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サブカル 民俗学①

2021年6月発売 A5判 並製 352ページ
ISBN 978-4-305-70941-7 税抜定価2,000円

「日本現代怪異事典」

2018年１月発売 A5判 並製 500ページ
ISBN 978-4-305-70859-5 税抜定価2,200円

著者 朝里樹

「世界現代怪異事典」

2020年12月発売 A5判 並製 408ページ
ISBN 978-4-305-70934-9 税抜定価2,000円

著者 朝里樹

戦前のこっくりさんにはじまり、トイレの花子
さん、口裂け女、ベートーベンの怪などの学
校の怪談、そして2000年前後にインターネッ

ト上で登場する怪異たちまで、主に戦後（昭
和20・1945年）の日本を舞台に語られた

一千種類以上の現代怪異を紹介する、怪異
ファン必携の一冊

著者 朝里樹

2020年6月発売 A5判 並製 400ページ
ISBN 978-4-305-70925-7 税抜定価2,000円

ベストセラー『日本現代怪異事典』待
望の世界編！スレンダーマン、サラエ
ヴォの呪われた自動車、などの怪異
から、ネッシー、オゴポゴなど怪物ま
で。２０世紀以降に世界各地で語られ
た怪異・怪物を800種類以上掲載。
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冊

注文
冊

注文
冊

注文
冊

注文
冊

●番線印

フリー入帳ご担当者様名：

ご案内が不要なときは、お手数ですが貴店名
とFAX番号を明記のうえ03-3294-0996ま
で返信願います。以後のご案内を停止します。

注文
冊

注文
冊

13刷４万６千部！

3刷1万9千部！

2刷一万一千部！

コメント欄（ご意見・ご要望などあればご記入ください）

「日本怪異伝説事典」
朝里樹 監修 えいとえふ 著

古代から近現代までで語られた
「伝説・民話」「神話」「妖怪」など、
様々なジャンルの伝説を収集し、
地域別・都道府県別に紹介。

『地方別 日本怪異妖怪事典』 第1弾

「日本怪異妖怪事典 北海道」

北海道は著者の地元であり、コロポックル、カシ
マさん、フリー、２メートルの生首、オキナ、ばば
ばばばばえおうぃおい～べべべべべべべべべえべ
えええべえべべべえなど、アイヌの伝承に登場す
る妖怪から現代に語られた怪異まで、北海道
の怪異妖怪を八〇〇種類以上掲載！

『地方別 日本怪異妖怪事典』 第2弾

「日本怪異妖怪事典 関東」

2021年10月発売 A5判 並製 534ページ
ISBN 978-4-305-70947-9 税抜定価2,300円

朝里樹 監修 氷厘亭氷泉 著
茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、
神奈川、伊豆諸島、広域、その他、各
地域の伝説・伝承に登場する妖怪から
現代怪異まで、
1300種類以上を掲載！500ページ
超の大ボリューム！

「日本現代怪異事典副読本」

2019年7月発売 A5判 並製 316ページ
ISBN 978-4-305-70878-6 税抜定価1,800円

著者 朝里樹

「日本現代怪異事典」がさらに楽しめる
副読本。
こっくりさん、カシマさん、口裂け女、ひ
きこさん、4時44分の怪…
日本怪異を徹底ビジュアル解剖！！
カラー28p、イラスト145点、新怪異50点

2刷1万3千部！

「世界怪異伝説事典」

朝里樹 監修 えいとえふ 著
中華人民共和国 消えた北京原人の骨、
イラク共和国 バビロンの空中庭園、エジ
プト 王家の谷の呪い、エチオピア 失わ
れたアークの行方、北極 地底世界アル
ザルなど、世界200ヶ国以上の国々で
語られた奇々怪々な伝説を700項目
以上掲載！

2021年12月発売 A5判 並製 384ページ
ISBN 978-4-305-70953-0 税抜定価2,000円

注文
冊

2022年4月発売 A5判 並製 600ページ
ISBN 978-4-305-70959-2 税抜定価2,600円

『地方別 日本怪異妖怪事典』 第3弾

「日本怪異妖怪事典 東北」
監修：朝里樹 著者：寺西政洋、
佐々木 剛一、佐藤 卓、戦狐
東北地方の伝説・伝承に登場する妖怪
から現代怪異まで、1300種類以上を
掲載！約600ページの大ボリューム！

