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「演劇」は世界中に様々な形で存在している芸術です。 

多文化を知る上でも参考になる「演劇」について調べてみませんか？ 

 

【調べるためのキーワード】例えば・・・ 

舞楽／猿楽／散楽／能楽／狂言／傀儡子／神楽／歌舞伎／文楽／観阿弥／世阿弥／仮面劇／舞踏劇／人形

劇／影絵人形劇／クーリヤーッタム／タルチュム／ワヤン／雑劇／院本／崑曲／京劇／マハーバーラタ／詩劇

／シェイクスピア／喜劇／悲劇／パントマイム／ミュージカル／オペラ／戯曲／脚本／俳優／役者／舞台／ステ

ージ／劇場／舞台装置／総合芸術／宝塚歌劇団・劇団四季などの劇団名／ブロードウエイ など 

直接図書館の棚へ行って演劇の本を探したい 

図書館の本の背表紙には【図１】のような数字やカナ、アルファベットが書いてあるシールが貼ってあります。 

この数字（※１）は「この本には基本的にどんなことが書いてあるか」（テーマ）を表すもので、「日本十進分類法」の 

決まりに基づいてつけています。コンマ以下になると更に細かい内容に 

なっていく仕組みです。アルファベットは図書館内のコーナーを表しています。 

◎「演劇」は分類番号 77□（背ラベルの左２つの数字）にあります。 

例 劇場・演出・演技 分類 771／演劇史・各国の演劇 分類 772 

      能楽・狂言 分類 773／歌舞伎 分類 774 

      人形劇 分類 777／ 大衆演芸 779    

◎「戯曲」 は文学の分類番号がついています。  

 日本の戯曲 分類 Ｊ2□／海外の戯曲 分類 9□2   

   例 能楽 Ｊ23／歌舞伎  Ｊ24／アメリカイギリスの脚本・戯曲 932／ 

中国の脚本・戯曲 922／ （日本語訳されているもの） 

また、下の段のカタカナ（※2）は「日本目録規則」という決まりに基づいてついています。 

著者（シリーズ、タイトルの場合も）の頭１字もしくは２字が入ります。数字は巻数や年（′数字）を示します。 

新宿区図書館でどんな演劇の本をもっているか自分で調べたい 

新宿区図書館の検索機、もしくは 新宿区図書館ホームページ「資料の簡易検索」もしくは「詳細検索」（WebOPAC）

で「キーワード」に知りたいことがらを入力するとどんな資料がどこの館にあるのか確認できます。 

また、利用者カードをお持ちの方はパスワード登録をしていただくと館内検索機やホームページからの予約もできま

す。予約は貸出できるものに限ります。キーワードは上記「調べるためのキーワード」もご参考ください。 

演劇の歴史、定義を調べてみよう。～百科事典で基本的事項を調べる。（分類番号の前Ｒは参考調査室） 

R 031 ｾ 世界大百科事典 平凡社 2009 専門的解説あり。多くの図版・写真あり。 

R 031 ﾌﾞ ブリタニカ国際大百科事典 
ＴＢＳブリタニ

カ 
1995 

大項目 20 冊小項目のレファレンスガイドが

6 冊ある。※使い方が独特。 

利用者開放端末

／カウンター 

ジャパンナレッジ 

（ＪａｐａｎKnowledge ） 
ネットアドバンス 

百科事典・各種事典を串刺しで調べられる 
ウェブサイト。 
カウンターにてお申し込み下さい。 

中央別館 772 ｱ 演劇の世界史 青江 舜二郎／著 1994 ギリシャから現代における演劇の歴史。 

※中央別館書庫（閉架）資料は、閉館１時間前までに窓口でお申込みください。 資料番号 0002611543 
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各種専門事典や本で調べる～日本の古典演劇・日本の近代演劇・世界の演劇動向・各演劇分野の歴史など 

