
京都国際マンガミュージアム
　

特別展 「妖怪天国ニッポン――絵巻からマンガまで」　出品資料  （修正版）

　開催期間 ： ２００９年７⽉１１⽇（⼟）〜８⽉３１⽇（⽉）

◆『「読める！」資料の有無』について：資料の現物あるいは複製本などを実際に⼿にとって読んでいただくことができます。
・「研究閲覧室」の利⽤には登録が必要です。登録は、１８歳以上であれば、どなたでもすることができます。
・「研究閲覧室」の開室⽇時は、毎週（⽕）（⾦）（⽇）のそれぞれ午前１０時〜午後５時までです。

◆『⼊れ替え予定作品』について
・⼊れ替え作品はあくまで予定です。予告なく変更する場合もあります。また、⼊れ替え予定のなかった作品でも⼊れ替え等を⾏うことがあります。
・⼊れ替えは、８⽉３⽇（⽉）〜７⽇（⾦）の間に随時⾏います。

第１部　戯画としての妖怪画
１－１　妖怪マンガの源流

№ 資料名 作者名等 年代 所蔵先 「読める！」資料の有無 ⼊れ替え予定作品

1 Japanischer  Humor（⽇本のユーモア） クルト・ネット＆
ゴットフリート・ワグネル著 １９０１年 京都外国語⼤学付属図書館

3 狂画苑 素絢斎画 明和７年（１７７０） 川崎市市⺠ミュージアム

4 北斎漫画 葛飾北斎画 ⽂化１１〜明治１１年
（１８１４〜７８） 兵庫県⽴歴史博物館 研究閲覧室

5 暁斎漫画 河鍋暁斎画 明治１４年（１８８１） ⾹川雅信⽒ 研究閲覧室

6 暁斎酔画⼆篇 河鍋暁斎画 明治１６年（１８８３） 町⽥市⽴博物館

7 ⼀魁漫画 ⽉岡芳年画 明治２４年（１８９１） 町⽥市⽴博物館

8 百⻤夜⾏絵巻 江⼾時代 兵庫県⽴歴史博物館 巻き替え予定あり

15 酒呑童⼦絵巻 江⼾時代 藤原正匡⽒蔵
（兵庫県⽴歴史博物館寄託） 巻き替え予定あり

20 兵六物語残巻 江⼾時代 ⾹川雅信⽒ 巻き替え予定あり

25 化物嫁⼊絵巻 江⼾時代 中右瑛⽒ 巻き替え予定あり

24 神農絵巻 江⼾時代 兵庫県⽴歴史博物館 巻き替え予定あり

26 蕪村妖怪絵巻 与謝蕪村画 昭和３年（１９２８） ⾹川雅信⽒ 巻き替え予定あり

１－２　妖怪図鑑の誕⽣
№ 資料名 作者名等 年代 所蔵先 「読める！」資料の有無 ⼊れ替え予定作品
30 化物尽くし絵巻 江⼾時代 川崎市市⺠ミュージアム 巻き替え予定あり

