
 

資料名 作者名 発行所 発行年

妖怪学入門 阿部主計/著 雄山閣出版 1996 1476 / 1 / 96

日本人と地獄 石田瑞麿/著 春秋社 1998 1814 / 3 / 98

怪異東京戸板がえし 華やかな街の裏にひそむ妖怪たち 田中聡/著 荒俣宏/監修 評伝社 1989 2913 / 46 / 89

異界が覗く市街図 小松和彦/他著 青弓社 1988 3804 / 2 / 88

妖怪変化 常光徹/編 筑摩書房 1999 3804 / 17 / 99

日本妖怪巡礼団 荒俣宏/著 集英社 1989 3870 / 60 / 89

妖怪學 第1-6巻 井上圓了/著 巧人社 1933 3880 / 1 / 1～6

江戸のホラー 稲生物怪録 親子で楽しむ歴史と古典 20
〔柏村正甫/原作〕 志村
有弘/文 加藤英夫/絵

勉誠社 1997 3880 / 10 / 97

絵本百物語 桃山人夜話
竹原春泉/〔画〕 多田克
己/編

国書刊行会 1997 3880 / 11 / 97

もののけ 1・2 ものと人間の文化史 122－1・2 山内昶/著 法政大学出版局 2004 3880 / 12 / 1・2

図説日本の妖怪
近藤雅樹/編 岩井宏実/
監修

河出書房新社 1990 3881 / 4 / 90

ふるさとの伝説 3 幽霊・怨霊
宮田登/編 伊藤清司/監
修

ぎょうせい 1989 3881 / 9 / 3

ふるさとの伝説 4 鬼・妖怪
伊藤清司/監修 宮田登/
責任編集

ぎょうせい 1990 3881 / 9 / 4

日本の幽霊 身辺の民俗と文学 池田弥三郎/著 中央公論社 1959 3881 / 73 / 59

明治妖怪新聞 湯本豪一/編 柏書房 1999 3881 / 76 / 99

日本妖怪学大全 小松和彦/編 小学館 2003 3881 / 81 / 3

妖怪百物語絵巻 湯本豪一/編著 国書刊行会 2003 3881 / 82 / 3

江戸の妖怪絵巻 湯本豪一/著 光文社 2003 3881 / 83 / 3

ゲゲゲの鬼太郎妖怪百物語 水木しげる全面協力! 別冊宝
島 1045号

宝島社 2004 3881 / 84 / 4-S0

図説江戸東京怪異百物語 ふくろうの本 湯本豪一/著 河出書房新社 2007 3881 / 86 / 7

江戸諸国百物語 諸国怪談奇談集成 東日本編・西日本
編 ものしりシリーズ

人文社編集部/企画 人文社 2005 3881 / 87 / 1・2

古地図で巡る江戸の怪談 不思議さんぽ帖 双葉社スーパー
ムック 歴史ビジュアルシリーズ

エディキューブ/他編集・執
筆

双葉社 2014 3881 / 95 / 14

妖怪 ジャパノロジー・コレクション 小松和彦/監修 KADOKAWA 2015 3881 / B96 / 15

日本の妖怪百科  ビジュアル版 岩井宏實/監修 河出書房新社 2015 3881 / / 15

耳鳥齋アーカイヴズ  江戸時代における大坂の戯画 中谷伸生/著 関西大学出版部 2015 7210 / / 15

図説地獄絵をよむ 澁澤龍彦,宮次男/共著 河出書房新社 1999 7210 / 129 / 99
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 資料名 作者名 発行所 発行年

地獄草紙・餓鬼草紙 国宝絵巻 奥平英雄/解説 岩崎美術社 1982 7212 / 11 / 82

図説百鬼夜行絵巻をよむ 田中貴子/他著 河出書房新社 1999 7212 / 33 / 99

暁斎(きょうさい)妖怪百景
[河鍋暁斎/画] 京極夏彦
/文 多田克己/編・解説

国書刊行会 1998 7219 / 102 / 98

水木しげるの妖怪伝大画集
水木しげる/著 新紀元社/
編

新紀元社 1998 7265 / 34 / 98

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 9135 / 245 / 6

叢書江戸文庫 2・27 百物語怪談集成[正・続] 太刀川清/校訂 国書刊行会 1987 9185 / 3 / 2・27-S0

叢書江戸文庫 34 浮世草子怪談集 木越治/校訂 国書刊行会 1994 9185 / 3 / 34-S0

日本名著全集 江戸文藝之部 第10巻 怪談名作集 日本名著全集刊行会/編
日本名著全集刊行
会

1927 9185 / 6 / 10

妖怪展 神・もののけ・祈り
青森県立郷土館/編 [小
山隆秀/執筆 太田原慶
子/編集]

