プレス資料
令和 3 年 1 月 18 日
全国の劇場・音楽堂等を支援する
動画配信ポータルサイト「公文協シアターアーカイブス」の開設について
公益社団法人 全国公立文化施設協会

コロナ禍の中、全国の公共ホールの多くが公演や貸出の休止等を余儀なくされるな
どの活動休止の状況が続いています。公益社団法人全国公立文化施設協会（以下略称、
公文協）はこのたび、文化庁の収益力強化事業の一環として、劇場・音楽堂等で実施
される公演等を動画配信するポータルサイト「公文協シアターアーカイブス」を開設
しましたので、お知らせします。
１

名称：「公文協シアターアーカイブス」ポータルサイト

２

配信期間：令和 3 年 1 月 18 日～３月 31 日（※一部作品のぞく）

３

特 徴：
・公立の劇場・音楽堂等の公演等が主な対象。
・芸術文化創造と発展に寄与する公益目的サイト
・同時配信（ライブ）機能装備
・有料配信のための課金機能装備
・高品質 4ｋ画質動画にも対応

https://syueki4.bunka.go.jp

全国からの公募方式により採択した公立の劇場・音楽堂等と芸術文化団体等の公演
や取組を動画配信します。
ジャンルとしては、音楽、演劇、舞踊、伝統芸能、大衆芸能、と広く公募し採択さ
れた１９団体約７８公演作品等を配信します。※作品等については別紙参照
また、他の取組としてバックステージツアー、感染予防対策、人材育成研修会、ワー
クショップ等も紹介していきます。
今、全国の劇場・芸術文化団体等は、コロナ禍の中、従来のスタイルでの公演実施
が難しい状況にあります。今回、公文協は、文化庁の「収益力強化事業」の一環とし
て、劇場・音楽堂等の支援につなげるために、様々なジャンルの公演等を有料・無料
のインターネットライブ配信及び収録・配信を行います。
また、数多くの舞台芸術の公演作品等を幅広く収集しアーカイブ化する事で、将来
に伝える「公文協シアターアーカイブス」として鑑賞と体験の機会の提供及び芸術文
化の創造とその発展に寄与するための支援サイトです。
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サイトロゴ

『 公 ⽂ 協 シ ア タ ー ア ー カ イ ブ ス 』 1⽉ 18⽇ （ ⽉ ） 現 在 の 掲 載 作 品

本⼭秀毅×びわ湖ホール声楽アンサンブル マタイ受難曲
（公益財団法⼈びわ湖芸術⽂化財団）

⾳楽との出会いⅥ 篠﨑史⼦＆篠﨑和⼦デュオ・リサイタル
（⼀般財団法⼈みはら⽂化芸術財団）

河村尚⼦ピアノ・リサイタル
（⼀般財団法⼈みはら⽂化芸術財団）

ポポロ・ジュニアスウィング・オーケストラ PJO ライブ
（⼀般財団法⼈みはら⽂化芸術財団）

WEB企画「ようこそベートーヴェン／ベートーヴェン映像トラベル」
（公益財団法⼈福井県⽂化振興事業団）

公演来場者向け案内動画「ご来場のお客様へ（お願い）」
（公益財団法⼈福井県⽂化振興事業団）

動画配信事業「ベートーヴェンの室内楽〜楽聖が愛した響き〜」
（公益財団法⼈福井県⽂化振興事業団）
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団体別集録公演等一覧（予定）