29 妖怪絵巻 江⼾時代 東洋⼤学附属図書館 巻き替え予定あり

33 訓蒙図彙 中村惕斎編 寛⽂６年（１６６６） 兵庫県⽴歴史博物館

34 和漢三才図会 寺島良安編 正徳５年（１７１５）跋 兵庫県⽴歴史博物館

35 唐⼟訓蒙図彙 平住専庵著・橘守国画 享保４年（１７１９） ⾹川雅信⽒

36 唐⼟訓蒙図彙 平住専庵著・橘守国画 享和２年（１８０２） ⾹川雅信⽒

37 選怪興 真⾚堂⼤嘘作 安永４年（１７７５） 東京⼤学総合図書館

38 画図百⻤夜⾏ ⿃⼭⽯燕画 安永５年（１７７６） 川崎市市⺠ミュージアム 研究閲覧室

39 今昔百⻤拾遺 ⿃⼭⽯燕画 安永１０年（１７８１） 川崎市市⺠ミュージアム 研究閲覧室

40 百器徒然袋 ⿃⼭⽯燕画 ⽂化２年（１８０５） 川崎市市⺠ミュージアム 研究閲覧室

41 絵本百物語 桃⼭⼈作・⽵原春泉斎画 天保１２年（１８４１） 川崎市市⺠ミュージアム

43 怪物画本 鍋⽥⽟英画 明治１４年（１８８１） ⾹川雅信⽒

１－３　マンガとしての妖怪浮世絵
№ 資料名 作者名等 年代 所蔵先 「読める！」資料の有無 ⼊れ替え予定作品

87 佐藤正清怪物退治ノ図 歌川芳⻁画 ⽂久２年（１８６２） 兵庫県⽴歴史博物館 88　歌川芳⻁画
「⾁芝道⼈蛙合戦」元治元年（１８６４）

53 源頼光公館⼟蜘作妖怪図 歌川国芳画 天保１４年（１８４３） ⼤阪城天守閣 ⼊れ替え予定あり（作品未定）

55 ⼟蜘蛛妖怪図 橋本貞秀画 天保１４年（１８４３） ⼤阪城天守閣 56　橋本貞秀画
「⼟蜘蛛妖怪図」天保１４年（１８４３）

66 ⼤江⼭酒呑童⼦征伐 勝川春亭画 江⼾時代後期 中右瑛⽒
67　歌川国芳画
「酒呑童⼦征伐図」
弘化４〜嘉永５年（１８４７〜５２）

114 羅城⾨渡邉綱⻤腕斬之図 ⽉岡芳年画 明治 国際⽇本⽂化研究センター 115　⽉岡芳年画
「袴垂保輔⻤童丸術競図」明治
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226 四天王化物蠟燭 明治元年（１８６８） 町⽥市⽴博物館 224　「進雄尊悪神退治」
慶応（１８６５〜６８）頃

120 江⼾名所道戯尽⼆　両国の⼣⽴ 歌川広景画 安政６年（１８５９） ⾹川雅信⽒
57　江⼾川北輝画
「本朝振袖之始素盞烏尊妖怪降伏之図」
嘉永４年（１８５１）

№ 資料名 作者名等 年代 所蔵先 「読める！」資料の有無 ⼊れ替え予定作品

63 ⽊曽街道六⼗九次之内　細久⼿ 歌川国芳画 嘉永５年（１８５２） 中右瑛⽒
64　歌川国芳画
「百⼈⼀⾸之内　⼤納⾔経信」
天保（１８３０〜４４）後期

97 和漢百物語　登喜⼤四郎 ⽉岡芳年画 慶応元年（１８６５） ⾹川雅信⽒
98　⽉岡芳年画
「英名⼆⼗⼋衆句　妲妃の於百」
慶応２年（１８６６）

121 狂斎百図 河鍋暁斎画 ⽂久３〜慶応２年
（１８６３〜６６） 兵庫県⽴歴史博物館

122 東京開化狂画名所 ⽉岡芳年画 明治１４年（１８８１） 町⽥市⽴博物館

69 源三位頼政鵺退治 歌川国芳画 天保１４〜弘化４年
（１８４３〜４７） 中右瑛⽒

113　落合芳幾画
「百⻤夜⾏相⾺内裏」
明治２６年（１８９３）

79 源義経⼤物沖にて難⾵に遭う 歌川国芳画 弘化４〜嘉永５年
（１８４７〜５２） 中右瑛⽒ 81　歌川芳員画

「⼤物浦難⾵之図」万延元年（１８６０）

116 ⽫屋敷化粧姿鏡 豊原国周画 明治２５年（１８９２） 中右瑛⽒ 117　豊原国周画
「宗吾妻ノ霊」明治２６年（１８９３）

222 昔ばなし⾆切雀 歌川芳盛 元治元年（１８６４） 町⽥市⽴博物館 223　「⿓宮⿂勝戦」

119 お菊 歌川広重画 江⼾時代後期 町⽥市⽴博物館 220　「なまづ蒲やき」
安政２年（１８５５）頃

221 かけ合権⼋⻑兵衛 歌川芳幾画 ⽂久２年（１８６２） 町⽥市⽴博物館 225「世界之穂羅会」
慶応（１８６５〜６８）頃

＜特設コーナー＞
№ 資料名 作者名等 年代 所蔵先 「読める！」資料の有無 ⼊れ替え予定作品
28 化物尽くし絵巻 北斎季親画 江⼾時代 国際⽇本⽂化研究センター 巻き替え予定あり

