
事業名 会期 概　　要

N響JAZZ at 芸劇
平成30年8月31日

日本を代表するＮＨＫ交響楽団と当劇場が協力して展開する｢Ｎ
響ジャズ｣シリーズの第4弾です。バーンスタインの弟子として
幅広いく活躍し、注目されているジョン･アクセルロッド指揮に
よる演奏会です。

　会場：コンサートホール

東京芸術劇場 Presents
ブラスウィーク2018

平成30年9月9日、
9月30日、10月6日、
11月29日

国内外で活躍する吹奏楽団の演奏会を中心に開催します。
期間中には、中高生向けワークショップ「楽しい吹奏楽」も開催
します。生徒たちはプロの講師の指導を受けた後、当劇場で
合奏し、演奏する喜びを味わうことができます。

　会場：コンサートホール

若手音楽家による
実験的コンサート
ボンクリ・フェス2018
"Born Creative"
Festival 2018

平成30年9月24日

新しい音楽が満ち溢れるフェスティバル。作曲家である藤倉大を
アーティスティック・ディレクターに迎え、様々な音楽を
（人は生まれながらにして創造的であるという）ボーン･クリ
エイティヴな感性によりシャッフルし、ジャンルを超えた音の祭
典を開催。ワークショップや無料演奏会、スペシャル・コン
サートなどを展開します。平成29年度に初開催し好評を得た
企画の第2回目です。

　会場：コンサートホール他

読響による事業提携
シリーズ
（マーラー交響曲第8番）

平成30年10月3日

読売日本交響楽団との事業提携に基づき開催するコンサー
ト。
毎年、世界的な名声を得る指揮者、ソリストを招聘し、その
個性を活かしたプログラムで構成される本格的な演奏会を行
います。

　会場：コンサートホール

コンサートオペラvol.6
藤倉大／
オペラ『ソラリス』

平成30年10月31日

音楽的に優れたオペラ作品や大規模声楽作品のコンサート形式
での演奏会を開催します。第６回目となる平成30年度は、藤
倉大／オペラ『ソラリス』を日本初演します。

　会場：コンサートホール

エル・システマ・
フェスティバル2018 平成30年12月1日

ベネズエラの青少年音楽教育システム「エル・システマ」を多角
的に紹介するフェスティバル。平成30年度は、12/1のガラコ
ンサートのほかホワイトハンドコーラス、ワークショップなどの開
催を予定しています。
　
　会場：コンサートホール

海外オーケストラシリー
ズ
パリ管弦楽団

平成30年12月16日

クラシック音楽ファンの期待に応え、海外一流オーケストラ
の来日演奏会を開催します。平成30年度は、ハーディング指揮
／パリ管弦楽団及びヴァイオリニストのイザベル･ファウストによ
るコンサートを開催します。

　会場：コンサートホール

東京芸術劇場:音楽(1)

※この内容は平成30年3月7日現在のものです。事業名は変更する場合がございます。会期は予定です。
   詳細は東京芸術劇場広報担当までお問い合わせください。
※東京芸術劇場のコンサートホールは、改修工事のため平成30年5月7日から平成30年7月20日まで一時休室します。

         

         東京芸術劇場 

   〒171-0021 豊島区西池袋1-8-1 

   電話 03-5391-2117（広報直通）  ＦＡＸ 03-5391-2215 

   http://www.geigeki.jp/ 

   ※ 開館時間：9時～22時 

   ※ 休館日：年末年始、保守点検日 

＜お問い合わせ先＞ 



事業名 会期 概　　要

オルガン・ア・ラ・カルト
（クリスマス） 平成30年12月20日

コンサートホールのシンボルである、世界最大級で唯一の回転式
パイプオルガンを活用したクリスマス公演を開催します。楽器
の特徴を生かした季節感のあるプログラム構成で、クリスマス
のひと時をお楽しみいただけます。

  会場：コンサートホール

シアターオペラvol.12
モーツァルト／
歌劇『ドン・ジョヴァンニ』

平成31年1月26日、
27日

指揮に井上道義、演出に世界的ダンサーの森山開次を迎え、
モーツァルト／歌劇『ドン・ジョヴァンニ』を上演します。
他ジャンルの芸術家が演出に取り組むことで、新鮮なアイデ
ア満載のオペラを制作予定です。

　会場：コンサートホール

読響名曲シリーズ
年20回

読売日本交響楽団との事業提携に基づき開催するコンサート
です。

　会場：コンサートホール

コンサートホール
活性化事業 通年

コンサートホールのイメージアップ、劇場全体の賑わいの創出
につながる質の高い公演を提携で実施することにより、当劇
場の発信力を一層高めることを目的にした事業です。ブラン
チ・コンサート・シリーズ等を開催します。
　
　会場：コンサートホール

