
DECEMBER 2021 ［12月の劇場稼働状況］
DEDECEMBER 2021 

（2021-12/11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 
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TBS赤坂ACTシアター 
www.tbs.co.jp/act

劇場改修のため長期休館

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 Winter Tour 2021
「くるみ割り人形」 

1日～5日

 

・  
16日

 

・  
31日

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

COCOON PRODUCTION 2021「泥人魚」 
6日～29日

東急シアターオーブ 
theatre-orb.com

ミュージカル 
「ハウ・トゥー・サクシード」 

～7日

世田谷パブリックシアター 
setagaya-pt.jp

「彼女を笑う人がいても」 
4日～18日

シアタートラム 
setagaya-pt.jp

「愛するとき 死する
とき」 
～5日

・

俳優座劇場 
www.haiyuzagekijou.co.jp

劇団民藝 
「集金旅行」 

～5日

「令和版‼ そして龍
馬は殺された」 

8日～12日

conSept「GREY」 
16日～26日

PARCO劇場 
stage.parco.jp/

「海王星」 
6日～30日

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

① 
1日～5日

劇団扉座 
「ホテルカリフォルニアー私戯曲　県立厚木高校物語ー」 

7日～19日

②
21
日

松元ヒロ 
「ひとり立ち」 
23日～26日

③
29
日

④
30
日

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

ミュージカル 「ソーホー・シンダーズ」 
～12日

こまつ座「雪やこんこん」 
17日～26日

新国立劇場 オペラパレス 
www.nntt.jac.go.jp

⑤
～ 
1日

ジャコモ・プッチーニ「蝶々夫人」 
5日～12日

新国立劇場バレエ団「くるみ割り人形」 
18日～2022年1月3日

新国立劇場 中劇場 
www.nntt.jac.go.jp ・ ・

新国立劇場 小劇場 
www.nntt.jac.go.jp

「あーぶくたった、にいたった」 
7日～19日 ・

東京グローブ座 
www.tglobe.net

「LUNGS」(A) 
5日～23日

本多劇場 
www.honda-geki.com/ 
honda

ナイロン100℃「イモンドの勝負」 
～12日

梅棒 13th “RE”WORK「風桶」 
17日～30日

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

ミュージカル「蜘蛛女のキス」  
～12日

 
⑥ 
14日

 
・ 
15日

東京芸術劇場  
シアターイースト 
 www.geigeki.jp

NODA・MAP番外公演「THE BEE」 
～12日

 
・ 

17日～19日

「夏の夜の夢」 
22日～26日

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

二兎社「鷗外の怪
談」 
～5日

 
・ 

9日～12日

「華 」 
18日～26日

あうるすぽっと 
 www.owlspot.jp

花組芝居 
｢シャンソマニアⅡ～葵～」 

～5日

⑦ 
10日～12日

劇団東演「マクベス」  
15日～19日

 
・ 

24日～26日

 
・ 
27日

サンシャイン劇場 
 sunshine-theatre.co.jp

タクフェス第9弾「天国」 
1日～12日

 
・ 
19日

 
・ 

22日～26日

東京建物 Brillia HALL　 
    toshima-theatre.jp

宝塚歌劇 宙組   
ブロードウェイ・ミュージカル
「プロミセス、プロミセス」 

～7日

「劇団四季のアンドリュー・ロイド＝ウェ
バー コンサート　～アンマスクド～」 

10日～19日
・

歌舞伎座　 
    www.kabuki-za.co.jp　

「十二月大歌舞伎」 
1日～26日

新橋演舞場　 
    shinbashi-enbujo.co.jp

「舟木一夫特別公演」 
3日～22日

 

・  
22日

 

・  
23日

自由劇場　 
     www.shiki.jp

「ロボット・イン・ザ・ガーデン」 
22日～2022年1月23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」

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

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

令和3年12月文楽公演「仮名手本忠臣蔵」／ 
令和3年12月文楽鑑賞教室 社会人のための文楽鑑賞教室 

「新版歌祭文」 
4日～17日

⑧ 
19
日

⑨ 
21
日

⑩ 
25
日

 
・  
26
日

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

「ABC座 ジャニーズ伝説2021 at IMPERIAL THEATRE」 
7日～21日

日生劇場　 
www.nissaytheatre.or.jp 

「フィスト・オブ・ノーススター～北斗の拳～」 
8日～29日

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

ミュージカル
「GREASE」 

～5日

「ガラスの動物園」 
12日～30日

東京宝塚劇場　 
kageki.hankyu.co.jp 

宝塚歌劇 星組「柳生忍法帖」「モアー・ダンディズム！」 
～26日

天王洲 銀河劇場　 
www.gingeki.jp

舞台「SK∞ エスケーエイト The Stage」  
2日～12日 ・

博品館劇場　 
theater.hakuhinkan.co.jp

・
SHOW ACT☆PARADISE 

THEATER「夜想曲 ノクターン」 
5日～12日

 

