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NO. 資料タイトル 著者名等 出版者 出版年 請求記号 所蔵館

1 世界不思議百科  総集編
コリン・ウィルソン／著
ダモン・ウィルソン／著

青土社 1995.11 049/1 中央

2 怪物の事典
ジェフ・ロヴィン／著
鶴田 文／訳

青土社 1999.1 38803/2 中央

3 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 1999.7 388/26 中央

4 幻想世界の住人たち    [1] 健部伸明と怪兵隊／著 新紀元社 1995.10 388/G34 西部

5 幻想世界の住人たち    2 健部伸明と怪兵隊／著 新紀元社 1989.5 388/G34/2 西部

妖怪は、その地域に住む人々の暮らしと密接に結びつきながら伝承されてきました。その意味
で、妖怪は地域の特色を映す鏡と言えます。しかし、人々の生活スタイルが変わり、地域社会の
つながりが衰退していく中で、口承が途絶えたり、妖怪のモチーフになった動植物や道具が忘れ
去られたりということが起こりつつあります。そこで、妖怪への関心をきっかけに、地域へ目を
向けて理解を深めていただけるよう、今回の展示を企画いたしました。

平成26年1２月２０日（土）～平成2７年2月1５日(日)

＜世界の妖怪＞

6 幻想世界の住人たち    3 篠田　耕一／著 新紀元社 1989.12 388/G34/3 中央

7 世界はゲゲゲ  世界妖怪大全 水木 しげる／著 集英社 1994.10 388/MI95 西部

8 こわいけど知りたい世界のようかい話 藤沼 良三／文 学研 1994.7 J908/ﾌﾘ 中央

9 ワールド・ミステリー・ツアー13    11 同朋舎 同朋舎 1999.12 2909/17/11 東部

10 ワールド・ミステリー・ツアー13    12 同朋舎 同朋舎 2000.3 2909/17/12 東部

11 図説モンスター  映画の空想生物たち 石田 一／著 河出書房新社 2001.7 7782/39 東部

12 井上円了・世界旅行記
井上 円了／著 　 東洋大学井上
円了記念学術センター／編 柏書房 2003.11 2909/65 東部

13 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 東部

14 世界の怪物・魔物文化図鑑
クリストファー・デル／著
蔵持 不三也／監訳

柊風舎 2010.10 388/64 東部

15 神秘と怪奇
コリン ウィルソン／著 　 安
田 洋平／訳

学研 1977.5 147/U56 中央

16 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 1999.7 388/27 中央

17 魔女物語
テッフィ／著
田辺 佐保子／訳

群像社 2008.9 983/ﾃ 2 東部

18 小人、怪物、大男
ヤーコプ・グリム／著
ヴィルヘルム・グリム／著

パロル舎 2001.9 J943/ｸﾔ 中央

19 天使と怪物 種村 季弘／ほか著 青土社 2002.1 704/128 東部

20 幻想図像集    怪物篇 八坂書房／編集 八坂書房 2001.1 727/49/2 東部

21
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 2001.1 7212/27 東部

22
犬人怪物の神話  西欧、インド、中国文化圏にお
けるドッグマン伝承

デイヴィッド・ゴードン・ホワ
イト／著 　 金 利光／訳

工作舎 2001.3 Aug-83 東部

23 鬼趣談義  中国幽鬼の世界 沢田 瑞穂／著 平河出版社 1990.9 3882/18 西部

24 水木しげるの中国妖怪事典 水木 しげる／著 東京堂出版 1990.10 3882/MI95 中央



25 中国の妖怪 中野 美代子／著 岩波書店 1983.7 7022/N39 中央

26 中国怪奇全集    3 角川書店 角川書店 1974 923/C62/3 西部

27 アジアおばけ諸島(アイランド) 林 巧／著 同文書院 1995.8 3882/H48 西部

28 妖精画談  カラー版 水木 しげる／著 岩波書店 1996.7 3883/1/ 中央

