
和暦 月 劇場 外題名 場名 職掌 出演者
明治41 04 歌舞伎座 春霞空住吉 上野不忍池 背景 芝翫、八百蔵、羽左、梅幸
明治41 04 市村座 七人将門 襖画 駒助ほか
明治41 07 明治座 山の番人 背景 文士劇
明治42 05 宮戸座 馬切 背景 芳三郎
明治42 05 宮戸座 壷坂霊験記 背景 源之助、芳三郎
明治42 05 宮戸座 都風俗 上野清水堂の場 背景 源之助、芳三郎、鬼丸
明治42 11 東京座 深山の美人 背景 芝翫、高麗蔵
明治42 11 宮戸座 無花果 滝の川紅葉の場 背景 源之助、芳三郎
明治42 12 宮戸座 怨 麻布一の橋の場 背景 芳三郎、若水、菊四郎
明治43 01 宮戸座 変化傘 宇都宮明神、犬吠埼 芳三郎、五味、水野、若水
明治43 02 宮戸座 女四人 熱海梅園、雪の不忍池 芳三郎、五味、水野
明治43 03 宮戸座 不如帰 わらび狩、逗子海岸、片岡邸 芳三郎、木下、五味、水野
明治43 04 宮戸座 松風村雨 向島、知恩院 芳三郎、木下、五味、水野
明治43 05 明治座 鳴神 背景 左団次、宗之助
明治43 07 宮戸座 東風物語 ほか 神武寺の場 芳三郎、水野、五味、木下、佐藤
明治43 09 宮戸座 素顔蓮子 回向院境内 芳三郎、木下
明治43 10 宮戸座 変化島田 上野山内袋谷の場 芳三郎、木下、五味
明治43 11 宮戸座 潮 七つ岩、清水堂の場 芳三郎、水野、木下、五味
明治43 12 宮戸座 変哲伯 お行の松の場 芳三郎、水野、木下
明治45 06 宮戸座 乳姉妹 通し 芳三郎、木下、五味
大正02 04 東京座 道成寺 背景 児太郎
大正02 04 東京座 瓦鑵寺 背景 由次郎、薫
大正02 04 宮戸座 さくら月夜 ほか 背景 柴田、中野、五味 ほか
大正02 06 歌舞伎座 鼓の里 屋体際 六代目、仁左衛門 虎彦作
大正02 06 宮戸座 籠釣瓶 仲の町 訥子、源之助
大正02 09 明治座 女一代 江の島の場 背景 伊井
大正0３ 01 歌舞伎座 壷坂 山の場 堂切出 仁左衛門、歌右衛門
大正0３ 11 明治座 侠艶録 小金井の場、上野公園の場 背景 伊井、喜多村
大正04 06 市村座 唐人塚 大詰鐘楼の場 背景 吉右衛門
大正04 07 歌舞伎座 四千両小判梅葉 道行 背景 六代目
大正04 08 歌舞伎座 豊公大仏供養 背景 延二郎、芝雀
大正05 04 歌舞伎座 葵の上 賀茂社の場 背景 歌右衛門
大正05 04 歌舞伎座 道成寺 背景 福助
大正05 05 歌舞伎座 陸奥もの語 花月園の場 背景 伊井、河合
大正05 09 明治座 秋の夜話 山の場 背景 伊井、河合
大正06 02 明治座 猿曳 北野天神の場 背景 曾我廼家二の替り
大正06 08 帝国劇場 堅田落 背景 吉右衛門
大正07 04 歌舞伎座 春日局 襖画 歌右衛門
大正07 05 歌舞伎座 江戸城明渡 大詰二重橋の場 背景 左団次、八百蔵
大正07 05 歌舞伎座 奥州安達原 三段目 画 歌右衛門
大正07 10 歌舞伎座 時今也桔梗旗揚 本能寺客殿 襖画 中車
大正07 10 歌舞伎座 玉藻前曦袂 三段目 襖画 仁左衛門、福助、歌右衛門
大正07 11 明治座 妖霊星 襖画 猿之助 松葉作
大正08 03 歌舞伎座 実録先代萩 御殿 襖画 歌右衛門 紫紅作
大正08 04 明治座 実朝公 鶴ヶ岡石段の場 背景
