
2014/04/11新居浜市立図書館(本館) 図書目録リスト
【別置】：I
【分類】：760～799
【配架区分】：書庫・一般

館名 資料ＩＤ タイトル 責任表示 請求記号 出版者
本 0113001670 音楽史的レコード蒐集 上 あらえびす‖著 I760/ｱ レコード音楽社
本 0112984307 音楽生活二十年 大田黒  元雄‖著 I760/ｵ 第一書房
本 0113010740 音楽新潮 第1巻自二月至七月 I760/ｵ/1-1
本 0113010759 音楽新潮 第1巻自八月至十二月 I760/ｵ/1-2
本 0113010768 音楽新潮 第2巻自一月至六月 I760/ｵ/2-1
本 0113010919 音楽新潮 第2巻自七月至十二月 I760/ｵ/2-2
本 0113010777 音楽新潮 第3巻自一月至六月 I760/ｵ/3-1
本 0113010786 音楽新潮 第3巻自七月至十二月 I760/ｵ/3-2
本 0113010795 音楽新潮 第4巻自一月至六月 I760/ｵ/4-1
本 0113010802 音楽新潮 第4巻自七月至十二月 I760/ｵ/4-2
本 0113010811 音楽新潮 第5巻自一月至六月 I760/ｵ/5-1
本 0113010820 音楽新潮 第5巻自七月至十二月 I760/ｵ/5-2
本 0113010839 音楽新潮 第6巻自一月至六月 I760/ｵ/6-1
本 0113010848 音楽新潮 第6巻自七月至十二月 I760/ｵ/6-2
本 0113010857 音楽新潮 第7巻自一月至六月 I760/ｵ/7-1
本 0113010866 音楽新潮 第7巻自七月至十二月 I760/ｵ/7-2
本 0113010875 音楽新潮 第8巻自一月至六月 I760/ｵ/8-1
本 0113010884 音楽新潮 第8巻自七月至十二月 I760/ｵ/8-2
本 0113010893 音楽新潮 第9巻自一月至六月 I760/ｵ/9-1
本 0113010900 音楽新潮 第9巻自七月至十二月 I760/ｵ/9-2
本 0113010928 音楽新潮 第10巻自一月至六月 I760/ｵ/10-
本 0113010937 音楽新潮 第10巻自七月至十二月 I760/ｵ/10-
本 0113010946 音楽新潮 第11巻自一月至六月 I760/ｵ/11-
本 0113010955 音楽新潮 第11巻自七月至十二月 I760/ｵ/11-
本 0113010964 音楽新潮 第12巻自一月至六月 I760/ｵ/12-
本 0113010973 音楽新潮 第12巻自七月至十二月 I760/ｵ/12-
本 0113010982 音楽新潮 第13巻自一月至六月 I760/ｵ/13-
本 0113010991 音楽新潮 第13巻自七月至十二月 I760/ｵ/13-
本 0113011008 音楽新潮 第14巻自一月至四月 I760/ｵ/14-
本 0113011017 音楽新潮 第14巻自九月至十二月 I760/ｵ/14-
本 0112983362 音楽の階級性 兼常  清佐‖著 I760/ｶ 鉄塔書院
本 0112972613 或る音楽家の美学的告白 レオニード  クロイツァー‖著 中瀬 I760/ｸ 大化書房
本 0113012141 音楽と生活 園部  三郎‖著 I760/ｿ 中央公論社
本 0112983353 音楽と人生 田中  耕太郎‖著 I760/ﾀ 勁草書房
本 0113017805 珍品レコード あらえびす‖[ほか著] グラモヒル社 I760/ﾁ グラモヒル社出版部
本 0112983371 音楽を愛する友へ エトヴィン  フイッシャー‖著 佐野 I760/ﾌ 新潮社
本 0113012132 音楽家の自画像 ダリウス・ミョー,クロード・ロスタ I760/ﾐ 創元社
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館名 資料ＩＤ タイトル 責任表示 請求記号 出版者
本 0112978519 樂聖物語 あらえびす‖[著] I762/ｱ レコード音樂社
本 0112984254 音楽芸術史 セシル  グレイ‖[著] 大田黒  元雄 I762/ｸﾞ 第一書房
本 0113020025 現代音楽大観 鶴橋  泰二‖編 I762/ｹﾞ 日本名鑑協会
本 0112960289 ショパン コルトオ‖[著] 河上  徹太郎‖訳 I762/ｼ 新潮社
本 0113014782 ショパンの生涯 ジェームズ・ハネカー‖著 鈴木  賢 I762/ｼ 十字屋楽器店
本 0112952984 セバスティアン・バツハ回想記 アンナ  マグダレーナ  バツハ‖[著 I762/ﾊﾞ 興風館
本 0113001661 バッハ フオルケル‖著 田中  吉備彦‖訳 I762/ﾊﾞ みすず書房
本 0113022265 バッハの藝術 アルバート・シュヴァイツァー‖著 I762/ﾊﾞ 新興音楽出版社
本 0113001698 バッハの生涯 アルバート  シュヴァイツァー‖[著 I762/ﾊﾞ 白水社
本 0113001796 バッハ研究 第1輯 横山  喜之‖編著 I762/ﾊﾞ/1 東京バッハ協会出版部
本 0113013747 楽聖をめぐる 藤木  義輔‖著 I762/ﾌ 四六書院
本 0113014559 ヘンデル 青木  誠意‖編 I762/ﾍ グラモヒル社
本 0113015567 永遠の音楽家 リヒァルト・ベルツ‖著 吉田  秀和 I762/ﾍﾞ 創元社
本 0113013792 作曲家の手記 ベルリオーズ‖著 清水  脩‖訳 I762/ﾍﾞ 河出書房
本 0113013756 楽聖モツアルトとその作品 サチヴレル・シットウェル‖著 岡澤 I762/ﾓ 大陸通信社
本 0112956908 モオツァルト シュウリッヒ‖原著 大田黒  元雄‖ I762/ﾓ 第一書房
本 0113014988 モーツァルト 小松  耕輔‖著 I762/ﾓ 共益商社書店
本 0112956926 モーツァルトの手紙 モーツァルト‖[著] アンリ  ドゥ  I762/ﾓ レコード音楽社
本 0113018298 世界楽譜 第19巻 井口  基成‖編 I763/ｾ/19 春秋社
本 0113023068 歌扇録  袖珍 序 松島  庄四郎‖編 I768/ｶ/1 中田黄雲堂
本 0113023077 歌扇録  袖珍 続 松島  庄四郎‖編 I768/ｶ/2 中田黄雲堂
本 0113023086 歌扇録  袖珍 賛 松島  庄四郎‖編 I768/ｶ/3 中田黄雲堂
本 0113027812 解説参考謡本 第1巻  第1集ノ3 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/1-1 観世流改訂本刊行会
本 0113027821 解説参考謡本 第1巻  第1集ノ4 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/1-1 観世流改訂本刊行会
本 0113027830 解説参考謡本 第1巻  第1集ノ5 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/1-1 観世流改訂本刊行会
本 0113027849 解説参考謡本 第1巻  第2集ノ2 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/1-2 観世流改訂本刊行会
本 0113027858 解説参考謡本 第1巻  第3集ノ3 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/1-3 観世流改訂本刊行会
本 0113027867 解説参考謡本 第1巻  第5集ノ1 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/1-5 観世流改訂本刊行会
本 0113027876 解説参考謡本 第1巻  第5集ノ3 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/1-5 観世流改訂本刊行会
本 0113027885 解説参考謡本 第1巻  第5集ノ5 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/1-5 観世流改訂本刊行会
本 0113027894 解説参考謡本 第1巻  第7集ノ4 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/1-7 観世流改訂本刊行会