29 いたずら妖精ゴブリンの仲間たち
ブライアン・フラウド／作・画
テリー・ジョーンズ／蒐集・著

東洋書林 2001.8 9337/ﾌﾌ 4 中央

30 神々と妖精たち 中沢 新一／編 平凡社 1990.4 3870/49 西部

31 イギリスの妖精  フォークロアと文学
キャサリン・ブリッグズ／著
石井 美樹子／訳

筑摩書房 1991.2 3883/22 西部

32
イギリス・妖精めぐり  Fairies live in your mind
like a child

井村 君江／著 同文書院 1993.5 3883/I49 中央

33 神々と吸血鬼  民族学のフィールドから
ナタン・ワシュテル／[著]
斎藤 晃／訳

岩波書店 1997.2 38967/1 中央

34 吸血鬼幻想  トランシルヴァニア 菊地 秀行／著 日本放送出版協会 1996.10 9156/ｷﾋ 1 東部

35 吸血鬼の事典
マシュー・バンソン／著
松田 和也／訳

青土社 1994.12 388/B19 中央

36
フランケンシュタイン・コンプレックス  人間は、い
つ怪物になるのか

小野 俊太郎／著 青草書房 2009.11 9304/67 東部

37 人狼変身譚  西欧の民話と文学から 篠田 知和基／著 大修館書店 1994.2 3883/SH66 中央

38 図鑑・世界の妖怪  ヨーロッパ編 さこやん／絵と文 偕成社 1999.5 J388/ｻｺ 中央

39 星降る夜のお化けたち  西洋魔物図鑑
パトリック・ジェゼケル／著
ベネディクト・モラン／著

東洋書林 2004.12 3883/31 西部

40
イギリス小説のモンスターたち  怪物・女・エイリ
アン

榎本 真理子／著 彩流社 2001.7 93026/46 東部

41 イギリス伝説紀行  巨人、魔女、妖精たち 飯田 正美／著 松柏社 2005.5 38833/13 東部

42 幻想生物    西洋編
山北 篤／著
シブヤ ユウジ／画

新紀元社 2010.10 388/65/1 東部

43 アイルランドの民話と伝説 三宅 忠明／[著] 大修館書店 1978 3883/MI76 中央

44 アイルランド民話紀行  語り継がれる妖精たち 松島 まり乃／著 集英社 2002.6 29339/10 東部

45 スコットランドの民話 三宅 忠明／著 大修館書店 1979 3883/MI76 中央

46 ドイツ怪異集  幽霊・狼男・吸血鬼……
H・シュライバー／著
関 楠生／訳

社会思想社 1989.7 3883/SH99 中央

47
インドの驚異譚  10世紀<海のアジア>の説話集
1

ブズルク・ブン・シャフリヤー
ル／[編] 　 家島 彦一／訳

平凡社 2011.10 2925/2/1 中央

48 アボリジニー神話
K・ラングロー・パーカー／著
H.ドレーク=ブロックマン／編

青土社 1996.3 1647/4 西部

49 ロシアの妖怪たち 斎藤 君子／著 大修館書店 1999.12 38838/6 東部

50 イスラム幻想世界  怪物・英雄・魔術の物語 桂 令夫／著 新紀元社 1998.6 38827/3 東部

51 オセアニア神話
ロズリン・ポイニャント／著
豊田 由貴夫／訳

青土社 1993.6 1627/P76 中央



説話集

NO. 資料タイトル 著者名等 出版者 出版年 請求記号 所蔵館

1 ふるさとの伝説　4　鬼・妖怪 ぎょうせい ぎょうせい 1990.3 3881/F94/4 中央

2 日本の妖怪 早川 純夫／著 大陸書房 1973 3881/H46 中央

3 日本の民話　7　妖怪と人間 瀬川 拓男／編 角川書店 1976 3881/N71/K7 中央

4 山の怪奇・百物語　　（シリーズ山と民俗） 山村民俗の会／編 エンタプライズ 1989.5 3881/Y38 中央

5 日本怪談集　妖怪篇　　（現代教養文庫） 今野 円輔／編著 社会思想社 1981.12 147/KO75/2 中央

6 ふるさとの妖怪考　万物に魂あり。万物に怪あり。 水木 しげる／著 じゃこめてい出版 1974 387/MI95 中央

7 日本妖怪集　　（潮文社リヴ） 山田 野理夫／編著 潮文社 1973 3881/Y19 西部

8 怖いうわさ不思議なはなし　　（民話の手帖） 日本民話の会／編集 童心社 1993.11 3881/KO95 中央