東京芸術劇場:音楽(2)

※この内容は平成30年3月7日現在のものです。事業名は変更する場合がございます。会期は予定です。
   詳細は東京芸術劇場広報担当までお問い合わせください。
※東京芸術劇場のコンサートホールは、改修工事のため平成30年5月7日から平成30年7月20日まで一時休室します。
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事業名 会期 概　　要

東京芸術劇場・ホリプロ
共催「酒と涙とジキルと
ハイド」

平成30年4月27日～
5月26日

国民的人気脚本・演出家の三谷幸喜による書き下ろし作品とし
て好評を博した作品を再演します。
話題性のある作家、演出家、作品を擁する団体との共催によ
り、劇場の賑わいを創出します。

　会場：プレイハウス

若手提携公演
平成30年4月～9月
（開催日未定）

人気・実力ともに充実し、日本の演劇界を牽引する若手・中
堅劇団との提携公演を行います。
平成30年度は「モダンスイマーズ」「イキウメ」「ハイバイ」「グルー
プる・ばる」が登場します。

　会場：シアターイースト

前川知大作 新作公演
「ゲゲゲの先生へ」

平成30年10月

東京芸術劇場提携公演において優れた作品を上演した「イキウ
メ」の主宰・劇作家・演出家である前川知大を起用します。活躍
の目覚しい劇作家・演出家を迎え、実力派キャストで上演す
ることにより、既存の演劇ファンのみならず、広い観客層に
演劇の魅力を伝えていきます。

　会場：プレイハウス

東京芸術劇場・パルコ共
催公演

平成31年2月～
3月

人気と実力を兼ね備えた作家、演出家を擁する団体との共催
企画による話題性のある作品を上演し、劇場の賑わいを創出し
ます。

　会場：プレイハウス

芸劇 eyes 系事業 平成31年2月～3月

若手劇団の中で特に注目を集めつつある団体と提携し、「芸
劇が注目する才能たち、」のキャッチフレーズで始まったシ
リーズ。平成30年度は、eyes plusシリーズ「いつもと違う、
をプラスする」として、「ブス会」「ベッド＆メイキングス」が登
場予定です。

　会場：シアターイースト

芸劇dance
若手提携公演

平成30年11月19日～
25日
平成31年2月5日～
10日

今後の活躍が期待される振付家やダンスカンパニーのダンス作
品を紹介します。
平成30年度は2団体の作品を上演する予定です。

　会場：シアターイースト
　　　　シアターウエスト

芸劇dance
愛知プロジェクト

平成31年3月
（開催日未定）

愛知芸術劇場との共同企画により、2014年にニューヨークの
カーネギーホールで初演されたダンス・コンサートを上演しま
す。コンサートホールの最高の音の響きと、パリ・オペラ座の
ダンサーによる一流のダンスとを組み合わせ、目と耳で同時
に味わうことのできる贅沢なダンスコンサートです。

　会場：コンサートホール

東京芸術劇場:演劇・舞踊(1)

※この内容は平成30年3月7日現在のものです。事業名は変更する場合がございます。会期は予定です。
   詳細は東京芸術劇場広報担当までお問い合わせください。
※東京芸術劇場のコンサートホールは、改修工事のため平成30年5月7日から平成30年7月20日まで一時休室します。
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事業名 会期 概　　要

TACT/FESTIVAL
（ブランカ･リーほか）
【アーツカウンシル東京
事業】

平成30年6月29日～
7月1日

今回で9回目を迎えるタクト･フェスティバル。今回はフランス
よりブランカ･リー・プロダクションズを迎えて上演するほか、ご家
族で気軽に楽しめるプログラムを用意してお届けします。

　会場：プレイハウス　ほか

藤田貴大　新作公演
「BOAT」
【アーツカウンシル東京
事業】

平成30年7月

2014年のプレイハウス公演「小指の思い出」をきっかけに、
「cocoon」再演、「書を捨てよ町へ出よう」、「ロミオと
ジュリエット」と好評価の作品を当劇場で発信し続け、今後
の活躍が最も期待される若手演出家、マームとジプシーの藤田
貴大が、満を持して新作に挑みます。

　会場：プレイハウス

カミーユ･ボワテル
「MA－間」
【アーツカウンシル東京
事業】

平成30年9月

出身国フランスでも熱い注目を集め、当劇場でもその作品の
いくつかを紹介してきたコンテンポラリー･サーカス界の大い
なる才能、カミーユ･ボワテル。今回の公演では日本の伝統
楽器『笙』の演奏家、そして日本人建築家とのコラボレーションに
よる創作に挑みます。

　会場：シアターイースト

RooTS Vol.6「書を捨てよ
町へ出よう」
【アーツカウンシル東京
事業】

平成30年10月

日本の現代演劇のルーツとも言える1960～80年代の戯曲を、
気鋭の若手・中堅演出家の手で新たに演出し上演するシリー
ズ。今年度は、平成27年度に当企画第3弾として高評価を得た
本作を再上演します。

