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北條秀司作品展示台本一覧

項目 年月日 作品名 劇団又は主演者･<役名> 劇場 時代備考

(昭和期) 王将(第1部) 新国劇／辰巳柳太郎<坂田三吉> （不明） 辰巳柳太郎の表
題・書き込みあ
り

昭和36. 2. 1
(1961)

王将一代：坂田三吉の
生涯(7幕)
〔王将]
〔続王将〕
〔王将終篇〕

新国劇／辰巳柳太郎<坂田三吉>／外
崎恵美子<小春>／行友勝江･二葉早
苗<玉江>／河村憲一郎<新吉>／千早
隆子<お兼>／秋月正夫<金杉>／郡司
八郎<小倉>／野村清一郎<菊岡>／島
田正吾<木村義雄>／初瀬乙羽<まさ>
／高倉典江･香川桂子<君子>／東大
二朗<森川>

明治座

昭和38. 2.28
(1963)

王将：坂田三吉伝(7場) 新国劇／辰巳柳太郎<坂田三吉>／外
崎恵美子<小春>／香川桂子<玉江>／
河村憲一郎<新吉>／島田正吾<関根>
／秋月正夫<金杉>／野村清一郎<菊
岡>／郡司八郎<小倉>

新宿コマ劇場

昭和50. 6.19
(1975)

王将(6幕7場) NHKTV放送台本／日曜招待席 昭和50年6月三
越劇場

昭和55. 1. 6
(1980)

王将（第一稿） 関西テレビ？／森繁久彌<坂田三吉>
／曽我廼家鶴蝶<小春>／林美智子<
玉江>／赤木春恵<後妻まさ>／芦屋
雁之助<宮田>

昭和55. 1. 6
(1980)

花王名人劇場　王将 関西テレビ／森繁久彌<坂田三吉>／
曽我廼家鶴蝶<小春>／武原英子<玉
江>／赤木春恵<後妻まさ>／長門裕
之<新吉>

【台本】①－王将

昭和62. 8.26
(1987)

王将(3幕4場) 新国劇／緒形拳<坂田三吉>／朝丘雪
路<小春>／藤山直美<玉江>／清水彰
<新吉>／<お兼>／<金杉>／<小倉>／
<菊岡>／島田正吾<関根名人>

新橋演舞場 新国劇創立80周
年記念／プログ
ラムあり

(昭和期) 井伊大老 新国劇／辰巳柳太郎<井伊直弼> 辰巳柳太郎の表
題・書き込みあ
り

昭和45. 4. 1
(1970)

千利休(3幕5場)* 坂東三津五郎<千利休>／中村芝翫<
お吟>／中村鴈治郎②<古渓>／実川
延若③<豊臣秀吉>／竹之丞<曽呂利>
／片岡我童<松の丸>

歌舞伎座

昭和45.11. 5
(1970)

大老(2部20場)*
〔井伊大老〕

松本幸四郎⑧(=松本白鸚)<井伊直弼
>／河原崎国太郎⑤<お静の方>／実
川延若③<館一成･水戸斉昭>／市川
染五郎⑥(=松本幸四郎⑨)<長野主膳
>／坂東玉三郎<昌子の方>／中村吉
右衛門②<古関次之介>／片岡孝夫<
中山大納言･古関新一郎>／市川子団
次②<仙英禅師>／尾上菊蔵<宇津木
六之丞>

国立劇場大劇
場

昭和47. 4. 2
(1972)

北條政子(7幕12場)* 中村歌右衛門⑥<北條政子>／中村鴈
治郎②<北條時政>／実川延若③<北
條義時>／坂東三津五郎<源頼朝>／
市川海老蔵⑩(=市川團十郎⑫)<源頼
家>／中村福助<源実朝>／市村竹之
丞<公暁>／中村芝翫<阿波>／片岡我
童<淡路>

歌舞伎座

昭和60. 1. 3
(1985)

建礼門院：｢平家物語｣
より(5幕)

