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富山県立図書館 

2021 年 8 月作成・2023 年 3 月改訂 

 

１．キーワード 

最初に、情報にたどり着く手がかりとなるキーワードを考えてみてください。適切なキーワードを選択

し、資料の特長を理解しておくことで、調べものがより効率的に進められます。 

富山 祭り 祭礼 伝統行事 年中行事 郷土芸能 伝統芸能 民謡 曳山 御車山 おわら 

たてもん むぎや こきりこ つくりもん 山車 獅子舞 など 

 

①テーマの棚に行ってさがす（分類番号順に書架に並んでいます） 

図書館の本には、1 冊ごとにテーマを表す分類記号がついています。各コーナーでこの分類番号の棚

に行くと、同じような内容の資料が近くに並んでいます。 

分類 分類名 場所 

T210～ 各市町村史 

とやまの本 T380 風俗・習慣・民俗 

T381～T387 風俗・習慣・民俗（市町村） 

385 祭礼・年中行事 一般開架・参考書 

    

②蔵書検索から探す 

館内の蔵書検索端末や富山県立図書館ウェブサイト「図書・雑誌検索」でキーワード、書名・著者名

などを入力して検索することができます。 

（https://lib2.lib.pref.toyama.jp/opac/WOpacTifSchCmpdDispAction.do）  

 

●富山県全域の祭りに関する図書〈一例〉 

資料情報 請求記号 場所 

『富山県史 民俗編』（富山県，1973） T209/31/2 とやまの本 

『祭礼行事  富山県  都道府県別』（桜楓社，1991） T380/74 とやまの本 

『富山県の祭り・行事 富山県祭り・行事調査報告書』（富山県教育

委員会，2002） 
T380/107 とやまの本 

『とやま祭りガイド』（北日本新聞社，2004） T380/114 とやまの本 

『暮らしの歳時記 富山編』（富山新聞社，2012） T380/143/1 とやまの本 

『富山県の築山・曳山・行燈行事 大型の風流作り物の現状』（富山

県教育委員会文化財課，2005） 
T380/118 とやまの本 

『富山県の獅子舞 富山県内獅子舞緊急調査報告書』（富山県教育

委員会，1979） 
T380/47 とやまの本 

『全国年中行事辞典』（東京堂出版，2007） 385.8/129 書庫 

『祭・芸能・行事大辞典  上・下』（朝倉書店，2009） 385/72 参考書 

２．図書を探す 
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●特定の祭りに関する図書（一例） 

資料情報 請求記号 場所 

『伏木曳山祭再見』（高岡市伏木文化会，1998） T384/40 とやまの本 

『城端曳山史』（城端町，1978） T386/42 とやまの本 

『高岡御車山 華やかな神の座』（高岡市教育委員会，2000） T384/43 書庫 

『風の盆おわら案内記 定本』（言叢社，2004） T388.9/86/B とやまの本 

『越中おわら風の盆 越中八尾・坂のまちめぐり公式ガイドブック 

OWARA‐KAZE NO BON official guide』（おわら風の盆

行事運営委員会，2015） 

T388.9/139/ 書庫 

『こきりこ 越中五箇山筑子唄保存会五十周年記念誌』（越中五箇

山筑子唄保存会，2001） 
T388.9/115/ 書庫 

『越中五箇山麦屋節保存会百周年記念誌』（越中五箇山麦屋節保存

会，2009） 
T388.9/130/ 書庫 

 

 

①原紙・縮刷版を見る 

●新聞原紙 

最近の新聞は原紙でご覧いただけます。北日本新聞、富山新聞の 2 紙は 4 年分、北陸中日新聞、朝

日、読売、毎日、日経、産経などは 3 年分を原紙で保存しています。 

 

●縮刷版 

新聞の紙面をそのまま縮小して、1 ヶ月分が 1 冊にまとめられています。 

朝日、読売、毎日、日経、中日（受け入れ継続中 5 紙）など、計 11 紙があります。 

 

②データベースを利用する 

 ●新聞記事データベース 

  探しているテーマの新聞記事をキーワード、日付等から検索し閲覧ができます。 

  新聞・雑誌閲覧室または情報プラザで利用できます。 

北日本新聞紙面閲覧システム                    【新聞・雑誌閲覧室】 

昭和 15 年以降の北日本新聞の他、中越新聞、富山日報、北陸タイムズ等、計 12 タイトルの

新聞を電子データで閲覧できます。昭和 51 年以降はキーワード検索も可能です。 

北國・富山新聞データベースサービス         【新聞・雑誌閲覧室】【情報プラザ】 

北國新聞と富山新聞の 1993 年４月以降の記事を検索・閲覧できます。 

日経テレコン 21                   【新聞・雑誌閲覧室】【情報プラザ】 

1975 年以降の日本経済新聞社が発行する「日本経済新聞」「日経産業新聞」「日経流通新聞ＭＪ」

等の新聞掲載記事の全文検索・閲覧ができます。 

 

３．新聞・雑誌の関連記事を探す 
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●県内新聞雑誌記事見出し検索 （http://lib2.lib.pref.toyama.jp/search/search_input.aspx） 