本 0113027901 解説参考謡本 第1巻  第8集ノ3 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/1-8 観世流改訂本刊行会
本 0113027910 解説参考謡本 第1巻  第8集ノ4 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/1-8 観世流改訂本刊行会
本 0113027929 解説参考謡本 第2巻  第1集ノ1 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/2-1 観世流改訂本刊行会
本 0113027938 解説参考謡本 第2巻  第2集ノ3 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/2-2 観世流改訂本刊行会
本 0113027947 解説参考謡本 第2巻  第5集ノ3 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/2-5 観世流改訂本刊行会
本 0113027956 解説参考謡本 第2巻  第5集ノ4 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/2-5 観世流改訂本刊行会
本 0113027965 解説参考謡本 第2巻  第7集ノ4 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/2-7 観世流改訂本刊行会
本 0113027974 解説参考謡本 第2巻  第9集ノ4 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/2-9 観世流改訂本刊行会
本 0113027983 解説参考謡本 第3巻  第5集ノ4 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/3-5 観世流改訂本刊行会
本 0113026644 観世流改訂謡本 内1 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｳﾁ- 観世流改訂本刊行会
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本 0113027091 観世流改訂謡本 内1 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｳﾁ- 観世流改訂本刊行会
本 0113027554 観世流改訂謡本 内1-3 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｳﾁ1 観世流改訂本刊行会
本 0113027563 観世流改訂謡本 内1-5 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｳﾁ1 観世流改訂本刊行会
本 0113027108 観世流改訂謡本 内2 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｳﾁ- 観世流改訂本刊行会
本 0113026653 観世流改訂謡本 内2 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｳﾁ- 観世流改訂本刊行会
本 0113027572 観世流改訂謡本 内2-5 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｳﾁ2 観世流改訂本刊行会
本 0113026662 観世流改訂謡本 内3 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｳﾁ- 観世流改訂本刊行会
本 0113027117 観世流改訂謡本 内3 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｳﾁ- 観世流改訂本刊行会
本 0113027581 観世流改訂謡本 内3-3 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｳﾁ3 観世流改訂本刊行会
本 0113027590 観世流改訂謡本 内3-4 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｳﾁ3 観世流改訂本刊行会
本 0113026671 観世流改訂謡本 内4 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｳﾁ- 観世流改訂本刊行会
本 0113027126 観世流改訂謡本 内4 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｳﾁ- 観世流改訂本刊行会
本 0113027607 観世流改訂謡本 内4-2 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｳﾁ4 観世流改訂本刊行会
本 0113026680 観世流改訂謡本 内5 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｳﾁ- 観世流改訂本刊行会
本 0113027135 観世流改訂謡本 内5 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｳﾁ- 観世流改訂本刊行会
本 0113026699 観世流改訂謡本 内6 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｳﾁ- 観世流改訂本刊行会
本 0113027144 観世流改訂謡本 内6 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｳﾁ- 観世流改訂本刊行会
本 0113026706 観世流改訂謡本 内7 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｳﾁ- 観世流改訂本刊行会
本 0113027153 観世流改訂謡本 内7 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｳﾁ- 観世流改訂本刊行会
本 0113027162 観世流改訂謡本 内8 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｳﾁ- 観世流改訂本刊行会
本 0113026715 観世流改訂謡本 内8 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｳﾁ- 観世流改訂本刊行会
本 0113027616 観世流改訂謡本 内8-2 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｳﾁ8 観世流改訂本刊行会
本 0113027625 観世流改訂謡本 内8-3 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｳﾁ8 観世流改訂本刊行会
本 0113027171 観世流改訂謡本 内9 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｳﾁ- 観世流改訂本刊行会
本 0113026724 観世流改訂謡本 内9 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｳﾁ- 観世流改訂本刊行会
本 0113027634 観世流改訂謡本 内9-3 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｳﾁ9 観世流改訂本刊行会
本 0113027643 観世流改訂謡本 内9-4 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｳﾁ9 観世流改訂本刊行会
本 0113027652 観世流改訂謡本 内9-5 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｳﾁ9 観世流改訂本刊行会
