
No. 書      名 著   者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

1 日本妖怪博物館 草野 巧／共著 新紀元社 1994.8 387/KU84 書庫ＣＬ

2 妖怪画談 水木 しげる／著 岩波書店 2002.3 388/43 一般開架

3 図説龍とドラゴンの世界 笹間 良彦／著 遊子館 2008.4 388/54 一般開架

4
幻獣イラスト大事典  全世界の幻獣ハンターに捧
げるモンスター・エンサイクロペディアの決定版!

宝島社 2008.1 388/56 一般開架

5 ドラゴン神話図鑑 ジョナサン・エヴァンズ／著 柊風舎 2009.1 388/59 一般開架

6 にっぽん妖怪地図 阿部 正路／編 角川書店 1996.1 3881/14 一般開架

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

8 妖怪百物語絵巻 湯本 豪一／編著 国書刊行会 2003.7 3881/75 一般開架

9 河童平成絵巻 佐々木 篤／民話監修・撮影 ピエ・ブックス 2005.1 3881/86 一般開架

10 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 2010.1 3881/109 一般開架

11 妖精バイブル テレサ・ムーリー／著 産調出版 2008.7 3883/18 一般開架

12 妖怪図巻 京極 夏彦／文 国書刊行会 2000.6 72108/9/ 一般書庫

13 妖怪図巻    続 湯本 豪一／編著 国書刊行会 2006.5 72108/9/2 一般書庫

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
衝撃の絵師月岡芳年  幕末・明治を生きた最
後の浮世絵師

月岡 芳年／[画] 新人物往来社 2011.6 7218/146 一般開架

16
奇想の天才絵師歌川国芳  幕末最大の人気
を誇った反骨の絵師

歌川 国芳／[画] 新人物往来社 2011.1 7218/150 一般開架

No. 書      名 著   者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

17 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

18 山田野理夫東北怪談全集 山田 野理夫／[著] 荒蝦夷 2010.3 38812/21 一般開架

19 怪談文芸ハンドブック  愉しく読む、書く、蒐める  東 雅夫／著 メディアファクトリー 2009.3 9013/62 一般開架

20 書物の王国    18　妖怪 『書物の王国』編纂委員会／[編] 国書刊行会 1999.5 908/14 一般書庫

21 怪奇小説精華 ポオ／ほか著 筑摩書房 2012.1 9083/40 一般開架

22 江戸の怪異譚  地下水脈の系譜 堤 邦彦／著 ぺりかん社 2004.1 91025/66 一般開架

展示期間:平成27年8月22日～10月15日

　　　千葉県立東部図書館　資料紹介コーナー
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23 現代語で読む「江戸怪談」傑作選 堤 邦彦／[著] 祥伝社 2008.8 91025/89 一般開架

