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郷土の祭りを調べる
山車の曳きまわしと伝統のお囃子が魅力の「ところざわまつり」は、
毎年たくさんの人で賑わいます。多くの人に親しまれている県内の

① 事典類で調べる
所蔵館内でご覧ください。複写サービスがご利用できます。
（1 枚 10 円）
書
名
著者・編集者
出版社
出版年
請求記号

図説
日本のおどり
日本の祭り
文化事典

中山義夫

日本図書
センター

2012

R386.81/ﾅ

全日本郷土
芸能協会

東京書籍

2006

R386.1/ﾆ

2006

R386.1/ﾏ

2009

R386.1/ﾈ

祭りの事典

佐藤和彦ほか

年中行事大辞典

加藤友康ほか

お祭りについて、調べてみませんか。

東京堂
出版
吉川
弘文館

※書名の後に、著者名、出版社、出版年、[請求記号]で表記してあります。

②埼玉の祭りを調べる
☆情報を広く集めるには、キーワードが必要です。
･今回のキーワード・・・祭り、祭礼、行事、所沢、埼玉、
民俗芸能、おどり、囃子
☆“請求記号”
（本の背ラベルの番号）で効率よく資料を探すこ
とができます。
・請求記号にＫが付くものは郷土資料、Ｒが付くものは参考
図書です。ともに所蔵している図書館内での閲覧になります。
貸出ができる資料もございますので、カウンターにご相談く
ださい。
・請求記号の二ケタ表記は児童書、三ケタ以上は一般書です。
・今回の請求記号…380.5(風俗習慣・民俗学)382(風俗史・民俗誌)
382.134（埼玉県の民族誌）386.1（年中行事・祭礼）748（写真集）
213.4（埼玉県の歴史）B1(邦楽・詠吟）B2(日本民謡)
☆インターネット情報は各図書館のインターネット端末でご覧いた
だけます。契約データベース以外のプリントサービスはご利用で
きません。

『神楽を楽しむ』
埼玉県立歴史と民俗の博物館 2012 年 [386.813/ｶ]
埼玉県内各地の神楽を紹介。また、他の芸能との関わりなども掲載。

『祭礼行事 -埼玉県-』
高橋秀雄ほか／編 おうふう 1996 年 [386.2/ｻ]
県内の祭礼行事を地区ごとに分け、ページごとに写真付で解説。

『埼玉のまつり』
国土地理協会／編 埼玉県県政資料室 1989 年 [K380.5/ｻ]
四季の祭りを写真で紹介。所沢市内では、
「北野天神の春まつり」を掲載。

『埼玉の祭り・行事 -埼玉の祭り･行事調査事業報告書-』
埼玉県立民俗文化センタ－ 埼玉県教育委員会 1997 年 [K380.5/ｻ]
県内 30 地域の祭り･行事の調査報告書。
「所沢市北秋津の天王様」を掲載。

『埼玉の民俗歳事記』
倉林正次ほか／著 さきたま出版会 1980 年 [382.134/ｸ]
県内の行事を月毎に解説。
「重松流祭囃子」掲載。
『川越の祭り』 小泉功ほか／監修 埼玉新聞社 2002 年 [H386.134/ｶ]

『埼玉の夏祭り 調査概報 Ⅰ-北足立・北埼玉・南埼玉・北葛飾-』
埼玉県立歴史と民俗の博物館

『埼玉の夏祭り 調査概報

2013 年

[K380.5/ｻ]

Ⅱ -入間・比企・大里-』

埼玉県立歴史と民俗の博物館
「北秋津の天王様（所沢市）
」掲載。

2014 年

[K380.5/ｻ/2]

『埼玉の夏祭り 調査概報

Ⅲ –秩父・児玉-』

埼玉県立歴史と民俗の博物館 2015 年 [K380.5/ｻ/3]
『秩父夜祭』 薗田稔／監修 さきたま出版会 2005 年 [386.134/ﾁ]
『一度は観たい日本の祭り』
昭文社 2018 年 [386.1/ｲ]
全国の祭りを地域別に紹介。
「秩父夜祭」
「川越まつり」
「熊谷うちわ祭」
を掲載。

