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№ 書誌番号 資料名 内容等 著者 出版社 出版年
1 1120012158 「よさこい系」祭りの都市民俗学 - 矢島 妙子 岩田書院 2015.5

2 1108516471
2002よさ恋人　よさこい祭りミニ
写真集

- 山崎 善一郎/撮影 イープレス高知 2002.8

3 1120317608
Discover Kochi　高知県中学校
英語副読本

Yosakoi(よさこい)
高知県教育委員会事務局
小中学校課

高知県教育委員会 2018.3

4 1120184126
GajA　四国旅マガジン　ＭＯＯＫ
高知

よさこい祭り 横山 ぬい/編 エス・ピー・シー 2017.3

5 1120227112 harimaya rhapsody - [ほにや] [ほにや] [2017]

6 1109136197
YOSAKOI CARNIVAL　よさこい
祭写真集　2008

よさこい祭写真集 - ほっとこうち [2008.8]

7 1109226108 YOSAKOI　よさこいBOOK-2009 よさこいBOOK-2009 [ほっとこうち]/編 [ほっとこうち] [2009]

8 1108818028 YOSAKOI-FESTIVAL　2004 - - フロンティア 2004.8

9 1109637875
YUCARI　日本の大切なモノコト
ヒト　Vol.12　祭り

よさこい祭り - マガジンハウス 2014.3

10 1109427097
アルバム　大野康雄新聞スク
ラップ文庫　1060

よさこい踊り 大野 康雄/作成 - 1985.2

11 1109427555
アルバム　大野康雄新聞スク
ラップ文庫　1103

高知市本町四国電力屋上
よさこい踊り練習／高知市
消防局前 よさこい祭り 高知
市役所チーム／追手筋本部
演技場 よさこい祭り

大野 康雄/作成 - 1986.1

12 1109429552
アルバム　大野康雄新聞スク
ラップ文庫　1171

よさこい祭り 大野 康雄/作成 - 1988.7

13 1109410581
うた (切絵 春夏秋冬)　大野康
雄新聞スクラップ文庫　668

よさこい節 大野 康雄/作成 - 1973.6

14 1115430916
エイサー・阿波おどり・よさこい
祭りにおける民謡・民俗芸能の
継承・伝播・創造の現代的展開

- 岩井 正浩/研究代表者 岩井正浩 2003.5

15 1108526573
オペラよさこい節　二幕十一
景，高知情話 純信お馬

- - 日本オペラ協会公演 [1990]

16 1116580081
こうちらいふ　高知市×移住
森・里・海と人がともに暮らす場

よさこい引力、よさこい移住
／よさこい移住人インタ

- - 2014.8

17 1115839514
こじゃん土佐　よさこい鳴子踊
り・海洋深層水・ホエールウオッ
チング　2007年夏

よさこい鳴子踊り 高知県立図書館/編 高知県立図書館 2007.7

18 1115639453
こじゃん土佐　よさこい鳴子踊
り・海洋深層水・ホエールウオッ
チング編　2005年夏

よさこい鳴子踊り
高知県立図書館利用サー
ビス課/編

高知県立図書館 2005.7

19 1108925927
これが高知のよさこいだ!　い
ごっそとハチキンたちの熱い夏

- 岩井 正浩 岩田書院 2006.6

20 1109459169
サライ　第24巻第7号(通巻552
号)2012.7月号

よさこい祭り - 小学館 2012.6

21 1120347638 新琴似天舞龍神　平成29年 新琴似天舞龍神 ［2017］

22 1109483988
ただいま修業中　5 高知新聞ス
クラップ　2012.09～2013.10.31

よさこいコンシェルジュ 出来
満里菜さん

- 高知新聞社
2012.09～
2013.10.31

23 1120347639
津まつりＧＵＩＤＥ　ＢＯＯＫ　平成
30年度

津まつり実行委員会 津まつり実行委員会 ［2018］

24 1115151117
てんてこ舞　'99てんてこ舞の記
録

- リーブル出版/企画・編集
こうちよさこいバリアフリー
実行委員会

2000.7

25 1120270180 南国土佐よさこい祭り - 高知市観光協会/[編] 高知市観光協会 2016.4

26 1120347635
にっぽんど真ん中祭り公式ガイ
ドブック　第20回

にっぽんど真ん中祭り文
化財団

にっぽんど真ん中祭り文
化財団

［2018］

27 1108654728
はばたけ大津　2　災害をのりこ
えて防災のまちへ

「よさこい高知国体」と民泊
[大津地区町内会連合会・
大津地区コミュニティ計画
推進市民会議]/編

大津地区町内会連合会・
大津地区コミュニティ計画
推進市民会議

2003.3

28 1109612263 フォトライフ 四季　季刊第29号
大山謙一郎先生が撮る「よ
さこい祭り」(炎えた女)

カメラのキタムラ/編 カメラのキタムラ 1999.6

図書

オーテピア高知図書館　よさこい関係資料リスト

オーテピア高知図書館で所蔵している資料をリスト化したものです。
網羅的なものではありませんので、あらかじめご了承ください。
資料の所在や貸出しの可否については蔵書検索で確認いただくか、窓口へお問い合わせください。
※リスト中の[ ]は情報源以外から得た情報を補記したものです。
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29 1109391872
ふるさとの誕生　No.1　大野康
雄新聞スクラップ文庫　391

ふるさとの誕生 よさこい　気
むずかし屋のお馬 土佐を売
るCMソング

大野 康雄/作成 -
[出版年
不明]

30 1120251403
まち歩（ある）きマップ　マンガで
楽しく！よさこい高知

高知よさこい情報交流館/
編

高知よさこい情報交流館 2014.3

31 1120135186
まち歩きマップ（英語版）Fun
with manga!Yosakoi Kochi

-
高知よさこい情報交流館
/[編]

高知よさこい情報交流館 -

32 1120135185
まち歩きマップ（韓国語版）漫画
で楽しむよさこい高知

-
高知よさこい情報交流館
/[編]

高知よさこい情報交流館 -

33 1120337789
もっと魅せる!輝く!よさこい上達
のコツ

- 吉田 快／監修 メイツ出版 2018.11

34 1108631582
よさこい　新らしいうたとふりつ
け

- [高知市観光課]/編 高知市観光課 1951.4

35 1108526248
よさこい　南国博記念新歌詩新
振付

- -
南国高知産業大博覧会事
務局

1950.3

36 1115514948
よさこい/YOSAKOI学　リーディ
ングス

- 内田 忠賢/編 開成出版 2003.12

37 1109682146 よさこいTOWN.COM　VOL.4 -
郷土ものづくり開発協同組
合/編

協同組合帯屋町筋 2002.5

38 1109025973
よさこいガイド　観光土佐の新し
い魅力あれやこれや　77年版

- - 市民出版 1977.3

39 1120025797
よさこいガイドマップ　2015　Ｙｏ
ｓａｋｏｉ　Ｇｕｉｄｅ　Ｍａｐ

-
高知商工会議所・よさこい
祭振興会／編

高知商工会議所・よさこい
祭振興会

[2015]

40 1120128720
よさこいガイドマップ　2016　Ｙｏ
ｓａｋｏｉ　Ｇｕｉｄｅ　Ｍａｐ

-
高知商工会議所・よさこい
祭振興会／編

高知商工会議所・よさこい
祭振興会

[2016]

41 1108527686 よさこいかんざし雨情 - 桑田 一/著 近添美豊 1999.1

42 1113007683 よさこいかんざし紀行 - 桑田 一 ゴセイ流通事業部 1994.12

43 1115885745 よさこいはよさこいじゃき - 岡崎 直温/著 イープレス出版 2006.7

44 1109688172
よさこい瓦版　高知観光便利帳
第5号

- 揚田 優/編 市民出版 1978.3

45 1109688174
よさこい瓦版　高知観光便利帳
第6号

- 揚田 優/編 市民出版 1979.4

46 1108808377 よさこい健康プラン21 -
[高知県版「健康日本21」
策定委員会]/編

高知県版「健康日本21」策
定委員会

[2001]

47 1120046785 よさこい魂 踊れば夢は叶う - 扇谷 ちさと 幻冬舎 2015.10

48 1109234803 よさこい祭り - [不明] [不明] [不明]

49 1109405907
よさこい祭り よさこいガイドマッ
プ　第55回

- [高知商工会議所]/編
高知商工会議所・よさこい
祭振興会

[2008]

50 1113003582 よさこい祭り20年史 -
よさこい祭り20年史編纂委
員会/[編]

よさこい祭り振興会 高新
企業出版部(製作)

