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引用・参考文献 
 

[新編岡崎市史（原始・古代）1] 

編集者：新編岡崎市史編集委員会 

発行者：新編岡崎市史編さん委員会 

発行日：1992（平成4）年9月30日 

[新編岡崎市史（中世）2] 

編集者：新編岡崎市史編集委員会 

発行者：新編岡崎市史編さん委員会 

発行日：1989（平成元）年3月31日 

[新編岡崎市史（近世）3] 

編集者：新編岡崎市史編集委員会 

発行者：新編岡崎市史編さん委員会 

発行日：1992（平成4）年7月1日 

[西尾市史（自然環境・原始古代）1] 

編集者：西尾市史編纂委員会 

発行者：西尾市 

発行日：1973（昭和48）年 

[西尾市史（古代中世・近代上）2] 

編集者：西尾市史編纂委員会 

発行者：西尾市 

発行日：1976（昭和51）年 

[西尾市史（近世下）3] 

編集者：西尾市史編纂委員会 

発行者：西尾市 

発行日：1976（昭和51）年 

[渡辺政香輯録 参河志 上巻] 

発行所：愛知県郷土資料刊行会 

発行者：生田良雄 

発行日：1979（昭和54）年12月25日複刻刊行 

発行者：近藤 裕 

発行所：幡豆郡教員協会 

発行日：1933（昭和8）年11月15日改正再版発行 

[渡辺政香輯録 参河志 下巻] 

発行所：愛知県郷土資料刊行会 

発行者：生田良雄 

発行日：1979（昭和54）年12月25日複刻刊行 

発行者：近藤 裕 

発行所：幡豆郡教員協会 

発行日：1933（昭和8）年11月15日改正再版発行 

[愛知県碧海郡誌] 

発行所：（株）千秋社 

印刷所：図書印刷（株） 

発行日：2000（平成12）年6月15日 

原著： 参河國碧海郡誌 

発行者：碧海郡教育會 

印刷所：江戸川印刷（株） 

発行日：1916（大正5）年10月15日 

[愛知県幡豆郡誌] 

発行所：愛知県郷土資料刊行会 

発行者：生田良雄 
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発行日：1981（昭和 56）年 3月 27日復刻 

原著： 愛知県幡豆郡誌 

発行者：幡豆郡役所 

印刷所：うしほ印刷所 

発行日：1923（大正12）年6月 

[三河國額田郡誌] 

発行者：生田良雄 

発行所：愛知県郷土資料刊行会 

発行日：1981（昭和 56）年 2月 21日復刻 

原著： 三河國額田郡誌 

発行者：愛知県額田郡役所 

印刷所：西濃印刷（株） 

発行日：1924（大正13）年3月20日 

[三河国歴史地理資料] 

発行人：泰山哲之 

発行所：（株）歴史図書社 

印刷所：藤原印刷（株） 

発行日：1980（昭和 55）年 8月 25日 

[六ツ美村誌] 

編者： 六ツ美村是調査会 

発行： 六ツ美村是調査会 

発行日：1926（大正 15）年 12月 1日 

発行所：日新堂書店 

印刷所：活版印刷所 

[六ツ美風土記] 

編者： 岡崎市立六ツ美中部小学校父母教師会 

監修： 太田 満也 

発行： 岡崎市立六ツ美中部小学校父母教師会 

発行日：1975（昭和 50）年 3月 24日 

印刷所：あいち印刷株式会社 

[悠紀の六美] 

著者： 鈴木藤作 

発行者：河口乙吉 

発行： 六ツ美村教育會 

発行日：1923（大正 12））9月 28日 

印刷所：三河印刷株式会社 

[六ツ美南部の歴史・文化を紐解く] 

著者： 岡崎市立六ツ美南部小学校 高須 亮平 

発行日：2012（平成 24）年 3月 31日 初版発行 

印刷所：ブラザー印刷株式会社 

[わたしたちのふるさと 六ツ南 114選] 

監修者：総代会長 平井 良美 

    社教委員長 近藤 武美 

著者： 岡崎市立六ツ美南部小学校 6年児童 114名 

    （平成 25年 3月 19日卒業） 

編者： 岡崎市立六ツ美南部小学校 6年担任 

    権田 康成、加納 隆、坂井 純、榊原 美佐子、山本 佳愛 

発行日：2013（平成 25）年 3月 1日 初版発行 

印刷所：ブラザー印刷株式会社 

製本： ブラザー印刷株式会社 

発行： 岡崎市立六ツ美南部小学校 
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[六ツ南かるた] 

