
音楽

舞踊

演劇

大衆芸能

その他

合計 72.9%

87.5%

80.0%

69.6%

50.0%

70.4%

2

27

70

7

8

16

1

19

51

応募件数

8

10

23

平成２９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

採択率採択



分野 種類 委託事業名 団体名 法人番号
契約予定額

（千円）

音楽 育成
オペラを活用した総合的人材育成公演　新国立劇場オ
ペラ研修所　①試演会（演目未定）、②修了公演（演目
未定）

公益財団法人　新国立劇場運営財団 7011005003749 17,493

音楽 育成
新進芸術家海外研修制度の成果「明日を担う音楽家に
よる特別演奏会」

公益財団法人　東京二期会 6011005003254 16,108

音楽 年鑑・調査 『日本のオペラ年鑑2016』編纂・刊行事業 学校法人　東成学園（昭和音楽大学） 3020005007580 6,210

音楽 育成
新進歌手の歌唱機会の創出及びコレペティトゥアの育成
～芸術団体との連携を通じたオペラ人材育成

学校法人　東成学園（昭和音楽大学） 3020005007580 10,321

音楽 年鑑・調査 演奏年鑑２０１８　－　音楽資料（通巻第４４号） 公益社団法人　日本演奏連盟 6010405010389 12,113

音楽 育成

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 6010405010389 39,891

音楽 年鑑・調査 日本のプロフェッショナル・オーケストラ年鑑2017 公益社団法人　日本オーケストラ連盟 7010605000024 4,211

舞踊 育成

全国ダンサー、ダンス指導者育成プロジェクト２０１７　１
期：プロフェッショナルダンサーへのステップアッププログ
ラム　２期：①オープンクラス　「世界との出会い」　②イ
ンテンシブコース「世界への歩み」

株式会社　アーキタンツ 5010401044144 7,819

舞踊 育成 舞踏家育成公演及び舞踏ワークショップ＆野外公演 キャメルアーツ　株式会社 6012401011057 11,927

舞踊 育成 現代舞踊新進芸術家育成Project 一般社団法人　現代舞踊協会 3011005000007 33,750

舞踊 育成
①バレエ・アステラス2017　～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2018

公益財団法人　新国立劇場運営財団 7011005003749 26,848

舞踊 育成 国内ダンス留学＠神戸　第六期 特定非営利活動法人　ダンスボックス 6140005005140 16,827

舞踊 年鑑・調査
舞踊公演アーカイブ事業　《舞踊年鑑2017と舞踊公演
データベース》

公益社団法人　日本バレエ協会 8010705001648 11,516

舞踊 育成 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 8010705001648 41,749

舞踊 育成
新進バレエダンサー育成並びにバレエ団運営の基盤整
備及び制作人材育成

一般社団法人　日本バレエ団連盟 7011105006511 12,917

演劇 育成 P新人賞2017 特定非営利活動法人　愛知人形劇センター 7180005016257 2,205

演劇 育成
世界に視野を開く、地域の演劇リーダー育成プログラム
2017

特定非営利活動法人　劇研 4130005005465 2,863

演劇 年鑑・調査 「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 3011005000015 15,598

