
美術書
請求記号 タイトル 人名 出版者

720 4 M6 悪魔のダンス 視覚デザイン研究所・編集室／編 視覚デザイン研究所

721 02 O4 妖怪図譜 安村　敏信／監修 平凡社
721 08 M9 幽霊名画集 辻　惟雄／監修 ぺりかん社
721 08 O7 あやしい美人画 松嶋　雅人／〔編〕著 東京美術
721 2 M9 図説地獄絵をよむ 渋沢　竜彦／著 河出書房新社
721 2 N7 図説百鬼夜行絵巻をよむ 田中　貴子／著 河出書房新社
721 2 N9 百鬼夜行の世界 人間文化研究機構／監修 角川学芸出版
721 2 O1 地獄絵 新人物往来社／編 新人物往来社
721 2 O3 地獄絵を旅する 加須屋　誠／監修 平凡社
721 2 O3 図説地獄絵の世界 小栗栖　健治／著 河出書房新社
721 2 O7 絵本六道絵　餓鬼畜生修羅めぐり 武　覚超／監修 同朋舎新社
721 2 O7 絵本六道絵　地獄めぐり 武　覚超／監修 同朋舎新社
721 2 O7 絵本六道絵　天の道めぐり 武　覚超／監修・解説 同朋舎新社
721 2 O7 絵本六道絵　人の道めぐり 武　覚超／監修 同朋舎新社

721 8 N4 北斎妖怪百景 葛飾　北斎／画 国書刊行会

721 8 O8 月岡芳年伝 菅原　真弓／著 中央公論美術出版

723 00 L9 世界の名画　１３ 井上　靖／編集 中央公論社
723 3 N0 悪魔の美術と物語 利倉　隆／著 美術出版社
723 3 N3 悪魔 ジル・ネレ／〔編〕著 タッシェン・ジャパン
723 35 N2 ジェームズ・アンソール ウルリケ・ベックス＝マローニー／著 タッシェン・ジャパン
723 O6 新怖い絵 中野　京子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
723 N7 怖い絵 中野　京子／著 朝日出版社
723 N9 怖い絵　２ 中野　京子／著 朝日出版社

726 5 M7 江戸漫画本の世界 湯本　豪一／編 日外アソシエーツ

726 6 O4 蟲の神 エドワード・ゴーリー／著 河出書房新社
726 6 O8 失敬な招喚 エドワード・ゴーリー／著 河出書房新社

728 1 N3 妖怪草紙 アダム・カバット／著 柏書房

754 9 N8 ドキドキ！！妖怪きりがみ 黒須　和清／著 東京書店
754 9 N8 妖怪おりがみ ｃｏｃｈａｅ／著 講談社
754 9 O7 クリエイティブ折り紙 山口　真／著 ソシム

759 N7 水木しげるの「立体妖怪図鑑」 水木プロダクション／監修 小学館

778 04 O4 恐怖の作法 小中　千昭／著 河出書房新社
778 21 N0 Ｊａｐａｎｅｓｅ　ＳＦ　ｍｏｖｉｅｓ ネコ・パブリッシング
778 21 N0 日本恐怖（ホラー）映画への招待 原口　智生／監修 平凡社
778 22 N9 怪奇映画天国アジア 四方田　犬彦／著 白水社
778 77 N8 墓場鬼太郎読本 水木　しげる／〔ほか著〕 角川書店

写真集
請求記号 タイトル 人名 出版者

748 M0 クジラの海 岩合　光昭／著 小学館
748 M5 日本の滝 永瀬　嘉平／写真 毎日新聞社
748 M6 凍風 岡田　昇／著 ダイヤモンド社
748 N0 風がいい島 岩合　光昭／著 小学館
748 N0 月光の屋久島 石川　賢治／著 新潮社
748 N1 地球月光浴 石川　賢治／写真・文 新潮社
748 N2 地球水族館 舘石　昭／著 水中造形センター
748 N2 １００％　ｓｍｉｌｅ 高橋　義照／著 エクスナレッジ
748 N3 京都月光浴 石川　賢治／写真・文 新潮社
748 N3 樹海 大山　行男／著 毎日新聞社
748 N4 湖辺（みずべ） 今森　光彦／著 世界文化社
748 N6 日本水風景 松浦　和夫／著 東方出版
748 N8 写真総集「北海道」 写真総集「北海道」北の記憶刊行推進協議会

748 N8 疎水のある風景　３ 全国土地改良事業団体連合会／編者 全国土地改良事業団体連合会

748 O2 越冬 山本　純一／写真 中西出版
748 O3 オーロラ 内野　志織／著 毎日新聞社

第７回アートな本棚　　夏の夜の涼



絵本
請求記号 タイトル 人名 出版者

F1 ｷﾖ あずきとぎ 京極　夏彦／作 岩崎書店
F1 ｷﾖ いるのいないの 京極　夏彦／作 岩崎書店
F1 ｷﾖ うぶめ 京極　夏彦／作 岩崎書店
F1 ｷﾖ おいぬさま 柳田　国男／原作 汐文社
F1 ｷﾖ おしらさま 柳田　国男／原作 汐文社
F1 ｷﾖ かっぱ 柳田　国男／原作 汐文社
F1 ｷﾖ ことりぞ 京極　夏彦／作 岩崎書店
F1 ｷﾖ ごんげさま 柳田　国男／原作 汐文社
F1 ｷﾖ ざしきわらし 柳田　国男／原作 汐文社
F1 ｷﾖ つくもがみ 京極　夏彦／作 岩崎書店
F1 ｷﾖ やまびと 柳田　国男／原作 汐文社
F1 ｻｲ 学校ななふしぎ 斉藤　洋／文 偕成社
F1 ｻｲ 本所ななふしぎ 斉藤　洋／文 偕成社
F1 ﾎﾘ 滝のむこうの国 ほりかわ　りまこ／作 偕成社
F1 ﾎﾘ もののけの家 ほりかわ　りまこ／作 偕成社
F1 ﾎﾘ 童のおつかい ほりかわ　りまこ／作 偕成社
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暑い夏・寝苦しい夜に涼しさを

お届けする本を「アートの本棚」から

選びました。

ここより先の道案内は

様々な妖怪たちです。

一緒に夏の夜の涼を感じてみませんか。

棚２９ 棚３０ 棚３１

配架図


