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東京都江戸東京博物館7階　図書室
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no. 書　名 作　者 発行所 請求記号

1
妖怪「カテキ婆ァ」
　（『週間TIME　TRAVEL　再現日本史　第２７号』収録）

講談社 逐次刊行物

2
稲生武太夫の妖怪退治
（『週間TIME　TRAVEL　再現日本史　第６５号』収録）

講談社 逐次刊行物

3
中世Ⅱ②河原と落書・鬼と妖怪
（『週間朝日百科　１３』収録）

朝日新聞社 逐次刊行物

4
江戸の妖怪
　（『全歴研研究紀要　第３２集』収録）

全国歴史教育研究協議会／編 全国歴史教育研究協議会 逐次刊行物

5 『太陽　Ｎｏ．４１２』　特集／妖怪現わる 平凡社 逐次刊行物

6
妖怪と歩く　談・水木しげる
（『東京人　NO.１８７』収録）

都市出版 逐次刊行物

7
東京人インタビュー京極夏彦
（『東京人　NO.１１４』収録）

都市出版 C36/3182/144-114

8
笑う妖怪女たち
　（『日本の美学　２０』　特集／関係としての笑い　収録）

ぺりかん社 逐次刊行物

9
平田篤胤の妖怪論と儒教批判
（『日本歴史　第５７０号』収録）

日本歴史学会／編 吉川弘文館 逐次刊行物

10
にっぽん草子　妖怪画家
（『花椿　（復刊５４３号）』収録）

資生堂 逐次刊行物

11 『文学　第５巻・第４号』　特集／泉鏡花　様々なる越境 岩波書店 逐次刊行物
12 『歴史読本　７２９』　特集／魔界・妖怪・もののけ白書 新人物往来社 逐次刊行物

13
江戸時代の妖怪研究
（『三田村鳶魚全集　第１５集』収録）

三田村鳶魚／著 中央公論社 0816/10/15

14 妖怪学入門 阿部主計／著 雄山閣 1476/1/96
15 怪異東京戸板かえし 荒俣宏／監修　田中聡／著 評伝社 2913/49/89
16 東京江戸たんけんガイド 田中ひろみ／著 ＰＨＰ研究所 2913/1009/03
17 妖怪変化　民俗学の冒険③　［ちくま新書］ 常光徹／編 筑摩書房 3804/17/99
18 日本妖怪巡礼団 荒俣宏／著 集英社 3870/60/89
19 妖怪學　第１巻 井上圓了／著 巧人社 3880/1/1
20 妖怪學　第２巻 井上圓了／著 巧人社 3880/1/2
21 妖怪學　第３巻 井上圓了／著 巧人社 3880/1/3
22 妖怪學　第４巻 井上圓了／著 巧人社 3880/1/4
23 妖怪學　第５巻 井上圓了／著 巧人社 3880/1/5
24 妖怪學　第６巻 井上圓了／著 巧人社 3880/1/6

25 竹原春泉　絵本百物語　桃山人夜話
多田克己／編
京極夏彦／ほか文

国書刊行会 3880/11/97

26 ふるさとの伝説　４　鬼・妖怪 伊藤清司／監修　宮田登／編 ぎょうせい 3881/9/4
27 明治妖怪新聞 湯本豪一／著 柏書房 3881/76/99
28 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 7212/33/99
29 浮世絵魑魅魍魎の世界　江戸の劇画　霊界・魔界の主人公たち　改訂版 中右瑛／著 里文出版 7218/294/94
30 暁斎妖怪百景 京極夏彦／文　多田克己／編 国書刊行会 7219/102/98
31 水木しげるの妖怪伝大画集 水木しげる／著 新紀元社 7265/34/98
32 ノスタルジックTVグラフ　愛と青春の６０＆７０年代 ［メディアファクトリー／編］ メディアファクトリー 7788/1/1
33 ずっとアニメが好きだった！こどもと見たい思い出アニメビデオＢＥＳＴ５０ ノスタルジックＴＶ倶楽部／編 メディアファクトリー 7788/1/2