本 0113027180 観世流改訂謡本 内10 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｳﾁ- 観世流改訂本刊行会
本 0113026733 観世流改訂謡本 内10 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｳﾁ- 観世流改訂本刊行会
本 0113027661 観世流改訂謡本 内10-4 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｳﾁ1 観世流改訂本刊行会
本 0113027199 観世流改訂謡本 内11 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｳﾁ- 観世流改訂本刊行会
本 0113026742 観世流改訂謡本 内11 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｳﾁ- 観世流改訂本刊行会
本 0113027206 観世流改訂謡本 内12 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｳﾁ- 観世流改訂本刊行会
本 0113026751 観世流改訂謡本 内12 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｳﾁ- 観世流改訂本刊行会
本 0113027670 観世流改訂謡本 内12-5 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｳﾁ1 観世流改訂本刊行会
本 0113026760 観世流改訂謡本 内13 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｳﾁ- 観世流改訂本刊行会
本 0113027215 観世流改訂謡本 内13 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｳﾁ- 観世流改訂本刊行会
本 0113027689 観世流改訂謡本 内13-4 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｳﾁ1 観世流改訂本刊行会
本 0113027224 観世流改訂謡本 内14 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｳﾁ- 観世流改訂本刊行会
本 0113026779 観世流改訂謡本 内14 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｳﾁ- 観世流改訂本刊行会
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本 0113027698 観世流改訂謡本 内14-4 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｳﾁ1 観世流改訂本刊行会
本 0113026788 観世流改訂謡本 内15 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｳﾁ- 観世流改訂本刊行会
本 0113027233 観世流改訂謡本 内15 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｳﾁ- 観世流改訂本刊行会
本 0113027705 観世流改訂謡本 内15-4 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｳﾁ1 観世流改訂本刊行会
本 0113027242 観世流改訂謡本 内16 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｳﾁ- 観世流改訂本刊行会
本 0113026797 観世流改訂謡本 内16 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｳﾁ- 観世流改訂本刊行会
本 0113027714 観世流改訂謡本 内16-4 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｳﾁ1 観世流改訂本刊行会
本 0113027251 観世流改訂謡本 内17 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｳﾁ- 観世流改訂本刊行会
本 0113026804 観世流改訂謡本 内17 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｳﾁ- 観世流改訂本刊行会
本 0113027260 観世流改訂謡本 内18 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｳﾁ- 観世流改訂本刊行会
本 0113026813 観世流改訂謡本 内18 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｳﾁ- 観世流改訂本刊行会
本 0113027723 観世流改訂謡本 内18-3 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｳﾁ1 観世流改訂本刊行会
本 0113027732 観世流改訂謡本 内18-4 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｳﾁ1 観世流改訂本刊行会
本 0113027741 観世流改訂謡本 内18-5 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｳﾁ1 観世流改訂本刊行会
本 0113026822 観世流改訂謡本 内19 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｳﾁ- 観世流改訂本刊行会
本 0113027279 観世流改訂謡本 内19 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｳﾁ- 観世流改訂本刊行会
本 0113027288 観世流改訂謡本 内20 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｳﾁ- 観世流改訂本刊行会
本 0113026831 観世流改訂謡本 内20 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｳﾁ- 観世流改訂本刊行会
本 0113027750 観世流改訂謡本 内20-4 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｳﾁ2 観世流改訂本刊行会
本 0113026840 観世流改訂謡本 内21 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｳﾁ- 観世流改訂本刊行会
本 0113027297 観世流改訂謡本 内21 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｳﾁ- 観世流改訂本刊行会
本 0113027769 観世流改訂謡本 内21-3 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｳﾁ2 観世流改訂本刊行会
本 0113027778 観世流改訂謡本 内21-4 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｳﾁ2 観世流改訂本刊行会
本 0113027787 観世流改訂謡本 内22-5 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｳﾁ2 観世流改訂本刊行会
本 0113027304 観世流改訂謡本 内22 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｳﾁ- 観世流改訂本刊行会
本 0113026859 観世流改訂謡本 内22 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｳﾁ- 観世流改訂本刊行会