編集：岡崎市立六ツ美南部小学校 

著作：2010（平成 22）年度 6年生 

発行者：岡崎市立六ツ美南部小学校、六ツ美南部学区社会教育委員会 

制作：教育広報センター 

文字：鶴田千枝、 絵：浅井貞男 

発行日：2010（平成 22）年 12月 1日 初版発行 

[ふるさと六ツ美西部] 

（岡崎市六ツ美西部学区・ふるさと読本） 

編者： ふるさと読本編集委員会 

発行： ふるさと読本編集委員会 

発行日：2009年 7月 11日 

印刷所：永田印刷所 

[ふるさと六ツ美西部写真史] 

編者： ふるさと六ツ美西部写真史編集委員会 

発行： ふるさと六ツ美西部写真史編集委員会 

発行日：2015年 3月 30日 

印刷所：永田印刷所 

[悠紀斎田中島案内] 

編集人：牧 善丸、早川 治三郎 

発行人：牧 善丸 

印刷者：中村 角馬 

発行日：1915（大正 4）年 6月 5日 

発売元：牧 つね、早川 芳太郎 

[大嘗祭 悠紀斎田] 

筆者： 野々山 克彦 

監修： 野村 弘、都築 末二、山崎 鉱司、越山 義之 

発行日：2014（平成 26）年 4月 1日 

印刷所：永田印刷所 

[大嘗祭 六ツ美悠紀斎田 100周年記念事業記念誌] 

編集・発行：六ツ美悠紀斎田 100周年記念事業実行委員会記念誌編集委員 

発行日：  2016（平成 28）年 2月 25日 

印刷所：  大日印刷株式会社 

[悠紀斎田記録] 

筆者： 愛知県 

発行日：1916（大正 5）年 3月 25日 

印刷者：河田定次郎 

印刷所：西濃印刷株式会社 

[岡崎・史跡と文化財めぐり] 

著者： 岩月 栄治 

編集： 岡崎の文化財編集委員会 

発行日：1977（昭和 52）年 8月 1日 

印刷所：（株）ヨシノ印刷所 

「悠紀の里六ツ美」（P149）の中に、悠紀斎田、お田扇祭り、占部用水の記述があ

る。「岡崎歴史年表」（P220）の記述がある。 

[岡崎の歴史物語] 

著者： 岩月 栄治 

編集： 岡崎の歴史物語編集委員会 

発行日：1975（昭和 50）年 3月 1日 

印刷所：研文印刷社 

「占部の掘り割り」（P169、占部用水）、「岡崎歴史年表」（P249）の記述がある。 
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[岡崎の歴史] 

著者： 岩月 栄治 

編集： 岡崎の歴史編集委員会 

発行日：1976（昭和 51）年 3月 31日 

印刷所：研文印刷社 

「占部日良麿、占部用水」（P119）、「お田扇祭り、手永」（P155）、「西尾鉄道」

（P231）の記述がある。 

[岡崎の人物史] 

著者： 岩月 栄治 

編集： 岡崎の人物史編集委員会 

発行日：1979（昭和 54）年 1月 5日 

印刷所：研文印刷社 

「板倉勝重」（P89）、「野本新十郎・渡邊弥蔵」（P99）、「早川龍介」（P150）、

「鶴田勝藏」（P190）、「太田功平」（P192、土井町）、「石川成章」（P249）の

記述がある。 

[岡崎の梵鐘] 

著者： 大石 収宏 

発行： 大石 収宏 

発行日：2002（平成 14）年 9月 30日 

印刷所：昭和印刷（株） 

[碑は語る岡崎平野の治水と農業] 

著者： 渋谷 環 

発行者：渋谷 環 

発行日：2005（平成 17）年 9月 19日 

印刷所：ブラザー印刷（株） 

安藤川（P39）、広田川（P39、P159）、占部用水（P45）、高橋用水（P45）、耕地

整理（碑文訓読 P64）、悠紀斎田（P129）、菜種栽培（P155）、各種記念碑（P174）

の記述がある。 

[目で見る碧海の 100年] 

