資料展示目録

群馬の民俗
期間：平成２４年１月２０日（金）～３月２５日(日)
会場：群馬県立図書館 ３階展示コーナー
群馬県立図書館では、県内の郷土資料の重点的な収集・保存・利用提供に努めて
おり、これら貴重な郷土資料の中から、年４回テーマを決めて、特色ある資料を幅
広く紹介する資料展示を行っています。
この資料展示では、群馬の衣食住、四季の行事、祭事などを中心に群馬の民俗に
関する本を展示します。
【展示資料について】
本展示は、関連の図書・雑誌等の一端を紹介するもので、全ての資料等を網羅的に紹介
するもの ではありません。ここに示した１１２点の資料は、所蔵資料の一部です。
展示資料は通常主に２階調査相談室の郷土資料コーナーにあり、いつでも閲覧できます。
複本がある場合には、展示期間中でも貸出のできるものがあります。「＊」記号の付いた
ものは、一冊のみ所蔵あるいは雑誌類のため、貸出できない資料です。
なお、展示されていない所蔵資料のことや展示資料の貸出等のご相談は、２階調査相談
室で受け付けておりますので、お申し付けください。

☆★群馬の民俗★☆
群馬県は古くから東山道、中山道、三国街道などの街道が整備された交通の起点であり、
江戸時代には天領、旗本領などが入り交じっていたため、多様な文化が入り込みやすい土地で
した。そのため“群馬県の民俗は開放的であり、複雑であり、まことにとりまとめにくい”という学者
もいます。
各地の風俗習慣が入り交じり、群馬の特色を盛り込んで独特の文化をつくり上げた群馬の民
俗について、いくつかの分野に分けて紹介します。
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群馬の風土と生活（みやま文庫１２２） みやま文庫 1992
群馬民俗学の軌跡 都丸十九一の人と業績 群馬民俗学の軌跡刊行会／編
煥乎堂 1993
群馬の民俗 群馬県立図書館 1983
写真でつづる上州の民俗 都丸十九一／写真・文 未来社 1999
生きている民俗探訪 群馬 上野勇／編 第一法規 1978
群馬（日本の民俗１０） 都丸十九一／著 第一法規出版 1973
上毛民俗ところどころ（みやま文庫３２） 近藤義雄／〔ほか〕著 みやま文
庫 1969
民俗的散歩 多野藤岡地方 日野 由一／著 [日野由一] 1985
むかしのくらし 群馬県立歴史博物館友の会／編 群馬県立歴史博物館友の会
1988
群馬県民俗分布地図 群馬県民俗文化財分布緊急調査報告書 群馬県教育委員
会文化財保護課／編 群馬県教育委員会 1985
群馬歴史民俗 創刊号 群馬歴史民俗研究会／編 群馬歴史民俗研究会
上毛民俗 創刊－第３０号（復刻） 上毛民俗学会／編 上毛民俗学会 2003
甘楽毛野 創刊号 茂木正一／編 炎きよ子資料館

○衣食住に関する本
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着る・食べる・住む 群馬の民俗３（みやま文庫１１４） 根岸謙之助／編集
代表
上州昔乃暮し しの木弘明／編 いいだや書店 1998
関東の衣と食 井田 安雄／[ほか]著 明玄書房 1974
風土と農と食 栗原藤七郎／著 栗原藤七郎 1984
群馬の食文化 都丸十九一／てい談，志田俊子／てい談，関口正己／てい談
上毛新聞社 1990
群馬のたべもの（みやま文庫７５） 武藤典／著 前橋 みやま文庫 1979
聞き書群馬の食事 「日本の食生活全集 群馬」編集委員会／編 農山漁村文
化協会 1990
板倉町の行事食 映像資料 春よ来い！ 板倉町民俗研究会／企画・発行
群馬 [板倉町民俗研究会] 2006.3 B3 １枚 １２ｃｍ
群馬の味（味のふるさと１７） 角川書店 1978
ぐんまの伝統食 上毛新聞社出版メディア局 2008
上州ふるさとの味 美味礼賛 下 東京三洋電機株式会社／編 東京三洋電機
1979
上州ふるさとの味 美味礼賛 中 東京三洋電機株式会社／編 東京三洋電機
1979
上州のくらし民具 塩崎昇／著 読売新聞前橋支局／編 煥乎堂 1977
上州の民家（みやま文庫３４） 矢島胖／著 みやま文庫 1969
上州の重要民家をたずねる 東毛編 群馬県文化財研究会／編 あさを社
2009
群馬の民家 写真と解説 柳田芳武／著 柳田芳武 1982
利根川中流域の漁具・漁法－群馬県玉村町五料－ 映像資料 利根川中流域水
文化研究会玉村町五料区／企画 利根川中流域水文化研究会玉村町五料区
2007
からっ風産業 ぐんまの風土産業 群馬大学教育学部地理学教室／編，群馬大
学地理学会／編 上毛新聞社 1990
関東の生業 1 農林業 明玄書房 1980
おらが村の養蚕のむかし 林愛也／著，園部みどり／編 ﾃｨｰﾃﾞｨｰｱｲ 1999
カイコのいるくらし 群馬の養蚕 群馬県立歴史博物館／編 群馬県立歴史博
物館
新・あすへの遺産 桐生織物と撚糸用水車の記録 織都きりゅうを支えた先達
の素顔 桐生市老人クラブ連合会／編，桐生地域情報ネットワーク／編 桐生
桐生市老人クラブ連合会 2003
群馬県の養蚕習俗 群馬県教育委員会事務局／編集 群馬県教育委員会事務局
1972
アサヒグラフ 通巻 3910 号（上州・養蚕農家の四季） 朝日新聞社 1997

