
参考書
書     名 著者名 出版社 出版年 資料番号

市川団十郎研究文献集成 中山 幹雄／編著 高文堂出版社 2002.4 0104782453
かぶき手帖　2013年版 日本俳優協会／編集日本俳優協会 2013.4 0106287154
最新歌舞伎大事典 富澤 慶秀／監修 柏書房 2012.7 0105793905
歌舞伎事典 服部 幸雄／編 平凡社 2011.3 0105630636
歌舞伎名作事典 金沢 康隆／編 青蛙房 2009.7 0105431944
歌舞伎登場人物事典 河竹 登志夫／監修 白水社 2006.5 0105111603
歌舞伎人名事典 野島 寿三郎／編 日外アソシエーツ 2002.6 0104786546
歌舞伎入門事典 和角 仁／著 雄山閣出版 1994.4 0102776051
歌舞伎鑑賞辞典 水落 潔／著 東京堂出版 1993.9 0102700952
歌舞伎・浄瑠璃外題事典 野島 寿三郎／編 日外アソシエーツ 1991.7 0100070549
歌舞伎・浄瑠璃外題よみかた辞典 野島 寿三郎／編 日外アソシエーツ 1990.6 0101757003
歌舞伎年表　第1巻～第8巻 伊原 敏郎／著 岩波書店 1973

雑誌
演劇界 演劇出版社

山梨と団十郎
書     名 著者名 出版社 出版年 資料番号

団十郎と山梨 山梨日日新聞社／編 山梨日日新聞社 １９８５ 0101996619
団十郎と山梨 中村　高志／著 山梨日日新聞社 １９８４ 0101988178

市川團十郎宗家発祥の地をめぐり、
「山の先生」・丹沢正作住居跡を訪
ねる

つなぐ「まちミュー友
の会」／編

つなぐ「まちミュー
友の会」

2009.4 0104555222

団十郎代々
書     名 著者名 出版社 出版年 資料番号

團十郎と海老蔵 江宮 隆之／著 学研パブリッシング2011.8 0104576269
市川團十郎 金沢 康隆／著 青蛙房 2013.3 0106275746
悲劇の名門團十郎十二代 中川 右介／著 文藝春秋 2011.4 0105642623
江戸演劇史　上 渡辺 保／著 講談社 2009.7 0105434997
江戸演劇史　下 渡辺 保／著 講談社 2009.7 0105437172
新日本現代演劇史　１～４ 大笹 吉雄／著 中央公論新社 2009.2 0105387492
新日本現代演劇史　２ 大笹 吉雄／著 中央公論新社 2009.6 0105415046
新日本現代演劇史　３ 大笹 吉雄／著 中央公論新社 2009.10 0105445142
新日本現代演劇史　４ 大笹 吉雄／著 中央公論新社 2010.2 0105485833
伝統芸能に学ぶ 光森 忠勝／著 恒文社21 2003.4 0105100176
市川団十郎代々 服部 幸雄／著 講談社 2002.2 0104771324
近世文芸研究叢書　第2期芸能篇11 近世文芸研究叢書刊行会／編 クレス出版 1997.4 0103325809
近世文芸研究叢書　第2期芸能篇12 近世文芸研究叢書刊行会／編 クレス出版 1997.4 0103325817
近世文芸研究叢書　第2期芸能篇13 近世文芸研究叢書刊行会／編 クレス出版 1997.4 0103325825
西山松之助著作集　第7巻 西山 松之助／著 吉川弘文館 1987.10 0101722114
日本を創った人びと　20 日本文化の会／編集 平凡社 1978.11 0102106598
人物日本の歴史　16 小学館 1976 0100294172
市川団十郎 西山 松之助／著 吉川弘文館 1973 0100683515
団十郎の芝居 伊原 青々園／述 早稲田大学出版部 1934 0102058575

市川団十郎の代々　上巻・下巻 伊原　青々園／著 市川宗家
1917／
1931

0100683473

山梨県立図書館所蔵　市川団十郎・猿之助関連書リスト



市川海老蔵

書     名 著者名 出版社 出版年 資料番号
市川海老蔵 犬丸 治／著 岩波書店 2011.4 0105642680

十二代目市川団十郎

書     名 著者名 出版社 出版年 資料番号
家元探訪 河村 常雄／著 出版研究センター 2012.2 0105748727
家の履歴書　男優・女優篇 斎藤 明美／著 キネマ旬報社 2011.6 0105661227
仕事力　金版 朝日新聞社／編著 朝日新聞出版 2010.4 0106198757
山折哲雄こころ塾　２ 山折 哲雄／[著] 東方出版 2008.10 0106087133
襲名全記録十二代目市川団十郎 富山 治夫／写真 平凡社 1985.10 0101742971
海老蔵から団十郎へ 薄井 賢三／写真 集英社 1985.4 0100895424
歌舞伎十八番

十二代目市川団十郎／
著 河出書房新社 2002.10 0104809413

十一代目市川団十郎

書     名 著者名 出版社 出版年 資料番号
十一代目團十郎と六代目歌右衛門 中川 右介／著 幻冬舎 2009.1 0105381149
市川団十郎 前田 青邨／[ほか]文 淡交社 1970 0101759405
明治演劇史 渡辺 保／著 講談社 2012.11 0106244296

九代目市川団十郎

書     名 著者名 出版社 出版年 資料番号
演じられた近代 兵藤 裕己／著 岩波書店 2005.2 0105008833

八代目市川団十郎

書     名 著者名 出版社 出版年 資料番号
江戸書物の世界 雲英 末雄／編 笠間書院 2010.10 0105924914
団十郎と死絵 陶 智子／著 桂書房 1996.10 0103188819
団十郎切腹事件　(雅楽探偵譚) 戸板 康二／著 立風書房 1977 0101139848

五代目市川団十郎

書     名 著者名 出版社 出版年 資料番号
江戸の文事 延広 真治／編 ぺりかん社 2000.4 0106009947

二代目市川団十郎

書     名 著者名 出版社 出版年 資料番号
二代目市川団十郎 田口 章子／著 ミネルヴァ書房 2005.1 0104997481
資料集成二世市川団十郎 立教大学近世文学研究会／編 和泉書院 1988.3 0100683598
未刊随筆百種　第2巻 三田村 鳶魚／編 中央公論社 1976 0100185354
日本思想大系　61 岩波書店 1971 0101414126
燕石十種　第3 国書刊行会 1908 0100156660

初代目市川団十郎

書     名 著者名 出版社 出版年 資料番号
歌舞伎・浄瑠璃 諏訪 春雄／編 国書刊行会 1993.12 0102776572

市川猿之助

書     名 著者名 出版社 出版年 資料番号
猿之助三代 小谷野 敦／著 幻冬舎 2011.5 0105657415
紫 市川 猿之助／[編]著 春秋社 2011.5 0105648646
スーパー歌舞伎 市川 猿之助／著 集英社 2003.2 0106193501
猿之助の歌舞伎講座 市川 猿之助／著 新潮社 1984.5 0101052231
私の履歴書　文化人 10 日本経済新聞社／編日本経済新聞社 1984.2 0100294669




