
企画展示「富山から飛騨へ―飛越街道をたどって―」展示資料目録

期間：2014年11月7日(金)－12月28日(日)　　 
場所：富山市立図書館　本館1階展示コーナー

＜歴史＞

書名 著者名 出版者

＜富山県の歴史＞

1 越中の明治維新 高井進 桂書房

2 越中ブリ 北日本新聞社 北日本新聞社

3 街道の日本史　27 吉川弘文館

4 街道の日本史２７　越中・能登と北陸街道 深井甚三/編 吉川弘文館

5 北前の記憶　北洋・移民・米騒動との関係 井本三夫 桂書房

6 郷土の先覚１００人 北日本新聞社 北日本新聞社

7 城下町富山の町民とくらし 田中善男 高科書店

8 図説富山県の歴史 高瀬保 河出書房新社

9 定本鰤街道　その歴史と文化 市川健夫 郷土出版社

10 とやま元祖しらべ 桂書房 桂書房

11 富山県の百年 梅原隆章 山川出版社

12 富山県の歴史　第2版 深井甚三 山川出版社

13 富山県の歴史散歩
富山近代史研究会歴史
散歩部会

山川出版社

14 富山県歴史の五街道 塩照夫/著 吉田印刷

15 富山藩侍帳 高瀬保 桂書房

16 鰤のきた道　越中・飛騨・信州へと続く街道 市川健夫/監修 オフィスエム

17 ふるさと富山歴史館 深井甚三 富山新聞社

18 水橋町〈富山県〉の米騒動 井本三夫 桂書房

19 わが町の歴史　富山 坂井誠一 文一総合出版

＜岐阜県の歴史＞

1 あなたの知らない岐阜県の歴史 山本博文 洋泉社

2 岐阜県の百年 丹波邦男 山川出版社

3 岐阜県の歴史　第2版 松田之利 山川出版社

4 岐阜県の歴史散歩
岐阜県高等学校教育研
究会地歴・公民部会　地

山川出版社

5 昭和に生きて　宮川村の近代化と戦争体験
宮川村自分史をつづる
会

宮川村教育委員会



6 飛騨　よみがえる山国の歴史 森浩一 大巧社

7 飛騨街道紀行 松尾一 まつお出版

8 飛騨街道紀行 松尾一/著 まつお出版

9 飛騨中世史の研究 岡村守彦 戎光祥出版

10 飛騨の系譜 桑谷正道 日本放送出版協会

11 飛騨ぶり街道物語　ぶり街道の文化と自然
飛騨文化自然誌調査会
/調査・執筆

岐阜新聞社

12 飛騨古川のものがたり みかなぎりか 文藝春秋

13 飛騨三木一族 谷口研語 新人物往来社

14 濃飛古代史の謎   水と犬と鉄 尾関 章 三一書房

＜文化＞

書名 著者名 出版者

＜富山県の文化＞

1 越中の民俗宗教 伊藤曙覧 岩田書院

2 風の盆　新版　おわら案内記 成瀬昌志 言叢社

3 傷だらけの神々の山　立山、白山の自然は今 近藤泰年 山と渓谷社

4 暮らしの歳時記　富山編
「愛蔵版暮らしの歳時
記」編集委員会

富山新聞社

5 新とやまの冠婚葬祭 北日本新聞社出版部 北日本新聞社

6 住まいのとやま学 アキ編集室 富山　富山県建築

7 沈黙の森 北日本新聞社編集局 北日本新聞社

8 冨の山の人　仕事の哲学 森田裕一 経済界

9 とやま巨木探訪 泉治夫 桂書房

10 富山県のことば 平山輝男 明治書院

11 富山県の獅子舞 富山県教育委員会 富山富山県郷土史会

12 富山県民くらし百年 編集工房 富山　富山県

13 富山語録辞（トヤマゴロジー） 富山語探査班 シー・エー・ピー

14 富山と神岡 邑上亮次 神岡富山県人交親会

15 とやま土木物語 白井芳樹 富山新聞社

16 富山なぞ食探検 読売新聞富山支局 桂書房

17 富山の美術と文化 長島勝正 文献出版



18 とやまの祭り
富山県教育委員会生涯
学習・文化財室

富山県教育委員会生涯
学習・文化財室

19 富山の力石 高島慎助 岩田書院

20 富山民俗文化誌
富山民俗文化研究グ
ループ

シー・エー・ピー

