
新春企画展「あそべやあそべ　妖怪おもちゃわ～るど②」
New Year Exhibition "Play and Enjoy ! Yokai Toys World 2"

№ 前期 後期 資料名 作者名 年代 形態

1 化物づくし絵巻 江戸時代

2 化物和本草
作・山東京伝

画・可候（葛飾北斎）
寛政10（1798）年 全3巻のうち1巻

3 怪談模模夢字彙
作・山東京伝

画・北尾重政
享和3（1803）年 全3巻のうち1巻

4 新版妖怪飛巡双六 江戸時代

5 狐の嫁入双六 江戸時代以降

6 大新板化物飛廻双六 明治時代

7 おばけ双六 昭和時代

8 おばけかるた 明治時代

9 お化けカルタ 明治時代以降

10 おばけイロハカルタ 昭和時代

11 あいうえおばけだぞかるた 五味太郎 平成3（1991）年

12 おばけかるた せなけいこ 平成10（1998）年

13 怪談相馬内裏 落合芳幾
江戸時代後期～

明治時代中期

14 化物 江戸時代 豆本

15 化もの十二ヶ月 明治時代 豆本

16 金時化物退治 明治時代 豆本

17 からくりお化け行灯 歌川芳藤 慶応4（1868）年

18 からくりお化け行灯 明治時代

19 小泉八雲のお化け行灯 小泉八雲記念館 平成2（1990）年

20 妖怪尽くし絵 明治時代以降

21 夜光おばけ 昭和時代

22 あぶりだしあそび 昭和時代

23 夜光おばけ 昭和時代

24 おばけカードけむり 昭和時代以降

25 新案ガマン写画福寿号 昭和時代

26 お化大会 昭和時代

27 妖怪シール 昭和時代

28 妖怪紙相撲 昭和時代

29 焼ぬき子供遊 明治時代以降

30 妖怪　とらの巻 昭和時代以降

31 夜光カラーお化け大会 昭和時代

　　　第１章　はじめに　誕生！妖怪おもちゃ

　　　第２章　おもちゃ絵　描かれた妖怪

 2022年12月8日[木] － 2023年3月7日[火]

湯本豪一記念日本妖怪博物館（三次もののけミュージアム）企画展示室

前期：2022年12月8日[木]～2023年1月24日[火]　後期：2023年1月26日[木]～3月7日[火]