34
妖怪時代（１幕）
（『日本劇画全集　第４３集　現代編　第１１輯』収録）

中村吉蔵／ほか著 春陽堂 9120/12/43-S0

35 江戸の闇　魔界めぐり 岡崎柾男／著 東京美術 3881/67/98
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36 図説日本の妖怪
岩井宏實／監修
近藤雅樹／編

河出書房新社 3881/4/90

37 江戸の妖怪絵巻　［光文社新書］ 湯本豪一／著 光文社 －

38
道具の妖怪
（『イラストで見るモノのうつりかわり　日本の生活道具百科①　食べる道具』収録）

岩井宏實／監修 河出書房新社 2100/616/1

39
日本の妖怪③幽霊
　（『日本の年中行事百科　３　民具で見る日本のくらしQ&A　夏』収録）

岩井宏實／監修 河出書房新社 3860/7/3

40
日本の妖怪④天狗
（『日本の年中行事百科　４　民具で見る日本のくらしQ&A　秋・冬』収録）

岩井宏實／監修 河出書房新社 3860/7/4

41
武者絵の中に政治風刺－源頼光公舘土蜘蛛作妖怪図
（『江戸東京歴史探訪　２』収録）

東京都江戸東京博物館／監修
斎藤慎一／編

中央公論社 －

42 江戸東京自由大学　［1999年／テーマ「怖い、見たい、面白い　ミステリアス江戸東京」］ 博報堂／ほか編 東京都歴史文化財団 －

43
江戸の妖怪
（『大江戸暮らし　武士と庶民の生活事情（改定新版）』収録）

大江戸探検隊／編 ＰＨＰ研究所 3821/288/3

44 水木しげる記念館　公式ガイドブック
水木しげる／監修
藤本圭太／ほか編

朝日新聞社 M72/MI-1/1

45 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 M25/YA-6/5
46 妖怪ミニずかん　企画展 群馬県立歴史博物館／編 群馬県立歴史博物館 M33/GUｰ3/69-S0

47 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

M33/TO-3/5

48 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 M34/SA-16/15
49 『歴博　NO．１０６』　特集／境界を越える歴史学　異界Ⅱ 国立歴史民俗博物館／編 国立歴史民俗博物館 M35/KO-2/34-106
50 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 M35/KO-2/103
51 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 長野市立博物館 M52/NA-5/36-S０
52 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 安城市歴史博物館 M55/AN-1/17
53 図説いまむかしおもちゃ大博覧会　［ふくろうの本］ 兵庫県立歴史博物館／編 河出書房新社 M64/HYｰ5/37
54 他界への招待　お化けはきっといる・あの世はきっとある 岡山県立博物館／編 岡山県立博物館 M75/OK-4/11
55 讃岐異界探訪　特別展 香川県歴史博物館／編 香川県歴史博物館 M82/KA-6/19

56
「お化けポスト便」から－妖怪・幽霊アンケート資料集
（『高知県立歴史民俗資料館研究紀要　第１３号』収録）

高知県立歴史民俗資料館／編 高知県立歴史民俗資料館 M84/KO-9/3-13

57 あの世・妖怪・陰陽師　異界万華鏡・高知編　展示解説資料集　特別展 高知県立歴史民俗資料館／編 高知県立歴史民俗資料館 M84/KO-9/28
58 「大妖怪展」図録 朝日新聞社／編 朝日新聞社 M91/FU-2/4
59 「大水木しげる展」図録 朝日新聞社／ほか編 朝日新聞社 －
60 『週刊読書人　第２３０８号』　特集／水木しげる　画業50周年インタビューほか 読書人 逐次刊行物
61 江戸のホラー　稲生物怪録　親子で楽しむ歴史と古典⑳ 志村有弘／文　加藤英夫／絵 勉誠社 3880/10/97

「大水木しげる展」開催中これらの資料は、図書室（7階／無料）に特集コーナーを設けております。
どうぞご利用下さい。 （開室時間 9：30～17：30／月曜定休（月曜日が祝日・振替休日の場合はその翌日））

＊注意 以下4点は別置きにしてあります
no.３８～４０、６１は小中学生向け書架（開架）にあります。
no.６０（『週刊読書人』）はカウンターバックにありますので、お読みになりたい方はお申し出下さい。
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