
タイトル 著者名 版元 発行年 原著版元 原著発行年 備考

落語の年輪　大正・昭和・資料編 暉峻康隆 河出文庫 2007 講談社 1978

寄席放浪記 色川武大 河出文庫 2007 廣済堂出版 1986

談志楽屋噺 立川談志 文春文庫 1990 白夜書房 1987 リストだぶり

私の出会った落語家たち　昭和名人奇人伝 宇野信夫 河出文庫 2007 河出文庫 1986 原著「今はむかしの噺家のはなし」

5人の落語家が語る ザ・前座修業 稲田和浩 NHK出版 2010 生活人新書

守田梢路

三遊亭圓朝の明治 矢野誠一 朝日文庫 2012 文春新書 1999

落語の世界 柳家つばめ 河出文庫 講談社 1967

創作落語論 柳家つばめ 河出文庫 2009 三一書房 1972

よってたかって古今亭志ん朝 志ん朝一門 文春文庫 2008 文藝春秋 2006

江戸が息づく古典落語50席 柳家権太楼 PHP文庫 2005

笑伝 林家三平 神津友好 新潮文庫 2005 文藝春秋 1985

今はむかしの噺家のはなし 宇野信夫 河出文庫 1986 ？ ？

わが落語鑑賞 安藤鶴夫 河出文庫 1965 筑摩書房 1965 1988年版（筑摩叢書）

米朝よもやま噺 桂米朝 朝日文庫 2010 朝日新聞社 2007

市川寿憲

江戸散歩　上 三遊亭圓生 朝日文庫 1986 集英社 1978 2016年版(P+D BOOKS)

江戸散歩　下 三遊亭圓生 朝日文庫 1986 集英社 1978 2016年版(P+D BOOKS)