9 定本日本の民話　19　三河の民話　尾張の民話
寺沢　正美／編
小島　勝彦／編

未来社 1999.5 3881/34/19 東部

10 奄美民俗雑話　　（かごしま文庫） 登山 修／著 春苑堂出版 2000.9 38219/17 東部

11
いまに語りつぐ日本民話集　[第2集]13　妖怪がいっ
ぱい　（大きな活字で読みやすい本）

野村 純一／監修 作品社 2002.4 L3881/1/2 -13 東部

12
いまに語りつぐ日本民話集　[第3集]14　浮遊する現
代の妖怪たち　（大きな活字で読みやすい本）

野村 純一／監修 作品社 2003.4 L3881/1/3 -14 東部

13 信州の民話伝説集成　北信編 高橋 忠治／編著 一草舎出版 2005.11 38815/1/1 中央

14 山田野理夫東北怪談全集 山田 野理夫／[著] 荒蝦夷 2010.3 38812/21 東部

15
大正の怪談実話ヴィンテージ・コレクション　　（幽
BOOKS 幽Classics）

東 雅夫／編 メディアファクトリー 2013.3 91368/208 東部

16 江戸奇談怪談集　　（ちくま学芸文庫） 須永 朝彦／編訳 筑摩書房 2012.11 9135/29 東部

＜日本の妖怪＞

図説編

NO. 資料タイトル 著者名等 出版者 出版年 請求記号 所蔵館

1 図説日本の妖怪 近藤 雅樹／編 河出書房新社 1990.7 387/Z8 中央

2 稲生物怪録絵巻　江戸妖怪図録 谷川 健一／編 小学館 1994.7 91025/I56 中央

3 河童VS天狗　妖怪とヒトの交流史 埼玉県立博物館／編集 埼玉県立博物館 1993 387/KA61 中央

4
日本の絵巻　続27　能恵法師絵詞 福富草紙 百
鬼夜行絵巻

小松 茂美／編 中央公論社 1993.4 7212/4/2 -27 東部

5 にっぽん妖怪地図 阿部 正路／編 角川書店 1996.12 3881/14 東部

6 水木しげるの妖怪伝大画集 水木 しげる／著 新紀元社 1998.3 7265/34 東部

7 江戸化物草紙 アダム・カバット／校注編 小学館 1999.2 91357/8 東部

8 図説百鬼夜行絵巻をよむ　ふくろうの本 田中 貴子／[ほか]著 河出書房新社 1999.6 7212/7 中央

9 大江戸化物細見 アダム・カバット／校注編 小学館 2000.2 91357/12 東部

10 妖怪画談 水木 しげる／著 岩波書店 2002.3 388/43 東部

11 百鬼繚乱 近藤 瑞木／編 国書刊行会 2002.7 91357/16 東部

12 稲生物怪録絵巻集成 杉本 好伸／編 国書刊行会 2004.7 3881/41 中央

13 日本幻獣図説 湯本 豪一／著 河出書房新社 2005.7 3881/45 中央



14 妖怪図巻　続 湯本 豪一／編著 国書刊行会 2006.5 72108/9/2 東部

15 百怪図譜 京極 夏彦／著 講談社 2007.5 73408/5 東部

16 異界・妖怪　「おばけ」と「あの世」の世界
愛媛県歴史文化博物館／
編集

愛媛県歴史文化博物館 2007.7 3881/55 中央

17 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 東部

18 図説妖怪画の系譜　　（ふくろうの本） 兵庫県立歴史博物館／編 河出書房新社 2009.4 3881/99 東部

19
水木しげるの妖怪地図　　（別冊太陽 太陽の地
図帖 おとなの「旅」の道案内）

荒俣 宏／監修 平凡社 2011.7 3881/116 東部

20 江戸の可愛らしい化物たち　　（祥伝社新書） アダム・カバット／[著] 祥伝社 2011.12 91357/37 東部

21 妖怪萬画　vol.1　妖怪たちの競演 青幻舎 青幻舎 2012.2 72108/22/1 東部

22 妖怪萬画　vol.2　絵師たちの競演 青幻舎 青幻舎 2012.3 72108/22/2 東部

23 図説・日本未確認生物事典 笹間 良彦／著 柏美術出版 1994.1 3881/SA76 西部

24 妖怪図巻 京極 夏彦／文 国書刊行会 2000.6 72108/9 東部

研究編

NO. 資料タイトル 著者名等 出版者 出版年 請求記号 所蔵館

