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日本人にとって干支とは何か 武光 誠／著 河出書房新社 2020.11 382.1/ﾀｹ21/ 0015747637

十二支の民俗誌 佐藤 健一郎／著 八坂書房 2018.11 382.1/ｻﾄ19/ 0014580443

正月はなぜめでたいか 岩井 宏實／著 大月書店 1985.11 382.1/ｲﾜ14/ 0012628897

世界のお正月百科事典
ウィリアム・D.ク
ランプ／著

柊風舎 2018.12 386.033/ｸﾗ19/ 0014748461

知っておきたいお正月の手引書 東條 英利／著 勉誠出版 2020.12 386.1/ﾄｳ21/ 0015702855

縁起物　福を招くかたち
『現代用語の基礎
知識』編集部／編

自由国民社 2016.3 387/ｼﾕ16/ 0013423413

なぜ「招き猫」はネコでなくてはならないのか? 岩上 力／著 ワニ・プラス 2010.12 387/ｲﾜ10/ 0010287597

賽銭の民俗誌 斎藤 たま／著 論創社 2010.9 387/ｻｲ10/ 0010157592

知っているとうれしいにほんの縁起もの 広田 千悦子／著 徳間書店 2008.5 387/ﾋﾛ08/ 0008946774

開運だるま大百科 中村 浩訳／編著 日貿出版社 2006.12 387/ﾅｶ07/ 0007579683

季節のなかの神々　歳時民俗考 小池 淳一／著 春秋社 2015.10 386.1/ｺｲ15/ 0013221254

民間信仰 桜井 徳太郎／著 筑摩書房 2020.5 B387/ｻｸ20/ 0015284912

日本の民俗信仰を知るための30章 八木 透／著 淡交社 2019.6 387/ﾔｷ19/ 0014939912

社をもたない神々 神崎 宣武／著 KADOKAWA 2019.1 387/ｶﾝ19/ 0014829683

日本の神様と楽しく生きる 平藤 喜久子／著 東邦出版 2016.12 387/ﾋﾗ16/ 0013752399

みちくさ発見伝　日本列島不思議旅
宮本 和義／写
真・文

アトリエM5 2016.4 387/ﾐﾔ16/ 0013580147

祈りの民俗誌 佐藤 健一郎／著 八坂書房 2013.7 387/ｻﾄ13/ 0012051710

日本の神仏　絵解き・謎解き 川副 秀樹／著 彩流社 2010.1 387/ｶﾜ10/ 0009568098

恋する赤い糸　日本と台湾の縁結び信仰 伊藤 龍平／著 三弥井書店 2019.8 387/ｲﾄ19/ 0015050230

江戸東京の庶民信仰 長沢 利明／[著] 講談社 2019.4 B387/ﾅｶ19/ 0014601298

御願の道具と供えもの事典 稲福 政斉／著 ボーダーインク 2018.1 387/ｲﾅ18/ 0014246318

奉納百景　神様にどうしても伝えたい願い 小嶋 独観／著 駒草出版 2018.12 387/ｺｼ18/ 0014796940

森の神々と民俗 金田 久璋／著 白水社 2014.8 387/ｶﾈ14/ 0012565024

東京街角お地蔵・稲荷・石塔めぐり 佐藤 テツ／著 廣済堂出版 2013.12 387/ｻﾄ14/ 0012275376

岩石を信仰していた日本人 吉川 宗明／著 遊タイム出版 2011.7 387/ﾖｼ11/ 0010704500

来訪神事典 平 辰彦／著 新紀元社 2020.8 387.033/ﾀｲ20/ 0015615388

※県立図書館が所蔵している関連資料の一部を紹介しています。

   しあわせを願う民間信仰
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狐付きと狐落とし 中村 禎里／著 戎光祥出版 2020.11 387/ﾅｶ20/ 0015647720

鯰考現学　その信仰と伝承を求めて 細田 博子／著 里文出版 2018.12 387/ﾎｿ19/ 0014807135

生類供養と日本人 長野 浩典／著 弦書房 2015.2 387/ﾅｶ15/ 0012844015

霊能動物館 加門 七海／著 集英社 2014.11 387/ｶﾓ14/ 0012785895

神様になった動物たち 戸部 民夫／著 大和書房 2013.1 B387/ﾄﾍ13/ 0011785797

獅子 荒俣 宏／文 集英社 2000.12 387/ｱﾗ02/ 0004933560

お稲荷さんの正体 井上 満郎／編著 洋泉社 2018.3 387.3/ｲﾉ18/ 0014350292

知れば知るほど面白い日本の「しきたり」
博学面白倶楽部
／著

三笠書房 2020.11 B382.1/ﾊｸ21/ 0015410988

福を呼び込む和のならわし 広田 千悦子／著 KADOKAWA 2013.12 382.1/ﾋﾛ14/ 0012231460

図解眠れなくなるほど面白い日本のしきたり 千葉 公慈／監修 日本文芸社 2020.5 386.1/ﾁﾊ20/0015395999

心が豊かになる季節のしきたり和のおしえ 辻川 牧子／著 ロングセラーズ 2018.11 386.1/ﾂｼ18/0014724538

季節の行事と日本のしきたり 新谷 尚紀／監修 マイナビ 2014.12 386.1/ｼﾝ15/ 0012914826

「科学」で読み解く迷信・言い伝え
歴史ミステリー
研究会／編

彩図社 2021.10 387.9/ﾚｷ21/ 0015924244

小さな習慣で毎日がうまくいく365日の願かけ 布川 愛子／絵 ライツ社 2018.12 387.9/ﾌｶ19/0014855050

日本俗信辞典　衣裳編 常光 徹／著 KADOKAWA 2021.7 B387.91/ﾂﾈ21/ 0015457344

なぜ夜に爪を切ってはいけないのか 北山 哲／著
角川SSコミュニ
ケーションズ

2007.10 387.91/ｷﾀ07/ 0008386278

小さな幸せがみつかる世界のおまじない 亀井 英里／絵
パイインター
ナショナル

2019.12 147.1/ｶﾒ20/ 0015181563

まじないの極意 金森 了脩／著 東洋書院 2017.12 147.1/ｶﾅ18/0014317614

厄ばらいとおまじない 広田 千悦子／監修 泉書房 2013.9 147.1/ﾋﾛ14/ 0012325213

江戸庶民のまじない集覧 長友 千代治／著 勉誠出版 2020.10 387/ﾅｶ20/ 0015630973

沖縄のまじない 山里 純一／著 ボーダーインク 2017.2 387/ﾔﾏ17/ 0013898440

ジンクス事典　恋愛・結婚篇 荒俣 宏／著 長崎出版 2005.5 387.9/ｱﾗ05/ 0006507552

日本疫病図説 畑中 章宏／著 笠間書院 2021.5 387/ﾊﾀ21/ 0015807126

医療民俗学序説 畑中 章宏／著 春秋社 2021.10 387/ﾊﾀ21/ 0015934458

疫病退散　日本の護符ベスト10 島田 裕巳／著 サイゾー 2020.9 387/ｼﾏ20/ 0015564024

災厄と信仰 大島 建彦／著 三弥井書店 2016.9 387/ｵｵ16/ 0013704986

まよけの民俗誌 斎藤 たま／著 論創社 2010.2 387/ｻｲ10/ 0009612920

お祓い日和 加門 七海／著 メディアファクトリー 2009.7 387/ｶﾓ09/ 0009374166

魔除けの民俗学　家・道具・災害の俗信 常光 徹／著 KADOKAWA 2019.7 387.91/ﾂﾈ19/ 0014990055
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