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◆『おもしろ理科こばなし 1』 

宮内主斗∥編著 星の環会 

（Ｊ404/ｵﾓ/1 集密書庫） 

◆『おばけは本当にいるの？』 

   岡島康治∥著 PHP 研究所 

   （Ｊ147/ｵｶ 児童室） 

 

 

      もっとくわしく知りたい人は 

 大人むけの本を読んでみよう。 

  

◆『科学的とはどういうことか』 
板倉聖宣∥著 仮説社 

（Ｙ404/ｲﾀ ユースコーナー） 

◆『座敷わらしを見た人びと』 

高橋貞子∥著 岩田書院       

（K388.122/ﾀｶ 郷土一般） 

◆『「怖い」が、好き!』 

加門七海∥著 イースト・プレス 

（Ｙ147/ｶﾓ ユースコーナー） 

◆『津々浦々「お化け」生息マップ』 
宮本幸枝∥著 技術評論社 

  （388.1/ﾐﾔ 一般開架） 

 

インターネットで調べる  

     
（最終確認日 2019.10.1） 

◆ 国際日本文化センター 

    怪異･妖怪伝承データベース 

 

 むかしから人びとに伝えられてきた怪異・ 

妖怪をしょうかいしています。 

 http://www.nichibun.ac.jp/youkaidb/ 

 
◆国際子ども図書館子どもＯＰＡＣ 
 
ほかにどんな本があるか、調べることができます。 

http://iss.ndl.go.jp/children/top# 
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          （2019.10 改訂） 

  おばけって、 

  ほんとにいるの？ 
                   

               

わからないこと、もっとくわしく

知りたい人は、図書館のスタッフ

に聞いてみてね。 

 

 

 

でんわ：０１９－６０６－１７３０ 

ファックス：０１９－６０６－１７３１ 

http://www.library.pref.iwate.jp/ 

 

 

おばけって、なあに？ いる、

いない、どっち？ ちょっとこ

わいけど、調べてみよう。 

パスファインダーとは、いろい

ろなことを調べるときに役にた

つ「道しるべ」のことです。 

子どもむけパスファインダー No.12 



 

『幽霊とテレパシー』 

瀬川昌男∥編 三省堂 

（J209/ｾｶ/7） 

 

 

『妖怪の大常識』 

青木一平∥文 日野日出志∥監修･絵

ポプラ社（J388/ｱｵ） 
 

（J383/ｵｸ/3） 

 

『江戸の怪談絵事典』 

近藤雅樹∥監修 PHP 研究所 

（J388/ｴﾄﾞ） 

 まずはキーワードを考えよう。 

しらべる手がかりになるカギだよ！ 

 

 

  

 

もっとカギを見つけたいときは、 

じてんを開いてみよう。 

 ◆『総合百科事典 ポプラディア』 

    ポプラ社 （JR031/ｿｳ） 

 

 ◆『きっずジャポニカ』 

   小学館 （JR031/ｷﾂ） 

 
   説明文のなかから、心に残ったこと

ばをひろってごらん―。それもキーワ

ード。 

 
＼ ほら、キーワードがふえたよ！／ 

 

伝説 怪談 もののけ 

 超 常
ちょうじょう

現象
げんしょう

 霊魂
れいこん

 火の玉 

 おんねん かなしばり  

 怪奇
か い き

現象 暗やみ 霊感
れいかん

  

 

 

 OPAC
け ん さ く き

でけんさく 

本をさがそう！ 

          

 

 

 

江戸時代の代表的な怪談

を、当時の浮世絵でしょう

かいしています。おばけ 

を呼び出す方法や、あらわれる時間帯、

妖怪とのかかわり方もわかります。 

 

 

 

 

 

妖怪と幽霊のちがいや妖怪 

とは何なのか、なぜ妖怪が 

生まれたのかといった基礎

ちしきを教えてくれます。妖怪をやっつ

ける方法まで、知ることができます。 

 

              

 

   

 

テレパシーや透視、幽霊な 

ど科学が進んだ現代でも、 

まだまだ不思議なことがた 

くさんあります。世界各地で実際にあった

超常現象をしょうかいします。 

 

 

 

 

 

妖怪が大好きなまんが家  

水木しげるさんが妖怪に 

ついてのぎもんやなぞにこたえてくれま

す。日本各地や世界の妖怪、その歴史も

しょうかいしてくれます。 

 

 

 

 

 

 

生まれてきたいのちには、か 

ならず限りがあります。細ぼ 

うや遺伝子のしくみ、心や亡くなった人の

霊魂、寿命など、いのちにまつわることを

まんがでわかりやすく教えてくれます。 
 

 

   

 

 
 
      むかしから妖怪やおばけ、幽

霊などを人びとは、にしき絵 

や絵巻物に描いてきました。ほんとは目に 

見えないはずの「もうひとつの世界」を日 

本の行事をおりまぜながらかいせつします。 

      

『もうひとつの世界』 

国立歴史民俗博物館∥編  

岩崎書店（J338/ﾓｳ） 

『いのちのひみつ』 

中内光昭∥監修 藤木輝美∥まんが 

学研（J460/ｲﾉ） 

 

『水木しげる妖怪大百科』 

水木しげる∥著 小学館 

（Ｊ388/ﾐｽﾞ）  

だいじょうしき 

とうし 

いでんし 

じゅみょう 

さい 

ゆうれい    ようかい     きょうふ 
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