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徳島市立図書館 

 

ブックリスト「阿波おどり」 
       全国に名高い徳島の「阿波おどり」を調べるために役立つ本をご紹介します。 

＜参考資料＞ 

 

＜郷土資料＞ 

書名 著者・編者 出版者 出版年 請求記号 

徳島（其三） 10 粟種袋 田所眉東、田所市太 平田兼子 1993 Ｔ204/タト 

徳島歴史散歩 阿波踊のくに 佃実夫 創元社 1974 Ｔ209/ツク 

阿波の歴史 三好昭一郎、猪井達雄 講談社 1975 Ｔ209/ミヨ 

図説 徳島県の歴史 三好昭一郎、高橋啓 河出書房新社 1994 Ｔ209/ミヨ 

人づくり風土記 36   - 農山漁村文化協会 1996 Ｔ209.5/ヒト 

阿波楽 南和秀 猿楽社 2012 Ｔ290/アワ 

徳島県謎解き散歩 須藤茂樹 新人物往来社 2012 T290/トク 

大学的徳島ガイド こだわりの歩き方 四国大学新あわ学研究所  昭和堂 2017 Ｔ291/タイ 

阿波おどり振興協会 五十年のあゆみ 阿波おどり振興協会 阿波おどり振興協会 2005 T385/アワ 

AWAODORI PRESS 日英仏語版/ 

日英中国語版/日英語版 
- 猿楽社 2017 T385/アワ 

えっとぶり 阿波おどり、再発見。 扇ぐ阿呆の会 扇ぐ阿呆の会 2011 T386/アオ 

阿波おどり 徳島新聞社 徳島新聞社 1980 Ｔ386/アワ 

阿波おどり 新風土記 徳島編 朝日新聞社 朝日新聞社 1975 Ｔ386/アワ 

阿波踊り 歴史・文化・伝統 
阿波踊りシンポジウム 

企画委員会 

第 22回国民文化祭 

徳島市実行委員会事務局 
2007 Ｔ386/アワ 

阿波踊り讃歌 徳島ペンクラブ 徳島ペンクラブ 
2011 

2012 
Ｔ386/アワ 

阿波おどりの世界 朝日新聞徳島支局 朝日新聞社 1992 Ｔ386/アワ 

阿波踊り本。 南和秀 阿波おどり魂 2006 Ｔ386/アワ 

阿波おどり物語 読売新聞徳島支局 読売新聞徳島支局 1974 Ｔ386/アワ 

流儀伝承 其の 1 阿波踊り人の矜持 阿波踊り情報誌『あわだま』編集部 猿楽社 2012 Ｔ386/アワ 

阿波踊り 飯田義資 徳島県教育会 1964 Ｔ386/イイ 

随想写真 阿波踊り 踊り踊らば 井村幸男 徳島県教育印刷 2005 Ｔ386/イム 

書名 著者・編者 出版者 出版年 請求記号 

三省堂年中行事事典 田中宣一、宮田登 三省堂 2012 R386.1/サン 

徳島県史 第四巻 徳島県史編さん委員会 徳島県 1965 T209/トク 

徳島市史 第四巻 教育編・文化編 徳島市市史編さん室 徳島市教育委員会 1993 T210/トク 
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阿波踊 撮った踊った 40年 津田幸好 第一出版 1987 Ｔ386/ツタ 

阿波踊り今昔物語 徳島市立徳島城博物館 徳島市立徳島城博物館 1997 Ｔ386/トク 

お鯉さんと阿波おどり 徳島市立徳島城博物館 徳島市立徳島城博物館 2001 Ｔ386/トク 

徳島の盆踊り（阿波踊り） 歴史資料目録 徳島県教育委員会文化財課 徳島県教育委員会文化財課 1999 Ｔ386/トク 

鳴門市阿波踊振興協会 50 年のあゆみ - 鳴門市阿波踊振興協会 2011 Ｔ386/ナル 

阿波踊 林鼓浪 林鼓浪 1951 Ｔ386/ハヤ 

阿波踊り 松本進 徳島市観光協会 1980 Ｔ386/マツ 

阿波おどり実記 三原宏文 三原武雄 1976 Ｔ386/ミハ 

阿波踊史研究 三好昭一郎 徳島県教育印刷 1998 Ｔ386/ミヨ 

戦後 50年 徳島文化史 徳島新聞社 徳島新聞社 1996 Ｔ700/トク 

 

＜一般資料＞ 

 

＜研究誌・論文など＞ 

書名 著者・編者 出版者 出版年 請求記号 

凌霄 第 14号 四国大学附属図書館 四国大学 2007 Ｔ050/シコ 

徳島グラフ （※欠号あり） - 徳島出版 
1963～

2010 
Ｔ050/トク 

徳島大学総合科学部 人間科学研究 第 4巻 徳島大学総合科学部 徳島大学総合科学部  1996 T050/トク 

徳島文理大学研究紀要 第 86号 徳島文理大学 徳島文理大学 2013 T050/トク 

阿波・歴史と民衆 Ⅲ  
徳島地方史研究会創立 30 

周年記念論集刊行委員会 

徳島地方史研究会創立 30 

周年記念論集刊行委員会 
2000 T204/トク/3 

史窓 第 24・25・29号  
徳島地方史研究会 

編集委員会 
徳島地方史研究会 

1994 

1999 

Ｔ205/トク/ 

24・25・29 

阿波郷土史研究 PART13 三好昭一郎 阿波郷土史研究所 2017 Ｔ209/ミヨ 

論集 阿波の歴史と文化 2 阿波の歴史と文化刊行会 阿波の歴史と文化刊行会  2017 T209/ロン 

徳島の研究 7 民俗編 石躍胤央ほか 清文堂 1982 Ｔ209/トク 

徳島地域文化研究 第 2号 高橋晋一 徳島地域文化研究会  2004 T382/トク 

阿波おどり 研究 第 5・6号 阿波おどり研究会 阿波おどり研究会 
1997 

1999 

T386/アワ/ 

5・6 

 

 

 

 

 

書名 著者・編者 出版者 出版年 請求記号 

祭りを旅する 4 四国・九州・沖縄編 - 日之出出版 2003 386.1/マツ/4 

民謡地図 9 盆踊り唄 竹内勉 本阿弥書店 2014 388.9/タケ 

トク 

Ｔ386 

上記には、貸出できない本も含まれています。 

所蔵場所やコピーなどお困りのことがありましたら、 

スタッフまでご相談ください。 

パスファインダー「阿波おどりの調べ方」、 

徳島市電子図書館所蔵の「阿波おどりポスター集」もご覧ください。 

請求記号は本の 
背のラベルについています 

 

徳島市電子図書館キャラクター  
プレスちゃん 


