
 ２０１６年９月特集展示「こわい怖い恐い」

請求記号 書名 著者名 出版者名
007カ ネット検索が怖い 神田　知宏 ポプラ社
015マ 明かりが消えたそのあとで マーガレット・リード・マクドナルド 編書房
114マ 「死ぬのが怖い」とはどういうことか 前野　隆司 講談社
141ト 人はなぜ「憎む」のか ラッシュ・Ｗ．ドージアＪｒ． 河出書房新社
145オ あなたの中の異常心理 岡田　尊司 幻冬舎
145ニ 悪夢障害 西多　昌規 幻冬舎
147ア 霊はあるか 安斎　育郎 講談社
J147カ 「怖い」が、好き！ 加門　七海 理論社
147ク もしもノンフィクション作家がお化けに出会ったら 工藤　美代子 メディアファクトリー
147シ 大人の怪談 辛酸　なめ子 角川書店
147ヒ 現役鉄道員“幽霊”報告書 氷川　正 学研パブリッシング
147マ 今を生き抜くための７０年代オカルト 前田　亮一 光文社
161タ 世界の地獄と極楽がわかる本 田中　治郎 ＰＨＰ研究所
188イ 女霊 家田　荘子 リヨン社
230ニ 恐怖の歴史 ポール・ニューマン 三交社
280キ 世界悪女大全 桐生　操 文芸春秋
281ア 毒婦伝 朝倉　喬司 平凡社
282フ 現代中国悪女列伝 福島　香織 文藝春秋

291.6キ 怖いこわい京都、教えます 入江　敦彦 新潮社
293ヒ ゴーストを訪ねるロンドンの旅 平井　杏子 大修館書店
316ユ テロリズムの歴史 フランソワ＝ベルナール・ユイグ 創元社
326イ 津山三十人殺し七十六年目の真実 石川　清 学研パブリッシング
326フ ストーカー病 福井　裕輝 光文社

327.6オ 冤罪の恐怖 大谷　昭宏 ソフトバンククリエイティブ

327.6サ 逮捕されたらこうなります！ Ｓａｔｏｋｉ 自由国民社
351サ 日本の怖い数字 佐藤　拓 ＰＨＰ研究所
365タ あなたはこうしてだまされる 多田　文明 産経新聞出版

366.8オ ブラックバイト 大内　裕和 堀之内出版
367.3イ モンスターマザー 石川　結貴 光文社
367.7ユ 孤独死のリアル 結城　康博 講談社
368.6カ 日本人が知らない「怖いビジネス」 門倉　貴史 角川書店
379オ 追いつめる親 おおた　としまさ 毎日新聞出版
387カ お祓い日和 加門　七海 メディアファクトリー
387チ 知れば恐ろしい日本人の風習 千葉　公慈 河出書房新社
387ヨ 日本の憑きもの 吉田　禎吾 中央公論新社
388ウ 江戸の怪奇譚 氏家　幹人 講談社
388コ 琉球怪談 小原　猛 ボーダーインク
388ス 図説地図とあらすじで読む日本の妖怪伝説 志村　有弘 青春出版社
388セ 世界の妖怪たち 日本民話の会外国民話研究会 三弥井書店
388ハ 眠れぬ江戸の怖い話 支倉　槙人 こう書房
388ユ 図説江戸東京怪異百物語 湯本　豪一 河出書房新社
388ユ 幽霊学入門 河合　祥一郎 新書館
388.9タ 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 ワニブックス
404シ 人類滅亡ハンドブック アローク・ジャー ディスカヴァー・トゥエンティワン

404タ 怖くて眠れなくなる科学 竹内　薫 ＰＨＰエディターズ・グループ

451コ 竜巻 小林　文明 成山堂書店
471キ 毒のある美しい植物 フレデリック・ギラム 創元社
481イ あぶないいきもの 今泉　忠明 自由国民社
481タ 本当は怖い動物の子育て 竹内　久美子 新潮社
481ハ 野外毒本 羽根田　治 山と渓谷社
481ヤ 海辺で出遭うこわい生きもの 山本　典暎 幻冬舎コミックス
486ス 邪惡な虫 エイミー・スチュワート 朝日出版社
486ナ スズメバチ　増補改訂版 中村　雅雄 八坂書房

