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「だんじり」と「ふとん太鼓」について 

 
 「祭り」についての資料は民俗学の棚（請求記号 386）にあります。だんじりやふとん太

鼓などの堺市内のお祭りについては、地域資料の民俗学の棚に詳しい本があります。 

祭りの本のなかから探してみる 

年中行事やお祭りについて書かれた本の中に、だんじりやふとん太鼓の記述がある

ものもあります。それぞれの記述は少ないですが、他の地域の祭りと比べることもで

きます。 

『年中行事大辞典』 加藤友康／編 吉川弘文館 ２００９  

宮中の行事からバレンタインやハロウィンまで幅広く紹介されています。だんじりにつ

いても項目があり、大阪以外でだんじりが行われている場所や、だんじりに布団をの

せるところがあることもわかります。 

『祭礼行事 大阪府』 高橋秀雄／編 桜楓社 １９９３  

大阪府下の祭礼が紹介されています。堺市内のものでは「百舌鳥八幡宮秋祭り（ふと

ん太鼓）」のほかに「石津太神社の火祭り（ヤッサイホッサイ）」も紹介されています。 

『日本の祭り事典』 田中義広／編 淡交社 １９９１ 

全国各地の祭りが開催される月ごとに簡単に紹介されています。堺の祭りでは「ふと

ん太鼓」のほかに、大鳥大社の「大鳥の花摘祭り」と、桜井神社の無形文化財「桜井

の小踊り」（上神谷のこおどり）が掲載されています。 

 

だんじりのことをもっとくわしく 

主に堺のだんじりについて、いろいろな資料を地域資料として収集しています。館内

の検索機（OPAC）で件名に「だんじり」と入れて検索すると、たくさんの資料がヒット

します。 

●堺のだんじりの本 

『だんじり堺』 桧本 多加三／著 堺泉州出版会 ２０００ 

 堺のだんじりの歴史と堺にある全だんじりの紹介。 

『だんじりが百倍楽しめる本』 木村 清弘／著 １９９８  

神戸のだんじりを中心に関西各地区全体のだんじりについても研究しています。３７０ペ

ージをこえる力作。 

『泉州地車往来』 岩根 淳／ [著] １９９２ 
 だんじりだけではなく、ふとん太鼓も含めて、堺市から岬町まで各神社別に紹介。 

『ザ・だんじり ‘９４』 〆野綾子／編 だん吉友の会 １９９４ 
 大阪府と兵庫県のだんじりを写真を使って案内しています。 

『堺・泉州』 第３号 堺泉州出版会 １９９７ 
 特集 だんじり  

『堺・泉州』 第８号 堺泉州出版会 ２０００ 

 特集 堺泉州の祭り （含・全だんじり最新資料） 

＊他に映像資料や新調記念誌もあります。 
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堺市立図書館を 

ご利用の 

みなさまへ 

いつも図書館をご利用い

ただき、ありがとうござい

ます。 

 

「祭り」と聞くと、からだがう

ずうずしてくる人も大勢い

らっしゃると思います。 

堺のお祭りで、すぐ思い浮

かぶのは、ふとん太鼓と

だんじりではないでしょう

か。 

どちらも威勢のいい掛け

声とともに、町内を練り歩

き、老若男女多くの人が、

一年に一度のこの日を楽

しみにしています。 

 

今では、だんじりというと

岸和田のだんじり祭りが

有名ですが、関西の他の

地域でも盛んに行われて

います。 

そんなだんじりとふとん太

鼓ですが、案外知らないこ

とが多いのではないでしょ

うか。 

起源や定義についても、

諸説があってわかってい

ないことも多いようです。 

図書館においでの時に

は、ここに紹介された本を

手にとってご覧になってく

ださい。様々な資料で、身

近なお祭りがよりいっそう

楽しめます。 
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●岸和田のだんじりの本 

『岸和田だんじり読本』 泉田祐志／著 ブレーンセンター ２００７ 
 岸和田だんじりの基本情報から、だんじり各部の呼称や各町のだんじりの彫物も記載。 

『泉州岸和田地車名所独案内』 古磨屋 ２００６ 
 岸和田祭の基本情報の総合案内書。 

『だんじり岸和田』 桧本 多加三／編 堺泉州出版会 ２００２ 
 『だんじり堺』の岸和田版。 

『岸和田城４００年祭地車勢ぞろい ザ・だんじり・記念特集』 だん吉友の会 １９８８ 
 岸和田城４００年祭を写真で紹介。 

『泉州物語』 ともとす事務局 
 泉州のだんじりをテーマにしたフリーペーパー。各号ごとに特定の町の特集を組んでい
ます。 
 

ふとん太鼓のことをもっとくわしく 

ふとん太鼓についての本も、館内の検索機で件名に「ふとん太鼓」と入力して検索す

ると、どんな本があるかわかります。 

『大阪の太鼓台が百倍楽しめる本』 木村 清弘／編著 ２０００ 

 『だんじりが百倍楽しめる本』のふとん太鼓版。 
『堺・泉州』 第１４号 堺泉州出版会 ２００３ 
 特集 ふとん太鼓 （太鼓台）  
『堺・泉州』 第４号 堺泉州出版会 １９９８ 
 特集 ふとん太鼓、神輿  

『上方文化研究センター研究年報』  

第５号 大阪女子大学上方文化研究センター ２００４  
 論文「堺の祭りと信仰－住吉祭の練物とふとん太鼓－」が掲載されています。 

『伝承とコミュニケーション』 第２号 関西外国語大学民俗学談話会 ２００２ 
 研究と報告 堺の「だんじり」と「ふとん太鼓」－マツリが持つコミュニケーション機能の変

化－ 

『堺まつりふとん太鼓連合保存会３０周年記念誌』 
堺まつりふとん太鼓連合保存会３０周年記念誌編集委員会 ２００３ 

 連合保存会に参加する各ふとん太鼓の歴史や活動を紹介しています。 

だんじり・ふとん太鼓の彫物（ほりもの）について知りたい 

だんじりやふとん太鼓には立派な彫物が飾られています。その「彫物」については次

の資料で知ることができます。 

『祭・彫物太鼓台（他・よもやま話）』  見学 稔／著 ２００３ 
貝塚市の太鼓台についての研究書。著者は、左甚五郎の研究家として有名。 

『摂河泉の神賑』  岸和田市青年団協議会 ２００９ 
 岸和田を中心に地車・獅子舞・彫物について書いた小冊子。 

『住吉大佐 彫・地車彫刻の美』  
徳永 道彦/編著 交友プランニングセンター ２００５ 

 だんじり大工の家「大佐」制作のだんじりについて研究した本。写真が中心の資料で、

彫物の写真が多数収録されています。 

Webで情報を探す 

インターネットでは、その年のお祭りの日程などの最新情報を得ることができます。 

堺百町 http://www.sakai-hyakucho.jp/ 
堺市内のふとん太鼓とだんじりの日程が一覧できます。堺の他の伝統行事の一覧もあり
ます。 

堺まつり布団太鼓連合保存会 http://www.be-rabe-ra.com/index.html 
堺まつりでのふとん太鼓パレードの詳細のほか、ふとん太鼓豆知識などもあります。 
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