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映画について知りたい

大衆文化の創造
pp.110-118　　『羅生門』の方法歴史を推進する

橋本 忍著
研究社出版

1973
Y||361.5||011742||
資料ID:110648676

影の美学 : 日本映画と照明
pp..251-277 宮川一夫の映画撮影

宮尾 大輔著/笹川 慶子, 溝渕 久美子訳
名古屋大学出版会

2019
||778.21||Mi81||
資料ID:118012941

宮川一夫の世界 : 映像を彫る
pp.77-89 「羅生門」サイレント時代の映像美

渡辺 浩著
ヘラルド・エンタープライズ

1984
K1||778.21||W46||
資料ID:110529117

映画録音技師ひとすじに生きて : 大映京都六十
年

林 土太郎著
草思社

2007
K1||778.21||H48||
資料ID:110952890

キネマ旬報シナリオ集
戦後傑作シナリオ集 「羅生門」

キネマ旬報社
1949-
1961

||778.5||KI43||
資料ID:110439370

脚本の元になった物語や「羅生門(羅城門)」がテーマの作品

今昔物語集 5　日本古典文学大系
p169 本朝付悪事 巻29 羅城門登上層見死人盗人語
p299 本朝付雑事 巻31 太刀帯陣売魚姫語

山田 孝雄 [ほか]校注
岩波書店

1975
Y||918||017705||
資料ID:110652711

京都綺談
pp.33-49 藪の中 / 芥川龍之介著

山前 譲編
有楽出版社, 実業之日本社

2015
K1||913.68||Y31||
資料ID:110993116

京都 1　ふるさと文学館
pp.313-318 羅生門 / 芥川 竜之介/著

河野 仁昭責任編集
ぎょうせい

1993
K0||918.6||F94||1
資料ID:110529473

羅城門
沢田 ふじ子著
講談社

1979
Y||913.6||031364
資料ID:110657869

羅生門 竹内 浩一絵/小沢 章友文
「京の絵本」刊行委員会, 同朋舎出版 (発売)

1994
K0||726.6||Ta67||
資料ID:110527360

明治少年文学集 明治文学全集 ; 95
pp.31-33 羅生門

巌谷 小波著者代表/福田 清人編
筑摩書房

1977
Y||918.6||060909|
資料ID:110666897

伝統芸能の中の「羅生門」　＊キーワード「羅生門」「羅城門」「茨木」「戻橋」などで調べてみましょう。

謡蹟めぐり : 能の史蹟を訪ねて, 京都篇
pp.45-46 羅城門址

青木 実著
桧書店

1986
K0S||773||A53||
資料ID:110529075

能鑑賞二百六十一番 : 現行謡曲解題
p384 羅生門

金子 直樹著
淡交社

2018
||773||Ka53||
資料ID:118006112

壬生狂言鑑賞ガイド
pp.134-137　羅生門

壬生寺編
淡交社

2020
K13||773.9||Mi12||
資料ID:118017361

歌舞伎・浄瑠璃外題事典
野島 寿三郎編
日外アソシエーツ, 紀伊国屋書店 (発売)

1991
||774.033||N93||
資料ID:11053236936

本当にあったの？どこにあったの？

京都府埋蔵文化財情報　39号（1991.3）
pp.41-43 府下遺跡紹介50　羅城門跡

京都府埋蔵文化財調査研究センター 1991 ||キヨウ||K

朱雀 : 京都文化博物館研究紀要　25号（2013.3）
pp.99-116　1960年代の平安京羅城門跡発掘調査

京都文化博物館 2013 ||スサク||K

京都市埋蔵文化財年次報告 1971
羅城門跡

京都市文化観光局文化財保護課 1971
K1||210.025||KY6||
資料ID:110569945

[京都文化博物館2階・3階総合展示室リーフレット
平成24年度 よみがえる羅城門 : 模型の楽しみ方1・2
平成25年度 羅城門の記憶 : 模型の楽しみ方3

京都文化博物館
2012
2013

K1||069.616||Ky6||
資料ID:118006471
資料ID:118006473
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 2020年は映画「羅生門」が公開されて70年。  歴彩館では上映会 （12月7日）、京都文化博物館では展覧会 （2021年2月

6日～3月14日）が開催されます。併せて京都資料総合閲覧室では関連の図書を紹介しています。 映画、舞台、文学、
歴史などいろいろな切り口で「羅生門（羅城門）」を探ってみませんか。

羅生門 
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浪花千栄子ってどんな人？

水のように
浪花 千栄子著
六芸書房, 日本出版貿易 (発売)

1965
||772.1||N48||
資料ID:110438218

京の宿　二十選
pp.152-162「竹生」

邦光 史郎著
日本交通公社出版事業局

1973
K1S||688.8||KU45||
資料ID:110247663

キネマ旬報　1958年7月下旬号
pp.63-66「浪花千栄子と上方演技」

キネマ旬報社 1958 ||キネマ

演劇界　1974年2月号
p61「追悼 浪花千栄子さん」

演劇出版社 1974 ||エンケ

松竹家庭劇 : お目見得公演 南座 1934
K1||775.2||Sh95||
資料ID:110969547

松竹新喜劇 : 新結成京都初公演
南座宣伝部編
松竹株式会社事業部

1949
K1||775.2||Sh95||
資料ID:110957521

劇団新潮 : 結成公演
南座宣伝部編
松竹事業部

1951
K1||775.1||Sh95||
資料ID:110965346

まだまだあります OPACで検索してみてください。

日本映画をもっと探る　　「羅生門」も「祇園囃子」も・・・京都の撮影所から

大映京都撮影所カツドウヤ繁昌記
星川 清司著
日本経済新聞社

1997
K1||778.21||H92||
資料ID:110580366

京都映画図絵 : 日本映画は京都から始まった
鴇 明浩編/京都キネマ探偵団編
フィルムアート社

1994
K1||778.21||To31||
資料ID:110529115

映画ロマン紀行 : 京都シネマップ
中島 貞夫 [ほか]著
京都国際映画祭組織委員会京都事務局,
人文書院

1994
K1||778.21||E37||
資料ID:110529110

日本映画と京都 平凡社 1997
K1||778.21||B39||
資料ID:110580063

日本喜劇映画史
原 健太郎著 ; 長滝 孝仁著
NTT出版

1995
||778.21||H31||
資料ID:110532618

まだまだあります。 16番の棚もご覧ください。

 浪花千栄子さんは昭和期に映画､舞台､ドラマ､ラジオ､CMなど様々な分野で活躍した女優です。 この秋、連続テレ
ビ小説「おちょやん」のモデルにもなり話題にのぼる機会も増えるのではないでしょうか。  映画 『祇園囃子』でブルー
リボン女優助演賞、第3回京都市民映画祭で女優助演賞を受賞。 嵐山に住まい、旅館を営むなど京都とも縁の深い
方です。 自伝をひもとき足跡をたどりながら、昭和の映画演劇の世界をのぞいてみましょう。

浪花さんが所属していた劇団の演劇プログラム
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浪花千栄子 


