
歌舞伎を知る                          千葉県立中央図書館                                         

平成２５年４月２０日（土）～８月１５日（木） 

 展示資料は、お借りいただけます。貸し出し中の場合は、予約もできますので、職員にお声がけください。 

なお、タイトルに＊のある資料は、館内のみでのご利用可能な資料です。 

１ 歌舞伎座について 

番

号 
タイトル 著者名 出版者 

出版

年月 
請求記号 所蔵館 

1 歌舞伎座 吉田 千秋／著 朝日新聞社 2003 774/26/ 東部 

2 歌舞伎座を彩った名優たち 遠藤 為春／[述] 雄山閣 2010 77428/12/ 中央 

3 歌舞伎座百年史 本文篇下巻 歌舞伎座／[編] 松竹 1998 7745/1/2 中央 

4 観劇偶評  （岩波文庫） 三木 竹二／著 岩波書店 2004 77404/8/ 中央 

5 ザ歌舞伎座 篠山 紀信／撮影 講談社 2001 774/4/ 中央 

２ 歌舞伎入門～ガイドブック・入門書・概論・通説～ 

1 今尾哲也先生と読む『芸十夜』 今尾 哲也／[述] 雄山閣 2010 77404/10/ 中央 

2 岩波講座歌舞伎・文楽 第 1巻 
鳥越 文蔵／[ほか]

編集 
岩波書店 1997 77408/1/1 中央 

3 岩波講座歌舞伎・文楽 第 2巻 
鳥越 文蔵／[ほか]

編集 
岩波書店 1997 77408/1/2 中央 

4 岩波講座歌舞伎・文楽 第 3巻 
鳥越 文蔵／[ほか]

編集 
岩波書店 1997 77408/1/3 中央 

5 岩波講座歌舞伎・文楽 第 4巻 
鳥越 文蔵／[ほか]

編集 
岩波書店 1998 77408/1/4 中央 

6 岩波講座歌舞伎・文楽 第 5巻 
鳥越 文蔵／[ほか]

編集 
岩波書店 1998 77408/1/5 中央 

7 岩波講座歌舞伎・文楽 第 6巻 
鳥越 文蔵／[ほか]

