
資料番号 タイトル 人名 出版者 保管場所

0114198740 悪魔事典 山北　篤／監修 東京：新紀元社 書庫

0115672032 アンデッド 久保田　悠羅／著 東京：新紀元社 民俗習慣

0113728687 異界を覗く 小松　和彦／著 東京：洋泉社 書庫

0112726534 異界巡礼 小松　和彦／著 東京：青玄社 書庫

0117791301 1日3分読むだけで一生語れるモンスター図鑑 山北　篤／著 東京：すばる舎 民俗習慣

0116765389 いちばん詳しい「堕天使」がわかる事典 森瀬　繚／著 東京：SBクリエイティブ 宗教      

0116765397 いちばん詳しい「天使」がわかる事典 森瀬　繚／著 東京：SBクリエイティブ 宗教      

0116146754 浦島太郎の日本史 三舟　隆之／著 東京：吉川弘文館 民俗習慣

0116985672 絵でみる江戸の妖怪図巻 善養寺　ススム／文・絵 東京：廣済堂出版 民俗習慣

0116268954 英国幽霊案内 ピーター・アンダーウッド／著 東京：メディアファクトリー 書庫

0117716340 江戸の怪異と魔界を探る 飯倉　義之／監修 東京：カンゼン 民俗習慣

0116883992 江戸のUMA談 にほんの歴史★楽会／編 東京：静山社 民俗習慣

0117095893 絵本六道絵 地獄めぐり 武　覚超／監修 [東京]：同朋舎新社 芸術      

0111790143 MIBの謀略 矢追　純一／著 東京：二見書房 書庫

0112805486 狼男伝説 池上　俊一／著 東京：朝日新聞社 民俗習慣

0115499196 鬼と悪魔の神話学 吉田　敦彦／著 東京：青土社 書庫

0113743066 鬼の絵草子 南　清彦／著 東京：叢文社 書庫

0111836748 鬼の系譜 中村　光行／著 東京：五月書房 書庫

0115771149 面白いほどよくわかる世界の神々 森　実与子／著 東京：日本文芸社 書庫

0116248766 面白くてよくわかる!ギリシア神話 吉田　敦彦／著 東京：アスペクト 宗教      

0116822891 怪奇事件の謎 小池　壮彦／著 東京：学研パブリッシング 書庫

0114474000 怪談徒然草 加門　七海／著 東京：メディアファクトリーダ・ヴィンチ編集部書庫

0116685611 怪談のウンチク101 高山　宗東／著 東京：学研パブリッシング 民俗習慣

0116963877 怪談論 稲田　和浩／著 東京：彩流社 民俗習慣

0117008268 河童物語 本堂　清／画　文 東京：批評社 民俗習慣

0112982202 河童考 飯田　道夫／著 京都：人文書院 民俗習慣

特集名：長野７月一般テーマ「異界・異形のモノ」
特集期間：2021/6/25～2021/7/28



0115896581 神々の物語 リズ・グリーン／著 東京：柏書房 書庫

0114206329 カミナリさまはなぜヘソをねらうのか 吉野　裕子／著 東京：サンマーク出版 書庫

0116757170 カメレオンと森の怪物 川崎　奈月／編訳・絵 東京：論創社 民俗習慣

0112322839 宜保愛子の死後の世界 宜保　愛子／著 日東書院 書庫

0113190466 吸血鬼の事典 マシュー・バンソン／著 東京：青土社 民俗習慣

0113764930 暁斎妖怪百景 [河鍋　暁斎／画] 東京：国書刊行会 書庫

0117553404 幻想世界の住人たち　[1] 健部伸明と怪兵隊／著 東京：新紀元社 書庫

0117553412 幻想世界の住人たち　2 健部伸明と怪兵隊／著 東京：新紀元社 書庫

0112957857 幻想動物博物館 草野　巧／著 東京：新紀元社 書庫

0117602896 幻想ドラゴン大図鑑 健部　伸明／監修 東京：カンゼン 民俗習慣

0113421085 子どもと一緒に楽しむ星の神話・星の伝説34 山田　博／著 名古屋：黎明書房 書庫

0117032516 コロボックルの小さな画集 村上　勉／文・絵 東京：講談社 芸術      

0113914071 怖くて不思議なスコットランド妖精物語 出口　保夫／監訳 東京：PHP研究所 民俗習慣

0113414783 山岳霊場御利益旅 久保田　展弘／著 東京：小学館 書庫

0114507973 サンタクロース学 荻原　雄一／著 東京：夏目書房 書庫

0113348262 地獄 草野　巧／著 東京：新紀元社 書庫

0115932089 知っておきたい世界の女神・天女・鬼女 金光　仁三郎／監修 東京：西東社 書庫

0115717175 知っておきたい天使・聖獣と悪魔・魔獣 荒木　正純／監修 東京：西東社 宗教      

0116765348 シャーマニズム シャルル・ステパノフ／著 大阪：創元社 宗教      

0114812050 神秘の道具 戸部　民夫／著 東京：新紀元社 民俗習慣

0116218553 図解悪魔学 草野　巧／著 東京：新紀元社 宗教      

0115741662 図解北欧神話 池上　良太／著 東京：新紀元社 書庫

0117840132 図説異形の生態 ジャン=バティスト・ド・パナフィユー／著 東京：原書房 民俗習慣

0117633610 図説世界の神話伝説怪物百科 テリー・ブレヴァートン／著 東京：原書房 民俗習慣