大正08 06 歌舞伎座 棒しばり 松羽目 六代目、三津五郎
大正08 09 市村座 有職鎌倉山 建長寺、刃傷 画 吉右衛門、六代目
大正08 09 市村座 梵字彫物 背景 六代目、吉右衛門
大正08 10 歌舞伎座 桐一葉 襖画 歌右衛門
大正08 10 市村座 紅葉狩 背景 六代目、吉右衛門
大正08 12 市村座 慶安太平記 堀端の場 背景 六代目、吉右衛門
大正09 01 市村座 義経腰越状 二幕 襖画 吉右衛門、三津五郎、六代目
大正09 01 市村座 村井長庵 背景 六代目、吉右衛門
大正09 02 歌舞伎座 加賀見山霞花道 骨寄せ、草履打 襖画 梅幸、歌右衛門
大正09 02 歌舞伎座 御所桜堀川夜討 弁慶上使 襖画 歌右衛門、中車、羽、梅幸
大正09 02 市村座 滝口入道 背景、画 六代目、宗之助
大正09 02 市村座 三人吉三巴白浪 背景、画 宗之助、六代目、吉右衛門
大正09 03 明治座 法難 四幕 背景 東儀、加藤、横川 逍遙作
大正09 07 明治座 銀雛 酒匂川の場 背景 伊井、喜多村
大正09 11 明治座 小栗栖の長兵衛 背景 猿之助
大正10 02 明治座 絵姿 強羅の場 背景 河合、木下、小織
大正10 06 新富座 ひらかな盛衰記 逆櫓 背景 吉右衛門、段四郎、左団次
大正10 06 新富座 大森彦七 二場 背景 吉右衛門、福助
大正10 09 明治座 堅田落 堅田浦 背景 中車
大正10 10 明治座 時今也桔梗旗揚 三幕 襖画 中車
大正10 11 明治座 死線を越へて 寺の門前 背景 伊井、喜多村
大正11 02 新富座 鏡山旧錦絵 奥庭 背景 歌右衛門、中車、梅幸
大正11 03 明治座 西南戦争聞書 背景 左団次、猿之助 岡本綺堂作
大正11 03 新富座 一谷嫩軍記 組打 背景 吉右衛門
大正11 05 明治座 素襖落 松羽目 幸四郎
大正11 07 明治座 大菩薩峠 背景幕 新国劇
大正11 07 新富座 宮守酒 襖画 歌右衛門、段四郎
大正11 08 新富座 敵討亀山話 六場 背景 中本
大正11 09 明治座 宇都宮釣天井 背景 左団次、中車 鬼太郎作
大正11 09 明治座 謎帯一寸徳兵衛 背景
大正11 10 新富座 平家女語島 鬼界が島 背景 吉右衛門、市蔵
大正11 11 明治座 山姥 背景 福助
大正12 01 明治座 天竺徳兵衛 背景 左団次 鬼太郎作
大正12 02 明治座 心中二駕籠飾花 背景 宗十郎
大正12 04 本郷座 ８１３ 伊井、村田、藤村、喜多村 田中総一郎脚色
大正12 04 本郷座 清水次郎長 荒神山 伊井、村田、藤村、喜多村 瀬戸英一脚色
大正12 04 明治座 神田祭江戸錦絵 背景幕
大正12 05 明治座 道行初音旅 吉野山 背景 三津五郎、福助
大正12 06 新富座 鏡獅子 襖画 六代目
大正12 11 大阪浪花座（京都明治座） 松羽目



大正13 01 京都明治座 緑の糸 芝公園弁天の行き 背景 河合
大正13 03 本郷座 大菩薩峠 久能山の場 背景
大正13 03 本郷座 浦の苫屋 二場 背景
大正13 04 麻布南座 浅草寺境内 観音堂 背景 伊井、河合
大正13 04 麻布南座 清水次郎長 荒神山 背景 伊井、河合
大正13 04 松竹座 一谷嫩軍記 組打 背景 吉右衛門
大正13 04 松竹座 毛剃 背景 吉右衛門
大正13 04 松竹座 三番叟 松羽目 三津五郎