編集 
岩波書店 1998 77408/1/6 中央 

8 江戸歌舞伎の美意識 服部 幸雄／著 平凡社 1996 7742/2/ 中央 

9 江戸時代の歌舞伎役者 田口 章子／著 雄山閣出版 1998 7742/8/ 中央 

10 
大いなる小屋  （講談社学術

文庫） 
服部 幸雄／[著] 講談社 2012 7745/3/ 中央 



11 
歌舞伎  （知識図絵日本の伝

統） 
籾山 千代／作絵 大日本図書 1996 J774/ﾓﾁ/ 中央 

12 
歌舞伎  （シリーズ<舞台うら

おもて>） 
ふじた あさや／文 大月書店 1988 J770/F67/ 中央 

13 歌舞伎 野口達二 著 演劇出版社 1991 7740/20/ 西部 

14 歌舞伎海外公演の記録 
 

松竹 1992 77426/1/ 中央 

15 歌舞伎概論 飯塚 友一郎／著 博文館 1928 774/I28/ 中央 

16 
歌舞伎ことば帖  （岩波新書 

新赤版） 
服部 幸雄／著 岩波書店 1999 77404/5/ 中央 

17 Kabuki:changes and prospects 
 

Tokyo 
National 
Research 
Institute of 
Cultural 
Properties 

1996 77404/4/ 中央 

18 歌舞伎と江戸文化 津田 類／著 ぺりかん社 2002 7742/11/ 中央 

19 
歌舞伎入門  （岩波ジュニア

新書） 
古井戸 秀夫／著 岩波書店 2002 J774/ﾌﾋ/ 中央 

20 歌舞伎入門事典 和角 仁／著 雄山閣出版 1997 77403/2/ 中央 

21 歌舞伎の根元 今尾 哲也／著 勉誠出版 2001 77423/2/ 中央 

22 
歌舞伎の愉しみ方  （岩波新

書 新赤版） 
山川 静夫／著 岩波書店 2008 774/12/ 中央 

23 
歌舞伎の話  （講談社学術文

庫） 
戸板 康二／[著] 講談社 2005 77404/9/ 中央 

24 歌舞伎の幕末・明治 佐藤 かつら／著 ぺりかん社 2010 77425/1/ 中央 

25 
歌舞伎の歴史  （岩波新書 

新赤版） 
今尾 哲也／著 岩波書店 2000 7742/9/ 中央 

26 歌舞伎ハンドブック ＊ 藤田 洋／編 三省堂 2006 77403/6/ 中央 

27 かぶきロード 河竹 登志夫／著 演劇出版社 2004 7742/28/ 西部 

28 歌舞伎は生きている 浜村 米蔵／著 演劇出版社 1980 77404/2/ 中央 

29 歌舞伎通 小林 恭二／著 淡交社 2004 774/27/ 東部 

30 歌舞伎通になる本 小山 観翁／著 グラフ社 1993 774/KO97/ 中央 



31 
傾きものの系譜  （大阪府立

中之島図書館特別展示）  

大阪府立中

之島図書館 
2000 7742/10/ 中央 

32 河竹登志夫歌舞伎論集 河竹 登志夫／著 演劇出版社 1999 77404/6/ 中央 

33 
学校百科・はじめてみる伝統芸

能 1  
クロスロード 1989 J770/G16/1 中央 

34 
近世上方歌舞伎と堺  （佛教

大学研究叢書） 
斉藤 利彦／著 佛教大学 2012 7742/14/ 中央 

35 
近世文芸研究叢書 第 2期芸

能篇 20 歌舞伎 20 

近世文芸研究叢書

刊行会／編 
クレス出版 1997 

91025/5/2  

-20 
東部 

36 近代歌舞伎劇評家論 権藤 芳一／著 演劇出版社 2006 77426/3/ 中央 

37 隈取り 伊藤 信夫／著 岩崎書店 2003 77469/1/ 中央 

38 グラフ前進座 
グラフ前進座編集

委員会／編 
劇団前進座 2001 77426/5/ 中央 

39 元禄歌舞伎の展開 近藤 瑞男／著 雄山閣 2005 7742/12/ 中央 

40 考証元禄歌舞伎 土田 衛／著 八木書店 1996 77423/1/ 中央 

