
■上方落語の四天王ほか

タイトル 著者名 出版者 出版年 資料バーコード

上方落語ノート　第1集～第4集 桂米朝／著 岩波書店 2020 1110916184ほか

上方らくごの舞台裏 小佐田定雄／著 筑摩書房 2018 1111010466

米朝らくごの舞台裏 小佐田 定雄／著 筑摩書房 2015 1110433016

青春の上方落語 笑福亭 鶴瓶／著 NHK出版 2013 1110151402

上方落語考究 保志 学／著 鳳書院 2013 1110138789

上方落語四天王の継承者たち 戸田 学／著 岩波書店 2013 1110139589

歳々年々、藝同じからず 桂 米朝／語り 朝日新聞出版 2012 1110047519

師匠、五代目文枝へ 桂 三枝／著 ヨシモトブックス 2012 1110004460

上方落語の四天王 戸田 学／著 岩波書店 2011 1108755271

おやっさん 笑福亭 松喬／著 うなぎ書房 2011 1108707082

芸と噺と 松本 尚久／著 扶桑社 2010 1108635465

よしもと落語の世界 ヨシモトブックス 2010 1108633569

上方落語家名鑑 やまだ りよこ／著 出版文化社 2010 1108879972

藝、これ一生 桂 米朝／語り 朝日新聞出版 2010 1108620632

子米朝 桂 米團治／著 ポプラ社 2008 1108565860

米朝よもやま噺 桂 米朝／著 朝日新聞社 2007 1108440817

四世桂米團治寄席随筆 桂 米團治／[著] 岩波書店 2007 1108440825

師匠噺 浜 美雪／著 河出書房新社 2007 1108410562

桂ざこばのざっこばらん 桂 ざこば／著 ベストセラーズ 2006 1108338730

桂三枝という生き方 桂 三枝／著 ぴあ 2005 1108288414

初代桂春団治落語集 桂 春団治／[述] 講談社 2004 1108254432

笑わせて笑わせて桂枝雀 上田 文世／著 淡交社 2003 1108027028

桂米朝噺の世界 宮崎 金次郎／写真 向陽書房 2002 1108010727

桂米朝 桂 米朝／著 日本経済新聞社 2002 1106975483

二代目さん 河本 寿栄／著 青蛙房 2002 1108192350

当世落語家事情 笑福亭 松枝／著 弘文出版 1997 1101960563

■落語の歴史・事典など

昭和の落語名人列伝 今岡謙太郎／監修執筆 淡交社 2019 1111036537

からぬけ落語用語事典 本田久作／著 パイインターナショナル 2018 1110932652

江戸落語事典 飯田泰子／著 芙蓉書房出版 2017 1110763149

落語 横井洋司／写真 山川出版社 2016 1110480983

上方落語の戦後史 戸田 学／著 岩波書店 2014 1110182100

江戸時代落語家列伝 中川 桂／著 新典社 2014 1110383039

上町学再発見・古都おおさか 追手門学院上町学プロジェクト／著 追手門学院 2011 1108714997

落語「通」入門 桂 文我／著 集英社 2006 1108511385

図説落語の歴史 山本 進／著 河出書房新社 2006 1108501287

落語ハンドブック 山本 進／編 三省堂 2001 1108178805

昭和上方笑芸史 三田 純市／著 学芸書林 1993 1105327157

上方落語かたいれ事典 相羽 秋夫／著 弘文出版 1982 1100129038
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■落語のあらすじ・入門など

昭和の名人この一席 稲田和浩／著 教育評論社 2021 1111231120

21世紀落語史　すべては志ん朝の死から始

まった
広瀬和生／著 光文社 2020 1110986724

江戸落語で知る四季のご馳走 稲田和浩／著 平凡社 2019 1110983762

らくご動物園 相羽秋夫／著 東方出版 2019 1111018857

談志語辞典 立川談慶／著 誠文堂新光社 2019 1111050553

落語の種あかし 中込重明／著 岩波書店 2019 1110906912

ゼロから分かる!図解落語入門 稲田和浩／文 世界文化社 2018 1110774161

上方落語史観 高島幸次／著 140B 2018 1110763131

落語の入り口　想像と創造のコミュニケー

ション
東京かわら版／編　他 フィルムアート社 2017 1110851290

江戸落語図鑑3 飯田泰子／著 芙蓉書房出版 2017 1110720339

江戸落語図鑑2 飯田泰子／著 芙蓉書房出版 2016 1110489729

江戸落語図鑑 飯田泰子／著 芙蓉書房出版 2016 1110800396

僕らの落語 広瀬和生／著 淡交社 2016 1110825955

<男>の落語評論 稲田和浩／著 彩流社 2016 1110806187

落語に学ぶ大人の極意 稲田和浩／著 平凡社 2016 1110825096

古典落語 知っているようで知らない噺のツボ 柳家花緑／著　他 竹書房 2016 1110469192

上方落語 荻田 清／著 和泉書院 2015 1110459375

落語日和 落語日和編集委員会／編 山川出版社 2014 1110399993

落語ファン倶楽部 高田 文夫／編 白夜書房 2014 1110168596

三丁目の落語 「三丁目の落語」編集委員会／編 講談社 2013 1110121546

登場人物から味わう落語ハンドブック 保田 武宏／著 亜紀書房 2013 1110328737

読んで味わう古典落語の傑作101噺と見て愉

しむ江戸の暮らし
河合 昌次／監修 ユーキャン学び出版 2012 1110017017

上方落語のネタ帳 小佐田 定雄／著 PHP研究所 2011 1108696053

現代落語の基礎知識 広瀬 和生／著 集英社 2010 1108911908

一冊でわかる落語ガイド 秋山 真志／監修 成美堂出版 2010 1108624626

奇跡の寄席 堤 成光／著 140B 2009 1108857184

落語一日一話 野口 卓／著 河出書房新社 2009 1108847268

落語ギャラリー60 学研 2006 1108361617

落語にアクセス 小野 幸恵／著 淡交社 2004 1108065150

落語大阪弁講座 小佐田 定雄／著 平凡社 2002 1107048413

落語の鑑賞201 二村 文人／著 新書館 2002 1108003326

落語の話術 野村 雅昭／著 平凡社 2000 1106229303

上方落語よもやま草紙 桂 米之助／著 たる出版 1998 1101872347

上方落語のはなし 露の 五郎／著 朝日新聞社 1992 1100129509

生きている上方落語 中島 平八朗／著 京都新聞社 1973 1102657879
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