令和２（２０２０）年３月（弥生）劇場案内
劇場名

公演名
（ ）内は公演期間

演

目

通し狂言「義経千本桜」（Aプロ／伏見
稲荷鳥居前の場・渡海屋の場・大物浦
三月歌舞伎公演 （３月３日～26
の場、Bプロ／下市村椎の木の場・下
国立劇場小劇場 日、新型コロナウイルス感染症対
市村竹藪小金吾討死の場・下市村釣
策のため３月19日まで公演中止）
瓶鮓屋の場、Cプロ／道行初音旅・河
連法眼館の場）

歌舞伎座

主な出演歌舞伎俳優
（順不同･敬称略)
菊之助・鴈治郎・團蔵・
時蔵・権十郎・萬次郎・
坂東亀蔵・梅枝・萬太
郎・米吉・橘太郎・吉弥
ほか

白鸚・吉右衛門・仁左衛
門・梅玉・魁春・東蔵・友
右衛門・歌六・又五郎・
雀右衛門・福助・彌十
(昼)「雛祭り」「新薄雪物語―花見・詮
三月大歌舞伎 （３月２日～26
郎・錦之助・高麗蔵・扇
議・広間・合腹」
日、新型コロナウイルス感染症対
雀・芝翫・幸四郎・孝太
(夜)「梶原平三誉石切」「高坏」「伊賀越
策のため３月19日まで公演中止）
郎・松江・亀鶴・歌昇・種
道中双六―沼津」
之助・廣太郎・虎之介・
錦吾・家橘・松之助・橘
三郎・吉之丞・梅花 ほ
か
新派特別公演 （２月16日～３月
３日、新型コロナウイルス感染症
「八つ墓村」
対策のため２月28日～３月３日公
演中止）

なし

喜劇名作劇場 （３月13日～28
日、新型コロナウイルス感染症対 恋ぶみ屋一葉2020「有頂天作家」
策のため３月19日まで公演中止）

なし

明治座

明治座 三月花形歌舞伎 （３月
２日～26日、新型コロナウイルス
感染症対策のため３月19日まで
公演中止）

勘九郎・七之助・彦三
郎・巳之助・壱太郎・橋
之助・由次郎・秀調・片
岡亀蔵・歌女之丞 ほか

帝国劇場

（２月４日～３月31日、新型コロナ
ウイルス感染症対策のため２月28 「Endless SHOCK」
日～３月19日公演中止）

新橋演舞場

(昼)「菅原伝授手習鑑―車引」「一本刀
土俵入」「上、芝翫奴 下、近江のお
兼」
(夜)通し狂言「桜姫東文章」

なし

無名塾 （３月８日～15日、新型コ
ロナウイルス感染症対策のため公 「ぺてん師 タルチュフ」
なし
演中止）
サンシャイン劇場
「ボイメンステージ 諦めが悪い男たち
（３月20日～29日）
なし
～NEVER SAY NEVER～」
日生劇場

三越劇場

博品館劇場

東宝／アミューズ主催公演 （３月
７日～29日、19日休演、新型コロ 「ホイッスル・ダウン・ザ・ウィンド～汚れ
なし
ナウイルス感染症対策のため３月 なき瞳～」
18日まで公演中止）
（３月11日～15日、新型コロナウイ
ルス感染症対策のため公演延
ロンドンコメディ「Run For Your Wife」
期）

なし

ひとり文芸ミュージカル （３月31
日～４月２日、新型コロナウイルス 「乙姫 おとひめさま」
感染症対策のため公演延期）

なし

風男塾ミュージカル （２月29日～
「Believe～遙かなるプロキオン～」
３月８日）

なし

（３月13日～22日、新型コロナウイ
ロマンチック ラブ コメディ「グッバイ
ルス感染症対策のため19日まで
チャーリー」
公演中止）

なし

（３月26日～29日）

舞台「ボクコネ 〜 ボクはテクノカットより
なし
コネチカット」

※都合により予定が変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

令和２（２０２０）年３月（弥生）劇場案内
劇場名

公演名
（ ）内は公演期間

演

目

主な出演歌舞伎俳優
（順不同･敬称略)

宝塚歌劇 月組公演 （２月10日
～３月４日、新型コロナウイルス感 ミュージカル・ロマン「赤と黒」－原作
染症対策のため２月29日～３月４ スタンダール－
日公演中止）

