
OCTOBER 2021 ［10月の劇場稼働状況］
OCTOBER 2021 

（2021-10/7更新）　
公演実施 無観客上演 延期 一部中止 

延期
中止 ©THE WORLD THATRE CALENDAR during COVID-19 無断転載禁止 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
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TBS赤坂ACTシアター 
www.tbs.co.jp/act

劇団☆新感線 いのうえ歌舞伎「狐晴明九尾狩」 
～17日

ミュージカル「ドン・ジュアン」 
21日～11月6日

Bunkamura  
オーチャードホール 
www.bunkamura.co.jp

熊川哲也 Kバレエ 
カンパニー 
「シンデレラ」 
7日～10日

Bunkamura  
シアターコクーン 
www.bunkamura.co.jp

ミュージカル「October Sky ‐遠い空の向こうに‐」 
6日～24日

東急シアターオーブ 
theatre-orb.com

「オリバー！」 
9月30日～11月7日（9/30～10/6プレビュー）

世田谷パブリックシアター 
setagaya-pt.jp

｢フィアース
5」 

9日～11日
・

シアタートラム 
setagaya-pt.jp ・

iaku 
｢フタマツヅキ」
28日～11月７日

俳優座劇場 
www.haiyuzagekijou.co.jp

｢御手洗 
さん」 
～3日

劇団朋友「世界の果
てのこどもたち」 

6日～10日

オフィス３５「浜辺の朝 
～俺たちのそれから～」 

12日～17日

劇団１９８０ 
「いちばん小さな町」 

20日～26日

PARCO劇場 
stage.parco.jp/

「Birdland」 
～3日

「ジュリアス・シーザー」 
10日～31日

紀伊國屋ホール 
www.kinokuniya.co.jp/ 
c/store/hall 

劇団鹿殺し 活動20周年記念公演 
「キルミーアゲイン'21」 

～10日

 