　会場：シアターイースト

東京芸術祭2018
バック・トゥー・バック・
シアター
【アーツカウンシル東京
事業】

平成30年10月

知的障害を持つ出演者との共同制作で世界的に有名なオースト
ラリアの劇団の招聘公演を行うことで、パラリンピックを迎
える東京から多様性を提示していきます。本作は公共空間に
て上演し、観客と通行人が、日常と非日常の境界を越境する
空間を創造します。

　会場：池袋西口公園

東京芸術祭2018
「野外劇三文オペラ」
【アーツカウンシル東京
事業】

平成30年10月

イタリアを代表する演出家ジョルジオ・バルベリオ・コルセッティ氏
による「野外劇三文オペラ」。出演者は、実力本位のオーディ
ションでコルセッティ氏本人が選出しました。池袋西口公園
を舞台でに行われる＜東京芸術祭2018＞の新しい試みの一つ
にご注目ください。

　会場：池袋西口公園

勅使川原三郎
新作公演
【アーツカウンシル東京
事業】

平成30年11月～12月

日本を代表する世界的なダンサー・振付家の勅使川原三郎氏に
よるフルスケールのコンテンポラリーダンスの創作。各界の第一
線で活躍するアーティストを共演者として迎え、プレイハウ
スでの上演にふさわしい新作を創造します。

　会場：プレイハウス

東京芸術劇場:演劇・舞踊 (2)

※この内容は平成30年3月7日現在のものです。事業名は変更する場合がございます。会期は予定です。
   詳細は東京芸術劇場広報担当までお問い合わせください。
※東京芸術劇場のコンサートホールは、改修工事のため平成30年5月7日から平成30年7月20日まで一時休室します。

         

         東京芸術劇場 

   〒171-0021 豊島区西池袋1-8-1 

   電話 03-5391-2117（広報直通）  ＦＡＸ 03-5391-2215 

   http://www.geigeki.jp/ 

   ※ 開館時間：9時～22時 

   ※ 休館日：年末年始、保守点検日 
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事業名 会期 概　　要

「Le Père -父-」
【アーツカウンシル東京
事業】

平成31年2月

“老い”をテーマに、世界的にヒットした作品、「父」。橋爪功を主
演に迎え、オリジナル版演出家であるフランス人若手気鋭演出
家ラディスラス・ショラーにより、本邦初演として上演します。

　会場：シアターイースト

「自作自演」「朗読東京」
【アーツカウンシル東京
事業】

開催日未定

「自作自演」シリーズでは、小説やエッセイなどを作者自身が舞台
上で読む形式を発展させ、テーマ性のあるリーディング＆トーク
企画に取り組みます。また「朗読東京」シリーズでは、“東京”とい
うテーマでリーディング公演を行い、さらにテーマに沿ったポスト
トークを行うことで、複眼的な切り口によるテーマ考察を観客と共
に掘り下げます。

　会場：シアターイースト

芸劇danceワークショップ
＋発表会
【アーツカウンシル東京
事業】

開催日未定

プロの振付家による作品を、一般のワークショップ参加者に
より上演します。ダンス作品制作を通じて舞台芸術への理解、
一般市民の芸術活動への参加を促すことを目指します。

　会場：未定

東京芸術劇場:演劇・舞踊 (3)

※この内容は平成30年3月7日現在のものです。事業名は変更する場合がございます。会期は予定です。
   詳細は東京芸術劇場広報担当までお問い合わせください。
※東京芸術劇場のコンサートホールは、改修工事のため平成30年5月7日から平成30年7月20日まで一時休室します。
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事業名 会期 概　　要

音楽大学オーケストラ･
フェスティバル

平成30年11月25日、
12月8日、
平成31年3月30日

首都圏9つの音楽大学とミューザ川崎シンフォニーホールと連携
した共同企画です。
３月の公演は、各大学選抜メンバーによる合同オーケストラ
公演で、未来に羽ばたく人材の交流や育成に寄与する機会と
なっています。

　会場：コンサートホールほか

0才から聴こう!!／
4才から聴こう!!
春休みオーケストラ
コンサート

平成31年3月27日

読売日本交響楽団と当劇場が協力して開催しているファミリー向
けのコンサートです。幅広い世代にオーケストラの上質な音に
触れる機会を提供しています。午前中に「0才～」、午後に
「4才～」のコンサートを実施し、家族揃って低料金で鑑賞で
きるファミリー・コンサート企画です。

