
歌舞伎台本リスト

台本番号 タイトル 上演年月 劇場

101
『於染久松色読販　お染の七役』 平成２５年１０月

日本特殊陶業市民会館
（名古屋顔見世）

102
『西郷と豚姫』 平成２５年１０月

日本特殊陶業市民会館
（名古屋顔見世）

103 『一谷嫩軍記　陣門・組打・熊谷陣屋／新歌舞伎十八番の内　春興鏡獅子』 平成２５年１０月 国立劇場

104 『新・油地獄　大坂純情伝』 平成２５年１０月 大阪松竹座
105 『通し狂言　仮名手本忠臣蔵』 平成２５年１１月 歌舞伎座
106 『江島生島』 平成２５年１１月 地方巡業
107 『権三と助十』 平成２５年１１月 明治座
108 『歌舞伎十八番の内　鳴神』 平成２５年１１月 明治座
109 『澤瀉十種の内　連獅子』 平成２５年１１月 明治座
110 『瞼の母』 平成２５年１１月 明治座
111 『ぢいさんばあさん』 平成２５年１２月 京都南座
112 『三代猿之助四十八撰の内　義経千本桜　川連法眼館』 平成２５年１２月 京都南座
113 『元禄忠臣蔵　御浜御殿綱豊卿』 平成２５年１２月 京都南座
114 『厳島招檜扇　日招ぎの清盛』 平成２５年１２月 京都南座
115 『猿翁十種の内　黒塚』 平成２５年１２月 京都南座
116 『道行雪故郷　新口村』 平成２５年１２月 京都南座
117 『二人椀久』 平成２５年１２月 京都南座
118 『通し狂言　三千両初春駒曳』 平成２６年１月 国立劇場
119 『梶原平三誉石切』 平成２６年１月 歌舞伎座
120 『天満宮菜種御供　時平の七笑』 平成２６年１月 歌舞伎座
121 『東慶寺花だより』 平成２６年１月 歌舞伎座
122 『通し狂言　壽三升景清』 平成２６年１月 新橋演舞場
123 『源平布引滝　義賢最期』 平成２６年１月 浅草公会堂
124 『上州土産百両首』 平成２６年１月 浅草公会堂
125 『博奕十王』 平成２６年１月 浅草公会堂
126 『村松風二人汐汲／操り三番叟／二人藤娘／於染久松色読販』 平成２６年１月 大阪松竹座
127 『通し狂言　心謎解色糸　小糸左七　お房綱五郎』 平成２６年２月 歌舞伎座
128 『通し狂言　青砥稿花紅彩画　白浪五人男』 平成２６年２月 歌舞伎座
129 『道成寺真似三面　奴道成寺』 平成２６年２月 博多座

130
『空ヲ刻ム者　若き仏師の物語』

平成２６年３月
平成２６年４月

新橋演舞場
大阪松竹座

131 『歌舞伎十八番の内　勧進帳』 平成２６年３月 歌舞伎座
132 『寿曽我対面』 平成２６年３月 歌舞伎座
133 『日本振袖始　大蛇退治』 平成２６年３月 歌舞伎座
134 『盲長屋梅加賀鳶　加賀鳶』 平成２６年３月 歌舞伎座
135 『京鹿子娘道成寺』 平成２６年３月 京都南座
136 『吹雪峠』 平成２６年３月 京都南座
137 『与話情浮名横櫛』 平成２６年３月 京都南座
138 『菅原伝授手習鑑　車引／處女翫浮名横櫛　切られお富』 平成２６年３月 国立劇場
139 『一條大蔵譚　檜垣　奥殿』 平成２６年４月 歌舞伎座
140 『鎌倉三代記』 平成２６年４月 歌舞伎座
141 『寿靱猿』 平成２６年４月 歌舞伎座
142 『曽根崎心中』 平成２６年４月 歌舞伎座
143 『梅雨小袖昔八丈　髪結新三』 平成２６年４月 歌舞伎座
144 『壽春鳳凰祭』 平成２６年４月 歌舞伎座
145 『女殺油地獄』 平成２６年４月 金丸座
146 『新皿屋舗月雨暈　魚屋宗五郎』 平成２６年５月 歌舞伎座
147 『歌舞伎十八番の内　毛抜』 平成２６年５月 歌舞伎座
148 『歌舞伎十八番の内　矢の根』 平成２６年５月 歌舞伎座
149 『義経千本桜　鳥居前』 平成２６年５月 明治座
150 『慙紅葉汗顔見勢　三代猿之助四十八撰の内　伊達の十役』 平成２６年５月 明治座
151 『邯鄲枕物語　艪清の夢』 平成２６年５月 明治座

152
『三人吉三』

平成２６年６月
平成２６年７月

シアターコクーン
まつもと市民芸術館

153 『お国山三　春霞歌舞伎草紙』 平成２６年６月 歌舞伎座
154 『元禄忠臣蔵　大石最後の一日』 平成２６年６月 歌舞伎座
155 『源平布引滝　実盛物語』 平成２６年６月 歌舞伎座
156 『新歌舞伎十八番の内　素襖落』 平成２６年６月 歌舞伎座

 下記のリストの中からカバーにお名入れをご希望の作品をお選びいただき、
 その「台本番号」と「タイトル」を 応援コメントに記入して下さい。



157 『名月八幡祭』 平成２６年６月 歌舞伎座
158 『倭仮名在原系図　蘭平物狂』 平成２６年６月 歌舞伎座
159 『三代猿之助四十八撰の内　太閤三番叟』 平成２６年６月 地方巡業
160 『一本刀土俵入』 平成２６年６月 地方巡業
161 『恩讐の彼方に』 平成２６年６月 博多座
162 『雁のたより』 平成２６年６月 博多座
163 『新歌舞伎十八番の内　船弁慶』 平成２６年６月 博多座
164 『双蝶々曲輪日記　角力場』 平成２６年６月 博多座
165 『湧昇水鯉滝　鯉つかみ』 平成２６年６月 博多座
166 『通し狂言　夏祭浪花鑑』 平成２６年７月 歌舞伎座
167 『修禅寺物語』 平成２６年７月 歌舞伎座
168 『天守物語』 平成２６年７月 歌舞伎座
169 『怪談乳房榎』 平成２６年７月 平成中村座（ＮＹ公演）
170 『吉野山雪の故事　女夫狐』 平成２６年７月 大阪松竹座
171 『真景累ヶ淵　豊志賀の死』 平成２６年７月 大阪松竹座
172 『新古演劇十種の内　身替座禅』 平成２６年７月 大阪松竹座
173 『菅原伝授手習鑑　寺子屋』 平成２６年７月 大阪松竹座
174 『天保遊俠録』 平成２６年７月 大阪松竹座
175 『たぬき』 平成２６年８月 歌舞伎座
176 『恐怖時代』 平成２６年８月 歌舞伎座
177 『絵本太功記　尼ヶ崎閑居』 平成２６年９月 歌舞伎座
178 『鬼一法眼三略巻　菊畑』 平成２６年９月 歌舞伎座
179 『隅田川続俤　法界坊』 平成２６年９月 歌舞伎座
180 『曽我綉俠御所染　御所五郎蔵』 平成２６年９月 歌舞伎座


