
No. 種別 資料コード 書名 著者名 出版者 請求記号 備考

1 雑誌 130196702 太陽　別冊　日本恐怖映画への招待 平凡社 雑誌

2 図書 121118509 いただきます。ごちそうさま。 あさの あつこ 岩崎書店 E/ｲ

3 図書 120947809 うぶめ 京極 夏彦 岩崎書店 E/ｳ

4 図書 111846028 ZOTTO　ぞっと…恐怖の行方 木原 浩勝 ポプラ社 147/ｷ

5 図書 111730750 九十九怪談　第1夜 木原 浩勝 角川書店 147/ｷ/1

6 図書 112231527 凡人の怪談 工藤 美代子 中央公論新社 147/ｸ

7 図書 111578092 真夜中の手紙　怪奇探偵の超常レポート 小池 壮彦 学研 147/ｺ

8 図書 111526786 冥途のお客 佐藤 愛子 光文社 147/ｻ

9 図書 112323092 実録怪談　最恐事故物件 北野 誠　ほか 竹書房 147/ｼﾞ

10 図書 112288089 宿にまつわる怪異譚 寺井 広樹 イカロス出版 147/ﾃ

11 図書 111757316 封印怪談２ 並木 伸一郎 経済界 147/ﾅ/2 

12 図書 111979829 恐怖の幽霊物件 西浦 和也 学研パブリッシング 147/ﾆ

13 図書 112062039 埼玉の怖い話 桜井 伸也 TOブックス 388/ｻ    

14 図書 112035647 山怪　山人が語る不思議な話 田中 康弘 山と溪谷社 388/ﾀ

15 図書 111520235 子供に語ってみたい日本の古典怪談 野火 迅 草思社 388/ﾉ

16 図書 111658027 怖い絵 中野 京子 朝日出版社 723/ﾅ

17 図書 120880604 21世紀版少年少女古典文学館22　四谷怪談 司馬 遼太郎　監修 講談社 91/ﾆ/22

18 図書 120821749 中学生までに読んでおきたい日本文学８　こわい話 松田 哲夫　編 あすなろ書房 910/ﾁ/8 

19 図書 111417077 紅(あか)と蒼の恐怖 菊地 秀行　ほか 祥伝社 913.6/ｱ 

20 図書 111489449 姉飼 遠藤 徹 角川書店 913.6/ｴ

21 図書 112009774 営繕かるかや怪異譚 小野 不由美 KADOKAWA 913.6/ｵ

22 図書 112297437 小説　真景累ケ淵 奥山 景布子 二見書房 913.6/ｵ

23 図書 112079223 たてもの怪談 加門 七海 エクスナレッジ 913.6/ｶ

24 図書 112173984 実話怪談　出没地帯 川奈 まり子 河出書房新社 913.6/ｶ

25 図書 111759262 隣之怪　病の間 木原 浩勝 メディアファクトリー 913.6/ｷ

26 図書 112204136 異形のものたち 小池 真理子 KADOKAWA 913.6/ｺ 

27 図書 112081567 ずうのめ人形 澤村 伊智 KADOKAWA 913.6/ｻ

28 図書 111993564 死後日記 Saori KADOKAWA 913.6/ｻ 

29 図書 111579041 夜市 恒川 光太郎 角川書店 913.6/ﾂ

30 図書 112234612 そこにいるのに 似鳥 鶏 河出書房新社 913.6/ﾆ 

31 図書 111760468 怪談実話　顳顬(コメカミ)草紙 平山 夢明 メディアファクトリー 913.6/ﾋ

32 図書 111751491 怪談熱 福澤 徹三 角川書店 913.6/ﾌ

33 図書 112291091 ヴンダーカンマー 星月 渉 竹書房 913.6/ﾎ

34 図書 112122551 わざと忌み家を建てて棲む 三津田 信三 中央公論新社 913.6/ﾐ

35 図書 111544987 背の眼 道尾 秀介 幻冬舎 913.6/ﾐ

36 図書 111747374 怖い話 福澤 徹三 幻冬舎 914/ﾌ

37 図書 110008901 ちくま文学の森７　恐ろしい話 安野 光雅 筑摩書房 918/ﾁ/7

38 図書 110952306 フリーマントルの恐怖劇場 ブライアン・フリーマントル 講談社 933/ﾌ

39 図書 112413745 おまえら行くな。　犬神祟り編 北野 誠 竹書房 B147/ｷ

40 図書 111891156 霊は語りかける 平谷 美樹 角川春樹事務所 B147/ﾋ  

41 図書 112306279 ナキメサマ 阿泉 来堂 KADOKAWA B913.6/ｱ

42 図書 112184007 過ぎる十七の春 小野 不由美 講談社 B913.6/ｵ

43 図書 111655668 祝山 加門 七海 光文社 B913.6/ｶ

44 図書 112161245 拝み屋郷内  花嫁の家 郷内 心瞳 KADOKAWA B913.6/ｺﾞ

45 図書 112255153 恐怖実話　狂縁 渋川 紀秀 竹書房 B913.6/ｼ

46 図書 111517363 都筑道夫恐怖短篇集成２　阿蘭陀すてれん 都筑 道夫 筑摩書房 B913.6/ﾂ/2

   読んで涼しく！　～古典怪談から最近ホラーまで～
     展示資料リスト　※貸出中の場合は、ご予約ください。
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47 図書 111864344 怪談歳時記　12か月の悪夢 福澤 徹三 角川書店 B913.6/ﾌ