227 暁斎百⻤画談 河鍋暁斎画 明治２２年（１８８９） 町⽥市⽴博物館 研究閲覧室

16 稲⽣物怪録絵巻 江⼾時代 東洋⼤学附属図書館 研究閲覧室 巻き替え予定あり

18 稲⽣物怪録絵巻残巻 江⼾時代 ⾹川雅信⽒ 巻き替え予定あり

平太郎お化け⽇記［マンガ］ ⽩⼭宣之著 平成７年（１９９５）

ぼくはへいたろう［絵本］ ⼩沢正⽂・宇野亜喜良絵 平成６年（１９９４） 研究閲覧室
朝霧の巫⼥　平成稲⽣物怪録　第１巻
（ヤングキングコミックス）［マンガ］ 宇河弘樹著 平成１４年（２００２） ギャラリー４

⼋百⼋狸［マンガ］ 杉浦茂著 平成１８年（２００６） ギャラリー４

51 相⾺の古内裏 歌川国芳画 天保１４〜弘化４年
（１８４３〜１８４７） ⾼島匡夫⽒ 52　歌川国⻑画

「⼟蜘蛛妖怪図」江⼾時代後期

92 於吹島之館直之古狸退治図 ⽉岡芳年画 慶応２年（１８６６） 中右瑛⽒
90　⽉岡芳年画
「楠多⾨丸古狸退治之図」
万延元年（１８６０）

103 百もの語　⽫屋敷 落合芳幾画 明治２３年（１８９０） 中右瑛⽒
104 百もの語　おんりやう 落合芳幾画 明治２３年（１８９０） 中右瑛⽒
105 百もの語　笑はんにや 落合芳幾画 明治２３年（１８９０） 中右瑛⽒
106 百もの語　四ツ⾕ 落合芳幾画 明治２３年（１８９０） 中右瑛⽒
107 百もの語　⽊幡 落合芳幾画 明治２３年（１８９０） 中右瑛⽒

50 東海道五⼗三対　桑名 歌川国芳画 天保１４〜弘化４年
（１８４３〜１８４７） 中右瑛⽒

60　歌川国芳画
「⼩倉擬百⼈⼀⾸　⼤中⾂能宣朝⾂」
天保１４〜弘化４年（１８４３〜４７）

118 化物忠⾂蔵 歌川国芳画 天保（１８３０〜４４）
後期 川崎市市⺠ミュージアム 同シリーズの別の絵と⼊れ替え

196 東京⽇々新聞　四百四⼗五号 落合芳幾画 明治 兵庫県⽴歴史博物館
197　落合芳幾画
「東京⽇々新聞　千五百拾五号」
明治

198 ⼤阪⽇々新聞紙　第⼋号 ⻑⾕川貞信（⼆代）画 明治 兵庫県⽴歴史博物館 199　⻑⾕川貞信（⼆代）画
「⼤阪⽇々新聞紙　第⼗三号」明治

＜特設コーナー＞
№ 資料名 作者名等 年代 所蔵先 「読める！」資料の有無 ⼊れ替え予定作品

45 妖怪張り⼦　塗仏 荒井良制作 平成 京極夏彦⽒

46 妖怪張り⼦　瓶⻑ 荒井良制作 平成 京極夏彦⽒

47 妖怪張り⼦　五徳猫 荒井良制作 平成 京極夏彦⽒

48 妖怪張り⼦　魍魎 荒井良制作 平成 京極夏彦⽒
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百⻤徒然袋　⾬（講談社⽂庫） 京極夏彦著 平成１７年（２００５） メインギャラリー