サブカル民俗学

サブカル民俗学サブカル民俗学

サブカル民俗学

サブカル民俗学
サブカル民俗学

サブカル民俗学

サブカル民俗学
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サブカル 民俗学②
「オカルト怪異事典」
著者 寺井広樹

2022年5月発売 A5判 並製 432ページ
ISBN 978-4-305-70961-5

税抜定価2,400円

2022年8月発売 A5判 並製 480ページ
ISBN 978-4-305-70968-4 税抜定価
2,500円

注文
冊

注文
冊

注文
冊

注文
冊

注文
冊

●番線印

フリー入帳ご担当者様名：

ご案内が不要なときは、お手数ですが貴店名と
FAX番号を明記のうえ03-3294-0996まで返
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「創作怪異怪物事典」
著者 朝里樹

「ゴジラ」」「ターミネーター」「13日の金
曜日」ドラキュラ、星新一『ボッコちゃん』
の人造美人など「古今東西の映画・文
学作品等に登場する怪獣・怪物・地球
外生命体・アンドロイド・幽霊・アンデッド
の中から約470点を掲載。

注文
冊

2021年9月発売 A5判 並製 456ページ
ISBN 978-4-305-70948-6

税抜定価2,200円

UFO、宇宙人、心霊、予言、UMA、
超常現象、都市伝説、超古代文明、
人物……。古今東西の超自然現象や
不思議な事実を網羅した、オカルト怪
異事典の集大成！900項目以上のオ
カルト・怪異的事象を50音順に解説。

ISBN 978-4-305-70963-9 税抜定価2,300円

A５判 並製 456ページ 2022年6月刊

『地方別 日本怪異妖怪事典』 第5弾

「日本怪異妖怪事典 中部」

新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨
県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県の
伝説・伝承に登場する妖怪から現代怪異
まで、中部地方に伝わる、不思議な存在
や出来事を900項目以上掲載！

『地方別 日本怪異妖怪事典』 第4弾

「日本怪異妖怪事典 近畿」
三重・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・
和歌山に伝わる怪異や、この地を舞台に
創られた絵画・物語・芸能作品を900項
目以上紹介。とくに古都を擁する近畿で
は、平安朝の怪異や歴史上の人物に関
する伝説も多数。

「江戸東京ご利益事典」

2021年6月発売 A5判 並製 512ページ
ISBN 978-4-305-70942-2

税抜定価 2,300円

長沢利明 著

江戸東京の霊験あらたかな638の
ご利益神仏を、故事・伝承を踏まえ、
500ページ超のボリュームでじっくり解
説。病気平癒 立身出世 金運招来
などご利益は160種類以上！

民俗学

民俗学民俗学

サブカル
民俗学

サブカル
民俗学

サブカル民俗学 サブカル民俗学

「日本疫病図説」
絵に込められた病魔退散の祈り

2021年5月発売 A5版 並製 120ページ
ISBN 978-4-305-70940-0

税抜定価 1,600円

畑中 章宏 著

感染症と闘い、時には共存していくため
に生み出された「疱瘡絵」や「はしか絵」
などの「疫病芸術」を時代別・テーマ別
にカラー図版満載で紹介。

「ヌシ 神か妖怪か」

2021年8月発売 四六判 272ページ
ISBN 978-4-305-70943-1

税抜定価 1,600円

伊藤龍平 著

ヌシ（主）とは長いあいだ一箇所に棲み
続けて、巨体になった生物のこと。
日本各地の伝承をまとめた本格的ヌシ論

注文
冊

サブカル作品論

田村景子 著

「希望の怪物」
現代サブカルと「生きづらさ」のイメージ

漫画・アニメ・文学に描かれた怪物たちは、あ
たりまえの秩序をいかに薙ぎ払い人々を導い
たか。人々が希求した新世界のカタチをサブカ
ルチャーから紐解く！「風の谷のナウシカ」「Ａ
ＫＩＲＡ」「魔法少女まおか☆マギカ」etc.

