
■　京都・菅原道真公―京都を舞台とした呪術の世界、菅原道真公

■　ピックアップ図書

呪術の世界と京都

京都「魔界」探訪 花房観音／監修 宝島社 2019 1110975164

菅原道真の史跡をめぐる 五島邦治／著 淡交社 2019 1111012264

京都魔界探訪 蔵田敏明／監修 扶桑社 2016 1110978333

京都魔界地図帖 宝島社 2015 1110521604

怨霊とは何か 山田 雄司／著 中央公論新社 2014 1110391370

本当は怖い京都の話 倉松 知さと／著 彩図社 2013 1110342431

敗者の日本史　3 関 幸彦／企画編集委員 吉川弘文館 2013 1108974880

コレクション日本歌人選　43 和歌文学会／監修 笠間書院 2012 1108962547

あなたの知らない京都・異界完全

ガイド
平川 陽一／編著 洋泉社 2012 1110005681

跋扈する怨霊 山田 雄司／著 吉川弘文館 2007 1108419076

京都異界の旅 志村 有弘／編著 勉誠出版 2007 1108524396

呪いの都平安京 繁田 信一／著 吉川弘文館 2006 1108507425

魔界京都 川端 洋之／文 光村推古書院 2004 1108060813

菅原道真 藤原 克己／著 ウェッジ 2002 1108014760

菅原道真の実像 所 功／著 臨川書店 2002 1106974718

平安京の怨霊伝説 中江 克己／著 祥伝社 2001 1107052555

魔界都市・京都の謎 火坂 雅志／著 PHP研究所 2000 1105958183

消された政治家菅原道真 平田 耿二／著 文芸春秋 2000 1106340704

京都・異界をたずねて 蔵田 敏明／文 淡交社 2012 1110870498

日本「異界」発見 内藤 正敏／著 JTB 1998 1101876447

日本の絵巻　続15 小松 茂美／編 中央公論社 1991 1100270519

京の民間医療信仰 奥沢 康正／著 思文閣出版 1991 1106889098
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タイトル 著者名 出版社 刊行年 バーコード

呪術の日本史 加門七海／監修 宝島社 2021 1111214225

まじないの文化史 新潟県立歴史博物館／監修 河出書房新社 2020 1110728761

呪術をテーマとしたアニメ「呪術廻戦」。その「呪術廻戦」を参照しながら、日本の歴史にどのように呪

い・呪術が関わっているか考察している図書です。

表紙に「見るだけで楽しめる！」とあるように、身近にある呪術についてカラー写真やイラストを交えなが

ら紹介している図書です。



■　百鬼夜行―百鬼夜行絵巻

■　呪術の世界―呪術の歴史・概要

タイトル 著者名 出版社 刊行年バーコード

百鬼夜行と魑魅魍魎 洋泉社 2012 1110052493

百鬼夜行の世界 国立歴史民俗博物館／編 人間文化研究機構 2009 1107655241

百鬼夜行絵巻の謎 小松 和彦／著 集英社 2008 1108575711

百鬼夜行絵巻 湯本 豪一／著 小学館 2005 1108325562

百鬼夜行解体新書 村上 健司／編著 光栄 2000 1105944357

妖怪図巻 京極 夏彦／文 国書刊行会 2000 1106280611

図説百鬼夜行絵巻をよむ 田中 貴子／[ほか]著 河出書房新社 1999 1101947537

百鬼夜行の見える都市 田中 貴子／著 新曜社 1994 1100286978

日本の絵巻　続27 小松 茂美／編 中央公論社 1993 1100270741

画図百鬼夜行 鳥山 石燕／[画] 国書刊行会 1993 1100412814

前近代日本の病気治療と呪術 小山聡子／編 思文閣出版 2020 1110728811

呪者の肖像 川田牧人／編 臨川書店 2019 1111021687

古代世界の呪詛板と呪縛呪文 ジョン・G.ゲイジャー／編 京都大学学術出版会 2015 1110460167

「呪術」の呪縛　上・下巻 江川純一／編 リトン 2015 1110845920

まじないの文化誌 花部 英雄／著 三弥井書店 2014 1110160429

呪術の人類学 白川 千尋／編 人文書院 2012 1110037536

呪術と怨霊の天皇史 『歴史読本』編集部／編 新人物往来社 2012 1110014899

戦国の呪法 藤巻 一保／著 学研パブリッシング 2010 1108651249

呪術意識と現代社会 竹内 郁郎／編著 青弓社 2010 1108621382

王朝貴族のおまじない 繁田 信一／著
ビイング・ネット・

プレス
2008 1108451913

江戸呪術教本 羽田 守快／解説・解題 柏書房 2006 1108359561

呪術探究 呪術探究編集部／編 原書房 2003 1108136860

中国の呪術 松本 浩一／著 大修館書店 2001 1106917220

すぐわかる日本の呪術の歴史 武光 誠／監修 東京美術 2001 1106993437

怪異の民俗学　1 小松 和彦／責任編集 河出書房新社 2000 1106340159

図説日本呪術全書 豊島 泰国／著 原書房 1998 1101837944

呪術と占星の戦国史 小和田 哲男／著 新潮社 1998 1101890232

呪術・科学・宗教 スタンレー・J・タンバイア／著 思文閣出版 1996 1106160011

呪術宗教の世界 速水 侑／著 塙書房 1987 1101414348

王権の呪術的起源 ジェイムズ・G・フレイザー／[著] 思索社 1986 1100179587

日本古代呪術 吉野 裕子／著 大和書房 1985 1100022027

古代日本の美と呪術 上原 和／編 毎日新聞社 1976 1107450148

民間信仰と現代社会 桜井 徳太郎／[著] 評論社 1971 1101305538
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