浮世断語 三遊亭金馬 河出文庫 2008 有信堂 1959 1981版（旺文社文庫）

落語と私 桂米朝 文春文庫 1986 ポプラ社 1976 2015年版（ポプラ社）

書きかけの自伝 三遊亭圓生 旺文社文庫 1985

志ん生の右手　落語は物語を捨てられるか 矢野誠一 河出文庫 2007 新しい芸能研究室 1991 原著「落語は物語を捨てられるか」

三人噺　志ん生・馬生・志ん朝 美濃部美津子 文春文庫 2005 扶桑社 2002

らくごDE枝雀 桂枝雀 ちくま文庫 1993 PHP研究所 1983 原著「まるく笑って落語de枝雀」

寄席爆笑帳 有遊会編 三一新書 1985

芸人　その世界 永六輔 岩波現代文庫 2005 文藝春秋 1969 1980年版あり（文春文庫）

珍奇絶倫　小沢大写真館 小沢昭一 ちくま文庫 2006 話の特集 1974

新やじきた道中記 長谷川町子 朝日文庫 2001 姉妹社 1971 原著上下巻

新版大東京案内　上 今和次郎 ちくま学芸文庫 2001 中央公論社 1929 1986年版（批評社）

新版大東京案内　下 今和次郎 ちくま学芸文庫 2001 中央公論社 1929 1986年版（批評社）

木村伊兵衛 昭和を写す2 よみがえる都市 木村伊兵衛 ちくま文庫 1995

田村武能

東京風俗帖 木村荘八 ちくま学芸文庫 2003 青蛙房 1975

江戸吉原図聚 三谷一馬 中公文庫 1992 立風書房 1977 2006年版他有（中央公論新社）

六代目　三遊亭圓生写真集 正木信之 少年社 1981



宇野信夫

橘右近コレクション　寄席百年 橘右近 小学館 1982

地図物語 地図と写真でたどるあの日の浅草 佐藤洋一 武揚堂 2006

昭和26年から30年代の思い出と出会う

色刷り　明治東京名所絵 井上安治 角川書店 1981

木下龍也

落語 昭和の名人決定版シリーズ 小学館 2009 全26巻+アンコール　CD付ムック

柳家花緑の同時代ラクゴ集 柳家花緑 竹書房 2016

ちょいと社会派 柳家花緑脚色実演 藤井青銅

古地図と名所図会で味わう 江戸の落語 菅野俊輔 青春出版社 2010 青春新書INTELLIGENCE

新版　落語手帖 矢野誠一 講談社 2009 駸々堂出版 1988 1994年版（講談社α文庫）

美しい落語のことば 長井好弘 アスペクト 2006 2016年オンデマンド版（アスペクト）

使ってみたい落語のことば 長井好弘 アスペクト 2004 2010年版（中公文庫）

創作伝記　寄席芸人伝　落語家人情小咄 古谷三敏 小学館 2011 小学館 1982 中公文庫版／My First Big SPECIAL

創作伝記　寄席芸人伝　色物人生 古谷三敏 小学館 2009 小学館 1982 中公文庫版／My First Big SPECIAL

志ん朝の風流入門 古今亭志ん朝 ちくま文庫 2002 PHP研究所 1985 原著「志ん朝の日本語高座」

齋藤明

刑務所通いはやめられねぇ　 桂才賀 亜紀書房 2008

笑わせて、泣かせる落語家慰問

濹東綺譚 永井荷風 岩波文庫 1991 鳥有堂 1937 1951年版(新潮文庫）

逝きし世の面影 渡辺京二 平凡社 2005 葦書房 1998 平凡社ライブラリー

カラー版　国芳 岩切由里子 岩波新書 2014

水木しげる　鬼太郎の天国と地獄 水木しげる 小学館 2008 小学館 1985 「鬼太郎の天国・地獄入門」復刻新装版

米朝らくごの舞台裏 小佐田定雄 ちくま新書 2015

さよなら名人藝 桂文楽の世界 山本益博 晶文社 1974 2007年オンデマンド版（晶文社）

桂米朝　私の履歴書 桂米朝 日経ビジネス文庫 2007 日本経済新聞社 2002

立川談志を聴け　涙がこぼれた「富久」を私は忘れない 山本益博 プレジデント社 2012

江戸文化評判記 雅俗融和の世界 中野三敏 中公新書 1992 kindle版

鳥山石燕 画図百鬼夜行全画集 鳥山石燕 角川ソフィア文庫 2005 kindle版

志らくの落語二四八席辞事典 立川志らく 講談社 2005

寄席のおともに　落語の手帖 神津友好 自由国民社 2009

志ん生一代　上 結城昌治 学陽書房 2005 朝日新聞出版 1977 人物文庫/2015年版(P+D BOOKS)

志ん生一代　下 結城昌治 学陽書房 2005 朝日新聞出版 19771995（中公文庫）1980（朝日文庫）有

改訂増補版　上方落語の歴史 前田勇 杉本書店 1966 杉本書店 1958

中原淳一　きもの読本 中原淳一 平凡社 2005

今和次郎　採集講義 今和次郎 青幻舎 2011

いまライブで聴ける　みんなが好きな落語家 編集部 朝日新聞出版 2013 アサヒオリジナル



雲助 悪名一代記 芸人流　成り下がりの粋 五街道雲助 白夜書房 2013 落語ファン倶楽部新書

一之輔、高座に粗忽の釘を打つ 春風亭一之輔 白夜書房 2012 落語ファン倶楽部新書

現代落語論　笑わないで下さい 立川談志 三一新書 1965

噺家と歩く「江戸・東京」こだわり落語散歩ガイド 長井好弘 アスペクト 2010

初代福助楽屋話 川戸貞吉 冬青社 2010

時代小説のお供に 絵で見る江戸の町とくらし図鑑 江戸人文研究会  廣済堂出版 2010

善養寺 ススム

70’s Fashion  Vintage Fashion and Beauty Ads Jim Heimann  Taschen 2006 洋書（イタリア語？英語？)