本 0113027313 観世流改訂謡本 外1 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｿﾄ- 観世流改訂本刊行会
本 0113026868 観世流改訂謡本 外1 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｿﾄ- 観世流改訂本刊行会
本 0113027322 観世流改訂謡本 外2 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｿﾄ- 観世流改訂本刊行会
本 0113026877 観世流改訂謡本 外2 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｿﾄ- 観世流改訂本刊行会
本 0113027331 観世流改訂謡本 外3 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｿﾄ- 観世流改訂本刊行会
本 0113026886 観世流改訂謡本 外3 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｿﾄ- 観世流改訂本刊行会
本 0113027340 観世流改訂謡本 外4 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｿﾄ- 観世流改訂本刊行会
本 0113026895 観世流改訂謡本 外4 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｿﾄ- 観世流改訂本刊行会
本 0113027796 観世流改訂謡本 外4-4 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｿﾄ4 観世流改訂本刊行会
本 0113027359 観世流改訂謡本 外5 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｿﾄ- 観世流改訂本刊行会
本 0113026902 観世流改訂謡本 外5 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｿﾄ- 観世流改訂本刊行会
本 0113027368 観世流改訂謡本 外6 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｿﾄ- 観世流改訂本刊行会
本 0113026911 観世流改訂謡本 外6 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｿﾄ- 観世流改訂本刊行会
本 0113027377 観世流改訂謡本 外7 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｿﾄ- 観世流改訂本刊行会
本 0113026920 観世流改訂謡本 外7 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｿﾄ- 観世流改訂本刊行会
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本 0113026939 観世流改訂謡本 外8 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｿﾄ- 観世流改訂本刊行会
本 0113027386 観世流改訂謡本 外8 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｿﾄ- 観世流改訂本刊行会
本 0113027395 観世流改訂謡本 外9 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｿﾄ- 観世流改訂本刊行会
本 0113026948 観世流改訂謡本 外9 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｿﾄ- 観世流改訂本刊行会
本 0113026957 観世流改訂謡本 外10 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｿﾄ- 観世流改訂本刊行会
本 0113027402 観世流改訂謡本 外10 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｿﾄ- 観世流改訂本刊行会
本 0113026966 観世流改訂謡本 外11 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｿﾄ- 観世流改訂本刊行会
本 0113027411 観世流改訂謡本 外11 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｿﾄ- 観世流改訂本刊行会
本 0113027420 観世流改訂謡本 外12 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｿﾄ- 観世流改訂本刊行会
本 0113026975 観世流改訂謡本 外12 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｿﾄ- 観世流改訂本刊行会
本 0113027439 観世流改訂謡本 外13 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｿﾄ- 観世流改訂本刊行会
本 0113026984 観世流改訂謡本 外13 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｿﾄ- 観世流改訂本刊行会
本 0113027803 観世流改訂謡本 外13-5 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ｿﾄ1 観世流改訂本刊行会
本 0113027448 観世流改訂謡本 番外1 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ﾊﾞﾝ 観世流改訂本刊行会
本 0113026993 観世流改訂謡本 番外1 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ﾊﾞﾝ 観世流改訂本刊行会
本 0113027457 観世流改訂謡本 番外2 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ﾊﾞﾝ 観世流改訂本刊行会
本 0113027000 観世流改訂謡本 番外2 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ﾊﾞﾝ 観世流改訂本刊行会
本 0113027466 観世流改訂謡本 番外3 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ﾊﾞﾝ 観世流改訂本刊行会
本 0113027019 観世流改訂謡本 番外3 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ﾊﾞﾝ 観世流改訂本刊行会
本 0113027475 観世流改訂謡本 番外4 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ﾊﾞﾝ 観世流改訂本刊行会
本 0113027028 観世流改訂謡本 番外4 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ﾊﾞﾝ 観世流改訂本刊行会
本 0113027484 観世流改訂謡本 別1 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ﾍﾞﾂ 観世流改訂本刊行会
本 0113027037 観世流改訂謡本 別1 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ﾍﾞﾂ 観世流改訂本刊行会
本 0113027046 観世流改訂謡本 別2 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ﾍﾞﾂ 観世流改訂本刊行会
本 0113027493 観世流改訂謡本 別2 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ﾍﾞﾂ 観世流改訂本刊行会