➃所沢の地域新聞で調べる（本館で閲覧できます。）

③所沢の祭りを調べる

⑤ＣＤで楽しむ

『所沢市史 -民俗-』
所沢市史編さん委員会/編 所沢市 1989 年 [213.4/ﾄ]
「所沢山車祭り」や「重松流祭り囃子」の詳しい記載がある。

『ところざわ歴史物語』
（所沢市史ダイジェスト版）
所沢市教育委員会 2020 年 [213.4/ﾄ]
市制施行７０周年を記念して増補改訂された。重松流祭り囃子と山車
の記載がある。

『ふるさと所沢 -所沢市制施行 60 周年記念写真集』
郷土出版社 2010 年 [213.4/ﾌ]
所沢の祭りや山車の写真、七夕祭りの写真やコラムなどを掲載。

『所沢祭りだ、ワッショイ！！』
藤巻由夫／著 新風舎 2005 年 [748/ﾌ]
ところざわまつりの写真集。
『金山百年史』
金山町町内会 1987 年 [213.4/ｶ]
「金山神社の祭礼」
「所沢の山車まつり」
「金山町の山車」などの歴史と
解説を掲載。
『北秋津ものがたり』
北秋津郷土史の会 2005 年 [213.4/ｷ]
火渡りで知られる北秋津の天王様の歴史や、地口行灯について掲載。

『重松流祭囃子沿革史-無形民俗文化財』
重松流祭囃子沿革史編さん委員会／編

重松流祭囃子保存会
1978 年 [K382/ｼﾞ]
所沢各町の山車について写真と詳細な記述がある。

『埼玉の祭り囃子４ 入間地方編２ 埼玉県民俗芸能調査報告書
第 10 集』
埼玉県立民俗文化センター 1992 年 [K380.5/ｻ/4]
所沢を含む入間地方各町の、祭囃子の詳しい情報や山車の写真を掲載。

『祭りと芸能』
「祭りと芸能」
編集委員会/編 所沢市立中央公民館 1984 年 [K382/ﾏ]
公民館セミナーのまとめ。所沢の祭りや獅子舞、祭囃子などを掲載。

『日刊新民報』 日刊新民報社 (昭和 29～32 年、40～平成 24 年終刊）
『所沢ニュース』
所沢ニュース社 （昭和 63 年～平成 14 年終刊）
『市民新聞』
［所沢］市民新聞社 (平成 14 年～継続発行中）

『所沢音頭/所沢市民音頭』

所沢市 2013 年 [B2/ﾄ]
所沢音頭は、昭和 26 年に所沢商工会議所設立を記念して製作され、
所沢市民音頭は昭和 45 年に市制施行 20 周年を記念して製作された。

『埼玉の民俗音楽

-川越地方の祭り囃子』

埼玉県立民俗文化センター 1991 年 [B1/ｶ]
※ 他に『埼玉の民俗音楽シリーズ』(東芝ＥＭＩ株式会社) 全 8 巻の
ＣＤあり。

⑥データベースで調べる
2021 年現在、所沢図書館内のインターネット端末でご覧いただけるデータベー
スです。祭りに関するニュースや情報が得られます。

★朝日新聞社「聞蔵Ⅱ」（1879 年創刊～/本館・分館で利用可）
★読売新聞社「ヨミダス歴史館」
（1874 年創刊～/本館・分館で利用可）
★日本経済新聞社「日経テレコン 21」
（過去 30 年分の記事/本館のみ利用可）
★国立国会図書館デジタルコレクション（本館・分館で利用可）

⑦インターネットで調べる
ところざわまつり公式Ｗｅｂサイト （所沢商工会議所）
http://www.tokorozawa-cci.or.jp/matsuri/
所沢市ホームページ
「楽しむ・学ぶ」⇒「カテゴリ別イベント情報」⇒「お祭り」
所沢市内で開催される各種祭りの案内。
https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/iitokoro/event/main/
omaturi/
埼玉県観光課ちょこたび埼玉
県内各地のお祭り・イベント情報を案内
https://chocotabi-saitama.jp/

