
タイトル 著者名等 出版者 資料番号 請求記号

京極噺六儀（だいほん）集 京極夏彦著 ぴあ 9110444126 912.3/KY3K/

北斎の奇想 ［葛飾北斎画］ 小学館 9110449140 721.8/U59S/3

北斎妖怪百景 ［葛飾北斎画］ 国書刊行会 9110367484 721.8/KA88H/

図説妖怪画の系譜 兵庫県立歴史博物館編 河出書房新社 9110478062 721.08/Z8K/

図説百鬼夜行絵巻をよむ 田中貴子著 河出書房新社 9110468478 721.2/Z8K/

国芳妖怪百景 ［歌川国芳画］ 国書刊行会 9110289762 721.8/U96K/

奇想の江戸挿絵 辻惟雄著 集英社 9110473549 721.8/TS41K/

妖怪図巻 京極夏彦文 国書刊行会 9110474896 721.2/Y74K/1

妖怪図巻 湯本豪一編著 国書刊行会 9110474878 721.2/Y74K/2

妖怪曼陀羅 悳俊彦編 国書刊行会 9110465986 721.8/Y74K/

妖怪百物語絵巻 湯本豪一編著 国書刊行会 9110474831 721.2/Y97Y/

妖怪絵巻 小松和彦監修 平凡社 9110486609 721.2/Y74H/

幕末の修羅絵師国芳 橋本治［ほか］著 新潮社 9110224427 721.8/U96B/

暁斎の戯画・狂画展 ［河鍋暁斎画］ 東京新聞 9110303119
T721.9/KA96O/
1996

暁斎妖怪百景 ［河鍋暁斎画］ 国書刊行会 9110276782 721.9/KA96K/

暁斎百鬼画談 河鍋暁斎［画］ 筑摩書房 9110483053 721.9/KA96K/

月岡芳年和漢百物語 月岡芳年［画］ 二玄社 9110491654 721.8/TS64T/

江戸イラスト 江戸イラスト刊行会編 柏書房 9110426772 721.8/E24K/

江戸歌舞伎の怪談と化け物 横山泰子著 講談社 9110427377 774.2/Y79E/

河鍋暁斎展
滋賀県立近代美術館
［ほか］編

滋賀県立近代美術館 9110344971
T721.9/KA96S/
1998

浮世絵魑魅魍魎の世界　改訂版 中右瑛著 里文出版 9110178772 721.8/N43U/

百鬼夜行の世界 人間文化研究機構監修
角川グループパブリッシン
グ（発売） 角川学芸出版

9110471491
T721.2/H99K/
2009

百鬼夜行絵巻 湯本豪一著 小学館 9110448537 721.2/Y97H/

百鬼夜行絵巻の謎 小松和彦著 集英社 9110476273 721.2/KO61H/

絵金　極彩の闇 絵金［作］ ｇｒａｍｂｏｏｋｓ 9110502758
T721.8/E42K/
2012

芳年妖怪百景 ［月岡芳年画］ 国書刊行会 9110318372 721.8/TS64Y/

芳年－狂懐の神々 横尾忠則編 里文出版 9110026968 721.8/TS64Y/

芸術新潮　2010年8月号 水木しげる 新潮社 雑誌

お岩と伊右衛門 高田衛著 洋泉社 9110359956 912.5/TA28O/

さかさまの幽霊 服部幸雄著 平凡社 9110081440 774.04/H44S/