監修： 神谷 素光 

発行： 森田 彰 

発行日：1992年 4月 17日 

発行所：（株）郷土出版社 

印刷： 中信凸版印刷（株） 

特に記載すべきものはない。刈谷、豊田、安城が中心。 

[目で見る岡崎・額田の 100年] 

編集： 岩月 栄治 

発行： 森田 彰 

発行日：1992年 5月 16日 

発行所：（株）郷土出版社 

印刷： 電算印刷（株） 

「六ツ美の悠紀斎田」（P56～P58）、「西尾鉄道の岡崎新駅」（P69）「髙橋用水口」

（P72）、「廣田川の河川改修」（P78）、「六ツ美の菜種栽培」（P92、P93）、「六

ツ美村役場」（P100）、「六ツ美の村葬（六ッ美第三尋常高等小学校）」（P118）

の写真がある。 

[愛知県航空写真集 空から見た西三河] 

編者： 中日新聞本社 

発行者：佐守 博 

発行日：1985（昭和 60）年 5月 16日 

発行所：中日新聞本社 

印刷： （株）東洋出版 
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「中島町方面」（P53）、「国正町、定国町、中村町方面」（P54）の航空写真があ

る。 

[写真が語るあの時、この時] 

（岡崎市市制 70周年記念事業記録誌） 

編集：岡崎市市長公室広報課 

発行：岡崎市市長公室広報課（昭和 62年） 

印刷：（資）永田印刷所 

昭和 61年撮影の岡崎市航空写真が附録としてある。岡崎市制 70年の年表がある。 

[航空写真集 空から見た岡崎] 

（21世紀へのアルバム） 

編集：サンハウジング（株）、SUNシンクタンク出版局 

発行：サンハウジング（株） 

「中島町、六ツ美方面」（No35）、「国正町、定国町、中村町方面」（No36）の航

空写真がある。 

[写真集 愛知百年] 

編者： 中日新聞社 

発行者：佐守 博 

発行所：中日新聞本社 

発行日：昭和 61年 11月 27日 

写真製版：小谷写真製版（株） 

印刷・製本：（株）東洋出版 

特に記載すべきものはない。 

[石川成章記念集]（非売品） 

編者･発行者：伊藤信義 

発行所：伊藤病院（大阪市旭区新森 2丁目 24番 20号） 

発行日：1980（昭和 55）年 7月 22日 

印刷・製本：（株）洋洋堂 

浄光寺について詳しく記載されている。石川成章の家族が出版。 

[三河知名人士緑] 

編者･発行者：久米康裕 

発行所：尾三郷土史料調査会 

発行日：1939（昭和 14）年 10月 21日 

印刷：小林印刷所 

鋤柄正平、足立俊次郎、石川成章などの記載がある。 

[岡崎地方史研究会 研究紀要 昭和 46年版] 

編者： 池田 節太郎 

発行者：池田 節太郎 

発行日：1972（昭和 47）年 9月 30日 

発行所：岡崎地方史研究会 

印刷所：桃山書房 

「寺院所蔵の古文書目録（六ッ美地区調査記録より）」（P31）の中で浄光寺（中島

町）の所有古文書リストがある。 

[岡崎地方史研究会 研究紀要 昭和 47年版] 

編者： 池田 節太郎 

発行者：池田 節太郎 

発行日：1973（昭和 48）年 9月 30日 

発行所：岡崎地方史研究会 

印刷所：桃山書房 

特に記載すべきものはない。 

[岡崎地方史研究会 研究紀要 昭和第三号] 

編者： 池田 節太郎 
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発行者：池田 節太郎 

発行日：1974（昭和 49）年 9月 1日 

発行所：岡崎地方史研究会 

印刷所：桃山書房 

特に記載すべきものはない。 

[岡崎地方史研究会 研究紀要 昭和第四号] 

編者： 稲垣 弘一 

発行者：稲垣 弘一 

発行日：1976（昭和 51）年 3月 10日 

発行所：岡崎地方史研究会 

印刷所：桃山書房 

「浄土宗西山深草派 三河十二本山を中心にして」（P43～P69）の中で崇福寺（中

島町）とその末寺の説明がある。 

[岡崎地方史研究会 研究紀要 昭和第五号] 

編者： 稲垣 弘一 

発行者：稲垣 弘一 

発行日：昭和 51年 11月 20日 

発行所：岡崎地方史研究会 

印刷所：桃山書房 

特に記載すべきものはない。 

 

 
 
 


