上州 夏の風物詩雷 関連資料展示リスト
「雷（らい）と空風 義理人情」と上毛かるたにも詠まれる、群馬の夏の名物「雷」。
今回は郷土資料を中心に、科学や気象、民俗、信仰、文学など、雷にまつわる様々な資料を
集めて展示します。
展示期間：平成 22 年 6 月 25 日～

群馬県立図書館

【図書】（書名

調査相談室

著者名 出版者 出版年 請求記号 貸出用有に○）

『群馬県百科事典』 上毛新聞社 1979 K030 G94 ○
p.953-954 雷電信仰、雷電神社
『上毛俗話』 第 13 集 鈴木繁編 上毛古文化協会 1957 K005 J69.1 (13)
p.8-12 雷神と雷除け
『群馬のＫ』 平成版 山中庄太郎著 中央総合教育出版 2009 K049 ﾆ 9Y ○
p.177-180 雷の K
『上州の神と仏』 近藤義雄著 煥乎堂 1996 K160 ﾅ 62 ○
p.18 貫前神社の雷神小窓
『雷神小窓』 近藤喜博〔著〕 〔神道史学会〕 〔1960〕 「神道史研究」第８巻第４号抜刷 K170 ﾂ 00
『上州のお宮とお寺』神社篇 近藤義雄編著 丸山知良編著 上毛新聞社 1978 K175 ﾃ 8Z ○
p.6-7 雷電神社（板倉町板倉）
『上州御利益ガイド』 上毛新聞社出版局編 上毛新聞社出版局 1998 K175 ﾅ 89 ○
p.244-245 雷電神社（邑楽郡板倉町板倉）
『上毛板倉雷電神社略誌』 江森幸平著 改訂版 伊奈良村（邑楽郡板倉町） 1928 K175.71 E54
『「上毛かるた」で見つける群馬のすがた 知れば、もっとぐんまが好きになる！』群馬県文化振興課
企画 群馬県 2010 K210 +ﾇ 03 ○
p.44-45 雷と空風 義理人情
『板倉町史』下巻 通史 宮田茂編 板倉町史編さん委員会 1985 K271 I87.1 (2) ○
p.752-756 板倉雷電神社と雷電信仰
『上州名物の解説 嬶天下・空風・屋根の石・雷』 斎藤長五郎著 群馬出版社 1950 K291.4 S25
p.107-159 雷、雷雨
『群馬歴史民俗』 第 23 号群馬歴史民俗研究会編 K380 G94 (23)
p.23-44 雷の民俗－雷伝承の二面性を中心に 青柳智之
『雷電池雨乞い 板倉雷電様』 藤倉寛三著 鶴ヶ島町史編さん室 1979 K384 ﾃ 97
『日本の鬼 日本文化探求の視角』 近藤喜博著 桜楓社 1967 387 Ko73 ○
p.223-257 風神雷神 貫前本殿の雷神小窓 雷電への恐怖
『カミナリさまはなぜヘソをねらうのか』 吉野裕子著 サンマーク出版 2000 387 ﾆ 0Z ○
『雷の民俗』 青柳智之著 大河書房 2007 K387 ﾆ 7Z ○
『上毛野昔語 東毛編』（みやま文庫 14） 宮崎雷八編 みやま文庫 1964 K388 Mi88 (1) ○
p.43 雷よけの名号（太田） p.49 臨終の雷鳴（太田）
『おらがぁ村の昔ばなし』 利根村教育委員会編 アドファイブ出版局 1986 K388 ﾄ 69 ○

