


資料コード 書名 著者名 出版年 出版者 請求記号

040002285 江戸の祭り囃子全曲集 松本源之助社中 1993 コロムビアミュージックエンタテインメントA    429   /ｴ  

003466212 世界の果てまでイッテQ!宮川大輔のワッショイお祭り紀行 宮川 大輔∥著 2015.8 幻冬舎 T    699   /ﾐﾀ 

003170232 日本の祭 柳田 国男∥[著] 2013.1 角川学芸出版 B    386   /ﾔｸ 

002796639 ニッポンありゃまあお祭り紀行 春夏編 椎名 誠∥[著] 2011.4 講談社 B    915   /ｼﾏ 

003578191 おまつり万歳! たかぎ なおこ∥著 2016.11 文藝春秋      386   /ﾀﾅ

003358536 奇祭 杉岡 幸徳∥著 2014.8 有楽出版社      386   /ｽｺ

002821247 京都祇園祭 中田 昭∥著 2011.6 京都新聞出版センター      386   /ﾅｱ

002326473 祭り旅 森井 禎紹∥著 2005.12 日本写真企画      386   /ﾓﾃ

003571130 日本と世界の祭り 2016.10 小学館 K    386   /ﾆﾎ

002078246 つな引きのお祭り 北村 皆雄∥文 2006.1 福音館書店 K    386   /ｷﾐ

002453882 祭りの達人 芳賀 日向∥監修 2008.9 辰巳出版      743   /ﾏﾂ

資料コード 書名 著者名 出版年 出版者 請求記号

002652231 古都 川端 康成∥著 2010.1 新潮社 B          /ｶﾔ

003563889 ねこまつりのしょうたいじょう いとう みく∥作 2016.9 金の星社 K          /ｲﾐ

002585084 シロクまつりへようこそ! 後藤 みわこ∥作 2009.6 学研 K          /ｺﾐ

003605200 いたずらこやぎと春まつり 松居 スーザン∥作 2017.2 佼成出版社 K          /ﾏｽ

001990475 ほしまつりの日 宮川 ひろ∥作 2005.6 ポプラ社 K          /ﾐﾋ

001146926 ムーミン童話全集　4 トーベ　ヤンソン∥作　絵1990.8 講談社 K          /ﾔﾄ

2017年7・8月 企画展示「わっしょい」

夏といえば、祭りだ！わっしょい！！
今回の企画は「祭り」に関する本を集めました。
本来、日本の祭りは神への感謝の気持ちとして、神をむかえてお供え物や芸能などを捧げる儀式です。
現在の祭りといえば神輿に花火や夜店等、楽しいことが盛りだくさんですよね。
子供も大人もなぜだか不思議とワクワクするものではないでしょうか。
今回の企画は７・８月と2ヶ月間展示いたします。どうぞご堪能下さい。

【お祭りの小説】

【お祭り紀行の本】



資料コード 書名 著者名 出版年 出版者 請求記号

002845860 神輿大全 宮本 卯之助∥監修 2011.9 誠文堂新光社      386   /ﾐｺ

002484974 神輿 NHK「美の壺」制作班∥編2008.9 日本放送出版協会      386   /ﾐｺ

00132438 江戸神輿と日本の祭り 小澤宏之∥著 1998.5 講談社      Q386 /ｵﾋ     

040009656 超便利！実用シリーズ　盆踊り 三橋美智也　他 2000 キングレコ－ド A    429   /ﾎ

003366021 盆おどる本 盆踊ろう会∥[編] 2014.7 青幻舎      386   /ﾎﾝ

003461898 今日も盆踊り 小野 和哉∥著 2015.7 タバブックス      386   /ｵｶ

003352652 どんぶり金魚の楽しみ方 岡本 信明∥著 2014.6 池田書店      666   /ｵﾉ

001433399 懐かしの縁日大図鑑 ゴーシュ∥編 2003.7 河出書房新社      673   /ﾅﾂ

002017431 魔女リンゴあめ屋 越水 利江子∥作 2005.7 あかね書房 K          /ｺﾘ

002311891 はずれはあたり大あたり うどん あこ∥作 2007.7 文研出版 K          /ｳｱ

資料コード 書名 著者名 出版年 出版者 請求記号

002887366 平成着物読本 君野 倫子∥著 2011.11 河出書房新社      593   /ｷﾘ

002869047 着物まわりの小物レシピ 誠文堂新光社∥編 2011.10 誠文堂新光社      593   /ｷﾓ

003233270 大人のためのゆかたのきほん 2012.6 主婦の友社      593   /ｵﾄ

003448713 ひとりで着られる!可愛く結べる!ゆかたはじめてレッスン 2015.7 世界文化社 T    593   /ﾋﾄ

003438307 コツがわかれば簡単!らくらく15分着付け 石田 節子∥監修 2015.6 世界文化社      593   /ｺﾂ

003591587 きものネイル見本帖 仲宗根 幸子∥監修 2016.12 河出書房新社      595   /ｷﾓ

002895181 もっとキレイを楽しむきものヘア 成美堂出版編集部∥編2012.1 成美堂出版      595   /ﾓﾂ

003558466 あの日の花火を君ともう一度 麻沢 奏∥著 2016.8 双葉社 B          /ｱｶ

002707937 大江戸人情花火 稲葉 稔∥[著] 2010.7 講談社 B          /ｲﾐ

002343106 秋の花火 篠田 節子∥著 2007.11 文藝春秋 B          /ｼｾ

003356221 白菊 山崎 まゆみ∥著 2014.7 小学館      575   /ﾔﾏ

003450651 どどどーんぱっ! とよた かずひこ∥作　絵 2015.6 鈴木出版      E     /ﾄｶ

003488644 子どもに伝えたい和の技術　3 和の技術を知る会∥著 2015.3 文溪堂 K    502   /ｺﾄ

000167982 日本列島花火旅 出井 邦子∥文 1996.7 小学館      575   /ﾃｸ

001526291 花火写真集 冴木 一馬∥写真 2003.8 ぶんか社 Q    748   /ｻｶ

【神輿・盆踊り・夜店に関する本】

【花火・ゆかたに関する本】



☆ 山口市の祭り情報 ☆

祭り名 期間

山口祇園祭 7/20(木)～27(木)

第２回嘉年サマーフェスティバル 7/16（日）

第３９回ふしの夏祭り 7/29(土)

山口七夕ちょうちんまつり 8/6(日)・7(月)

音楽と花火の夕べ 8/8(火）

とくぢ花火大会 8/26(土）

阿東地域交流センター嘉年分館駐車場

山口市中心商店街、駅通り、パークロード他

陸上自衛隊山口駐屯地内グランド

徳地堀・出雲合橋付近

場所

八坂神社、大殿竪小路、山口市中心商店街

椹野川東津河川公園(小郡)