大正13 04 本郷座 箙の梅 背景
大正13 05 本郷座 石切梶原 吉右衛門、松助、福助
大正13 05 松竹座 慶安太平記 堀端 左団次
大正13 06 本郷座 角兵衛 日本橋 背景
大正13 07 松竹座 文覚 背景、屋体 左団次 松翁作
大正13 08 本郷座 曾我廼家
大正13 09 本郷座 ひらかな盛衰記 逆櫓 背景 中車
大正13 10 本郷座 勧進帳 松羽目 羽左、中車、福助
大正13 11 本郷座 天一坊 大岡役宅 襖画 羽左衛門、左団次
大正13 11 本郷座 島鵆 招魂社 背景 中車
大正13 11 松竹座 清水定吉瓦夜話 箱根三本杉、定吉内 伊井
大正13 12 本郷座 仮名手本忠臣蔵 大序、松切、松の間、城渡、五段目、七段目 左団次一座、延若、市蔵
大正14 01 歌舞伎座 連獅子 松羽目 羽左衛門、家橘
大正14 01 歌舞伎座 玉藻前曦袂 三段目 襖画 仁左衛門、歌右衛門、福助
大正14 01 松竹座 本朝廿四孝 奥庭狐火 背景 松蔦、源之助、芝鶴
大正14 01 本郷座 恋慕地獄 四幕目 小金ヶ原の場 背景 伊井、河合、井上
大正14 02 歌舞伎座 伊賀越道中双六 藤川新関の場 背景 仁左衛門
大正14 02 本郷座 西郷吉之助 背景 左団次、延若
大正14 02 松竹座 ひらかな盛衰記 梅ヶ枝無間の鐘 背景
大正14 03 歌舞伎座 勧進帳 松羽目 幸四郎、左団次、延若
大正14 03 松竹座 金色夜叉 熱海海岸 背景 花柳、梅島
大正14 04 歌舞伎座 実録先代萩 伊達家御殿 画 歌右衛門
大正14 05 歌舞伎座 本朝廿四孝 十種香の場 画 歌右衛門、羽左、梅幸
大正14 06 歌舞伎座 沓手鳥孤城落月 乱戦、糒庫の場 背景 歌右衛門、左団次
大正14 06 歌舞伎座 三人吉三巴白浪 吉祥院の場 画 羽左、左団次、吉右
大正14 07 歌舞伎座 江戸育お祭佐七 祭礼 背景幕 羽左、梅幸
大正14 07 歌舞伎座 良弁杉 二月堂 背景 文楽座
大正14 07 松竹座 三社祭 背景 三津五郎、時蔵
大正14 09 歌舞伎座 紅葉狩 背景 幸四郎、左団次、延若
大正14 10 歌舞伎座 弁天娘女男白浪 稲瀬川の場 背景 羽左、左団次、中車
大正14 10 松竹座 修禅寺物語 背景 左団次
大正14 10 本郷座 熊谷蓮生坊 屋体 吉右衛門、三津五郎 山本有三作
大正14 11 歌舞伎座 乃木将軍 四幕 背景 左団次、歌右衛門 松居松翁作
大正14 12 歌舞伎座 戻橋 背景 福助、市蔵
大正15 01 歌舞伎座 桐大内蔵 襖画 歌右衛門、羽左衛門 榎本虎彦作
大正15 01 歌舞伎座 鳴神 背景 左団次、松蔦
大正15 03 歌舞伎座 大森彦七 二場 背景 幸四郎
大正15 04 歌舞伎座 牧の方 由比ヶ浜、奥庭三本杉 背景 歌右衛門、羽左衛門、中車
大正15 05 歌舞伎座 素襖落 松羽目 幸四郎
大正15 05 歌舞伎座 男達ばやり 背景 幸四郎、左団次 池田大伍作
大正15 06 歌舞伎座 清正誠忠録 清正邸、竹田街道 襖画、背景 吉右衛門、六代目
大正15 07 歌舞伎座 楓橋雪夜譚 二幕 背景 羽左衛門 松居松翁作
大正15 08 歌舞伎座 壷坂寺 三本杉、山、谷底 背景 文楽座
大正15 09 歌舞伎座 山姥 背景 宗十郎、三津五郎、中車
大正15 10 歌舞伎座 八段目道行 背景 秀調、芝鶴


