
 

平成３０年７月２４日 

 

平成 30 年度戦略的芸術文化創造推進事業「高校生ニッポン文化大使 2018」の実施  

～高校生の文化大使募集！～ 

 

 

 
 

文化庁では，2020 年東京大会に向けて，次代を担う高校生が日本の文化への理解を深め，新たな魅 

力を世界へ発信する文化プログラムを実施します。 

「高校生ニッポン文化大使 2018」において，「文化大使」が発信するテーマは「縄文」です。 

現在，フランスで開催されている「ジャポニスム 2018」の期間中に「文化大使」が日本文化をアピー 

ルするためにパリを訪れ，パリの高校生たちとも交流します。 

 

記 

１．事業名 

高校生ニッポン文化大使 2018 

英語名称：High School Student Ambassador of NIPPON Culture 2018 

 
２．主催   

主催：文化庁，朝日新聞社 

共催：独立行政法人国際交流基金 

協力：外務省，東京国立博物館等  

 

３．今後のスケジュール等 

（1）参加高校生募集 ※「別紙 1」参照 

   募集期間：1次締切り 2018 年 7 月 31 日（火） 

        2 次締切り 2018 年 8 月 14 日（火） 

募集人数：高校生 12 名 

募集要項：「別紙 2」参照 

※詳細は朝日新聞デジタル内の特設ホームページ （http://www.asahi.com/ad/ambassador）

を参照ください。 

 

（2）研修，発表・大使任命式 

＜研修＞ 

開催日：2018 年 8月 25 日（土）～8月 27日（月） 

＜発表会・大使任命式＞ 

開催日：2018 年 8月 28 日（火） 

場所：東京国立博物館等 

 文化庁では，2020 年に向けた取組の一環として，次代の日本文化を継承・創造する高校生が，研

修プログラムを通して日本文化への理解を深め，日本文化の伝道師としてその魅力を世界に発信する

「高校生ニッポン文化大使 2018」を実施しますのでお知らせいたします。 



４．問合せ先 

高校生ニッポン文化大使 2018 事務局（朝日カルチャーセンター内） 

TEL：03-6851-4697（平日 10:00～17:00，8月 11 日（土）～8月 16日（木）は休業） 

 

５．備考 

・本事業は「平成 30 年度戦略的芸術文化創造推進事業」による文化庁委託事業です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【担当】 

文化庁文化部芸術文化課 

新文化芸術創造活動推進室 

担 当：増田，桒田 

電 話：03-5253-4111（代表）（内線 3108） 

ＦＡＸ：03-6734-4857 



高校生ニッポン文化大使 2018 / High School Student Ambassador of NIPPON Culture 2018

国宝  火焰型土器
新潟県十日町市 笹山遺跡出土
新潟・十日町市蔵
（十日町市博物館保管）

平成30年度文化庁戦略的芸術文化創造推進事業

■主催：文化庁、朝日新聞社　■共催：独立行政法人国際交流基金　■協力：東京国立博物館など

東京国立博物館で特別展
『縄文－1万年の美の鼓動』

開催中！！
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別紙1



　　　　　 8月25日（土）13時集合～28日（火）14時解散
3泊4日、東京都内で宿泊します。東京国立博物館などで研修を受け、最終日
に発表を行います。

　　　　   11月15日（木）～19日（月）の4泊5日を予定。
「縄文展」の開かれているパリ日本文化会館で、フランスの高校生らに「縄文
の魅力」をプレゼンテーションします。他にも文化交流活動を行います。

パリの高校生らに縄文の魅力を伝えるプレゼンテーションを行います。
審査を経て、パリに派遣される3人を決めます。

活動期間

高校生ニッポン文化大使 2018 / 募集概要

概要は以下の通りです。（変更の可能性もあります）

❶高校生であること。
❷8月25日から28日の3泊4日、都内の博物館などで行われる研修、発表・
審査に参加できること。
❸11月15日から19日の4泊5日、フランス・パリの派遣に参加できること。
❹応募にあたり、保護者の承諾を得ていること。
❺応募にあたり、学校の承諾を得ていること。
❻応募にあたり、知的財産権・個人情報及び肖像権に関わる取扱い（公式サイト
参照）に同意していること。

