
分野 申請数 採択数 採択率

音楽 10 8 (80%)

舞踊 15 11 (73%)

演劇 20 15 (75%)

大衆芸能 2 2 (100%)

その他 28 23 (82%)

合計 75 59 (79%)

平成26年度「次代の文化を創造する新進芸術家育成事業」申請及び採択状況



部門 事業件名 団体名

音楽

新進演奏家育成プロジェクト
①リサイタル・シリーズ(札幌・東京・名古屋・京都・大阪・大分)、②オーケスト
ラ・シリーズ(札幌・仙台・名古屋・大阪・広島・福岡)、③公開マスタークラス、④
新進芸術家海外研修員コンサート

公益社団法人 日本演奏連盟

音楽 明日を担う音楽家たち2015～文化庁在外研修の成果～ 公益社団法人 日本オーケストラ連盟

音楽 演奏年鑑2015 - 音楽資料（通巻第41号） 公益社団法人 日本演奏連盟

音楽 日本のプロフェッショナル・オーケストラ年鑑2014 公益社団法人 日本オーケストラ連盟

音楽 「日本のオペラ年鑑2013-次代の人材育成に向けて」編纂・刊行事業 学校法人 東成学園(昭和音楽大学)

音楽
次代の文化を創造する新進芸術家育成オペラ公演「友人フリッツ（L'amico Fritz)」
(P.マスカーニ作曲)

学校法人 洗足学園(洗足学園音楽大学)

音楽 新進オペラ歌手及び演奏家育成事業
公立大学法人 大分県立芸術文化短期大
学

音楽
芸術団体との連携による若手オペラ人材育成～新進歌手及び地域の歌手の歌唱機会創
出とコレペティトゥア育成

学校法人 東成学園(昭和音楽大学)

舞踊 「踊りに行くぜ！！」Ⅱ（セカンド）
NPO法人ジャパン・コンテンポラリーダ
ンス・ネットワーク

舞踊
①バレエ・アステラス☆2014 ～海外で活躍する日本人ダンサーを迎えて～ ②エ
トワールへの道程2015

公益財団法人 新国立劇場運営財団

舞踊 舞踏家育成公演及び集中舞踏ワークショップ＆野外公演 キャメルアーツ株式会社

舞踊 新進バレエ芸術家育成支援事業 公益社団法人 日本バレエ協会

舞踊 世界で活躍する新進芸術家等のためのスキルアップセミナー 公益財団法人セゾン文化財団

舞踊 国内ダンス留学＠神戸 特定非営利活動法人 ダンスボックス

舞踊 舞踊年鑑2014 公益社団法人 日本バレエ協会

舞踊 現代舞踊新進芸術家育成Project 社団法人 現代舞踊協会

舞踊 新進舞台表現者育成事業2014-2015 特定非営利活動法人 STスポット横浜

舞踊 京都の暑い夏/ Ｄａｎce Ｓcape
一般社団法人 ダンスアンドエンバァイ
ロメント

舞踊
大学間連携による新進舞踊家および新進ファッションテキスタイルのデザイナー育成
プロジェクト

国立大学法人 お茶の水女子大学

演劇 日本の演劇人を育てるプロジェクト 公益社団法人 日本劇団協議会

演劇 「国際演劇年鑑」（日本編・海外編）の編集と発行
公益社団法人 国際演劇協会日本セン
ター

演劇 次代の児童・青少年演劇人育成 連続講座 日本児童・青少年演劇劇団協同組合

演劇 世界をめざす劇場芸術家養成事業-利賀演劇人コンクール 公益財団法人 舞台芸術財団演劇人会議

演劇
次代の若手演出家育成事業
①演出家・俳優養成セミナー2014 演劇大学、②国際演劇交流セミナー2014、③
若手演出家コンクール2014、④日本の近代戯曲研修セミナー2014