1
妖異風俗　日本のオカルティズム　（講座日本風俗
史）　「講座日本風俗史 別巻7」(昭和34年刊)の新装

雄山閣 雄山閣 1988.6 387/Y73 東部

2 日本異界絵巻 宮田 登／[ほか]著 河出書房新社 1990.8 387/N71 東部

3 妖怪の民俗学　（旅とトポスの精神史） 宮田 登／著 岩波書店 1985.2 387/MI84 東部

4 日本妖怪巡礼団 荒俣 宏／著 集英社 1989.6 387/A64 東部

5 日本妖怪博物館 草野 巧／共著 新紀元社 1994.8 387/KU84 東部

6 妖怪学入門　　（雄山閣BOOKS） 阿部 主計／著 雄山閣出版 1992.6 387/A12 中央

7 日本妖怪異聞録 小松 和彦／著 小学館 1992.5 387/KO61 中央

8 動物妖怪譚 日野 巌／著 有明書房 1979.4 3881/H61 中央

9 酒呑童子の首 小松 和彦／著 せりか書房 1997.4 3881/14 中央

10 霊感少女論 近藤 雅樹／著 河出書房新社 1997.7 3801/14 中央

11 異界を覗く 小松 和彦／著 洋泉社 1998.5 3804/9 東部

12 怨念の日本文化　妖怪篇　　（角川選書） 阿部 正路／著 角川書店 1995.7 9102/42/1 東部

13 妖怪の肖像 倉本 四郎／著 平凡社 2000.1 3881/39 東部

14 妖怪学入門　　（えっせんてぃあ選書）
東洋大学井上円了記念学術
センター／編

すずさわ書店 2000.2 38804/5 東部

15 銀幕の百怪 泉 速之／著 青土社 2000.5 77821/193 東部

16 安倍晴明「闇」の伝承 小松 和彦／著 桜桃書房 2000.6 3881/44 東部

17 日本怪奇幻想紀行　1之巻　妖怪／百鬼巡り 同朋舎 同朋舎 2000.7 3881/45/1 東部

18 日本怪奇幻想紀行　5之巻　妖怪／夜行巡り 同朋舎 同朋舎 2001.1 3881/45/5 東部

19 都市空間の怪異　　（角川選書） 宮田 登／著 角川書店 2001.11 3881/58 東部

20 妖怪あつめ 湯本 豪一／著 角川書店 2002.6 3881/65 東部

21 妖怪ウォーカー　　（Kwai books） 村上 健司／著 角川書店 2002.7 3881/67 東部

22 妖怪と怨霊の日本史　　（集英社新書） 田中 聡／著 集英社 2002.8 3881/68 東部

23 日本妖怪学大全 小松 和彦／編 小学館 2003.4 3881/72 東部

24 異界と日本人　　（角川選書） 小松 和彦／著 角川書店 2003.9 3881/37 中央



25 怪異学の技法 東アジア恠異学会／編 臨川書店 2003.11 21004/144 東部

26 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 東部

27 絵入川柳妖異譚 綿谷 雪／著 三樹書房 2005.8 91145/33 東部

28 鬼ともののけの文化史　　（遊子館歴史選書） 笹間 良彦／著 遊子館 2005.11 3881/87 東部

29 妖怪文化入門 小松 和彦／著 せりか書房 2006.3 3881/88 東部

30
安倍晴明　陰陽師たちの平安時代　（歴史文化ラ
イブラリー）

繁田 信一／著 吉川弘文館 2006.8 1484/26 東部

31 ももんがあ対見越入道 アダム・カバット／著 講談社 2006.11 91357/31 東部

32 日本人の異界観　　　　22cm　493p 小松 和彦／編 せりか書房 2006.10 38704/4 中央

33 妖怪は繁殖する　　（ナイトメア叢書） 一柳 廣孝／編著 青弓社 2006.12 3881/89 東部

34 宮田登日本を語る　13　妖怪と伝説 宮田 登／著 吉川弘文館 2007.2 3808/8/13 中央

35 妖怪学新考　　（MC新書） 小松 和彦／著 洋泉社 2007.7 3881/47/07 東部

36 天狗はどこから来たか　　（あじあブックス） 杉原 たく哉／著 大修館書店 2007.11 387/131 東部

37 現代幽霊論　　妖怪・幽霊・地縛霊 大島 清昭／著 岩田書院 2007.10 1476/1 中央