ユリイカ　怪談 青土社 9510150182 雑誌

肉筆幽霊画の世界 安村敏信［編］著 新人物往来社 9110528253 721/Y65N/

四谷怪談は面白い 横山泰子著 平凡社 9110239831 912.5/TS88Y/

図説江戸の幽霊 洋泉社 9110503110 721.025/Z8Y/

幽霊お岩 藤原成一著 青弓社 9110233112 912.5/F68Y/

幽霊名画集 辻惟雄監修 筑摩書房 9110427911 721.08/Y99C/

恐くて不思議な話が好き 赤川次郎［ほか］著 構想社（発売）劇書房 9110297639 770.4/SH82K/

日本の幽霊 諏訪春雄著 岩波書店 9110000540 388/SU87N/

真景累ケ淵 三遊亭円朝作 岩波書店 9110271169 913.7/SA67S/

肉筆幽霊画の世界 安村敏信［編］著 新人物往来社 9110528253 721/Y65N/

鬼ともののけの文化史 笹間良彦著 遊子館 9110474760 388.1/SA76O/

芸術新潮　2012年8月号 美女と幽霊 新潮社 雑誌

ようこそおそろしの世界へ（展示期間2014/06/11～2014/08/03）

妖怪

幽霊



タイトル 著者名等 出版者 資料番号 請求記号

地獄の歴史 アリス・Ｋ．ターナー［著］法政大学出版局 9110225068 702.3/TU7J/

地獄絵を旅する 加須屋誠監修 平凡社 9110502515 721.2/J48H/

天国と地獄 神原正明著 講談社 9110309810 702.099/KA32T/

宗教地獄絵残虐地獄絵 吉田八岑著 大和書房 9110457750 704/Y86S/

日本の美術　閻魔・十王像 至文堂 9510020301 雑誌

日本絵巻大成 小松茂美編 中央公論社 9110003640 721.2/N71C/7

煉獄の誕生 ジャック・ル・ゴッフ［著］ 法政大学出版局 9110023400 230.4/L52R/

西欧絵画に見る天国と地獄 ロバート・ヒューズ著 大修館書店 9110268163 723.3/H98S/

義経地獄破り 小峯和明解説 勉誠出版 9110436062 721.2/Y92B/

「死の舞踏」への旅 小池寿子著 中央公論新社 9110484284 702.04/KO31S/

ホルバイン死の舞踏　新版 ホルバイン［画］ 岩崎美術社 9110195138 732F/H83H/

死の舞踏 水之江有一著 丸善 9110223377 702.3/MI96S/

死の舞踏 アウグスト・ストリンドベリ著
トランスアート市谷分室（発
売） 《リキエスタ》の会

9110316298 949.8/ST8S/

死の舞踏
エヴァ・シュースター，
田辺幹之助編

国立西洋美術館 9110350674
T732/SH65K/
2000

Danse macabre and other works for solo
piano

Camille Saint-Saёns ; selected and
with an introduction by Victor
Rangel-Ribeiro.