応募資格

「伝えたい縄文の魅力」と題した作文をメールに添付してお送りください。
詳しくは以下の公式サイトをご確認いただき、ご応募ください。

応募方法

●1次募集締切は2018年7月31日（火）　
●2次募集締切は2018年8月14日（火）

募集期間

作文と書類選考により、参加者を決定します。
参加者の決定

1次募集は2018年8月3日（金）、2次募集は2018年8月17日（金）までに
選考結果をメールで通知します。

結果通知

高校生12名（うち3人がパリに派遣）
募集人数

無料。活動に伴う交通費、宿泊費は主催者が負担します。
参加料

以下の条件全てを満たしていること。

TEL 03-6851-4697 E-mail project2@asahiculture.com（平日10：00～17：00 / 8月11日から16日は休み）

『高校生ニッポン文化大使2018』 事務局（朝日カルチャーセンター内）お問い合わせ先

高校生ニッポン文化大使 2018 / High School Student Ambassador of NIPPON Culture 2018

フランスへ行こう！
ニッポンの魅力を発信するのは高校生のあなただ！
高校生を対象に日本の「文化大使」を公募し、フランスで日本文化の魅力を発信してもらうプロジェクトです。作文などの審査を経て選抜された
12人の高校生は都内で3泊4日の研修と発表を行い、「文化大使」に任命されます。その中から3人を選び、フランス・パリに派遣します。 
「文化大使」が発信するテーマは「縄文」です。今年7月から9月まで、東京・上野の東京国立博物館では「縄文展」が開かれています。縄文は
日本美の原点とも言われます。その魅力を海外でも知ってもらおうと同展はフランス・パリにも巡回します。フランスでは来年2月まで日本文化の
魅力を紹介する大規模な文化芸術イベント「ジャポニスム2018」が開かれており、「縄文展」はその中心的展覧会のひとつです。パリの
「縄文展」に「文化大使」が訪れ、「縄文」の魅力をフランスの高校生らに伝えます。
応募には「伝えたい縄文の魅力」というテーマの作文などが必要です。交通費、宿泊費などは主催者が負担します。

高校生ニッポン文化大使2018
公式サイト▶ http://www.asahi.com/ad/ambassador/パリ派遣

研修・発表

〈研修〉8月25日（土）～27日（月）

〈発表〉8月28日（火）

●作文発表とアドバイス　●「縄文展」鑑賞ツアーとレクチャー　
●フィールドワーク　●グループワーク　
●プレゼンテーション研修　●プレゼンテーション資料作り
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～平成 30 年度 戦略的芸術文化創造推進事業～ 

『高校生ニッポン文化大使 2018』 

募集要項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主催：文化庁，朝日新聞社 

  



『高校生ニッポン文化大使 2018』 

高校生の文化大使募集要項 

 

１）事業目的 

文化庁，並びに朝日新聞社では，「文化の祭典」でもある東京オリンピック･パラリン

ピック競技大会に向けて，日本文化を学び，世界へ発信する高校生の文化大使を募集

します。次代の日本文化を継承・創造する高校生が研修プログラムを通して，日本文

化への理解を深め，新たな魅力を世界へ発信するプロジェクトで，昨年度に続き，２

回目です。今年度は作文などの審査を経て選抜された１２人の高校生が都内での研修

を受け，「文化大使」に任命されます。更に研修成果の発表・審査を経て，３人がフ

ランス・パリに派遣されます。 

昨年度のテーマはジャポニスムの象徴的存在の「北斎」でした。今回は日本美の原点

とも言われる「縄文」がテーマです。今年７月から９月まで，東京・上野の東京国立

博物館では「縄文展」が開かれています。その魅力を海外でも知ってもらおうと同展

はフランス・パリにも巡回します。今年７月から来年２月まで“世界にまだ知られて

いない日本文化の魅力”を紹介する大規模な文化芸術イベント「ジャポニスム 2018」

が開かれており，「縄文展」はその中心的展覧会のひとつです。この会期中に「文化

大使」がパリを訪れ，「縄文」の魅力を発信するとともににパリの高校生らとも交流

します。 

 

２） 主催者・事務局 

主催： 文化庁，朝日新聞社 

事務局： 朝日カルチャーセンター（〒163-0210 新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友 10F）  

 

３） 募集人数  

高校生 12名 

 

４） 参加料 

無料（活動に伴う交通費，宿泊費は主催者が負担します） 

 

５） 活動概要 

(ア)研修（２０１８年８月２５日～２７日），発表・審査（２０１８年８月２８日）＝

東京都内で３泊４日 

(イ)パリ派遣（２０１８年１１月１５日～１９日）＝パリで４泊５日 

 

６） 応募資格 



以下の条件全てを満たしていること。 

(ア)高校生であること。 

(イ)２０１８年８月２５日から２８日の３泊４日，都内の博物館などで行われる研修

，発表・審査に参加できること。 

(ウ)２０１８年１１月１５日から１９日の４泊５日，フランス・パリの派遣に参加で

きること。 

(エ)応募にあたり，保護者の承諾を得ていること。 

(オ)応募にあたり，学校の承諾を得ていること。 

(カ)応募にあたり，知的財産権・個人情報及び肖像権に関わる取扱いに同意している

こと。 

 