1973

51 1108420002 よさこい祭り30年 - - 高知新聞社

52 1108145733 よさこい祭り40年 -
よさこい祭り40周年記念史
実行委員会/編集

よさこい祭振興会 1994

53 1108723580
よさこい祭り50年　よさこい祭り
50年記念誌

- - よさこい祭振興会 2004.3

54 1109234805
よさこい祭り参加団体名簿　第
33回

- [不明] [不明] [不明]

55 1108837835 よさこい写真集　2005 - - [フロンティア] [2005.8]

56 1108938758 よさこい写真集　2006 - - [フロンティア] [2006.8]

57 1109042703 よさこい写真集　2007 - - [フロンティア] [2007.8]

58 1108815700
よさこい写真集　第50回記念大
会

第50回記念大会 - フロンティア 2003.8

59 1113007756 よさこい笑歌集 - 珍鈍 大将/編 土佐風流民話の会 1976.12

60 1108411298 よさこい笑歌集 - 珍鈍 大将/編 土佐風流民話の会 1973.12

61 1113012326 よさこい情報誌よっちょれ　Vol.1 - ソニアジャパン/[編] ソニアジャパン [1992]

62 1113012324 よさこい情報誌よっちょれ　Vol.2 - ソニアジャパン/[編] ソニアジャパン 1993.6

63 1113010992 よさこい酔談 - 舟入 三郎/著 田島辰男 1962.8

64 1113011648 よさこい節 - 青柳 裕介/著 青林堂 1978.6

65 1113002764
よさこい節　土佐の民謡　増補
改訂版

- 橋詰 延寿/著 - 1957

66 1120284919
ヨサコイ節と高知の名所　おみ
やげ絵はがき

- - 観光高知ＴＯＳＡ 不明

67 1108526065 よさこい節高知情話純信お馬 - 原 嘉寿子/作曲・台本 日本オペラ振興会 1990.5

68 1120312280
よさこい全国大会　All Japan
Yosakoi Festival 20th
ANNIVERSARY

[よさこい祭振興会]
　[よさこい祭振興会/編]，
[高知市観光協会/編]，
[高知市/編]

[2018]

69 1109457477
よさこい全国大会　第50回よさ
こい祭り

- よさこい祭振興会/編
よさこい祭振興会・(社)高
知市観光協会

[2003]

70 1109457478
よさこい全国大会　第51回よさ
こい祭り

- よさこい祭振興会/編
よさこい祭振興会・(社)高
知市観光協会

[2004]
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71 1109703374
よさこい全国大会　第52回よさ
こい祭り　2005

- [よさこい祭振興会]/編 [よさこい祭振興会] [2005]

72 1113021619 よさこい全集　土佐の民謡 - 橋詰 延寿/著 よさこい全集刊行会 1953.9

73 1120167300
ヨサコイ土佐落語　第1話やち
がない篇

- 河野 裕/制作 土佐料理　司 1984.12

74 1108815666 よさこい特報　2002年第49回 - - フロンティア [2002.8]

75 1116567888 よさこい風土記 - - - 1962.5

76 1108133357 よさこい物語　坊さんかんざし - 依光 太多夫/著 [依光太多夫] 1963

77 1109234804
よさこい鳴子踊り　その音楽と
踊りの基本

-
[高知よさこい祭振興会]/
編

[高知よさこい祭振興会] [1971.7]

78 1115694030 よさこい鳴子踊りの基本 - 若柳 三千登世/監修・解説 -

79 1108240172 よさこい鳴子踊り写真集'96 - - ｵｰﾄｱｯﾌﾟﾏｶﾞｼﾞﾝ編集部 [1996]

80 1108527275
よさこい鳴子踊り写真集'98　乱
舞

- ｵｰﾄｱｯﾌﾟﾏｶﾞｼﾞﾝ編集部/編 - 1998

81 1108300625 よさこい鳴子踊り写真集　乱舞 -
オートアップマガジン編集
部/企画・編集

- 2000

82 1115430915
よさこい鳴子踊り進化論　(2)
2002年・高知

- 岩井 正浩/著 神戸大学発達科学部 2003

83 1115964310
よさこい鳴子踊り進化論　(3)
第50回よさこい祭り

- 岩井 正浩/[ほか]著 神戸大学発達科学部 2004

84 1115964311
よさこい鳴子踊り進化論　(4)
100回大会への序曲

- 岩井 正浩/著 神戸大学発達科学部 2005

85 1115964312
よさこい鳴子踊り進化論　(5)
「上町」の地方車から

- 岩井 正浩/著 神戸大学発達科学部 2003

86 1115964313
よさこい鳴子踊り進化論　(6)
「帯屋町」の地方車から

- 岩井 正浩/著 神戸大学発達科学部 2007

87 1116044748
よさこい鳴子踊り進化論　(7)
町内会・商店街チームの展開

- 岩井 正浩/著
神戸大学大学院人間発達
環境学研究科

2009

88 1115229375 よさこい鳴子踊進化論序説 - 岩井 正浩/著 神戸大学発達科学部 2001

89 1108876565 るるぶ高知四万十　'06 - - JTBパブリッシング 2006.1

90 1108992386 るるぶ高知四万十　'07〜'08 - - JTBパブリッシング 2007.3

91 1116009392 るるぶ高知四万十　'09〜'10 - - JTBパブリッシング 2009.3

92 1108509222
ワッショイワッショイ!　2002.No.2
輸入車中古車情報９月臨時増
刊号

本家だ！高知だ！よさこい
祭りだ！

- 内外出版社 2002.9

93 1108526986 円行寺の史蹟と名勝 円行寺ヨサコイ歌 鎌倉 幸次 円行寺観光協会 1964.12

94 1113003575
炎(も)えた女(ひと)　よさこい祭
より

- 大山 謙一郎?著 光村印刷 1994.7

95 1120130350
炎(も)えた女(ひと)　よさこい祭り
2001-2015

- 大山 謙一郎／[撮影] 遊人工房 2016.8

96 1109132585 夏のくじら - 大崎 梢 文芸春秋 2008.8

97 1108375712
夏休みBOOK四国　今スグ使え
る!!四国の夏遊び＆イベント

- - フロンティア 2001.6

98 1108304819 歌ありてこそ よさこい鳴子踊り 武政 英策/著 武政 春子 2000.7

99 1108836232 海洋高知の可能性を探る
文化編:「よさこい文化」の源
流を求めて

高知大学創立50周年記念
事業委員会/著

高知大学創立50周年記念
事業委員会

2005.6

100 1109221435 街　2004.7・8・9 Vol.16 特集：第５１回よさこい祭り - 郷土ものづくり開発協同組合 [2004]

101 1108527067 輝く土佐写真帖 ヨサコイ節 川村 和助/著 川村和助 1936.9

102 1109424768

魚梁瀬千本山・高知市がれきか
ら復興へ・夏の語り部たち・踊り
の群像　大野康雄新聞スクラッ
プ文庫　976

踊りの群像 (よさこい踊り) 大野 康雄/作成 - 1983.6

103 1109218545
鏡川ファンタジー 花咲く鏡とお
星さま

よさこい高知国体スポーツ
芸術主催事業 高知市子ど
もミュージカル　平成14年度

[よさこい高知国体高知市
子どもミュージカル制作委
員会]/編

[よさこい高知国体高知市
子どもミュージカル制作委
員会]

[2002]

104 1109526946
金曜フリースペース　3　高知新
聞スクラップ　2013.4～2014.7

踊るぜよ!よさこい祭り60回
／踊ったぜよ!よさこい祭り
60回 チームから意見続出
よさこいの未来 議論を／よ
さこいチーム 中芸高校(田

- 高知新聞社
2013.4～
2014.7

105 1120113231
金曜フリースペース　5　高知新
聞スクラップ　2016.5～掲載中

大阪のよさこい草分け　チー
ム「夢舞台」　高知と交流築
き２０年　地域に感謝の心で

- 高知新聞社
2016.5～
掲載中

106 1109215810 現代風俗学研究　第4号
地域イベントのゆくえ:高知
「よさこい祭り」

現代風俗研究編集委員会
/編

社団法人 現代風俗研究
会東京の会/発行

1998.3
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107 1108527002 五台山・東部地区ガイドブック

坊さんカンザシ顛末記・はり
まや橋の移りかわり・播磨屋
宗徳と櫃屋道清・純信・お
馬・慶全・問題のカンザシ・
純信お馬ゆかりの地・純信
の恋文・罰文・追放刑方限
定・カンザシを売った橘屋・
高知に来たお馬の孫・坊さ
んカンザシと真覚寺日記