若尾文子<徳子､後に建礼門院>／緒
形拳<後白河法皇>／北村和夫／<高
倉帝>／<清盛>／<時子>／<宗盛>／<
知盛>／<重衡>／<阿波内侍>／<右京
太夫>

日生劇場

【台本】②－
伝記物(歴史劇)

平成 2.12. 1
(1990)

女優：松井須磨子の生
涯(7幕9場)

劇団新派／水谷良重(=水谷八重子
②)<松井須磨子>／菅原謙次<島村抱
月>／花柳武始<相馬御風>／安井昌
二<中山晋平>／波乃久里子<渡瀬淳
子>／有田正明<沢田正二郎>／<森肇
>／<村田かく子>／<川村花菱>

新橋演舞場
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北條秀司作品展示台本一覧

項目 年月日 作品名 劇団又は主演者･<役名> 劇場 時代備考

【台本】②－
伝記物(歴史劇)

平成 6. 4. 2
(1994)

井伊大老<歌舞伎版>(2
幕4場)

中村吉右衛門②<井伊直弼>／中村雀
右衛門④<お静の方>／中村又五郎<
仙英禅師>／中村梅玉<長野主膳>／
中村松江⑤(=中村魁春)<昌子の方>
／市村吉五郎②<水無部六臣>

歌舞伎座

昭和41. 6.29
(1966)

仇ゆめ(6場)* 西川会／中村勘三郎⑰<狸>／西川鯉
三郎②<深雪太夫>／長谷川一夫<舞
の師匠>／尾上松緑②<廓の亭主>／
西川左近<禿>

日生劇場 生原稿２種類あ
り／チラシあり

昭和44. 3. 1
(1969)

仇ゆめ(6場) 中村勘三郎⑰<狸>／西川鯉三郎②<
深雪太夫>／長谷川一夫<舞の師匠>
／林成年<揚屋の亭主>／禿<中村光
輝>

歌舞伎座

昭和46. 3. 2
(1971)

狐狸狐狸ばなし(11場) 曽我廼家明蝶<伊之助>／長谷川季子
<おきわ>／佐々十郎<重善>／芦屋小
雁<又市>／杉浦エイスケ<寺男甚平>
／淀川曠平<福造>／千草英子<おそ
め>

大阪中座

昭和48. 3. 2
(1973)

江戸の花：め組の喧嘩
(2幕6場)*

長谷川一夫<藤松>／尾上梅幸<おま
つ>／中村勘三郎⑰<文次>／実川延
若③<お玉>／尾上菊之助<お大>／長
次郎<林成年>

歌舞伎座

昭和48. 6. 2
(1973)

奥の細道(5幕9場)* 中村鴈治郎②<松尾芭蕉>／中村芝翫
<妻寿貞>／市川小太夫<俳人去来>／
中村歌右衛門⑥<妻可南女>／実川延
若③<俳人路通>／市川男女蔵<俳人
曽良>／市川猿三郎<鯉屋市兵衛>／
中村亀鶴<手代猪兵衛>／嵐璃●[王
＋玉]<宿の亭主>／中村東<その女房
>

中日劇場

【台本】③－
江戸物

昭和53.11. 3
(1978)

紙屋治兵衛：｢心中天網
島｣より(4幕)

劇団新派／中村扇雀②(=坂田藤十郎
④)<紙屋治兵衛>／波乃久里子<おさ
ん>／水谷良重(=水谷八重子②)<小
春>／孫右衛門<菅原謙次>／島章<米
次郎>／春本泰男<徳七>／副島恵子<
三五郎>／常磐緑<おはま>／成田菊
雄<おかね>／柳永二郎<源八>／水谷
八重子①<おきん>／上田茂太郎<お
あさ>

新橋演舞場

昭和34. 4.18
(1959)

松川事件(2部44景) 劇団仲間 東横ホール

昭和35.10. 1
(1960)

丹那隧道(6幕) 新国劇／島田正吾<畑野>／緒形拳<
川西>／大山克巳(=大山勝巳)<相原>
／吉田柳児<島村>／河村憲一郎<桐
本>／石山健二郎<飛田>／秋月正夫<
荒尾>／清水彰<吉浜>／辰巳柳太郎<
広山>