38 百鬼夜行絵巻の謎　　（集英社新書 ヴィジュアル版） 小松 和彦／著 集英社　 2008.12 7212/51 東部

39 怪異の風景学 佐々木 高弘／著 古今書院 2009.4 388/57 東部

40 妖怪文化研究の最前線　　（妖怪文化叢書） 小松 和彦／編 せりか書房 2009.10 3881/102 東部

41 妖怪学講義 菊地 章太／著 講談社 2010.4 1476/8 東部

42 『遠野物語』へのご招待 石井 正己／著 三弥井書店 2010.6 38212/17 東部

43 中世京都闇と陰の世相史年表 小高 恭／編 岩田書院 2010.7 21046/40 東部

44 妖怪文化の伝統と創造　　（妖怪文化叢書） 小松 和彦／編 せりか書房 2010.9 3881/107 東部

45 ニッポンの河童の正体　　（新人物ブックス） 飯倉 義之／編 新人物往来社 2010.10 3881/108 東部

46 江戸幻獣博物誌 伊藤 龍平／著 青弓社 2010.10 3881/109 東部

47 妖怪学の基礎知識　　（角川選書） 小松 和彦／編著 角川学芸出版 2011.4 3881/115 東部

48 野村純一著作集　第7巻　世間話と怪異 野村 純一／著 清文堂出版 2012.5 38808/2/7 東部

49 妖怪手品の時代 横山 泰子／著 青弓社 2012.4 7793/41 東部

50 妖怪学の祖 井上圓了　　（角川選書） 菊地 章太／著 角川学芸出版 2013.1 2891/ｲｴ 2 東部

51 「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 東部

52 妖怪の通り道 常光 徹／著 吉川弘文館 2013.7 38791/6 東部

53 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 東部

54 災害と妖怪 畑中 章宏／著 亜紀書房 2012.7 3881/123 東部

55 江戸の化物 アダム・カバット／著 岩波書店 2014.1 91357/41 東部

56
新編妖怪叢書　解説　妖怪博士・円了と妖怪学の展
開

井上 円了／著 国書刊行会 1983.10 147/I57/ﾍ 中央

57 新編妖怪叢書　1　哲学うらなひ 井上 円了／著 国書刊行会 1983 147/I57/1 中央

58 新編妖怪叢書　2　天狗論 井上 円了／著 国書刊行会 1983 147/I57/2 中央

59 新編妖怪叢書　3　迷信解 井上 円了／著 国書刊行会 1983 147/I57/3 中央

60 新編妖怪叢書　4　通俗絵入妖怪談 井上 円了／著 国書刊行会 1983 147/I57/4 中央

61 新編妖怪叢書　5　妖怪玄談 井上 円了／著 国書刊行会 1983 147/I57/5 中央

62 新編妖怪叢書　6　お化けの正体 井上 円了／著 国書刊行会 1983 147/I57/6 中央



63 新編妖怪叢書　7　迷信と宗教 井上 円了／著 国書刊行会 1983 147/I57/7 中央

64 新編妖怪叢書　8　霊魂不滅論 井上 円了／著 国書刊行会 1983 147/I57/8 中央

65 妖怪談義　講談社学術文庫 柳田 国男／[著] 講談社 1979 9146/1/ﾍ64 中央

妖怪小説を読む

NO. 資料タイトル 著者名等 出版者 出版年 請求記号 所蔵館

1 日本怪談大全　第3巻　禽獣の館 田中 貢太郎／著 国書刊行会 1995.9 9136/TA84/3 中央

2 日本の名随筆　別巻64　怪談 高橋　克彦／編 作品社 1996.6 9146/1/ﾍ64 中央

3 風車祭(カジマヤー)　　（Bunshun entertainment） 池上 永一／著 文芸春秋 1997.11 9136/ｲｴ 1 東部

4
怪奇・ホラーワールド　第14巻　水の妖怪　（大き
な活字で読みやすい本）

二上 洋一／監修 リブリオ出版 2001.4 L9136/11/14 東部

5 陰陽師　太極ノ巻 夢枕 獏／著 文藝春秋 2003.4 9136/ﾕﾊ 3/6 東部

6 豆腐小僧双六道中ふりだし 京極 夏彦／著 講談社 2003.11 9136/ｷﾅ 19 東部

7 つくもがみ貸します 畠中 恵／著 角川書店 2007.9 9136/ﾊﾒ 12 東部

8
姑獲鳥(うぶめ)の夏  講談社ノベルス [百鬼夜行
シリーズ]