一般社団法人 日本演出者協会

演劇 「演劇年鑑」の作成 公益社団法人 日本演劇協会

演劇 「年鑑・国際演劇交流セミナー2013」編纂 一般社団法人 日本演出者協会

演劇 次代を担う劇作家のための戯曲創作指導講座 一般社団法人 日本劇作家協会

演劇 韓国劇団戯曲ドラマリーディングⅦ（仮題） 日韓演劇交流センター

演劇 児童青少年演劇「新進芸術家育成公演」 公益社団法人 日本児童青少年演劇協会

演劇 新国立劇場ドラマスタジオ公演 ①試演会 ②修了公演 公益財団法人 新国立劇場運営財団

演劇 戯曲朗読研究会 一般社団法人 日本劇作家協会

演劇 伝統を生かした現代の試み 一般社団法人 沖縄県芸能関連協議会

演劇
桐朋学園芸術短期大学企画製作｢見よ、飛行機の高く飛べるを」による演劇人育成事
業

学校法人桐朋学園（桐朋学園芸術短期大
学）

演劇
移動型トラック演劇公演「<青頭巾>東海道横断プロジェクト」を通して行う地域連携
型若手アーティスト人材育成

国立大学法人 横浜国立大学

大衆芸能 平成26年度 新人漫才芸研鑚発表会 社団法人 漫才協会

大衆芸能 若手落語家育成公演 公益社団法人落語芸術協会

その他
地域の映像文化を担う人材を育成する-映像アートマネージャー育成のためのワーク
ショップシリーズ2014

一般社団法人 コミュニティシネマセン
ター

その他 舞台・テレビジョンのための新進照明家養成公開講座（中央講座） 公益社団法人 日本照明家協会
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部門 事業件名 団体名

その他 13年鑑代表シナリオ集(2014年発刊) 協同組合日本シナリオ作家協会

その他 16ミリフィルムによる映画制作者育成ワークショップ 特定非営利活動法人 映画美学校

その他 舞台音響家のための公開講座 一般社団法人 日本舞台音響家協会

その他 撮影助手育成塾 協同組合 日本映画撮影監督協会

その他 明日を拓く映画美術スタッフ育成プロジェクト2014「映画美術スタッフ塾」
協同組合 日本映画・テレビ美術監督協
会

その他
日本の芸能・クリエイターの状況に関する調査研究（「芸能実演家・スタッフ・アニ
メーター等の活動と生活実態調査」

公益社団法人 日本芸能実演家団体協議
会

その他
「TRANS ARTS TOKYO 2014」連携プログラム 「アートプロジェクト・
リーグ（仮）」

一般社団法人 非営利芸術活動団体コマ
ンドN

その他
未来を担う美術家 17ｔｈDOMANI・明日展 文化庁芸術家在外研修の成果 （予
定）

株式会社 アート・ベンチャー・オフィ
ス ショウ

その他 民間のメセナ活動および国内外の芸術・文化振興に関わる調査研究 公益社団法人 企業メセナ協議会

その他 児童青少年のための音楽・芸能新進芸術家育成連続講座事業
特定非営利活動法人 日本青少年音楽芸
能協会

その他 「舞台芸術交流年鑑2012-2013」(平成24-25年版)
特定非営利活動法人国際舞台芸術交流セ
ンター

その他 「'14 日本の人形劇」の発行
日本ウニマ（国際人形劇連盟日本セン
ター)

その他
アートNPOの基盤整備に向けた活動概況調査および全国アートNPOデータバンクの
発行

特定非営利活動法人 アートNPOリンク

その他 アーティストの招聘による多角的なワークショップなどを通じた新進芸術家育成事業 公立大学法人 京都市立芸術大学

その他 大学美術館を活用した美術工芸分野新人アーティスト育成プロジェクト 国立大学法人 京都工芸繊維大学

その他 大学連携による地域文化の特色を活かした若手芸術家の育成 国立大学法人 山口大学

その他 大学連携による映画人育成のための上映会 学校法人 日本大学

その他
障害者の芸術活動を支援する新進芸術家育成事業とその育成を芸術系大学において行
う基盤構築のための調査事業

国立大学法人 東京芸術大学

その他
若手ファインアーティストの活躍の場の創生‐「ファインアート・ユニバーシアー
ド」開催の基盤構築

国立大学法人 筑波大学

その他 αMプロジェクト2014「パランスセプト（仮）」 学校法人 武蔵野美術大学

その他
「フォーリfolly」：現代アートの社会実践-現代社会の問題解決とパブリックな場の
創出に向けて

国立大学法人 東京芸術大学
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