24 幻妖の水脈 夏目 漱石／ほか著 筑摩書房 2013.9 913/10 一般開架

25 今昔物語集・宇治拾遺物語  現代語訳 小林 保治／訳 學燈社 2006.1 91337/41 一般開架

26 江戸奇談怪談集 須永 朝彦／編訳 筑摩書房 2012.1 9135/29 一般開架

27 伽婢子・狗張子  江戸怪談集 浅井 了意／作 鈴木出版 2001.7 91351/29 一般開架

28 死霊解脱物語聞書 [残寿／著] 白澤社 2012.7 91351/39 一般開架

29 河童相伝胡瓜遣 仮名垣 魯文／著 国文学研究資料館 2005.9 91355/26 一般開架

30 南総里見八犬伝    上 [曲亭 馬琴／作] 勉誠出版 2004.6 91356/55/1 一般開架

31 南総里見八犬伝    下 [曲亭 馬琴／作] 勉誠出版 2004.6 91356/55/2 一般開架

32 馬琴の大夢里見八犬伝の世界 信多 純一／著 岩波書店 2004.9 91356/56 一般開架

33 怪奇幻想雨月物語 [上田 秋成／作] 勉誠出版 2005.1 91356/62 一般開架

34 雨月物語精読 [上田 秋成／著] 勉誠出版 2009.4 91356/85 一般開架

35 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

36 神経闇開化怪談 一竿齋宝洲／著 国文学研究資料館 2005.9 91357/23 一般開架

37 ももんがあ対見越入道  江戸の化物たち アダム・カバット／著 講談社 2006.1 91357/31 一般開架

38 高野聖・眉かくしの霊 泉 鏡花／作 岩波書店 2004.3 9136/ｲｷ6 一般書庫

39 龍之介怪奇譚 小沢 章友／著 双葉社 2010.4 9136/ｵｱ46 一般開架

40 岡本綺堂伝奇小説集    其ノ1 岡本 綺堂／著 原書房 1999.6 9136/ｵｷ8/1 一般書庫

41 岡本綺堂伝奇小説集    其ノ2 岡本 綺堂／著 原書房 1999.7 9136/ｵｷ8/2 一般書庫

42 岡本綺堂伝奇小説集    其ノ3 岡本 綺堂／著 原書房 1999.7 9136/ｵｷ8/3 一般書庫

43 私の家では何も起こらない 恩田 陸／著 メディアファクトリー 2010.1 9136/ｵﾘ30 一般開架

44 嗤う伊右衛門 京極 夏彦／著 中央公論社 1997.6 9136/ｷﾅ1 一般書庫

45 巷説百物語 京極 夏彦／著 角川書店 1999.8 9136/ｷﾅ8 一般書庫

46 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

47 後巷説百物語 京極 夏彦／著 角川書店 2003.1 9136/ｷﾅ18 一般書庫

48 邪魅の雫　講談社ノベルス [百鬼夜行シリーズ] 京極 夏彦／著 講談社 2006.9 9136/ｷﾅ26 一般書庫

49 前巷説百物語 京極 夏彦／著 角川書店 2007.4 9136/ｷﾅ28 一般開架

50 西巷説百物語 京極 夏彦／著 角川書店 2010.7 9136/ｷﾅ39 一般開架

51 東京妖怪浮遊 笙野 頼子／著 岩波書店 1998.5 9136/ｼﾖ15 一般書庫

52 家守綺譚 梨木 香歩／著 新潮社 2004.1 9136/ﾅｶ16 一般開架

53 しゃばけ    [「しゃばけ」シリーズ①] 畠中 恵／著 新潮社 2001.1 9136/ﾊﾒ1 一般開架

54 ぬしさまへ    [「しゃばけ」シリーズ②] 畠中 恵／著 新潮社 2003.5 9136/ﾊﾒ2/2 一般開架

55 ねこのばば    [「しゃばけ」シリーズ③] 畠中 恵／著 新潮社 2004.7 9136/ﾊﾒ4/2 一般開架

56 おまけのこ     [「しゃばけ」シリーズ④] 畠中 恵／著 新潮社 2005.8 9136/ﾊﾒ7 一般開架

57 うそうそ    [「しゃばけ」シリーズ⑤] 畠中 恵／著 新潮社 2006.5 9136/ﾊﾒ8 一般開架

58 ちんぷんかん    [「しゃばけ」シリーズ⑥] 畠中 恵／著 新潮社 2007.6 9136/ﾊﾒ11 一般開架

59 いっちばん    [「しゃばけ」シリーズ⑦] 畠中 恵／著 新潮社 2008.7 9136/ﾊﾒ14 一般開架
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60 ころころろ　　 [「しゃばけ」シリーズ⑧] 畠中 恵／著 新潮社 2009.7 9136/ﾊﾒ17 一般開架