0113457667 図説・世界未確認生物事典 笹間　良彦／著 東京：柏書房 書庫

0113339782 図説世界霊界伝承事典 ピーター・ヘイニング／著 東京：柏書房 書庫

0114069842 図説日本の妖怪 岩井　宏実／監修 東京：河出書房新社 書庫

0113787311 政府ファイルUFO全事件 ピーター・ブルックスミス／著 東京：並木書房 書庫

0113492961 西洋魔物図鑑 江口　之隆／著 東京：翔泳社 書庫

0116377169 世界を創った!!「天使」と「悪魔」大全 榎本　秋／監修 東京：新人物往来社 宗教      

0117011957 世界幻想動物百科 トニー・アラン／著 東京：原書房 民俗習慣

0112953633 世界の怪奇夜話 青木　日出夫／編著 東京：雄鶏社 書庫



0113925432 世界の不思議なお守り 進藤　幸彦／著 東京：平凡社 書庫

0117126755 世界の妖精全書 世界の妖精研究会／著 東京：日本文芸社 民俗習慣

0115309502 太陽の暗号 エハン・デラヴィ／著 東京：三五館 書庫

0116962648 知識ゼロからの妖怪入門 小松　和彦／著 東京：幻冬舎 民俗習慣

0117263350 月岡芳年 妖怪百物語 月岡　芳年／[画] 京都：青幻舎 芸術      

0115789646 天狗はどこから来たか 杉原　たく哉／著 東京：大修館書店 民俗習慣

0112947395 天国の歴史 コリーン・マクダネル／著 東京：大修館書店 宗教      

0115192460 天使辞典 グスタフ・デイヴィッドスン／著 大阪：創元社 宗教      

0113307896 ドラキュラ誕生 仁賀　克雄／著 東京：講談社 書庫

0117624023 ドラゴンの教科書 ダグラス・ナイルズ／著 東京：原書房 民俗習慣

0115051468 ナマハゲの正体は何か 大槻　憲利／著 東京：創栄出版 書庫

0111934261 日本異界絵巻 宮田　登／[ほか]著 東京：河出書房新社 書庫

0117315598 日本現代怪異事典 朝里　樹／著 東京：笠間書院 民俗習慣

0117596635 日本現代怪異事典副読本 朝里　樹／著 東京：笠間書院 民俗習慣

0117695619 日本のオカルト150年史 秋山　眞人／著 東京：河出書房新社 哲学心理 

0113817613 日本の神々 戸部　民夫／著 東京：新紀元社 書庫

0115675670 日本の妖怪の謎と不思議 東京：学研 民俗習慣

0116825332 日本の霊山読み解き事典 西海　賢二／編 東京：柏書房 宗教      

0114506454 日本昔ばなしの裏話 合田　一道／著 東京：扶桑社 書庫

0113882567 人魚の系譜 笹間　良彦／著 東京：五月書房 書庫

0117262865 猫の怪 横山　泰子／著 東京：白澤社 民俗習慣

0115333650 呪いの博物誌 藤巻　一保／著 東京：学研 書庫

0117408724 ヒトラーとUFO 篠田　航一／著 東京：平凡社 民俗習慣

0116752775 フェアリー ブライアン・フラウド／絵・文 東京：グラフィック社 民俗習慣

0115136749 北斎妖怪百景 [葛飾　北斎／画] 東京：国書刊行会 書庫

0115151466 星の神話・伝説図鑑 藤井　旭／写真・文 東京：ポプラ社 書庫

0115170011 魔術事典 ダグラス・ヒル／著 東京：あすなろ書房 書庫

0111453981 魔術の歴史 J.B.ラッセル／著 東京：筑摩書房 書庫

0113351522 魔女の聖典 ドリーン・ヴァリアンテ／著 東京：国書刊行会 書庫

0117649640 魔法使いの教科書 オーブリー・シャーマン／著 東京：原書房 民俗習慣

0117090431 未確認動物UMAを科学する ダニエル・ロクストン／著 京都：化学同人 自然科学  

0117166595 水木しげるの憑物百怪 水木　しげる／著 東京：学研プラス 民俗習慣



0113333801 水木しげるの憑物百怪 水木　しげる／著 東京：学研 書庫

0111699682 昔話の変容 服部　邦夫／著 東京：青弓社 書庫

0113352900 迷信・俗信大百科 不二　竜彦／著 東京：学研 書庫

0117806109 もののけの日本史 小山　聡子／著 東京：中央公論新社 民俗習慣

0114388192 妖怪画談 水木　しげる／著 東京：岩波書店 書庫

0115284002 妖怪伝説奇聞 東　雅夫／著 東京：学研 民俗習慣

0116176934 妖怪学講義 菊地　章太／著 東京：講談社 哲学心理 

0117685289 妖精の教科書 スカイ・アレクサンダー／著 東京：原書房 民俗習慣

0111935656 妖精Who's who キャサリン・ブリッグズ／著 東京：筑摩書房 書庫

0117272930 47都道府県・妖怪伝承百科 小松　和彦／監修 東京：丸善出版 民俗習慣

0116321548 琉球怪談 小原　猛／著 那覇：ボーダーインク 民俗習慣

0114008378 竜伝説 林　義勝／著 東京：日本放送出版協会 民俗習慣

0117645481 歴史人物怪異談事典 朝里　樹／著 東京：幻冬舎 民俗習慣