富山県立図書館ウェブサイトの「県内新聞雑誌記事見出し検索」では、富山県に関する主要な新聞

記事、雑誌記事の見出しが検索できます。 

調べたい祭りの名前やキーワードを入れて検索してください。また、新聞記事を検索する場合は、

【分類】民俗「38600：祭礼・年中行事」や「38890：民謡・わらべ唄」などを選択すると祭り関係

の記事を絞り込めます。 

 

◇新聞記事の一例 

記事名 掲載紙 

おわら踊り原型撮影 昭和初期 動画見つかり年代

特定 八尾資料館保管の 2 枚 
富山新聞、朝刊 2020/11/26 P29 

新湊曳山まつり国重文 江戸期から 370 年の歴史 

北日本新聞、朝刊 2021/01/16 P1.4.30 

富山新聞、朝刊 2021/01/16 30P 

読売新聞、朝刊 2021/01/16 25P ほか 

 

◇雑誌記事の一例 

記事名 掲載誌 

魚津のタテモン行事 夏の夜空を彩る伝統の灯り 

（連載 日本のまつり 第 28 回） 
月刊文化財 695 号 2021/08 P48-49 

お祭り奇譚 出町子供歌舞伎曳山祭（富山県砺波市） Blue Signal 183 巻 2019/03 P20 

 

●国立国会図書館オンライン （https://ndlonline.ndl.go.jp/） 

国立国会図書館が所蔵する和洋図書、和雑誌･和新聞、洋雑誌･洋新聞、電子資料、国内博士論文な

どの情報約 1,200 万件を検索できます。 

また、学術雑誌を中心とした国内刊行雑誌の雑誌記事索引約 1,300 件も検索することができます。 

 

 

視聴覚資料による説明のほうがよりわかりやすい場合もあります。当館所蔵の視聴覚資料は情報プラザ

で視聴することができます。 

また、国立国会図書館「歴史的音源（れきおん）」で富山県に関する音源を聴くこともできます。 

 

●富山郷土資料情報データベース （http://lib2.lib.pref.toyama.jp/Hometown/） 

 当館が現在公開している郷土関連図書、雑誌、県内新聞雑誌記事見出し検索などの各種データベース

を一括検索できます。また、郷土の視聴覚資料も検索することができます。 

調べたい祭りの名前やキーワードを入れて検索してください。 

 

 

 

 

４．視聴覚資料 
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◇視聴覚資料（一例） 

資料情報 請求記号 

『日本のまつり 信越・北陸編』（地域伝統芸能活用センター，2009） DVD/100 

『正調 麦屋節 記録映像ＤＶＤ（越中五箇山麦屋節保存会設立１００周年記念）』

（越中五箇山麦屋節保存会，2009） 
DVD/133 

『守り受け継ぐ ～そして未来へ 富山県の民謡民舞』（富山県民謡民舞保存・継承

会，2012） 
DVD/206 

『高岡御車山祭 ユネスコ無形文化遺産登録記念 山・鉾・屋台行事』（高岡御車山

保存会，2016） 
DVD/369 

『シシ年だヨ！ 富山の獅子舞大集合』（富山県ケーブルテレビ協議会，2019） DVD/393 

『とやまの曳山 “世界の宝“を守り続ける』（富山県教育委員会，2018） DVD/399 

※所蔵リストは情報プラザ受付にあります。 

 

●歴史的音源（れきおん） 

1900 年はじめから 1950 年頃までに国内で製造された SP 盤などに収録された音楽･演説など、約 5

万のデジタル化された歴史的音源を検索・再生することができます。 

インターネット公開音源のほか、配信提供サービス加盟館からのみアクセスできる資料（館内限定音

源）があり、富山県に関する音源では、「越中おわら節（越中小原節）」や地域の田植え唄など視聴で

きます。 

 

●とやま観光ナビ［公益社団法人 とやま観光推進機構］（https://www.info-toyama.com/） 

富山県の公式観光サイト。観光や体験、グルメ、お土産、イベントやお祭り、アクセスなど、旅を楽

しくする情報が紹介されています。 

「イベント」→カテゴリー「祭り・伝統芸能」で富山県内の祭りの概要や写真を見ることができます。 

 

●とやまの文化遺産［とやまの文化遺産魅力発信事業実行委員会］（https://toyama-bunkaisan.jp/） 

富山県の歴史・文化の情報を発信する web サイト。富山県の世界遺産、ユネスコ無形文化遺産、日本

の 20 世紀遺産 20 選をはじめ、国・県指定文化財の概要が紹介されています。 

また、「ライブラリー」で映像資料や刊行物を見ることができます。 

 

●とやまデジタル映像ライブラリー［富山県映像センター］（https://www.tkc.pref.toyama.jp/video/） 

生涯学習・教育・文化などの分野の「ふるさと富山」に関する映像を視聴することができます。「おう

ちで お祭り」と題して祭り関連の映像が特集されており、県内各地の祭り・イベントが詳しく紹介

されています。        （2023 年 3 月 11 日現在） 

 

 

 

 

 

５．インターネットで調べる 

富山県立図書館 

〒930-0155 富山市茶屋町 206-3 

TEL：076-436-0178 FAX：076-436-1891 

ここで紹介した資料や情報は、ほんの一例です。他に

も祭りに関する資料を取り揃えています。 

お調べになりたい資料・情報が見つからないときは、

お気軽に職員にご相談ください。 

 