41 
こんぴら歌舞伎  （カラーブッ

クス） 
井下 正三／著 保育社 1996 7742/1/ 中央 

42 新編稀書複製会叢書 18 中村 幸彦／編 臨川書店 1990 9185/SH55/18 中央 

43 新編稀書複製会叢書 19 中村 幸彦／編 臨川書店 1990 9185/SH55/19 中央 

44 新編稀書複製会叢書 20 中村 幸彦／編 臨川書店 1990 9185/SH55/20 中央 

45 新編稀書複製会叢書 21 中村 幸彦／編 臨川書店 1990 9185/SH55/21 中央 

46 時代(とき)のなかの歌舞伎 上村 以和於／著 
慶応義塾大

学出版会 
2003 77404/7/ 中央 

47 日本の伝統芸能 3 高橋 秀雄／監修 小峰書店 1995 J772/ﾆﾎ/3 中央 

48 日本の伝統芸能 
 

第一法規 1973 7721/N71/ 中央 

49 明治の歌舞伎と出版メディア 矢内 賢二／著 ぺりかん社 2011 77426/6/ 中央 

50 物語で学ぶ日本の伝統芸能 3 
 

くもん出版 2004 J772/ﾓﾉ/3 中央 

51 
若衆歌舞伎・野郎歌舞伎の研

究 
武井 協三／著 八木書店 2000 77422/1/ 中央 



52 江戸歌舞伎文化論 服部幸雄/著 平凡社 2003 7742/ 東部 

53 絵で読む歌舞伎の歴史 服部幸雄/著 平凡社 2008 7742/21 東部 

３ 歌舞伎の役者 

1 一生青春 中村 鴈治郎／[述] 演劇出版社 1997 77428/6/ 中央 

2 女形無限 
中村 雀右衛門／

著 
白水社 1998 77428/4/ 中央 

3 
歌舞伎十八番  （浮世絵かぶ

きシリーズ） 
中山 幹雄／著 学芸書林 1988 774/N45/ 中央 

4 歌舞伎十八番 
十二代目市川団十

郎／著 

河出書房新

社 
2002 774/19/ 東部 

5 歌舞伎俳優名跡便覧 ＊ 服部幸雄・監修 
日本芸術文

化振興会 
1998 77428/7/ 中央 

6 勘九郎芝居ばなし 中村 勘九郎／語り 朝日新聞社 1992 774/N37/ 中央 

7 勘九郎ひとりがたり 中村 勘九郎／著 集英社 1992 774/N37/ 中央 

8 
勘三郎の天気  （大活字本シ

リーズ） 
山川 静夫／著 埼玉福祉会 1999 L7742/1/ 中央 

9 
近世文芸研究叢書 第 2期芸

能篇 11 歌舞伎 11 

近世文芸研究叢書

刊行会／編 
クレス出版 1997 

91025/5/2  

-11 
東部 

10 現代若手歌舞伎俳優集 1 萩原 雪夫／編集 日芸出版 1972 774/G34/1 中央 

11 坂田藤十郎 坂田 藤十郎／著 世界文化社 2006 77428/9/ 中央 

12 さらば勘九郎 小松 成美／著 幻冬舎 2005 77428/49/ 東部 

13 
三代目沢村田之助  （夜想

EX） 
ペヨトル工房／編著 ペヨトル工房 1996 77428/2/ 中央 

14 中村勘三郎 渡辺 保／著 講談社 1989 774/N37/ 中央 

15 中村勘三郎楽屋ばなし 関 容子／著 文芸春秋 1985 774/N37/ 中央 

16 花の脇役 関 容子／著 新潮社 1996 77428/1/ 中央 

17 平成歌舞伎俳優論 水落 潔／著 演劇出版社 1992 774/MI96/ 中央 

18 
役者の書置き  （岩波新書 新

赤版） 
嵐 芳三郎／著 岩波書店 1997 77428/3/ 中央 



４ 歌舞伎の作者と作品 

1 
青砥稿花紅彩画  （国立劇場
歌舞伎公演記録集 開場 40周
年記念） 

河竹 默阿弥／作 ぴあ 2005 774/31/1 東部 

2 
妹背山婦女庭訓  （橋本治・

岡田嘉夫の歌舞伎絵巻） 
近松 半二／原作 ポプラ社 2012 J912/ﾁﾊ/ 中央 

3 岩波講座歌舞伎・文楽 第 8巻 
鳥越 文蔵／[ほか]