青森県立郷土館 2009 M21 / AO-2 / 37

江戸妖怪物語 特別展 図録
八戸市博物館/編 [藤田
俊雄,大嶋千早/執筆]

八戸市博物館 2007 M21 / HA-1 / 24

冥界 描かれた地獄・極楽 第9回企画展 北上市鬼の館/編 北上市鬼の館 1998 M22 / KI-3 / 8

みちのく鬼めぐり 東北歴史博物館特別展
東北歴史博物館/編 [笠
原信男,村上一馬/執筆・
編集]

東北歴史博物館 2012 M23 / TO-3 / 81

文人の神仏・妖怪展 異界の表現史 特別展 山寺芭蕉記念館/編 山寺芭蕉記念館 1997 M25 / YA-6 / 5

もののけ博覧会 妖怪の表現、その歴史と美術 特別展
山寺芭蕉記念館,山形市
文化振興事業団/編 [相
原一士/解説]

山寺芭蕉記念館,山
形市文化振興事業
団

2005 M25 / YA-6 / 11

異界へのいざない 妖怪大集合
茨城県天心記念五浦美
術館/編 [三代博紀/解
説]

茨城県天心記念五
浦美術館

2015 M31 / IB-6 / 26

妖怪現る! 心の闇にひそむものたち 第48回企画展
小山市立博物館/編 [小
川聖/編集・執筆]

小山市立博物館 2005 M32 / OY-2 / 26

妖怪ミニずかん 群馬県立歴史博物館第72回企画展
群馬県立歴史博物館/編
林直美/執筆

群馬県立歴史博物
館

2002 M33 / GU-3 / 69-S0

もののけ 描かれた妖怪たち
富岡市立美術博物館・福
沢一郎記念美術館/編

富岡市立美術博物
館・福沢一郎記念
美術館

1997 M33 / TO-3 / 5

妖怪 闇にひそむ不可思議なるもの 第42回企画展
川越市立博物館/編
[天ヶ嶋岳/編集・執筆]

川越市立博物館 2015 M34 / KA-5 / 81

水辺の妖怪 河童 [平成14年度特別展] さいたま川の博物館/[編] さいたま川の博物館 2002 M34 / SA-16 / 15

地獄・極楽 特別展展示図録
千葉県立大利根博物館/
編

千葉県立大利根博
物館

1996 M35 / CH-3 / 21

千葉県の妖怪ガイド
千葉県博図公連携事業
実行委員会/[編]

千葉県博図公連携
事業実行委員会

2016 M35 / CH-6 / 42

異界万華鏡 あの世・妖怪・占い 国立歴史民俗博物館/編
国立歴史民俗博物
館

2001 M35 / KO-2 / 103

歴博 No.105・106 異界1・2 国立歴史民俗博物館/編
国立歴史民俗博物
館

2001 M35 / KO-2 / 34-105・106

百鬼夜行の世界 人間文化研究機構連携展示
国立歴史民俗博物館,国
文学研究資料館,国際日
本文化研究センター/編

人間文化研究機構 2009 M35 / KO-2 /  160-S0

閻魔大王と地獄の沙汰 上総のえんま信仰 特別展
睦沢町立歴史民俗資料
館/編

睦沢町立歴史民俗
資料館

1999 M35 / MU-1 / 8

請求記号

　　※資料の状態によって閲覧できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。   2016年7月　江戸東京博物館図書室



 資料名 作者名 発行所 発行年

大(Oh!)水木しげる展 [荒俣宏・京極夏彦プロデュース]
[水木しげる/作] 朝日新聞
社事業本部大阪企画事
業部/編

朝日新聞社 2004 M3624 / TO-3 /  270

うらめしや～、冥土のみやげ展 全生庵・三遊亭圓朝 幽霊
画コレクションを中心に

東京芸術大学大学美術
館,東京新聞/編 古田亮/
他編集・執筆

東京新聞,TBSテレビ 2015 M3631 / TO-1 / 29

国宝 土偶展 文化庁海外展大英博物館帰国記念 文化庁/他編
NHK,NHKプロモーショ
ン,毎日新聞社

2009 M3631 / TO-2 /  431-S0

大妖怪展 鬼と妖怪そしてゲゲゲ 特別展
三井文庫,三井記念美術
館/編 [清水実,岩崎均史,
松崎一洋/編集]