土佐観光ガイドボランティ
ア協会/編著

高知市観光課 1995.2

108 1108487555 公共交通とまちづくり
第1節 よさこいぐるりんバス
体験記

井本 正人/編著 高知女子大学生活科学部 2002.3

109 1116482973 高栄文学　第13号
おじさんの「よさこい鳴子踊
り」見物珍道中(2)

松岡 義和/著，菅原 政雄
/著

- 1992.1

110 1108526987 高知 よさこいまつり 高知市観光課/編 高知市観光協会 1969.4

111 1109077281
高知　四万十・足摺 安芸・室戸
'08　マップルマガジン

- - 昭文社 2008.1

112 1115988927
高知　四万十・足摺 安芸・室戸
'09　マップルマガジン

- - 昭文社 2009.1

113 1108230735
高知の童話　愛蔵版県別ふるさ
と童話館　３９

よさこい祭り
日本児童文学者協会『県
別ふるさと童話館』編集委
員会/編集

リブリオ出版 1999.7

114 1109423324
高知の文化を考える・よさこい
祭り30年　大野康雄新聞スク
ラップ文庫 960

- 大野 康雄/作成 - 1983.1

115 1108426808 高知よさこい祭　昭和42年度 - - - [1967]

116 1115816160
高知よさこい祭り前史にみるシ
ンボル・イメージの創造　《よさこ
い節》の歴史的展開を通して

- 高橋 美樹/著 - (2007.3)

117 1120240378 高知よさこい情報交流館 - [高知よさこい情報交流館] [高知よさこい情報交流館] 不明

118 1116019513
高知観光ガイドブック　２　はり
まや橋周辺以東 秦地区 五台
山地区

-
土佐観光ガイドボランティ
ア協会

土佐観光ガイドボランティ
ア協会

2009.3

119 1116577721 高知市の昭和　写真アルバム フォトコラム よさこい祭り - - 2014.8

120 1108418071 高知市史　稿本 ヨサコイ節、坊さん簪人形 重松 実男/著 高知市役所 1957.1

121 1108637526 高知小唄 ヨサコイ節 土佐音頭 - - 野村自動車 土佐商船 19--

122 1115229321 祭りの「旅」
「ねぶた」と「よさこい」の遠
征・模倣・移植

- - 2000.12

123 1108923395 祭りの事典 高知よさこい祭り
佐藤 和彦/編，保田 博通
/編

東京堂出版 2006.6

124 1109021537
祭りを旅する　4　四国・九州・沖
縄編

博多祇園山笠・阿波おどり・
よさこい祭り・長崎くんち・火
の国まつり・唐津くんち・お
はら祭・首里城祭

- 日之出出版 2003.7

125 1109634119 祭り歳時記 よさこい祭 史実保存研究学会 夕刊高知 1989.9

126 1108527127
三色旗　601号　特集　祭りと地
域の活性化

よさこい祭りの人類学 慶応義塾大学通信部/編 慶応義塾大学出版会 1998.4

127 1109434690
史談 (踊る夏 よさこい祭り40年)
大野康雄新聞スクラップ文庫
1317

踊る夏 よさこい祭り40年 大野 康雄/作成 - 1993.7

128 1109427585
史談　大野康雄新聞スクラップ
文庫　1108

よさこい鳴子踊り参加チー
ム名

大野 康雄/作成 - 1986.7

129 1109433531
史談　大野康雄新聞スクラップ
文庫　1242

第37回よさこい祭り (高知市
堺町 高知銀行 写真)

大野 康雄/作成 - 1990.8

130 1109434381
史談　大野康雄新聞スクラップ
文庫　1274

オペラよさこい節 大野 康雄/作成 - 1991.12

131 1109322563
史談　大野康雄新聞スクラップ
文庫　144

民謡としてのよさこい節 大野 康雄/作成 - 1949.8

132 1109341907
史談　大野康雄新聞スクラップ
文庫　218

ヨサコイ後日物語（純真の生
家）／一そろい120万円 売り
に出たお馬さんのカンザシ
／お馬さんの墓建立(須崎
市池ノ内ツワガ谷)

大野 康雄/作成 - 1955.6

133 1109344839
史談(続)　大野康雄新聞スク
ラップ文庫　222

よさこい節考 大野 康雄/作成 - 1953.9

134 1108854777
四国　小豆島・淡路島　２版
マップルガイド

- - 昭文社 1997.3

135 1109362402
四国 農林水+　1　高知新聞スク
ラップ　2009.8～2010.10

よさこいの鳴子 小高坂更正
センター (高知市)

- 高知新聞社
2009.8～
2010.10

136 1108526965 四国の観光

高知県-ヨサコイ節・土佐の
訛り・高知の街づくし・新土
佐音頭・高知小唄・土佐小
唄・土佐音頭豪気節

- 四国鉄道管理局 1953.2
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137 1108527658
四国まるごと自慢　おもしろ
Island再発見

カーニバルの熱気、よさこい
鳴子踊り〈高知県高知市〉

- 高知新聞社 1999.8

138 1108417860 四国春秋　No.3 よさこい悲恋 田岡 典夫/[ほか]著 新四国春秋 1963.5

139 1109519596 四国大人旅　ガイドのとら
よさこい祭り　南国土佐の情
熱的で自由な気風が感じら
れる真夏の祭典

- まちなみカントリープレス 2013.2

140 1109366214
志民 2011 志民 2012　1～掲載
中　高知新聞スクラップ

ドリーム夜さ来い実行委員
長 扇谷 ちさと さん

- 高知新聞社
2011.～
2012.12

141 1109380993
私と高知新聞　1　高知新聞スク
ラップ　2011.06～2016.04

橋本 恵子さん よさこいチー
ム「おはな」代表

- 高知新聞社
2011.06～
2016.04

142 1109496510
視点　7　高知新聞スクラップ
2012.11～2015.04

久々の「生よさこい」　踊りを
越えて夏フェスへ

- 高知新聞社
2012.11～
2015.04

143 1114037954
資源を生かしチャンスを生かす
龍馬と漫画とよさこいの自由都

- 松尾 徹人/講演 内外情勢調査会 [1997]

144 1109054900
写真集 四国回帰線　癒しの源
流

よさこい祭り(高知県高知市) ぎょうせい/編 ぎょうせい 2007.9

145 1109042612
灼 よさこい進化論　1～42　高
知新聞スクラップ

- - 高知新聞社

146 1108732629 週刊朝日百科日本の祭り　No.9 よさこい祭り(高知市) - 朝日新聞社 2004.8

147 1108132859 純信お馬　よさこい情話 - 土佐 文雄/著 高知新聞社 1991.9

148 1109433956
純信お馬 よさこい情話　1　大
野康雄新聞スクラップ文庫

- 大野 康雄/作成 - 1990.9

149 1109433957
純信お馬 よさこい情話　2　大
野康雄新聞スクラップ文庫

- 大野 康雄/作成 - 1991.3

150 1108411303
純信お馬よさこい情話　1～48
高知新聞　1990.9～1991.8

- 土佐 文雄/著 高知新聞
1990.9～
1991.8

151 1109235067
巡　よさこい50年　高知新聞ス
クラップ　2003.1～2001.8

- - 高知新聞社
2003.1～
2001.8

152 1109544519

初心者でもわかる日本の神々と
祭り　神々が与えたまう歓喜と
高揚を体感する，天神地祇と祭
礼のすべて

よさこい祭り 歴史探訪倶楽部/著 メディアックス 2013.5

153 1109152780 小唄伝説集
土佐節 よさこい節 土佐節
小唄

藤沢 衛彦/著 東洋書院 2008.11

154 1108446853 上林暁全集　19 高知よさこい 上林 暁/著 筑摩書房 2001.12

155 1109383372
心がぽかぽかするニュース
HAPPY NEWS　2010

治る。「よさこい」は生きる喜
び がんと闘い今夏も舞う

日本新聞協会/編 文藝春秋 2011.7

156 1109392233
新図書館関係記事　高知新聞
スクラップ　2011.8～2014.4

帯筋ジュニア隊 追手前小校
歌でよさこい

- 高知新聞社
2011.8～
2014.4

157 1108416899 新土佐風土記　1 民謡よさこい 橋詰 延寿/著 高知県文教協会
1952.12～

1957.7

158 1108416901 新土佐風土記　巻3 よさこい物語 橋詰 延寿/著 高知県立佐川高校外 1956.1

159 1108205770 図解民謡と踊り方 よさこい節
お国自慢民謡と踊りの会/
編

大同出版社 1956

160 1108420008 大学生が見たよさこい祭り -
高知大学・高知女子大学
よさこい調査隊/編

高知大学教育学部地理学
研究室

1992.12

161 1108420009 大学生が見たよさこい祭り　2 -
高知大学・高知女子大学
よさこい調査隊93/編

高知大学教育学部地理学
研究室

1993.11

162 1109221441
第51回よさこい祭り よさこいガ
イドマップ

-
高知商工会議所/よさこい
祭振興会

高知商工会議所/よさこい
祭振興会

[出版年不
明]

