
【「第４弾 歌舞伎や映画、日本文化の歴史を後世に伝える。」プロジェクトのご報告】 

平成 27年 9月 8日より、50日間にわたって行った第４弾では、150万円の平成 27年度運営費の他に、昭和 20年から

24 年にかけて GHQ により検閲が行われた 300 冊以上の歌舞伎台本のデジタル化費用として 100 万円、合計 250 万円

の目標金額を設定しました。結果 240 人の方から 287 万 8 千円のご支援が心温まる応援コメントと共に寄せられまし

た。この平成 27年度も、皆様のご支援のお蔭で、演劇と映画の専門図書館としての活動を滞りなく、そしてこれまで

以上に活発に行うことができ、赤字決算にならず健全な運営ができました事を御礼と共にご報告申し上げます。また、

戦後 70年という節目の年に、GHQ検閲歌舞伎台本のフルテキストのデジタル化という、これまでは考えられなかった

大きな事業を進める事ができました。今後デジタルアーカイブ化及び、Web 公開を行う事で、研究者による GHQ 歌

舞伎検閲史が進められる事を期待しております。この有益な事業を進める事ができましたのも、皆様のご支援のおか

げです。スタッフ一同、心より感謝申し上げます。 
 

【予算に関するご報告】 

松竹大谷図書館が所蔵するGHQ検閲歌舞伎台本は、これまで 310冊前後と考えられてきました。昭和 33年から 35年

までに、カード式目録で整理し、これまでGHQ検閲歌舞伎台本として扱ってきた所蔵資料です。この度、デジタル化

を機に、登録済歌舞伎台本の見直しと、未登録の歌舞伎台本の調査を行い、結果計 89 冊がこれまで確認していた

所蔵へ新たに追加され、GHQ検閲歌舞伎台本の所蔵は総数 403冊となりました。また、台本の状態が想定以上に悪く、

修復も必要となりました。そのため、今回のプロジェクトでGHQ検閲歌舞伎台本全冊を、修復及びデジタル化を進め

るためには、当初デジタル化予算として考えていた費用では足りなくなってしまいました。そこで、運営費の予算か

ら 30 万円をデジタル化費用に回した場合でも、平成 27 度は赤字にはならないという概算がでましたので、運営費と

してご支援頂いた 150万円のうち約 30万円をデジタル化費用に回す事に致しました。その結果、今回ご支援頂いた金

額の中で、運営費とGHQ検閲歌舞伎台本全冊の修復・デジタル化費用を賄う事が出来ました事をご報告致します。 

 

 

 

 

【平成２７年度支援金使途内訳】 

【支援金の使用内訳】 

  

 

 

 

 

 

 
 

【運営費の内容】 

■図書費(図書、雑誌の購入)■ 

主に演劇・映画の専門誌の定期購読料・朝日新聞の購読料として。（毎月約 8,000円）。 

その他に『キネマ旬報復刻版』（年 4回配本 69冊分 約 50万円）といった高額な雑誌復刻版

を継続して購入する事ができました。 
  

■消耗品費(図書館用品)■ 

台本や雑誌を保護するためのカバーの材料である板目紙 900枚(17,843円)、綴じ紐用の綿テ

ープ(1,101 円)、ブックエンド 54 個(20,412 円)、パンフレットファイル Box30 個(14,871

円)、寄贈印(400円)、スタンプインキ(3,240円)、図書ラベルの上に塗るビニール糊(924円) 
  

■通信運搬費■ 寄贈資料の礼状のハガキ (25,000 円)。 

≪「GHQ 検閲歌舞伎台本」デジタル化費用 ≫ 

運搬費用として（復路については概算） 15,552 円 

梱包費用として（封筒・クリアファイル）  6,938 円 

修復・デジタル化費用として  1,640,000 円 

      計     1,662,490 円 

 

≪ 平成 27 年度運営費 ≫ 

図書費(図書・雑誌の購入)  595,154 円 

消耗品費(図書館用品等)    58,791 円 

通信運搬費(寄贈礼状葉書)        25,000 円 

クラウドファンディング利用料 526,565 円 

未決済分             10,000 円 

計        1,215,510 円 

 

240 人の方からのご支援 2,878,000 円(代理でご支援頂いた方・未決済の方を含む) 

合  計   2,878,000 円 

整理する資料を 
台本カバーで保護 

運営費                 150 万円 

デジタル化費用    100 万円 

計         250 万円 

運営費               120 万円 

修復・デジタル化費用   167 万 8 千円 

計          287 万 8 千円 
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【今回のプロジェクトにご支援くださった方々の内訳】 