姑獲⿃の夏（講談社⽂庫） 京極夏彦著 平成１０年（１９９８） メインギャラリー

塗仏の宴　宴の始末（講談社⽂庫） 京極夏彦著 平成１５年（２００３） メインギャラリー

魍魎の匣（講談社⽂庫） 京極夏彦著 平成１１年（１９９９） メインギャラリー

１－４　草双紙は妖怪マンガ
№ 資料名 作者名等 年代 所蔵先 「読める！」資料の有無 ⼊れ替え予定作品
124 化物退治 江⼾時代 兵庫県⽴歴史博物館

126 化物御家髭松明 南杣笑楚満⼈作・北尾重政画 天明４年（１７８４） ⾹川雅信⽒

128 化物和本草 ⼭東京伝作・葛飾北斎画 寛政１０年（１７９８） 東京⼤学総合図書館

130 ばけ物づくし 橋本貞秀画 江⼾時代末期 兵庫県⽴歴史博物館

131 化ものつくし 松亭寿⼭（橋本貞秀）作・貞重画 江⼾時代末期 兵庫県⽴歴史博物館

132 於杉於⽟⼆⾝之仇討 ⼭東京伝作・歌川豊国画 ⽂化４年（１８０７） ⽴命館⼤学アート・リサーチセンター

134 岩井櫛粂野仇討 ⼭東京伝作・歌川豊国画 ⽂化５年（１８０８） 東京⼤学総合図書館

135 ⾵流伽三味線 ⼭東京伝作・勝川春亭画 ⽂化６年（１８０９） ⽴命館⼤学アート・リサーチセンター

136 復讐爰ハ⾼砂 四世鶴屋南北作・歌川国貞画 ⽂化６年（１８０９） ⾹川雅信⽒

137 釈迦⼋相倭⽂庫 万亭応賀作・歌川国貞他画 弘化２〜明治４年
（１８４５〜１８７１） ⾹川雅信⽒

138 ⻑壁姫明⽯物語 式亭三⾺作・勝川春亭画 ⽂化６年（１８０９） ⾹川雅信⽒

139 ⻑壁狐妖婦奇談 楽亭⻄⾺作・歌川芳⻁画 嘉永５〜安政３年
（１８５２〜１８５６） ⾹川雅信⽒

140 宮本無三四実伝記 岳亭定岡作・歌川芳盛画 明治２年（１８６９） ⾹川雅信⽒

143 祐天上⼈⼀代記 享和４年（１８０４） 関⻄⼤学総合図書館

144 善知安⽅忠義伝 ⼭東京伝作・歌川豊国画 ⽂化３年（１８０６） ⾹川雅信⽒

145 梅花氷裂 ⼭東京伝作・歌川豊国画 ⽂化３年（１８０６） 関⻄⼤学総合図書館

146 ⼩説浮牡丹全伝 ⼭東京伝作・歌川豊広画 ⽂化６年（１８０９） 東京⼤学総合図書館

147 俊徳⿇呂謡曲演義 振鷺亭作・蹄斎北⾺画 ⽂化６年（１８０９） 関⻄⼤学総合図書館

148 俊徳⿇呂謡曲演義 振鷺亭作・蹄斎北⾺画 弘化５年（１８４８） 関⻄⼤学総合図書館

149 阥阦妹背⼭ 振鷺亭作・葛飾北斎画 ⽂化７年（１８１０） ⾹川雅信⽒ 研究閲覧室

150 昔語質屋庫 曲亭⾺琴作・勝川春亭画 ⽂化７年（１８１０） ⾹川雅信⽒

151 正史実伝いろは⽂庫 ⼆世為永春⽔作・歌川芳⻁他画 天保７〜明治５年
（１８３６〜１８７２） ⾹川雅信⽒

１－５　江⼾のポケットモンスター
№ 資料名 作者名等 年代 所蔵先 「読める！」資料の有無 ⼊れ替え予定作品
152 しん板化物尽し 歌川芳盛画 江⼾時代末期 国際⽇本⽂化研究センター 165　「おばけかるた」

