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「濱一衛と京劇展」出品目録　平成21年5月11日～18日　九州大学附属図書館中央図書館

No. タイトル（内容） 写真 サイズ 展示番号 展示する実物 請求番号、所蔵先

1.1. はじめに 4501/4502 A1 パネル

2.1. 京劇の歴史 1005 A1 パネル
2.2. 京劇の特徴 1002 B2 パネル
2.3. 京劇の俳優 1003a B2 パネル

北京京劇劇場地図 パネル
濱先生と京劇ゆかりの地を訪ね パネル

3.1. 濱文庫の京劇資料
3.1.1. 戯単 A1
3.1.1.1 コラム：戯単の見方（１） 写真入り A1 パネル
3.1.1.2 コラム：戯単の見方（２） 写真入り A1 パネル
3.1.1.3 コラム：戯単の見方（３） 写真入り A1 パネル

1 1931年8月25日　第一舞台　浜文庫で最も古い戯単 浜文庫／集181／未整理
2 1934年10月5日　第一舞台　「義務戯」（チャリティ公演）の戯単 浜文庫／集181／42
3 1934年11月5日　慶楽戯院　変形六角形の戯単 浜文庫／集181／112
4 1935年3月3日　華楽戯院 浜文庫／集181／122
5 1935年10月14日　広和楼　木活版の古風な戯単 浜文庫／集181／3
6 1936年2月12日　広和楼　同じ劇場の鉛活字の戯単 浜文庫／集181／80
7 1936年5月3日　金城大戯院　上海では横長で大判の戯単が行われていた 浜文庫／集181／44
8 1939年2月22日　新新大戯院　日本占領下の戯単。両面印刷、二つ折り。 浜文庫／集181／未整理

9
「早年北京梨園戯単」（劉復・周明泰輯『五十年来北平戯劇史材』北平：商務
印書館・直隷書局，1932）

浜文庫／集123／1

10 京劇のチケット 浜文庫／集181／20
3.1.2. レコード A1 パネル

11 程艶秋「罵殿」（美国勝利唱機公司RCA Victor 43796） 浜文庫／集187／29
12 梅蘭芳「刺虎」（美国勝利唱機公司RCA Victor 54357） 浜文庫／集187／48
13 杜近芳、袁世海「覇王別姫」（香港芸声唱片公司O-2091(591126)） 浜文庫／集187／38
14 馬連良、譚富英、袁世海、裘盛奎「赤壁之戦」（香港芸声唱片公司ATC- 浜文庫／集188／50
15 勝利公司(RCA Victor)のカタログ 浜文庫／未整理
16 勝利公司(RCA Victor)のカタログ 浜文庫／未整理
17 百代(Pathé)のカタログ 浜文庫／未整理

3.1.3. 雑誌 B2 パネル
18 『国劇画報』第1期第1号（北京国劇学会，1932.1.15） 浜文庫／新学戯曲／80(1)
19 『劇学月刊』創刊号（南京戯曲音楽院北京分院研究所，1932.1） 浜文庫／雑誌／4(1)
20 『戯劇旬刊』第一期（上海国劇保存社出版，1935.12.21） 浜文庫／雑誌／11(1)

3.1.4. 新聞切り抜き B2 パネル
21 劉半農死去を伝える記事。濱一衛の北京到着直後。1934年7月15日 浜文庫／集182／5
22 欧陽予倩死去を伝える記事。1962年9月25日 浜文庫／集183／10
23 江青による京劇改革の講話を伝える記事。1967年5月10日 浜文庫／集183／15
24 濱一衛逝去10日前の最後の切り抜き。1982年8月31日 浜文庫／集183／27

3.1.5. 隈取り図 写真入り A1 パネル 浜文庫／日文芸術／21

3.2. 濱文庫の唱本
3.2.1. 濱一衛と唱本 B2 パネル

京劇唱本 A1 25 「校正捉放曹京調全本」 浜文庫／集161／14
子弟書唱本 26 「京都新刻／刺湯子弟書」 浜文庫／集162／8
時調小曲唱本 27 「新刻十二個月関東調／姑娘要陪送」 浜文庫／集162／32
工尺譜 28 「新刻／弦子工尺字」 浜文庫／集162／40
教化唱本 29 「新出／勧戒洋煙／快戒洋煙」 浜文庫／集164／3

30 「新刻二簧／硃砂痣」 浜文庫／集162／44
時事唱本 31 「査抄康有為」 浜文庫／集162/17,1

32 「頭本 洋人進京／二本 洋人回国／三本 太后回朝」 浜文庫／集163／54

3.3. 濱文庫の明清楽
3.3.1. 明清楽 B2 パネル

B2 33 『清楽曲牌雅譜』 浜文庫／集51／1-3
34 『月琴楽譜』 浜文庫／集66／1-2
35 『明清楽譜』 浜文庫／集45／1-6

3.4. 濱文庫の書籍
3.4.1 濱文庫の書籍（１） パネル
3.4.2 濱文庫の書籍（２） パネル

36 『元曲選』「杜牧之詩酒揚州夢雑劇」 浜文庫／集91／1-48
37 『元明雑劇』「杜牧之詩酒揚州夢」 浜文庫／集95／1-6
38 『元曲選釈』「李太白匹配金銭記雑劇」 浜文庫／集92／1(2)
39 『元曲選』「李太白匹配金銭記雑劇」 浜文庫／集91／1-48
40 元・李文蔚撰、明・臧晋叔校『同楽院燕青博魚雑劇』 浜文庫／集93／1-2
41 『鈔本戯曲』 浜文庫／集57／1-2
42 『新編書嚢記鼓詞首部』 浜文庫／集62／1-4
43 『梆子腔，淤泥河』 浜文庫／集143／1-2
44 『梨雲影』 浜文庫／集63／1
45 『京師女伶百詠』 浜文庫／集124／1

