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天龍峡 今村　良夫／編 下伊那短歌協会 1952年 N 243 ｲﾏ

天龍峡　－歴史と叙情－ 今村良夫 信濃路 1979年 N 243 ｲﾏ

天龍峡紀行 今村　真直／著
天竜峡景勝の
保全復元を願う会

1997年 N 243 ｲ

天龍峽 上柳　緑／編 発光堂 1912年 N 243 ｳｴ

天龍峡記　附小唄 阪谷　朗廬 N 243 ｻｶ

名士と天竜峡 田中　徳三郎／著 田中商店 1914年 N 243 ﾀﾅ

天龍峡 天龍峡龍峡亭 1917年 N 243 ﾃﾝ

天龍峡　第4版 下田　忠雄／著 下田文具店 1923年 N 243 ｼﾓ

天龍峡 今村良夫／著 甲陽書房 1959年 N 243 ｲ

名勝天龍峡命名１５０周年記念
名勝天龍峡１５０周年記念
事業実行委員会／編

名勝天龍峡１５０周年記
念事業実行委

1997年 N 243 ﾒ

天龍峡 加藤寛／著 田中商店 1916年 N 243 ｶﾄ

奇勝　天竜峡 栗岩　英治／著 原　虎太郎 1913年 N 243 ｸﾘ

信濃奇勝天竜峡 N 243 ｼﾅ

天龍峡夜話 今村　良夫／著 N 243 ｲﾏ ﾑﾗ

飯田・下伊那の歴史と景観 飯田市歴史研究所／編集 飯田市教育委員会 2019年 N 243 ｲｲ

天竜川・天竜峡 村沢　武夫／収集 ﾑﾗ 243 N

甦る伊那谷の明治
「甦る伊那谷の明治」
刊行会／編

「甦る伊那谷の明治」
刊行会

1985年 N 243 ﾖ

伊那名勝志 北原　痴山／著 山村書院 1938年 N 243 ｷﾀ

ケンブリッジ大学秘蔵明治古写真 臼井　秀三郎／写真師 平凡社 2005年 210.6 ｳｽ

日本旅行日記　１ アーネスト・サトウ／〔著〕 平凡社 2008年 291 ｻﾄ 1

天龍峡 飯田市立図書館 FN

伊那名勝志 北原　痴山／著 山村書院 1938年 N 243 ｷﾀ

　天龍峡
天龍峡に関連する資料です。お探しの時は、お気軽に職員へおたずねください。

飯田市立図書館　2020年５月
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史蹟名勝天然紀念物調査報告
復刻版　第３巻