p.34 雷と柿平（かきだいら）
『民話上州路の笑い話と怖い話』 酒井正保編 あさを社 1997 K388 ﾅ 7Y ○
p.14-15 雷様にさらわれた鼻高男
『読みがたり群馬のむかし話』「群馬のむかし話」（1977）の改題 群馬昔ばなし研究会編 日本標準
2005 K388 ﾆ 5X
p.224-226 雷さまの手伝い
『群馬の理科ものがたり』 群馬県理科教育研究会編著 日本標準 1980 K400 ﾄ 0Z ○
p.160 日本一のかみなり県 p.165 かみなりの通り道と雷電神社
『ぐんまの自然』 群馬県自然保護読本研究会編集 群馬県 1982 K400 ﾄ 23
p.15-16 雷とからっ風
『群馬を科学する』 読売新聞社前橋支局編 煥乎堂 1993 K450 ﾅ 3X ○
p.116-182 第 2 部 雷編
『雷とからっ風』 （みやま文庫 57）相葉伸〔ほか〕編 みやま文庫 1975 K451 R12 ○
『群馬の天気 災害をもたらす気象現象』 畑山源二著 煥乎堂 1985 K451 ﾄ 57 ○
p.3-19 各月の気象災害 p.33 強雷 p.82 雷
『群馬県の気象百年』 前橋地方気象台編 日本気象協会北関東センター 1996 K451 +ﾅ 6Z ○
ｐ.24-25 雷公裁かれるの日(昭和 15 年 6 月 20 日読売新聞)
p.26 雷観測に科学の布陣 低速度カメラで正体を解剖（昭和 16 年 5 月 17 日東京日日新聞）
p.323-364 群馬県気象災害表
『雷さんと私』 宅間正夫著 三月書房 2006 K451 ﾆ 6Z ○
『群馬の天気ことわざ』 （上毛文庫７）現代科学との接点 青木慶一郎著 上毛新聞社 1986 K451.2
ﾄ 69 ○ p.88-104 ○○山の三束雨（山賊雨） p.95 雷害 p.147 前橋における最大 1 時間雨量の順位
（1912-1981）
p.185-186 郷土の里言アラカルト
『雲』 原色写真集 日本航空協会 1982 451.61 ﾄ 25 ○
p.128-140 積乱雲
『雲 造形美の競演』 高橋健司著 誠文堂新光社 1998 451.61 ﾅ 88 ○
p.1-15 積乱雲 p.28-29 積乱雲・積雲
『雲の名前の手帖』（ブティックムック No.244） 高橋健司著 シンク 1998 451.61 ﾅ 8Y ○
p.146 入道雲 p.162-169 積乱雲
『雨の名前』 高橋順子文 佐藤秀明写真 小学館 2001 451.64 ﾆ 16 ○
p.47 山賊雨 p.69 夕立 p.71 雷雨
『カミナリの科学』（JED 新書） 川俣修一郎著 全国加除法令出版 1980 451.7 ﾄ 09 ○
『雷』 その被害と対策 東村山 教育社 1988 451.7 ﾄ 8Y ○
『避雷心得』 ［富士見村（勢多郡）］ 電力中央研究所赤城試験センター [1990.8] K451.7 ﾅ 08
『謎だらけ・雷の科学 高電圧と放電の初歩の初歩』（ブルーバックス B-1107） 速水敏幸著 講談社
1996 451.7 ﾅ 62 ○
『磯部蜃気楼の謎 雷と蜃気楼と神と人』企画展 第５回 安中市ふるさと学習館編 2005 K451.7 +
ﾆ 5X ○ p.3 天神と雷神 p.4 雷と蜃気楼と神と人 p.34 雷電神社 p.35 貫前神社の雷神小窓 ｐ.36
雷電神社の分布
『空の色と光の図鑑』 斎藤文一文 武田康男写真 草思社 1995 451.75 ﾅ 5X ○
p.129-140 さまざまな稲妻はどのようにつくられるか
『カミナリはここに落ちる 雷から身を守る新しい常識』 岡野大祐著 オーム社 1998 451.77 ﾅ 8Z
○
『雷と雷雲の科学 雷から身を守るには』 北川信一郎著 森北出版 2001 451.77 ﾆ 11 ○

