
歌舞伎・新派台本リスト

台本番号 タイトル 上演年月 劇場

121 若き日の信長 平成２７年１１月 歌舞伎座
122 江戸花成田面影 平成２７年１１月 歌舞伎座
124 神霊矢口渡 平成２７年１１月 国立劇場大劇場
125 青雲の座　出石の桂小五郎 平成２７年１１月 永楽館
126 心中天網島　河庄 平成２７年１２月 南座
127 土蜘 平成２７年１２月 南座
128 信州川中島合戦　輝虎配膳 平成２７年１２月 南座
129 赤い陣羽織 平成２７年１２月 歌舞伎座
130 重戀雪関扉 平成２７年１２月 歌舞伎座
131 妹背山婦女庭訓　杉酒屋、道行恋苧環、三笠山御殿 平成２７年１２月 歌舞伎座
132 梶原平三誉石切 平成２８年１月 歌舞伎座
133 茨木 平成２８年１月 歌舞伎座
134 二條城の清正 平成２８年１月 歌舞伎座
135 廓文章　吉田屋 平成２８年１月 歌舞伎座
136 鳴神 平成２８年１月 大阪松竹座
137 桂川連理柵　帯屋 平成２８年１月 大阪松竹座
138 研辰の討たれ 平成２８年１月 大阪松竹座
139 芝浜革財布 平成２８年１月 大阪松竹座
140 三人吉三巴白浪 平成２８年１月 浅草公会堂
141 毛抜 平成２８年１月 浅草公会堂
142 義経千本桜　川連法眼館 平成２８年１月 浅草公会堂
143 小春穏沖津白浪　小狐礼三 平成２８年１月 国立劇場大劇場
144 弁天娘女男白浪　白浪五人男 平成２８年１月 新橋演舞場
145 七つ面 平成２８年１月 新橋演舞場
146 糸桜　黙阿弥家の人々 平成２８年１月 三越劇場（日本橋）
147 新書太閤記 平成２８年２月 歌舞伎座
148 ひらかな盛衰記　源太勘當 平成２８年２月 歌舞伎座
149 籠釣瓶花街酔醒 平成２８年２月 歌舞伎座
150 小ふじ此兵衛　浜松風恋歌 平成２８年２月 歌舞伎座

151 船辨慶 平成２８年２月 博多座
152 美女と野獣　Ｌａ　Ｂｅｌｌｅ　ｅｔ　ｌａ　Ｂｅｔｅ 平成２８年２月 大塚国際美術館
153 ワンピース 平成２８年３月・４月 大阪松竹座／博多座
154 寿曽我対面 平成２８年３月 歌舞伎座
155 鎌倉三代記　絹川村閑居 平成２８年３月 歌舞伎座
156 祇園祭礼信仰記　金閣寺 平成２８年３月 歌舞伎座
157 寺田屋お登勢・遊女夕霧 平成２８年３月 国立劇場大劇場
158 彦山権現誓助剱　杉坂墓所、毛谷村 平成２８年４月 歌舞伎座
159 幻想神空海　沙門空海唐の国にて鬼と宴す 平成２８年４月 歌舞伎座
160 芦屋道満大内鑑　葛の葉 平成２８年４月 明治座
161 末広がり 平成２８年４月 明治座
162 女殺油地獄 平成２８年４月 明治座
163 浮かれ心中 平成２８年４月 明治座
164 あんまと泥棒 平成２８年４月 金丸座
165 恋飛脚大和往来　封印切 平成２８年４月 金丸座
166 今昔饗宴千本桜 平成２８年４月 幕張メッセイベントホール
167 鵺退治 平成２８年５月 歌舞伎座
168 楼門五三桐 平成２８年５月 歌舞伎座
169 勢獅子音羽花籠 平成２８年５月 歌舞伎座
170 三人吉三巴白浪 平成２８年５月 歌舞伎座
171 男女道成寺 平成２８年５月 歌舞伎座
172 獅子王　ＳＨＩ‐ＳＨＩ‐Ｏ 平成２８年５月 海外公演

173 通し狂言　義経千本桜　碇知盛・いがみの権太・狐忠信 平成２８年６月 歌舞伎座
174 身替座禅 平成２８年６月 博多座
175 本朝廿四孝　十種香 平成２８年６月 博多座
176 四谷怪談 平成２８年６月・７月 シアターコクーン／まつもと市民芸術館
177 国定忠治　赤城天神山より小松原まで 平成２８年６月 三越劇場
178 通し狂言　柳影澤蛍火　柳澤騒動 平成２８年７月 歌舞伎座
179 流星 平成２８年７月 歌舞伎座
180 寿三升景清　歌舞伎十八番の内　鎌髭　景清 平成２８年７月 歌舞伎座
181 夕霧名残の正月　由縁の月 平成２８年７月 大阪松竹座
182 与話情浮名横櫛 平成２８年７月 大阪松竹座
183 鳥辺山心中 平成２８年７月 大阪松竹座

 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。



184 卅三間堂棟由来 平成２８年７月 国立劇場大劇場
185 権三と助十 平成２８年８月 歌舞伎座
186 東海道中膝栗毛 平成２８年８月 歌舞伎座
187 艶紅曙接拙　紅翫 平成２８年８月 歌舞伎座
188 廓噺山名屋浦里 平成２８年８月 歌舞伎座
189 仮名手本忠臣蔵　七段目 平成２８年８月・９月 地方巡業
190 碁盤忠信 平成２８年９月 歌舞伎座
191 妹背山婦女庭訓　吉野川 平成２８年９月 歌舞伎座
193 深川年増 平成２８年９月 新橋演舞場
194 婦系図 平成２８年９月 新橋演舞場
195 極付幡随長兵衛 平成２８年１０月 歌舞伎座
196 一谷嫩軍記　熊谷陣屋 平成２８年１０月 歌舞伎座
197 菅原伝授手習鑑　寺子屋 平成２８年１０月 日本特殊陶業市民会館
198 品川心中 平成２８年１０月 日本特殊陶業市民会館
199 ＧＯＥＭＯＮ　石川五右衛門 平成２８年１０月 新橋演舞場
200 三代猿之助四十八撰の内　獨道中五十三驛 平成２８年１０月 地方巡業

123番、192番は空き番号です