○年中行事・祭りに関する本
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群馬の祭りと年中行事 群馬県小学校中学校教育研究会・中学校社会科部会／
編 上毛新聞社 1995
群馬の行事事典 群馬歴史散歩の会 1993
上州のくらしとまつり 須藤功／写真，都丸十九一／文 煥乎堂 1977
上毛民俗ごよみ 萩原進／編 毎日新聞社前橋支局 1964
上州歳時記 都丸十九一／著 煥乎堂（発売） 1997
郷土芸能と行事 群馬県 萩原進／著 煥乎堂 1957
習俗歳時記 赤城山西南麓農家の年中行事 今井善一郎／著 煥乎堂 1941
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年中行事考 利根沼田の生活史 飯塚正人／著 飯塚正人 2001
どんどん焼 おじいちゃんの子どものころ 上原八朗／文・絵 上原八朗
1998
＊４７ 吾妻風土記 関怒濤／著 西毛新聞社 1974
４８ 小正月のつくりもの ３ 利根編 群馬県教育委員会文化財保護課／編 群馬
県教育委員会 1989
＊４９ 上州路 月刊郷土文化誌 第６巻１月号通巻５６号-第６巻６月号通巻６１号
関口ふさの／編 あさを社
＊５０ ふるさとめぐり 写真集 第４集 祭りと伝承行事を尋ねて 粕川村歴史散歩
の会／編 粕川村 1991
５１ 日本の祭り 関東３ 朝日新聞社 2004
５２ ぐんま祭探訪 映像資料 群馬県広報課／企画 群馬県教育委員会
５３ 群馬県の祭り・行事 群馬県祭り・行事調査報告書 群馬県教育委員会／編
群馬県教育委員会 2001
５４ 中之条の鳥追い 山口 武夫／著 中之条町鳥追い祭り保存会 ［2011］
５５ 群馬の獅子舞 〔群馬県獅子舞保存会／編〕 群馬県獅子舞保存会 1983
５６ 奇祭！湯かけ祭り 映像資料 〔群馬〕
５７ 東新井の獅子舞－群馬県伊勢崎市境東新井－ 映像資料 東新井獅子舞保存会
／企画 [伊勢崎市教育委員会] 2009
５８ 民俗資料選集 ３７ 片品の猿祭 文化庁文化財部／編 国土地理協会 2007
５９ 玉村町早春の三大祭り 玉村町教育委員会生涯学習課文化財係 2011

○民間信仰に関する本
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歳時と信仰の民俗 都丸十九一／著 三弥井書店 1986
よくわかるだるまさん 広瀬正史／著 チクマ秀版社 2000
縁起だるま 高崎だるまとその商圏 峰岸勘次／著 上毛新聞社 2001
民俗の神々 群馬の民俗１（みやま文庫１０２） 都丸十九一／編集代表 み
やま文庫 1986
上州の原始信仰を考える 永遠の生への希い 関口ふさの／著 金井淡路守奉
賛会 1983
『両毛の民間信仰』 栃木の天狗・群馬の鬼 松原 日治／著 松原日治
［2011］
群馬の民間信仰（みやま文庫５６） 相葉伸／著 みやま文庫 1975
上州の道祖神 西南毛編 塩谷博／著 あかぎ出版 2002
上州の道祖神 中・東毛編 塩谷博／著 あかぎ出版 2002
上州の道祖神 北毛編 塩谷博／著 あかぎ出版 2002
上州路道祖神百選 日本石仏協会群馬県支部／編 あさを社 1984
群馬の道祖神 平山利男／写真，萩原進／文 群馬県文化事業振興会 1979
養蠶の神々 蚕神信仰の民俗 阪本 英一／著 群馬県文化事業振興会 2008
養蚕の神々 繭の郷で育まれた信仰 安中市ふるさと学習館／編 安中市ふる
さと学習館 2004
上州の馬頭観世音 柴田鉦三郎／著 群馬県歴史散歩の会 1974
高崎市の地名と信仰 西毛文化史学会／編 西毛文化史学会 1970
石仏地図手帖 群馬篇 日本石仏協会／編 国書刊行会 1990