編集 
岩波書店 1998 77408/1/8 中央 

4 江戸歌舞伎作者の研究 光延 真哉／著 笠間書院 2012 77448/1/ﾌ 中央 

5 江戸歌舞伎作者の研究 光延 真哉／著 笠間書院 2012 77448/1/ 中央 

6 
仮名手本忠臣蔵  （橋本治・

岡田嘉夫の歌舞伎絵巻） 
竹田 出雲／原作 ポプラ社 2003 J912/ﾊｵ/ 中央 

7 歌舞伎歳時記  （新潮選書） 服部 幸雄／著 新潮社 1995 774/H44/ 中央 

8 かぶきの花と心 朝日新聞社／編 朝日新聞社 1980 774/KA11/ 中央 

9 
国性爺合戦  （橋本治・岡田

嘉夫の歌舞伎絵巻） 

近松 門左衛門／

原作 
ポプラ社 2010 J912/ﾁﾓ/ 中央 

10 芝居日記 三島 由紀夫／著 中央公論社 1991 774/MI53/ 中央 

11 少年少女古典文学館 18 
 

講談社 1992 J918/ｼﾖ/18 中央 

12 正本近松全集 第 1巻 
[近松 門左衛門／

著] 
勉誠社 1977 9124/C44/1 中央 

13 
菅原伝授手習鑑  （橋本治・

岡田嘉夫の歌舞伎絵巻） 
竹田 出雲／原作 ポプラ社 2007 J912/ﾊｵ/ 中央 

14 図説日本の古典 16 
 

集英社 1979 9108/Z8/16 中央 

15 

染五郎と読む歌舞伎になった

義経物語  （イワサキ・ノンフィ

クション） 

小野 幸恵／著 岩崎書店 2006 J774/ｵｻ/ 中央 

16 近松浄瑠璃本奥書集成 
 

大阪府立図

書館 
1960 

9124/ｵﾌ     

1/ 
中央 

17 近松世話悲劇 白倉 一由／著 おうふう 1996 
9124/ｼｶ     

1/ 
中央 

18 近松全集 第 1巻 
[近松 門左衛門／

著] 
岩波書店 1985 9124/C44/W1 中央 

19 近松 南北 黙阿弥 中山 幹雄／著 
高文堂出版

社 
1997 77404/3/ 中央 



20 
近松半二浄瑠璃集 1  （叢書

江戸文庫） 
近松 半二／[作] 国書刊行会 1987 9124/C44/1 中央 

21 
近松物語  （浮世絵かぶきシ

リーズ） 
中山 幹雄／著 学芸書林 1990 774/N45/ 中央 

22 近松物語の女たち 水上 勉／[著] 中央公論社 1977 9124/C44/ 中央 

23 
近松門左衛門  （NHKにんげ

ん日本史） 
小西 聖一／著 理論社 2004 J912/ｺｾ/ 中央 

24 
近松門左衛門  （日本の作

家） 
鳥越 文蔵／著 新典社 1989 9124/C44/ 中央 

25 
近松門左衛門  （江戸人物読

本） 
武井 協三／編 ぺりかん社 1991 9124/C44/ 中央 

26 
近松門左衛門  （マンガ大江

戸パワフル人物伝） 
春樹 椋尾／マンガ 草土文化 1994 J912/ﾁﾓ/ 中央 

27 
近松門左衛門  （古典とその

時代） 
森 修／著 三一書房 1985 9124/C44/ 中央 

28 近松門左衛門という人 田中 澄江／著 
日本放送出

版協会 
1984 9124/C44/ 中央 

29 鶴屋南北  （日本の作家） 中山 幹雄／著 新典社 2001 
9125/ﾅﾐ     

2/ 
中央 

30 鶴屋南北  （中公新書） 郡司 正勝／著 中央公論社 1994 9125/TS88/ 中央 

31 鶴屋南北序説 中山 幹雄／著 
高文堂出版

社 
1995 

9125/ﾅﾐ     

1/ 
中央 

32 鶴屋南北の世界 小池 章太郎／著 三樹書房 1981 9125/TS88/ 中央 

33 鶴屋南北論集 
鶴屋南北研究会／

編 
国書刊行会 1990 9125/TS88/ 中央 

34 日本の古典文学 16 
 

さ・え・ら書房 1975 J918/ﾆﾎ/16 中央 

35 

江戸のヒットメーカー 

―歌舞伎作者・鶴屋南北の足

跡― 

津川安男/著 ゆまに書房 2012 9125/ツナ６ 東部 

36 
三島由紀夫と歌舞伎  （三島

由紀夫研究） 

松本 徹／責任編

集 
鼎書房 2010 

9125/ﾐﾕ     

1/ 
東部 

37 三島由紀夫と歌舞伎 木谷真紀子/著 翰林書房 2007 9125/キマ１ 東部 

38 
義経千本桜  （橋本治・岡田

嘉夫の歌舞伎絵巻） 
竹田 出雲／原作 ポプラ社 2005 J912/ﾊｵ/ 中央 

39 河竹黙阿弥 
早稲田大学演劇博

物館／編集 

早稲田大学

演劇博物館 
1993 9125/KA98/ 中央 

40 
元のもくあみとならん 

竹河黙阿弥 
今尾哲也/著 

ミネルバヴァ

書房 
2009 ９１２５/カモ６ 東部 



５ 歌舞伎の随筆・芸談 

1 芥川龍之介全集 第 4巻 芥川 龍之介／著 岩波書店 1977 918/A39A/4 中央 

2 
歌舞伎随筆  （江戸文化選

書） 
中村 芝鶴／[著] 評論社 1977 774/N37/ 中央 

3 歌舞伎の近代 中村 哲郎／著 岩波書店 2006 77426/3/ 東部 

4 上方の文化  （上方文庫） 
大阪女子大学国文

学研究室／編 
和泉書院 1988 9124/C44/ 東部 

