし  本朝妖怪盛衰録  京極 夏彦　著 講談社 2003.11 9136/ｷﾅ19 一般書庫

6 魍魎の匣    京極 夏彦　著 講談社 2003.11 9136/ｷﾅ20 一般書庫

7 陰摩羅鬼(おんもらき)の瑕    京極 夏彦　著 講談社 2003.7 9136/ｷﾅ17 一般書庫

8 塗仏の宴    宴の支度 京極 夏彦　著 講談社 2006.5 9136/ｷﾅ27 一般書庫

9 日本の古典をよむ    19 小学館 2008.6 918/54/19 一般開架

10 飛騨の怪談  新編綺堂怪奇名作選  岡本 綺堂　著 メディアファクトリー 2008.1 9136/ｵｷ23 一般開架

11 怪の壺  あやしい古典文学  山ン本 眞樹　編 学研パブリッシング 2010.4 3881/104 一般開架

12 憑き物耳袋    倉光 清六　著 河出書房新社 2008.8 38791/5 一般開架

13 山田野理夫東北怪談全集    山田 野理夫　著 荒蝦夷 2010.4 38812/21 一般開架

14 小説ゲゲゲの鬼太郎    上 水木 しげる　著 講談社 2008.1 9136/ﾐｼ24/1 一般開架

15 小説ゲゲゲの鬼太郎    下 水木 しげる　著 講談社 2008.1 9136/ﾐｼ24/2 一般開架

<外国のもののけ>

＜怪談＞



No. 書名 著者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

16 怪談    ラフカディオ・ハーン　著 国書刊行会 2011.7 9336/ﾊﾗ9 一般開架

17 小泉八雲集    小泉 八雲　著 新潮社 2012.3 9336/ﾊﾗ12 一般開架

18 大正の怪談実話ヴィンテージ・コレクション    東 雅夫　編 メディアファクトリー 2013.1 91368/208 一般開架

19 昭和の怪談実話ヴィンテージ・コレクション    東 雅夫　編 メディアファクトリー 2011.11 91368/201 一般開架

20 おばけずき  鏡花怪異小品集  泉 鏡花　著 平凡社 2012.5 91868/ｲｷ3 一般開架

21 江戸奇談怪談集    須永 朝彦　編訳 筑摩書房 2013.3 9135/29 一般開架

22 伽婢子・狗張子  江戸怪談集  浅井 了意　作 鈴木出版 2001.5 91351/29 一般開架

23 百物語全注釈    上巻 小川 武彦　著 勉誠出版 2013.3 91351/40/1 一般開架

24 百物語全注釈    下巻 小川 武彦　著 勉誠出版 2013.2 91351/40/2 一般開架

25 雨月物語    上田 秋成　作 明治書院 2001.2 91356/41 一般開架

26 雨月物語    上田 秋成　著 三弥井書店 2009.1 91356/88 一般開架

27 死霊解脱物語聞書    残寿　著 白澤社 2012.6 91351/39 一般開架

28 実録四谷怪談  現代語訳『四ツ谷雑談集』  広坂 朋信　訳・注 白澤社 2013.7 91356/107 一般開架

29 怪奇と幻想への回路  怪談からJホラーへ  内山 一樹　編 森話社 2008.7 77821/369 一般開架

30 妖怪画本・狂歌百物語    京極 夏彦　文 国書刊行会 2008.8 91119/14 一般開架

31 嗤う伊右衛門    京極 夏彦　著 中央公論社 1996.12 9136/ｷﾅ1 一般書庫

32 怪談お露牡丹    領家 高子　著 角川書店 2010.9 9136/ﾘﾀ11 一般開架

　　