団体名
1

2

3

4

5

6

7

アオイスタジオ株式会社

公益財団法人いばらき文化振興財団

公益財団法人岩手県文化振興事業団

公益財団法人大田区文化振興協会

公益財団法人かすがい市民文化財団

公益財団法人神奈川芸術文化財団

特定非営利活動法人
国際舞台芸術交流センター

作品

会場

海援隊 50 周年記念 Live

二本松市民会館/やまと芸術文化ホール

BBBB&StarLights スペシャルコラボレーション

やまと芸術文化ホール

トリオカルディア コンサート

所沢市民文化センター ミューズ
アークホール

堀江美都子 デビュー50 周年記念コンサート

亀戸文化センター

水木一郎・堀江美都子 アニソンライブ

亀戸文化センター

いばらき未来の音楽家育成事業
「いばらき MUSIC デリバリーVol.1」

茨城県立県民文化センター
（ザ・ヒロサワ・シティ会館）

いばらき未来の音楽家育成事業
「いばらき MUSIC デリバリーVol.2」

茨城県立県民文化センター
（ザ・ヒロサワ・シティ会館）

いわて JAZZ2020 エキサイティング・ビッグバン
ド

岩手県民会館中ホール

第 17 回「岩手の民謡をたずねて」

岩手県民会館大ホール

第３回「いわてジュニアオーケストラ・サミット」

岩手県民会館中ホール

「ざ・CLASSIC2021」特別演奏会

岩手県民会館中ホール

第６回「いわて吹奏楽祭」

岩手県民会館大ホール

震災復興祈念「未来へ向かって」

奥州市文化会館大ホール(予定） 他

第 15 回、第 16 回「岩手の民謡をたずねて」総集編

岩手県民会館大ホール

「いわて JAZZ スペシャル・バンド」2017～
2019 総集編

岩手県民会館大ホール

「いわて吹奏楽祭」第 3 回～第 5 回総集編

岩手県民会館大ホール

馬込文士村演劇祭 2020 映像編

大田区内各所

アプリコお昼のピアノガラコンサート in Winter
2 台ピアノによるア・ラ・カルトなピアノ協奏曲の
世界 Part.Ⅱ

大田区民ホール・アプリコ 大ホール

おおた和の祭典特別動画 《伝統をつなぐ心》①大
田区在住の人間国宝 ～筝曲家 米川文子～

大田区民プラザ

おおた和の祭典特別動画 《伝統をつなぐ心》②大
田区在住の人間国宝 ～美術刀剣研磨 本阿弥光州
～

大田区民プラザ

おおた和の祭典特別動画 《伝統をつなぐ心》③大
田区在住の人間国宝 ～歌舞伎太夫 竹本葵太夫～

大田区民プラザ

演劇 x 自分史 第 3 弾公演「春よ恋」

春日井市民会館、文化フォーラム春日
井、その他

演劇 x 自分史 第 2 弾公演「旅旅（ふたたび）」

文化フォーラム春日井・視聴覚ホール

生で聴く”のだめカンタービレ”の音楽会

春日井市民会館

古関裕而コンサート「わがまち春日井」

春日井市民会館

Toshi 伝説 一柳慧芸術総監督就任 20 周年記念
「共鳴空間（レゾナントスペース）」

神奈川県民ホール

KAATｘ東京デスロック『外地の三人姉妹』

KAAT 神奈川芸術劇場大スタジオ

KAAT 舞台技術講座 2020

KAAT 神奈川芸術劇場大スタジオ

TPAM2021 配信事業『マニラ・ズー（ワーク・イ
ン・パンデミック）』関連作品『ユア・ハイネス』

Frankfurt LAB, Frankfurt am Main
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9
10

11

12

13

14

15

株式会社 JTB コミュニケーションデザイン
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日本センチュリー交響楽団＆野村誠
ポストワークショップ作品集