京極 夏彦／著 講談社 1994.9 9136/KY3 西部

9 魍魎の匣　[百鬼夜行シリーズ] 京極 夏彦／著 講談社 2004.1 9136/ｷﾅ 20 東部

＜千葉の妖怪伝説・民話＞

NO. 資料タイトル 著者等 出版者 出版年 請求記号 所蔵館

1 葛飾記    下 青山氏／〔著〕 C232/KA87/1-2 中央

2 古今佐倉真佐子  現代語全訳 [渡辺 善右衛門／著]
[千葉県生涯大学校古今佐倉
真佐子研究会]

[2003] C233/I01-60 中央

3 古今佐倉真佐子 〔渡辺善右エ門守業／著〕 〔出版者不明〕 〔19‐‐〕 C233SA/W46/2 中央

4 千葉縣古事志    1ー3 嶺田 雋／著 C29/MI43/1 中央

5 利根川圖志 6巻    巻1 赤松宗旦義知／著
1855

(安政2)
自序

C293/A31/1-(1)ｲ 中央

6 千葉県妖怪奇異史談 荒川 法勝／編 暁印書館 1997.4 C388/9 中央

7 房総の伝承奇談 杉谷 徳蔵／著 暁印書館 1997.6 C388/10 中央

8 富浦の昔ばなし 生稲 謹爾／著 [富浦町] 2000.1 C388/23 中央

9 白井の伝説と文化財  平成十三年度企画展記録集 白井市郷土資料館／編集 白井市郷土資料館 2002.3 C388/33 中央

10 八千代の昔話  「乳清水」他二十三話 小林 千代美／著 窓映社 2005.3 C388/45 中央

11 白浜の民話  広報しらはまより抜粋 千葉県安房郡白浜町 2006.3 C388/49 中央

12 日本列島河童発見伝 清野 文男／著 F&S・kappa出版 2007.8 C388/51 中央

13 いすみの民話
いすみ市民話集編集委員
会／編

いすみ市教育委員会 2008.3 C388/54 中央

14 市川のむかし話 市川民話の会 編著 市川民話の会 2012.11 C388/71 中央

15 日本伝説叢書    下総の巻 藤沢 衛彦／編著 すばる書房 1977.12 C388/FU66/1-1 中央

16 日本伝説叢書    上総の巻 藤沢 衛彦／編著 すばる書房 1977.12 C388/FU66/1-2 中央

17 日本伝説叢書    安房の巻 藤沢 衛彦／編著 すばる書房 1977.12 C388/FU66/1-3 中央



18 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 C388/A47/4 中央

19 房総の昔話 川端 豊彦／編著 三弥井書店 1980.11 C388/B66/5 中央

20 銚子の民話
銚子市文化財審議会／執
筆・編集

銚子市教育委員会社会教育
課

1987 C388/C55/2 中央

21 房総の伝説 平野 馨／編著 第一法規 1976 C388/H66/2 中央

22 光堂の竜  印西町民話集 梶山 俊夫／絵 印西町教育委員会 1992 C388/I59/1 中央

23 利根川おばけ話 加藤 政晴／著 崙書房出版 1991 C388/KA86/1 中央

24 きさらづの民話 木更津の民話刊行会／編 みずち書房 1984 C388/KI55/1 中央

25 富津市の民話と民謡 中嶋 清一／編著 大和美術印刷出版部 1981.9 C388/N34/2 中央

26 柏・我孫子のむかし話 岡崎 柾男／作 単独舎 1984 C388/O48/2 中央

27 浦安の昔ばなし
浦安市教育委員会社会教
育課／編集

浦安市 1984 C388/U84/1 中央

28 たいえいの民話  いにしえよばなし 渡辺 幸夫／著 大栄町教育委員会 1983 C388/W46/1 中央

29 房総の不思議な話、珍しい話
大衆文学研究会千葉支部
／編著

崙書房 1983.1 C388/TA24/1 中央

30 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/TA24/2 中央

31 房総昔話散歩 高橋 在久／[著] 創樹社 1973 C388/TA33/2 中央