本 0113027509 観世流改訂謡本 別3 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ﾍﾞﾂ 観世流改訂本刊行会
本 0113027055 観世流改訂謡本 別3 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ﾍﾞﾂ 観世流改訂本刊行会
本 0113027064 観世流改訂謡本 別4 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ﾍﾞﾂ 観世流改訂本刊行会
本 0113027518 観世流改訂謡本 別4 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ﾍﾞﾂ 観世流改訂本刊行会
本 0113027073 観世流改訂謡本 別5 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ﾍﾞﾂ 観世流改訂本刊行会
本 0113027527 観世流改訂謡本 別5 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ﾍﾞﾂ 観世流改訂本刊行会
本 0113027082 観世流改訂謡本 別6 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ﾍﾞﾂ 観世流改訂本刊行会
本 0113027536 観世流改訂謡本 別6 丸岡  桂‖訂 I768/ｶ/ﾍﾞﾂ 観世流改訂本刊行会
本 0112982568 延寿芸談 清元  延寿太夫‖[著] 井口  政治‖ I768/ｷ 三杏書院
本 0113012613 清元全集  懐中 濱田  兼太郎‖編 I768/ｷ 濱田書店
本 0113017306 長唄淨観 町田  嘉章‖編 I768/ｼﾞ 邦楽社
本 0113026546 声曲全書 1 中川  愛氷‖編 I768/ｾ/1 いろは書房
本 0113026555 声曲全書 2 中川  愛氷‖編 I768/ｾ/2 いろは書房
本 0113026564 声曲全書 4 中川  愛氷‖編 I768/ｾ/4 いろは書房
本 0113026573 声曲全書 5 中川  愛氷‖編 I768/ｾ/5 いろは書房
本 0113026582 声曲全書 6 中川  愛氷‖編 I768/ｾ/6 いろは書房
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本 0113026591 声曲全書 7 中川  愛氷‖編 I768/ｾ/7 いろは書房
本 0113026608 声曲全書 8 中川  愛氷‖編 I768/ｾ/8 いろは書房
本 0113026617 声曲全書 10 中川  愛氷‖編 I768/ｾ/10 いろは書房
本 0113026626 声曲全書 11 中川  愛氷‖編 I768/ｾ/11 いろは書房
本 0113026635 声曲全書 12 中川  愛氷‖編 I768/ｾ/12 いろは書房
本 0112988312 聞書芸と文学 茶谷  半次郎‖著 I768/ﾁ 全国書房
本 0113018332 長唄全集  月の巻 池田  孝次郎  ほか‖編 I768/ﾅ 春陽堂
本 0113020551 松の緑  節付音譜並三味線譜入 吉住  小十郎‖編 I768/ﾅ/1 山田  舜平
本 0113021042 秋色種  節付音譜並三味線譜入 吉住  小十郎‖編 I768/ﾅ/10 江本  舜平
本 0113020631 四季の山姥  節付音譜並三味線譜入 吉住  小十郎‖編 I768/ﾅ/11 山田  舜平
本 0113021060 時致  節付音譜並三味線譜入 吉住  小十郎‖編 I768/ﾅ/12 江本  舜平
本 0113020640 浦島  節付音譜並三味線譜入 吉住  小十郎‖編 I768/ﾅ/13 江本  舜平
本 0113020659 時雨西行  節付音譜並三味線譜入 吉住  小十郎‖編 I768/ﾅ/14 山田  舜平
本 0113020668 石橋  節付音譜並三味線譜入 吉住  小十郎‖編 I768/ﾅ/15 江本  舜平
本 0113020677 娘道成寺  節付音譜並三味線譜入 吉住  小十郎‖編 I768/ﾅ/16 山田  舜平
本 0113020686 花の友  節付音譜並三味線譜入 吉住  小十郎‖編 I768/ﾅ/17 江本  舜平
本 0113020695 土蜘  節付音譜並三味線譜入 吉住  小十郎‖編 I768/ﾅ/18 江本  舜平
本 0113021033 蓬莱  西王母  節付音譜並三味線譜入 吉住  小十郎‖編 I768/ﾅ/19 江本  舜平
本 0113020560 吾妻八景  節付音譜並三味線譜入 吉住  小十郎‖編 I768/ﾅ/2 山田  舜平
本 0113020702 鳥羽の戀塚  節付音譜並三味線譜入 吉住  小十郎‖編 I768/ﾅ/20 山田  舜平
本 0113020711 喜三の庭  節付音譜並三味線譜入 吉住  小十郎‖編 I768/ﾅ/21 山田  舜平
本 0113020720 助六  節付音譜並三味線譜入 吉住  小十郎‖編 I768/ﾅ/22 山田  舜平
本 0113020739 常盤の庭  節付音譜並三味線譜入 吉住  小十郎‖編 I768/ﾅ/23 江本  舜平
本 0113020748 鷺娘  節付音譜並三味線譜入 吉住  小十郎‖編 I768/ﾅ/24 山田  舜平
本 0113020757 橋弁慶  節付音譜並三味線譜入 吉住  小十郎‖編 I768/ﾅ/25 山田  舜平
本 0113020766 靫猿  節付音譜並三味線譜入 吉住  小十郎‖編 I768/ﾅ/26 山田  舜平
本 0113020775 船弁慶  節付音譜並三味線譜入 吉住  小十郎‖編 I768/ﾅ/27 山田  舜平
本 0113021097 英執着獅子  節付音譜並三味線譜入 吉住  小十郎‖編 I768/ﾅ/28 山田  舜平
本 0113020784 翁千歳  三番叟  節付音譜並三味線譜入 吉住  小十郎‖編 I768/ﾅ/29 山田  舜平
本 0113020579 越後獅子  節付音譜並三味線譜入 吉住  小十郎‖編 I768/ﾅ/3 山田  舜平
本 0113020793 木賊刈  小鍛冶  節付音譜並三味線譜入 吉住  小十郎‖編 I768/ﾅ/30 山田  舜平
本 0113020800 寒山拾得  お七吉三  節付音譜並三味線譜入 吉住  小十郎‖編 I768/ﾅ/31 山田  舜平
本 0113020819 外記節  猿  節付音譜並三味線譜入 吉住  小十郎‖編 I768/ﾅ/32 山田  舜平
本 0113020828 巽八景  都鳥  節付音譜並三味線譜入 吉住  小十郎‖編 I768/ﾅ/33 山田  舜平
本 0113020837 紀文大盡  節付音譜並三味線譜入 吉住  小十郎‖編 I768/ﾅ/34 山田  舜平
本 0113020846 安宅の松  節付音譜並三味線譜入 吉住  小十郎‖編 I768/ﾅ/35 山田  舜平
本 0113020855 雛鶴三番叟  若菜摘  節付音譜並三味線譜入 吉住  小十郎‖編 I768/ﾅ/36 山田  舜平
本 0113020864 二人椀久  節付音譜並三味線譜入 吉住  小十郎‖編 I768/ﾅ/37 山田  舜平
本 0113020873 官女  忍車  節付音譜並三味線譜入 吉住  小十郎‖編 I768/ﾅ/38 山田  舜平
本 0113020882 傀儡師  末広がり  節付音譜並三味線譜入 吉住  小十郎‖編 I768/ﾅ/39 山田  舜平
本 0113020588 勧進帳  節付音譜並三味線譜入 吉住  小十郎‖編 I768/ﾅ/4 江本  舜平
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本 0113020891 汐汲  節付音譜並三味線譜入 吉住  小十郎‖編 I768/ﾅ/40 山田  舜平
本 0113020908 熊野  節付音譜並三味線譜入 吉住  小十郎‖編 I768/ﾅ/41 山田  舜平
本 0113020917 鳥羽絵  節付音譜並三味線譜入 吉住  小十郎‖編 I768/ﾅ/42 山田  舜平
本 0113020926 花見踊  節付音譜並三味線譜入 吉住  小十郎‖編 I768/ﾅ/43 山田  舜平