明治座

【台本】④－
ノンフィクション物

昭和51.10.16
(1976)

丹那隧道(6幕) 劇団こゆるぎ座／関口秀夫<川西>／
曽我仁彦<畑野>／二見彰彦<相原>／
酒口松男<島村>／平井泰延<桐本>／
後藤孝一<飛田>／森田正<荒尾>／中
野孝治<吉浜･広山>

小田原市民会
館ホール

昭和53. 1. 2
(1978)

現代訳源氏物語(5幕13
場)*

劇団新派／市川海老蔵⑩(=市川団十
郎⑫)<光源氏>／水谷八重子①<明石
の姫>／市川翠扇<六條御息所>／水
谷良重(=水谷八重子②)<朧月夜の君
>／波乃久里子<空蝉>／安井昌二<頭
中将>／菅原謙次<伊予介>／阿部洋
子<柴戸の媼>／英太郎②<真砂>

新橋演舞場【台本】⑤－
源氏物語

昭和58. 6. 2
(1983)

末摘花：｢源氏物語｣よ
り(3場)

京塚昌子<末摘花>／安井昌二<光の
君>／前田昌明<受領雅国>／大鹿次
代<侍従>／一條久枝<雲之井>／上田
茂太郎<綱手>／東てる美<狭霧>

名古屋名鉄ホ
ール
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北條秀司をめぐる人びと 展示書画一覧

年月日2 作品名 文面 内容

1 (昭和56)
(1981)

北條秀司書色紙『禿筆一本
わが生涯』

禿筆一本／わが生涯／七十
九翁／秀司

2
(昭和56)
(1981)

北條秀司書色紙『雪降れ
ば…』

雪降れば佃は／ふるき江戸
の島／七十九翁　秀司

昭和33年(1958)刊行の『大入札』(句楽会著､俳句研究
社)所収の一句｡平成3年(1991)8月､この句を刻んだ句
碑が東京都中央区佃1丁目の佃児童公園内に建てら
れている｡

3 (昭和63)
(1988)

北條秀司書色紙『まだ尽き
ず…』

まだ尽きず／八十六の作家
の／業／秀司

4
昭和期(戦後)

北條秀司書色紙『芝居は
心で見るべし』

芝居は心で／見るべし／劇
評家に／秀司

5 (昭和40)
(1965)

緒形拳書色紙『我以外皆我
師』

我以外／皆／我師／太閤記
より／緒形拳

緒形拳がＮＨＫ大河ドラマ｢太閤記｣に主演していた頃
の書｡

6
(昭和40)
(1965)

緒形拳画讃色紙『雨が降ろ
うが…』

雨が降ろうが嵐が吹こが／藤
吉郎は元気です／ママへ 緒
形拳

緒形拳がＮＨＫ大河ドラマ｢太閤記｣に出演していた頃
の書｡緒形が北條秀司夫人である美和子へ贈ったも
の｡

7 (昭和41)
(1966)

緒形拳画讃色紙『弁慶』 弁慶／緒形拳 緒形拳がＮＨＫ大河ドラマ｢源義経｣に弁慶役で出演し
ていた頃の書｡

8 (昭和25ｶ)
(1950)

島田正吾画句「北條秀司病
床の図」

何事も／あなた委せの／秋
の暮

病を得て執筆不能となった北條秀司の病床の様子を描
いたもの｡

9

(昭和11)
(1936)

井上正夫画讃色紙「群瞽評
象の図」

群瞽評象昭和丙子／此君荘
主人

｢群瞽評象(ぐんこひょうぞう)｣とは､多くの盲人が象を撫
でて､それぞれ自分の手に触れた部分だけで巨大な象
を評するように､凡人が大事業や大人物を批評しても､
単にその一部分にとどまって全体を見渡すことができ
ないことにいう｡｢群盲象を評す｣｢群盲象を撫ず｣｢群盲
象を模す｣ともいう｡｢此君荘主人｣は､井上正夫の別号｡