2023年1月刊 四六判 並製 320ページ
ISBN 978-4-305-70976-9
税抜定価1,800円
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歴史

「戦国『おんな家長』の群像」

2021年8月19日頃発売 四六判 並製 214ページ
ISBN 978-4-305-70944-8 税抜定価1,500円

黒田基樹 著

浅井茶々や寿桂尼などリーダーの役
割を担った戦国時代の女性たちを
「おんな家長」と呼び、具体的な軌
跡を紹介。大河ドラマの時代考証
なども務めてきた著者が、「戦国時
代の女性」像を提示

「偉人名言迷言事典」

2021年4月発売 A5版 並製 336ページ
ISBN 978-4-305-70938-7

税抜定価 2,000円

真山知幸 著

古今東西で活躍した偉人総勢
100名の「名言」と「迷言」を、ベ
ストセラー『ざんねんな偉人伝』
（学研プラス）の著者が紹介！

「古地図で辿る歴史と文化
江戸東京名所事典」

五街道の起点日本橋、討ち入りの現場
本所松坂町、桜の名所飛鳥山、…『江戸
名所図会』に載る名所・旧跡、寺社のほ
か、大名屋敷、道・坂・橋、町、著名人の
居宅などを、「尾張屋板江戸切絵図」と
「現代地図」を交えて事典形式で解説

2020年12月発売 A5判 並製 384ページ
ISBN 978-4-305-70935-6 税抜定価2,300円

笠間書院編集部 編

2020年４月発売 A5判 並製 232ページ
ISBN 978-4-305-70923-3 税抜定価2,000円

『シルクロード悠久の天地』

著者 山田勝久

アアイ石窟、チラン故城、ラワク遺跡な
ど、存在すら知られていない未開放遺
跡も貴重なカラー写真とともに紹介！
飛鳥・藤原京から敦煌、桜蘭、パルミラ、
ギリシア・ローマまで・・・・・西域２６カ国
６６回現地踏査した、シルクロード第一
人者が綴る歴史と回想

歴史

歴史

歴史

歴史

歴史

歴史

浮世絵、歌舞伎、俳句、茶道、源氏
物語・・などの日本文化の面白さを
小学館 和樂web編集部と編集長セ
バスチャン高木がカジュアルにご紹介

日本文化ＰＯＰ＆ＲＯＣＫ

2022年11月発売 46判 並製 304ページ
ISBN 978-4-305-70975-2
税抜定価1,800円

セバスチャン高木と和樂web編集部：著

食を通して偉人を知り、偉人を
通して食文化を知る！

本書は、古今東西、様々な分野で活躍
した「偉人」たちの食にまつわるエピ
ソードを集めて紹介しています。

「偉人メシ伝」
「天才」は何を食べて「成功」したのか？

真山知幸 著

2022年6月刊四六判 並製 288ページ
ISBN 9784305709622 税抜定価 1,600円

「ジオ・ヒストリア」
世界史上の偶然は、
地球規模の必然だった！

茂木誠 著

2022年10月刊 四六判 並製 224ページ
ISBN 978-4-305-70972-1
税抜予価1,600円

天体と気候変動で語る世界史の
ダイナミズム ベストセラー講
師が縦横無尽に駆け巡る。
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文芸①

2020年９月発売 46判 並製 282ページ
ISBN 978-4-305-70929-5 税抜定価1,400円

日常会話からネーミングまで
『語感力事典』

著者 山口謠司

なぜあの言葉には惹かれて、あの言
葉は不快なのか！？
音のイメージ＝語感を日本語本のベ
ストセラー著者が眼からウロコの名解
説！！
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「古典の裏」
松村瞳（文LABO）著

2019年10月発売 46判 並製 240ページ
ISBN 978-4-305-70880-9

税抜定価 1,300円

「『平家物語』が運動会と関係があるっ
て本当？」「『源氏物語』の中で一番あ
ざといのは誰？」
教科書では教えてくれない
古典のウラ話を文章とマンガで紹介

国語 幼児教育

「一生使える国語力
3歳から12歳までに身につける『読
む・話す・書く』教室」 山口謠司 著

2022年3月刊 46判 並製 248ページ
ISBN 978-4-305-70957-8
税抜定価1,500円

ことばを深く理解し、表現する方法を親
子で学ぶ！日本語本ベストセラーの著
者が解説！「幼児教育の第一歩とし
て」「中学受験に備えて」、そして「コミュ
ニケーションに悩む大人」にもおススメ！

