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山の怪異大事典 朝里 樹／著 宝島社 2021.6 388.1/ｱｻ21/ 0015837115

江戸の怪談 にほんの歴史★楽会／編 出版芸術社 2021.6 388.1/ﾆﾎ21/ 0015837065

妖しい刀剣 東郷 隆／著 出版芸術社 2020.11 388.1/ﾄｳ20/ 0015664139

十二支妖異譚 福井 栄一／著 工作舎 2020.11 388.1/ﾌｸ21/ 0015748411

怪談和尚の京都怪奇譚 三木 大雲／著 文藝春秋 2020.8 B388.1/ﾐｷ11/3 0015376205

妖しい戦国 東郷 隆／著 出版芸術社 2020.7 388.1/ﾄｳ20/ 0015539059

世にもふしぎな化け猫騒動 今井 秀和／訳・解説 KADOKAWA 2020.7 B388.1/ｲﾏ20/ 0015369275

歴史人物怪異談事典 朝里 樹／著 幻冬舎 2019.10 388.1/ｱｻ19/ 0015059629

日本現代怪異事典副読本 朝里 樹／著 笠間書院 2019.6 388.1/ｱｻ19/ 0014980908

日本城郭奇談 菅井 靖雄／作 東洋出版 2019.4 388.1/ｽｶ19/ 0014613244

山の怪奇百物語 山村民俗の会／編 河出書房新社 2017.5 388.1/ｻﾝ17/ 0014022354

古地図で巡る江戸の怪談 双葉社 2014.7 388.136/ｺﾁ14/ 0012580064

学校の怪談 常光 徹／著 ミネルヴァ書房 2013.9 388.1/ﾂﾈ13/ 0012110532

図説江戸東京怪異百物語 湯本 豪一／著 河出書房新社 2007.7 388.136/ﾕﾓ07/ 0008133894

いまでもグスクで踊っている 小原 猛／著 ボーダーインク 2020.7 388.199/ｺﾊ20/ 0015376049

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

魔法と錬金術の百科事典
ロウズマリー・エレン・
グィリー／著 柊風舎 2009.8 387.033/ｸｲ09/ 0009495177

妖怪の通り道 常光 徹／著 吉川弘文館 2013.7 387.91/ﾂﾈ13/ 0011945789

妖怪巡礼 佐々木 高弘／著 古今書院 2020.11 388/ｻｻ20/ 0015648215

アラマタヒロシの妖怪にされちゃったモノ事典 荒俣 宏／著 秀和システム 2019.8 388/ｱﾗ19/ 0014989982

病と妖怪 東郷 隆／著 集英社インターナショナル 2021.4 388.1/ﾄｳ21/ 0015791056

福と幸せをよぶ妖怪さんと柴犬さん 影山 直美／絵と文 辰巳出版 2020.11 388.1/ｶｹ20/ 0015648207

日本幽霊画紀行 堤 邦彦／著 三弥井書店 2020.9 388.1/ﾂﾂ20 0015607062

江戸の怪異と魔界を探る 飯倉 義之／監修 カンゼン 2020.4 388.1/ｲｲ20/ 0015265796

進化する妖怪文化研究 小松 和彦／編 せりか書房 2017.10 388.1/ｺﾏ18/ 0014266761

中国妖怪・鬼神図譜 相田 洋／著 集広舎 2015.12 387.022/ｿｳ16/ 0013389887

もののけの日本史 小山 聡子／著 中央公論新社 2020.11 387/ｺﾔ20/ 0015656283

古生物学者、妖怪を掘る 荻野 慎諧／著 NHK出版 2018.7 388.1/ｵｷ18/ 0014482632

日本妖怪考
マイケル・ディラン・フォ
スター／著 森話社 2017.8 388.1/ﾌｵ17/ 0014101323

涼しくなろう　お化け・妖怪
2021.7.21～8.15　岡山県立図書館　社会科学班　展示２

※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。
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日本現代怪異事典 朝里 樹／著 笠間書院 2018.1 388.1/ｱｻ18/ 0014310239

