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参考資料一覧

（講座で触れた内容に関する岡崎市立中央図書館所蔵資料）

・請求記号「ＡＯ」の資料は棚番号６４にまとまってあります。

・パンフレット資料（請求記号「ＡＰ」「ＡＮ」）の閲覧は、１階レファレンスカウンター

へお尋ねください。

○矢作神社の祭り（平成 27 年 4 月現在）

書名 著者名等 請求記号 特記事項

岡崎の観光文化百選とそ

の周辺

大石収宏/編著 AO 233 オ 「山車とまつり」の項目で記載あ

り。P.109-110

尾州彫物師 瀬川治助 木

彫の世界

水野耕嗣/編著 A 713 ヒ 「東中之切」「西中之切」につい

て写真と解説あり。P.39,42,114

岡崎市文化財図録 第一集 岡崎市教育委員会/編 A0 709 オ 「東中の切」「西中の切」につい

て写真と解説あり。P.76-77

児童画に見る 岡崎観光文

化百選

「児童画に見る岡崎観光文

化百選」編集委員/編

A0 293 シ 「山車とまつり」の項目に「西中

之切」の記載あり。P.49

愛知の山車百輌総揃え ＮＨＫ中部ブレーンズ A 386 ア 矢作 2区・3区の山車の写真の掲

載あり。

矢作町二区祭礼山車 矢作町二区山車保存会/

編

AP 386 祭禮山車の由来について記載あ

り。

新編岡崎市史 民俗 12 新編岡崎市史編集委員

会/編

AO 233 オ P.540-554

○能見神明宮の祭り（平成 27年 4月現在）

書名 著者名等 請求記号 特記事項

岡崎あれこれ(写真でつづ

る明治・大正・昭和の物語)

稲垣 弘一/編 AO 233 オ 「神明宮祭礼の山車」の項目で写

真と解説あり。P.83

岡崎の観光文化百選とそ

の周辺

大石収宏/編著 AO 233 オ 「山車とまつり」の項目で記載あ

り。P.109-110

尾州彫物師 瀬川治助 木

彫の世界

水野耕嗣/編著 A 713 ヒ 「北之切山車」について写真と解

説あり。P.40,113

岡崎三大祭 神明宮大祭 神明宮 AO 386 シ 平成 19 年 神明宮ガイドブック
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学区再見 岡崎市立愛宕小学校/編 AO 233 カ P.21

神明宮の栞 神明宮の栞編集委員会/

編

AP 173

岡崎市史 7 巻 柴田顕正/編 AO 233 オ P.118-123

新編岡崎市史 民俗 12 新編岡崎市史編集委員

会/編

P.529-540

新編岡崎市史 史料.民俗

19

新編岡崎市史編集委員

会/編

AO 233 オ P.224-225

○須賀神社の祭り（平成 27 年 4 月現在）

書名 著者名等 請求記号 特記事項

新編岡崎市史 額田資料編

Ⅲ（分冊）

新編岡崎市史額田資料

編編集委員会/編

AO 233 シ 「樫山の山車祭り（須賀神社大

祭）」の項目に記載あり。P.26-28

額田町史 額田町史編集委員会/編 AO 233 ヌ P.995-997

ふるさと読本ぬかた ふるさと読本『ぬかた』

編集委員会/編

AO 233 フ P.199

○本宿祇園祭り（平成 27年 4 月現在）

書名 著者名等 請求記号 特記事項

岡崎あれこれ(写真でつづ

る明治・大正・昭和の物語)

稲垣 弘一/編 AO 233 オ 「本宿祇園祭り」の項目で写真と

解説あり。P.82

もとじゅく 岡崎市立本宿小学校/著 AO 233 モ P.74-75

本宿小史 岡崎市立本宿小学校Ｐ

ＴＡ郷土史クラブ/編

AO 233 モ P.143

○悠紀斎田（平成 27 年 6月現在）

書名 著者名等 請求記号 特記事項

大嘗祭悠紀斎田 野々山 克彦/著 A0 173 タ

大嘗祭悠紀斎田 AP 173 タ
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ふるさと六ツ美西部 ふるさと読本編集委員