America Llc 

落語の黄金時代 山本進 三省堂 2010

稲田和浩

大友浩

中川桂

席亭北村銀太郎述　聞書き・寄席末広亭 北村銀太郎 少年社 1980 2001年版（平凡社ライブラリー）

富田均

噺家カミサン繁盛記 郡山和世 文藝春秋 1990 1999年版（講談社文庫）

新宿末広亭　春夏秋冬　「定点観測」 長井好弘 アスペクト 2000

雑学3分間ビジュアル図解シリーズ　落語 三遊亭圓歌 PHP研究所 2006 kindle版

昭和のくらし博物館 小泉和子 河出書房新社 2000 　らんぷの本　新装版　2011年

田村祥男

落語会DVD付　もう一度学びたい落語のすべて 大友浩 西東社 2011

文藝別冊　総特集　古今亭志ん生　落語の神様 編集部 河出書房新社 2006 　KAWADE夢ムック　増補新版　2015年

一個人　落語入門 編集部 ベストセラーズ 2009

落語三昧！ 古典落語　名作・名演・トリヴィア集　 柳亭市馬 竹書房 2015 kindle版

三遊亭兼好

瀧川鯉昇

柳家花緑

古今亭菊之丞

古今亭文菊

刑務所の中 花輪和一 講談社漫画文庫 2006 青林工藝舎 2000

桂米朝コレクション 1 四季折々 桂米朝 ちくま文庫 2002

明治東京風俗語事典 正岡容 ちくま学芸文庫 2001 有光書房 1957

名人芸の黄金時代　桂文楽の世界 山本益博 中公文庫 2013 芸風社 1972

桂米朝コレクション　2　奇想天外 桂米朝 ちくま文庫 2002

図説　吉原事典 永井義男 朝日文庫 2015 学研M文庫 2013

芸談　あばらかべっそん 桂文楽 ちくま文庫 1992 青蛙房 19571969（朝日ソノラマ）1980（旺文社文庫)

寄席はるあき 安藤鶴夫 河出文庫 2006 東京美術 1968



金子桂三

圓生の録音室 京須 偕充 ちくま文庫 2007 青蛙房 1987 1999年版（中公文庫)

べけんや　わが師　桂文楽 柳家小満ん 河出文庫 2005

文楽の落語藝談　長生きするのも芸のうち 桂文楽 河出文庫 2015 三省堂新書 1969 原著「落語芸談」（上)