61 ゆんでめて    [「しゃばけ」シリーズ⑨] 畠中 恵／著 新潮社 2010.7 9136/ﾊﾒ18 一般開架

62 やなりいなり    [「しゃばけ」シリーズ⑩] 畠中 恵／著 新潮社 2011.7 9136/ﾊﾒ21 一般開架

63 ひなこまち    [「しゃばけ」シリーズ⑪] 畠中 恵／著 新潮社 2012.6 9136/ﾊﾒ23 一般開架

64 つくもがみ貸します 畠中 恵／著 角川書店 2007.9 9136/ﾊﾒ12 一般開架

65 みぃつけた 畠中 恵／文 新潮社 2006.1 9136/ﾊﾒ9 一般開架

66 あやし  怪 宮部 みゆき／著 角川書店 2000.7 9136/ﾐﾐ7 一般書庫

67 あかんべえ 宮部 みゆき／著 PHP研究所 2002.3 9136/ﾐﾐ13 一般開架

68 怪談お露牡丹 領家 高子／著 角川書店 2010.8 9136/ﾘﾀ11 一般開架

69 東亰異聞 小野 不由美／著 新潮社 1994.4 9136/O67/ 書庫ＣＬ

70 現代怪談集成 中島 河太郎／編 立風書房 1993.7 91368/36 一般書庫

71 七つの怖い扉 阿刀田 高／[ほか著] 新潮社 1998.1 91368/52 一般書庫

72 怪猫鬼談 東 雅夫／編 人類文化社 1999.1 91368/71 一般書庫

73 神隠し譚 小松 和彦／編 桜桃書房 2001.9 91368/89 一般開架

74 怪談  24の恐怖 三浦 正雄／編 講談社 2004.9 91368/115 一般書庫

75 みちのく怪談名作選    vol.1 東 雅夫／編 荒蝦夷 2010.1 91368/192/1 一般開架

76 日本の古典をよむ    12　今昔物語集 小学館 2008.8 918/54/12 一般開架

77 日本の古典をよむ    19　雨月物語 小学館 2008.7 918/54/19 一般開架

78 百鬼園百物語  百間怪異小品集 内田 百間／著 平凡社 2013.6 91868/ｳﾋ3 一般開架

79 司馬遼太郎全集    22 司馬 遼太郎／[著] 文芸春秋 1977 91868/ｼﾘ1 一般書庫

80 妖怪・妖精譚 小泉 八雲／著 筑摩書房 2004.8 9336/ﾊﾗ7 一般開架

81 骨董・怪談  個人完訳小泉八雲コレクション 小泉 八雲／著 河出書房新社 2014.6 9336/ﾊﾗ13 一般開架

82 ポー怪奇幻想集  ヴィジュアル・ストーリー  1 E.A.ポー／著 原書房 2014.9 9336/ﾎｴ9/1 一般開架

83 ポー怪奇幻想集  ヴィジュアル・ストーリー  2 E.A.ポー／著 原書房 2014.9 9336/ﾎｴ9/2 一般開架

84 いまに語りつぐ日本民話集    [第2集]13 野村 純一／監修 作品社 2002.4 L3881/1 一般開架

85 いまに語りつぐ日本民話集    [第3集]14 野村 純一／監修 作品社 2003.4 L3881/1 一般開架

86 怪奇・ホラーワールド    第14巻 二上 洋一／監修 リブリオ出版 2001.4 L9136/11 一般開架

87 利根川おばけ話 加藤 政晴／著 崙書房出版 1991 C388/13 郷土開架

88 房総の秘められた話、奇々怪々な話 大衆文学研究会千葉支部／編著 崙書房 1983.7 C388/15 郷土開架

89 そうさの伝説とむかし話 伊東 弘明／編 [伊東弘明] 1975.1 C388/31 郷土開架
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90 井上円了・妖怪学全集    第1巻 井上 円了／著 柏書房 1999.3 1476/3/1 一般開架