・  
13日

 

・ 
20日～22日

よみうり大手町ホール　 
yomi.otemachi-hall.com

・ ミュージカル「ストーリー・オブ・マイ・ライフ」 
13日～25日

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

休館中

明治座　 
www.meijiza.co.jp

DisGOONie 舞台「MOTHERLAND」 
3日～12日

ミュージカル「忍たま乱太郎 
忍術学園学園祭2021」 

17日～23日

 

⑪ 
28日～31日

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

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 

～2022年1月10日

KAAT神奈川芸術劇場  
ホール 
www.kaat.jp 

 

・ 
~3日

 

・ 
17日~19日

｢劇団四季のアンドリ
ュー・ロイド＝ウェ
バー コンサート～ア
ンマスクド～」 
22日～26日

KAAT神奈川芸術劇場  
大スタジオ 
www.kaat.jp

 

・ 
3日~5日

 
⑫  

10日~12日

 

・ 
17日･18日

 

・ 
24日~26日

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

朗読「風の琴」 
（アトリウム） 

～6日

9日~11日
 

・ 
 

・ 
17日･18日

⑬ 11日~12日

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

さいたまゴールド・シアター 
最終公演 「水の駅」 

19日～26日

彩の国さいたま芸術劇場 
小ホール 
www.saf.or.jp/arthall
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①水木英昭プロデュース「眠れぬ夜のライブストーリー～津田英佑芸能生活30周年記念だってよ！～」②らくご＠座「俺のアヅマバシ」③第七六一回 無声映画鑑賞会「第三十三回 澤登翠 
活弁リサイタル」④「第678回紀伊國屋寄席」 ⑤リヒャルト・ワーグナー「ニュルンベルクのマイスタージンガー<新制作>」 ⑥ 林家たい平独演会「25年目の芝浜の会」 ⑦踊る「熊谷拓
明」カンパニー「きみがゆえにわたし」「咲く、白。」 ⑧「第17回 千早会」⑨ 「市馬落語集 ～年忘れ公演～」⑩「第二十四回 紅の会」 ⑪ シン る・ひま オリジナ・るミュージカ・る
「明治座で逆風に帆を張・る！！」 ⑫YPAM2021 Dance Base Yokohama「DaBYパフォーミングアーツ・セレクション」 ⑬YPAM2021 カンパニーデラシネラ「TOGEアトリウム」（アト
リウム）

（A）10月公演の振替

（C）

子どものためのリーディング＋ワークショップ公演
｢ホーム」 
10日~12日

STORY MAGIC 
LIVE「魔法使いの
頭の中 ～願いの 
叶う季節～」 

「アルトゥロ・ウイの興隆」

OrganWorks 
2021-22 
｢ひび割れの 
鼓動」

｢春風亭一之輔独演会 」 

迷宮歌劇「美少年探偵団｣ 
31日～2022年1月10日 

｢BORN 2 
DIE」 
～1日 

アジア芸術文化促進会 
プレビュー公演 王文強の
「変面の世界」

｢JARU JARU  
TOWER 2021 
－愛るしい、きみ－」 
5日～7日 

KAAT DANCE  
SERIES 2021 
｢Le Tambour de soie 
 綾の鼓」

billboard classics 
「SNOOPY Premium Symphonic  

Christmas Concert 2021」

「東急ジルベスターコンサート
2021-2022」

｢アニークリスマスコンサート2021」 
18日・19日

「月に抱かれた日・序章」 
～ガラシャとマリー・アントワネット～ 

10日～12日

30-DELUXE NAGOYA 
「ナナシ2021」 

25日～28日

範宙遊泳 
｢心の声など   
聞こえるか」

新作オリジナル 
ミュージカル 
｢20年後のあなたに 
会いたくて」

｢東西狂言 
in としま」 

演劇集団キャラメル 
ボックス 2021 クリス 
マスツアー ｢サンタク 
ロースが歌ってくれた」

「Mixa Presents CLUB 
8ROCKS #0 スペシャル

トークライブ」

小林紀子バレエ・ 
シアター｢Christmas 
Delight！」  
25日・26日

＊22日は 
サンクスコンサート 「三宅裕司70歳記念落語会」

｢第一回 寿柳流  
寿会」

年忘れ！ 
｢The Beginning」 
振り返りトークショー

 YPAM2021 劇団態変 
「さ迷える愛・序破急」 

三部作一挙上演

YPAM2021  
ヤン・ジェン 
｢Jasmine Town」

YPAM2021  
オル太 
｢生者のくに」 
(中スタジオ) 

タイ語アニメーション「hesheit」（アトリウム） 
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