163 1109278931
第54回よさこい祭り よさこいガ
イドマップ

- [高知商工会議所]/編
高知商工会議所・よさこい
祭振興会

[2007]

164 1108420010
地域イベントの社会と空間　高
知「よさこい祭り」へのアプロー

内田 忠賢/著 [高知大学] 1994

165 1115618685
追跡!純信お馬　駆け落ち百五
十年

- 岩﨑 義郎/著 高知新聞社 2005.4

166 1109457838
展覧会関係記事　3　高知新聞
スクラップ　2012.5～2012.11

「写団よさこい」10回目写真
展

- 高知新聞社
2012.5～
2012.11

167 1109499294
展覧会関係記事　4　高知新聞
スクラップ　2012.12～2013.8

「写団よさこい」多彩な写真
134点　ｶﾙﾎﾟｰﾄで24日まで

- 高知新聞社
2012.12～

2013.8

168 1109578090
展覧会関係記事　5　高知新聞
スクラップ　2013.8～2014.6

よさこい写真作品で有名な
カメラマン・大山謙一郎さん
の写真展「炎えた女」

- 高知新聞社
2013.8～
2014.6

169 1120109766
展覧会関係記事　9　高知新聞
スクラップ　2016.5～2017.１

「写団よさこい」高知市で作
品展

- 高知新聞社
2016.5～
2017.１

170 1109434805
伝説の里を訪ねて　2　大野康
雄新聞スクラップ文庫　1333

よさこい余話 (物部川流域) 大野 康雄/作成 - 1993.8
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171 1108420011
都市と祭り　高知「よさこい祭り」
へのアプローチ 1

内田 忠賢/著 [高知大学] 1992

172 1108377242
都市の新しい祭りと民俗学　―
高知「よさこい祭り」を手掛かり

内田 忠賢/著 国書刊行会 1999.11

173 1109650564
都道府県別日本の伝統文化　5
中国・四国

よさこい祭り／よさこい節 国土社編集部/編 国土社 2014.3

174 1108420057 土佐の歌ごよみ - 魚竹本店/[編] 魚竹本店 出版年不明

175 1108133115
土佐の高知のはりまや橋で　私
説・鋳掛屋お馬

- 正延 哲士/著 三一書房 1996.7

176 1109234802
土佐の高知のよさこい祭り　第
29回

- [不明] [不明] [1982]

177 1108597523
土佐の民謡よさこい節　増補改
訂版

- 橋詰 延寿/著
土佐の民謡ヨサコイ節刊
行会

1957

178 1109426159
土佐の踊り　大野康雄新聞スク
ラップ文庫　1013

よさこい鳴子踊り (高知市) 大野 康雄/作成 - 1984.3

179 1109394760 土佐の歴史と文化
高知「よさこい祭り」　進化し
つづける祭りの原点

早稲田大学日本地域文化
研究所/編

行人社 2011.9

180 1109429981
土佐関係 史的文化　大野康雄
新聞スクラップ文庫　1191

「よさこい」考について私も
一言／「よさこい」考

大野 康雄/作成 - 1986.5

181 1109429991
土佐関係 史的文化　大野康雄
新聞スクラップ文庫　1192

「よさこい節」考 大野 康雄/作成 - 1987.11

182 1109363465
土佐時空写真館　1～49　高知
新聞スクラップ　2009.04～

よさこい祭 - 高知新聞社
2009.4～
2011.4

183 1108415190 土佐珍聞考 よさこい物語 高知新聞社広告局/編 高知新聞社広告局 1979.1

184 1109415108
土佐珍聞考　大野康雄新聞スク
ラップ文庫　824

よさこい物語 大野 康雄/作成 - 1978.4

185 1108526958 土佐風土記　観光ガイドブック
よさこい色ざんげ／よさこい
十首選

高知県文教協会/編 高知県文教協会 1961.2

186 1108435080
土佐名産を語る　附 名勝.催技.
知名要覧

俗謡ヨサコイ節 土居 依武/著 中村伊織 1931.4

187 1108435071 土佐路のはなし よさこい鳴子踊り NHK高知放送局/編 [NHK高知放送局] 1965.5

188 1108526962 読みもの土佐みやげ　改訂版 よさこい節の起源 - 高知県観光連盟 1986.3

189 1108420020 南国高知よさこい祭り - - [高知市観光課] [199‐]

190 1109457486 南国土佐 よさこい祭り - 高知市観光課/編
高知市観光課・高知市観
光協会

2002.7

191 1109221442 南国土佐 よさこい祭り -
高知市観光課・(社)高知市
観光協会

高知市観光課・(社)高知市
観光協会

2004.7

192 1108526966 南国土佐の観光ガイド よさこい祭 - 高知県観光連盟 1971.3

193 1108585050 南国土佐の俗謡ヨサコイ節 ヨサコイ踊 - 大正写真工芸所 19--

194 1108414702
南国土佐を後にして よさこい時
雨

- 武政 英策/作詩・作曲 全音楽譜出版社 出版年不明

195 1108131803 南国風土記 坊さん簪」顛末 ヨサコイ雑話 田岡 典夫/著 光書房 1959

196 1108420007 南無阿弥陀仏 高知のよさこい踊り 中越 穂太郎/著 中越穂太郎 1992.8

197 1108493501
日韓学生よさこいチーム
Japareanの挑戦　友情は歴史を

- 玉里 恵美子/編著 南の風社 2002.6

198 1120156925
日本のすがた　2　中国・四国地
方

四国地方の夏をいろどる阿
波おどりとよさこい祭り

帝国書院編集部/編集 帝国書院 2013.3

199 1109757848 日本の祭り　5　中国・四国編 よさこい祭り 『日本の祭り』編集室/編 理論社 2015.2

200 1108361605 日本民謡の旅　下巻　西日本編 よさこい節 高橋 掬太郎/著 第二書房 1960

201 1120144304
日本列島花の旅　碇草　日本碇
草誌

解説　民謡　よさこい節（土
佐山村）

福村　正之/著 イヤマ印刷 2016.6

202 1109129077
熱狂!日本全国よさこい踊り
1200万人が大興奮!日本の新し
いフェスティバル

- - コスミック出版 2008.8

203 1115076480 熱体　よさこい祭り写真集 - ﾌｧｸﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ事務所/[編] ﾌｧｸﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ事務所 1999.9

204 1113003576
燃えた72時間!よさこい′87　よ
さこい祭りグラフィティ-

- - 高知新聞社 1987.8

205 1109334206
文化(続)　大野康雄新聞スク
ラップ文庫　201

ヨサコイ考 大野 康雄/作成 - 1952.12

206 1115229322
変化しつづける都市祝祭　高知
「よさこい祭り」　(コピー資料)

- 内田 忠賢/著 ドメス出版 2000.9

207 1120128702
方丈の記　編集委員回し書き
3　高知新聞スクラップ　2016.8
～連載中

オペラ「よさこい節」 土佐物
を土佐人の手で

片岡 雅文/[ほか]著 高知新聞社
2016.8～連

載中

208 1109408431
民謡風土記　1　大野康雄新聞
スクラップ文庫　577

よさこい節考 大野 康雄/作成 - 1970.9
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209 1120179891
鳴子工房の手作り鳴子　よさこ
い祭本場とさの

- 鳴子工房　こだかさ[/編]
[こだかさ障害者支援セン
ター[木工科]]

[2016]

210 1108526807 夜来節　壱輯 - 島田 稲助/編 仁尾商店印刷部 1930.1

211 1108420012
踊る夏　よさこい祭り40年　1～
15　高知新聞複製資料　1993.7
～1993.8

- - 高知新聞社
1993.7～
1993.8

212 1115265319 わがまち新名所 - 札幌市教育委員会 北海道新聞社 2001.9

213 1109349282
うちのトコでは　県民性マンガ，
Uchitoko　2

もぐら 飛鳥新社 2011.2

214 1108993990
“新しい伝統"に挑む　野武士の
ごとき集団をつくった男の物語

-
向山 洋一/著，長谷川 岳
/著

明治図書出版 2007.2

215 1109541262

まるごと日本の踊り&組立表現
小学校運動会BOOK　演技編
Part2　身体表現する楽しさを!授
業にも役立つセレクション

- - いかだ社 2013.5

216 1109744013 日本の祭り　5　中国・四国編 『日本の祭り』編集室/編 理論社 2015.2

217 1108923395 祭りの事典 高知よさこい祭り
佐藤 和彦/編，保田 博通
/編

東京堂出版 2006.6

218 1108909365
東アジアからの人類学　国家・
開発・市民

よさこい祭りと市民社会
伊藤亜人先生退職記念論
文集編集委員会/編

風響社 2006.3

219 1108359760 よさこい 武藤 郁聡/著 ARTBOXｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 2001.5