91 井上円了・妖怪学全集    第2巻 井上 円了／著 柏書房 1999.3 1476/3/2 一般開架

92 井上円了・妖怪学全集    第3巻 井上 円了／著 柏書房 1999.4 1476/3/3 一般開架

93 井上円了・妖怪学全集    第4巻 井上 円了／著 柏書房 2000.3 1476/3/4 一般開架

94 井上円了・妖怪学全集    第5巻 井上 円了／著 柏書房 2000.5 1476/3/5 一般開架

95 井上円了・妖怪学全集    第6巻 井上 円了／著 柏書房 2001.6 1476/3/6 一般開架

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

97 地方発明治妖怪ニュース 湯本 豪一／編 柏書房 2001.6 1476/5 一般開架

98 妖怪学講義 菊地 章太／著 講談社 2010.4 1476/8 一般開架

99
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 2011.1 1476/9 一般開架

100 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

101 妖怪学の祖 井上圓了 菊地 章太／著 角川学芸出版 2013.1 2891/ｲｴ2 一般開架

102 日本民俗文化資料集成    8 谷川 健一／責任編集 三一書房 1988.1 3821/12 一般書庫

103 遠野物語の原風景 内藤 正敏／[著] 荒蝦夷 2010.5 38212/16 一般開架

104
『遠野物語』へのご招待  『遠野物語』誕生か
ら一〇〇年 異界の物語世界への誘い

石井 正己／著 三弥井書店 2010.6 38212/17 一般開架

105 『遠野物語』を読もう  柳田国男が意図したもの  藤井 隆至／著 新潟日報事業社 2010.7 38212/18 一般開架

106 遠野物語と源氏物語  物語の発生する場所とこころ  鎌田 東二／編 創元社 2011.1 38212/19 一般開架

107 遠野物語 遭遇と鎮魂 河合 俊雄／編 岩波書店 2014.3 38212/20 一般開架

108 国際化時代と『遠野物語』 石井 正己／編 三弥井書店 2014.8 38212/22 一般開架

109 幽霊の正体 平凡社 1997.7 387/25 一般開架

110 天狗の研究 知切 光歳／著 原書房 2004.8 387/103 一般開架

111 天狗はどこから来たか 杉原 たく哉／著 大修館書店 2007.1 387/131 一般開架

112 日本妖怪巡礼団 荒俣 宏／著 集英社 1989.6 387/A64 書庫ＣＬ

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

114 妖怪の通り道  俗信の想像力 常光 徹／著 吉川弘文館 2013.7 38791/6 一般開架

115 妖怪草紙  あやしきものたちの消息 荒俣 宏／対談 工作舎 1987.1 388/16 一般書庫

116 河童アジア考  カッパは人か妖怪か 斎藤 次男／著 彩流社 1994.6 388/18 一般書庫

117 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 2009.4 388/57 一般開架

118 モンスターの歴史 ステファヌ・オードギー／著 創元社 2010.7 388/62 一般開架

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

120 龍と人の文化史百科 池上 正治／著 原書房 2012.9 388/66 一般開架

121 妖怪学入門 なだ いなだ／［ほか著］ すずさわ書店 2000.2 38804/5 一般書庫

122 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 1996.2 3881/12 一般書庫

123 河童の系譜  われらが愛する河童たち 安藤 操／著 五月書房 1993.9 3881/21 一般書庫

124 図説日本の妖怪 近藤 雅樹／編 河出書房新社 1990.7 3881/33 一般書庫

　　＜妖怪とは・・・？＞
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125 江戸怪奇異聞録 広坂 朋信／著 希林館 1999.1 3881/36 一般書庫

126 妖怪の肖像  稲生武太夫冒険絵巻 倉本 四郎／著 平凡社 2000.1 3881/39 一般書庫

127 山姥たちの物語  女性の原型と語りなおし 水田 宗子／編 学芸書林 2002.3 3881/62 一般書庫

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

129 妖怪の民俗学 宮田 登／著 筑摩書房 2002.6 3881/64 一般書庫

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

131 妖怪と怨霊の日本史 田中 聡／著 集英社 2002.8 3881/68 一般書庫

132 江戸の妖怪絵巻 湯本 豪一／著 光文社 2003.7 3881/74 一般開架

133 物語の世界へ  遠野・昔話・柳田国男 石井 正己／著 三弥井書店 2004.9 3881/81 一般開架

134 昔話と呪歌 花部 英雄／著 三弥井書店 2005.3 3881/83 一般開架

135 江戸の妖怪革命 香川 雅信／著 河出書房新社 2005.8 3881/84 一般開架

136 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 2005.1 3881/87 一般書庫

137 妖怪は繁殖する 一柳 廣孝／編著 青弓社 2006.1 3881/89 一般書庫

138 民話  伝承の現実 大島 廣志／著 三弥井書店 2007.1 3881/90 一般開架

139 図説地図とあらすじで読む日本の妖怪伝説 志村 有弘／監修 青春出版社 2008.8 3881/96 一般開架

140 ツチノコの民俗学  妖怪から未確認動物へ 伊藤 龍平／著 青弓社 2008.8 3881/97 一般開架

141 図説妖怪画の系譜 兵庫県立歴史博物館／編 河出書房新社 2009.4 3881/99 一般開架

142 怪談異譚  怨念の近代 谷口 基／著 水声社 2009.8 3881/100 一般開架

143 鬼の思想  鬼哭と狂気 綱澤 満昭／著 風媒社 2009.9 3881/101 一般開架

144 妖怪文化研究の最前線 小松 和彦／編 せりか書房 2009.1 3881/102 一般開架

145 遠野物語と怪談の時代 東 雅夫／著 角川学芸出版 2010.8 3881/106 一般開架

146
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 2010.9 3881/107 一般開架

147 ニッポンの河童の正体 飯倉 義之／編 新人物往来社 2010.1 3881/108 一般書庫

148 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

149 妖怪学の基礎知識 小松 和彦／編著 角川学芸出版 2011.4 3881/115 一般開架

150
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 2011.7 3881/116 一般開架

151 桃太郎と太閤さん  「鬼退治伝説」の誕生 前田 晴人／著 新人物往来社 2012.1 3881/120 一般開架

152 「伝説」はなぜ生まれたか 小松 和彦／著 角川学芸出版 2013.3 3881/122 一般開架

153 災害と妖怪  柳田国男と歩く日本の天変地異 畑中 章宏／著 亜紀書房 2012.7 3881/123 一般開架

154 暮しの中の妖怪たち 岩井 宏実／著 文化出版局 1986.8 3881/I93 書庫ＣＬ

155 妖怪と美女の神話学  山姥・天女・神女のアーケオロジー  吉田 敦彦／著 名著刊行会 1989.1 3881/Y86 書庫ＣＬ

156 河童を見た人びと 高橋 貞子／著 岩田書院 2003.6 38812/10 一般書庫

157 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

158 遠野奇談 佐々木 喜善／著 河出書房新社 2009.9 38812/20 一般開架

159 江戸東京の噂話  「こんな晩」から「口裂け女」まで  野村 純一／著 大修館書店 2005.2 38813/7 一般開架

160 越後の鬼 磯部 定治／著 新潟日報事業社 2005.1 38814/1 一般開架
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No. 書      名 著   者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