本 0113020935 紀州道成寺  節付音譜並三味線譜入 吉住  小十郎‖編 I768/ﾅ/45 山田  舜平
本 0113020944 お月さま  ほか  節付音譜並三味線譜入 吉住  小十郎‖編 I768/ﾅ/46 山田  舜平
本 0113020953 有喜大盡  節付音譜並三味線譜入 吉住  小十郎‖編 I768/ﾅ/47 山田  舜平
本 0113020962 娘七草  節付音譜並三味線譜入 吉住  小十郎‖編 I768/ﾅ/48 山田  舜平
本 0113020971 神田祭  節付音譜並三味線譜入 吉住  小十郎‖編 I768/ﾅ/49 山田  舜平
本 0113020597 渡邊綱館  節付音譜並三味線譜入 吉住  小十郎‖編 I768/ﾅ/5 江本  舜平
本 0113020980 安達ケ原  節付音譜並三味線譜入 吉住  小十郎‖編 I768/ﾅ/50 山田  舜平
本 0113020999 胡蝶  節付音譜並三味線譜入 吉住  小十郎‖編 I768/ﾅ/52 山田  舜平
本 0113021006 梅の栄  初音の日  節付音譜並三味線譜入 吉住  小十郎‖編 I768/ﾅ/53 山田  舜平
本 0113021015 四季の花里  節付音譜並三味線譜入 吉住  小十郎‖編 I768/ﾅ/55 山田  舜平
本 0113021024 連獅子  節付音譜並三味線譜入 吉住  小十郎‖編 I768/ﾅ/57 山田  舜平
本 0113020604 鶴亀  節付音譜並三味線譜入 吉住  小十郎‖編 I768/ﾅ/6 山田  舜平
本 0113020613 老松  節付音譜並三味線譜入 吉住  小十郎‖編 I768/ﾅ/7 江本  舜平
本 0113020622 鞍馬山  節付音譜並三味線譜入 吉住  小十郎‖編 I768/ﾅ/8 江本  舜平
本 0113003678 小唄 中川  愛氷‖編輯 I768/ﾅ/9 いろは書房
本 0113021051 賤機帯  節付音譜並三味線譜入 吉住  小十郎‖編 I768/ﾅ/9 江本  舜平
本 0113026537 端歌集 声曲文藝研究会‖編 I768/ﾊ 磯部甲陽堂
本 0112359126 邦楽百科辞典 I768/ﾎ 音楽之友社
本 0112972365 雨の念仏 宮城  道雄‖著 I768/ﾐ 三笠書房
本 0113014639 レコード音楽第一課 神保  璟一郎‖著 I769/ｼﾞ 創元社
本 0112983610 演芸画報 明治篇 第1巻 I770/ｴ/1 三一書房
本 0112983629 演芸画報 明治篇 第2巻 I770/ｴ/2 三一書房
本 0112983638 演芸画報 明治篇 第3巻 I770/ｴ/3 三一書房
本 0112983647 演芸画報 明治篇  第4巻 I770/ｴ/4 三一書房
本 0112983656 演芸画報 明治篇 第5巻 I770/ｴ/5 三一書房
本 0112983665 演芸画報 明治篇 第6巻 I770/ｴ/6 三一書房
本 0112983674 演芸画報 明治篇 第7巻 I770/ｴ/7 三一書房
本 0112983683 演芸画報 明治篇 第8巻 I770/ｴ/8 三一書房
本 0112983692 演芸画報 明治篇 第9巻 I770/ｴ/9 三一書房
本 0112983709 演芸画報 明治篇 第10巻 I770/ｴ/10 三一書房
本 0112983718 演芸画報 明治篇 第11巻 I770/ｴ/11 三一書房
本 0112983727 演芸画報 明治篇 第12巻 I770/ｴ/12 三一書房
本 0112983736 演芸画報 明治篇 第13巻 I770/ｴ/13 三一書房
本 0112983745 演芸画報 明治篇 第14巻 I770/ｴ/14 三一書房
本 0112983754 演芸画報 明治篇 第15巻 I770/ｴ/15 三一書房
本 0112983763 演芸画報 明治篇 第16巻 I770/ｴ/16 三一書房
本 0112983772 演芸画報 明治篇 第17巻 I770/ｴ/17 三一書房
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本 0112983781 演芸画報 明治篇 第18巻 I770/ｴ/18 三一書房
本 0112983790 演芸画報 明治篇 19巻 I770/ｴ/19 三一書房
本 0112983807 演芸画報 明治篇 第20巻 I770/ｴ/20 三一書房
本 0112983816 演芸画報 明治篇 第21巻 I770/ｴ/21 三一書房
本 0112989026 現代演劇 1 現代演劇研究会‖編 I770/ｹﾞ 南雲堂
本 0112988385 芸のこと・芸術のこと 小宮  豊隆‖著 I770/ｺ 角川書店
本 0112998579 皇紀二千六百年奉祝芸能祭 国際報道工芸株式会社‖編纂 I770/ｺ 国際報道工芸
本 0112355914 批評集 小宮 豊隆‖著 I770/ｺ 岩波書店
本 0113013499 芝居  随筆集 中村  義一‖編 I770/ｼ 大河内書店
本 0112982522 演劇評話 三宅  周太郎‖著 I770/ﾐ 新潮社
本 0112333369 日本演劇考察 三宅 周太郎‖著 I770/ﾐ 冨山房
本 0112983451 大阪の芝居 山口  広一‖著 I770/ﾔ 輝文館
本 0112964506 芝居入門 小山内  薫‖著 北村  喜八‖補 I771/ｵ 岩波書店
本 0112956622 明治の演劇 岡本  綺堂‖著 I772/ｵ 大東出版社
本 0112987821 近世日本芸能記 黒木  勘蔵‖著 I772/ｸ 青磁社
本 0112982942 楽屋の顔 金神  徹三‖著 I772/ｺ 日本カメラ社
本 0112989918 国劇要覧 坪内博士記念演劇博物館‖編纂 I772/ｺ 梓書房
本 0113014130 演劇五十年 戸板 康二‖著 I772/ﾄ 時事通信社
本 0112368330 日本演劇研究書目解題 河竹繁俊博士喜寿記念出版刊行会‖ I772/ﾆ 平凡社
本 0112968218 演劇太平記 4 北条  秀司‖著 I772/ﾎ/4 毎日新聞社
本 0112968227 演劇太平記 5 北条  秀司‖著 I772/ﾎ/5 毎日新聞社
本 0113014238 演劇五十年史 三宅  周太郎‖著 I772/ﾐ 鱒書房
本 0112982434 演劇五十年史 三宅  周太郎‖著 I772/ﾐ 鱒書房
本 0112982461 演劇手帳 三宅  周太郎‖著 I772/ﾐ 甲文社
本 0112986065 観劇半世紀 三宅  周太郎‖著 I772/ﾐ 和敬書店
本 0113002919 俳優探険 渡辺  保‖著 大倉  舜二‖著 I772/ﾜ 駸々堂出版
本 0113016209 梅若実聞書 白州  正子‖編 I773/ｳ 能楽書林
本 0113019386 喜多六平太 長田  午狂‖編 I773/ｷ 米寿記念出版『喜多六平太
本 0113015825 こしかた  能楽随筆 近藤  乾三‖著 I773/ｺ わんや書店
本 0112957159 世阿弥 阪口  玄章‖著 I773/ｾﾞ 青梧堂
本 0113011721 世阿彌十六部集  校註 野々村  戒三‖編 I773/ｾﾞ 春陽堂
本 0112357459 世阿弥元清 野上 豊一郎‖著 I773/ｾﾞ 創元社
本 0113001778 花と幽玄の世界 白洲  正子‖著 I773/ｾﾞ 宝文館出版
本 0112985912 観阿弥と世阿弥 戸井田 道三‖著 I773/ﾄ 岩波書店
本 0112987233 兼資芸談 野口  兼資‖著 I773/ﾉ わんや書店
本 0112977645 黒門町芸話 野口  兼資‖著 I773/ﾉ わんや書店
本 0112985315 歌舞伎大全 渥美  清太郎‖著 I774/ｱ 新大衆社
本 0112984673 市川左団次芸談きき書 市川  左団次‖[述] 北条  誠‖著 I774/ｲ 松竹本社演劇部
本 0112984664 市川染五郎 猪俣  重喜‖写真 I774/ｲ 二見書房
本 0112985235 歌舞伎三昧 井上  甚之助‖著 I774/ｲ 和敬書店
本 0112990871 十五世市村羽左衛門舞台写真集 菱田  正男‖編 I774/ｲ 舞台すがた社
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本 0113017985 十五世市村羽左衛門舞台写真集  木村伊兵衛作品を中 関  逸雄‖編 I774/ｲ 和敬書店