166 おばけかるた 江⼾時代末期 兵庫県⽴歴史博物館

167 おばけかるた 明治 兵庫県⽴歴史博物館

155 化物づくし ⻑⾕川⼩信画 明治 ⼤阪城天守閣 154　「化物づくし」

156 化物共⼦供つくし 明治 川崎市市⺠ミュージアム 153　歌川芳員画「新板化物づくし」

172 お化け⾏灯 明治 兵庫県⽴歴史博物館

175 ⼤新板切組さいくものからくり 江⼾時代末期〜明治 兵庫県⽴歴史博物館 174　歌川芳藤画
「新板お⼦様⽅に出きるかわりゑ」

183 新板うつしゑ 歌川芳幾画 安政元年（１８５４） 兵庫県⽴歴史博物館 186　歌川芳藤画
「新板かわりうつしゑ」

169 ⼤仕掛⼤がらくり吹⽮ 歌川国⻑画 江⼾時代末期 兵庫県⽴歴史博物館 168　歌川芳⻁画
「怪談⽫屋敷」

185 極細⾊うつし絵 江⼾時代末期 兵庫県⽴歴史博物館 187　「しん板かはりうつしゑ」

162 化物廻り笑⾋草 ⻑⾕川⼩信画 明治 兵庫県⽴歴史博物館

345 放下筌 平瀬輔世著 宝暦１４年（１７６４） ⾹川雅信⽒

346 天狗通 平瀬輔世著 安永８年（１７７９） 兵庫県⽴歴史博物館

347 春⾊恵の花 為永春⽔作・渓斎英泉画 天保７年（１８３６） ⾹川雅信⽒

348 おばけはなび 昭和３０年代 兵庫県⽴歴史博物館

349 御伽秘事枕 ⽴野藤治郎著 明治１３年（１８８０） 兵庫県⽴歴史博物館
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１－６　⽂明開化の妖怪マンガ
№ 資料名 作者名等 年代 所蔵先 「読める！」資料の有無 ⼊れ替え予定作品
181 写し絵のフロ 江⼾時代末期 兵庫県⽴歴史博物館
182 写し絵の種板 江⼾時代末期 兵庫県⽴歴史博物館
201 幻灯の原画 兵庫県⽴歴史博物館
202 幻灯の種板（肝試し） 明治 兵庫県⽴歴史博物館
188 ⽉とスッポンチ 明治１１年（１８７８）〜 兵庫県⽴歴史博物館
200 錦画百事新聞　第七⼗七号ノ四 ⻑⾕川貞信（⼆代）画 明治 兵庫県⽴歴史博物館
203 ⽇光写真の種紙（妖怪） 兵庫県⽴歴史博物館
190 狂化集会 梅堂⼩国政画 明治２６年（１８９３） 兵庫県⽴歴史博物館
191 お化けポンチ 明治 兵庫県⽴歴史博物館
192 教育蒙⽂画話 明治３０年（１８９７） 兵庫県⽴歴史博物館
193 ⼤ポンチ画ばなし 明治３０年（１８９７） 兵庫県⽴歴史博物館
205 ⼤うつしゑ⽫やしき 明治 兵庫県⽴歴史博物館 206　「⽴絵　猿⾶佐助化物退治」

＜特設コーナー＞
№ 資料名 作者名等 年代 所蔵先 「読める！」資料の有無 ⼊れ替え予定作品
344 ⼈⿂のミイラ 江⼾時代 原野農芸博物館

345 件の剥製 ⽊原浩勝⽒

第２部　〈妖怪マンガ〉の誕⽣
２－１　妖怪画の収集と研究

№ 資料名 作者名等 年代 所蔵先 「読める！」資料の有無 ⼊れ替え予定作品
209 ⾵俗研究　特輯　妖怪の史的研究 江⾺務著 ⼤正８年（１９１９） 兵庫県⽴歴史博物館

210 ⽇本妖怪変化史 江⾺務著 ⼤正１２年（１９２３） 国際⽇本⽂化研究センター

211 ⽟⼭画譜 東洋⼤学附属図書館

212 怪談旅之曙 波天奈志⼩浮禰作・岡⽥⽟⼭画 東洋⼤学附属図書館

213 絵画に⾒えたる妖怪 吉川観⽅著 ⼤正１４年（１９２５） 国際⽇本⽂化研究センター

214 続絵画に⾒えたる妖怪 吉川観⽅著 ⼤正１５年（１９２６） 国際⽇本⽂化研究センター

217 妖怪画談全集　⽇本篇上 藤澤衛彦著 昭和４年（１９２９） ⾹川雅信⽒

219 仏器余興　快喜之図 転情逸⼈（三⽥平凡寺）著 ⼤正１０年（１９２１） 兵庫県⽴歴史博物館

２－２　「妖怪マンガ」誕⽣前夜
№ 資料名 作者名等 年代 所蔵先 「読める！」資料の有無 ⼊れ替え予定作品
228 お伽正チャンの冒険　四の巻 織⽥⼩星作・樺島勝⼀画 ⼤正１４年（１９２５） 兵庫県⽴歴史博物館 ギャラリー４