　会場：コンサートホールほか

都民半額観劇会
平成30年（年4回）
（春、夏、都民の日記
念／秋、冬）

都内の劇場で開催される質の高い作品を低廉な料金で観劇で
きます。東京の芸術鑑賞環境の充実を目指すとともに、将来
の演劇人口の裾野を広げる事業です。

レクチャー
（公演関連、アーツマネ
ジメント）

通年

劇場主催のコンサートや演劇作品の背景などを理解し、鑑賞
をより深く楽しむためのレクチャーや、舞台芸術関係のキャリア
アップなどに役立つセミナー等も開催します。広く一般の方に
舞台芸術に関する関心を持ってもらい、親しんでもらう機会
を提供します。

ワークショップ
（俳優向け、エデュケー
ションほか）

通年

海外から優れた講師を招聘し、俳優やダンサー等を対象にスキ
ルアップを目的としたワークショップや、ファシリテーターやエデュ
ケーターの養成等、様々なワークショップや講座を展開しま
す。

アトリウムの賑わい創造
事業
（地域連携、大道芸等）

通年

劇場前広場やアトリウム等のパブリック・スペースを活用し
て大道芸等のストリート･アートを行い、多くの方々に親しみをもっ
ていただける劇場を目指します。また、地元池袋エリアとの連
携強化のため、地域イベントにも積極的に関わり、支援して
いきます。

劇場ツアー
（バックステージツアーほ
か）

通年

普段なかなか見ることのできない劇場内の見学やスタッフワーク
の体験を通し、舞台芸術の新たな楽しみ方や魅力発見につなが
る機会を提供します。一般の方々に、劇場施設の理解を促進
し、「より身近で親しみのある施設」となることを目的とし
た事業です。

　会場：コンサートホール
　　　　プレイハウス

東京芸術劇場:教育普及、人材育成等(1)

※この内容は平成30年3月7日現在のものです。事業名は変更する場合がございます。会期は予定です。
   詳細は東京芸術劇場広報担当までお問い合わせください。

※東京芸術劇場のコンサートホールは、改修工事のため平成30年5月7日から平成30年7月20日まで一時休室します。
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＜お問い合わせ先＞ 



事業名 会期 概　　要

オルガン・ア・ラ・カルト
（ナイト、ランチ、講座） 通年

世界最大級で唯一の回転式パイプオルガンを持つ当劇場なら
ではの事業として、ランチタイム、ナイトタイムにオルガン・コン
サートを廉価な入場料金で行います。また、聴くだけではな
く楽器や演奏家、楽曲などについての知識を学びたい人を対象
にした講座も開講します。

　会場：コンサートホール

芸劇ウインド・
オーケストラ・アカデミー 通年

国内のプロフェッショナル管打楽器奏者のレベルアップに主眼を
置き、演奏技術のみならず、アウトリーチ活動やキャリア・
アップ・ゼミ等を通して次代を牽引する多角的視野をもつ演
奏家を育成するプロジェクト事業です。

　会場：コンサートホールほか

芸劇ジュニア・
アンサンブル・アカデミー 通年（10日間）

演奏経験のある小・中・高校生を対象とし、読売日本交響楽団
のメンバーが指導にあたるセミナークリニックです。修了時に
は、読売日本交響楽団のメンバーと共に成果発表をします。
　
　会場：リハーサルルームほか

ストリートアーティスト・
アカデミー
【アーツカウンシル東
京事業】

平成30年7月～9月/
平成31年1月～3月
（開催日未定）

ストリートアーティストのためのワークショップ・アカデミー。既に技
術を持つアーティストを対象に「どう見せるか？」「何を見
せるのか？」「心に響く」「おもしろい」といったテーマに
ついて、ディスカッションやワークショップを通し考え、実
践していきます。
　
　　会場：リハーサルルームほか

都民コンサート 平成30年4月～10月
※8月を除く

毎年恒例、４月から10月までの毎週水曜日と金曜日の昼に、日
比谷公園小音楽堂で無料のコンサートを開催します。どなたで
も自由に入場でき、音楽の楽しさを味わえるコンサートで
す。

　会　場：日比谷公園小音楽堂
　吹奏楽：警視庁音楽隊（水曜日）
　　　　　東京消防庁音楽隊（金曜日）

東京芸術劇場:教育普及、人材育成等(2)

※この内容は平成30年3月7日現在のものです。事業名は変更する場合がございます。会期は予定です。
   詳細は東京芸術劇場広報担当までお問い合わせください。
※東京芸術劇場のコンサートホールは、改修工事のため平成30年5月7日から平成30年7月20日まで一時休室します。

        

     東京芸術劇場 

   〒171-0021 豊島区西池袋1-8-1 

   電話 03-5391-2117（広報直通）  ＦＡＸ 03-5391-2215 

   http://www.geigeki.jp/ 

   ※ 開館時間：9時～22時 

   ※ 休館日：年末年始、保守点検日 

＜お問い合わせ先＞ 