10 (昭和15頃)
(1940)

井上正夫画讃色紙「南瓜
の図」

家園／蔬菜／以供／賓客／
之需／正夫写

南瓜の図に｢家園蔬菜以供賓客之需｣の讃

11
(昭和13ｶ)
(1938)

吉井勇歌色紙『たまさかの
…』

たまさかの／逢瀬たのしむ／
人のこと／箱根の夜はも／寝
ねす／明かしき／勇

歌集に残らない即興歌のようである｡｢強羅一福でいた
だいた｣という北條秀司自筆の裏書があるから､箱根強
羅の旅館｢一福｣にて本人より贈られたものであろう｡

12

(昭和13ｶ)
(1938)

吉井勇歌色紙『かにかくに
…』

かにかくに／祇園はこひし／
寝るときも／枕のしたを／水
のなかるる／勇

明治43年(1910)6月号の文芸誌『スバル』に掲載された
｢京都より｣と題する連作の一首｡吉井勇の代表的な短
歌で､京都祇園町白川畔には歌碑がある｡色紙裏面に
は､｢強羅一福でいただいた｣とあるから､箱根強羅の旅
館｢一福｣にて本人より贈られたものであろう｡

13
(昭和期)

吉井勇歌扇面『鎌倉の海
の…』

勇／鎌倉の／海の／ことくに
／ひるかへる／青草に／寝
て／君を／おもはむ

大正2年(1913)刊行の歌集『昨日まで』(籾山書店)所収
の短歌｡｢郊外｣と題する連作の一首｡

14

(昭和13ｶ)
(1938)

西條八十詩色紙『うたをわ
すれたかなりやは…』

うたをわすれたかなりやは／
ざうげのふねにぎんのかい／
つきよのうみにうかへれば／
わすれたうたをおもひだす／
八十

大正7年(1918)11月号の児童文芸誌『赤い鳥』に掲載さ
れた｢かなりあ｣と題する詩の最終節｡西條の童謡作品
の代表作で､東京都上野公園の不忍池畔には詩碑が
ある｡西條はこの最終節がよほど気に入っていたらしく､
揮毫を求められると必ずこの部分を書いたという｡色紙
裏面には､北條自筆で｢強羅観光旅館で書いてもらっ
た｣とある｡

15

昭和20. 2.
(1945)

火野葦平画讃色紙「河童三
禁の図」

言葉さかんなれば／わざはひ
多く／眼鋭くして／盲目に似
たり／敏き耳／豈聲者に及ば
んや／不如不語不見不聞／
昭和二十稔／如月／葦平

福岡県北九州市の安養寺には､この詩が刻まれた文学
碑が建っている｡｢見猿聞か猿言わ猿｣になぞらえた三
匹の河童図は､火野葦平のお得意の構図である｡火野
は河童を好み､それを題材とした小説､随筆等が数多く
ある｡

16 (昭和40) 1. 1
(1965)

朝比奈宗源書色紙『春和』 乙巳元旦／春和／円覚別峰 署名の｢別峰｣は､朝比奈宗源の雅号｡朝比奈は､書家と
しても著名｡テレビ時代劇｢水戸黄門｣｢大岡越前｣の題
字を揮毫したことでも知られている

17

昭和期(戦後)

花柳章太郎絵入羽子板『ま
ゆ玉に…』

まゆ玉に／蓬莱の色／ありに
けり／章太郎

繭玉の図に､｢まゆ玉に 蓬莱の色 ありにけり｣の俳句｡
裏面は､梅花の図。絵画や文章にも才覚を発揮。絵画
は木村荘八、俳句は久保田万太郎に学んだ。多趣味
で文筆をよくし、その数多の著書は貴重な演劇史資料
となっている。趣味ゆたかで衣装のくふうは天才的だっ
た｡美的センスに優れ､衣装の好みは抜群｡人形製作や
ガラス絵などの余技も素人の域を脱し､読書好きで著
作も多い｡

18 昭和期(戦後) 緒形拳団扇『蝸牛』 蝸牛
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