④雑誌・新聞をしらべてみましょう！
テーマに沿った雑誌を読んでみましょう。
★例えばこんな雑誌があります
場所
参考

雑誌名（出版社）
観世 （檜書店）
※能楽の流儀である観世流の機関紙で，催し
案内や鑑賞ガイドなどが掲載されています。

【分類】に注目！
図書には［日本十進分類法（NDC）
］で分類され
た数字がつけられています。
その数字で図書のおおまかな内容がわかります。
000
100
200
300
400
500
600
700
800
900

総記（百科事典など）
哲学（心理学・宗教など）
歴史（歴史・伝記・地理・ガイドブックなど）
社会科学（政治・経済・教育・風俗習慣など）
自然科学（数学・理学・医学など）
技術（環境・工業・家政学・手芸・料理など）
産業（農林水産業・商業・運輸など）
芸術（美術・音楽・スポーツ・娯楽など）
言語（各国の言葉・国語辞典・漢和辞典など）
文学

★［演劇］の分類
770 演劇全般
771 劇場，演出，演技
772 演劇史，各国の演劇
773 能楽，狂言
774 歌舞伎
775 各種の演劇 新劇，少女歌劇，学校劇など
777 人形劇
778 映画
779 大衆演芸
★［能楽］の主な分類
能楽・狂言全般
773

図書館で 探そう！調べよう！

【能楽】
に関する資料の探しかた

図書館で 探そう！調べよう！
パスファインダー（Pathfinder）とは，
調べたいと思う事柄について役立つ資料を
【医学 健康･病気･薬など】
わかりやすく紹介するものです。
に関する資料の探しかた
ここでは

【能楽】
について，必要な資料や情報を見つける
図書館で 探そう！調べよう！
ことができるよう，資料の探しかたや，
いろいろな情報源の一部をご紹介します。

→768.4［謡い］，
→912.3［戯曲‐謡曲，狂言］ にもあります

能の歴史，役者，郷土能
773.2
773.3
773.4
773.6
773.7
773.9

→386.8［郷土芸能，郷土舞踊］
（壬生狂言など）
にもあります
し まい

能の演技，型，役，仕舞
能面→711.9［仮面］にもあります
しょうぞく

ふんそう

能と狂言を総称して「能楽」といいます
※『能・狂言事典』より，
［能楽］とは…
能と狂言とを包含する総称。1881 年（明治 14）に

能の道具，装 束 ，扮装

華族・政治家・学者・実業家などの後援者が社員となっ

のうはやし

て能楽社が設立されて以来，能と狂言の総称として，江

能囃子→768.8［邦楽‐囃子］にもあります
能狂言，狂言面

さるがく

戸期までの猿楽に代わって呼称されるようになった。

※[能楽]の脚本は，古典文学の全集などにも収録
されています。
『新日本古典文学大系』
（岩波書店）
918
57 巻「謡曲百番」
，58 巻「狂言記」

918

『新編日本古典文学全集』
（小学館）
58，59 巻「謡曲集上・下」，60 巻「狂言集」

資料が見つからないときや，もっと調べたいときは，

調べ物のおてつだいカウンター

京都市中央図書館 参考図書室

お気軽に職員におたずねください。
調べるおてつだいをいたします。

2020.3 改訂

【能楽】に関する資料を探すには
①参考図書を見てみましょう！
百科事典や専門分野の事典（辞典）など，参考図書をつかって情報を集めましょう。
テーマを理解するとともに，新たなキーワードが見つかるかもしれません。
また，図書の巻末や別冊についている索引を使うと便利に調べることができます。
★たとえばこんな図書があります（館内閲覧資料です。参考図書室内でごらんください。）
所蔵
場所

