
タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

鏡 スーザン・クーパー／ほか作 偕成社 1999.9 908/ｶｶﾞ

ほんとうに、怖がらなくてもいいの? シャルル・ペロー／ほか作 くもん出版 2014.12 908/ﾎﾝ

雨月物語・宇治拾遺物語ほか 坪田 譲治／文 童心社 2009.2 913/ｳｹﾞ

怪談牡丹灯籠 金原 瑞人／著 岩崎書店 2014.1 913/ｶﾈ

サイコ 江戸川 乱歩／著 ポプラ社 2006.3 913/ｻｲ

首七つ ひろの みずえ／著 大日本図書 2006.11 913/ﾋﾛ

体育館の殺人 青崎 有吾／著 東京創元社 2012.10 913.6/ｱｵ

ゴーストハント 小野 不由美／著 メディアファクトリー 2010.11 913.6/ｵﾉ/1

遠野物語remix 京極 夏彦／著 角川学芸出版 2013.4 913.6/ｷｮ

ふちなしのかがみ 辻村 深月／著 角川書店 2009.6 913.6/ﾂｼﾞ

夜市 恒川 光太郎／著 角川書店 2005.10 913.6/ﾂﾈ

しゃばけ 畠中 恵／著 新潮社 2001.12 913.6/ﾊﾀ

あやし 宮部 みゆき／著 角川書店 2000.7 913.6/ﾐﾔ

死の影の谷間 ロバート・C.オブライエン／作 評論社 2010.2 933/ｵﾌﾞ

怪物はささやく シヴォーン・ダウド／原案 あすなろ書房 2011.11 933/ﾈｽ

八月の暑さのなかで 金原 瑞人／編訳 岩波書店 2010.7 933/ﾊﾁ

深く、暗く、冷たい場所 メアリー・D.ハーン／作 評論社 2011.1 933/ﾊﾝ

怪談 小泉 八雲／作 偕成社 1991.7 933/ﾊﾝ

ホートン・ミア館の怖い話 クリス・プリーストリー／著 理論社 2012.12 933/ﾌﾟﾘ

暗闇のファントム イアン・ベック／作 静山社 2011.12 933/ﾍﾞｯ

モルグ街の殺人事件 E.A.ポー／作 岩波書店 2002.8 933/ﾎﾟｴ

マデックの罠 ロブ・ホワイト／作 評論社 2010.3 933/ﾎﾜ

沈黙の殺人者 ダンディ・デイリー・マコール／作 評論社 2013.3 933/ﾏｺ

危険ないとこ ナンシー・ワーリン／作 評論社 2010.7 933/ﾜﾘ

黒い家 貴志 祐介／[著] 角川書店 1998.12 B913.6/ｷｼ

きみが見つける物語 赤川 次郎／[著] 角川書店 2009.8 B913.68/ｷﾐ
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日本の妖怪 小松 和彦／編著 ナツメ社 2009.8 388.1/ｺﾏ

知識ゼロからの妖怪入門 小松 和彦／著 幻冬舎 2015.7 388.1/ｺﾏ

図説妖怪画の系譜 兵庫県立歴史博物館／編 河出書房新社 2009.4 388.1/ｽﾞｾ

絵でみる江戸の妖怪図巻 善養寺 ススム／文・絵 廣済堂出版 2015.9 388.1/ｾﾞﾝ

怪しくゆかいな妖怪穴 村上 健司／文 毎日新聞社 2011.12 388.1/ﾑﾗ

妖怪百貨店別館 村上 健司／文 毎日新聞社 2013.7 388.1/ﾑﾗ

図解日本全国おもしろ妖怪列伝 山下 昌也／著 講談社 2010.8 388.1/ﾔﾏ

妖怪の日本地図 志村 有弘／監修 青春出版社 2013.7 388.1/ﾖｳ

水木しげる妖怪大図解 水木 しげる／著 小学館 2004.11 388/ﾐｽﾞ

水木しげる妖怪百物語 水木 しげる／著 小学館 2005.11 388/ﾐｽﾞ

国芳妖怪百景 [歌川 国芳／画] 国書刊行会 1999.5 721.8/ｳﾀ

北斎妖怪百景 [葛飾 北斎／画] 国書刊行会 2004.7 721.8/ｶﾂ

敬虔な幼子 エドワード・ゴーリー／著 河出書房新社 2002.9 726/ｺﾞﾘ

ウエスト・ウイング エドワード・ゴーリー／著 河出書房新社 2002.11 726/ｺﾞﾘ

あずきとぎ 京極 夏彦／作 岩崎書店 2015.3 E/ｱｽﾞ

おんなのしろいあし 岩井 志麻子／作 岩崎書店 2014.8 E/ｵﾝ

かがみのなか 恩田 陸／作 岩崎書店 2014.7 E/ｶｶﾞ

大接近!妖怪図鑑 軽部 武宏／作 あかね書房 2012.6 E/ﾀﾞｲ

ちょうつがいきいきい 加門 七海／作 岩崎書店 2012.3 E/ﾁｮ

とうふこぞう 京極 夏彦／作 岩崎書店 2015.3 E/ﾄｳ

ゆうれいのまち 恒川 光太郎／作 岩崎書店 2012.2 E/ﾕｳ

悪い本 宮部 みゆき／作 岩崎書店 2011.10 E/ﾜﾙ

ほか
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ネット検索が怖い 神田 知宏／著 ポプラ社 2015.5 007.3/ｶﾝ

「怖い」が、好き! 加門 七海／著 理論社 2010.3 147/ｶﾓ

世にも恐ろしい世界史の迷宮 桐生 操／著 PHP研究所 1999.6 204/ｷﾘ

これは真実か!?日本歴史の謎100物語 ― 岩崎書店 2010.12 210/ｺﾚ/3

ほんとはこわい「やさしさ社会」 森 真一／著 筑摩書房 2008.1 361/ﾓﾘ

本当に怖い「ケータイ依存」から我が子を救う「親と子のルール」 藤川 大祐／著 主婦の友社 2009.11 367.6/ﾌｼﾞ

世界で一番恐ろしい食べ物 ニールセッチフィールド／著　上原直子／訳 エクスナレッジ 2013.10 383.8/ｾｯ

死ぬのは、こわい? 徳永 進／著 理論社 2005.12 490/ﾄｸ

ホントはコワイ夏バテ51の対策 福田 千晶／監修 日東書院本社 2013.7 498.3/ﾎﾝ

普通の家族がいちばん怖い 岩村 暢子／著 新潮社 2007.10 498.5/ｲﾜ

カロリーゼロにだまされるな 大西 睦子／著 ダイヤモンド社 2013.9 498.5/ｵｵ

おいしいハンバーガーのこわい話 エリック・シュローサー／著 草思社 2007.5 498/ｼﾕ

SNSって面白いの? 草野 真一／著 講談社 2015.7 547.4/ｸｻ

怖い絵 中野 京子／著 朝日出版社 2007.7 723/ﾅｶ

白川静さんに学ぶ漢字は怖い 小山 鉄郎／著 共同通信社 2007.12 821.2/ｺﾔ

怖いくらい通じるカタカナ英語の法則 池谷 裕二／著 講談社 2008.1 831.1/ｲｹ
ほか
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