161 竜神信仰  諏訪神のルーツをさぐる 大庭 祐輔／著 論創社 2006.5 38815/3 一般開架

162 熊野鬼伝説  坂上田村麻呂英雄譚の誕生 桐村 英一郎／著 三弥井書店 2012.1 38815/4 一般開架

163 江戸歌舞伎の怪談と化け物 横山 泰子／著 講談社 2008.9 7742/20 一般開架

164 怨念の日本文化    妖怪篇 阿部 正路／著 角川書店 1995.7 9102/42/1 一般書庫

165 怨念の日本文化    幽霊篇 阿部 正路／著 角川書店 1995.6 9102/42/2 一般書庫

166 江戸百鬼夜行 野口 武彦／著 ぺりかん社 1990.1 91025/18 一般書庫

167 絵入川柳妖異譚 綿谷 雪／著 三樹書房 2005.8 91145/33 一般開架

168 日本霊異記の世界  説話の森を歩く 三浦 佑之／著 角川学芸出版 2010.2 91337/46 一般開架

169 江戸の鬼才上田秋成 原 雅子／著 樂書舘 2007.8 91356/76 一般開架

170 雨月物語の世界  上田秋成の怪異の正体 井上 泰至／著 角川学芸出版 2009.5 91356/86 一般開架

171 江戸の可愛らしい化物たち アダム・カバット／[著] 祥伝社 2011.1 91357/37 一般開架

172 江戸の化物  草双紙の人気者たち アダム・カバット／著 岩波書店 2014.1 91357/41 一般開架

173 明治の怪談実話ヴィンテージ・コレクション 東 雅夫／編 KADOKAWA 2014.6 91368/217 一般開架

174 妖怪(ゴースト)の森の狩人 エイモス・チュツオーラ／著 トレヴィル 1993.1 933/C68/ 書庫ＣＬ

175 千葉県妖怪奇異史談 荒川 法勝／編 暁印書館 1997.4 C388/2 郷土開架

176 房総の伝説民話紀行 さいとう はるき／著 崙書房出版 2008.1 C388/27 郷土開架

177 奇談雑史 宮負 定雄／著 筑摩書房 2010.9 C388/35 郷土開架

178 奇談雑史  奇談雑史次編 宮負定雄 真文館 2013.1 C388/36 郷土開架

179 房総の伝説 荒川 法勝／編 暁書房 1975 C3881/2 郷土開架

No. 書      名 著   者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

180
欧州百鬼夜行抄　「幻想」と「理性」のはざま
の中世ヨーロッパ

杉崎 泰一郎／著 原書房 2002.7 2304/72 一般書庫

181 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 1999.7 388/31 一般書庫

182 世界の妖怪たち 日本民話の会外国民話研究会／編訳 三弥井書店 1999.7 388/32 一般書庫

183 おとぎ話と魔女  隠された意味 シェルドン・キャッシュダン／著 法政大学出版局 2003.6 388/47 一般開架

184 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 2007.4 388/51 一般開架

185 世界幻想動物百科  ヴィジュアル版 トニー・アラン／著 原書房 2009.1 388/60 一般開架

186 世界の怪物・魔物文化図鑑 クリストファー・デル／著 柊風舎 2010.1 388/64 一般開架

187 イギリスに伝わる怖い話  英国幽霊怪奇譚 高橋 宣勝／著 大和書房 2000.4 38833/6 一般開架

188 英国の幽霊伝説  ナショナル・トラストの建物と怪奇現象  シャーン・エヴァンズ／著 原書房 2015.1 38833/18 一般開架

189 山と妖怪  ドイツ山岳伝説考 吉田 孝夫／著 八坂書房 2014.6 38834/5 一般開架

190 中国の妖怪 中野 美代子／著 岩波書店 1983.7 7022/N39/ 書庫ＣＬ

191 水木しげるの世界幻獣事典 水木 しげる／著 朝日新聞社 1994.8 7261/12 一般書庫
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