請求記号

書名（著者 出版社）

内容
能と狂言について多岐にわたる内容を一
冊に収めた本格的な事典。
能と狂言に関する全般的な事項を収録し、
五十音順に配列した事典。

参考

R/773/ノ

能・狂言事典（西野 春雄ほか／編集委員 平凡社）

参考

R/773/ノ

能楽大事典（小林 責ほか／著 筑摩書房）

参考

R/773/ス

参考

R/770.3 /エ /1～6

能楽史年表（鈴木 正人／編 東京堂出版）
※古代・中世編，近世編上巻，近世編中巻，近世編下巻

能楽および能楽に関連する記事をまとめ
た、能楽研究に不可欠の年表。

演劇百科大事典 全 6 巻
（早稲田大学演劇博物館／編 平凡社）

演劇・芸能の全ジャンルを網羅した事典。
各項目に参考文献の記載あり。

②検索機を使ってみましょう！
オーパック

ウ ェ ブ

オーパック

手がかりとなるキーワードを見つけたら，OPAC（図書検索機），WEB－OPAC（インターネット図書検
索機）で検索して，図書を探してみましょう。
★たとえばこんなキーワード…

同じ意味でも，別の言葉で検索してみましょう！

能楽，狂言，謡曲，伝統芸能，古典芸能，無形文化財，無形文化遺産，世阿弥，薪能，仕舞，壬生狂言，
おきな

はごろも

さいぎょうざくら

かき やまぶし

つりぎつね

ひ さお

曲名[ 翁 ，羽衣，西 行 桜 ，柿山伏，釣 狐 ]，狂言師[茂山千作，野村万作]，能楽師[片山慶次郎，観世寿夫]
おきな

おきなわ

おお

※ＯＰＡＣで｢おきな｣と入力すると，｢ 翁 ｣｢沖縄｣「大きな」などを含む図書がヒットします。
おきなぐさ

ふく おう

ＷＥＢ－ＯＰＡＣで｢翁｣と漢字を入力すると，｢ 翁 草｣｢福翁（福沢諭吉のこと）｣などを含む図書がヒットします。
※たくさんヒットした場合は、
【分類】で並べかえると，似た内容の図書をまとめて確認することができます
【分類】については次のページで！

③図書を本棚で探しましょう！
773
【請求記号】

図書の背には，検索機で調べたときの表示と同じ【請求記号】
（分類，カタカナの図書記号，巻番号）のラベルがついています。

←分類

ノ

←図書記号

1

←巻番号

まず【所蔵場所】が［一般］
［児童］
［参考］
［郷土］など，どのフロアにあるか確認してから，
【請求記号】をたよりにして図書を探しましょう。
（［庫 1］などは書庫の資料です。職員におたずねください。）
※請求記号の最初に【別置記号】（アルファベットなど）がある場合は，通常の本棚とは違うならびにあります。
探している図書の前後にも，似た内容の
図書がないか，本棚をながめてみましょ
う！

★たとえば《能・狂言》に関するこんな図書があります…
所蔵
場所

請求記号

書名（出版社）

内容

一般

773/ﾉ

能楽ハンドブック 第 3 版

一般

773.9/ｷ

狂言ハンドブック 第 3 版

一般

773.4/ﾉ

能面の世界（西野

大型

773.6/ｶ/1・2

演目別にみる能装束 一歩進めて能鑑賞 1・2

郷土

L/773.5/ﾓ

能舞台歴史を巡る

庫1

773/ﾉ

能・狂言図典（小林

（戸井田 道三／監修

小林 保治／編

三省堂）

それぞれ能・狂言の歴史から特色，演目，用語
解説までをわかりやすくまとめた小事典。鑑賞
の基礎知識がわかる。巻末に関係書一覧あり。

（小林 責／監修 油谷 光雄／編 三省堂）
春雄／監修 見市 泰男／解説 平凡社）

どう じょうじ

か なわ

淡交社）

「道成寺」「鉄輪」などの演目別にその装束や
あらすじを解説。装束つけの写真もあり。

児玉 信ほか／文 建築画報社）

京都の金剛能楽堂・京都観世会館ほか，全国
60 余の舞台を豊富な写真と共に紹介。

（観世 喜正ほか／著
（森田 拾史郎／写真

能面鑑賞の入門書。尉面・女面・男面の見分け
方や能面の製作工程を収録。狂言面も収録。

保治ほか／編 小学館）

※【郷土】（別置記号【L】）は京都コーナー（参考図書室内）にある資料です。

能と狂言を知る上で必要とされる事項を，舞台
写真や図版を使って解説した図鑑。
次ページは，雑誌・新聞や【分類】について

