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請求記号 書名 著者名 出版年 出版社

080//To82//207 耳袋 根岸 鎮衛 平凡社 1972.3-1972.4

209//C47//32 人魚伝説 Donder Vic de 1939- 創元社 1993.11

233//I74 幽霊(ゴースト)のいる英国史 石原 孝哉 集英社 2003.6

380.4//I31 異界が覗く市街図 小松 和彦 青弓社 1988.5

380.8//N77//4 民間信仰・妖怪編 藤沢 衛彦 あかね書房 1960.8

380.8//N77//8 妖怪 谷川 健一 三一書房 1988.11

387.08//Mi47//30 憑霊信仰 小松 和彦 雄山閣出版1992.5

387.91//I84 日本の憑きもの : 俗信は今も生きている 石塚 尊俊 未来社 1999.5

388.1//H32 もののけの正体 : 怪談はこうして生まれた 原田 実 新潮社 2010.8

388.1//Ko61 妖怪学新考 : 妖怪からみる日本人の心 小松 和彦 小学館 1994.8

388.1//Ta29 人身御供論 高木 敏雄 宝文館出版1990.6

388.1//Y18 追憶する社会 : 神と死霊の表象史 山 泰幸 新曜社 2009.4

388.3//I33 狼男伝説 池上 俊一 朝日新聞社1992.11

388.3//Sh66 人狼変身譚 : 西欧の民話と文学から 篠田 知和基 大修館書店1994.2

388//Se22//1 イギリスの怪奇民話 出口 保夫 評論社 1981.9

388//Se22//2 世界の怪奇民話. 2 Grosse J.G.Th 評論社 1982.6

388//Se22//3 ロシアの怪奇民話 Afanas'ev Aleksandr Nikolaevich 評論社 1982.4

388//Se22//4 イタリアの怪奇民話 Calvino Italo 1923- 評論社 1982.11

388//Se22//5 世界の怪奇民話.5 清水 育男 評論社 1987.4

388//Se22//6 フランスの怪奇民話 評論社 1983.8

388//Se22//7 アメリカの怪奇民話 Drake Samuel A. 評論社 1983.12

388//Se22//8 アイルランドの怪奇民話 Yeats W. B. 評論社 1985.1

408//B59//1382 霊はあるか : 科学の視点から 安斎 育郎 講談社 2002.9

408//B59//783 怪談の科学 : たたりじゃあ?. PART2 中村 希明 講談社 1989.7

460.4//Ta63 ろくろ首の首はなぜ伸びるのか : 遊ぶ生物学への招待 武村 政春 新潮社 2005.12

721.8//Ka77 浮世絵の幽霊 粕 三平 芳賀書店 1974

721.8//To69 画図百鬼夜行 鳥山 石燕 国書刊行会1992.12

912.5//Ts88 東海道四谷怪談 鶴屋 南北 新潮社 1981.8

913.5//E24//2-3 江戸怪談集 高田 衛 岩波書店 1989.4-6

913.56//H64 南総里見八犬伝 平岩 弓枝 中央公論社1993.4

913.6//I23 リカ 五十嵐 貴久 幻冬舎 2002.2
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913.6//I99//2 海異記の巻 泉 鏡花 河出書房新1995.5

913.6//Su96 ループ 鈴木 光司 角川書店 1998.1

913.6//Su96 リング 鈴木 光司 角川書店 1993.4

913.6//Su96 らせん 鈴木 光司 角川書店 1997.12

913.6//Su96 バースデイ 鈴木 光司 角川書店 1999.2

913.6//Y97 陰陽師 夢枕 獏 文藝春秋 1988.8-

913.7//Sa67 真景累ケ淵 三遊亭 円朝 岩波書店 2007.3

913.7//Sa67//1 怪談噺 角川書店 1975

913.7/Sa67 怪談牡丹燈籠 三遊亭 円朝 岩波書店 2002

914.6//N77//別64 怪談 高橋 克彦 作品社 1996.6

918.5//So63//2 百物語怪談集成 太刀川 清 国書刊行会1987.7-1993.9

918.5//So63//26 近世奇談集成 高田 衛 国書刊行会1992.12

918.5//So63//27 百物語怪談集成 太刀川 清 国書刊行会1987.7-1993.9

918.6//C44//19 江戸川乱歩 : 1894-1965 江戸川 乱歩 筑摩書房 1991.11

918.6//C44//22 夢野久作 : 1889-1936 夢野 久作 筑摩書房 1991.12

918.68//Ko38 中国怪談集他 Hearn Lafcadio 1850-1904 恒文社 1988.2

918//Ka59//57 雨月物語・春雨物語 小学館 1983.9

918//N77//20 雨月物語・春雨物語 : 秋成の文学 森山 重雄 創元社 1956

933.7//Ki43//1-2 ザ・スタンド King Stephen 1947- 文藝春秋 2000.11-2000.12

933//B55 エクソシスト Blatty William Peter 新潮社 1973

933//C84 夢の女 Collins Wilkie 1824-1889 岩波書店 1997.12

933//H51 Kwaidan : stories and studies of strange things Hearn Lafcadio 1850-1904 Tuttle Pub. 1971

938//H51 怪談・骨董他 Hearn Lafcadio 1850-1904 恒文社 1988.7
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