220 1109710490
ポピュラー音楽から問う　日本
文化再考

〈盆踊り〉とYOSAKOIの間に 東谷 護 せりか書房 2014.10

221 1109132585 夏のくじら - 大崎 梢 文芸春秋 2008.8

222 1120211015 ハナヤマタ　1 - 浜弓場 双/著 芳文社 2011.12

223 1120211016 ハナヤマタ　2 - 浜弓場 双/著 芳文社 2012.7

224 1120211017 ハナヤマタ　3 - 浜弓場 双/著 芳文社 2013.4

225 1120211018 ハナヤマタ　4 - 浜弓場 双/著 芳文社 2014.1

226 1120211019 ハナヤマタ　5 - 浜弓場 双/著 芳文社 2014.7

227 1120211021 ハナヤマタ　6 - 浜弓場 双/著 芳文社 2014.9

228 1120211022 ハナヤマタ　7 - 浜弓場 双/著 芳文社 2015.8

229 1120350663 ハナヤマタ　8 - 浜弓場 双/著 芳文社 2016.8

230 1120350664 ハナヤマタ　9 - 浜弓場 双/著 芳文社 2017.6

231 1120350665 ハナヤマタ　10 - 浜弓場 双/著 芳文社 2018.4

232 1109692715 日本で踊ろう!
宇佐美 吉啓/文，藤代 冥
砂/写真

A-Works 2014.8

233 1109764721

和(ジャパン)の音楽(リズム)でダ
ンス!　運動会CDブック，すぐ踊
れる音楽いっぱい!，園児から小
学生までOK!

清水 玲子/総監修 世界文化社 2015.5

234 1109742151
絵とDVDでわかるスポーツルー
ルとテクニック　複合媒体資料
9　ダンス

中村 和彦/総 学研教育出版 2015.2

235 1120198881 祭りさんぽ
上大岡 トメ／著，ふくもの
隊／著

京都造形芸術大学東北芸
術工科大学出版局藝術学

2017.5

236 1120257917
一度は観たい日本の祭り　日本
各地、必見の祭りを基礎知識と
ともに一挙収録!

- 　昭文社 2018.2
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№ 書誌番号 記事・特集名など 記事ページ 資料名 出版社 出版年

1 2220011021
都市と祭り ―高知「よさこい祭
り」へのアプローチ1―

1p
高知大学教育学部研究報
告　1992(45号) 2部

高知大学教育学部 1993.3

2 2220011027
地域イベントの社会と空間―高
知「よさこい祭り」へのアプロー

1p
高知大学教育学部研究報
告　1994(47号) 2部

高知大学教育学部 1994.2

3 2219931252
高知よさこい祭り前史にみるシ
ンボル・イメージの創造―《よさ
こい節》の歴史的展開を通して

143p
高知大学教育学部研究報
告　2007-03

高知大学教育学部 2007.3

4 2219914167
第49回よさこい祭り参加全158
チーム完全紹介！

45p
ほっとこうち　2002-08
Vol.65

ほっとこうち 2002.7

5 2219972655
付録；「よさこい祭りGUIDE
BOOK」

-
ほっとこうち　2013-08
Vol.197

ほっとこうち 2013.7

6 2220007197 よさこい写真集2015 90p
ほっとこうち　2015-09
Vol.222

ほっとこうち 2015.8

7 2220022560 よさこい写真集2016 -
ほっとこうち　2016-09
Vol.234

ほっとこうち 2016.8

8 2219957357 全189チーム完全網羅! -
ほっとこうち　2011・臨時特
別増刊号 よさこい増刊号

ほっとこうち 2011.8

9 2219963557 全197チーム完全収録! -
ほっとこうち　2012・臨時特
別増刊号 よさこい増刊号

ほっとこうち 2012.8

10 2219974891 全214チーム完全収録! -
ほっとこうち　2013・臨時特
別増刊号 よさこい増刊号

ほっとこうち 2013.8

11 2219984205 全192チーム完全網羅! -
ほっとこうち　2014・臨時特
別増刊号 よさこい増刊号

ほっとこうち 2014.8

12 2219952056 出場チーム完全収録! -
ほっとこうち　2010・臨時特
別増刊号 よさこい増刊号

ほっとこうち 2010

13 2200139241 ヨサコイ雑話 - 四国 四国出版 1959.7

14 2200139193
よさこい・ここに十二年／よさこ
い鳴子踊り／よさこい祭り十二
年を迎え

- よさこい　1965年6月 よさこい出版社 1965.8

15 2200139208 よさこい節考 - よさこい　1968年6月 よさこい出版社 1968.5

16 2200139171
よさこい発刊を祝す／よさこい
誕生を祝す／よさこいの使命ほ

-
よさこい　1964年4月,1965
年4・6月,1968年6月

よさこい出版社 1964.4

17 2200139799 2001よさこい -
タウン情報こうち　with
KCBインフォメーション　第
12号 通巻161号(2001年8

FMC四国支社 2001.8

18 2200139358 正調・新作よさこい節 - 南人 南人社関西事務局 19371

19 2220012780 よさこい統合への道 8号22p
高知縣人　44巻（欠2,4～6
号）

高知県人社 1995.12

20 2220026705
よさこい節考　そのとき、龍馬
は！以蔵は！半平太は！

74p 土佐史談　263号 土佐史談会 2016.12

21 2220014203 よさこい節と土佐人の心理 115号15p 須崎史談　107～115号 須崎史談会 1998.3

22 2220014551 よさこい節抄 111号8p 秦史談　111～114号 秦史談会 2003.3

23 2220014552 よさこい力(あかるいまちから) 117号43p 秦史談　115～118号 秦史談会 2003.11

24 2220014562 よさこい メダル 159号55p 秦史談　157～159号 秦史談会 2010.9

25 2220014523 高知新聞より「よさこい」とは 24号22p 秦史談　21～24号 秦史談会 1987.1

26 2220014528
わたしの演歌集「炎の河」10よさ
こい祭り11よさこい花火12ああ
高知城

36号37p 秦史談　36～38号 秦史談会 1996.6

27 2219909397
阿波おどり・よさこい 四国の夏
祭り

-
GajA 四国旅マガジン
2001 Summer

エスピーシー 2001.5

28 2219924637
やまもも工房 よさこい鳴子 花
鳴子

55p
GajA 四国旅マガジン
2005 №024

エスピーシー 2005.5

29 2219969774
祝・よさこい祭り60年 ますます
アツイ!高知お城下巡り

101-103p
GajA 四国旅マガジン
2013-06 No.056

エスピーシー 2013

30 2219921333 よさこい祭り50年 - あったTOSA　Vol.11 皆援隊 2003.6

31 2220012861
県民謡体操を普及させよう[しば
てん踊・よさこい踊]

119号 県民グラフ　115～126 高知県知事公室 1971.12

32 2220013668 大都会でよさこい乱舞 239号 県民グラフ　222～239 高知県知事公室 1989.11

33 2220013682
国際花と緑の博覧会「高知県の
日」・土佐のよさこい祭り再現

244号 県民グラフ　240～254 高知県知事公室 1992.5

34 2220013704
オペラよさこい節華やかに高知
公演

251号
県民グラフ　240～257（欠
242,244,245,246,254,255,2

高知県知事公室 1992.9

35 2220013709 よさこい祭り四十年 262号 県民グラフ　254～265 高知県知事公室 1994.3

雑誌記事など
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№ 書誌番号 記事・特集名など 記事ページ 資料名 出版社 出版年