暉峻康隆 聞き手・暉峻康隆

楽屋顔 噺家・彦いちが撮った、高座の裏側 林家彦いち 講談社α文庫 2011 小学館 2004 原著「楽写」

古典落語　志ん生集 古今亭志ん生 ちくま文庫 1989

飯島友治

落語特選　上 麻生芳伸 ちくま文庫 2000 kindle版

落語特選　下 麻生芳伸 ちくま文庫 2013 kindle版

落語百選　春 麻生芳伸 ちくま文庫 1999 kindle版

落語百選　夏 麻生芳伸 ちくま文庫 1999 kindle版

落語百選　秋 麻生芳伸 ちくま文庫 1999 kindle版

落語百選　冬 麻生芳伸 ちくま文庫 1999 kindle版

新版　圓生古典落語１ 三遊亭圓生 集英社文庫 1992 集英社文庫 1979

落語名作200席　上 京須 偕充 角川ソフィア文庫 2014 kindle版

落語名作200席　下 京須 偕充 角川ソフィア文庫 2014 kindle版

カメラを持った前座さん 橘蓮二 ちくま文庫 2013

正岡容　このふしぎな人 大西信行 文藝春秋 1977

談志亡き後の真打ち 立川志ら乃 宝島社 2012

落語「死神」の世界 西本晃二 青蛙房 2002

上方落語「東の旅」通し口演　伊勢参宮神賑 桂文我 青蛙房 2014

別冊　落語ファン倶楽部　東西全落語家　一門名鑑 編集部 白夜書房 2014

いいねぇ～ 江戸売り声 絵で見る商いの原風景 宮田章司 素朴社 2012

瀬知エリカ

春夏秋冬　東京散歩のしおり

春風亭一之輔　落語のたくり帖 春風亭一之輔 自由国民社 2015

完本　正岡容　寄席随筆 正岡容 岩波書店 2006

桂米朝

大岡信行

小沢昭一

永井啓夫

落語の世界１　落語の愉しみ 延広真治 岩波書店 2003

川添裕

山本進

なぜ「小三治」の落語は面白いのか？ 広瀬和生 講談社 2014 2016年版（講談社α文庫）

志ん生を撮った！元祖寄席カメラマン秘話 金子桂三 うなぎ書房 2004



柳家喬太郎　江戸料理　平らげて一席 柳家喬太郎 小学館 2010

佐藤俊一

文藝別冊　古今亭志ん朝　落語家としての生涯 編集部 河出書房新社 2014 KAWADE夢ムック

水木しげるのあの世の事典 水木しげる 東京堂出版 1983 2014年版（講談社α文庫）

人生、成り行き　談志一代記 吉川潮 新潮文庫 2010 新潮社 2008

落語家論 柳家小三治 ちくま文庫 2007 新しい芸能研究室 2001

なめくじ艦隊 古今亭志ん生 ちくま文庫 1991 朋文社 1956 kindle版

落語で江戸のうらおもて 京須 偕充 ちくま文庫 2006

世の中ついでに生きてたい 古今亭志ん朝 河出文庫 2011 河出書房新社 2005

新版　香具師口上　CD付 室町京之介 創拓社出版 1997 創拓社 1982

東京　忘却の昭和三〇年代 金子桂三 河出書房新社 2007

長野重一写真集 東京1950年代 長野重一 岩波書店 2007

新版　寄席育ち 三遊亭圓生 青蛙房 1999 青蛙房 1965

寄席楽屋帳　（新装改訂版） 三遊亭圓生 青蛙房 2000 青蛙房 1976

山本進

噺家かたぎ 三遊亭圓生 PHP研究所 1979

明治の文学　第3巻　三遊亭円朝 三遊亭円朝 筑摩書房 2001

坪内祐三

森まゆみ

談志　最後の根多帳 立川談志 梧桐書院 2010

談志　最後の落語論 立川談志 梧桐書院 2009

立川談志自伝　狂気ありて 立川談志 亜紀書房 2012

男のきもの入門　 スタジオタック 2010

― 初心者必見 きものを手軽に、粋に着こなす クリエイティブ

文藝別冊　永久保存版　立川談志　落語の革命家 編集部 河出書房新社 2013 KAWADE夢ムック

お囃子えりちゃん　寄席ばなし 恩田えり イースト・プレス 2012

新子友子

岩田専太郎 挿絵画壇の鬼才 松本品子 河出書房新社 2006 らんぷの本

弥生美術館

落語カルチャーブックス　志ん生で味わう江戸情緒4 凡平 技術評論社 2006

江戸の人情「長屋」がわかる

談志絶倒　昭和落語家伝 立川談志 大和書房 2007

志ん朝の高座 横井洋司 筑摩書房 2005

京須 偕充

笑いの王様シミキン 有吉光也 リブロポート 1985

強いばかりが男じゃないといつか教えてくれた人 淀橋太郎

滝大作



図説　浮世絵に見る江戸っ子の一生 佐藤要人 河出書房新社 2002 ふくろうの本

藤原千恵子

三味線をはじめよう！独習でも三味線で弾けるようになる 津川信子 成美堂出版 2004 amazonでは「楽譜」扱い

昭和を生きた道具たち 岩井宏実 河出書房新社 2005 らんぷの本

中林啓治

東京落語散歩 吉田章一 青蛙房 1997 2009年版（角川文庫）

新宿末広亭のネタ帳 長井好弘 アスペクト 2008 オンデマンド版あり

写真で歩く　昭和の浅草　残像の人情時代 中田和昭 彩流社 2009

竹久夢二　大正モダン・デザインブック 石川桂子 河出書房新社 2011 河出書房新社 2003 らんぷの本

谷口朋子

かまわぬ手ぬぐい百科 編集部 河出書房新社 2007

手拭いづくし――注染(Japanesque) 大沢美樹子 バナナブックス 2005

戸田屋商店

岡本寛治

手拭い 戸田屋商店 手ぬぐい実物？

図説　百鬼夜行絵巻をよむ　 田中貴子 2007 ？ ？ 　新装版(おそらく)  ふくろうの本

澁澤龍彦

小松和彦

花田清輝

噺家の手ぬぐい 五明樓玉の輔 日東書院 2007 Do楽Books

昭和の風景 東京都写真美術館 新潮社 2007 とんぼの本

ハイカラさんのお洒落上手 銘仙きもの 多彩な世界 日本きもの 日本きもの 2010 自主出版、美術館で取扱い

文化美術館 文化美術館

図説　東京流行生活 新田太郎 河出書房新社 2003

田中裕二

小山周子

和の背景カタログ　和室・日本美術　間取り・解説つき 編集部 マール社 2015

日本の路地裏100 佐藤秀明 ピエブックス 2005