■3千円(36口/28人）■5千円（80口/77人）■1万円（110口/105人）■3万円（14口/14人）■5万円（17口/16人） 

 計 257 口、240 人 
  

【お名入れ希望のあった台本カバー】 

【歌舞伎台本】 

『阿弖流為』(13 件)『勧進帳』(8 件)『黒塚』『菅原伝授

手習鑑』『ワンピース』(6 件)『棒しばり』(5 件) 『爪王』

『積恋雪関扉』(3 件)『伊賀越道中双六』『廓文章 吉田屋』『曽根崎心中』『雪之丞

変化』『湧昇水鯉滝 鯉つかみ』『一谷嫩軍記 熊谷陣屋』『伽羅先代萩』『壇浦兜軍記 

阿古屋』(2 件)『井伊大老』『夏姿女團七』『仮名手本忠臣蔵 七段目』『幻武蔵』『猩々

／俄獅子』『河内山』『蜘蛛の拍子舞』『一本刀土俵入』『南総里見八犬伝』『義経千

本桜 川連法眼館』『伊勢音頭恋寝刃』『妹背山婦女庭訓 三笠山御殿』『高坏』『摂州

合邦辻 合邦庵室』『男の花道』『新薄雪物語』『怪談牡丹燈籠』『絵本合法衢』『おち

くぼ物語』『競伊勢物語』『於染久松色読販 お染の七役』『梅雨小袖昔八丈 髪結新

三』(1 件) 
  

【映画台本】 

『くもとちゅうりっぷ』『キネマの天地』『外科室』『舟を編む』『それから』(2 件)

『男はつらいよ 寅次郎ハイビスカスの花』『祇園の姉妹』『そよかぜ』『東京物語』

『喜びも悲しみも幾歳月』『楢山節考』『青春残酷物語』『宇宙大怪獣ギララ』『砂の

器』『学校』『八日目の蝉』『日本のいちばん長い日』『夜明けの街で』『Love Letter』(1 件) 
  

【見学会報告】 

5 万円の支援をしてくださった方を対象として、平成 27 年 11 月 27 日(木)に松竹大谷図書館見学会を開催。午

前・午後の 2 回行い、(1)当館の概要や資料の特徴について説明、(2)図書館員体験、(3)書庫内見学の順番で行い

ました。(2)の図書館員体験は、台本カバー作り体験と、GHQ 検閲歌舞伎台本に図書ラベルを貼る、という本年

のプロジェクトならではの体験をして頂きました。まず図書ラベルを、GHQ 検閲台本の決まった位置に貼ると

いう体験をして頂いた後、台本カバー作り体験では、B5 の雑誌に合わせてカットしておいた板目紙(厚紙)を、

背表紙の厚さに合わせて折り目を入れ、ボタンホールカッターで穴を開け、とじ紐を付ける、という作業をして

頂きました。完成した台本カバーは記念としてお持ち帰り頂きました。閲覧室の机上展示は、台本をお礼の文

庫本カバーのデザインに使用した、歌舞伎『弁天娘女男白浪』(平成 25年 4月歌舞伎座)や、映画『秋刀魚の味』

の資料をご覧に入れながら、スタッフが説明をいたしました。また、これまでのご支援でデジタル化を行った

『蒲田週報』、「芝居番付」、そして今回デジタル化を行う「GHQ 検閲歌舞伎台本」をご覧いただき、それぞれの

作業の流れやこれからの予定についてご説明しました。5 万円をご支援頂いた方で、見学会当日おいでになれな

かった方は、ご予約制の図書館ガイドツアーご招待券をお送りしました。(まだの方、どうぞご予約下さい) 
 

 

 閲覧室机上展示(『秋刀魚の味』)  図書ラベル貼り体験 書庫案内 

作り直した古い台本カバー 

台本カバーお名入れ作業 

お名前が入った全台本カバー 



 

【「GHQ 検閲歌舞伎台本」デジタル化報告】 

■平成 27 年 11 月～平成 28 年 1 月上旬＠松竹大谷図書館 

「GHQ 検閲歌舞伎台本」について、デジタル化を機に、改めて所蔵資料の調査を行った結果、検閲印の押印はない

が、検閲の準備のための英文書込がある台本 48 冊(登録資料の見直しで発見された分）、新規登録分 41 冊(未整理資料

の中から発見された分）以上、合計 89冊がこれまで確認していた所蔵へ新たに追加され、GHQ

検閲歌舞伎台本の所蔵は総数 403冊となった。 
 

■平成 28 年 1 月中旬＠松竹大谷図書館 

「GHQ 検閲歌舞伎台本」を立命館大学アート・リサーチセンターへ送る為の梱包作業。 
 

■平成 28 年 1 月 26 日＠松竹大谷図書館 

「GHQ 検閲歌舞伎台本」の状態と撮影方針、今後のスケジュール、梱包・輸送方法など

について、立命館大学の赤間亮先生と打ち合わせ。 
 

■平成 28 年 1 月 26 日＠松竹大谷図書館 

「GHQ 検閲歌舞伎台本」搬出作業。立命館大学アート・リサーチセンターへ向けて出発。 
 

■平成 28 年 1 月 27 日＠立命館大学 ARC 

「GHQ 検閲歌舞伎台本」立命館大学アート・リサーチセンターに到着。 
 

■平成 28 年 2 月 20 日＠立命館大学 ARC 

 立命館との共同研究の 2015 年成果発表会に参加した折、修復済の台本を見せて頂き、 

「GHQ 検閲歌舞伎台本」の修復方針について赤間亮先生と打合せ。 
 

※今後の予定 順調に進めば、平成 28 年度中に修復・デジタル化を終え、Web 公開まで行う予定である 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