229 武者修⾏　団⼦串助漫遊記 宮尾しげお著 ⼤正１５年（１９２６） 兵庫県⽴歴史博物館

230 のらくろ曹⻑ ⽥河⽔泡著 昭和１０年（１９３５） 兵庫県⽴歴史博物館 ギャラリー４

231 魔法屋敷 ⼿塚治⾍著 昭和２７年（１９５２） 兵庫県⽴歴史博物館

232 かっぱ川太郎 清⽔崑著 昭和２７年（１９５２） ⾹川雅信⽒

233 かっぱ天国 清⽔崑著 昭和２８年（１９５３） 兵庫県⽴歴史博物館

234 かっぱバッジ［グッズ］ 昭和３７〜４０年
（１９６２〜６５） ⾹川雅信⽒

235 河童の郷⼟玩具［グッズ］ 昭和３０年代 ⾹川雅信⽒

236 かっぱこけし［グッズ］ 昭和２０年〜３０年代 ⾹川雅信⽒

245 ⼤江⼾怪談七不思議［紙芝居］ 村上元次作・沼津光作画 昭和３０年代 ⿓池教育財団

247 むかぜ丸［紙芝居］ 清雲画 昭和３０年代 ⿓池教育財団

248 妖光流れ星［紙芝居］ 栄⼜⼋作・⾦みつる画 昭和３０年代 ⿓池教育財団

267 猫婆［紙芝居］ 有沢史郎作・さわたり画 昭和３０年代 三⾢会
（塩崎おとぎ紙芝居博物館）

249 ⽣⾸妖怪城［貸本マンガ］ 久留⾒幸守著 昭和３０年代 京都国際マンガミュージアム

250 悲炎⾎怒鯉渕［貸本マンガ］ ⿃海やすと著 昭和３０年代 京都国際マンガミュージアム

251 怪奇時代２［貸本マンガ］ 昭和３０年代 京都国際マンガミュージアム

252 ⽇本妖怪伝［貸本マンガ］ 左⾺⼀平著 昭和３０年代 京都国際マンガミュージアム

253 怪談冥⼟の⺟［貸本マンガ］ しきはるみ著 昭和３０年代 京都国際マンガミュージアム

254 異説怪猫伝［貸本マンガ］ ⽉宮よしと著 昭和３０年代 京都国際マンガミュージアム
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255 継⺟怪猫［貸本マンガ］ しきはるみ著 昭和３０年代 京都国際マンガミュージアム

怪談ブック10［貸本マンガ］ 昭和３０年代 京都国際マンガミュージアム

ミイラ⺟の奇跡［貸本マンガ］ 浅丘ルリ著 昭和３０年代 京都国際マンガミュージアム

妖姫の⾎笑［貸本マンガ］ ⿅野はるみ著 昭和３０年代 京都国際マンガミュージアム

恐怖⼀族［貸本マンガ］ 沢⽥⻯治著 昭和３０年代 京都国際マンガミュージアム

257 泣くな！奇太郎［紙芝居］ 有沢史郎作・さわたり画 昭和３０年代 三⾢会
（塩崎おとぎ紙芝居博物館）

258 恐怖の遊星魔⼈（復刻版）［貸本マンガ］ ⽔⽊しげる著 兵庫県⽴歴史博物館

259 妖奇伝　第２巻［貸本マンガ］ ⽔⽊しげる著 昭和３５年（１９６０） 京極夏彦⽒

262 ⻤太郎夜話　第１巻［貸本マンガ］ ⽔⽊しげる著 昭和３５年（１９６０） 京極夏彦⽒

263 墓場⻤太郎　第７巻［貸本マンガ］ ⽵内寛⾏画 昭和３０年代 現代マンガ図書館

263 墓場⻤太郎　第１９巻［貸本マンガ］ ⽵内寛⾏画 昭和３０年代 現代マンガ図書館

264 河童の三平　第１巻［貸本マンガ］ ⽔⽊しげる著 昭和３６年（１９６１） 京極夏彦⽒

265 悪魔くん　第１巻［貸本マンガ］ ⽔⽊しげる著 昭和３８年（１９６３） 京極夏彦⽒

260 墓場⻤太郎　第１巻［貸本マンガ］ ⽔⽊しげる著 昭和３５年（１９６０） 現代マンガ図書館 ギャラリー４

261 墓場⻤太郎　第３巻［貸本マンガ］ ⽔⽊しげる著 昭和３５年（１９６０） 京極夏彦⽒ ギャラリー４

２－３　⽔⽊しげると第１次妖怪ブーム
№ 資料名 作者名等 年代 所蔵先 「読める！」資料の有無 ⼊れ替え予定作品
293 プラスチック⼈形　⻤太郎［グッズ］ 兵庫県⽴歴史博物館

