
タ　イ　ト　ル 著　者 出　版　者 出版年 請求記号

かざこし山 飯田市美術博物館／編 飯田市美術博物館 1989年 N 243 ｲｲ

風越山 飯田市美術博物館 2018年 N 243 ｶｻ

風越山 村沢　武夫／編 山村書院 1938年 N 243 ﾑ

風越山イラストマップ 風越山を愛する会 2005年 N 243 ｶｻ

風越山からの風 風越山を愛する会 2013年 N 293

伊那　１９８８年１０月号
風越山特集

伊那史学会 1988年

伊那　2018年08月号
風越山開山1300年記念特集

伊那史学会 2018年

飯田・上飯田の歴史　上 飯田市歴史研究所 飯田市教育委員会 2012年 N 243 ｲｲ

飯田・上飯田の民俗　１ 飯田市美術博物館 飯田市美術博物館 2013年 N 382 ｲｲ

わがムラの石造文化財　１ 南信州文化財の会 南信州新聞社 2016年 N 714 ﾐﾅ

風越山麓の石碑たち 丸山史跡マップ編集委員会 丸山まちづくり委員会 2012年 N 243 ﾏﾙ

丸山の石碑（複写版） 丸山石仏の会 1989年 N 714 ﾏﾙ

私たちの曙の里 羽場まちづくり委員会／編 羽場まちづくり委員会 2010年 N 243 ﾜﾀ

風越山 飯田市立図書館 FN

南信の名山　風越山 竹村　浪の人／編者 竹村浪の人 1958年 ﾅﾐ 291 ﾅﾝ

風越山 村沢　武夫／収集 ﾑﾗ 243

伊那名勝志 北原　痴山／著 山村書院 1938年 N 243 ｷﾀ

風越山
風越山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。
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伊那繁昌記（復刻版） 吉川源美／著 飯田共同印刷 1992年 N 243 ﾖｼ

名碑を訪ねて
（中日ホームニュース記事の切り抜き）

村沢　武夫 N 714 ﾑﾗ

伊那　１９５９年０１月号
風越山覚書
権現さま詣り　風越山白山権現
矢立木（「風越山覚書」中）

大沢　和夫（飯田市）／
著
山本　慈昭／著

伊那史学会 1959年

伊那　１９７２月０８月号
白山神社奧宮本殿の造営と坂西頼国
風越山頂上に所在する重要文化財建
築

宮下　操／著 伊那史学会 1972年

伊那　１９６５年０５月号
風越山の三十三観音

代田　健（豊丘）／著 伊那史学会 1965年

伊那　１９９０年１２月号
石燈篭まで登る　風越山 大沢　和夫（飯田市）／著 伊那史学会 1990年

伊那　１９９６年０３月号
風越山のさくら

伊藤　文男／著 伊那史学会 1996年

伊那　１９８３年１０月号
風越山のさくら

堤　久／著 伊那史学会 1983年

伊那　２００１年１０月号
風越山のブナ林を訪ねて

伊藤　昭雄／著 伊那史学会 2001年

伊那　１９６８年０６月号
再指定された天然記念物　風越山のベ
ニマンサク　モリアオガエルの繁殖地
立石の大杉　小黒川のミズナラ

牧内　雅博／著 伊那史学会 1968年

伊那　１９５２年１１月号
伊那谷の天然記念物　（飯田市　一）風
越山のべにまんさく　一

牧内　雅博／著 伊那史学会 1952年

伊那　2019年01月号
口絵　風越山麓にあった五重塔と三重
塔
風越山をめぐる信仰ー重陽の節句とオ
クンチー

桜井　弘人（飯田市）／
著 伊那史学会 2019年

猿庫の泉 飯田市立図書館 FN

風越山と天竜舟下り 竹村　浪の人／著 風越書房 1961年 N 689 ﾀ

飯田の地名と白山信仰　写真付ガイド
マップ

飯田市立中央図書館 飯田市 2013年 N 243 ｲｲ ﾁﾒｲ

かざこしやま叢雲薫風 伊藤文男／著 1999年 N 243 ｲﾄ
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風越山物語 平沢　忠明／著 南信州新聞社出版局 2018年 N 291 ﾋﾗ

ふるさと飯田の自然 飯田市教育委員会／編 飯田市教育委員会 1977年 N 243 ｲ

身近な草・木・花との対話 新葉社 2008年 N 470 ﾐｼ

飯田の象徴かざこし百景 三ツ橋　冬生／著 飯田共同印刷 2003年 N 748 ﾐﾂ

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

羽場曙友会誌 羽場曙友会誌編纂委員会／編 羽場曙友会生産森林組合 1984年 N 650 ﾊ

下伊那誌　地質編 下伊那教育会地質委員会／編 下伊那誌編纂委員会 2006年 N 243 ｼﾓ

昭和初期　飯田下伊那名勝旧跡（生写
真アルバム）

N 243 ｼﾖ

伊那谷の山（信州日報記事の切り抜き） 久保田　賀津男 N 290 ｸﾎ

信州の里山を歩く　中南信編 里山を歩く編集委員会／編 信濃毎日新聞社 1999年 N 243 ｼﾝ

信州の山 宮坂　七郎／著 信毎書籍出版センター 2013年 N 290 ﾐﾔ

伊那谷自然史論集　Ｖｏｌ．１
飯田市風越山ブナ林におけるヒメネズ
ミの記録

飯田市美術博物館／編集 飯田市美術博物館 2000年 N 460 ｲﾅ

伊那谷の里山１００山 知らない山へ登る会／編者 知らない山へ登る会 2005年 N 292 ｼﾗ

伊那の中路　わがこゝろ 菅江真澄／著 真澄遊覧記刊行会 1929年 N 950 ｽ

飯田市民大学講座　第42回
風越山開山1300年　記念ｼﾘｰｽﾞ①　特別陳
列　風越山－白山信仰の聖地　第5講座
風越山開山1300年　記念ｼﾘｰｽﾞ②　風越山
と人の暮らし　第6講座

2018年 N 379 ｲｲ

風越山麓わくわくプロジェクト会報 2021年

白山信仰を辿る歴史と地名 伊那谷地名研究会／編 伊那谷地名研究会 2018年 N 243 ｲﾅ ﾁﾒｲ
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