36 1108690386 随想-よさこい祭り 700号
四国経済ナビ　地域経済
情報誌　696号～700号

経済産業調査会四国支局
2003.7～
2003.11

37 2220004354 よさこいチーム てんてこ舞 38号 玉手箱2001-2002 Vol.29-40 高知県社会福祉協議会 2002.12

38 1109110753
養護学校生徒が着るよさこい祭
りの衣装の設計

71p
高知大学教育実践研究
第19号

高知大学教育学部附属教
育実践総合センター

2005.3

39 1109111068
《よさこい節》を用いた箏の教材
開発と授業プラン

85p
高知大学教育実践研究
第22号

高知大学教育学部附属教
育実践総合センター

2008.3

40 2219808525
第48号／奥山のヨサコイ-吾川
郡吾川村-

- 土佐民俗　第48号 土佐民俗学会 1987.3

41 2219983355 青空、情熱、旅するよさこい。 - よさこい読本　第23号 よさこい祭振興会 2014

42 2219981566 よさこい美人がいっぱい。 - よさこい読本　第13号 よさこい祭振興会 2014.7

43 2219956738
情熱、感激、元気パワーを世界
へ発信。

- よさこい読本　第20号 よさこい祭振興会 2011.7

44 2220005069
本家よさこい、南国高知の一番
熱い夏！

- よさこい読本　第24号 よさこい祭振興会 2015.7

45 2220021930 笑顔はじけて情熱開花。 - よさこい読本　第25号 よさこい祭振興会 2016.7

46 2220026388
前日祭、よさこい祭り出場全
チーム紹介

- よさこい読本　第1号 よさこい祭振興会 1992.8

47 2220026255 よさこい祭りの魅力 - よさこい読本　第2号 よさこい祭振興会 1993.7

48 2219714821 アイラブヨサコイ - よさこい読本　第3号 よさこい祭振興会 1994.7

49 2219714822 踊子・募集情報一覧表 - よさこい読本　第4号 よさこい祭振興会 1995.7

50 2219981565 YOSAKOIに恋する - よさこい読本　第5号 よさこい祭振興会 1996.7

51 2219714820 出場チーム一挙公開 - よさこい読本　第6号 よさこい祭振興会 1997.7

52 2219805971
特集 よさこいの魅力を探る 衣
裳 踊り 音楽 地方車

- よさこい読本　第7号 よさこい祭振興会 1998.7

53 2220026257 よさこい！踊り明かそう - よさこい読本　第8号 よさこい祭振興会 1999.7

54 2219910370
'92-'99　よさこい読本総集編思
い出アルバム

- よさこい読本　第9号 よさこい祭振興会 2000.7

55 2219910371 2000年出場チーム全部見せます! - よさこい読本　第10号 よさこい祭振興会 2001.7

56 2219915286 チーム募集 今年はどこで踊る? - よさこい読本　第11号 よさこい祭振興会 2002.7

57 2220026295
2002年度よさこい祭り写真集
よさこい美人がいっぱい‼

- よさこい読本　第12号 よさこい祭振興会 2003.7

58 2219981567 よさこい旋風巻き起こせ! - よさこい読本　第14号 よさこい祭振興会 2005.7

59 2219981568 よさこいの夏がさらに熱い! - よさこい読本　第15号 よさこい祭振興会 2006.7

60 2219981570
美人も、天使も、二枚目も!よさこ
い百花繚乱!!

- よさこい読本　第16号 よさこい祭振興会 2007.7

61 2219981571 南国土佐、情熱を踊る - よさこい読本　第17号 よさこい祭振興会 2008.7

62 2219981572 よさこい聖地へようこそ - よさこい読本　第18号 よさこい祭振興会 2009.7

63 2219981396 南国土佐、情熱パラダイス - よさこい読本　第19号 よさこい祭振興会 2010.7

64 2219981397 笑顔の花咲く、フェスティバル。 - よさこい読本　第21号 よさこい祭振興会 2012.7

65 2219981398
自由闊歩・熱狂60年。今、最高
の輝きを。

- よさこい読本　第22号 よさこい祭振興会 2013.7

66 2219937635 東の阿波おどり西のよさこい - ライト＆ライフ 四国電力 2008.7

67 2219958678
坊さんかんざし(四国の郷土玩
具/高知県・張子人形・よさこい

330号
電力だより　1987 313号〜
1989 348号

四国電力株式会社社会関
係部広報課

-

68 2219975298
第60回よさこい祭り 25年の感
謝を胸に

-
グリーンひろば　2013-09
No.295

- 2013.9

69 2219983856
第61回よさこい祭り 「新米」テー
マによっちょれ

-
グリーンひろば　2014-09
No.307

- 2014.9

70 2220009006
第６２回よさこい祭り　「豊穣祭」
テーマによっちょれ♪

-
グリーンひろば　2015-09
No.319

- 2015

71 1108432563 よさこい時雨 - 土佐べん　No.13 土佐べん社 1959.1

72 1212299829
よさこい祭り受賞チーム／第64
回よさこい祭り

6～10p 高知商工会議所会報 高知商工会議所 2017.9

73 2220043930
よさこい祭りを楽しもう／ペギー
葉山さんとよさこい祭り

65～66p
志国高知　幕末維新博
vol.3

志国高知幕末維新博推進
協議会事務局

2018.3

74 2220046744 第65回よさこい祭 10p
高知商工会議所会報　№
840

高知商工会議所 2018.6

75 2220048366 南国土佐よさこい聖地を巡礼しよう - よさこい読本　第27号 よさこい祭振興会 2018.7

76 2220049728
まなびの時間 共通教育よさこ
い概論

5p
Lead (高知大学広報誌)
2018 夏号

高知大学 2018.8

77 2220049831 よさこい祭り 15p 高知市の概要　1999 秘書広報課広報係 [1999]

78 2220049832 よさこい祭り 15p 高知市の概要　2001 秘書広報課広報係 [2001]

79 2200005873
広がる高知の「よさこい祭り」(前
編)

-
地理　48巻7号通巻575号
2003-7

古今書院 2003

80 2220048138 よさこい祭り 4p
日本の祭り　伝統芸能
2018夏・秋号

地域伝統芸能活用セン
ター

2018.7
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№ 書誌番号 著者 出版社 出版年

1 1319105218
ドリーミング/歌，長沢 美
樹/歌

バップ 2006

2 1320002316 - King Record 2016.5

3 1319100638 高知商工会議所 スタート・ラボ 2003

4 1320003509 武政　英策/作詞・作曲 よさこい祭振興会 -

5 1320003508 よさこい祭振興会/制作 よさこい祭振興会 2012

6 1320002312
AUN J-CLASSIC
ORCHESTRA/演奏

Heart‐Tree 2017.5

7 1320003510 - エイベックス・ピクチャーズ 2015

8 1320004919 - エイベックス・ピクチャーズ 2015

9 1319102562
下谷 二三子/歌，佐藤 松
子/歌

キングレコード 2004

10 1318004739 -
クレブスキュール・オ・ジャ
ボン

-

11 1319100491 ストーンフィッシュ/歌手 - 2001

12 1319100492 向井 成一郎/歌手 - 2001

13 1320004918 野瀬 眞誠/作詞・作曲・唄 ダイヤモンド観光ビジネス 2012

14 1319003685 - 日本クラウン 1998

15 1318005428 - 日本コロンビア 1991

16 1318005466 三橋 美智也/歌手 キングレコード 1996

17 1320000985 いちむじん/演奏 ポニーキャニオン 2010.3

№ 書誌番号 著者 出版社 出版年

18 1319006756
高知ケーブルテレビ株式
会社/著作

イープレス高知/販売・制
作

2002

19 1318004883 - 高知市観光課・観光協会 -

20 1319003969 - 高知市観光課 1995

21 1319000754 - 高知市観光課 1995

22 1319003754 - コミュニケーション ビデオ -

23 1319003755 - コミュニケーション ビデオ -

24 1319004964
コミュニケーション ビデオ/
制作

コミュニケーション ビデオ -

25 1319005897
コミュニケーション ビデオ/
制作

コミュニケーション ビデオ -

26 1319005895
コミュニケーション ビデオ/
制作

コミュニケーション ビデオ 1996

27 1319005896
コミュニケーション ビデオ/
制作

コミュニケーション ビデオ 1997

28 1319005447 瀬川 昌治/監督 松竹ホームビデオ 1969

29 1319006671 佐藤 寛/撮影・編集 四国電飾工芸 2002

№ 書誌番号 著者 出版社 出版年

30 1320000454 よさこい祭振興会 よさこい祭振興会 2015.3

31 1309392281
[地域伝統芸能活用セン
ター]

地域伝統芸能活用セン
ター

2010.11

視聴覚資料（CD、DVD等）、その他の資料
CD

VHS

DVD-ROM

資料名

よさこい祭り60年記念誌　よさこい祭り60年

日本のまつり 四国編　ＤＶＤ－ＲＯＭ

よさこいライブ 2001

よさこいライブ '96

資料名

2002 よさ恋人

COME ON よさこい / 1987年・第34回

これが、よさこい鳴子踊りだ / 1995年・第42回

これが、よさこい鳴子踊りだ 1995年 第42回（短縮版）

土佐・風の祭り歌

日本の民謡 / 中国・四国

民謡決定盤 12/14 中国・四国の民謡

民謡大全集 第8集　近畿・中国・四国編

龍心

よさこいライブ '97

よさこい旅行

熱撮! これが本家のYOSAKOIだ

資料名

それいけ!アンパンマン ベストヒット'07

盆踊りの音楽　2/2

よさこい

よさこい鳴子踊り

よさこい鳴子踊り踊り方DVD＆CD

和楽器で盆踊り

華鳴音女 ハナヤマタ音楽集
TV Animation Hanayamata Best Album　1/2

華鳴音女 ハナヤマタ音楽集
TV Animation Hanayamata Best Album　2/2

四国民謡のすべて

水辺の情景　高知県立美術館オリジナル曲集

第10回 YOSAKOIソーラン / よさこいソーラン

第11回 YOSAKOIソーラン / よさこいソーラン

よさこいライブ / 1998年・第45回

よさこいライブ / 1999年・第46回

よさこいライブ 2000年 第47回
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№ 書誌番号 著者 出版社 出版年