3.4.3 三慶園の公演スケジュール パネル
3.4.4 三慶班の俳優とその演目 パネル
3.4.5 「同光十三絶」 パネル

46 『増補都門紀略』 浜文庫／史7／1-10
47 『新刻校正買売蒙古同文雑字』 浜文庫／経13／1

4.1.  濱一衛の人柄
4.1.1. 芝居好き 7501 パネル
4.1.2. 二流好み 7502 パネル
4.1.3. 大阪育ち 7503 パネル

4.2. 濱一衛をめぐる人々
4.2.1. 周作人 2327b パネル

48
濱一衛来訪を記す1934年9月5日の周作人日記（『周作人日記』鄭州：大象
出版社，1996）

九州大学附属図書館

49 『苦茶随筆』　周作人落款入り 浜文庫／新学評論／4
50 『苦竹雑記』　周作人落款入り 浜文庫／新学評論／6
51 『風雨談』　周豊一署名入り 浜文庫／新学小説／25

4.2.2. 目加田誠 3001 パネル
52 目加田誠「浜さんのこと」（『中国文学論集』第4号） 中里見敬所蔵
53 目加田誠『洛神の賦』（東京：武蔵野書院，1966） 竹村則行教授私蔵本

4.2.3. 欧陽予倩 8124 パネル
54 欧陽予倩「中国訪日京劇代表団パンフレット」 浜文庫／新学戯曲／274
55 欧陽予倩書簡 濱文庫／追(2008)／48

４　〈戯迷(シーミー)〉学者・濱一衛

１　はじめに

２　京劇とは

３　濱文庫のコレクション
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「濱一衛と京劇展」出品目録　平成21年5月11日～18日　九州大学附属図書館中央図書館

No. タイトル（内容） 写真 サイズ 展示番号 展示する実物 請求番号、所蔵先

56
浜一衛「京劇への案内：見どころはここに」（『朝日新聞』1956年6月17日大阪
版夕刊　切り抜き）

浜文庫／集183／

4.2.4. 斉如山 4106/4107 パネル
57 『斉如山劇学叢書九巻』（北平：国劇学会，1928-1935） 浜文庫／集122・1／1-9

4.3. 濱一衛の中国演劇研究
4.3.1. 著書 パネル

58 中丸均卿・濱一衛『北平的中国戯』 滋賀県立大学図書情報センター
60 濱一衛『支那芝居の話』 竹村則行教授私蔵本・九州大学附属図書館
59 濱一衛・汪実棠『中国話教本　北京導游』 東京大学東洋文化研究所図書室
61 浜一衛訳『琵琶記　全四十四幕』 九州大学附属図書館
62 浜一衛訳『南曲　拝月亭　全四十幕』 九州大学附属図書館
62 浜一衛『日本芸能の源流：散楽考』 浜文庫／日文戯曲／19

4.3.2. 未刊原稿 パネル
63 濱一衛『中国戯劇』（自筆原稿、1956年頃執筆か？） 浜文庫／日文戯曲／22
64 濱一衛『明清の戯曲』（自筆原稿） 浜文庫／日文戯曲／24
65 周貽白著『中国戯劇史』（上海：中華書局，1953）　翻訳の原本 九州大学附属図書館
66 周貽白著、濱一衛訳『中国戯劇史』（自筆翻訳原稿） 浜文庫／日文戯曲／23
67 濱一衛『京劇選』（自筆原稿） 浜文庫／日文戯曲／25-27
68 周作人著、濱一衛訳『日本随筆　１～２』（翻訳原稿） 浜文庫／日文小説／7(1-2)

4.3.3. 講義ノート パネル
69 「中国文学略説（戯曲編）」 浜文庫／日文戯曲／21
70 「中国文学略説（其一、其二、其三）　昭和二十六年度」 浜文庫／日文戯曲／21
71 「中国文学略説（詩）」 浜文庫／日文戯曲／21
72 「中国戯劇史」（上・下） 浜文庫／日文戯曲／21
73 「辛丑集　上・下　三六集」 浜文庫／新学戯曲／19(36/1-2)
74 「乙巳集　上　四十集」 浜文庫／新学戯曲／19(40/1)
75 「四四集　上」 浜文庫／新学戯曲／19(44/1)
76 「四七集」 浜文庫／新学戯曲／19(47)

4.3.4. その他 パネル
77 『元曲選』読書ノート 浜文庫／日文戯曲／21
78 京劇俳優ノート 浜文庫／日文戯曲／21
79 「曲阜徐州開封洛陽西安旅行記」 浜文庫／日文戯曲／21
80 「曲阜徐州開封洛陽西安旅行記」メモ帳 浜文庫／日文戯曲／21

4.4. 濱一衛年譜 パネル

VCD 「六月雪」　唱：程硯秋 パネル
CD 「借東風」　唱：馬連良 『中国著名伝統京劇選段』（遼寧広播電視音像出版社・美麗音符） 西山猛准教授所蔵
CD 「覇王別姫」　唱：梅蘭芳 『中国著名伝統京劇選段』（遼寧広播電視音像出版社・美麗音符） 西山猛准教授所蔵
VCD 「六月雪」　唱：程硯秋 九州大学附属図書館
VCD 「華容道」　唱：袁世海 『京劇系列　袁世海集錦』（安徽音像出版社） 九州大学附属図書館

楽器 「板」（京劇の演奏に使う打楽 パネル
楽器 「板」（京劇の演奏に使う打楽 濱文庫／追(2008)

ロビー：京劇鑑賞コーナー
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