48 図書 112162615 おそろし　三島屋変調百物語事始 宮部 みゆき 角川書店 B913.6/ﾐ

49 図書 112421854 もののけ　〈怪異〉時代小説傑作選 朝井 まかて PHP研究所 B913.6/ﾓ

50 図書 111278321 狼神 和田 はつ子 角川春樹事務所 B913.6/ﾜ

51 図書 111531810 あなたのための小さな物語22　恐怖 柴田 よしき　ほか ポプラ社 Y908/ﾘ/22

52 図書 121021505 文豪ノ怪談ジュニア・セレクション　呪 小泉 八雲　ほか 汐文社 Y 913.6/ﾌﾞ

53 図書 121027064 文豪ノ怪談ジュニア・セレクション　霊 星 新一　ほか 汐文社 Y913.6/ﾌﾞ

No. 種別 資料コード 書名 著者名 出版者 請求記号 備考

54 図書 112267232 小説　恐怖新聞 大石 圭 誠文堂新光社 913.6/ｵ

55 ＡＶ 140002718 恐怖新聞 大森 研一監督 ミュージアムピクチャーズ 778/ｷ

56 図書 110492014 エクソシスト ウィリアム・ピーター・ブラッティ 新潮社 933/ﾌﾞ

57 ＡＶ 140006446 エクソシスト ｳｨﾘｱﾑ･ﾌﾘｰﾄﾞｷﾝ監督 ワーナー・ホーム・ビデオ 778/ｴ

58 図書 111414744 怪談徒然草 加門 七海 メディアファクトリー 147/ｶ

59 図書 111075925 文芸百物語 井上 雅彦　ほか ぶんか社 914/ﾌﾞ

60 図書 111671541 ファントム・ピークス 北林 一光 角川書店 913.6/ｷ

61 図書 111641882 シャトゥーン 増田 俊成 宝島社 913.6/ﾏ

62 図書 112294897 Another　2001 綾辻 行人 KADOKAWA 913.6/ｱ

63 図書 111358610 魔性の子 小野 不由美 新潮社 B913.6/ｵ
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64 図書 111170742 新耳袋　現代百物語　第四夜 木原 浩勝 メディアファクトリー 147/ｷ/4

65 図書 112229158 恐い間取り 松原 タニシ 二見書房 147/ﾏ

66 図書 111766010 Another 綾辻 行人 角川書店 913.6/ｱ

67 図書 111886404 残穢 小野 不由美 新潮社 913.6/ｵ

68 図書 111886446 鬼談百景 小野 不由美 メディアファクトリー 913.6/ｵ

69 図書 111116497 黒い家 貴志 祐介 角川書店 913.6/ｷ

70 図書 112053772 ぼぎわんが、来る 澤村 伊智 KADOKAWA 913.6/ｻ

71 図書 111604070 サイレン 高山 直也　原案 小学館 913.6/ｼ

72 図書 111458808 そのケータイはXX(エクスクロス)で 上甲 宣之 宝島社 913.6/ｼﾞ

73 図書 110965407 仄暗い水の底から 鈴木 光司 角川書店 913.6/ｽ

74 図書 110832961 死国 坂東 真砂子 マガジンハウス 913.6/ﾊﾞ

75 図書 110755865 IT  上 スティーヴン・キング 文芸春秋 933/ｷ/1

76 図書 111382768 着信アリ 秋元 康 角川書店 B913.6/ｱ

77 図書 111176590 弟切草 長坂 秀佳 角川書店 B913.6/ﾅ

78 図書 111148490 ファンハウス ディーン・R・クーンツ 扶桑社 B933/ｸ

79 図書 111559423 ねじの回転 ヘンリー・ジェイムズ 東京創元社 B933/ｼﾞ

80 図書 112216817 世にも奇妙な物語　終わらない悪夢編 深谷 仁一　脚本 集英社 Y913.6/ﾖ

学校で起こる惨劇…
実はこのお二人、ご
夫婦です。どちらの
話がより怖い？

〇読んでから観るか、観てから読むか…映像化されている話
　映画やドラマ、アニメなどで映像化されているものを、活字でもどうぞ。

〇どちらが怖いか、比べてみませんか？
資料の中から併せて読み比べ（観比べ）てみると更に楽しめる資料をご案内。
ぜひ２つ一緒に借りて、比べてみてください。

その家に住んでい
る作家と、そこを
訪ねた作家。それ
ぞれの視点から書
く、同じ建物にま
つわる怪異譚。

忍び寄る、ヒグマ
の恐怖。