『おもしろサイエンス 雷の科学』（B&T ブックス） 妹尾堅一郎監修 雷研究会編 日刊工業新聞社
2008 451.77 ﾆ 87 ○
『解明カミナリの科学』 岡野大祐著 オーム社 2009 451.77 ﾆ 95 ○
『群馬の気候』 山内秀夫編著 上毛新聞社 1979 K451.8 ﾃ 9X ○
p.79-82 雷 p.129-137 雷雨 p.170-183 雷とその災害と信仰
『群馬県気象災害史』 群馬県編 前橋気象台編 群馬県 1982. K451.9 ﾄ 2Z ○
第一編 明治 29 年以前の資料 第二編 明治 30 年～昭和 40 年の資料 第三編 昭和 41 年～昭和 56
年の資料
『群馬の災異 日別年表』 畑山源二編 畑山源二 1997 資料提供：前橋地方気象台 K451.9 ﾅ 7Z
過去の気象災害を月日別にまとめた、日付による災害事典（雷雨害、落雷害など）
『御荷鉾の三束雨』 登丸芳夫著 文芸社 2000 K451.9 ﾆ 07 ○
p.35-36 御荷鉾の三束雨
『群馬県指定重要文化財雷電神社社殿修理工事報告書』 群馬県雷電神社編 板倉町（邑楽郡） 群
馬県雷電神社 1990 K521 +ﾅ 0Y
p.38-54 雷神信仰－群馬県下の事例を中心として 近藤義雄 p.55-59 雷神信仰に関する一考察 奈
良部清満
『雷害リスク 急増する新型被害への対策』 妹尾堅一郎編 雷害リスク低減コンソーシアム著 ダイヤモ
ンド社 2003 544.7 ﾆ 38 ○
『わかりやすい雷害対策 トップマネジメント必携』 雷害リスク低減コンソーシアム監修 日本実務出版
2004 544.7 ﾆ 48 ○
『ゆうだち』 阿部肇作・絵 東京 ポプラ社 2006 K909 +A13 ﾆ 6Z ○
『関東の万葉歌碑 万葉と歴史の接点』 長島喜平編 武蔵野歴史研究会 1992 K911.2 ﾅ 21 ○
p.106-107 「伊香保嶺に雷な鳴りそね」の歌碑
『群馬の万葉歌』 北川和秀著 あかぎ出版 2002 K911.2 ﾆ 2Z ○
p.30-31 伊香保嶺に雷な鳴りそね･･･の歌
『日本の美術百選』 町田章責任編集 鈴木規夫責任編集 朝日新聞社編 朝日新聞社 1999 708.7
+ﾅ 95 ○
p.70 風神雷神図 俵屋宗達
『天神縁起の系譜』図版篇 須賀みほ著 中央公論美術出版 2004 721.2 +ﾆ 44 (2) ○
p.54-55 雷神襲来（承久本）
『群馬文学全集』第 20 巻 思想・評論 随筆 滞在日記・紀行 群馬文学年表 伊藤信吉監修 藤井浩編
群馬県立土屋文明記念文学館 2003 K908 ﾅ 91 (20) ○
p.204-208 雷 猪谷六合雄
『土の精神 山村暮鳥詩集』 山村暮鳥著 素人社 1929 K915.6 Y32 3
p.30-38 雷雨の時
『山村暮鳥全集』第３巻 童話１・小説２ 山村暮鳥著 筑摩書房 1989 K915.6 Y32 ﾄ 96-3 ○
p.211-231 夕立

【雑誌】
『群馬風土記』 第 10 巻第 3 号通巻 46 号 1996 年夏季号 特集：上州・歴史今昔 東京 群馬出版セン
ター［編］ p.89-91 雷と空風 義理人情 風神・雷神抄 立石伊佐雄
『判例タイムズ』 第 59 巻第 28 号 通巻 1280 号 '08.12/15 判例タイムズ社

p.72-91 速報：サッカー大会落雷事故訴訟（差戻控訴審判決）

【新聞】
『落雷で枯死した並木の杉 通行手形で復活』 上毛新聞 平成 21 年（2009）3 月 19 日
『落雷、12 万 2000 世帯停電』 上毛新聞 平成 19 年（2007）8 月 7 日
『北毛中心 36 万 6000 戸が停電』 上毛新聞 平成 18 年（2006）8 月 23 日
『上毛かるたをよむ 夏に多発 名物「雷」』 上毛新聞 平成 16 年（2004）1 月 27 日
『雷神小窓』 貫前神社の謎を探る ５ 上毛新聞 平成 7 年（1995） 2 月 23 日
『コメ新品種で高崎の小 2 本多君 命名「ゴロピカリ」』 上毛新聞 平成 7 年（1995）1 月 26 日

【インターネット情報資源】
雷なんでもサイト
http://kaminari-nandemo.com/
かみなりねっと（雷サミット実行委員会事務局 鶴岡市企画部地域振興課）
http://www.kaminari.gr.jp/
雷 （ウィキペディア）
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%B7

