
資料番号 タイトル 人名 出版者 元保管場所

0117883868 あかいさんりんしゃ 犬飼　由美恵／文 東京：成美堂出版 絵本 サ   

0117592261 あっちがわ イシズ　マサシ／作・絵 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0117115741 あやかしの深川 東　雅夫／編 東京：猿江商會 民俗習慣

0117895177 アラマタヒロシの日本全国妖怪マップ 荒俣　宏／著 東京：秀和システム 民俗習慣

0117602037 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 東京：秀和システム 民俗習慣

0114395858 ありがとうをわすれると 山下　明生／作 東京：学研 書庫

0117825950 いただきます。ごちそうさま。 あさの　あつこ／作 東京：岩崎書店 芸術      

0117879809 稲川怪談 稲川　淳二／著 東京：講談社 哲学心理 

0116459165 いるのいないの 京極　夏彦／作 東京：岩崎書店 書庫

0116315219 うみぼうず 杉山　亮／作 東京：ポプラ社 絵本 ハ   

0115356941 江戸諸国百物語　西日本編 東京：人文社 民俗習慣

0115356933 江戸諸国百物語　東日本編 東京：人文社 民俗習慣

0115406662 江戸の怪奇譚 氏家　幹人／著 東京：講談社 民俗習慣

0116827098 沖縄の怖い話　[1] 小原　猛／著 東京：TOブックス 民俗習慣

0116884016 沖縄の怖い話　2 小原　猛／著 東京：TOブックス 民俗習慣

0117046318 沖縄の怖い話　3 小原　猛／著 東京：TOブックス 民俗習慣

0116381294 大人の怪談 辛酸　なめ子／[著] 東京：角川書店 哲学心理 

0116871815 大人のための妖怪と鬼の昔ばなし 東京：綜合図書 民俗習慣

0117240929 おともだちできた? 恩田　陸／さく 東京：講談社 絵本 カ   

0115530347 おまえら行くな。　[正] 北野　誠／著 東京：マイクロマガジン社 書庫

0115734709 おまえら行くな。　続 北野　誠／著 東京：マイクロマガジン社 書庫

0116838996 おんなのしろいあし 岩井　志麻子／作 東京：岩崎書店 芸術      

0117637355 怪人熊楠、妖怪を語る 伊藤　慎吾／著 東京：三弥井書店 民俗習慣

0114952971 怪談之怪之怪談 怪談之怪／編 東京：メディアファクトリーダ・ヴィンチ編集部 民俗習慣

0116846510 怪談四代記 小泉　凡／著 東京：講談社 民俗習慣

0116708447 学校の怪談 常光　徹／著 京都：ミネルヴァ書房 民俗習慣

0116422197 かっぱ 杉山　亮／作 東京：ポプラ社 絵本 ハ   

0117612838 京都怪談巡礼 堤　邦彦／著 京都：淡交社 民俗習慣

0117003038 くうきにんげん 綾辻　行人／作 東京：岩崎書店 芸術      

特集名：長野：６～８月青少年向けテーマ本「こわい話」
特集期間：２０２２／６／１４～２０２２／８／２５



0114289101 ゴードン・スミスの日本怪談集 リチャード・ゴードン・スミス／著 東京：角川書店 書庫

0116911793 ことりぞ 京極　夏彦／作 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0115304701 怖い夜 いちだ　きいち／作・画 東京：小学館 書庫

0117457085 彩の国の怖い話 寺井　広樹／著 東京：TOブックス 民俗習慣

0117716357 ザシキワラシと婆さま夜語り 佐々木　喜善／著 東京：河出書房新社 民俗習慣

0116963885 皿屋敷 横山　泰子／著 東京：白澤社 民俗習慣

0116948290 山怪　[1] 田中　康弘／著 東京：山と溪谷社 民俗習慣

0117180125 山怪　2 田中　康弘／著 東京：山と溪谷社 民俗習慣

0117418087 山怪　3 田中　康弘／著 東京：山と溪谷社 民俗習慣

0117870758 実話怪談幽霊百話 左右田　秋満／編 東京：河出書房新社 民俗習慣

0112154075 信濃奇談夜話 野田　悠／著 松本：郷土出版社 郷土資料  

0116554866 島田秀平の怖い話 島田　秀平／著 東京：河出書房新社 書庫

0117885467 城郭の怪異 二本松　康宏／編著 東京：三弥井書店 民俗習慣

0117839613 信州怪談 丸山　政也／著 東京：竹書房 郷土資料  

0117989145 信州怪談　鬼哭編 丸山　政也／著 東京：竹書房 郷土資料  

0110294154 信州のこわ?い話 信州児童文学会／編 松本：郷土出版社 郷土資料  

0116681024 図説江戸の幽霊 東京：洋泉社 哲学心理 

0117885459 世界のミステリーと怪異366 朝里　樹／監修 東京：徳間書店 民俗習慣

0117399451 絶対に出る世界の幽霊屋敷 ロバート・グレンビル／著 東京：日経ナショナルジオグラフィック社 哲学心理 

0114366701 誰も知らなかった本当はこわい日本の童謡 日本の童謡研究会／編 東京：ワニブックス 民俗習慣

0116469016 ちょうつがいきいきい 加門　七海／作 東京：岩崎書店 書庫

0115919094 九十九怪談　第1夜 木原　浩勝／著 東京：角川書店 哲学心理 

0116063769 九十九怪談　第2夜 木原　浩勝／著 東京：角川書店 哲学心理 

0116218983 九十九怪談　第3夜 木原　浩勝／著 東京：角川書店 哲学心理 

0117419044 てんぐ 杉山　亮／作 東京：ポプラ社 絵本 ハ   

0117596254 東京の幽霊事件 小池　壮彦／著 東京：KADOKAWA 哲学心理 

0117413641 長野の怖い話 丸山　政也／著 東京：TOブックス 郷土資料  

0117416222 何かが後をついてくる 伊藤　龍平／著 東京：青弓社 民俗習慣

0117403071 新潟の怖い話 寺井　広樹／著 東京：TOブックス 民俗習慣

0116587379 日本の皿屋敷伝説 伊藤　篤／著 福岡：海鳥社 民俗習慣

0111547931 日本の幽霊 諏訪　春雄／著 東京：岩波書店 書庫

0116228248 日本魔界伝説地図 東　雅夫／監修 東京：学研パブリッシング 民俗習慣

0115753139 眠れぬ江戸の怖い話 支倉　槇人／著 東京：こう書房 民俗習慣

0116223637 のっぺらぼう 杉山　亮／作 東京：ポプラ社 絵本 ハ   



0117886747 ばけねこ 杉山　亮／作 東京：ポプラ社 絵本 ハ   

0114192099 百鬼夜行解体新書 村上　健司／編著 横浜：光栄 民俗習慣

0116620675 不思議な子どもたち 小原　猛／作 那覇：ボーダーインク 民俗習慣

0116416033 マイマイとナイナイ 皆川　博子／作 東京：岩崎書店 書庫

0117606509 まどのそと 佐野　史郎／作 東京：岩崎書店 芸術      

0117443861 宮城の怖い話 寺井　広樹／著 東京：TOブックス 民俗習慣

0116464025 ゆうれいのまち 恒川　光太郎／作 東京：岩崎書店 書庫

0114480544 妖怪と怨霊の日本史 田中　聡／著 東京：集英社 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

0116416041 悪い本 宮部　みゆき／作 東京：岩崎書店 書庫