№ 前期 後期 資料名 作者名 年代 形態

32 夜光ヨウカイ 昭和時代

33 妖怪大行進 昭和時代

34 光るお化けシール 昭和時代

35 夜光おばけ 昭和時代

36 お化けうつしえ大会 昭和時代

37 鉛メンコ 明治時代

38 角メンコ 昭和時代

39 丸メンコ 昭和時代

40 人形メンコ 昭和時代

41 お化けカード 昭和時代

42 お化大会カード 昭和時代

43 科学の友　フシギカード 昭和時代

44 新板化物づくし 歌川芳藤 嘉永6（1853）年 大判錦絵

45 化物つくし 江戸時代 大判錦絵

46 新板化物づくし 江戸時代以降

47 化物つくし 江戸時代

48 しん板お化けつくし 歌川芳藤 明治時代

49 しん板かげ画づくし 明治時代 大判錦絵

50 しん板かげえづくし 歌川幾英 明治14（1881）年 大判錦絵

51 新板おばけづくし 歌川国利 明治21（1888）年 大判錦絵

52 しん版おばけ尽 荒川藤兵衛 明治22（1889）年 大判錦絵

53 化物つくし 明治時代

54 化物つくし 明治時代

55 化物つくし 明治時代

56 化物つくし 明治23（1890）年

57 しんぱん面尽／新板大凧尽／大角力尽／化ものづくし 江戸時代以降 大判錦絵

58
しんぱんうえきづくし／丗六ケ仙／

最近しんぱんもんつくし／最近新板おばけづくし
明治時代以降 大判錦絵

59 新板化物つくし 歌川重清 万延元（1860）年 大判錦絵

60 新板おどけばけ物つくし 長谷川小信 江戸時代以降

61 大新版ばけ物ずくし 明治時代

62 大新版ばけ物ずくし 明治時代

63 百種怪談妖物双六 歌川芳員 安政5（1858）年 袋付

64 新板狐妖され双六 歌川芳藤 明治15（1882）年 袋付

65 滑稽ばけもの双六 明治29（1896）年

66 不二丸お化け双六 木下としお 昭和時代 袋付

67 江戸民芸　飛双六（浄土双六） 江戸時代

68 歌舞伎座新狂言鵺退治組上三枚続 明治32（1899）年 大判錦絵3枚続

69 極しんぱん切組とうろう　四ツ谷かいだん 二代長谷川貞信 明治時代 大判錦絵

70 極しん板切組とうろう　舌切雀　桃太郎一代記 二代長谷川貞信 明治24（1891）年
大判錦絵6枚続

のうち1枚

71 新ばん舌切すずめ 明治25（1892）年 大判錦絵

72 極しん板切組とふろう　大江山鬼人退治之図 二代長谷川貞信 明治時代
大判錦絵2枚続

のうち1枚

73 写し絵の種板 江戸時代以降

74 幻灯機のガラス種板 明治時代以降

　　　第３章　妖怪躍動！写し絵と紙芝居



№ 前期 後期 資料名 作者名 年代 形態

75 教育番町皿屋敷大うつしえ 大正時代 大判錦絵

76 皿やしき佐倉の怪談大うつしえ 明治40（1907）年 大判錦絵

77 江戸の花　名勝絵 三代歌川豊国ほか 文久3（1863）年 大判錦絵4枚続

78 しん板かわりうつしえ 明治時代

79 妖怪かわり絵 明治時代以降

80 立ち絵　西遊記 昭和時代

81 立ち絵　化物寺 昭和時代

82 西遊記　紙人形 昭和時代

83 妖怪紙人形 明治時代以降

84 第5版　写真種紙 明治時代以降

85 毛がぬける 神港画劇協会 昭和時代 紙芝居

86 ケ、ケケッケ 神港画劇協会 昭和時代 紙芝居

87 おじいさんとおばけ
作・堀尾青史

絵・瀬名恵子
昭和47(1972)年 紙芝居

88 おばけちゃん　とことこ 長野ヒデ子 平成20(2008)年 紙芝居

89 兵六の面かぶり人形　【鹿児島】 鹿島たかし 昭和時代

90 春日部張子　道成寺　【埼玉】 昭和時代以降

91 清水人形　鵺と頼政　【京都】 高橋毅孖 昭和時代

92 江戸独楽　提灯お化け　【東京】 広井道顕 昭和時代以降

93 伏見人形　白蔵主　【京都】 窯元「丹嘉」 江戸時代以降

94 おばけの金太【熊本】 昭和時代

95 張子　九尾の狐　【栃木】 昭和時代以降

96 四日市の大入道　【三重】 昭和時代以降

97 神戸人形　【兵庫】 明治時代以降

98 射的用河童的 昭和時代

99 夜光おばけ 昭和時代

100 でたぞ～！！おばけシリーズ3　海ぼうず アリイ 昭和時代

101 クラウンモデルのお化けシリーズ№1　ひとつ目小僧 クラウンモデル 昭和時代

102 クラウンモデルのお化けシリーズ№2　ろくろっ首 クラウンモデル 昭和時代

103 クラウンモデルのお化けシリーズ№3　オバケ傘 クラウンモデル 昭和時代

104 幻の怪蛇　ツチノコ 昭和時代

105 つちの子フィギュア　手配書 昭和時代

106 のづちスネ～くん アジトX 平成時代

107 妖怪ぬっぺっぽう マーミット 平成時代

108 妖怪はじかき サンガッツ 平成時代

109 唐傘おばけぬいぐるみ 平成時代

110 百鬼夜行　妖怪コレクション 平成時代

111 稲生物怪録　かえるつづら 吉田狐稚 平成17（2005）年

112 壱岐鬼凧（壱州鬼凧）　【長崎】 昭和時代以降

113 鬼揚子　【山口】 多田源水 昭和時代

114 百足凧　【香川】 昭和時代

※資料は全て当館所蔵。

　　　第４章　おわりに　子ども大人も！　妖怪おもちゃわ～るど