294 ねずみ男フリーポーズ［グッズ］ 兵庫県⽴歴史博物館

295 ⽔⽊しげるの妖怪系図　河童列伝［グッズ］ 兵庫県⽴歴史博物館

296 プラモデル　砂かけばばあ［グッズ］ ⾹川雅信⽒

297 プラモデル　妖怪獣［グッズ］ ⾹川雅信⽒

298 ゲゲゲの⻤太郎　ゲゲゲハウス［グッズ］ 昭和６０年（１９８５） 兵庫県⽴歴史博物館

299 ゲゲゲの⻤太郎　ゲゲゲ妖怪城［グッズ］ 昭和６１年（１９８６） 兵庫県⽴歴史博物館

300 ゲゲゲの⻤太郎のソフトビニール⼈形［グッズ］ 昭和６０年（１９８５） 兵庫県⽴歴史博物館

301 ゲゲゲの⻤太郎　ゲゲゲファミリー［グッズ］ 平成８年（１９９６） 兵庫県⽴歴史博物館

302 ゲゲゲの⻤太郎　ゲゲゲマスコット［グッズ］ 平成８年（１９９６） 兵庫県⽴歴史博物館

ゲゲゲの⻤太郎映画スチル［グッズ］

270 ⻤太郎夜話
（『⽉刊漫画ガロ』１９６７年第３４号） ⽔⽊しげる著 昭和４２年（１９６７） 京都国際マンガミュージアム

271 墓場の⻤太郎
（『週刊少年マガジン』１９６８年第１５号） ⽔⽊しげる著 昭和４３年（１９６８） 京都国際マンガミュージアム ギャラリー４

272 墓場の⻤太郎　妖怪⼤作戦
（『週刊少年マガジン』１９６６年第３７号） ⽔⽊しげる著 昭和４１年（１９６６） 京都国際マンガミュージアム

273 墓場の⻤太郎
（『週刊少年サンデー』１９７０年第４０号） ⽔⽊しげる著 昭和４５年（１９７０） 京都国際マンガミュージアム

274 悪魔くん
（『週刊少年マガジン』１９６７年第８号） ⽔⽊しげる著 昭和４２年（１９６７） 京都国際マンガミュージアム ギャラリー４

275 河童の三平
（『週刊少年サンデー』１９６８年第３３号） ⽔⽊しげる著 昭和４３年（１９６８） 京都国際マンガミュージアム

281 ⽇本妖怪⼤画集
（『週刊少年マガジン』１９６８年３８号） ⽔⽊しげる著 昭和４３年（１９６８） ⾹川雅信⽒

282 週刊少年マガジン増刊　⽔⽊しげる⽇本妖怪⼤全 ⽔⽊しげる著 昭和４３年（１９６８） 兵庫県⽴歴史博物館
世界の⼤妖怪
（『週刊少年マガジン』１９６６年第１７号） ⽔⽊しげる著 昭和４１年（１９６６） 京都国際マンガミュージアム

283 妖怪なんでも⼊⾨ ⽔⽊しげる著 昭和４９年（１９７４）

284 妖怪世界編⼊⾨ ⽔⽊しげる著 昭和５３年（１９７８）

285 妖怪１００物語 ⽔⽊しげる著 昭和５４年（１９７９）

286 妖怪クイズ百科じてん ⽔⽊しげる著 昭和５５年（１９８０）

287 ⻤太郎なんでも⼊⾨ ⽔⽊しげる著 昭和５５年（１９８０）

288 世界の妖怪１００話 ⽔⽊しげる著 昭和５６年（１９８１）

289 河童なんでも⼊⾨ ⽔⽊しげる著 昭和５８年（１９８３） ⾹川雅信⽒

290 妖怪おもしろ⼤図解 ⽔⽊しげる著 昭和５８年（１９８３）
６６年版ウルトラ怪獣⼤事典
（『週刊少年マガジン』１９６６年第５１号） ⼤伴昌司構成 昭和４１年（１９６６） 京都国際マンガミュージアム
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⼈気５⼤怪獣ウルトラ図解
（『週刊少年マガジン』１９６７年１１号） ⼤伴昌司構成・遠藤昭吾図解 昭和４２年（１９６７） 京都国際マンガミュージアム