長野県 長野県文化財保護協会 1974年 N 292 ﾅ

川路村誌 川路村誌編纂委員会／編 川路村誌刊行委員会 1988年 N 243 ｶ

龍江村誌 龍江村誌編纂委員会 龍江 1997年 N 243 ﾀ

天龍峡公園（複写版） 下伊那観光連盟 N 243 ﾃﾝ

名勝天龍峡保存管理計画
概要版（複写版）

飯田市教育委員会／編 飯田市教育委員会 2010年 N 243 ｲｲ

飯田・天竜峡の研究（複写版）
長野縣上田染谷丘高校
人文地理班

1954年 N 243 ｲｲ

天竜川　観光文化 清水　源市／著 天竜文化新聞社 1953年 N 689 ｼﾐ

天竜川の水運 日下部　新一／著
建設省中部地方建設局
天竜川上流工事事務所

1991年 N 680 ｸ

郷土美術全集　飯田・下伊那（後編） 新葉社 2003年 N 708 ｷﾖ

信州飯田郷土人物講談１２話 牧内　雪彦／著 南信州新聞社出版局 2001年 N 937 ﾏｷ

天竜川のあの頃
国土交通省天竜川上流
工事事務所

2001年 N 517 ﾃﾝ

定本天竜川 郷土出版社 2001年 N 517 ﾃｲ

日本アルプス Ｗ．ウェストン／著 平凡社 1995年 291 ｳ

天竜舟下り十年史
天竜舟下り社史
編集委員会／編

天竜舟下り株式会社 1978年 N 680 ﾃ

南信濃　飯田ものがたり 飯田文化財の会／編 信濃路 1976年 N 243 ｲｲ

天龍川の洪水について（複写版） 長野県綜合開発局／編 長野県綜合開発局 1950年 N 517 ﾃﾝ

「エコタウン」が地域ブランドになる時代 関　満博／編 新評論 2009年 N 519 ｴｺ

信濃の橋百選 信濃の橋刊行会／著 信濃毎日新聞社 2011年 N 517 ｼﾅ

語りつぐ天竜川　第１巻 北原技術事務所／編 中部建設協会 1994年 N 517 ｶ

語りつぐ天竜川　第２巻 北原技術事務所／編 中部建設協会 1994年 N 517 ｶ

語りつぐ天竜川　第４巻 北原技術事務所／編 中部建設協会 1994年 N 517 ｶ

天竜川史料 建設省天竜工事事務所／編 建設省天竜工事事務所 N 517

天竜に棹さして
天竜船下り株式会
社社史編集室

天竜船下り株式会社 1993年 N 335 ﾃ

飯田線 集英社 2009年 686 ｲｲ

天竜峡（複写資料） N 243 ﾃﾝ

伊那　２００７年０８月号
明治１５年の天竜峡写真∥∥地理・地名
川村　宏／著

伊那史学会 2007年
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篠田とく斉 千代の歴史を語る会 2015年 N 289 ｼﾉ

伊那　２０１４年０８月号
久邇宮殿下の天竜峡探勝と、軍務中心の滞飯
記録∥∥近代　鎌倉　貞男／著

伊那史学会 2014年

伊那　１９５２年０８月号
天龍峡が世に出たころ∥∥商業・観光
村沢　武夫／著

伊那史学会 1952年

伊那　１９５２年１１月号
阪谷朗蘆の天龍峡命名に就いて∥∥
地理・地名　今村　良夫／著

伊那史学会 1952年

伊那　２００４年０４月号
天龍川・天龍峡叙情の記録から－国名勝指定
七十周年を迎えて－∥∥交通・通信
今村　直真／著

伊那史学会 2004年

伊那　２００４年１１月号
国名勝指定七〇周年を迎えて天龍峡・天龍川叙情の
記抄∥∥地理・地名　今村　真直／著
天竜峡以南の通船と渡船∥∥交通・通信
伊坪　達郎／著

伊那史学会 2004年

伊那　１９８９年１０月号
天竜峡人と作品・拾遺（一）∥∥芸術
今村　真直／著

伊那史学会 1989年

伊那　１９８９年１２月号
天竜峡人と作品・拾遺（二）百年前のアメリカ人
天竜川紀行・詩ほか∥∥芸術　今村　真直／著

伊那史学会 1989年

伊那　１９８２年１１月号
口絵　日下部　鳴鶴　天竜峡十勝磨崖に臨んで
の詩文　明治十五年十月二十九日∥∥芸術
今村　真直／解説

伊那史学会 1982年

伊那　１９８２年１２月号
口絵　天竜峡十勝の内「垂竿磯」∥∥石碑・石文
今村　真直／解説

伊那史学会 1982年

伊那　１９８３年０１月号
口絵　龍角峯と磨崖　天龍峡十勝の一景∥∥
地理・地名　今村　真直／解説

伊那史学会 1983年

伊那　１９８３年０２月号
口絵　天竜峡十勝の一景”帰鷹崖”∥∥
石碑・石文　今村　真直／解説

伊那史学会 1983年

伊那　１９８３年０３月号
口絵　天龍峡十勝の一景”姑射橋”∥∥
地理・地名　今村　真直／解説

伊那史学会 1983年

伊那　１９８２年０６月号
天竜峡の鳥類∥∥動植物　下平　洋雄／著

伊那史学会 1982年

伊那　１９７８年０１月号
天竜峡十勝と鳴鶴∥∥石碑・石文
今村　良夫／著

伊那史学会 1978年

伊那　１９６５年０７月号
天竜峡の今昔∥∥商業・観光　関島　久雄／著

伊那史学会 1965年

伊那　１９６１年０２月号
天竜峡の古いこと新しいこと　一∥∥地理・地名
関島　久雄／著

伊那史学会 1961年
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