21 とやま雪語り 北日本新聞社 北日本新聞社

22 長良川の一日 天野礼子 山と渓谷社

23 日本の心のふるさと飛越日本村
日本の心のふるさとを守
り育てる飛越協議会

富山　日本の心のふるさ
とを守り育てる飛越協議

24 日本のまんなか富山弁 蓑島良二 北日本新聞社

25 仏教民俗バタバタ茶 清原為芳 清原為芳

＜岐阜県の文化＞

1 川とともに　フォトエッセイ長良川 坪井良一 ぎょうせい

2 ぎふ海紀行 岐阜新聞社編集局 岐阜新聞社出版局

3 岐阜の名山名木
岐阜県林政部自然保護
課

教育出版文化協会

4 ぎふ百山を登る ぎふ百山を登る会 岐阜新聞社

5 岐阜をもっと知ろう！
岐阜大学教育推進・学
生支援機構

みらい

6 白川郷合掌造Ｑ＆Ａ 宮沢智士 智書房

7 高山祭　この絢爛たる飛騨哀史 山本茂実 朝日新聞社

8 中部四十九薬師巡礼 富永航平 朱鷺書房

9
手仕事にみる飛騨の暮らし　伝えたい、命を紡
いだ母たちの愛

高山女性史学習会 ドメス出版

10 飛越交流　飛騨の考古学
富山県埋蔵文化財セン
ター

富山県埋蔵文化財セン
ター

11
飛騨おもしろ博物館　飛騨を科学する・飛騨で
科学する

飛騨自然史学会 中日新聞本社

12 飛騨蚕糸　須山峰雄写真集 須山峰雄 光村印刷

13 飛騨白川郷へ　失われゆく風景を探して アラン・ブース 新潮社

14 飛騨古川の町意匠　祝祭と「雲」 Inax

15 飛騨ろまん 蒲幾美 講談社

16
わたしの奥飛騨　北アルプスの麓、山之村の暮
らしを追って

木下好枝 山と渓谷社

＜おはなし＞

書名 著者名 出版者

＜富山県のおはなし＞



1 石川・富山ふるさとの民話 北国新聞社出版局 北国新聞社

2 越中射水の昔話 伊藤 曙覧 三弥井書店

3 大沢野ものがたり
大沢野工業高等学校
社会研究部

大沢野町役場

4 語りつぐ富山の民話　Ⅰ～Ⅳ 稗田菫平 富山県児童文学協会

5 黒部の花よめ 稗田 菫平 金沢 北国出版社

6 神通峡周辺の民話・伝説シリーズその1～5 ほそいり遊々企画 ほそいり遊々企画

7 神通峡周辺の昔ばなし　民話と伝説　その1～2 佐田 保/編著 ほそいり遊々企画

8 神通峡を訪ねて第1～3集 ほそいり遊々企画 ほそいり遊々企画

9 立山と黒部の昔ばなし 立山黒部貫光/企画 立山黒部貫光

10 立山のてんぐ 稗田 菫平 金沢 北国出版社

11 となみ昔むかし
砺波市小学校教育研究
会

砺波市小学校教育研究
会

12 富山県の民話 日本児童文学者協会 偕成社

13 富山のはなし 瀬川 安信 富山市教育委員会

14 とやまの民話 石崎 直義 C・A・P

15 とやまの民話　第2集 石崎 直義 富山 シー・エー・ピー

16 富山の昔話 石黒 渼子 桂書房

17 蜷川の昔ばなし 富山市立蜷川小学校 蜷川小学校

18 日本昔話通観 第11巻 稲田 浩二 同朋舎

19 婦中町れきしのかおり 婦中町教育委員会 婦中町教育委員会

20 むかしむかしのおはなし
富山県立山町保育所連
絡協議会保育研究会

富山県立山町保育所連
絡協議会保育研究会

21 八尾の近代民話 八尾町ボランティア講座 八尾町教育委員会

22 読みがたり富山のむかし話 富山県児童文学研究会 日本標準

＜岐阜県のおはなし＞

1 岐阜県の民話 日本児童文学者協会 偕成社

2 小学生日本の民話　9 小峰書店

3 日本の民話　6 ぎょうせい

4 飛騨の絵本　田草川譲紀行写真 田草川譲 けやき書房

5 ふるさとの民話　2～5
ふるさと創作絵本作成
実行委員会

飛騨市教育委員会

6 まぼろしの瀧   飛騨街道「片掛の宿」昔語り 文山 秀三/著 ほそいり遊々企画


	展示リスト

