
国立劇場キャンパスメンバーズ

平成29年5月のご案内
◎以下の公演にキャンパスメンバーズ料金が適用されます。

月 �ジャンル �劇場 �公演日 �開演時間 ��公演名 �キヤンハ○スメン八〇一ス●料金 （カッコ内は一般料金） ��発売開始日 

国 立 劇 場 �5 月 �文楽 �小劇場 �5／13～5／29 �11：00 ��5月文楽公演 第一部r寿柱立万歳／菅原伝授手習鑑／ 豊竹英太夫改め六代豊竹呂太夫襲名披露口上」 �1等席 �3，500円 （7，000円） �発売中 

16：00 ��5月文楽公演 第二部「加賀見山旧錦絵」 

舞踊 �大劇場 �5／27 �14：00 ��5月舞踊公演 「名作歌舞伎舞踊」 �1等A席 �4，100円 （8，200円） �発売中 

6 �邦楽 �小劇場 �6／10 �14：00 ��6月邦楽公演 「日本音楽の流れⅠ一筆－」 �指定席 �2，300円 （4万00円） �発売中 
民俗芸能 �小劇場 �6／24 �13：00 ��6月民俗芸能公演 �指定席 �1，900円 �発売中 

月 ����16 �30 �「高千穂の夜神楽」 ��（3，800円） 

文楽若手会 �小劇場 �6／29 �17 �00 �6月文楽若手会 「寿柱立万歳／菅原伝授手習鑑」 �指定席 �1．300円 （2，600円） �電話5／11 窓口5／12 
6／30 �13 �00 

7 月 �伝統芸能の 魅力 �小劇場 �7／22 �10 �00 �7月伝統芸能の魅力 �指定席 �1，300円 �電話5／11 13 �00 �「大人のための雅楽入門／声明入門」 ��（2．500円） �窓口5／12 

小劇場 �7／23 �10：00 ��7月伝統芸能の魅力 �指定席 �1，300円 �電話5／11 
13：00 ��「親子で楽しむ日本舞踊／邦楽」 ��（2，500円） �窓口5／12 

闊 立 漬 叢 嶋 �5 月 �中席 �演芸場 �5／11～5／20 �13 19日 13：00． �：00 石高 18：00 �5月中席 「真打昇進披露公演」 �指定席 �1，100円 （2，100円） �発売中 

国立名人会 �演芸場 �5／13 �18：00 ��5月国立名人会 春風亭小朝ほか �指定席 �1，600円 （3，100円） �発売中 

花形演芸会 �演芸場 �5／21 �13：00 ��5月花形演芸会 三笑亭夢丸ほか �指定席 �1．000円 （2，000円） �発売中 

特別企画 �演芸場 �5／26～5／28 �13：00 ��5月特別企画公演 「立川流落語会」 �指定席 �1．600円 （3，100円） �発売中 

6 月 �上席 �演芸場 �6／1～6／10 �13：00 9日のみ 13：00．18：00 ��6月上席 �指定席 �1，100円 （2，100円） �電話5／1 窓口5／1 

中席 �演芸場 �6／11～6／20 �13： 一首■■盲 13：00， �00 あ■茅…■叫 18：00 �6月中席 �指定席 �1．100円 （2．100円） �電話5／1 窓口5／1 

特別企画 �演芸場 �6／2 �18：00 ��6月特別企画 「花形演芸会スペシャル～受賞者の会～」 �指定席 �1．600円 （3，100円） �電話5／11 窓口5／12 

花形演芸会 �演芸場 �6／24 �13：00 ��6月花形演芸会 菊地まどかほか �指定席 �1，000円 （2，000円） �電話5／＝ 窓口5／12 

名人会 �演芸場 �6／25 �13：00 ��6月国立名人会 ー龍斎貞水ほか �指定席 �1，600円 （3．100円） �電話5／11 窓口5／12 

国 立 能 楽 �5 月 �定例公演 �能楽堂 �5／10 �13：00 ��5月定例公演 狂言「障狸」井上松次郎（和泉流） 能「藤」朝倉俊樹（宝生流） �脇正面 ・GB席 �1．600円 （3，200円） �発売中 

普及公演 �能楽堂 �5／13 �13：00 ��5月普及公演 解説能楽あんない「世阿弥が『清経』にこめ たもの」天野文雄 狂言「呼声」大蔵弼太郎（大蔵流） 能「清経替之型」浅井文義（観世流） �脇正面 ・GB席 �1．600円 （3，200円） �発売中 

定例公演 �能楽堂 �5／19 �18：30 ��5月定例公演 狂言r大般若」野村萬斎（和泉流） 能「賀茂素働」片山九郎右衛門（観世流） �脇正面 ・GB席 �1，600円 （3，200円） �発売中 

6 �定例公演 �能楽堂 �6／7 �13：00 ��6月定例公演 こ「 �脇正面 �1，600円 �電話5／9 

堂 �������狂言車的牛」茂山茂（大蔵流） 能「雷電」開根知孝（観世流） �・GB席 �（3，200円） �窓口5／10 

普及公演 �能楽堂 �6／10 �13：00 ��6月普及公演 解説能楽あんない「『半蔀』のドラマトウルギ 一一夕顔か、 �脇正面 �1，600円 �電話5／9 
月 ������　巻bの反照－」河添房江 狂言「舟渡筆」野村又三郎（和泉流） 能「半蔀」今井清隆（金剛流） �・GB席 �（3，200円） �窓口5／10 

定例公演 �能楽堂 �6／16 �18：30 ��6月定例公演 狂言「伯養」野村万蔵（和泉流） �脇正面 �1，600円 �電話5／9 

能「班女」栗谷能夫（喜多流） �・GB席 �（3．200円） �窓口5／10 

※鑑賞教室公演は、キャンパスメンバーズ割引対象外です。学生の方は全席1，300円でご覧いただけます。

※電話予約と窓口販売とで発売開始日が異なります。詳細は裏面をご覧ください。

㊨国立劇場東京都千代田区隼町4番1号TEL：03－3265－7411（代表）