【平成 27 年度松竹大谷図書館事業報告】 

■資料の収集・整理■ 

 平成 27 年度増加資料点数：8,751 点／平成 27 年度総資料点数：457,473 点 
 

■上演年表の作成■ 

 資料整理の参考とするため、またレファレンス・ツールとして「演劇上演記録」の作成を行った。 

 この「演劇上演記録」を利用して、歌舞伎公演のプログラム 23 冊に演目別の「上演記録」を作成・掲載した。 
 

■サービス■（平成 27 年度開館日数：207 日） 

利用者数：4,122 人（一日平均 20 人）／利用点数：45,247 点（一日平均 219 点） 

 平成 27 年度レファレンス(演劇・映画に関する調査協力)件数：1,702 件（一日平均 8 件） 
 

■大谷竹次郎賞■ 

優秀な新作歌舞伎及び新作舞踊劇の脚本に贈る「大谷竹次郎賞」の副賞と

して、「松竹大谷図書館賞」(記念レリーフ)を贈呈。平成 27 年度 第 44

回大谷竹次郎賞は、「あらしのよるに」今井豊茂氏脚本(平成 27 年 9 月南座

上演)と、「スーパー歌舞伎 II ワンピース」横内謙介氏脚本(平成 27 年 10、

11 月新橋演舞場上演)に決定、平成 27 年 1 月 25 日に授賞式が行われた。 
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梱包・搬出作業 

修復方針打合せ 



 

■閲覧室内資料展示■ 

 ■第５ １回「野村芳太郎」展 （平成２７年３月１６日～４月２８日） 

 ■第５２回「新派」展 （平成２７年５月７日～６月２４日） 

 ■第５３回「松竹創業 120周年[前期：1895-1935]」展 （平成２７年６月２６日～８月１４日） 

 ■第５４回「松竹創業 120周年[中期：1936-1975]」展 （平成２７年８月３１日～１０月２８日） 

 ■第５５回「松竹創業 120周年[後期：1976-2015]」展 （平成２７年１０月３０日～１２月２５日） 

 ■第５６回「山田洋次監督」展 第四弾 （平成２８年１月８日～３月２日） 

 ■第５７回「中村雀右衛門」展 （平成２８年 3月 17日～4月 27 日） 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■資料提供（主なもの）■ ■=展示 ■=放送 ■=出版 
 

■「四代目中村鴈治郎襲名記念展 がんじろはん！」 3月3日～4月26日歌舞伎座ギャラリー 

初代・二代目鴈治郎のスチール写真、筋書等 21点を展示及び会場内の映像に提供 

■菊田一夫記念館（岩手県奥州市） 常設展示コーナー 

映画『鐘の鳴る丘』ポスター（複製・2枚）を、前年度に引き続き展示に提供 

■「秋の企画展 浄瑠璃本の阿波淡路」 8月 22日～10月 12 日 徳島市立徳島城博物館 

浄瑠璃正本『前太平記今様姿』内題下の丁１カットをパネル展示に提供 

■『にっぽんの芸能 古典芸能名人列伝：放送 90年と古典芸能』4月 3 日 NHKEテレ 

歌舞伎映画『鏡獅子』より舞台映像の一部を提供 

■『ファミリーヒストリー 加山雄三』4月 10日 NHK 総合テレビ 

映画雑誌『蒲田』昭和 9年 7 月号グラビア記事を提供 

■『ｎｅｗｓ ｅｖｅｒｙ』8月 17 日 日本テレビ 

「ＮＩＧＨＴ ＫＡＢＵＫＩ」プログラム（昭和 39年 10月歌舞伎座上演）１カットを提供 

■『あの人に会いたい 坂東三津五郎』12 月 5日 NHK 総合テレビ 

平成 2 年 1月浅草公会堂「第 9回浅草歌舞伎」のポスターを提供 

■『アメリカ文化外交と日本 冷戦期の文化と人の交流』藤田文子（著）5月 4日東京大学出版会 

第 3 回歌舞伎海外公演のスチール写真（1960年 NYを歩く一行）を提供 

■『演劇界』2015年 8月号 7 月 5日 演劇出版社 

GHQ 検閲台本『仮名手本忠臣蔵』（昭和 22 年 11 月東京劇場）と、『勧進帳』（昭和 21 年 6 月東京劇場）を、渡辺保氏

の文章「〈特集 歌舞伎の戦後七十年〉戦後歌舞伎の精神史」に提供 

■『産経新聞』 8月 2 日 産経新聞社 

「ＮＩＧＨＴ ＫＡＢＵＫＩ」プログラム（昭和 39年 10月歌舞伎座上演）表紙を記事に提供 

■『化粧文化ＰＬＵＳ ｖｏｌ．８』9月 ポーラ文化研究所 

雑誌『蒲田』（大正１４年７月号「栗島すみ子の君」）を記事に提供 

第５２回「新派」展 
 

第５１回「野村芳太郎」展 
 

第５６回「山田洋次」展[第四弾] 第５４回～５５回「松竹創業 120 周年」展 
 

第５７回「中村雀右衛門」展 
 