・  
25日

トム・プロジェクト  
プロデュース 
「にんげん日記」 

27日～31日

紀伊國屋サザンシアター 
www.kinokuniya.co.jp/ 
c/store/theatre

｢RUST RAIN 
FISH」 
～3日

「HELI-X Ⅱ～アンモナイトシンドローム 」 
7日～17日

音楽劇「キセキ─あの日のソビト─」 
22日～11月7日

新国立劇場 オペラパレス 
www.nntt.jac.go.jp

ジョアキーノ・ロッシーニ「チェネレントラ<新制作>」 
1日～13日

新国立劇場バレエ団 
「白鳥の湖<新制作>」 

23日～11月3日

新国立劇場 中劇場 
www.nntt.jac.go.jp

① 
1日•2日

② 
4日～6日

③ 
8日～11日

④ 
16日•17日

⑤ 
21日～25日

⑥ 
29日～11月7日

新国立劇場 小劇場 
www.nntt.jac.go.jp

⑦ 
～3日

舞台「２つの「ヒ」キゲキ」 
7日～14日

新国立劇場演劇研修所 
第15期生試演会 
「七本の色鉛筆」 

19日～24日

・

東京グローブ座 
www.tglobe.net

「LUNGS」（C） 
10日～31日

本多劇場 
www.honda-geki.com/ 
honda

 Musical「HOPE」 
1日～17日

「いのち知らず」 
22日～11月14日

東京芸術劇場  
   プレイハウス  
   www.geigeki.jp 

｢ブライトン 
・ビーチ 
       回顧録」 
～3日

特別上映会｢太陽劇団
シネマアンソロジー」 
（A） 6日～10日

⑧ 
15日～17日

太陽劇団来日公演 「金夢島 L’ÎLE D’OR　
KANEMU-JIMA(仮題)」 

19日～28日

⑨ 
31
日

東京芸術劇場  
シアターイースト 
 www.geigeki.jp

⑩ 
～3日

ロロ「Every Body feat.  
フランケンシュタイン」 

9日～17日

東京芸術劇場  
   シアターウエスト 
   www.geigeki.jp

 
・ 
～3日

劇団文化座「子供の時間」   
8日～17日

⑪ 
18
日

⑫ 
22日～24日

音楽劇 
「百夜車」 
29日～ 
11月2日

あうるすぽっと 
 www.owlspot.jp

⑬ 
3日

神田阿久鯉・神田伯山
連続読み 

｢慶安太平記｣通し公演 
５日～９日

⑭
10
日

おどるシェイク
スピア「FESTƎ 
～十二夜～」 
14日～17日

⑮ 
22日～24日

｢柳家三三 
三夜×三席」 
26日～28日

サンシャイン劇場 
 sunshine-theatre.co.jp

改装により3/1より休業

東京建物 Brillia HALL　 
    toshima-theatre.jp

 
・ 
2日

ミュージカル「マドモアゼル・モーツァルト」 
10日～31日

歌舞伎座　 
    www.kabuki-za.co.jp　

「十月大歌舞伎」 
2日～27日

新橋演舞場　 
    shinbashi-enbujo.co.jp

「花柳章太郎追悼 十月新派特別公演」 
2日～25日

自由劇場　 
     www.shiki.jp

浅利演出事務所主催公演 
「ユタと不思議な仲間たち」 

22日～11月14日

電通四季劇場［海］　 
     www.shiki.jp

劇団四季「アラジン」

JR東日本四季劇場［春］　 
   www.shiki.jp

劇団四季「アナと雪の女王」

有明四季劇場 
   www.shiki.jp

劇団四季 
「ライオンキング」 

１日～5日
(D)

劇団四季 
「ライオンキング」 
7日～ロングラン

JR東日本四季劇場［秋］ 
　 www.shiki.jp　

劇団四季「オペラ座の怪人」

国立劇場［大劇場］ 
www.ntj.jac.go.jp/kokuritsu

⑪ 令和3年10月歌舞伎公演「通し狂言 伊勢音頭恋寝刃」 
2日～26日

国立劇場［小劇場］ 
www.ntj.jac.go.jp/kokuritsu

⑯ 
1日

⑰ 
2日

 

・  
3日

⑱ 
9日

⑲ 
14
日

⑳ 
16
日

㉑ 
17
日

 

・  
18日

帝国劇場　 
www.toho.co.jp/stage/teigeki/
index.php

ミュージカル「ナイツ･テイルー騎士物語ー」 
6日～11月7日

日生劇場　 
www.nissaytheatre.or.jp 

ミュージカル「ニュージーズ」 
9日～30日

シアタークリエ　 
www.toho.co.jp/stage/theatre_crea 

ミュージカル 
｢ドッグファイト｣ 

～4日

プレミア音楽朗読劇 
「VOICARIONXIII　女王がいた客室」 

7日～14日

「Home, I'mDarling～愛しのマイホーム～」 
20日～11月7日

東京宝塚劇場　 
kageki.hankyu.co.jp 

宝塚歌劇 雪組「CITY HUNTER」－盗まれたXYZ－ 「Fire Fever!」 
2日～11月14日

天王洲 銀河劇場　 
www.gingeki.jp

「バクマン。」THE STAGE  
8日～17日

「血界戦線」Blitz Along Alone  
22日～31日

博品館劇場　 
theater.hakuhinkan.co.jp

㉒ 
~3日

ENTERTAINMENT SUPER 
DANCE THEATER 
｢ODYSSEY 2021｣ 

6日～13日

｢ATTENDA
NT “X”｣ 
22日～24日

「グッドピープル 
GOOD PEOPLE」 

27日～31日

よみうり大手町ホール　 
yomi.otemachi-hall.com

「文豪ストレイドッグス 

太宰、中也、十五歳」 
5日～12日

「五番目のサリー」  
21日～30日

三越劇場　 
mitsukoshi.mistore.jp/bunka/
theater/ 

休館中

明治座　 
www.meijiza.co.jp

ももクロ一座特別
公演「CHANGE 
THE FUTURE」
（B）～4日

「令和千本桜～義経と弁慶／ 
コロッケものまねオンステージ2021」 

9日～21日

 

