
国立劇場　南北作品上演一覧 (別紙)

上演年月 会場 公演名 演目 えんもくかな 主な出演者（【 】内は代数・敬称略） 録画 録音 写真
昭和４２（１９６７）年　０３月 国立劇場大劇場 第４回歌舞伎公演 桜姫東文章 さくらひめあずまぶんしょう 【１４】守田勘弥・【８】三津五郎・

【４】雀右衛門
モノクロ
（一部分のみ）

有 有

昭和４６（１９７１）年　０９月 国立劇場大劇場 第４３回歌舞伎公演 東海道四谷怪談 とうかいどうよつやかいだん 【１７】勘三郎・【８】幸四郎 モノクロ 有 有
昭和４７（１９７２）年　０５月 国立劇場大劇場 第５０回歌舞伎公演 天竺徳兵衛韓噺 てんじくとくべえいこくばなし 【２】松緑・【１３】仁左衛門 モノクロ 有 有
昭和４８（１９７３）年　０６月 国立劇場大劇場 第５９回歌舞伎公演 心謎解色絲 こころのなぞとけたいろいと 【８】幸四郎・【７】梅幸 モノクロ 有 有
昭和５０（１９７５）年　０９月 国立劇場大劇場 第７３回歌舞伎公演 阿国御前化粧鏡 おくにごぜんけしょうのすがたみ 【６】歌右衛門・【２】鴈治郎・【１

３】仁左衛門・【７】芝翫
モノクロ 有 有

昭和５１（１９７６）年　０８月 国立劇場小劇場 第７９回歌舞伎公演 盟三五大切 かみかけてさんごたいせつ 【１】辰之助・孝夫・【５】玉三郎 モノクロ 有 有
昭和５２（１９７７）年　０４月 国立劇場大劇場 第８５回歌舞伎公演 隅田川花御所染 すみだがわはなのごしょぞめ 【６】歌右衛門・【３】実川延若・

【７】芝翫
モノクロ 有 有

昭和５３（１９７８）年　０３月 国立劇場大劇場 第９１回歌舞伎公演 浮世柄比翼稲妻 うきよづかひよくのいなづま 【７】梅幸・【１８】羽左衛門・【７】
菊五郎

カラー 有 有

昭和５５（１９８０）年　０１月 国立劇場大劇場 第１０２回歌舞伎公演 戻橋背御摂 もどりばしせなにごひいき 【２】松緑・【７】梅幸・【１７】羽左
衛門・【７】菊五郎

カラー 有 有

昭和５５（１９８０）年　０４月 国立劇場小劇場 第１０４回歌舞伎公演 絵本合法衢 えほんがっぽうがつじ 【６】染五郎・【９】宗十郎・【２】又
五郎

カラー 有 有

昭和５５（１９８０）年　１１月 国立劇場大劇場 第１０７回歌舞伎公演 貞操花鳥羽恋塚 みさおのはなとばのこいづか 【４】雀右衛門・【５】富十郎・【１
０】海老蔵

カラー 有 有

昭和６１（１９８６）年　０１月 国立劇場大劇場 第１３５回歌舞伎公演 天竺徳兵衛韓噺 てんじくとくべえいこくばなし 【１】辰之助・【３】権十郎・【２】又
五郎

カラー 有 有

昭和６３（１９８８）年　０３月 国立劇場大劇場 第１４７回歌舞伎公演 隅田川花御所染 すみだがわはなのごしょぞめ 【４】雀右衛門・【５】富十郎・【６】
田之助

カラー 有 有

平成０１（１９８９）年　１１月 国立劇場大劇場 第１５６回歌舞伎公演 霊験亀山鉾 れいげんかめやまほこ 【２】吉右衛門・【９】宗十郎 カラー 有 有
平成０３（１９９１）年　０８月 国立劇場小劇場 第１６７回歌舞伎公演 謎帯一寸徳兵衛 なぞのおびちょっととくべえ 【４】段四郎・【５】時蔵 カラー 有 有
平成０４（１９９２）年　０４月 国立劇場大劇場 第１７２回歌舞伎公演 盟三五大切 かみかけてさんごたいせつ 【４】雀右衛門・【１２】段十郎・

【７】菊五郎
カラー 有 有

平成０４（１９９２）年　１１月 国立劇場大劇場 第１７５回歌舞伎公演 謎帯一寸徳兵衛 なぞのおびちょっととくべえ 【４】段四郎・【５】時蔵・【５】歌六 カラー 有 有
平成０５（１９９３）年　０４月 国立劇場大劇場 第１７９回歌舞伎公演 浮世柄比翼稲妻 うきよづかひよくのいなづま 【１２】團十郎・【５】勘九郎・【５】

時蔵
カラー 有 有

平成０５（１９９３）年　１１月 国立劇場大劇場 第１８２回歌舞伎公演 桜姫東文章 さくらひめあずまぶんしょう 【４】雀右衛門・【９】幸四郎 カラー 有 有
平成０６（１９９４）年　０１月 国立劇場大劇場 第１８４回歌舞伎公演 勝相撲浮名花触 かちずもううきなのはなぶれ 【５】富十郎・【９】宗十郎・【１２】

團十郎
カラー 有 有

平成０７（１９９５）年　０４月 国立劇場大劇場 第１９３回歌舞伎公演 法懸松成田利剣 けさかけまつなりたのりけん 【７】菊五郎・【１２】團十郎・【３】
権十郎・【９】三津五郎

カラー 有 有

平成０８（１９９６）年　１０月 国立劇場大劇場 第１９９回歌舞伎公演 四天王楓江戸粧 してんのうもみじのえどぐま 【３】猿之助・【６】田之助・【４】段
四郎

カラー 有 有

平成１１（１９９９）年　１０月 国立劇場大劇場 第２１５回歌舞伎公演 音菊天竺徳兵衛 おとにきくてんじくとくべえ 【７】菊五郎・【１７】羽左衛門・
【２】又五郎・【６】田之助

カラー 有 有

平成１２（２０００）年　１１月 国立劇場大劇場 第２２１回歌舞伎公演 桜姫東文章 さくらひめあずまぶんしょう 【９】幸四郎・【７】染五郎 カラー 有 有
平成１３（２００１）年　０３月 国立劇場大劇場 第２２４回歌舞伎公演 新世紀累化粧鏡 いまようかさねけしょうのすがたみ 【９】福助・【３】橋之助・【７】芝翫 カラー 有 有
平成１４（２００２）年　１０月 国立劇場大劇場 第２３０回歌舞伎公演 霊験亀山鉾 れいげんかめやまほこ 【１５】仁左衛門・【２】秀太郎・

【４】段四郎
カラー 有 有

平成１６（２００４）年　１月 国立劇場大劇場 第２３８回歌舞伎公演 浮世柄比翼稲妻 うきよづかひよくのいなづま 【１０】三津五郎・【９】福助・【３】
橋之助・【４】段四郎

カラー 有 有

平成１７（２００５）年　１０月 国立劇場大劇場 第２４５回歌舞伎公演 貞操花鳥羽恋塚 みさおのはなとばのこいづか 【５】富十郎・【５】・時蔵・信二郎 カラー 無 有
平成１８（２００６）年　０１月 国立劇場大劇場 第２４８回歌舞伎公演 曽我梅菊念力弦 そがきょうだいおもいのはりゆみ 【７】菊五郎・【５】富十郎・【６】田

之助
カラー 無 有

平成２１（２００９）年　０１月 国立劇場大劇場 第２６２回歌舞伎公演 誧競艶仲町 いきじくらべはでななかちょう 【１０】三津五郎・【９】福助・【３】
橋之助

カラー 無 有