32 日本の伝説    6 角川書店 1976 C388/TA33/3 中央

33 東金の昔ばなし 東金市教育委員会／編集
日本電信電話株式会社東金
支店

1989 C388/TO21/1 中央

34 たんたん山  佐倉に伝わる話 松裏 善亮／著 佐倉市 1984.3 C388SA/MA89/4 中央

35 房総の大アワビ 大場 俊雄／〔著〕 〔内田老鶴圃新社〕 1977.3 C664/O11/6 中央

36 不知藪八幡之実怪 月岡 米次郎／画 小林鉄冶郎
1881(明
治14) C721/TS64/2 中央

37 幸せのかっぱ 牛玖 ひろし／著 五月書房 1996.12 C723/7 中央

38 萩と狸の証誠寺  版画 船崎 光治郎／〔著〕 不明 C73/FU88/2 中央

39 八犬伝の世界  八犬伝のふるさと 特別展 図録 館山市立博物館／編 館山市立博物館 2009.1 C935/ﾀｼ  1 中央

40 『南総里見八犬伝』を歩く  謎解き散歩 安田 多苗／著 牧歌舎東京本部 2013.1 C935/ﾔﾀ  1 中央

41 日本の古典  グラフィック版  16 世界文化社 1982 C935/SU48/1 中央

42 南總里見八犬傳    第1輯上巻 曲亭 馬琴／編次 東亰稗史出版社 1882.11 C935/TA71/1-1 中央

43 南總里見八犬傳    第1輯下巻 曲亭 馬琴／編次 東亰稗史出版社 1882.11 C935/TA71/1-2 中央

＜児童書に見る妖怪＞

NO. 資料タイトル 著者名等 出版者 出版年 請求記号 所蔵館

1 少年少女版日本妖怪ばなし 川端 誠／絵 文化出版局 1989.7 J388/ｶﾏ 中央

2 少年少女版日本妖怪図鑑 川端 誠／絵 文化出版局 1987.7 J388/ｶﾏ 中央

3 鬼が出た 大西 広／文 福音館書店 1989.11 J387/ｵﾋ 中央

4 妖怪図鑑 常光 徹／文 童心社 1994.12 J388/ﾂﾄ 中央

5 日本の妖怪大図鑑    3 常光 徹／監修 ミネルヴァ書房 2010.3 J388/ﾂﾄ/3 中央

6 日本の妖怪大図鑑    2 常光 徹／監修 ミネルヴァ書房 2010.3 J388/ﾂﾄ/2 中央

7 日本の妖怪大図鑑    1 常光 徹／監修 ミネルヴァ書房 2010.3 J388/ﾂﾄ/1 中央

8
日本の妖怪百科  絵と写真でもののけの世界を
さぐる  4

岩井 宏実／監修 河出書房新社 2000.4 J388/ﾆﾎ/4 中央

※企画展示の期間中に、児童資料室で「妖怪クイズ」を実施
しています。こちらの資料がヒントになるかも！？



9
日本の妖怪百科  絵と写真でもののけの世界を
さぐる  5

岩井 宏実／監修 河出書房新社 2000.4 J388/ﾆﾎ/5 中央

10
日本の妖怪百科  絵と写真でもののけの世界を
さぐる  3

岩井 宏実／監修 河出書房新社 2000.4 J388/ﾆﾎ/3 中央

11
日本の妖怪百科  絵と写真でもののけの世界を
さぐる  2

岩井 宏実／監修 河出書房新社 2000.4 J388/ﾆﾎ/2 中央

12
日本の妖怪百科  絵と写真でもののけの世界を
さぐる  1

岩井 宏実／監修 河出書房新社 2000.4 J388/ﾆﾎ/1 中央

13 もうひとつの世界  妖怪・あの世・占い 国立歴史民俗博物館／編集 岩崎書店 2001.8 J388/ﾓｳ 中央

14 河童よ、出てこい 武田 正／文 福音館書店 1998.4 J388/ﾀﾀ 中央

15 かっぱ 西本 鶏介／文 佼成出版社 1995.9 JE/ﾀｲ 中央

16 カッパの生活図鑑 ヒサ クニヒコ／文・絵 国土社 1993.2 J388/ﾋｸ 中央

17 大天狗先生の?妖怪学入門 富安 陽子／著 少年写真新聞社 2013.11 J388/ﾄﾖ 中央

18 おに 西本 鶏介／文 佼成出版社 1996.4 JE/ﾑｺ 中央

19 てんぐ 西本 鶏介／文 佼成出版社 1996.7 JE/ｱﾐ 中央


