
古典芸能ってどんなものがあるの？ 　

古典芸能てんこ盛り 中村 雅之／文 淡交社 772.1

英語で話す「日本の伝統芸能」 小玉 祥子／著 　講談社インターナショナル 772.1

上方伝統芸能あんない 堀口 初音／著 創元社 772.1

市川染五郎の歌舞伎　　日本の伝統芸能はおもしろい① 小野 幸恵／著 岩崎書店 児　　774

柳家花緑の落語　　　　日本の伝統芸能はおもしろい② 小野 幸恵／著 岩崎書店 児　　779

野村万斎の狂言　　　　日本の伝統芸能はおもしろい③ 小野 幸恵／著 岩崎書店 児　　773

東儀秀樹の雅楽　　　　日本の伝統芸能はおもしろい④ 小野 幸恵／著 岩崎書店 児　　768

吉田簑太郎の文楽　　　日本の伝統芸能はおもしろい④ 小野 幸恵／著 岩崎書店 児　　777

歌舞伎　　　　　　　　こども伝統芸能シリーズ① 市川 染五郎／監修 アリス館 児　　774

狂言　　　　　　　　　こども伝統芸能シリーズ② 茂山 宗彦、茂山 逸平／監修 アリス館 児　　773

落語　　　　　　　　　こども伝統芸能シリーズ③ 柳家 花緑／監修・文 アリス館 児　　779

日本音楽との出会い 月溪 恒子／著 東京堂出版 768

図解日本音楽史 田中 健次／著 東京堂出版 768

日本音楽がわかる本 千葉 優子／著 音楽之友社 768

ひと目でわかる日本音楽入門 田中 健次／著 音楽之友社 768

邦楽ってどんなもの　楽器編 星野 榮志／著 演劇出版社出版事業部 768

知ってるようで知らない邦楽おもしろ雑学事典 西川 浩平／著 　ヤマハミュージックメディア 768

日本の音楽と文楽 井野辺 潔／著 和泉書院 768

はじめての雅楽 笹本 武志／著 東京堂出版 768.2

雅楽 　 平凡社 768.2

能・狂言の見方楽しみ方 柳沢 新治／著 山川出版社 773

能のちから 九世観世銕之丞／著 青草書房 773

能・狂言を楽しむ本 松岡 心平／監修 主婦と生活社 773

すぐわかる能の見どころ　物語と鑑賞139曲 村上 湛／著 東京美術 773
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能・狂言

雅楽

日本の音楽

     歌舞伎がわかる本  

   ビジュアルで楽しむ歌舞伎鑑賞ナビ                                                                                                    

     （双葉社スーパームック） 

         双葉社                 

       図解 日本音楽史 
           

      田中 健次／著 
 

       東京堂出版 
 

歌舞伎の歴史や素朴な疑問、有名な

演目のあらすじ、見どころなどをわ

かりやすく説明しています。写真や

イラストがふんだんに使われていて、

とても読みやすいです。 

雅楽や声明から民謡まで、日本音

楽の歴史がわかります。  

図を使いながら、短くわかりやす

くまとめられているので、入門書

としておすすめです。 

難しそうと思われがちな伝統芸能。                            

今回は、初心者でもわかりやすい、能や歌舞伎など日本の伝統芸能に関する本を

集めました。 芸術の秋を楽しみましょう！ 
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書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　版　社 請求記号
これならわかる、能の面白さ 林 望／著 淡交社 773

能舞台の主人公たち 権藤 芳一／著 淡交社 773

一冊でわかる狂言ガイド 丸岡 圭一／監修 成美堂出版 773.9

あらすじで読む名作狂言50 小林 責／監修 世界文化社 773.9

まんがで楽しむ狂言ベスト70番 村 尚也／文 檜書店 773.9

人間国宝野村万作の世界 林 和利／著 明治書院 773.9

京都の狂言師 茂山 千作／著 世界文化社 773.9

世阿弥 石黒 吉次郎／著 勉誠出版 773.2

世阿弥 　 平凡社 773.2

歌舞伎がわかる本 　 双葉社 774

みんなの歌舞伎 平成歌舞伎応援団／著 ベストブック 774

歌舞伎の愉しみ方 山川 静夫／著 岩波書店 S　　774

恋するKABUKI 辻 和子／著 実業之日本社 774

歌舞伎十八番 戸板 康二／著 隅田川文庫 774

歌舞伎の事典 藤田 洋／著 新星出版社 774

すぐわかる歌舞伎の見どころ 金森 和子／著 東京美術 774

カブキ101物語 渡辺 保／編 新書館 774

あらすじで読む名作歌舞伎50 利根川 裕／著 世界文化社 774

坂東三津五郎歌舞伎の愉しみ 坂東 三津五郎／著 岩波書店 774

團十郎の歌舞伎案内 市川 團十郎／著 PHP研究所 S　　774

絵本 歌舞伎 中山 幹雄／文 アリス館 児　  774

ザ歌舞伎座 篠山 紀信／撮影 講談社 774.5

歌舞伎のかわいい衣裳図鑑 君野 倫子／著 小学館 774.6

歌舞伎のびっくり満喫図鑑 君野 倫子／著 小学館 774.6

文楽にアクセス 松平 盟子／著 淡交社 777.1

文楽ざんまい 亀岡 典子／著 淡交社 777.1

豊竹咲甫大夫と文楽へ行こう 豊竹 咲甫大夫／著 旬報社 777.1

文楽に連れてって! 田中 マリコ／著 青弓社 777.1

三毛猫ホームズの文楽夜噺 赤川 次郎／著 角川書店 777.1

あらすじで読む名作文楽50 高木 秀樹／著 世界文化社 777.1

あやつられ文楽鑑賞 三浦 しをん／著 ポプラ社 777.1

文楽のこころを語る 竹本 住大夫／著 文芸春秋 777.1

四代越路大夫の表現　－文楽鑑賞の手引きー 竹本 越路太夫／述 淡交社 777.1

浄瑠璃を読もう 橋本 治／著 新潮社 912.4　ハシモ

落語

落語のひみつ 桂 平治／案内人、大友 浩／著 芸術新聞社 779.1

図説落語の歴史 山本 進／著 河出書房新社 779.1

この落語家をよろしく 広瀬 和生／著 講談社 779.1

今おもしろい落語家ベスト50 文藝春秋　編集委員室／編集 文藝春秋 779.1

2009　東京落語家名鑑 瀧口 雅仁／著 小学館 779.1

上方落語家名鑑ぷらす上方噺 やまだ りよこ／著 出版文化社 779.1

落語と歌舞伎粋な仲 太田 博／著 平凡社 779.1

落語一日一話 野口 卓／著 河出書房新社 779.1

落語の手帖　寄席のおともに 神津 友好／著 自由国民社 779.1

上方落語こばなし絵本 もりた はじめ／採話 講談社 913.7　カミカ

江戸落語の舞台を歩く 河合 昌次／著 東京地図出版 779.1

噺家と歩く「江戸・東京」　こだわりの落語散歩ガイド 長井 好弘／著 アスペクト 779.1

落語検定 池谷 伊佐夫／著 文藝春秋 779.1

食べる落語　　いろは うまいもんづくし 稲田 和浩／著 教育評論社 779.1

落語雑学クイズ横丁 東都よみうり編集部／著 ごま書房新社 779.1

落語ことば辞典 榎本 滋民／著 岩波書店 779.1

　　　　　　Ｓ …新書
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文楽

歌舞伎