493.7ウ 視線がこわい 上野　玲 集英社
493.7ス 良心をもたない人たち マーサ・スタウト 草思社
493.7ネ ネット依存症のことがよくわかる本　イラスト版 樋口　進 講談社
493.8ミ 身近な感染症こわい感染症 竹田　美文 日東書院本社
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498サ 「ゼロリスク社会」の罠 佐藤　健太郎 光文社

498.4ケ 「経皮毒」からの警告 稲津　教久 宝島社
525タ 鳶 多湖　弘明 洋泉社
539サ 知っておきたい放射能の基礎知識 齋藤　勝裕 ソフトバンククリエイティブ

666コ ザ・ピラニア 小林　道信 誠文堂新光社
689カ 「幽霊屋敷」の文化史 加藤　耕一 講談社
689コ 人はなぜ恐怖するのか？ 五味　弘文 メディアファクトリー
721シ 地獄絵 新人物往来社 新人物往来社
721ユ 幽霊名画集 辻　惟雄 ぺりかん社
721ヨ 妖怪曼陀羅 悳　俊彦 国書刊行会

B726ウ 恐怖への招待 楳図　かずお 河出書房新社
774ヨ 江戸歌舞伎の怪談と化け物 横山　泰子 講談社
778ア 荒木飛呂彦の奇妙なホラー映画論 荒木　飛呂彦 集英社
778ア ナゴム、ホラーライフ 綾辻　行人 メディアファクトリー
778イ 図説ホラー・シネマ 石田　一 河出書房新社
778ホ ホラー映画大全集 近代映画社
809ノ 「人見知り」な人ほど話し上手になれる 野村　郁夫 アスカ・エフ・プロダクツ

B821コ 白川静さんに学ぶ漢字は怖い 小山　鉄郎 新潮社
901ヒ 怪談文芸ハンドブック 東　雅夫 メディアファクトリー

B908コ こわい部屋 北村　薫 筑摩書房
908ヒ 百年文庫　９０　怪 ポプラ社

911.1キ 妖怪画本・狂歌百物語 京極　夏彦 国書刊行会
911.3ク 怖い俳句 倉阪　鬼一郎 幻冬舎
914ム あなたが怖い 室井　滋 文芸春秋
915ヒ ぼくらは怪談巡礼団 東　雅夫 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
933ハ 怪談 ラフカディオ・ハーン 国書刊行会
933モ モンスターズ　現代アメリカ傑作短篇集 Ｂ．Ｊ．ホラーズ 白水社
943ク 初版グリム童話集　１ グリム 白水社
953ラ 蠅 ジョルジュ・ランジュラン 早川書房
BFイ 泉鏡花集　黒壁 泉　鏡花 筑摩書房
BFイ ぼっけえ、きょうてえ 岩井　志麻子 角川書店
BFイ 異形の白昼 筒井　康隆 筑摩書房
BFオ 岡本綺堂怪談選集 岡本　綺堂 小学館
Fク 老人のための残酷童話 倉橋　由美子 講談社
Fツ きのうの影踏み 辻村　深月 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

BFナ 今でも怖い日本おとぎ話 中見　利男 角川春樹事務所
BFニ 八甲田山死の彷徨　改版 新田　次郎 新潮社
BFヒ 怖い本ベストセレクション 平山　夢明 角川春樹事務所
BFヒ いま、殺りにゆきます 平山　夢明 光文社
Fヒ 顳【カミ】草紙　〔２〕　歪み 平山　夢明 メディアファクトリー

BFフ 文豪たちが書いた怖い名作短編集 彩図社文芸部 彩図社
Fフ 黒い百物語　叫び 福澤　徹三 メディアファクトリー
BFミ 嘘神 三田村　志郎 角川書店
Fミ ついてくるもの 三津田　信三 講談社
Fモ 時は静かに戦慄く 木宮　条太郎 新潮社

BFワ 私は幽霊を見た 平山　蘆江 メディアファクトリー
F9コ こわいＣＤ　１ キングレコード
K7カ 落語・講談　怪談ばなし２ 九代目　入船亭扇橋 ＡＮＹ
K7カ 落語・講談　怪談ばなし５ 五代目　古今亭今輔 ＡＮＹ
K7サ 圓生百席（３９）　文七元結・へっつい幽霊　 六代目三遊亭圓生 ソニー・ミュージックマーケティング

U03ナ ＜ＤＶＤ＞昆虫の逆襲 ＴＤＫコア
U37ス ＜ＤＶＤ＞ストップ！食中毒
V1シ ＜ＤＶＤ＞シャイニング スタンリー・キューブリック ワーナー・ホーム・ビデオ
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