32 1320002542
高知商工会議所・
よさこい祭振興会/企画監

高知商工会議所・よさこい
祭振興会

2005

33 1320002548
高知商工会議所・よさこい
祭振興会/企画監修

高知商工会議所・よさこい
祭振興会

2005

34 1320002538
高知商工会議所・よさこい
祭振興会/企画監修

高知商工会議所・よさこい
祭振興会

2006

35 1320002537
高知商工会議所・よさこい
祭振興会/企画監修

高知商工会議所・よさこい
祭振興会

2007

36 1320002549
高知商工会議所・よさこい
祭振興会/企画監修

高知商工会議所・よさこい
祭振興会

2007

37 1320002544
高知商工会議所・よさこい
祭振興会/企画監修

高知商工会議所・よさこい
祭振興会

2008

38 1320002547
高知商工会議所・よさこい
祭振興会/企画監修

高知商工会議所・よさこい
祭振興会

2008

39 1320002545
高知商工会議所・よさこい
祭振興会/企画監修

高知商工会議所・よさこい
祭振興会

2009

40 1320002546
高知商工会議所・よさこい
祭振興会/企画監修

高知商工会議所・よさこい
祭振興会

2009

41 1320002540
高知商工会議所・よさこい
祭振興会/企画監修

高知商工会議所・よさこい
祭振興会

2010

42 1320002539
高知商工会議所・よさこい
祭振興会/企画監修

高知商工会議所・よさこい
祭振興会

2010

43 1320002541
高知商工会議所・よさこい
祭振興会/企画監修

高知商工会議所・よさこい
祭振興会

2011

44 1320002551
高知商工会議所・よさこい
祭振興会/企画監修

高知商工会議所・よさこい
祭振興会

2011

45 1320002543
高知商工会議所・よさこい
祭振興会/企画監修

高知商工会議所・よさこい
祭振興会

2012

46 1320002550
高知商工会議所・よさこい
祭振興会/企画監修

高知商工会議所・よさこい
祭振興会

2012

47 1320003302
高知商工会議所・よさこい
祭振興会/企画監修

高知商工会議所・よさこい
祭振興会

2013

48 1320003309
高知商工会議所・よさこい
祭振興会/企画監修

高知商工会議所・よさこい
祭振興会

2013

49 1320003303
高知商工会議所・よさこい
祭振興会/企画監修

高知商工会議所・よさこい
祭振興会

2014

50 1320003307
高知商工会議所・よさこい
祭振興会/企画監修

高知商工会議所・よさこい
祭振興会

2014

51 1320003304
高知商工会議所・よさこい
祭振興会/企画監修

高知商工会議所・よさこい
祭振興会

2015

52 1320003305
高知商工会議所・よさこい
祭振興会/企画監修

高知商工会議所・よさこい
祭振興会

2016

53 1320003306
高知商工会議所・よさこい
祭振興会/企画監修

高知商工会議所・よさこい
祭振興会

2017

54 1320003488 コミュニケーション　ビデオ コミュニケーション　ビデオ [2002]

55 1320003489 コミュニケーション　ビデオ コミュニケーション　ビデオ [2002]

56 1320003490 コミュニケーション　ビデオ コミュニケーション　ビデオ [2002]

57 1320003491 コミュニケーション　ビデオ コミュニケーション　ビデオ [2002]

58 1320003492 コミュニケーション　ビデオ コミュニケーション　ビデオ [2002]

59 1320003493 コミュニケーション　ビデオ コミュニケーション　ビデオ [2002]

60 1320003494 コミュニケーション　ビデオ コミュニケーション　ビデオ [2002]

61 1320003495 コミュニケーション　ビデオ コミュニケーション　ビデオ [2002]

62 1319109188 - 高知市観光協会 2008

63 1319109189 - 高知市観光協会 2009

64 1319109191 - 高知市観光協会 2012

65 1319109192 - 高知市観光協会 2013

66 1319109190 - 高知市観光協会 2011

67 1320003507 よさこい祭振興会/制作 よさこい祭振興会 2012

68 1320000055
地域伝統芸能活用セン
ター

地域伝統芸能活用セン
ター

2014

DVD

第52回よさこい祭り（受賞チーム編）

第52回よさこい祭り（総集編）

第53回よさこい祭り（受賞チーム編）

第54回よさこい祭り（受賞チーム編）

第54回よさこい祭り（総集編）

第55回よさこい祭り（受賞チーム編）

第55回よさこい祭り（総集編）

第56回よさこい祭り（受賞チーム編）

第56回よさこい祭り（総集編）

第57回よさこい祭り（受賞チーム編）

第57回よさこい祭り（総集編）

第58回よさこい祭り（受賞チーム編）

第58回よさこい祭り（総集編）

第59回よさこい祭り（受賞チーム編）

日本のまつり 北海道編　北海道編

資料名

よさこいライブ 2002

よさこい全国大会　土佐に舞う夏　第10回(2008)

よさこい全国大会　鳴子華咲く土佐の夏　第11回(2009)

よさこい全国大会　鳴子華咲く土佐の夏　第14回(2012)

よさこい全国大会　鳴子華咲く土佐の夏　第15回(2013)

よさこいライブ 1997

よさこいライブ 1998

よさこいライブ 1999

よさこいライブ 2000

よさこいライブ 2001

第62回よさこい祭り（受賞チーム編）

第63回よさこい祭り（受賞チーム編）

第64回よさこい祭り（受賞チーム編）

よさこいライブ 1994

よさこいライブ 1996

第59回よさこい祭り（総集編）

第60回よさこい祭り（受賞チーム編）

第60回よさこい祭り（総集編）

第61回よさこい祭り（受賞チーム編）

よさこい全国大会　鳴子華咲く土佐の夏　第13回(2011)

よさこい鳴子踊り踊り方DVD＆CD

第61回よさこい祭り（総集編）
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№ 書誌番号 著者 出版社 出版年

1 1108040903 軍司 貞則/著 文芸春秋 1996.5

2 1108145773 北川 泰斗/著 高知新聞社 1996.4

3 1108145777 飯田 舞/編著 すずさわ書店 1996.6

4 1108493501 玉里 恵美子/著 南の風社 2002.6

5 1108494081 坪井 善明/著 岩波書店 2002.6

6 1115514948 内田 忠賢/編 開成出版 2003.12

7 1108733841 枻出版社 2004.9

8 1120169503 小学館 2012.6

9 1120012158 矢島 妙子/著 岩田書院 2015.5

10 1120178298
YOSAKOIさせぼ祭り実行
委員会/編

クレスト 2015.9

11 1120216053 高知新聞社 2017.5～

12 1120331838
YOSAKOIさせぼ祭り実行
委員会／企画・制作

YOSAKOIさせぼ祭り実行
委員会

2017.9

13 1120334253 地域活性化センター 2018.1

14 1120347639 [新琴似天舞龍神] [2017]

15 1120347638 [津まつり実行委員会/編] [津まつり実行委員会] [2018]

16 1120347635
にっぽんど真ん中祭り文
化財団/編

にっぽんど真ん中祭り文
化財団

[2018]

17 1120347640
にっぽんど真ん中祭り文
化財団/編

にっぽんど真ん中祭り文
化財団

[2018]

18 1120347637
[原宿表参道元氣祭実行
委員会/編]

[原宿表参道元氣祭実行
委員会]

[2018]

19 1120347636 レブ・ジャポン/編
YOSAKOIソーラン祭り実
行委員会

[2018]

20 1120351366 [不明] [2018]

21 1120351368
YOSAKOIソーラン祭り学
生実行委員会

[2018]

22 1120351362
[えべつ北海鳴子まつり実
行委員会]

[2004]

23 1120351364
[えべつ北海鳴子まつり実
行委員会]

[2007]

24 1120351365
[えべつ北海鳴子まつり実
行委員会]

[2013]

25 1120351363
[えべつ北海鳴子まつり実
行委員会]