７） 応募方法 

(ア) 以下①から⑬の必要事項をメールでお送りください。メールアドレスは

（project2@asahiculture.com）です。メールの題名には「高校生ニッポン文化

大使応募」とお書きください。 

① 氏名 

② 氏名（フリガナ） 

③ 性別 

④ 学校名 

⑤ 学年 

⑥ 生年月日 

⑦ 住所 

⑧ 保護者氏名 

⑨ 学校の担任氏名 

⑩ メールアドレス 

⑪ 電話番号 

⑫ 応募理由（200 字以内） 

⑬ 自己アピール（200 字以内） 

（イ）応募には作文が必要です。メールに「伝えたい縄文の魅力」と題した作文（ワ

ードでＡ４サイズ１枚）を添付してください。参考画像の添付も可能です（１

ＭＢまで）。 

 

８） 募集期間 

１次締め切り２０１８年７月３１日 

２次締め切り２０１８年８月１４日 

 



９） 参加者の決定 

作文などを参考に参加者を決定します。 

選考理由等のお問合せには対応しかねます。予め御了承ください。 

 

１０）結果通知 

１次締め切り（２０１８年７月３１日）の結果通知は８月３日 

２次締め切り（２０１８年８月１４日）の結果通知は８月１７日 

結果を応募者全員にメールで通知します。 

 

１１）知的財産権・個人情報及び肖像権に関わる取扱いについて 

① 知的財産権について 

(ア)本プログラムによって生まれた研究成果・発表資料・研究内容を含むすべての

著作物の知的財産権は，主催者に帰属します。 

(イ)研究成果や発表会は PRを目的とする各種媒体に，主催者が判断し，自由に使

用できるものとします。 

② 個人情報の取り扱い 

(ア)お預かりした個人情報は，朝日新聞グループ（当社，当社のグループ企業及び

ＡＳＡなど朝日新聞を取り扱う新聞販売所）において，以下の利用目的で共同

利用します。共同利用についての公表事項及び共同利用者の範囲に含まれる

グループ企業の一覧は，以下の個人情報保護方針の記載を御覧ください。 

(イ)(1)商品・サービスの配送・提供 (2)商品・サービス・催し物の案内 (3)既

存の商品・サービスの改善や，新しい商品・サービスの開発などのための調査 

(4)提携企業等から提供された商品・サービス・催し物の案内及びプレゼント

やアンケート類の送付 

(ウ)朝日新聞社グループはお客様の個人情報を，法令及び個人情報保護方針

（http://www.asahi.com/shimbun/reference/privacypolicy01.html）にした

がって安全かつ適切に取り扱います。 

(エ)本事業は，個人情報保護に関する契約を締結した外部事業者に，個人情報を取

り扱う業務を委託します。 

(オ)氏名・学校名・学年については，新聞・雑誌及び関連ホームページ等で，事前

に承諾せずに，メディア等を通じて公開されることがあります。 

③ 肖像権に関する取扱い 

(ア)主催・後援・協力・協賛の各団体，又は主催に認められた報道機関等によって

撮影された写真が，新聞・雑誌・報告書及び関連ホームページ等を通じて公開

されることがあります。 

(イ)主催・後援・協力・協賛の各団体，又は主催に認められた報道機関等によって



撮影された映像が，中継・録画放映及びインターネットにより配信されること

があります。また，ＤＶＤ等に編集され，配付されることがあります。 

(ウ)主催が撮影する参加者等の写真や映像を，ポスターやウェブサイトなどの宣

伝物に使用する場合があります。 

 

１２）特記事項 

① 結果通知以降の連絡は，原則として申込書に記入された E メールアドレスに送ら

れます。参加者本人又は保護者が日常的に確認できる E メールアドレスを各自用

意してください。 

② プログラム実施期間中に，戦争，テロ，自然災害，感染症等が発生した場合，本プ

ログラムを延期又は中止することがあります。 

③ 保護者同意の上申し込んでください。 

④ 参加申込書の提出により，前記取扱いに関する御承諾をいただいたものとして，対

応させていただきます。 

１３）その他 

① プログラム内容は予告なく変更する場合があります。 

② プログラム参加者全員に対して，事務局で傷害保険に加入いたします。 

③ プログラムの参加態度や出席状況等，プログラムの理念に照らし，適格性にかける

と判断された場合には，主催の判断で参加資格を取り消す場合があります。 

 

１４）お問合せ先 

『高校生ニッポン文化大使 2017』事務局（朝日カルチャーセンター内）    

 （平日 10:00～17:00，8月 11 日～16 日は休み） 

  電話：03-6851-4697 E-mail: project2@asahiculture.com 

〒163-0210 東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル 10F 私書箱 22 号 

 

以上 