国語

古典文学

注文
冊

「平安貴族サバイバル」
木村朗子 著

平安時代の貴族たちは、優雅なだけじゃ
生きていけない！
生き残るための様々な戦略を史実と文
学作品をもとに解説！

朝日新聞・週刊文春・日経新聞・夕
刊フジなど書評掲載

2022年4月刊 46判 並製 196ページ
ISBN 978-4-305-70956-1
税抜定価1,500円

古典文学

注文
冊

「教養としての日本古典文学史」

46判 並製 372ページ 2022年10月刊
ISBN 978-4-305-70971-4
税抜定価1,900円

村尾誠一：著

日本古典文学を学びたい、社会人、
学生、外国の方、全ての人におすす
め。時代ごとのポイントと全体の流れ
に着目してわかりやすく解説。

古典文学

冊

注文
冊

「古典モノ語り」 山本淳子：著

「日常の道具を通して見る平安貴
族たちの詩情と愛憎。
「牛車」、「扇」、「御帳台」……。
『源氏物語』や『枕草子』などの古典
文学に登場する“モノ”にスポットを当
て、新しい読み解きかたを提案。
。

古典文学

46判 並製 304ページ 2022年12月刊
ISBN 978-4-305-70978-3
税抜定価1,900円
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2022年7月刊 四六判 並製 324ページ
ISBN 978-4-305-70965-３
税抜定価1,800円

冊

「読む」が10倍楽しくなる38のヒント『（読んだふりしたけど）ぶっちゃけ
よく分からん、あの名作小説を面
白く読む方法』

著者 三宅香帆

名作小説も古典小説も、ちょっと読み
方を変えると、面白くなる
【読む技術】を書評家三宅香帆が伝
授します♪♪

2020年９月発売 46判 並製 312ページ
ISBN 978-4-305-70928-8 税抜定価1,500円

注文
冊

注文
冊

「女の子の謎を解く」著者 三宅香帆

「魔女の宅急便」「逃げ恥」「アナ雪」「トーマ
の心臓」「日向坂46」「推し、燃ゆ」「あまちゃ
ん」・・など。
“話題の書評家”三宅香帆 が、小説や漫
画、アニメ、ドラマ、映画、アイドルに描かれる
「ヒロイン」を読み解き、世の中を考察！！

ISBN 978-4-305-70950-9
税抜定価1,500円

2021年11月発売 四六判 並製 288ページ

注文
冊

読書論
読書論

読書論

渡辺祐真/スケザネ 著

「物語のカギ」

書評動画で人気のYouTubeチャンネル
「スケザネ図書館」。その配信者である著
者が、「物語」へのあふれる愛を語りながら、
より深く味わうための目のつけどころ＝「カ
ギ」をわかりやすく解説。
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読書猿氏 推薦！

「“深読み”の技法
世界と自分に近づくための14章」

小池陽慈 著

ネガティブな意味の「深読み」ではな
く、価値のある“深読み”の方法！

注文
冊

2021年12月刊 46判 並製 300ページ
ISBN 978-4-305-70951-6
税抜定価1,500円

注文
冊

注文
冊

「闇で味わう日本文学
失われた闇と月を求めて」 中野純 著

『源氏物語』『雪女』『舞姫』など、名作
の印象的な「闇」の場面を“闇案内人”
である著者が実際に体感して紹介する
ユニークな日本文学案内。

「文豪東京文学案内」

2022年4月刊 46判 並製 296ページ
ISBN 978-4-305-70955-4
税抜定価1700円

2022年4月刊 46判 並製 376ページ
ISBN978-4-305-70954-7税抜定価1,200円

田村景子 編著 ,小堀洋平・
田部知季・吉野泰平 著
文豪32人、浮かび上がる東京の生
活と青春
明治、大正、昭和と、時代とともに激しい
変化を遂げていく「東京」と、その影響を
受けながら名作を生みだしてきた文豪たち
の姿を描く。