5 近世の語りと劇 森山 重雄／著 三一書房 1987 9124/MO73/ 中央 

6 口伝解禁近松門左衛門の真実 近松 洋男／著 
中央公論新

社 
2003 

9124/ﾁﾓ     

9/ 
東部 

7 東京歌舞伎散歩 羽鳥 昇兵／著 読売新聞社 1971 774/H42/ 中央 

8 日本の芸談 1 
 

九芸出版 1978 7721/N71/1 中央 

9 日本の芸談 2 
 

九芸出版 1979 7721/N71/2 中央 

10 日本の名随筆 別巻 10 
 

作品社 1991 
9146/N71/ﾍ

10 
中央 

11 日本の名随筆 別巻 39 
 

作品社 1994 
9146/N71/ﾍ

39 
中央 

12 俳句のゆたかさ 森 澄雄／著 朝日新聞社 1998 91130/32/ 中央 

13 花道のある風景 服部 幸雄／著 白水社 1996 77404/1/ 中央 

14 百鬼夜行の楽園 落合 清彦／著 芸術生活社 1975 9125/TS88/ 中央 

15 文学よもやま話 下 池島 信平／[著] 恒文社 1995 
9146/ｲｼ     

1/2 
中央 

16 丸谷才一批評集 第 3巻 丸谷 才一／著 文芸春秋 1995 9104/7/3 中央 

17 夢みるちから 市川 猿之助／著 春秋社 2001 774/5/ 中央 

６ 様々な図録と写真集 

1 衣裳による歌舞伎の研究 森 タミエ／著 源流社 2003 77467/1/ 中央 

2 黄金期歌舞伎名優アルバム 松井 俊諭／編著 二玄社 2006 77428/41/ 東部 



3 歌舞伎と文楽の世界 
愛媛県歴史文化博

物館／編 

愛媛県歴史

文化博物館

指定管理者

イヨテツケー

ターサービス 

2009 7742/13/ 中央 

4 歌舞伎の衣裳 婦人画報社／編集 婦人画報社 1974 774/KA11/ 中央 

5 
歌舞伎舞踊  （浮世絵かぶき

シリーズ） 
中山 幹雄／著 学芸書林 1989 774/N45/ 中央 

6 十五代目片岡仁左衛門 
片岡 仁左衛門／

編著 
淡交社 1998 77428/5/ 中央 

7 図説江戸の演劇書 赤間 亮／著 八木書店 2003 774/8/ 中央 

8 
忠臣蔵物語  （浮世絵かぶき

シリーズ） 
中山 幹雄／著 学芸書林 1988 774/N45/ 中央 

9 
南北物語  （浮世絵かぶきシ

リーズ） 
中山 幹雄／著 学芸書林 1988 774/N45/ 中央 

10 夢の江戸歌舞伎 服部 幸雄／文 岩波書店 2001 7745/2/ 中央 

７ 錦絵 

1 浅倉一代記（１） 一勇斎 国芳／画 〔出版者不明〕 
弘化 

～嘉永 
C721/U96/9-1 中央 

2 浅倉一代記（２） 一勇斎 国芳／画 〔出版者不明〕 
弘化 

～嘉永 
C721/U96/9-1 中央 

3 
浅倉一代記 

浅倉一代記十番続訴の場     
一勇斎 国芳／画 〔出版者不明〕 

弘化 

～嘉永 
C721/U96/9-1 中央 

4 
浅倉一代記 

浅倉一代記十番続宿屋場 
一勇斎 国芳／画 〔出版者不明〕 

弘化 

～嘉永 
C721/U96/9-1 中央 

5 
浅倉一代記 

浅倉一代記 渡場 
一勇斎 国芳／画 〔出版者不明〕 

弘化 

～嘉永 
C721/U96/9-1 中央 

6 
浅倉一代記  

浅倉当吾［妻子との別れの図］       
一勇斎 国芳／画 〔出版者不明〕 

弘化 

～嘉永 
C721/U96/9-1 中央 

7 
浅倉一代記 

浅倉当吾〔通天橋直訴の図〕       
一勇斎 国芳／画 〔出版者不明〕 

弘化 

～嘉永 
C721/U96/9-1 中央 

8 浅倉一代記 浅倉一代記通天   一勇斎 国芳／画 〔出版者不明〕 
弘化 

～嘉永 
C721/U96/9-1 中央 

9 浅倉一代記 浅倉一代記拷問 一勇斎 国芳／画 〔出版者不明〕 
弘化 

～嘉永 
C721/U96/9-1 中央 

10 浅倉一代記（１０） 一勇斎 国芳／画 〔出版者不明〕 
弘化 

～嘉永 
C721/U96/9-1 中央 
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成田山花園より東当村の望景 

明治坐新狂言 不知藪八幡之

実怪 佐倉宗吾之話 新撰東錦

絵 向疵の与三 かうもり安 両

国橋渡初之図       

豊国（三世）/画 

陽堂玉英/画 
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中央 

＊国立国会図書館の提供する「歴史的音源」を、千葉県立中央図書館の館内で視聴できます。 

「歴史的音源」では 1900年初頭～1950年頃に国内で製造された SP盤及び金属原盤等に収録され

た音楽・演説等の音源が提供されています。 

今回の展示に関連する「歴史的音源」も多数ありますのでご利用ください。 

・「切られ与三」など、作品名で検索して探すことができます。 

・「詳細条件で検索」の画面で「ジャンル」の項目に「歌舞伎」と入力して検索すると提供されてい

る歌舞伎ジャンルの作品一覧を見ることができます。 