Dover 9210114160 I41/SA221/D

ピアノ協奏曲第１番変ホ長調Ｒ．４５５［ほ
か］／リスト

ベレゾフスキー，ボリス ※録音資料(CD) 9310134577 A3ﾘ//ﾍ

交響曲第３番ハ短調作品７８：オルガン
付；死の舞踏：交響詩：作品４０／サン
＝サーンス

小林研一郎 ※録音資料(CD) 9310146200 A1ｻ//ｺ

すぐわかる画家別幻想美術の見かた 千足伸行監修 東京美術 9110433267 723.05/SU49T/

ゴヤ ゴヤ［画］ 岩崎美術社 9110115638 723F/G741G/

ゴヤ　闇との対話 利倉隆構成・文 二玄社 9110484408 723F/G741T/

ベクシンスキ作品集成 ズジスワフ・ベクシンスキ著
河出書房新社（発売）
エディシオン・トレヴィル

9110485488 723F/B32B/1

ベクシンスキ作品集成 ズジスワフ・ベクシンスキ著
河出書房新社（発売）
エディシオン・トレヴィル

9110488659 723F/B32B/2

ベクシンスキ作品集成 ズジスワフ・ベクシンスキ著
河出書房新社（発売）
エディシオン・トレヴィル

9110486180 723F/B32B/3

世界版画美術全集 講談社 9110001996 730.8/SE22K/3

呪われた画家たち モーリス・セリュラス著 八坂書房 9110486770 723/SE85N/

怖い絵 中野京子著 朝日出版社 9110465841 723/N39K/

怖い絵 2 中野京子著 朝日出版社 9110473585 723/N39K/2

怖い絵 3 中野京子著 朝日出版社 9110479810 723/N39K/3

怖い絵の謎を解く 平松洋著 新人物往来社 9110490773 723/H65K/

悪魔 ルーサー・リンク著 研究社出版 9110227071 702.3/L64A/

悪魔の美術と物語 利倉隆著 美術出版社 9110294744 723.3/TO72A/

死にいたる美術－メメント・モリ 栃木県立美術館
町田市立国際版画
美術館

9110215615
T702.9/ME38M/
1994

死者たちの回廊 小池寿子著 平凡社 9110182980 702.04/KO31S/

死者のいる中世 小池寿子［著］ みすず書房 9110179493 702.04/KO31S/

終末の名画 平松洋著
学研マーケティング（発売）
学研パブリッシング

9110525019 723/H65S/

絵画で読む死の哲学 佐渡谷重信［著］ 講談社 9110306157 720.4/SA13K/

Sandro Botticelli
commentary by Hein-Th.
Schulze Altcappenberg ;
with essays by Horst
Bredekamp [et al.].

Royal Academy of
Arts

9120096545
T723F/B66A/
2000

西洋

地獄絵

死の舞踏



演奏者・出演者等資料番号 発行年

9310066646 １９９２

バシュメット，ユーリ 9310201867 ２０１３

インマーゼル，ジョス・ファン 9310174859 ２０００

ロンドンフィルハーモニー
管弦楽団

9310035292 １９９１

ロサンゼルスフィル
ハーモニー管弦楽団

9310033995 １９８８

舘野，泉 9310046269 １９９１

クリュイタンス　アンドレ 9310196918 １９８６

ブーレーズ，ピエール 9310163004 １９９８

日本プロ合唱連合 9310007636 １９８７

ペンデレツキ，クシシュトフ 9310050225 １９９０

ヘルマン・プライ（ＢＲ） 9310148231 １９９７

レーウ，ラインベルト・デ 9310185487 2003

サロネン，エサ・ペッカ 9310145006 1996

チェリビダッケ　セルジウ 9310191018 2004

ワールト，エド　デ 9310185469 2003

観世喜正〔ほか〕 9430000232 ２００５．４

観世喜正〔ほか〕 9430000241 ２００５．４

白石加代子 9420008406 １９９５

聖ルカ伝による主イエス・キリストの受難と死：ルカ受難曲
／ペンデレツキ

タイトル
CD

ザ・怪談：戦慄のクラシック

シューベルト：アルペジオーネ・ソナタ　死と乙女〈マー
ラー編〉　魔王

ピアノ三重奏曲変ロ長調作品９７：大公；ピアノ三重奏曲
ニ長調作品７０の１：幽霊／ベートーヴェン

交響曲全集／ショスタコーヴィチ

交響曲第６番　作品１１１　スキタイ組曲「アラとロリー」／
プロコフィエフ

小泉八雲の怪談によるバラード／ノルドグレン

幻想交響曲／ベルリオーズ

月に憑かれたピエロ：作品２１［ほか］／シェーンベルク

涅槃交響曲　曼茶羅交響曲／黛敏郎

蝋燭能 鬼づくしの二夜　第１夜　鉄輪

蝋燭能 鬼づくしの二夜　第２夜　紅葉狩

百物語．第一夜／白石加代子

魔王：管弦楽編曲版によるシューベルト名歌曲集

ハンブルク協奏曲：ホルン協奏曲：独奏ホルン、室内
オーケストラと４つのナチュラル・ホルンのための：１９９８~
２００２［ほか］／リゲティ

ヒッチコック映画音楽集／バーナード・ハーマン（作曲）

レクイエム，ニ短調Ｋ．６２６／モーツァルト

管弦楽曲集／ラフマニノフ

映像