豊中市立文化芸術センター中ホール
（アクア文化ホール）

日本センチュリー交響楽団＆野村誠
ポストワークショップ インタビュー編

豊中市立文化芸術センター

公益財団法人
新日本フィルハーモニー交響楽団

映画音楽＆クラシック
～誰もが知っているあのメロディー

川口総合文化センターリリア

一般財団法人ちりゅう芸術創造協会

パティオ登録アーティストによる
「ワンコイン ア・ラ・カルト Vol.2」

知立市文化会館（パティオ池鯉鮒）
かきつばたホール

地域にねざした劇場の取組配信事業
「立体パノラマ絵草紙『おさき玉城恋の八橋』」

知立市文化会館（パティオ池鯉鮒）
かきつばたホール

清塚信也 meets Beethoven

東京芸術劇場 コンサートホール

劇場案内＜裏方目線＞vol.3 コンサートホール①

東京芸術劇場 コンサートホール

劇場案内＜裏方目線＞vol.4 コンサートホール②

東京芸術劇場 コンサートホール

【超絶サウンド！芸劇オルガン】J.S.バッハ：
前奏曲とフーガ ロ短調 BWV544

東京芸術劇場 コンサートホール

【超絶サウンド！芸劇オルガン】L.ボエルマン：
『ゴシック組曲 Op.25』よりⅣ.「トッカータ」

東京芸術劇場 コンサートホール

シアター・コーディネーター養成講座
＜劇場ツアー編＞ 第 1 回「東京芸術劇場の歴史」

東京芸術劇場内 会議室

プロフェッショナル人材養成研修
劇場を考えるシリーズ＜東京芸術劇場編＞
第 3 回「演劇公演のプロデュース」

東京芸術劇場内 会議室

シアター・コーディネーター養成講座＜劇場ツアー
編＞第 6 回「コンサートホールのマネジメント」

東京芸術劇場内 会議室

第 18 回東京音楽コンクール 優勝者＆最高位入賞者
コンサート

東京文化会館 大ホール

はじめましてクラシック
～ヴァイオリン＆チェロ＆ピアノ～

東京文化会館 小ホール

東京音楽コンクール入賞者による フランス音楽へ
の誘い～L'invitation à la musique Français～

東京文化会館 小ホール

東京文化会館 VR バックステージツアー

東京文化会館

東京文化会館ミュージック・ワークショップ
「リズミカル・キッチン」

東京文化会館 リハーサル室

オペラ BOX「アマールと夜の訪問者」

東京文化会館 小ホール

舞台芸術創造事業
集」

東京文化会館 小ホール

公益財団法人東京都歴史文化財団
東京芸術劇場

公益財団法人東京都歴史文化財団
東京文化会館

一般財団法人長野市文化芸術振興財団

公益財団法人日本オペラ振興会

公益財団法人 日本舞台芸術振興会

歌劇「ヴォルフ イタリア歌曲

上條頌 Live in Nagano Special

長野市芸術館アクトスペース

加藤昌則のぶっとび！クラシック サテライト講座

長野市芸術館リサイタルホール

ロッシーニの「音楽と食のコンサート

テアトロ・ジーリオ・ショウワ

藤原歌劇団公演オペラ「ランスへの旅」

新国立劇場オペラパレス

東京バレエ団「ニューイヤー祝祭ガラ」

東京文化会館

東京バレエ団「ドン・キホーテ」

東京文化会館

東京バレエ団 子どものためのバレエ
「ねむれる森の美女」

東京文化会館

東京バレエ団 The Tour Story
（ザ・ツアー・ストーリー）

実施場所：ポーランド（ウッチ大劇
場）・オーストリア（ウィーン国立歌劇
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場）・イタリア（ミラノ・スカラ座・カ
ラカラ野外劇場・ネルヴィ野外劇場）
16

17

18

公益財団法人びわ湖芸術文化財団

公益財団法人福井県文化振興事業団

一般財団法人みはら文化芸術財団

本⼭秀毅×びわ湖ホール声楽アンサンブル
マタイ受難曲

びわ湖ホール大ホール

びわ湖ホール ジルヴェスターコンサート
2020-2021

びわ湖ホール大ホール

びわ湖ホール オペラへの招待モーツァルト作曲
歌劇『魔笛』

びわ湖ホール中ホール

WEB 企画「ようこそベートーヴェン／ベートーヴ
ェン映像トラベル」
公演来場者向け案内動画
「ご来場のお客様へ（お願い）」

福井県立音楽堂「ハーモニーホールふく
い」
大ホール

動画配信事業
「ベートーヴェンの室内楽～楽聖が愛した響き～」

福井県立音楽堂「ハーモニーホールふく
い」
大ホール

音楽の TOBIRA 天翔 新春の調べ

三原市芸術文化センター ポポロ

ポポロでバッハを弾く マーティン・スタンツェラ
イト 無伴奏チェロ・リサイタル

三原市芸術文化センター ポポロ

河村尚子ピアノ・リサイタル

三原市芸術文化センター ポポロ

音楽との出会いⅥ
篠﨑史子＆篠﨑和子デュオ・リサイタル

三原市芸術文化センター ポポロ

ポポロ・ジュニアスウィング・オーケストラ
ライブ
やっさだるマンと学ぼう
ポポロ
隊

19

公益財団法人横浜市芸術文化振興財団

PJO

公演鑑賞マナーガイド

バックステージツアー オンライ ン探検

三原市芸術文化センター ポポロ
三原市芸術文化センター ポポロ
三原市芸術文化センター ポポロ

やっさだるマンと見に行こう！
ポポロ冬の祭り ウィンターイルミネーション
2020

三原市芸術文化センター ポポロ

横浜みなとみらいホール
ジルヴェスターコンサート 2020

横浜みなとみらいホール 大ホール

Queen's Square YOKOHAMA Christmas Tree
Celebration クリスマス パイプオルガン コンサー
ト ★パイプオルガン Lucy の Best gift★

横浜みなとみらいホール 大ホール

次世代インクルージョン・コンサート
「きこえる色 みえる音」

横浜赤レンガ倉庫１号館 3 階ホール