なし

吉幾三特別公演 （３月９日～22 「どたばた遊侠伝 時代おくれの竜」
日）
「吉幾三オンステージ2020」

なし

京都南座

スーパー歌舞伎II（セカンド） （３
月４日～26日、16日休演、新型コ
「新版オグリ」
ロナウイルス感染症対策のため３
月19日まで公演中止）

猿之助・隼人・門之助・
猿弥・笑也・笑三郎・男
女蔵・新悟・男寅・鷹之
資・玉太郎・福之助・桂
三・寿猿・弘太郎 ほか

大阪松竹座

僕らAぇ！groupがbrakeしそうです
ねん?! （３月４日～29日、19日休
演、新型コロナウイルス感染症対
策のため３月18日まで公演中止）

なし

御園座

新歌舞伎座新開場10周年記念
三月特別企画 前川清×藤山直
「恋の法善寺横丁」
大阪新歌舞伎座 美 （３月１日～28日、新型コロナ
「前川清オン・ステージ」
ウイルス感染症対策のため公演
中止）
（２月29日～３月１日、新型コロナ
ウイルス感染症対策のため公演 「デスノート THE MUSICAL」
中止）
梅田芸術劇場

なし

なし

（３月５日～10日、新型コロナウイ
絢爛豪華 祝祭音楽劇「天保十二年の
ルス感染症対策のため公演中
なし
シェイクスピア」
止）
（３月19日～29日、新型コロナウイ
ミュージカル「ボディガード」日本キャス
ルス感染症対策のため3月19日
なし
ト版
の公演中止）

博多座

市川海老蔵特別公演 （２月26日
～３月１日、新型コロナウイルス感
「羽衣」「ご挨拶」「勧進帳」
染症対策のため２月27日16:00の
部～３月１日公演中止）

海老蔵・右團次・児太郎
ほか

（３月６日～８日、新型コロナウイ
ルス感染症対策のため公演中
止）

なし

「デスノート THE MUSICAL」

※都合により予定が変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

令和２（２０２０）年３月（弥生）劇場案内
令和２（２０２０）年３月巡業日程表（地方公演・勉強会・自主公演等含む）
主な出演歌舞伎俳優
公演名
演 目
日程・会場名
（順不同･敬称略)
1/31～2/2御園座 2/8～9こまつ芸術
劇場うらら 2/10金沢歌劇座 2/14～
市川海老蔵特
海老蔵・右團次・児太郎
「羽衣」「ご挨拶」「勧進帳」
23南座 2/26～3/1博多座（新型コロ
別公演
ほか
ナウイルス感染症対策のため２月27日
16:00の部～３月１日公演中止）
3/10大濠公園能楽堂 3/11宝山ホー
ル（鹿児島県文化センター、新型コロ
ナウイルス感染症対策のため公演中
止） 3/12メディキット県民文化セン
ター（宮崎県立芸術劇場） 演劇ホール
（新型コロナウイルス感染症対策のた
め公演中止） 3/14COOL JAPAN
PARK OSAKA TTホール（新型コロナ
ウイルス感染症対策のため10月24日に
延期） 3/15関内ホール（新型コロナウ
イルス感染症対策のため10月18日に
伝統芸能 華の
右團次・廣松・市川右
「吉原雀」「二人椀久」「連獅子」 延期） 3/16習志野文化ホール（新型
舞
近・九團次 ほか
コロナウイルス感染症対策のため10月
１日に延期） 3/17北とぴあ さくらホー
ル（新型コロナウイルス感染症対策の
ため10月２日に延期） 3/19トークネット
ホール仙台（仙台市民会館、新型コロ
ナウイルス感染症対策のため10月５日
に延期・会場を仙台電力ホールに変
更） 3/24小田原市民会館大ホール
（新型コロナウイルス感染症対策のた
め公演中止） 3/25日本特殊陶業市民
会館ビレッジホール

舞台「この声をき
「この声をきみに～もう一つの物
みに～もう一つ
語～」
の物語～」

3/6～8サンケイホールブリーゼ（大阪
公演、新型コロナウイルス感染症対策
のため公演中止） 3/12～22俳優座劇 尾上右近
場（東京公演、新型コロナウイルス感染
症対策のため３月19日まで公演中止）

※都合により予定が変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