荒俣宏妖怪探偵団ニッポン見聞録 荒俣 宏／著 学研プラス 2017.9 388.1/ｱﾗ17/ 0014086680

47都道府県・妖怪伝承百科 小松 和彦／監修 丸善出版 2017.9 388.1/ｺﾏ17/ 0014108294

中世ふしぎ絵巻 西山 克／文 ウェッジ 2017.6 388.1/ﾆｼ17/ 0014029920

図説日本の妖怪百科 宮本 幸枝／著 学研プラス 2017.6 388.1/ﾐﾔ17/ 0013911581

立体妖怪図鑑 兵庫県立歴史博物館／編 KADOKAWA 2016.7 388.1/ﾋﾖ16/ 0013602453

ときめく妖怪図鑑 門賀 美央子／文 山と溪谷社 2016.7 388.1/ﾓﾝ16/ 0013651211

日本の幻獣図譜 湯本 豪一／著 東京美術 2016.7 388.1/ﾕﾓ16/ 0013654157

妖怪の宴妖怪の匣 京極 夏彦／著 KADOKAWA 2015.12 388.1/ｷﾖ16/ 0013293329

絵でみる江戸の妖怪図巻 善養寺 ススム／文・絵 廣済堂出版 2015.9 388.1/ｾﾝ15/ 0013202817

日本妖怪ミイラ大全 山口 直樹／著 学研パブリッシング 2014.9 388.1/ﾔﾏ14/ 0012588828

日本怪異妖怪大事典 小松 和彦／監修 東京堂出版 2013.7 388.1/ｺﾏ13/ 0011764149

妖怪の日本地図 志村 有弘／監修 青春出版社 2013.7 388.1/ｼﾑ13/ 0011936333

妖怪百貨店別館 村上 健司／文 毎日新聞社 2013.7 388.1/ﾑﾗ13/ 0011945797

日本ミステリアス妖怪・怪奇・妖人事典 志村 有弘／編 勉誠出版 2011.2 388.1/ｼﾑ11/ 0010532125

日本の妖怪 小松 和彦／編著 ナツメ社 2009.8 388.1/ｺﾏ09/ 0009118530

日本妖怪大事典 村上 健司／編著 角川書店 2005.7 388.1/ﾑﾗ06/ 0007073703

とうほく妖怪図鑑 山口 敏太郎／著 無明舎出版 2003.7 388.12/ﾔﾏ04/ 0006220578

日本妖怪学大全 小松 和彦／編 小学館 2003.4 388.1/ｺﾏ03/ 0005077755

がっかりなファンタジーせいぶつ事典 緒方 裕梨／絵 新紀元社 2019.11 388/ｵｶ21/ 0015393291

水木しげる日本の妖怪・世界の妖怪 荒俣 宏／監修 平凡社 2018.2 388/ｱﾗ18/ 0014246326

モノと図像から探る怪異・妖怪の東西
天理大学考古学・民
俗学研究室／編

勉誠出版 2017.3 388/ﾃﾝ17/ 0013886221

東西妖怪図絵 水木 しげる／著 復刊ドットコム 2017.2 388/ﾐｽ17/ 0013880802

世界妖怪図鑑 佐藤 有文／著 復刊ドットコム 2016.5 388/ｻﾄ16/ 0013580154

世界現代怪異事典 朝里 樹／著 笠間書院 2020.6 388.033/ｱｻ20/ 0015335326

世界の怪物・神獣事典 キャロル・ローズ／著 原書房 2014.9 388.033/ﾛｽ14/ 0012588802

世界の妖精・妖怪事典 キャロル・ローズ／著 原書房 2014.8 388.033/ﾛｽ14/ 0012564845

幻想動物事典 草野 巧／著 新紀元社 1997.5 388.033/ｸｻ02/0004979746

東の妖怪・西のモンスター 徳田 和夫／編 勉誠出版 2018.7 388.04/ﾄｸ18/0014731087

現代に生きる妖怪たち 石井 正己／編 三弥井書店 2017.7 388.04/ｲｼ17/0014084362

妖怪・神・異郷 樋口 淳／著 悠書館 2015.4 388.1/ﾋｸ15/ 0013056460

韓国の「鬼」 朴 美【ギョン】／著 京都大学学術出版会 2015.11 388.21/ﾊｸ16/0013229737
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