No. 書名 著者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

1 妖怪の通り道  俗信の想像力  常光 徹　著 吉川弘文館 2013.2 38791/6 一般開架

2 妖怪文化研究の最前線    小松 和彦　編 せりか書房 2009.8 3881/102 一般開架

3 伝承怪異譚  語りのなかの妖怪たち  田中 瑩一　著 三弥井書店 2010.1 3881/111 一般開架

4 怪異の風景学  妖怪文化の民俗地理  佐々木 高弘　著 古今書院 2008.12 388/57 一般開架

5 妖怪文化の伝統と創造  絵巻・草紙からマンガ・ラノベまで  小松 和彦　編 せりか書房 2010.8 3881/107 一般開架

6 妖怪学の祖 井上圓了    菊地 章太　著 角川学芸出版 2012.7 2891/ｲｴ2 一般開架

7 平安京のコスモロジー  千年持続首都の秘密  鎌田 東二　編 創元社 2010.3 29162/62 一般開架

8 明治妖怪新聞    湯本 豪一　編 柏書房 1999.7 1476/4 一般開架

9 妖怪学講義    菊地 章太　著 講談社 2009.12 1476/8 一般開架

10 日本人はなぜ妖怪を畏れるのか  井上円了の「妖怪学講義」  三浦 節夫　著 新人物往来社 2011.9 1476/9 一般開架

11 霊魂の文化誌  神・妖怪・幽霊・鬼の日中比較研究  諏訪 春雄　著 勉誠出版 2010.6 16222/8 一般開架

12 井上円了と柳田国男の妖怪学    三浦 節夫　著 教育評論社 2013.7 1476/10 一般開架

13 妖怪の民俗学    宮田 登　著 筑摩書房 2002.5 3881/64 一般書庫

14 異界談義    国立歴史民俗博物館　編 角川書店 2002.6 387/77 一般書庫

15 世界の魔女と幽霊    日本民話の会外国民話研究会　編訳 三弥井書店 1999.6 388/31 一般書庫

16 妖怪手品の時代    横山 泰子　著 青弓社 2012.3 7793/41 一般開架

17 房総の伝承奇談    杉谷 徳蔵　著 暁印書館 1997.6 C388/3 郷土開架

18 天狗飛来  利根川下流域と天狗信仰  千葉県立大利根博物館　編集 千葉県立大利根博物館 2007.4 C387/10 郷土開架

19 千葉県妖怪奇異史談    荒川 法勝　編 暁印書館 1994.6 C388/2 郷土開架

20 怪異の民俗学    1 小松 和彦　責任編集 河出書房新社 2000.9 3881/48/1 一般書庫

21 怪異の民俗学    2 小松 和彦　責任編集 河出書房新社 2000.6 3881/48/2 一般書庫

　 ＜もののけの伝承＞



No. 書名 著者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

22 怪異の民俗学    3 小松 和彦　責任編集 河出書房新社 2000.7 3881/48/3 一般書庫

23 怪異の民俗学    4 小松 和彦　責任編集 河出書房新社 2000.1 3881/48/4 一般書庫

24 怪異の民俗学    5 小松 和彦　責任編集 河出書房新社 2001.1 3881/48/5 一般書庫

25 怪異の民俗学    6 小松 和彦　責任編集 河出書房新社 2001.3 3881/48/6 一般書庫

26 怪異の民俗学    7 小松 和彦　責任編集 河出書房新社 2001.3 3881/48/7 一般書庫

27 怪異の民俗学    8 小松 和彦　責任編集 河出書房新社 2001.7 3881/48/8 一般書庫

28 千葉県歴史の人物 荒川 法勝　編 暁印書館 1988.11 C281/7 郷土開架

29 千葉県史跡と伝説 荒川 法勝　編 暁印書館 1990.1 C2902/3 郷土開架

　　　＜浮世絵の中のもののけ＞

No. 書名 著者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

1 異界万華鏡  あの世・妖怪・占い  国立歴史民俗博物館　編集 国立歴史民俗博物館 2001.7 380/1 一般開架

2 西鶴と浮世草子研究    Vol.2 笠間書院 2007.7 91352/118/2 一般開架

3 妖怪画談    水木 しげる　著 岩波書店 2001.12 388/43 一般開架

4 水木しげるの妖怪伝大画集    水木 しげる　著 新紀元社 1997.12 7265/34 一般書庫

5 水木しげるの妖怪地図  47都道府県ご当地妖怪を訪ねる  荒俣 宏　監修 平凡社 2011.4 3881/116 一般開架

6 アメリカに渡った物語絵  絵巻・屛風・絵本  人間文化研究機構国文学研究資料館　編 ぺりかん社 2012.11 91024/58 一般開架

7 百鬼夜行絵巻の謎    小松 和彦　著 集英社 2008.11 7212/51 一般開架

8 図説地獄絵をよむ    渋沢 竜彦　著 河出書房新社 1999.2 7212/22 一般開架

9 図説百鬼夜行絵巻をよむ    田中 貴子　[ほか]著 河出書房新社 1999.5 7212/24 一般開架

10 怪奇鳥獣図巻  大陸からやって来た異形の鬼神たち  伊藤 清司　監修・解説 工作舎 2000.12 7212/27 一般開架

11 妖怪萬画    vol.1 青幻舎 2012.1 72108/22 一般開架

12 妖怪萬画    vol.2 青幻舎 2012.2 72108/22 一般開架

13 酒呑童子絵を読む  まつろわぬものの時空  美濃部 重克　著 三弥井書店 2009.9 721/9 一般開架

14 国芳妖怪百景    歌川 国芳　画 国書刊行会 1999.5 7218/64 一般書庫

15 暁斎妖怪百景    河鍋 暁斎　画 国書刊行会 1998.3 7219/83 一般開架

16 芳年妖怪百景    月岡 芳年　画 国書刊行会 2001.7 7218/86 一般開架

17 妖怪図巻    京極 夏彦　文 国書刊行会 2000.4 72108/9 一般書庫

18 妖怪図巻    続 湯本 豪一　編著 国書刊行会 2006.3 72108/9/2 一般書庫

19 妖怪曼陀羅  幕末明治の妖怪絵師たち  悳 俊彦　編 国書刊行会 1995 7218/113 一般書庫

20 にっぽん妖怪地図    阿部 正路　編 角川書店 1996.2 3881/14 一般開架

21
図解日本妖怪大全/図解日本妖怪大全　　上
妖怪漫画鼻祖水木茂風行世界的経典絵作  上 水木 茂　著絵 陜西師範大学出版社 2010.1 3881/110/1 一般書庫

22
図解日本妖怪大全/図解日本妖怪大全　　下
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