
京都での鵜飼は？
題名 出版社 出版年 資料バーコード

IN KYOTO 光村推古書院 2014 1110182225

全世界の河川事典 丸善出版 2013 1110322524

京都春夏秋冬季節のことば 光村推古書院 2011 1108773480

鮎鮨街道いま昔 岐阜新聞社 2008 1108485952

網野善彦著作集 岩波書店 2008 1108460021

的と胞衣 平凡社 1988 1101554788

日本漁具・漁法図説 成山堂書店 2016 1110568381

魚百選 本の泉社 2015 1110417795

空飛ぶ漁師カワウとヒトとの上手な付き合い方 成山堂書店 2013 1110301080

畜産総合事典 朝倉書店 1997 1104637531

自然との共存を考えた漁業に向けて 水産庁漁場保全課 [1995] 1100960812

生きている海幸彦たち 日本交通公社 1983 1106373465

原始漁法の民俗 岩崎美術社 1975 1103113500

明治前日本漁業技術史 日本学術振興会 1959 1104085863

日本の観光 八坂書房 2021 1111219323

長良川鵜飼習俗調査報告書 岐阜市教育委員会 2018 1110652003

長良川鵜飼習俗調査報告書 岐阜市教育委員会 2015 1110651997

長良川鵜飼習俗調査報告書 岐阜市教育委員会 2011 1107967547

長良川鵜飼習俗調査報告書 岐阜市教育委員会 2007 1107980904

長良川鵜飼再発見
長良川鵜飼文化の魅力発信事業実行委

員会
2013 1110217955

小瀬鵜飼 岐阜新聞社 2010 1108632884

長良川をたどる ウェッジ 2010 1108661669

人づくり風土記 農山漁村文化協会 1992 1106205576

鵜飼 角川書店 1956 1101362224

　 宇治川の鵜飼では、人工ふ化の鵜『ウッティーくん』と鵜匠の方々が日本唯一となる「放し鵜飼」再現に挑みます。

宇治川の鵜飼では、人工ふ化の鵜『ウッティー』達と鵜匠の方々が日本唯一となる「放し鵜飼」再現に挑みます。
最近、とても注目が集まる鵜飼は今夏も開催中です。鵜と人の暮らしを学べるように、鵜に関する本を集めてみました。

著者

近藤 竜夫／[ほか]写真

山野 肆朗／著

加藤 秀俊／[ほか]編纂

近松 喜美義／撮影

長良川鵜飼文化の魅力発信事業実行委員会／企

画

岐阜市教育委員会社会教育課／編集

岐阜市教育委員会社会教育課／編集

岐阜市教育委員会社会教育課／編集

岐阜市教育委員会社会教育室／編集

谷沢明／著

日本学士院日本科学史刊行会／編纂

最上 孝敬／著

宮原 昭夫／著

他県で行われる鵜飼

小宮山 鉄朗／[ほか]編集

坪井 潤一／著

金田 禎之／著

金田禎之／著

横井 清／著

漁法としての鵜飼

網野 善彦／著

高橋 恒美／著

中田 昭／著

高橋 裕／編集委員長

神崎 順一／写真

人と暮らす鳥、鵜とは？
-宇治川の鵜飼が「放ち鵜飼」を再現します-
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題名 出版社 出版年 資料バーコード

鵜飼いと現代中国 東京大学出版会 2014 1110501036

水辺と人の環境学 朝倉書店 2014 1110353339

水辺と人の環境学 朝倉書店 2014 1110353347

水辺と人の環境学 朝倉書店 2014 1110353354

日本民族の誕生 勉誠出版 2013 1110503552

列島縦断地名逍遙 冨山房インターナショナル 2010 1108635978

人と魚の自然誌 世界思想社 2008 1108545599

日本の里山日本の里海 農山漁村文化協会 2007 1108408160

図説食肉・狩漁の文化史 柘植書房新社 2007 1108519248

宗教の根源性と現代 晃洋書房 2001 1105573826

鵜飼 中央公論新社 1999 1106068230

舞阪町史 舞阪町 1999 1106029901

鵜飼 博品社 1996 1106127390

西岡光秋全詩集 土曜美術社出版販売 2017 1110669676

鵜飼 檜書店 2016 1110869342

太田水穂歌集 角川文化振興財団 2015 1110613948

一茶句集 角川学芸出版 2013 1110140025

山本周五郎中短篇秀作選集 小学館 2006 1108336395

昭和人物スケッチ 清流出版 2004 1108234228

岐阜の童話 リブリオ出版 1998 1300048392

長良川鵜飼殺人事件 角川書店 1994 1100184272

わたしは鵜です RAVINE社 1991 1100525342

代表作時代小説 光風社出版 1990 1100639846

鵜よ、清流にはばたけ 岩崎書店 1989 1200205894

近松全集 岩波書店 1988 1105659229

現代民話 平凡社 1988 1100047735

魚影の群れ 新潮社 1983 1107456533

かつやとヒコヤン PHP研究所 1982 1200004305

鵜をつかむ少年 PHP研究所 1980 1200207247

はばたけヒコヤン PHP研究所 1980 1300017249

現代日本文学大系 筑摩書房 1979 1100498805

葦は見ていた 新潮社 1978 1100811395

学術の中の鵜(雑誌記事)
記事名 著者 参考 出版社 出版年 資料バーコード

有田川の徒歩鵜飼 : 鵜小屋と鵜飼道具に視点をおいて 宅野 幸徳 民具研究 2019年11月号 日本民具学会 2019.11 1601523200

なぜ鵜飼は誕生したのか 卯田 宗平 UP 2019年9月号 東京大学出版会 2019.05 1601747197

宇治川の鵜飼におけるウミウの繁殖・飼育技術の特徴 卯田 宗平 日本民俗学 2017年11月号 日本民俗学会 2017.11 1600768376

1300年の歴史を持つ長良川の鵜飼 杉山 雅彦 河川 2017年5月号 日本河川協会 2017.05 1600451346

西岡光秋／著

可児 弘明／著

長谷 正当／編

久保井 規夫／著

中川 重年／監修

秋道 智彌／編

谷川 健一／著

安本 美典／著

小倉 紀雄／編

小倉 紀雄／編

小倉 紀雄／編

卯田 宗平／著

山本 周五郎／[著]

赤座 憲久／作

加藤輝治／作

井口文秀／え

吉村 昭／著

水上 勉／著

[近松 門左衛門／著]

角田雅子／作

日本文芸家協会／編

村田 辰夫／著

山村 美紗／著

『県別ふるさと童話館』編集委員会／編

芳賀 綏／著

山本 周五郎／著

小林 一茶／[著]

太田水穂／著

[榎並の左衛門五郎／原作]

ベルトルト・ラウファー／[著]

舞阪町史編さん委員会／編集

文学の中の鵜

著者
鵜と人の文化史