[2016]

26 1120351361
[ふくのやまよさこい実行
委員会]

[2017]

27 1120351360
[YOSAKOIソーラン祭り実
行委員会]

[2018]

28 1120350946
[よさこいソーラン祭り実行
委員会]

1992.6

全国のよさこい関係資料
資料名

踊れ!　「YOSAKOIソーラン祭り」の青春

街は舞台だ

YOSAKOIソーラン祭り読本

日韓学生よさこいチームJapareanの挑戦

第１８回YOSAKOIさせぼ祭り

よさこい祭り（その他の地域・県外・外国含む）　1
高知新聞スクラップ

第20回YOSAKOIさせぼ祭り公式ガイドブック

地域づくり　通巻352号（2018-10）

新琴似　天舞龍神　平成29年

YOSAKOIソーラン祭り

よさこい/YOSAKOI学

原宿表参道

全国祭りガイドブック

「よさこい系」祭りの都市民俗学

BASARA CARNIVAL 2018
瑞浪名物!!　年末恒例踊り納め企画

新入生求む　YOSAKOIソーラン祭り学生実行委員会

第10回えべつ北海鳴子まつり

第13回えべつ北海鳴子まつり

第19回えべつ北海鳴子まつり

津まつり　平成30年度

にっぽんど真ん中祭り　第20回
公式ガイドブック

にっぽんど真ん中祭り　第20回
会場別・チーム別タイムスケジュール

原宿表参道元氣祭　スーパーよさこい2018

YOSAKOIソーラン祭り　公式ガイドブック　第27回

第22回えべつ北海鳴子まつり

第2回ふくのやまよさこい公式ガイドブック

第27回YOSAKOIソーラン祭り参加者ガイダンス資料

YOSAKOIソーラン祭り
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№ 書誌番号 著者 出版社 出版年

29 1120351359 [龍馬よさこい18実行委員会] [2018]

30 1120351703 濵田　賢二／著 [濵田　賢二] [2018.3]

31 1120351706 [さぬき舞人] [2018]

32 1114068044 ルック 1998.8

33 1120351704
YOSAKOIソーラン祭り実
行委員会／制作

共同文化社 1997.5

34 1120351705 ルック／企画・編集 ルック 1999.5

35 1108661515 割石 隆浩/著 明治図書出版 2003.12

36 1108933621
YOSAKOIソーラン祭り組
織委員会/編著

明治図書出版 2006.8

37 1120185366 田丸 久深／著 宝島社 2017.4

38 1120356199
[津まつり実行委員会／作
成]

[津まつり実行委員会] [2011]

39 1120356202
[津まつり実行委員会／作
成]

[津まつり実行委員会] [2012]

40 1120356206
[津まつり実行委員会／作
成]

[津まつり実行委員会] [2013]

41 1120356208
[津まつり実行委員会／作
成]

[津まつり実行委員会] [2014]

42 1120356209
[津まつり実行委員会／作
成]

[津まつり実行委員会] [2015]

43 1120356212
[津まつり実行委員会／作
成]

[津まつり実行委員会] [2016]

44 1120356214
[津まつり実行委員会／作
成]

[津まつり実行委員会] [2017]

45 1120356215
[津まつり実行委員会／作
成]

[津まつり実行委員会] [2018]

46 1120358547
[津まつり実行委員会事務
局／作成]

[津まつり実行委員会事務
局]

[2004]

47 1120358548
[津まつり実行委員会事務
局／作成]

[津まつり実行委員会事務
局]

[2005]

48 1120358549
[津まつり実行委員会／作
成]

[津まつり実行委員会] [2006]

49 1120358550
[津まつり実行委員会／作
成]

[津まつり実行委員会] [2008]

50 1120358551
[津まつり実行委員会事務
局／作成]

[津まつり実行委員会事務
局]

[2009]

51 1120360094
[えひめYOSAKOI祭り振興
会／作成]

[えひめYOSAKOI祭り振興
会]

[2018]

52 1320005654 [不明] [不明] [201-]

53 1120370290
えひめYOSAKOI祭り振興
会

[2018]

54 1120372986 NPO紀州お祭りプロジェクト 2017.7

55 1120378525 九州がっ祭実行委員会 2019.3

56 1120378827
YOSAKOIソーラン祭り学
生実行委員会

[201-]

北と南の回り舞台

新春よさこい三昧inさぬき

YOSAKOIソーラン祭り1998スペシャルガイドブック

YOSAKOIソーラン祭りスペシャル　1997

YOSAKOIソーラン祭りスペシャル　1999

龍馬よさこい　'18

資料名

津まつり　[2013]

津まつり　[2014]

津まつり　[2015]

津まつり　[2016]

津まつり　[2017]

“よさこいソーラン"新ドリル

YOSAKOIソーランの教え方・指導者用テキスト

YOSAKOIソーラン娘

津まつり　[2011]

津まつり　[2012]

津まつり　[2009]

えひめYOSAKOI祭り2018

安濃津よさこいポスター画像データ　[2005～2018]

えひめよさこい祭り　復興支援ご協力お願い

おどるんや　vol.14

津まつり　[2018]

津まつり　[2004]

津まつり　[2005]

津まつり　[2006]

津まつり　[2008]

九州がっ祭公式ガイドブック　2019

第28回YOSAKOIソーラン祭り　大通公園西8丁目
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№ 書誌番号 著者 出版社 出版年

57 1120378825 [根室四島踊り隊] [2001]

58 1120378824 [根室四島踊り隊] [1999.10]

59 1120378831 [根室四島踊り隊] [1999]

60 1120378826
[YOSAKOIソーラン祭り実
行委員会]

[2017]

61 1120378832
よさこい沼津まつり実行委
員会

[2017]

62 1120378830
YOSAKOIソーラン祭り組
織委員会

[2019]

63 1120388330
YOSAKOIソーラン祭り実
行委員会

[2019]

64 1120388329
YOSAKOIソーラン祭り実
行委員会

[2019]

65 1108145773 北川 泰斗/著 高知新聞社 1996.4

66 1114068044 - ルック 1998.8

67 1108145777 飯田 舞/編著 すずさわ書店 1996.6

68 1108494081
坪井 善明/著，長谷川 岳
/著

岩波書店 2002.6

69 1108733841 - 枻出版社 2004.9

70 1120347637
原宿表参道元氣祭実行委
員会

原宿表参道元氣祭実行委
員会

［2018］

71 1120169503 YOSAKOIソーラン祭り 小学館 2012.6

72 1116017776 向山 洋一/監修 汐文社 2009.3

73 1120347636 レブ・ジャポン
ＹＯＳＡＫＯＩソーラン祭り実
行委員会

［2018］

74 1108494081
坪井 善明/著，長谷川 岳
/著

岩波書店 2002.6

75 1108145777 飯田 舞/編著 すずさわ書店 1996.6

76 1108040903 軍司 貞則/著 文芸春秋 1996.5

○オーテピア高知図書館で所蔵している本をご紹介しています。
○本や雑誌などに関する相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
　（お問い合わせの際は所蔵検索で確認していただいた資料コードをお伝えいただくとスムーズです。）

YOSAKOIソーラン祭り　街づくりNPOの経営学

原宿表参道
みんなが知らなかった原宿表参道の秘密がいっぱい!

人が踊る、街が踊る。

よさこい東海道　第21回（2017）

YOSAKOI　SORAN　FESTIVAL　28th

YOSAKOIソーラン祭り公式ガイドブック　ダイジェスト版　第28
回

YOSAKOIソーラン祭り　公式ガイドブック　第28回

根室四島踊り隊記念文集　第10回YOSAKOIソーラン祭り出
場

根室四島踊り隊記念文集　1999

根室四島踊り隊出陣式

資料名

YOSAKOIソーラン祭り読本

踊れ!　「YOSAKOIソーラン祭り」の青春

原宿表参道元氣祭スーパーよさこい2018
明治神宮奉納　ＯＦＦＩＣＩＡＬ　ＧＵＩＤＥ　ＢＯＯＫ

全国祭りガイドブック
サライ第24巻第7号(通巻552号)2012.7月号付録

すぐにできる!楽しいダンス　1　よさこいソーラン・阿波踊り編

ＹＯＳＡＫＯＩソーラン祭り公式ガイドブック　第27回

YOSAKOIソーラン祭り　街づくりNPOの経営学

街は舞台だ　YOSAKOIソーラン祭り

YOSAKOIソーラン祭り1998スペシャルガイドブック
<臨時増刊>総集編

YOSAKOIソーラン祭り読本

〒780-0842 高知市追手筋2-1-1
TEL：088-823-4946
FAX：088-823-9352
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