本 0112984824 歌舞伎年表 第1巻 伊原 敏郎‖著 河竹 繁俊‖編集校訂 I774/ｲ/1 岩波書店
本 0112984833 歌舞伎年表 第2巻 伊原 敏郎‖著 河竹 繁俊‖編集校訂 I774/ｲ/2 岩波書店
本 0112984842 歌舞伎年表 第3巻 伊原  敏郎‖著 河竹  繁俊‖編集 I774/ｲ/3 岩波書店
本 0112984851 歌舞伎年表 第4巻 伊原 敏郎‖著 河竹 繁俊‖編集校訂 I774/ｲ/4 岩波書店
本 0112984860 歌舞伎年表 第5巻 伊原 敏郎‖著 河竹 繁俊‖編集校訂 I774/ｲ/5 岩波書店
本 0112984879 歌舞伎年表 第6巻 伊原 敏郎‖著 河竹 繁俊‖編集校訂 I774/ｲ/6 岩波書店
本 0112984888 歌舞伎年表 第7巻 伊原 敏郎‖著 河竹 繁俊‖編集 I774/ｲ/7 岩波書店
本 0112984897 歌舞伎年表 第8巻 伊原  敏郎‖著 河竹  繁俊‖編集校 I774/ｲ/8 岩波書店
本 0112985280 歌舞伎役者 宇野  信夫‖著 I774/ｳ 青蛙房
本 0112982611 梅と菊 尾上  梅幸‖著 I774/ｵ 日本経済新聞社
本 0112982620 梅の下風 尾上  梅幸‖述 井口  政治‖筆録 I774/ｵ 演劇出版社
本 0113020089 大橋屋  尾上幸蔵と紋三郎 藤間  幸三朗‖編著 I774/ｵ 藤間流紋三郎派事務所
本 0113014149 尾上菊五郎 戸板  康二‖著 I774/ｵ 毎日新聞社
本 0112984931 かぶき讚 折口  信夫‖著 I774/ｵ 創元社
本 0112985324 歌舞伎談義 岡本  綺堂‖著 I774/ｵ 大東出版社
本 0112985039 歌舞伎と文楽 岡  鬼太郎‖著 I774/ｵ 三田文学出版部
本 0112985155 歌舞伎眼鏡 岡  鬼太郎‖著 I774/ｵ 新大衆社
本 0113014265 菊之助と玉三郎  その人間的魅力 大木  豊‖著 I774/ｵ 日本ロータリーセンター出
本 0112962483 六代目菊五郎評伝 渥美  清太郎‖著 I774/ｵ 富山房
本 0112984101 女形の道ひとすじ 河原崎  国太郎‖著 I774/ｶ 読売新聞社
本 0112984138 女形百役 河原崎  国太郎‖著 I774/ｶ 矢来書院
本 0112985208 歌舞伎 2 歌舞伎学会‖編集 I774/ｶ リブロポート
本 0112984995 歌舞伎 郡司  正勝‖編著 林  嘉吉‖撮影 I774/ｶ 集英社
本 0112984682 歌舞伎 加賀山  直三‖著 I774/ｶ 雄山閣出版
本 0112984986 歌舞伎 河竹  登志夫‖監修 I774/ｶ 立風書房
本 0112985226 歌舞伎作者の研究 河竹  繁俊‖著 I774/ｶ 東京堂
本 0112985547 歌舞伎図説 守随  憲治‖共編 秋葉  芳美‖共編 I774/ｶ 中文館書店
本 0112985306 歌舞伎叢攷 河竹  繁俊‖著 I774/ｶ 中央公論社
本 0112985057 歌舞伎のいのち 河竹  登志夫‖文 吉田  千秋‖写真 I774/ｶ 淡交社
本 0112984913 かぶきの花と心 朝日新聞社‖編 I774/ｶ 朝日新聞社
本 0112985342 歌舞伎俳優名鑑 I774/ｶ 松竹演劇部
本 0112985360 歌舞伎評判記集成 第8巻 歌舞伎評判記研究会‖編 I774/ｶ 岩波書店
本 0112985529 歌舞伎名舞台 河竹 繁俊‖著 I774/ｶ 全国重症心身障害児(者)を
本 0112985379 歌舞伎名優伝 河竹  繁俊‖著 I774/ｶ 修道社
本 0112985271 歌舞伎模様 川上 千代‖著 I774/ｶ 林道舎
本 0112965872 嵯峨談語 片岡  仁左衛門‖著 I774/ｶ 三月書房
本 0112984003 定本女形 河原崎  国太郎‖著 I774/ｶ 東京新聞出版局
本 0112363120 とうざい とうざい 片岡 仁左衛門‖著 I774/ｶ 自由書館
本 0113015790 俳優の周辺 金沢  康隆‖著 I774/ｶ 演劇出版社
本 0112956454 役者七十年 片岡  仁左衛門‖[著] I774/ｶ 朝日新聞社
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本 0112987322 京都・南座の記録 「京都・南座の記録」出版委員会‖ I774/ｷ 六耀社
本 0112956052 守田かん弥 木村  錦花‖著 I774/ｷ 新大衆社
本 0113014158 楠山正雄歌舞伎評論 楠山  正雄‖著 久保田  万太郎‖共 I774/ｸ 富山房
本 0113014247 名人松助藝談 邦枝  完二‖著 I774/ｸ 興亜書院
本 0112984904 かぶき 郡司  正勝‖著 I774/ｸﾞ 學藝書林
本 0112984922 かぶきの美学 郡司  正勝‖著 I774/ｸﾞ 演劇出版社
本 0112988152 グラフ前進座 劇団前進座‖編集 I774/ｸﾞ 前進座
本 0113014194 歌舞伎 小宮  豊隆‖著 I774/ｺ 未来社
本 0113014292 近代歌舞伎劇評家論 権藤  芳一‖著 I774/ｺﾞ 演劇出版社
本 0112985333 歌舞伎通鑑 守随  憲治‖著 I774/ｼ 山海堂出版部
本 0112978403 延若芸話 [実川  延若‖述] 山口  広一‖著 I774/ｼﾞ 誠光社
本 0113014274 名優雀右ヱ門女房おしかの一生 十河  巌‖著 I774/ｿ 新読書社
本 0113014176 歌舞伎 立川  春重‖著 I774/ﾀ 元々社
本 0113014229 歌舞伎藝術 太宰  施門‖著 I774/ﾀﾞ 三省堂
本 0112985217 歌舞伎考 太宰  施門‖著 I774/ﾀﾞ 晃文社
本 0112989400 元禄俳優伝 土屋  恵一郎‖著 I774/ﾂ 岩波書店
本 0112984058 女形 戸板  康二‖著 I774/ﾄ 駸々堂出版
本 0113014121 歌舞伎 戸板  康二‖著 郡司  正勝‖著 I774/ﾄ 日本放送出版協会
本 0113014185 歌舞伎 戸板  康二,吉田  千秋‖共著 I774/ﾄ 保育社
本 0112985011 歌舞伎この百年 戸板  康二‖著 I774/ﾄ 毎日新聞社
本 0112985262 歌舞伎人物入門 戸板  康二‖著 I774/ﾄ 池田書店
本 0113014201 歌舞伎の演技 戸部  銀作‖著 I774/ﾄ 演劇出版社
本 0112985075 歌舞伎のみかた 戸部  銀作‖[著] I774/ﾄ 第一法規
本 0112989357 元禄歌舞伎攷 鳥越  文蔵‖著 I774/ﾄ 八木書店
本 0112367509 日本の俳優 戸板 康二‖著 I774/ﾄ 東京創元社
本 0113002928 俳優論 戸板  康二‖著 I774/ﾄ 冬至書林
本 0112961965 わが歌舞伎 戸板  康二‖[著] I774/ﾄ 和敬書店
本 0112985431 上方演劇史 堂本  寒星‖著 I774/ﾄﾞ 春陽堂
本 0112985299 歌舞伎随筆 中村  芝鶴‖[著] I774/ﾅ 評論社
本 0112985093 歌舞伎の幻 中村  哲郎‖著 I774/ﾅ 神無書房
本 0112986190 鴈治郎の歳月 中村  鴈治郎‖[著] 藤田  洋‖編 I774/ﾅ 文化出版局
本 0112986797 吉右衛門自伝 中村  吉右衛門‖著 I774/ﾅ 啓明社
本 0113012659 吉右衞門日記 中村  吉右衞門‖著 I774/ﾅ 演劇出版社
本 0112986788 吉右衛門の回想 千谷  道雄‖著 I774/ﾅ 木耳社
本 0112988474 芸話おもちゃ箱 中村  翫右衛門‖著 I774/ﾅ 朝日新聞社
本 0112347746 十七代目中村勘三郎 資料編 中村 勘九郎‖編 松竹株式会社‖編 I774/ﾅ 講談社
本 0112347737 十七代目中村勘三郎 [本編] 中村 勘九郎‖編 松竹株式会社‖編 I774/ﾅ 講談社
本 0112953297 大文字草 中村  芝鶴‖著 I774/ﾅ 東京書房
本 0112361373 手前味噌 中村 仲蔵‖著 早稲田大学坪内博士 I774/ﾅ 北光書房
本 0112365645 中村勘三郎 渡辺 保‖著 I774/ﾅ 講談社
