
タイトル 著者 出版社 請求記号 資料番号

古典芸能の基礎知識 小山観翁著 三省堂 770/KO97K/ 9110082297

ザ・伝統芸能 大蔵省印刷局編集 大蔵省印刷局 772.1/Z1O/ 9110277592

伝統芸能家になるには 佐貫百合人著 ぺりかん社 774/SA67D/ 9110428866

仕舞入門講座 野村四郎著 檜書店 773.39/N95S/ 9110485764

能百十番 増田正造文 平凡社 773/MA66N/ 9110236203

図説日本の古典 集英社 773/N93S/ 9110142902

能楽ハンドブック　第３版 戸井田道三監修 三省堂 773/N93S/ 9110473692

お能の見方 白洲正子著 新潮社 773/SH85O/ 9110167760

現代語訳風姿花伝 世阿弥著
ＰＨＰ研究所（発売）
 ＰＨＰエディターズ・グループ

773/Z2H/ 9110436465

味方玄能へのいざない 味方玄著 淡交社 773/MI21M/ 9110460012

あらすじで読む名作能５０ 多田富雄監修 世界文化社 773/A65S/ 9110440350

能装束百姿 切畑健編 平凡社 G773.67/N97H/ 9110029585

国立能楽堂コレクション展 ＮＨＫプロモーション ＮＨＫプロモーション T773/KO49S/2008 9110476095

別冊太陽　能　道成寺 平凡社 // 9510041123

能狂言鑑賞ガイド 小学館 773/N93S/ 9110280159

狂言画写の世界 安東伸元著 和泉書院 773.9/A47K/ 9110445660

あらすじで読む名作狂言５０ 小林責監修 世界文化社 773.9/A65S/ 9110443933

狂言ハンドブック　第３版 小林責監修 三省堂 773.9/KY3S/ 9110424286

狂言入門 淡交社 773.9/KY3T/ 9110230166

狂言のデザイン図典 茂山千五郎監修 東方出版 773.9/KY3T/ 9110442551

満月のわらい 立川志の輔著 ぴあ 773.9/TA94M 9110433982

狂言芸話 野村万蔵著 わんや書店 773.9/N95N/ 9110082232

中・高校生のための狂言入門 山本東次郎著 平凡社 773.9/Y31C/ 9110437239

歌舞伎入門事典　第2版 和角仁著 雄山閣出版 774.03/W49K/ 9110268118

ミーハー歌舞伎 田口章子文 東京書籍 774.04/TA19M/ 9110227859

歌舞伎名作事典　改訂新版 演劇出版社 774.2/KA11E/ 9110233220

江戸の大衆芸能 川添裕著 青幻舎 774.25/KA98E/ 9110429611

女方 津田類著 朝日新聞社 774.38/TS34O/ 9110087776

夢の江戸歌舞伎 服部幸雄文 岩波書店 774.5/H44Y/ 9110316529

歌舞伎のかわいい衣裳図鑑 君野倫子著 小学館 774.67/KI33K/ 9110427537

歌舞伎のびっくり満喫図鑑 君野倫子著 小学館 774.67/KI33K/ 9110473039

舞踊名作事典 演劇出版社 774/B97E/ 9110006983

歌舞伎をみる人のために 今尾哲也著 玉川大学出版部 774/I46K/ 9110153960

歌舞伎見どころ聞きどころ 石橋健一郎著 淡交社 774/I71K/ 9110161775

歌舞伎 講談社 774/KA11K/ 9110029567

歌舞伎入門 淡交社 774/KA11T/ 9110239644

ザ歌舞伎座 篠山紀信撮影 講談社 G774/SH68Z/ 9110311952

あらすじで読む名作歌舞伎５０ 利根川裕著 世界文化社 774/TO63A/ 9110433660

歌舞伎のみかた 吉田千秋著 保育社 774/Y86K/ 9110346330

演劇界　歌舞伎の襲名―前編―（５号） 演劇出版社 // 9510324666

演劇界　歌舞伎の愉しみ（９号） 演劇出版社 // 9510324675

人形は口ほどにものを言い 赤川次郎著 小学館 777.1/A29N/ 9110363921

文楽の舞台美術 国立文楽劇場管理課編集 日本芸術文化振興会 777.1/B89N/ 9110129787

文楽ハンドブック　第3版 藤田洋編 三省堂 777.1/B89S/ 9110424286

文楽 土門拳著 駸々堂出版 777.1/D85B/ 9110035850

恋する文楽 広谷鏡子著 洋泉社 777.1/H74K/ 9110291528

文楽 河原久雄著 講談社 777.1/KA92B/ 9110153049

文楽ざんまい 亀岡典子著 淡交社 777.1/KA35B/ 9110442266

あやつられ文楽鑑賞 三浦しをん著 ポプラ社 777.1/MI67A/ 9110464147

かしら 斎藤清二郎著 岩崎美術社 777.1/SA25K/ 9110008772

あらすじで読む名作文楽５０ 高木秀樹著 世界文化社 777.1/TA29A/ 9110441920

カラー　文楽の魅力 吉永孝雄文 淡交社 777.1/Y92K/ 9110039750

別冊太陽　文楽 平凡社 // 9510071552

古典芸能を知ろう

能の世界に浸ろう

狂言を楽しもう

歌舞伎を味わおう

文楽を考えよう



夢舞台新舞踊の華たち 相羽秋夫編著 里文出版 769.11/A22Y/ 9110370766

日本舞踊 藤田洋著 ぎょうせい 769.11/F67N/ 9110076315

日本舞踊 日本舞踊社 // 9510324791

日本舞踊の心　４巻　秋に月 西形節子著 演劇出版社 769.11/N83N/4 9110372804

やっぱり古いが面白い！ 西川右近著 文化創作出版 769.11/N83Y 9110372911

大道具で楽しむ日本舞踊 中田節著 新典社 769.1N43O/ 9110521163

日本舞踊ハンドブック　改訂版 藤田洋著 三省堂 769.11/F67N/ 9110486073

あんけら荘夜話 桂文枝著 青蛙房 779.13/KA88K/ 9110231780

落語と歌舞伎粋な仲 太田博著 平凡社 779.13/O81R/ 9110278491

落語への招待 平凡社 779.13/R12H/ 9110243772

落語ハンドブック 山本進編 三省堂 779.13/R12S/ 9110233168

落語風俗帳 関山和夫著 白水社 779.13/SE44R/ 9110114336

落語 弘文出版 // 9510164590

日本舞踊に近づこう

落語で笑おう