○民話・伝説に関する本
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おはなし群馬の民話 ＣＤ＆ブック 後藤博子／文，高井恵子／文，北島新平
／さしえ あかぎ出版 1992
前橋とその周辺の民話 酒井正保／著 群馬県文化事業振興会 1983
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群馬のむかし話 群馬昔ばなし研究会／編 日本標準 1977
読みがたり群馬のむかし話 群馬昔ばなし研究会／編 日本標準 2005
群馬県の民話（県別ふるさとの民話１６） 日本児童文学者協会／編 偕成社
1979
上毛むかし話 上毛警友編集部／編 上毛警友編集部 1960
東上州の昔話し しの木弘明／著 桜井出版 1980
前橋の伝説百話 佐藤寅雄／編 前橋市観光協会 1974
ぐんまのむかしばなし絵本 群馬の昔話刊行会／編 前橋 上毛新聞社 1989
しあわせ河童（カッピー） しあわせ河童 大木紀元／文，戸塚佳江／絵 〔水
沼駅温泉センター〕 〔2005〕
ふくろうとにわとり 日本民話より 唯野 元弘／文，毛利 将範／絵 鈴木出
版 2008
利根の詩と民話 おの ちゅうこう／著 崙書房 1976
上州の民謡とわらべうた 酒井正保／著 煥乎堂 1975
上州路のむかしばなし 酒井正保／編著 あさを社 1979
館林・邑楽の民話と伝説 川島維知／著 聚海書林 1985
おばあやんの昔話 細川にきのむかしばなし（群馬県利根郡新治村須川郷）
須藤澄子／著 煥乎堂 1980
山姫物語 とんとむかしメルヘン 榛谷泰明／著 草風社 1982
たちばなのむかしばなし 〔北橘村教育委員会／編〕 北橘村教育委員会 1984
吾妻の民話と伝説 安原修次／編 安原修次 1978
上州新治の民話 群馬 持谷靖子／編著 国土社 1987
伊香保姫物語 伊香保温泉伝説 松崎寛／作画，松崎寛／文監修，保科久夫／
文監修 伊香保書院 1998
上州猿ケ京の民話 林愛也の語り 三国路紀行文学館／編 国土社 1988
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ふるさとの遊び 丸山知良／編 好日社 1972
子どもの遊び 上州風土記 酒井正保／著 あさを社 1981
絵で見る子供の遊び 大島俊彦／画 群馬県立図書館（自館複製） 〔1988〕
遊んべえ 赤城山麓の子どもの四季 下田直好／絵・文 煥乎堂 1986
うねめ 昔話・昔遊び 境町立釆女小学校ＰＴＡ教養委員会／編 釆女小学校
ＰＴＡ教養委員会 1987
しつけと遊びの民俗 根岸謙之助／著 桜風社 1980
群馬県につたわるこどもの遊び 群馬県小学校体育研究会／編著 光文書院
1984
倭文神社の田遊び－群馬県伊勢崎市上之宮町－ 映像資料 倭文神社の田遊び
保存会／企画 [伊勢崎市教育委員会文化財保護課] 2008
高崎かるた 高崎市制１００周年記念 〔関口コオ／原画〕，高崎市／作成
2000
妙義かるた 〔妙義町かるた制作委員会／編〕 妙義町かるた制作委員会 2002
あづまかるた 東村教育委員会／編 東村教育委員会 〔1985〕
「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
ふじおかかるた 金井昭／作，尾張久雄／絵 浅賀方正 [1987]
郷土かるたと郷土唱歌 その社会科教育論的考察 山口幸男／著，原口美貴子
／著 近代文芸社 1995
編集・発行

群馬県立図書館（前橋市日吉町１－９－１）
電話 ０２７－２３１－３００８

