
歌舞伎台本リスト

台本番号 タイトル 上演年月 劇場

121 井伊大老 平成２６年１１月 歌舞伎座
122 御存鈴ヶ森 平成２６年１１月 歌舞伎座
123 歌舞伎十八番の内　勧進帳 平成２６年１１月 歌舞伎座
124 義経千本桜　すし屋 平成２６年１１月 歌舞伎座
125 夏姿女團七 平成２６年１１月 明治座
126 三代猿之助四十八撰の内、通し狂言　四天王楓江戸粧 平成２６年１１月 明治座
127 藤十郎の恋 平成２６年１２月 京都南座
128 仮名手本忠臣蔵　七段目祇園一力茶屋 平成２６年１２月 京都南座
129 仮名手本忠臣蔵　九段目山科閑居 平成２６年１２月 京都南座
130 爪王 平成２６年１２月 京都南座
131 源平布引滝　義賢最期 平成２６年１２月 歌舞伎座
132 幻武蔵 平成２６年１２月 歌舞伎座
133 通し狂言　雷神不動北山櫻 平成２６年１２月 歌舞伎座
134 通し狂言　伊賀越道中双六 平成２６年１２月 国立劇場大劇場
135 仮名手本忠臣蔵　五・六段目 平成２７年１月 浅草公会堂
136 猩々／俄獅子 平成２７年１月 浅草公会堂
137 石川五右衛門 平成２７年１月 新橋演舞場
138 玩辞楼十二曲の内　廓文章　吉田屋 平成２７年１月 大阪松竹座
139 天衣紛上野初花　河内山 平成２７年１月 大阪松竹座
140 将軍江戸を去る 平成２７年１月 大阪松竹座
141 玩辞楼十二曲の内　恋飛脚大和往来　封印切 平成２７年１月 大阪松竹座
142 祇園祭礼信仰記　金閣寺 平成２７年１月 歌舞伎座
143 蜘蛛の拍子舞 平成２７年１月 歌舞伎座
144 一本刀土俵入 平成２７年１月 歌舞伎座
145 女暫 平成２７年１月 歌舞伎座
146 猿翁十種の内　黒塚 平成２７年１月 歌舞伎座
147 通し狂言　南総里見八犬伝 平成２７年１月 国立劇場大劇場
148 傾城反魂香 平成２７年２月 大阪松竹座
149 曽根崎心中 平成２７年２月 大阪松竹座
150 連獅子 平成２７年２月 大阪松竹座

151 三代猿之助四十八撰の内　義経千本桜　川連法眼館 平成２７年２月 大阪松竹座
152 積恋雪関扉 平成２７年２月 歌舞伎座
153 一谷嫩軍記　陣門、組打 平成２７年２月 歌舞伎座
154 慙紅葉汗顔見勢　伊達の十役 平成２７年２月 博多座
155 歌舞伎十八番の内　矢の根 平成２７年３月 京都南座
156 歌舞伎十八番の内　鳴神 平成２７年３月 京都南座
157 弁天娘女男白浪 平成２７年３月 京都南座
158 闇梅百物語 平成２７年３月 京都南座
159 通し狂言　菅原伝授手習鑑 平成２７年３月 歌舞伎座
160 碁盤太平記　山科閑居 平成２７年４月 歌舞伎座
161 六歌仙容彩 平成２７年４月 歌舞伎座
162 梶原平三誉石切　星合寺 平成２７年４月 歌舞伎座
163 成駒家歌舞伎賑　木挽町芝居前　四代目中村鴈治郎襲名披露口上 平成２７年４月 歌舞伎座
164 玩辞楼十二曲の内　心中天網島　河庄 平成２７年４月 歌舞伎座
165 雪之丞変化 平成２７年４月 中日劇場
166 新・八犬伝 平成２７年４月 中日劇場
167 伊勢音頭恋寝刃 平成２７年４月 金丸座
168 芦屋道満大内鑑 平成２７年４月 金丸座
169 妹背山婦女庭訓　三笠山御殿 平成２７年４月 平成中村座
170 高坏 平成２７年４月 平成中村座
171 摂州合邦辻　合邦庵室 平成２７年５月 歌舞伎座
172 通し狂言　天一坊大岡政談 平成２７年５月 歌舞伎座

173 慶安太平記　丸橋忠弥 平成２７年５月 歌舞伎座
174 歌舞伎十八番の内　蛇柳 平成２７年５月 歌舞伎座
175 男の花道 平成２７年５月 明治座
176 あんまと泥棒 平成２７年５月 明治座
177 天保遊侠録 平成２７年６月 歌舞伎座
178 通し狂言　新薄雪物語 平成２７年６月 歌舞伎座
179 播州皿屋敷 平成２７年６月 博多座
180 芸道一代男 平成２７年６月 博多座
181 通し狂言　湧昇水鯉滝　鯉つかみ 平成２７年６月 大阪松竹座
182 与話情浮名横櫛 平成２７年７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。



183 蜘蛛絲梓弦 平成２７年７月 歌舞伎座
184 一谷嫩軍記　熊谷陣屋 平成２７年７月 歌舞伎座
185 通し狂言　怪談牡丹燈籠 平成２７年７月 歌舞伎座
186 阿弖流為 平成２７年７月 新橋演舞場
187 通し狂言　絵本合法衢　立場の太平次 平成２７年７月 大阪松竹座
188 義経千本桜　渡海屋・大物浦 平成２７年７月 国立劇場大劇場
189 おちくぼ物語 平成２７年８月 歌舞伎座
190 十世坂東三津五郎に捧ぐ　棒しばり 平成２７年８月 歌舞伎座
191 ひらかな盛衰記　逆櫓 平成２７年８月 歌舞伎座
192 銘作左小刀　京人形 平成２７年８月 歌舞伎座
193 十世坂東三津五郎に捧ぐ　芋掘長者 平成２７年８月 歌舞伎座
194 祇園恋づくし 平成２７年８月 歌舞伎座
195 三代猿之助四十八撰の内　新・水滸伝 平成２７年８月 大阪新歌舞伎座
196 双蝶々曲輪日記　新清水浮無瀬 平成２７年９月 歌舞伎座
197 競伊勢物語 平成２７年９月 歌舞伎座
198 通し狂言　伽羅先代萩 平成２７年９月 歌舞伎座
199 あらしのよるに 平成２７年９月 京都南座
200 於染久松色読販　お染の七役 平成２７年９月 赤坂ＡＣＴシアター
201 音羽嶽だんまり 平成２７年１０月 歌舞伎座
202 一條大蔵譚　檜垣、奥殿 平成２７年１０月 歌舞伎座
203 二世尾上松緑二十七回忌追善狂言　人情噺文七元結 平成２７年１０月 歌舞伎座
204 壇浦兜軍記　阿古屋 平成２７年１０月 歌舞伎座
205 二世尾上松緑二十七回忌追善狂言　梅雨小袖昔八丈　髪結新三 平成２７年１０月 歌舞伎座

206
平家女護島　俊寛 平成２７年１０月

日本特殊陶業市民会館
（名古屋顔見世）

207
浮世柄比翼稲妻　山三浪宅、鞘当 平成２７年１０月

日本特殊陶業市民会館
（名古屋顔見世）

208 ワンピース 平成２７年１０・１１月 新橋演舞場
209 江戸みやげ　狐狸狐狸ばなし 平成２７年１０・１１月 平成中村座（大阪）
210 盲目物語 平成２７年１０・１１月 平成中村座（大阪）


