
タイトル 人名 出版者 出版年月 請求記号

お練り百年 南信州新聞社／編 南信州新聞社 1974年 N 386 ﾐﾅ

飯田のおねり祭り 今井源四郎／著 山村書院 1938年 N 386 ｲﾏ

おねり祭り プロデュース 星川明 1981年 N 386 ﾌﾛ

飯田のお練り祭りについて 園原　かおる／著 N 386 ｿﾉ

飯田お練り祭り本屋台調査報告書 飯田市美術博物館／編 飯田市美術博物館 2015年 N 386 ｲｲ

大宮諏訪神社とねりまつり 大宮諏訪神社社務所／編 邦文堂印刷所 1926年 N 386 ｵ

信州飯田領主　堀侯　改訂 飯田市美術博物館／編 飯田市美術博物館 2020年 N 243 ｲｲ

東野大獅子 小田嶋　正勝／編集 東野大獅子保存会 2010年 N 386 ﾋｶ

東野大獅子 南信州新聞社出版局 2016年 N 386 ﾋｶ

信濃の獅子舞と神楽 小林　幹男／著 信濃毎日新聞社 2006年 N 386 ｺﾊ

獅子舞 飯田市美術博物館 飯田市美術博物館 2010年 N 386 ｲｲ

芸能の谷　伊那谷　第２巻 三隅　治雄／著 新葉社 1986年 N 386 ﾐｽ

お練り祭りの生まれた時代 今村　光利（飯田市） 2010年 N 386 ｲﾏ

薄井　竜之 長瀬　宰治／著 2009年 N 289 ｳｽ

歴史の探訪 村田平吉／著 村田平吉 1986年 N 243 ﾑﾗ

伊那の芸能 村沢　武夫／著 伊那史学会 1967年 N 702 ﾑ

お練り　大名行列 飯田市立図書館 FN

飯田お練りまつり
飯田お練りまつりに関連するリストです。お探しの時は、お気軽に職員へおたずねください。
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飯田市の７０年 伊那史学会／編 一草舍出版 2007年 N 243 ｲﾅ

御用伺い七十年 小塩　禄郎／著 小塩禄郎 1981年 N 946 ｺ

郷土のまつり集　昭和五十八年より六十一
年お練り祭り迄

村沢　武夫／収集 ﾑﾗ 386 N

伊那　１９５６年０４月号
飯田のおねり

原　彰一／著 伊那史学会 1956年

伊那　１９６２年０３月号
明治中期飯田のおねり

高田　久四郎／著 伊那史学会 1962年

伊那　１９６８年０３月号
大名行列の起りと思い出

宮下　藤一郎／著 伊那史学会 1968年

伊那　１９６８年０５月号
おねり特集　大名行列の編成と技法
行列の順序　掛声　所望

宮下　藤一郎／著 伊那史学会 1968年

伊那　１９８１年０３月号
下伊那の祭り特集

伊那史学会 1981年

伊那　１９８６年０３月号
お練祭再考

日下部　新一／著 伊那史学会 1986年

伊那　１９９８年０３月号
お練り祭

石川　正臣／著 伊那史学会 1998年

伊那　１９９８年１１月号
飯田のお練り祭

三隅　治雄／著 伊那史学会 1998年

伊那　１９９８年１２月号
飯田のお練り祭り（二）

三隅　治雄／著 伊那史学会 1998年

伊那　２００４年０１月号
飯田のお練り・御柱祭　・獅子舞

広瀬　忠一／著 伊那史学会 2004年

伊那　２００４年０３月号
葭の髄から天覗く（一）～お練りと『管窺
録』～

永井　辰雄／著 伊那史学会 2004年

伊那　２００７年０３月号
消えた文化財―お練り祭の屋台を中心
に

伊那史学会 2007年

伊那　２０１７年０１月号
飯田お練り祭り本屋台の復元

中山　京子／著 伊那史学会 2017年

飯田お練りまつり　昭和４３年申年 飯田お練りまつり協賛会／編 飯田お練りまつり協賛会 1968年 N 386 ｲｲ
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飯田お練りまつり　昭和５５年庚申 山岸英二／編 飯田お練りまつり奉賛会 1980年 N 386 ｲｲ

飯田お練りまつり　昭和６１年丙寅 飯田お練りまつり奉賛会／編 飯田お練りまつり奉賛会 1987年 N 386 ｲ

飯田お練りまつり　平成４年壬申 飯田お練りまつり奉賛会／編 飯田お練りまつり奉賛会 1992年 N 386 ｲ

飯田お練りまつり　平成十年戌寅 飯田お練りまつり奉賛会／編 南信州新聞社出版局 1998年 N 386 ｲｲ

飯田お練りまつり　平成十六年甲申歳 飯田お練りまつり奉賛会／編 南信州新聞社出版局 2004年 N 386 ｲｲ

飯田お練りまつり　平成二十二庚寅歳 飯田お練りまつり奉賛会／編 南信州新聞社出版局 2010年 N 386 ｲｲ

飯田お練りまつり　平成二十八年丙申
歳

飯田お練りまつり奉賛会／編 南信州新聞社出版局 2016年 N 386 ｲｲ

お練りまつり　平成二十八年　丙申 飯田ケーブルテレビ／制作 アイワ 2016年 DV 386 ｵﾈ N

お練りまつり　平成二十二年　庚寅 飯田ケーブルテレビ／制作 アイワ 2010年 V4 386 ｵﾈ N

お練りまつり　平成十年戌寅　平成十
六年甲申

アイワ 2009年 DV 386 ｵﾈ N

飯田お練りまつり ローランズ　Ｍｕｓｉｃ／制作 2016年 DV 386 ｲｲ N

お練りまつり由来記　飯田銀座堀端由
来記

飯田お練りまつり奉賛会／他/編 2010年 V3 386 ｲｲ N

まつりの日本 堀家和夫／他３名編
中部日本新聞社内

中日映画社
1964年 N 386 ﾏﾂ

飯田・上飯田の民俗　2 飯田市美術博物館 飯田市美術博物館 2018年 N 382 ｲｲ
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