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書名 巻次 著者名 出版者

英国幽霊案内
ピーター　アンダー
ウッド∥著

メディアファクト
リー

世界の幽霊出現録
ブライアン  インズ∥
著

日経ナショナルジオ
グラフィック社

怪のはなし 加門　七海∥著 集英社
凡人の怪談 工藤 美代子∥著 中央公論新社
もしもノンフィクション作家がお化けに出会った 工藤　美代子∥著 メディアファクト
ノンフィクション作家だってお化けは怖い 工藤  美代子∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
図説江戸の幽霊 洋泉社
日本懐かしオカルト大全 寺井 広樹∥著 辰巳出版
日本の恐怖怪談 冬野  次郎／編著／著 東京：河出書房新社

絶対に住めない世界のゴーストタウン クリス  マクナブ∥著
日経ナショナルジオ
グラフィック社

アラマタヒロシの日本全国妖怪マップ 荒俣 宏∥著 秀和システム
大人のための妖怪と鬼の昔ばなし 綜合図書
加門七海の鬼神伝説 加門 七海∥著 朝日新聞出版
驚異と怪異 国立民族学博物館∥監 河出書房新社
京都魔界案内 小松／和彦∥〔著〕 光文社
実話怪談幽霊百話 左右田 秋満∥編 河出書房新社
図説日本の妖怪 岩井 宏実∥監修 河出書房新社
山怪 田中  康弘∥著 山と渓谷社
妖しい戦国 東郷 隆∥著 出版芸術社
文豪たちの怪談ライブ 東 雅夫∥編著 筑摩書房
幽霊画談 水木／しげる∥著 岩波書店
山の怪異譚 山の怪と民俗研究会∥ 河出書房新社
ゆる妖怪カタログ 妖怪文化研究会∥著 河出書房新社
北斎妖怪百景 〔葛飾／北斎∥画〕 国書刊行会
うらめしい絵 田中 圭子∥著 誠文堂新光社
幽霊画と冥界 安村 敏信∥監修 平凡社
新怖い絵 中野  京子∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
怖いへんないきものの絵 中野 京子∥著 幻冬舎

怪談の学校 怪談之怪∥著
メディアファクト
リーダ・ヴィンチ編

怖い女 沖田 瑞穂∥著 原書房
ホラーミステリー・ベスト１００ 三谷／茉沙夫∥編著 三一書房
リカ 五十嵐／貴久∥著 幻冬舎
瞽女の啼く家 岩井／志麻子∥著 集英社
夜啼きの森 岩井／志麻子∥著 角川書店



あやし、おそろし 中央　2022年7月一般展示リスト

‐2‐

営繕かるかや怪異譚 その2 小野 不由美∥著 KADOKAWA
残穢 小野　不由美∥〔著〕 新潮社
鬼談百景 小野　不由美∥著 メディアファクト
営繕かるかや怪異譚 小野  不由美∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
禁じられた楽園 恩田／陸∥著 徳間書店
図書室の海 恩田／陸∥〔著〕 新潮社
球形の季節 恩田／陸∥著 新潮社
私の家では何も起こらない 恩田　陸∥著 メディアファクト
黒い家 貴志／祐介∥著 角川書店
京都綺談 山前  譲∥編 有楽出版社
嗤う伊右衛門 京極／夏彦∥著 中央公論社
異形のものたち 小池 真理子∥著 KADOKAWA
火の粉 雫井／脩介∥著 幻冬舎
夜市 恒川／光太郎∥著 角川書店
鬼の跫音（あしおと） 道尾　秀介∥著 角川書店
黒面の狐 三津田  信三∥著 文芸春秋
忌物堂鬼談 三津田 信三∥著 講談社
のぞきめ 三津田　信三∥著 角川書店
おそろし 宮部　みゆき∥著 角川書店
あやし 宮部／みゆき∥著 角川書店
震える岩 宮部／みゆき∥著 新人物往来社
妖怪変化 あさの　あつこ∥著 講談社
八つ墓村 横溝  正史∥〔著〕 角川書店
ほねがらみ 芦花公園∥著 幻冬舎
骸骨城 井上／雅彦∥著 学研
六番目の小夜子 恩田／陸∥〔著〕 新潮社
さよならをもう一度 赤川／次郎∥〔著〕 角川書店
心の旅路 阿刀田　高∥〔著〕 角川書店
妖し 恩田 陸∥著 文藝春秋
ようこそ、わが家へ 池井戸　潤∥著 小学館
怪物晩餐会 井上　雅彦∥〔著〕 角川書店
蛇神 今邑／彩∥〔著〕 角川書店
厭結び エブリスタ∥編 竹書房
死にぞこないの青 乙一∥〔著〕 幻冬舎
記憶屋 [1] 織守 きょうや∥[著] KADOKAWA
教室 光文社
拝み屋郷内怪談始末 郷内  心瞳∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
拝み屋郷内花嫁の家 郷内  心瞳∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
夜葬 最東  対地∥〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
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おるすばん 最東 対地∥[著] KADOKAWA
今昔奇怪録 朱雀門　出∥〔著〕 角川書店
なまづま 堀井　拓馬∥〔著〕 角川書店
もののけ 朝井 まかて∥著 PHP研究所

ゆがんだ闇
小池　真理子∥〔ほか
著〕

角川書店

遺品 若竹／七海∥〔著〕 角川書店
滅びの庭 赤川／次郎∥〔著〕 角川書店
妖(あやかし)の絵本 わたなべ まさこ∥作 あすなろ書房
ちょうつがいきいきい 加門　七海∥作 岩崎書店
かがみのなか 恩田  陸∥作 岩崎書店
いるのいないの 京極　夏彦∥作 岩崎書店
空き家 有田 奈央∥文 新日本出版社
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