会/編集

AO 233 フ P.126-

悠紀の里 岡崎市立六ツ美南部小

学校/編

AO 233 フ P.114-

悠紀斎田八十周年記念誌 悠紀斎田八十周年記念

誌部会/編

AO 173 ユ

新編岡崎市史 総集編 20 新編岡崎市史編集委員

会/編

AO 233 シ P.410

新編岡崎市史 近代 4 新編岡崎市史編集委員

会/編

AO 233 シ P.402-

新編岡崎市史 民俗 12 新編岡崎市史編集委員

会/編

AO 233 シ P.278-

六ツ美村誌 ［復刻版］ 六ツ美村是調査会/編 AO 233 ム P.24-

六ツ美風土記 岡崎市立六ツ美中部小

学校父母教師会/編

AO 233 ム P.89-

悠紀の六美 鈴木 藤作/著 AO 233 ユ P.13,18,23

悠紀齋田記録 愛知県/編 AO 173 ユ

悠紀齋田紀念画帖［写・複

製］

松村櫻雨/著 AO 173 ユ

悠紀斎田記念写真帖［複

製］上巻

愛知県/編 AO 173 ユ

悠紀斎田記念写真帖［複

製］下巻

愛知県/編 AO 173 ユ

悠紀齋田案内 悠紀齋田奉賛會/編 AO 173 ユ

御大禮並悠紀斎田に関す

る新聞の抜萃集録 壱

A 173 コ

御大禮並悠紀斎田に関す

る新聞の抜萃集録 弐

A 173 コ

御大禮並悠紀斎田に関す

る新聞の抜萃集録 参

A 173 コ

御大禮並悠紀斎田に関す

る新聞の抜萃集録 四

A 173 コ

大嘗祭悠紀斎田 岡崎市六ツ美市民セン

ター

AP 173 タ
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御田扇祭り（平成 27 年 6月現在）

書名 著者名等 請求記号 特記事項

皇大神宮御田扇祭 お扇

さん余話

小嶋二三夫/著 AO 386 コ

御田扇祭り調査報告書 岡崎市教育委員会 AO 386 オ

皇大神宮 御田扇祭 高橋町御田扇祭実行委

員会

AO 386 コ

安城歴史研究 第 38 号 安城市歴史博物館/編 A 234 ア P.67-74

大和町誌 大和町誌編さん委員会/

編

A 233 タ P.256-259

岡崎市美術博物館研究紀

要 第 4号

岡崎市美術博物館/編 AO 706 オ P.1-38

ふるさと六ツ美西部 ふるさと読本編集委員

会/編集

AO 233 フ P.118-

安城市史研究 第 4 号 安城市史編さん委員会/

編

A 234 ア P.33-46

新編岡崎市史 総集編 20 新編岡崎市史編集委員

会/編

AO 233 シ P.228

新編岡崎市史 近代 4 新編岡崎市史編集委員

会/編

AO 233 シ P.402-

新編岡崎市史 民俗 12 新編岡崎市史編集委員

会/編

AO 233 シ P.715-

新編岡崎市史 史料.民俗

19

新編岡崎市史編集委員

会/編

AO 233 オ P.97-

「扇さん」あれこれ［複製］ 〔岡崎氏福桶町同所三

宮神社〕/編

AP 386

岡崎地方史話 鈴木重一/編 AO 233 オ P.53-56

六ツ美風土記 岡崎市立六ツ美中部小

学校父母教師会/編

AO 233 ム P.162-164

岡崎市史 第八巻 岡崎市役所/編 AO 233 オ P.202-204
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○瀧山寺鬼祭り（平成 28年 1 月現在）