参考調査室 

R770.5 ｼ‘18 

Theatre Yearbook 2019Theatre Abroad 

国際演劇年鑑 世界の舞台芸術を知る 
国際演劇協会日本センター 2019 

0060472690 
※資料番号、 

以下同様 

R 772.1 ﾆ 日本の芸能事典 50 年の記録 日外アソシエーツ（編）・紀伊国屋書店／出版 2008 0004270794 

R 774.0 ｶ 歌舞伎事典 服部幸雄・富田鉄之助／編 平凡社 2011 0050404735 

R 772.1 ｶ 日本演劇図録 河竹 繁俊／著 日本図書センター 2012 0050588846 

R 772.3 ｴ フランス 17 世紀演劇事典 オディール・デュスッド／監修 中央公論新社 2011 0050537165 

R 770.3 ｴ 演劇・舞踊の賞事典 日外アソシエーツ株式会社／編・出版 2015 0051174907 

R 772.3 ｲ イギリス・アメリカ演劇事典 坂本 和男・来住 正三／編 新水社 1999 0002024490 

R 770.3 ﾎ 西洋演劇用語辞典 テリー・ホジソン／著 研究社出版 1996 0002880264 

R 932 ｼ シェイクスピア大図鑑 スタンリー・ウェルズ／ほか著 三省堂 2016 0060015034 

771.7 ﾍﾟ 演劇入門ブック ジョン・ペリー／著 玉川大学出版部 2014 0051030356 

どの本に調べたいことが載っているのか知りたい。～「この人についてはこの本に載っているよ」と教えてくれる資料 

R281.0 ﾆ 1 日本人物レファレンス事典 
芸能編 1 

映画・演劇・タレント 日外アソシエーツ 
／編・出版 

紀伊國屋書店／出版 

2014 0050997197 

R283.0 ｾ 西洋人物レファレンス事典 
映画・演劇・芸能・ 

舞踏篇 
2013 0050834312 

近代演劇の脚本・台本／分類（新宿区）Ｊ26「日本の戯曲」／分類 「米英戯曲」 932／「ドイツ戯曲」942 などの一例 

J26 ﾃ 青い種子は太陽のなかにある 寺山 修司／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2015 0051187373 

Ｊ26 ｸ 倉本聰戯曲全集 倉本 聰／著 新日本出版社 2020 年 4 月現在 ６巻 

932.7 ﾛ 1 ハリー・ポッターと呪いの子 J.K.ローリング／著 静山社 2016 0004650001 

BB 942 ﾌﾞ 三文オペラ ブレヒト／著 光文社 2014 0051061236 

雑誌で調べたい！～新しい情報・展覧会など。 

雑誌コーナー 

／雑誌 閉架 

雑誌は検索機・ＨＰの詳細画面で 「雑誌ジャンルからさがす」 ＞ 「演劇・映画・芸能」を選ぶと 

新宿区で持っている演劇の雑誌を探せます。「閉架」とあるものは窓口にお問合せ下さい。 

例えば・・・  

中央雑誌コーナー えんぶ （I-9） えんぶ 隔月  演劇に関する情報誌 

中央雑誌コーナー 演劇界 （I-10） 演劇出版社 月刊  歌舞伎の月刊誌 

他の新宿区内図書館に「宝塚 GRAPH」（月刊）などもあります。利用者カードをお持ちでしたら予約可能。 

視聴覚資料≪ビデオ・ＤＶＤ≫で調べたい！～実演など動画で情報を得る 

視聴覚コーナー 館内の検索機・ＨＰの詳細画面にてキーワード入力、種別「ビデオ」「DVD」を選び検索。 

例えば・・・  

中央 DV42 演劇 能楽 観阿弥・世阿弥 名作集 柳沢新治監修 ＮＨＫ ＥＰ 1961 0044033350 

中央 DV42 演劇 異国の丘／劇団四季ミュージカル 浅利慶太演出 ＮＨＫ ＥＰ 2008 0044032450 

中央 DV42 演劇 新生歌舞伎座 檜舞台にかける男たち ＮＨＫ ＮＨＫ ＥＰ 2013 0044033095 

インターネットで調べる  ～一例を紹介。 

独立行政法人 日本芸術文化振興会 https://www.ntj.jac.go.jp 2020 年 5 月 31 日現在 

日本の国立劇場等を調べられるサイト。「伝統芸能について調べる」の項目があります。 

     他にも資料がございます。調べものカウンターにて承ります。お気軽にお申し付けください。 

https://www.ntj.jac.go.jp/