・ 
28日～11月7日

IHIステージアラウンド 
東京　 
www.tbs.co.jp/stagearound/

・

KAAT神奈川芸術劇場  
ホール 
www.kaat.jp 

望海風斗CONCERT
「SPERO」 

～5日
・

MANKAI STAGE「A3!」
Troupe LIVE 

～SUMMER 2021～ 
26日～31日

KAAT神奈川芸術劇場  
大スタジオ 
www.kaat.jp

 

・ 
~3日

「奈落」 
23日•24日

劇団た組 
「ぽに」 

28日～11月17日

KAAT神奈川芸術劇場　 
中スタジオ・小スタジオ 
www.kaat.jp

彩の国さいたま芸術劇場  
大ホール　 
www.saf.or.jp/arthall

 
・ 
1日・2日

彩の国さいたま芸術劇場 
小ホール 
www.saf.or.jp/arthall

 

・  
23日

OCTOBER 2021 
［10月の劇場稼働状況］
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①「山里亮太の140」 ②「スジナシシアターVol.14　in新国立劇場」 ③前進座「一万石の恋　裏長屋騒動記　愛の仮名手本篇」 ④新国立劇場バレエ研修所「バレエ・オータムコンサート
2021」 ⑤「春風外伝2021」 ⑥ ミュージカル「オープニングナイト」 ⑦超青春合唱コメディ「SING！！！」 ⑧「野外劇 ロミオとジュリエット イン プレイハウス」 ⑨「春風亭小朝 秋の
会 」 ⑩アンカル「昼下がりの思春期たちは漂う狼のようだ」 ⑪「林家たけ平 独演会 その17節 」 ⑫きたまり/KIKIKIKIKIKI「老花夜想（ノクターン）」 ⑬「能でよむ～漱石と八雲～」　 
⑭｢奈々福の、惚れるひと。」 ⑮ Baobab「ジャングル・コンクリート・ジャングル」 ⑯「藤間公珠の会」 ⑰「心の会」 ⑱令和3年10月邦楽公演「日本音楽の流れⅣ ― 笛・尺八 ―」  ⑲
｢第2回 龍巳の會」 ⑳「とどけ明日へ 未来へつなぐ日本舞踊公演」 ㉑「菊壽二人会」 ㉒BROADWAY MUSICAL「Glory Days／グローリー・デイズ」
（A）来日中止によりドキュメンタリー映画上映へ （B）9/9新型コロナウイルス感染症の拡大状況を受け延期 （C）出演の谷村美月が持病の呼吸器疾患を起因とするパニック障害を発症、
降板のため(10/6発表)　(D）東京公演の出演者1名が発熱のため。PCR検査の結果は陰性で翌日から再開。(10/6発表)

（C）

劇団ホチキス 
｢シカバネ 
アイズ」 

舞台「擾乱 THE 
PRINCESS OF SNOW 

AND BLOOD ～陽いづる
雪月花編～」

劇団銅鑼 
｢花火鳴らそか ひらひら振ろか」

日仏国際共同制作ダンス公演
｢ゴールドシャワー」 
15日～17日

SACミュージカル 
｢怒羅吸羅」 
9日・10日

「第676回紀伊國屋寄席」

｢トコイリヤ RYOKI to AI 
vol.7」バレエ「御佩劍」 

31日

岩井秀人（WARE） 
プロデュース「いきなり
本読み！in 東京建物 
Brillia HALL」  

｢第20回  
端唄花季会」

「藤間勘濤りさいたる／藤濤会」

ディノアライブ・プレミアム「タイムダイバー｣ 
2021 MESOZOIC ODYSSEY 中生代への旅 

29日～2022年1月10日

「 Noism Company Niigata×小林十市　 
A  JOURNEY～記憶の中の記憶へ」 

16日・17日

theater 045 syndicate
「ヨコハマ・ヤタロウ   
～望郷篇～」

彩の国さいたま寄席 四季彩亭 
「柳亭市馬と精鋭若手落語会 ｣
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