三井文庫,三井記念
美術館

2013 M3633 / MI-1 / 17

あの世の情景 江戸文化シリーズ17回展 板橋区立美術館/編 板橋区立美術館 2001 M3644 / IT-3 /  43-S0

江戸の妖怪展 特別展
練馬区立石神井公園ふる
さと文化館/編 [奥野友美
/編集・執筆]

練馬区立石神井公
園ふるさと文化館

2012 M3645 / NE-3 / 12

AYAKASHI 江戸の怪し 浮世絵の妖怪・幽霊・妖術使たち
太田記念美術館/編 奥
田敦子/編集・執筆

太田記念美術館 2007 M3648 / OT-1 / 20

江戸妖怪大図鑑
太田記念美術館/編 [日
野原健司/解説・編集]

太田記念美術館 2014 M3648 / OT-1 /  40-S0

呪(まじな)いと占(うらな)い 企画展解説図録
川崎市市民ミュージアム/
編

川崎市市民ミュージ
アム

2001 M37 / KA-13 / 40

日本の「妖怪」を追え！ 北斎、国芳、芋銭、水木しげるから
現代アートまで

横須賀美術館/編 日野
原清水,富田康子/編集

横須賀美術館 2013 M37 / YO-24 /  18-S0

帰ってきた幽霊 特別展 高岡市立博物館/編 高岡市立博物館 2000 M42 / TA-3 / 14

地獄遊覧 地獄草紙から立山曼陀羅まで 富山県[立山博
物館]開館記念資料集

富山県[立山博物館]/編
富山県[立山博物
館]

2001 M42 / TO-14 / 21

鬼 姿と伝承 ONI
福井県立歴史博物館/編
[窪田裕美/解説]

福井県立歴史博物
館

2006 M44 / FU-5 / 25

あの世・妖怪 信州異界万華鏡 第48回特別展
長野市立博物館/編 [降
幡浩樹,細井雄次郎/執
筆]

長野市立博物館 2003 M52 / NA-5 /  36-S0

奇なるものへの挑戦 明治大正/異端の科学
岐阜県博物館/編 [南本
有紀/編集・執筆]

岐阜県博物館 2014 M53 / GI-3 / 30

妖怪図鑑 たそがれと闇にひそむもの 企画展 安城市歴史博物館/編集 安城市歴史博物館 1996 M55 / AN-1 / 17

幽霊学入門 幽霊の足はいつ消えた? 安城市歴史博物館/編 安城市歴史博物館 1999 M55 / AN-1 / 28

岩瀬文庫怪談尽くし 企画展 西尾市岩瀬文庫/編 西尾市岩瀬文庫 2012 M55 / NI-3 /  33-S0

暦と怪異 不安な日々の平安貴族 平成24年度特別展
斎宮歴史博物館/[編]
[船越重伸/執筆・編集]

斎宮歴史博物館 2012 M56 / SA-1 / 49

オバケモノノケ 異界からの使者 平成十六年度夏季企画展
城陽市歴史民俗資料館展示図録 28

城陽市歴史民俗資料館/
編集

城陽市歴史民俗資
料館

2004 M62 / JO-1 / 1

水木しげる妖怪図鑑
[水木しげる/作] 兵庫県立
美術館/[編] 岡本弘毅/
編集 京極夏彦/他執筆

兵庫県立美術館,産
経新聞社

2010 M64 / HY-3 / 61

図説妖怪画の系譜
兵庫県立歴史博物館,京
都国際マンガミュージアム/
編 [家田奈穂/解説]

河出書房新社 2009 M64 / HY-5 / 47

水木しげる記念館 公式ガイドブック
[水木しげる/画] 朝日新聞
社/編

朝日新聞社 2003 M72 / MI-1 / 1

他界への招待 お化けはきっといる・あの世はきっとある 平成
15年度特別展

岡山県立博物館/編 岡山県立博物館 2003 M75 / OK-4 / 11

稲生物怪録と妖怪の世界 みよしの妖怪絵巻 平成16年度
開館25周年記念特別企画展<展示図録>

広島県立歴史民俗資料
館/編 [杉本好伸,増田千
佳穂/執筆・編]

