
生駒市図書館

歴史をしらべる

書             名 著者 出版者 出版年 請求記号 所蔵館

ハンドブック生駒の歴史と文化 今木義法
ほか

生駒市
教育委員会 2008 G291.6 本・北・南・駅・鹿

生駒の原始古代、中世、近世、近代、現代の歴史を各時代の象徴的な「モノ」「こと」「人」を切り口にわかりやす
く解説した手引き書。中学生以上の人向き。

行基 古代を創った人びと 吉田靖雄
奈良県

地域振興部

文化資源活用課
2016 G210.3 本・北・南・駅・鹿

生駒市有里町の竹林寺境内の国指定史跡に眠る、奈良時代の僧行基の業績を現在確認し得る情報に基づいて解説し
ている。生馬仙房についての著述も多い。写真入り。

生駒市誌 Ⅰ～Ⅴ 生駒市誌
編纂委員会

生駒市役所
1971～

1985
G216 本・北・南・駅・鹿

ふるさと生駒  二十周年記念誌
２０周年記念誌

編集委員会
生駒民俗会 1999 G216 本・北・南・駅・鹿

ふるさと生駒 三十周年記念誌
３０周年記念誌

編集委員会
生駒民俗会 2009 G216 本・北・南・駅・鹿

目で見る大和郡山・生駒の１００年
大和郡山市・生駒市・生駒郡

郷土出版社 1993 G216 本・北・南・駅・鹿

自然・地理・地図をしらべる

いこいこまっぷ 生駒山系ハイキングガイド２４コース

１３年版

生駒山系広域

利用促進協議会
2013 G291.6 本・北・南・駅・鹿

いこまハイキングマップ 生駒市
観光協会

2008 G291.6 本・北・南・駅・鹿

いこまナビ ハイキングマップ ＶＯＬ．２

生駒の歴史・神々・伝承めぐり

生駒市
観光協会

2014 G291.6 本・北・南・駅・鹿

生駒山 歴史・文化・自然にふれる
大阪府

みどり公社
ナカニシヤ

出版 2010 G291.6 本・北・南・駅・鹿

遊歩 VOＬ．５ 西の京、斑鳩、生駒、郡山
編集工房
あゆみ

1988 Ｇ291.6 本・北・南・鹿

大切にしたい奈良県の野生動植物
奈良県版レッドデータブック

奈良県くらし創
造部景観・環境局
自然環境課          

奈良新聞社                                        200９ G462 本・北・南・駅・鹿

生駒光景 井上博道 生駒市 1991 G748 本・北・南・駅・鹿

大和名所図会（版本地誌大系） 秋里籬島 臨川書店 2002 291.6 本・北

河内名所図会 秋里籬島
柳原書店
臨川書店

1975

1995

Ｇ291.6

  291.6

本

南

民俗（祭り・伝統食・芸能・信仰）をしらべる

生駒の民俗 Ⅰ・Ⅱ 今木義法 生駒民俗会
1990・

1992
G380 本・北・南・駅・鹿

生駒の古道 生駒市古道調査
生駒民俗会
古道調査
委員会

生駒民俗会 2014 G291.6 本・北・南・駅・鹿

生駒の年中行事（生駒市文化財調査報告書第６集）
生駒市

教育委員会
生駒市

教育委員会
1987 G386.1 本・北・南・駅・鹿

生駒谷の祭りと伝承（古典と民俗学叢書）
桜井 満
伊藤高雄

桜楓社 1991 G386.1 本・北・南・駅・鹿

生駒の火祭り 三田崇博 読書館 2014 G386 本・北・南・駅・鹿

生駒の食文化（生駒市文化財調査報告書第１１集）
生駒市

教育委員会
生駒市

教育委員会
1997 G383.8 本・北・南・駅・鹿

なるほど！生駒
宝山寺 木造不動明王及脇侍像

２０１６年３月重要文化財に指定



書             名 著者 出版者 出版年 請求記号 所蔵館

乙田の演芸史 中谷八栄子
萩の台

文化財保存会
1992 G770 本・北・南

聖地再訪生駒の神々 変わりゆく大都市近郊の民俗宗教
宗教