本 0112365654 中村勘三郎楽屋ばなし 関 容子‖著 I774/ﾅ 文芸春秋
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本 0112365413 中村芝鶴随筆集 中村 芝鶴‖著 I774/ﾅ 日本出版協同
本 0113029614 六世中村歌右衛門 三島  由紀夫‖編 I774/ﾅ 講談社
本 0113004267 六代目中村歌右衛門 下巻 河村  藤雄‖著 I774/ﾅ/2 小学館
本 0112985002 歌舞伎 野口  達二‖[著] I774/ﾉ 文芸春秋
本 0112985716 歌舞伎の美 野口  達二‖著 I774/ﾉ 鹿島研究所出版会
本 0113014210 歌舞伎教室 濱村  米蔵‖著 I774/ﾊ 河童書房
本 0113001643 八人の歌舞伎役者 加賀山  直三‖編 I774/ﾊ 青蛙房
本 0112984263 女形玉三郎 篠山  紀信‖撮影 I774/ﾊﾞ 講談社
本 0112985164 歌舞伎  虚と実 坂東  三津五郎‖著 I774/ﾊﾞ 玉川大学出版部
本 0112985146 歌舞伎花と実 坂東  三津五郎‖著 I774/ﾊﾞ 玉川大学出版部
本 0112346872 玉三郎 I774/ﾊﾞ 婦人画報社
本 0113016263 阪東玉三郎  ひかりの中で 奥村  喜一郎・谷田貝  高幸‖写真 I774/ﾊﾞ 松竹株式会社・事業部
本 0112951896 三津五郎舞踊芸話 [坂東  三津五郎‖述] 利倉  幸一‖ I774/ﾊﾞ 和敬書店
本 0112984076 女形の系図 藤田  洋‖編 I774/ﾌ 新読書社
本 0112985351 歌舞伎発見 藤井  康雄‖著 I774/ﾌ 木耳社
本 0112988367 芸のこころ 藤尾  真一‖[著] I774/ﾌ 三一書房
本 0112989044 現代の歌舞伎芸談 藤野  義雄‖著 I774/ﾌ 演劇出版社
本 0113014167 歌舞伎 本間  久雄‖著 I774/ﾎ 松柏社
本 0112985244 歌舞伎思出話 穂積  重遠‖著 I774/ﾎ 大河内書店
本 0112989623 幸四郎三国志 千谷  道雄‖著 I774/ﾏ 文芸春秋
本 0113016986 初代松本白?の世界 福田  元次郎‖編 I774/ﾏ 北隆館
本 0112353863 わたしの歌右衛門 摩耶 京子‖著 I774/ﾏ PMC出版
本 0112985191 歌舞伎研究 三宅  周太郎‖著 I774/ﾐ 拓南社
本 0112985182 歌舞伎劇鑑賞 続 三宅  三郎‖著 I774/ﾐ 三田文学出版部
本 0112985173 歌舞伎劇鑑賞 三宅  三郎‖著 I774/ﾐ 三田文学出版部
本 0112985066 歌舞伎ノート 三宅  周太郎‖著 I774/ﾐ 創元社
本 0112985119 歌舞伎の星 三宅  周太郎‖著 I774/ﾐ 布井書房
本 0112985538 歌舞伎名優時代 三井  高遂‖写真 郡司  正勝‖編集 I774/ﾐ 二玄社
本 0112988447 芸能対談 三宅  周太郎‖著 I774/ﾐ 創元社
本 0112964285 芝居 三宅  周太郎‖著 I774/ﾐ 生活社
本 0113002900 俳優対談記 三宅  周太郎‖著 I774/ﾐ 東宝書店
本 0113012463 三津五郎藝談 井上  甚之助‖編 I774/ﾐ 和敬書店
本 0113014648 名優と若手 三宅  周太郎‖著 I774/ﾐ 創元社
本 0113016806 名女形松蔦 長谷川  善雄‖編 I774/ﾒ 新陽社
本 0113015781 猿翁芸談聞書 渡辺  茂雄‖著 I774/ﾜ 時事通信社出版局
本 0112984067 女形の運命 渡辺  保‖[著] I774/ﾜ 紀伊国屋書店
本 0112984129 女形百姿 渡辺  保‖著 I774/ﾜ 青蛙房
本 0112985253 歌舞伎手帖 渡辺  保‖著 I774/ﾜ 駸々堂出版
本 0112985048 歌舞伎に女優を 渡辺  保‖著 I774/ﾜ 牧書店(発売)
本 0112985690 歌舞伎の役者たち 渡辺  保‖著 I774/ﾜ 駸々堂出版
本 0112988205 九代目団十郎と私 市川  翠扇‖著 I775/ｲ 六芸書房
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本 0112978984 技道遍路 花柳  章太郎‖著 I775/ﾊ 二見書房
本 0112996759 文楽今昔譚 木谷  蓬吟‖著 I777/ｷ 松竹土地建物興業株式会社
本 0112353088 文楽の研究 三宅 周太郎‖著 I777/ﾐ 創元社
本 0113015095 山城少掾聞書 茶谷  半次郎‖編 I777/ﾔ 和敬書店
本 0113028811 CINEMA YEARBOOK OF JAPAN 1939 I778/CI 国際文化振興会
本 0113028839 WUNDER DES SCHNEESCHUHS Arnord Fanck‖著 Hannes Schneider I784/FA Gebrueder Enoch Verlag
本 0112957863 雪に生きた八十年 猪谷  六合雄‖著 I784/ｲ 実業之日本社
本 0112957872 雪に生きる 猪谷  六合雄‖著 I784/ｲ 羽田書店
本 0112983139 オーストリアスキー教程 クルッケンハウザー‖編 福岡  孝行 I784/ｵ 法政大学出版局
本 0112957364 山スキーの技術 長田  進‖著 I784/ｵ 隆章閣
本 0112990880 シー・ハイル 小原  哲郎‖編 I784/ｼ 玉川大学出版部
本 0113028900 シュナイダーとアールベルク・スキー術 玉川学園教育研究所体育部‖著 I784/ｼ 玉川学園出版部
本 0112990899 シー・ハイル 第2 小原  哲郎‖編 I784/ｼ/2 玉川大学出版部
本 0113016637 シー・ハイル 第3 小原  哲郎‖編 I784/ｼ/3 玉川大学出版部
本 0112958041 上達の早い最新のスキー術 高橋  健治‖著 I784/ﾀ 三省堂
本 0113015497 自然なスキー 福岡  孝行‖著 I784/ﾌ 小笠原書房
本 0112355317 山岳省察 今西 錦司‖著 I786/ｲ 弘文堂書房
本 0112334304 山に逝ける人々 春日 俊吉‖著 I786/ｶ 朋文堂
本 0112348576 山岳講座 第6巻 I786/ｻ/6 共立社
本 0112348585 山岳講座 第7巻 I786/ｻ/7 共立社
本 0112348594 山岳講座 第8巻 I786/ｻ/8 共立社
本 0112991479 世界山岳百科事典 I786/ｾ 山と渓谷社
本 0112355326 山岳ノート ハイキングペンクラブ‖著 I786/ﾊ 昭和書房
本 0112952234 冬山とスキー 毎日新聞社‖編 I786/ﾌ 毎日新聞社
本 0112334741 雪山のあけくれ 村井 米子‖著 I786/ﾑ 昭和書房
本 0113014381 冬山・夏山 渡邊  公平‖著 I786/ﾜ 鵰居堂書房
本 0113030531 THE SPANISH RIDING SCHOOL OF VIENNA Hans Handler‖著 Erich Lessing‖ I789/HA Fritz Molden
本 0112991004 五輪書 鎌田  茂雄‖[著] I789/ｺﾞ 講談社
本 0113013373 生活の中の気の原理 藤平  光一‖著 I789/ﾄ 気の研究会出版部
本 0112991120 茶味 奥田  正造‖著 I791/ｵ 成蹊学園出版部
本 0113019741 加賀茶道の源流 高辻  時長‖編 I791/ｶ 金沢美術青年会
本 0112353444 千利休 唐木 順三‖著 I791/ｾ 筑摩書房
本 0113017663 淡々随筆 千  宗室‖述 I791/ｾ 文友堂書店
本 0112960449 利休を凝視して 末  宗広‖著 I791/ｾ 晃文社
本 0113013658 茶道行言録 西堀  一三‖著 I791/ﾆ 河原書店
本 0112981391 表千家流点前 吉田  尭文‖著 I791/ﾖ 河原書店
本 0113019723 華と石 岩田  清道‖著 I793/ｲ 紀伊国屋書店
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