「生きる力を身につける
１４歳からの読解力教室」

2020年３月発売 46判 並製 266ページ
ISBN 978-4-305-70922-6 税抜定価1,400円

情報が溢れている今、誤った情報
に惑わされず真実を読み解く力が
大切です。
ＡＩに負けない本当の読解力が学
べます

著者 犬塚美輪

注文
冊

3刷一万部！

一生ものの「発信力」をつける
１４歳からの文章術
著者 小池陽慈

文章が上手くかけないことに悩むすべ
ての人に役立つヒントが
満載。中高生から大人まで幅広く役に
立つ文章の書き方を解説します。中高
生の小論文やレポート、ＳＮＳなどで文
章を書く機会が増えた社会人にもおす
すめの一冊です

注文
冊

2020年10月刊 46判 並製 282ページ
ISBN 978-4-305-70929-5 税抜定価1,400円

読解力 読解力

読解力

「生き抜くためのメディア読解」

2021年9月刊 四六判 並製 382ページ
ISBN 978-4-305-70945-5
税抜定価 1,800円

小林真大 著
国際バカロレア（国際的大学入
学資格取得プログラム）の教師
である著者が情報化社会でのサ
バイバルに役立つメディアの読み
方を解説します。

注文
冊

文章術

文学論文学論

文学論 文学論

「文豪たちの住宅事情」

2021年4月発売 46版 並製 360ページ
ISBN 978-4-305-70939-4

税抜定価 1,800円

田村景子 編著
,小堀洋平・田部知季・吉野泰平 著

総勢30名の文豪を取り上げ、なぜ
文豪はその「土地」に住んだ（選ん
だ、引っ越した）のか、またなぜ、そ
の「家」を選んだのかを、人生の流
れを通してその「事情」を解説。

ツッコミ読み
「裏切りの日本昔話」

2021年3月発売 46版 並製 268ページ
ISBN 978-4-305-70936-3

税抜定価1,400円

ながたみかこ 著
「なぜ乙姫は、開けたら年を取って
しまう玉手箱を浦島太郎に渡した
の？」「かちかち山のうさぎの仕返
しってやりすぎじゃない？」……など
など。資料や文献を紐解きながら
“大人向け”の昔話の新解釈を披露

注文
冊

注文
冊
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注文
冊

古典芸能 古典芸能

自然科学

文学論

コミックエッセイ

「噺家の女房が語る 落語案内帖」

櫻庭由紀子 著

2020年12月発売 46判 並製 336ページ
ISBN 978-4-305-70933-2 税抜定価1,600円

落語好きが高じて上京４回目で噺家の女房
になったおかみさんが、小粋な語り口で分か
りやすく、落語の世界へご案内します。 落語
の用語や歴史、おすすめの噺、寄席の楽しみ
方、師弟の熱い絆エピソードや前座時代の身
も心も削る稽古の苦労話など

「最後の一文」

2019年9月発行46版 並製 232ページ
ISBN 978-4-305-70897-7
税抜定価1,400円

半沢 幹一 著

書評家 三宅香帆さん推薦新オビ！
「太宰治も、新海誠も、村上春樹も、
こんなにうつくしい最後の一文を書い
ていたのか！あの名作の謎が解けて
しまう。凄い本です。」

「言いにくいことはっきり言うにゃん」

2020年10月発売 46判 並製 188ページ
ISBN 978-4-305-70930-1 税抜定価1,200円

20万部突破のベストセラー作家Jam著書
「言いにくいことはっきり言うなよ！・・でも
それ、誰かに言って欲しかった！」厳しくも
温かい言葉を言い放つニューヒーローに
癒されます！

著者 Jam

コミックエッセイ

コミックエッセイ

「言いにくいことはっきり言う
にゃん 仕事の悩み解決編

Jam 著

まるごと1冊「仕事の悩み」をテーマ
にアドバイス！
新人、中堅、フリーランス各時代の
様々な悩みを解決する方法を、4コ
ママンガとともに紹介

2021年12月刊 46判 並製 176ページ
ISBN 978-4-305-70952-3
税抜定価1,200円

「日本人なら知っておきたい

世界が驚く日本のすごい科
学と技術」 左巻健男 編著

奈良の大仏のめっき技術、世界初の全
身麻酔、世界最強ネオジム磁石、照明
を変えた青色LED、人工知能の将棋な
ど、日本が世界に誇る文化や発明、科
学、技術を縄文時代〜現代の流れに
沿って紹介。