303 怪物くん　第１巻
（藤⼦不⼆雄Ａランド） 藤⼦不⼆雄A著 平成１４年（２００２） 京都国際マンガミュージアム ギャラリー４

304 どろろ
（『別冊　少年サンデー』１９６８年４⽉号） ⼿塚治⾍著 昭和４２年（１９６８） 京都国際マンガミュージアム ギャラリー４

304 どろろ
（『週刊少年サンデー』１９６８年第８号） ⼿塚治⾍著 昭和４２年（１９６８） 京都国際マンガミュージアム ギャラリー４

305 猫⽬⼩僧　第１巻
（サンコミックス） 楳図かずお著 昭和５７年（１９８２） 京都国際マンガミュージアム

305 猫⽬⼩僧　第２巻
（サンコミックス） 楳図かずお著 昭和５７年（１９８２） 京都国際マンガミュージアム

241 バンダイのオバＱ⾳頭 兵庫県⽴歴史博物館

242 オバＱ⽔上スキー 昭和４０年（１９６５）頃 兵庫県⽴歴史博物館

243 オバケのＱ太郎⼈形 兵庫県⽴歴史博物館

244 オバケのＱ太郎 兵庫県⽴歴史博物館

306 地獄くん
（サンワイドコミックス） ムロタニ・ツネ象著 京都国際マンガミュージアム

307 妖怪⼈間ベム
（マガジンZコミックスデラックス） ⽥中憲著 平成１４年（２００２）

308 ドロロンえん魔くん
（『週刊少年サンデー』１９７３年第４０号） 永井豪著 昭和４８年（１９７３）

309 別冊冒険王　妖怪まんが特集号 昭和４３年（１９６８） ⾹川雅信⽒

277 「⿃取県でくつろぐ⻤太郎⼀家」複製原画 ⽔⽊しげる画 ⽔⽊プロダクション

278 「⻤太郎をたおせ！夜の妖怪⼤会議」複製原画 ⽔⽊しげる画 ⽔⽊プロダクション

279 「がしゃどくろ」複製原画 ⽔⽊しげる画 ⽔⽊プロダクション

２－４　妖怪マンガと妖怪研究
№ 資料名 作者名等 年代 所蔵先 「読める！」資料の有無 ⼊れ替え予定作品

280 妖怪談義
（ちくま⽂庫） 柳⽥國男著 平成１年（１９８９） メインギャラリー

遠野物語
（『ビッグコミック』２００８年第１４号） 柳⽥國男原作・⽔⽊しげる著 平成２０年（２００８）

時をスベル　第２巻
（チャンピオンＪＡＣＫコミックス ） ⽯ノ森章太郎著 平成８年（１９９６）

詔命
（ジャンプスーパーコミックス『失楽園』） 諸星⼤⼆郎著 昭和６３年（１９８８） ギャラリー４

320 憑霊信仰論
（講談社学術⽂庫） ⼩松和彦著 平成６年（１９９４） メインギャラリー

319 孔雀王　第１巻
（ヤングジャンプコミックス） 荻野真著 昭和６１年（１９８６） ギャラリー４

319 孔雀王　第２巻
（ヤングジャンプコミックス） 荻野真著 昭和６１年（１９８６） ギャラリー４

323 学校の怪談 常光徹著 平成５年（１９９３） メインギャラリー

322 地獄先⽣ぬ〜べ〜　第１巻
（ジャンプコミックス） 真倉翔原作　岡野剛画 平成６年（１９９４） ギャラリー４

322 怪奇⼤全書
（『週刊少年ジャンプ』１９９５年第５０号） 真倉翔原作・岡野剛画 平成７年（１９９５）

310 妖怪ハンター
（『週刊少年ジャンプ』１９７４年３９号） 諸星⼤⼆郎著 昭和４９年（１９７４） ギャラリー４

311 ヒトニグサ
（ジャンプスーパーエース『海⻯祭の夜』） 諸星⼤⼆郎著 昭和６３年（１９８８） ギャラリー４

312 蟻地獄
（「ヤングジャンプコミックスワイド『⻩泉からの声』） 諸星⼤⼆郎著 平成６年（１９９４） ギャラリー４

313 異形の⼟器模型 ⼩⾕義男制作

314 六福神
（ヤングジャンプUJ『六福神』） 諸星⼤⼆郎著 平成１０年（１９９８）

316 描き損じのある妖怪絵巻
（妖怪変化 京極堂トリビュート） 諸星⼤⼆郎著 平成１９年（２００７）

317 描き損じのある妖怪絵巻 堂野能伸制作

＜特設コーナー＞
№ 資料名 作者名等 年代 所蔵先 「読める！」資料の有無 ⼊れ替え予定作品
315 「六福神」原画 諸星⼤⼆郎画 諸星⼤⼆郎⽒
318 「ネット妖怪天国ニッポン」原画 諸星⼤⼆郎画 諸星⼤⼆郎⽒
326 「朝霧の巫⼥」原画 宇河弘樹画 宇河弘樹⽒
330 「もっけ」原画 熊倉隆敏画 熊倉隆敏⽒
340 「ぺとぺとさん」原画 ＹＵＧ画
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