書名 著者名等 請求記号 特記事項

瀧山寺 鬼まつり 鈴木智彦/著 AO 386 タ

市政だより おかざき 平

成 25 年 1～12 月

岡崎市市長公室広報広

聴課/編

AO 318 シ 4/1 号 P.2-11

岡崎・西尾の昭和 写真ア

ルバム

樹林舎 AO 233 オ P.59

愛知県の伝統芸能 祭 天野光清 A 386 ア P.37,38

愛知の史跡と文化財 愛知県文化財保存振興

会/編

A 290 ア P.659

岡崎・史跡と文化財めぐり

徳川家康のふるさと

岡崎・史跡と文化財めぐ

り編集委員会/編

AO 233 オ P.229

鬼祭りと十二人衆 中根武夫/著 AO 386 オ

岡崎・史跡と文化財めぐり

昭和 59 年改訂

岡崎・史跡と文化財めぐ

り編集委員会/編

AO 233 オ P.210

岡崎の文化財 №2 岡崎市教育委員会/編 AO 709 オ P.36

郷土芸能 ぼくらでひきつ

ごう 三河編

愛知県青少年育成県民

会議 愛知県青年団協/

編

A 386 キ P.4

月報 岡崎の教育 昭和 63

年度 №179～190

岡崎市教育委員会/編 AO 373 ケ No.189 P.4-5

伊奈森太郎先生遺稿抄 伊奈森太郎/著 A 289 イ P.395-400

［常磐村］郷土誌 愛知縣額田郡常磐尋常

高等小学校/編

A 233 キ 第十篇 第四章

おかざき－その周辺－ 愛知県岡崎区ＢＢＳ会

/編

AO 293 オ P.109

岡崎市史 第八巻 岡崎市役所/編 AO 233 オ P.215-227

尾三文化史談 上巻 愛知県教育会/編 A 201 ヒ 第 4輯 15-16

郷土の祭 愛知県小中学校長会/編 A 386 キ P.42-43

岡崎の観光文化百選とそ

の周辺

大石収宏/編著 AO 233 オ P.176-178

写真展「瀧山寺鬼まつり」 鈴木智彦/撮影 AC 293 絵葉書

岡崎の観光えはがき 岡崎商工会議所 AC 293 絵葉書

三州瀧山寺眞景繪葉書 AC 293 絵葉書

修正会の地方化と鬼の変 山崎一司/著 AP 386 「民俗芸能研究 第 35 号」抜刷
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容 愛知県平野部の「鬼祭

り」・「はだか祭り」を中心

に

春を呼ぶ 瀧山寺の鬼祭

り

三河朝日会 ASA 岡崎ブロ

ック／発行

AP 386

民俗藝術 第参巻 第貳號 小寺融吉/編 AP 380 「三河修正會の鬼祭」

自然と健康 3 月号 日本の

祭シリーズ－滝山寺鬼ま

つり－

日本カイロプラクティ

ック師会広報部/発行

AP 386

○山中八幡宮デンデンガッサリ（平成 28 年 1 月現在）

書名 著者名等 請求記号 特記事項

愛知県の民俗芸能 愛知県

民俗芸能緊急調査報告書

愛知県教育委員会/編 A 386 ア P.103-108

「岡崎学－岡崎を考える」

/「岡崎学特別講座」講演録

第 6回

岡崎大学懇話会/編 AO 379 オ P.32-40

三河国額田郡誌 千秋社 AO 233 ミ P.592-598

三河国額田郡誌 全 額田郡教育会/編 AO 233 ミ P.592-598

続・岡崎の観光文化 その1 大石収宏/編著 AO 233 オ P.189-190

岡崎市史 第六巻 領土編 岡崎市役所/編 AO 233 オ P.97-102

新編岡崎市史 20 総集編 新編岡崎市史編集委員

会/編集

AO 233 シ

新編岡崎市史 12 民俗 新編岡崎市史編集委員

会/編集

AO 233 シ P.735-756

新編岡崎市史 19 史料.民

俗

新編岡崎市史編集委員

会/編集

AO 233 シ P.302-305

岡崎の歴史 岡崎の歴史編集委員会/

編

AO 233 オ P.161-162

岡崎地方史話 鈴木重一/編 AO 233 オ P.57-58

郷土館 №1～30 岡崎地方史研究会/編 AO 050 キ №10 P.2 №14 P.7

月報 岡崎の教育 昭和 48

年度～昭和 51 年度

岡崎市教育委員会/編 AO 373 ケ №11
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市政だより おかざき 平

成 20 年 1～12 月

岡崎市企画政策部広報

課/編

AO 318 シ 2/1 号 P.10-11

市場町物語 角谷米三/編

出版者:江坂岩治郎〔岡

崎市市場町総代〕

AP 233 イ

山中八幡宮御田植祭 山中八幡宮 AP 386 P.12

山中八幡宮御田植祭 鈴木京次/編 AP 386

岡崎の祭りうた 岡崎市現職教育委員会

社会科部会/編

AP 386 P.2,12

デンデンガッサリ 岡崎舞

木 豊作祈る郷土芸能

愛知新聞切抜き・複製

(1977.1.1 付)

AN 386