社会学の会
創元社 2012 G162 本・北・南・駅・鹿

生駒谷の七森信仰 今木義法 生駒民俗会 2008 G387 本・北・南・駅・鹿

生駒むかしばなし ～人々のくらし～

（生駒市文化財調査報告書第３７集）

生駒市
教育委員会

生駒市
教育委員会

2018 G382.１ 本・北・南・駅・鹿

生駒のおはなし
生駒

おはなしの会
昔むかし班

生駒
おはなしの会
昔むかし班

2014 イコ 本・北・南・駅・鹿

神社やお寺・文化財をしらべる

生駒市文化財マップ 生駒市
教育委員会

生駒市
教育委員会 2010 G709 本・北・南・駅・鹿

生駒の再発見、文化財めぐりの手引書。１２の小学校区ごとに各地区の社寺、史跡などの見どころを紹介している。
まち歩きに便利な本。地図入り。

生駒山寶山寺と湛海律師 文化と歴史 改訂増補 生駒山寶山寺 2006 G188 本・南・駅・鹿

宝山寺の指定文化財、彫刻、建築、絵画、古文書、工芸品などの寺宝をコンパクトにまとめた手引き書。中興開山
の湛海律師年譜、寺院の年中行事なども併載。

生駒市の仏像Ⅰ・Ⅱ 生駒市
教育委員会

生駒市
教育委員会

2000・

2006
G718 本・北・南・駅・鹿

生駒市石造遺物調査報告書 元興寺文化財
研究所

生駒市
教育委員会

1996 G216 本・北・南・駅・鹿

週刊古社名刹巡拝の旅 ２０ 生駒の山

（集英社ウィークリー・コレクション）
集英社 2009 G175

本・南

大本山生駒山寳山寺 大本山生駒山
宝山寺 [19--] Ｇ188 本・北・南・駅・鹿

生駒山の生き仏 寶山湛海律師 東山 緑 生駒山寶山寺 2001 G188 本・北・南・駅・鹿

竹林寺の歴史 行基・忍性・円照たち 改訂増補 中尾良蔵 竹林寺 2006 G188 本・北・南・駅・鹿

不滅の建築 ６ 長弓寺本堂 鈴木嘉吉 毎日新聞社 1988 G521 本

遺跡をしらべる

生駒市遺跡地図 生駒市
教育委員会

生駒市
教育委員会

2016 G210.2 本・北・南・駅・鹿

生駒市美努岡萬墓発掘調査概報
（[生駒市文化財調査報告書第２集]）

奈良県立
橿原考古学

研究所

生駒市
教育委員会 1984 G210.２ 本・北・南・駅・鹿

昭和５８年度調査。奈良県指定史跡・美努岡萬墓。出土遺構＝基壇、土壙。出土遺物＝模造墓誌（明治９）、人骨
片、木炭。時代＝奈良。実測図、写真入り。

田原口城跡第８次発掘調査概要報告書 重要文化財長福寺

本堂防災設備の建設にともなう発掘調査（ 〃 第２２集）

生駒市
教育員会

生駒市
教育委員会

2006 G210.2 本・北・南・駅・鹿

庄の谷遺跡発掘調査報告書（ 〃 第２７集）
生駒市

教育委員会
生駒市

教育委員会
2008 G210.2 本・北・南・駅・鹿

生駒古窯跡群資料集成 １ 金毘羅窯跡（ 〃 第２８集）

〃     ２ 生駒山北方窯跡（ 〃 第３１集）

生駒市
教育委員会

生駒市
教育委員会

2009・

2011
G210.2 本・北・南・駅・鹿

奈良県高山城の構造（文化財学報 第二十三・二十四集） 千田嘉博
奈良大学文学
部文化財学科

2006 G521 本・北・南・駅・鹿

高山茶せんをしらべる

生駒・高山風土記 正木 榮 2008 G291.6 本・北・南・駅・鹿

高山出身の筆者が長年の聞き取り調査と研究で培った生駒や高山の歴史についての口述を筆録している。写真入
り。

高山茶筌 再版 久保左文 久保左文 1984 G791 本

高山茶筅の起こり 永島福太郎
なにわリンデ
ンブック

1998 G754 本

《所蔵館 本：図書館 北：北分館 南：南分館 駅：生駒駅前図書室 鹿：鹿ノ台ふれあいホール図書室》

平成２９年１０月１日作成 平成３０年５月改訂