広島県立歴史民俗
資料館

2004 M76 / HI-5 / 17
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 資料名 作者名 発行所 発行年

美術のなかの不思議なものたち 異界と幻想の美術 冬の企
画展

徳島市立徳島城博物館/
編 桑野あさひ/執筆

徳島市立徳島城博
物館

2014 M81 / TO-6 / 96

讃岐異界探訪 特別展「あの世・妖怪・占い 異界万華鏡」
地域展図録

香川県歴史博物館/編
[田井静明)/執筆・編]

香川県歴史博物館 2002 M82 / KA-6 / 19

異界・妖怪 「おばけ」と「あの世」の世界 平成19年度企画展
「異界・妖怪大博覧会」展示図録

愛媛県歴史文化博物館/
編 [大本敬久/執筆・編
集]

愛媛県歴史文化博
物館

2007 M83 / EH-9 / 29

あの世・妖怪・陰陽師 異界万華鏡・高知編 特別展 展示
解説資料集

高知県立歴史民俗資料
館/編 [梅野光興/編・主
執筆]

高知県立歴史民俗
資料館

2003 M84 / KO-9 / 28

「大妖怪展」図録
近藤雅樹/監修 朝日新
聞社文化企画局大阪企
画部/編

朝日新聞社 2000 M91 / FU-2 / 4

幽霊・妖怪画大全集 美と恐怖とユーモア
福岡市博物館/編 中山
喜一朗/執筆

幽霊・妖怪画大全
集実行委員会

2012 M91 / FU-7 / 32

きゅーはくの絵本 4 針聞書 はらのなかのはらっぱで
アーサー・ビナード/文 長
野仁/監修・解説 九州国
立博物館/企画・原案

フレーベル館 2007 M91 / KY-3 /  11-4

きゅーはくの絵本 5 化物絵巻 ぞくぞくぞぞぞ

[狩野宗信/筆] 九州国立
博物館/企画・原案 [水木
しげる/推薦 宮島新一/解
説]

フレーベル館 2007 M91 / KY-3 /  11-5

今昔、日本の妖怪 百鬼夜行からゲゲゲまで 特別展
宮崎県総合博物館/編
[小山博/執筆・編集]

宮崎県総合博物館 2015 M96 / MI-5 / 8

怪 0018 妖怪絵師たちの系譜 角川書店 2005

芸術新潮 第63巻第8号,通巻752号(2012.8) 美女と幽霊 新潮社 2012

週刊朝日百科 日本の歴史 13,通巻541号(中世Ⅱ－2) 河
原と落書・鬼と妖怪

朝日新聞社 1986

太陽 第13巻第8号,no.147(1975.8.) お化けと幽霊 平凡社 1975

太陽 第33巻10号,NO.412(1995.9) 妖怪現わる 平凡社 1995

別冊太陽 No.98(1997.SUMMER) 日本のこころ 98 幽霊の正体 平凡社 1997

別冊太陽 No.170(2010.7) 日本のこころ 170 妖怪絵巻 日本
の異界をのぞく

小松和彦/監修 平凡社 2010

別冊太陽 No.219(2014.7) 日本のこころ 219 妖怪図譜 江戸
の化物大集合

安村敏信/監修 平凡社 2014

別冊太陽 (2011.7) 太陽の地図帖 008 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

別冊太陽 (2013.7) 太陽の地図帖 020 地獄絵を旅する 加須屋誠/監修 平凡社 2013

日本の美学 17 幻想 夢・幻の文化誌
日本の美学編集委員会/
編

ぺりかん社 1991

日本の美学 23 夜 めぐり来る神秘の時
日本の美学編集委員会/
編

ぺりかん社 1995

日本の美学 32 尽くし
日本の美学編集委員会/
編

燈影舎 2001

歴史読本 第45巻第14号,729(2000.9) 魔界・妖怪・もののけ
白書

新人物往来社 2000
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請求記号

05602386

12500198

東京都江戸東京博物館 図書室

ＯＰＥＮ ： 9:30～17:30  
閉架図書閲覧コピー受付 ： 9:30～11:30, 13:00～16:30
コピー： 30円/1枚（白黒），100円/1枚（カラー）

※図書の貸し出しはしていません

http://www.edo-tokyo-museum.or.jp/purpose/library/

　　※資料の状態によって閲覧できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。   2016年7月　江戸東京博物館図書室