2022年4月刊 46判 並製 264ページ
ISBN 978-4-305-70960-8税抜定価1,500円

自然科学

四六判 並製 170ページ
ISBN 978-4-305-70973-8
税抜定価1,300円

「がんばらにゃい生きかた」

Jam 著

無理せず気楽に自分のペースで
生きるための77のヒントが、絵
本のように見開きで楽しめる
「らくがき風エッセイ」

「生き物たちよ、なんでそうなった！？
ふしぎな生存戦略の謎を解く」

五十嵐杏南：著

46判 並製 224ページ
ISBN 978-4-305-70970-7
税抜定価1,500円

なぜ生き物たちが、人間からしてみた
らヘンな特徴を持つように進化したの
か。「なんでそうなった！？」をコンセプ
トに、進化生態学の研究成果を交え
ながら紹介し、わかりやすく深く解説。

江戸の怪談がいかにして
歌舞伎と落語の名作となったか
櫻庭由紀子 著
「四谷怪談」、「皿屋敷」、「牡丹灯籠」、
「累」といった四大怪談を中心に、江戸
時代から現代まで語り継がれてきた〝
怪談もの″の名作たち。歌舞伎や落語、
講談など各メディアで様々な描かれ方
をした作品を紹介しながら、元ネタや人
気の秘密に迫ります。

ISBN 978-4-305-70964-6

四六判・並製 352頁 税別定価1,800円



笠間書院

笠間書院ホームページ
https://kasamashoin.jp

ツイッター
フォロワー１万人突破しました
https://twitter.com/kasamashoin

ご注文はこちらまでお願いいたします。

FAX 03-3294-0996
有限会社笠間書院 営業 山本祐士
電話 03-3295-1331E-mail info@kasamashoin.co.jp
取引取次●日販・トーハン・楽天BN・中央社・日教販・八木
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倫理学

鉄道 旅行エッセイ

2020年11月発売 46判
並製 192ページ

ISBN 978-4-305-70932-5
税抜定価1,400円

2020年11月発売 46判 並製
296ページ ISBN 978-4-305-70931-8

税抜定価1,500円

齋藤孝 著

60歳の還暦を迎えた齋藤孝が語
る！「生き方の技」「知恵のエッセ
ンス」全てを凝縮

「60歳からの生き方哲学
円熟した大人の作り方」

著者 納富信留
「対話の技法」

上手な話し方や相手を論破する
テクニックのハウツーとはひと味
違った、「人と人がわかり合うこ
と」の本質に迫る

ビジネス書

倫理学「悩んだら、先人に聞け！」
センター倫理で日本の思考の型を学ぶ

46判 並製 288ページ
ISBN 978-4-305-70966-0
税抜予価1,600円 2022年7月刊

相澤 理：著
「安らぎ」「偽善」「あの世」……現代人の
悩みや疑問を解決する糸口は聖徳太子
や福沢諭吉など先人が用意していた。
ベストセラー「歴史が面白くなる 東大の
ディープな日本史」著者が センター倫理
で日本思想を読み解く。

「昭和四十一年
日本一周最果て鉄道旅」

小川功 著

今はなき国鉄支線や私鉄が
健在だった昭和41（1966）年。

極北稚内から南国枕崎・海潟
まで、20歳の若者二人が鉄道
の最果ての「聖地」を旅する。

2019年12月発売 46判 並製
296ページ ISBN 978-4-305-70898-4
税抜定価1,600円

2022年9月発売 46判 並製 200ページ
ISBN 978-4-305-70969-1

税抜定価1700円

著者 泉谷閑示

注文
冊

「なぜ生きる意味が感じられないのか
満ち足りた空虚について」

ベストセラー『「普通がいい」という病』著者
泉谷閑示の最新刊
モノや情報で溢れる世界で抱く
「虚しさ」「無気力」を克服するには？

心理学

2023年1月発売 46判 並製 256ページ
ISBN 978-4-305-70980-6

税抜定価1800円

著者 ももえ

注文
冊

実用書

「食べる瞑想Zen Eating のすすめ
世界が認めた幸せな食べ方」

食べ方が変わると人生も変わる！三井物産ほ
か国内外の大企業で社内研修に採用され、
30カ国、2200名以上の心身の安らぎに貢献
した マインドフルネスと禅の思想を組み合わせ
た 「癒しの食習慣」
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