平成２９年度次代の文化を創造する新進芸術家育成事業　採択団体一覧



分野 種類 委託事業名 団体名 法人番号
契約予定額

（千円）

演劇 育成
新国立劇場演劇研修所公演　①第１１期生試演会、②
第１１期生修了公演　（いずれも演目未定）

公益財団法人　新国立劇場運営財団 7011005003749 11,379

演劇 年鑑・調査
演劇大学連盟連携による俳優育成システム（基礎教育
課程）構築のための調査事業

学校法人　桐朋学園（桐朋学園芸術短期大学） 5012405000916 6,990

演劇 育成 次代を担うろう者の新進芸術家育成事業 社会福祉法人　トット基金　日本ろう者劇団 7010705000436 2,874

演劇 育成 韓国戯曲ドラマリーディング　エクストラエディション（仮） 一般社団法人　日韓演劇交流センター 4011605002062 5,179

演劇 年鑑・調査 「演劇年鑑」の作成 公益社団法人　日本演劇協会 9011005000091 7,969

演劇 年鑑・調査 『年鑑・国際演劇交流セミナー2016』編纂 一般社団法人　日本演出者協会 6011105006025 4,327

演劇 育成

平成29年度次代の文化を創造する新進芸術家育成事
業【次代の若手演出家育成事業】①演出家・俳優養成セ
ミナー2017　演劇大学②国際演劇交流セミナー2017③
日本の近代戯曲研修セミナー2017④若手演出家コン
クール2017

一般社団法人　日本演出者協会 6011105006025 65,715

演劇 年鑑・調査 現代日本の劇作（英語） 一般社団法人　日本劇作家協会 9011305001665 4,838

演劇 育成 次代を担う劇作家を育成するためのプロジェクト 一般社団法人　日本劇作家協会 9011305001665 17,004

演劇 育成 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 7011105005414 94,453

演劇 育成 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 4010005006178 20,387

演劇 育成 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 2011105001748 31,786

演劇 育成
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 9230005007802 25,667

大衆芸能 育成 若手落語家育成公演 公益社団法人　落語芸術協会 5011105004830 14,243

その他 育成 アーティスト・プラクティス　2017
NPO法人　アーツイニシアティヴトウキョウ[AIT/エイ
ト]

8011005001280 7,717

その他 年鑑・調査 アート産業市場規模の推計に係る調査 一般社団法人　アート東京 9010505002531 4,427

その他 育成
平成29年度次代の文化を創造する新進芸術家育成事
業「未来を担う美術家たち 20th DOMANI・明日展  文化
庁新進芸術家海外研修制度の成果」

株式会社　アート・ベンチャー・オフィス ショウ 9011001034119 39,378

その他 育成
映画・演劇を横断し活躍する俳優養成講座2017～演技
を通じた新しいクリエーター創出を目的とする～

特定非営利活動法人　映画美学校 3011005003661 4,708



分野 種類 委託事業名 団体名 法人番号
契約予定額

（千円）

その他 年鑑・調査

「舞台芸術のマネジメント専門人材のための公演安全マ
ニュアル（仮）」および「舞台芸術に関わるマネジメント専
門人材の労働環境実態調査2016」インフォグラフィックス
作成

特定非営利活動法人　Explat 2010605003097 4,208

その他 年鑑・調査
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 9010405010667 12,740

その他 育成 社会芸術アカデミー事業（仮） 特定非営利活動法人　芸術公社 8010005023236 15,257

その他 年鑑・調査 「映画上映活動年鑑 2017」 の作成 一般社団法人　コミュニティシネマセンター 7011005002858 9,865

その他 育成
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2017

一般社団法人　コミュニティシネマセンター 7011005002858 12,277

その他 育成
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」の開催

国立大学法人　筑波大学 5050005005266 25,872

その他 育成
「障害者の芸術活動を支援する新進芸術家育成とその
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 6010505001362 19,032

その他 育成 「撮影助手育成塾」 協同組合　日本映画撮影監督協会 5011105001423 6,865

その他 育成
明日を拓く映画美術ｽﾀｯﾌ育成プロジェクト2017「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 3011105001433 17,100

その他 年鑑・調査 '16年鑑代表シナリオ集（2017年発刊） 協同組合　日本シナリオ作家協会 3010405002174 2,129

その他 育成
舞台・テレビジョンのための新進照明家育成公開講座
（中央講座）

公益社団法人　日本照明家協会 1011105004727 2,868

その他 育成 大学連携による映画人育成のための上映会　S.T.E.P. 学校法人　日本大学 5010005002382 8,962

その他 年鑑・調査 ハンドブック『美術家の健康と安全』の刊行 一般社団法人　日本美術家連盟 9010005018631 2,815

その他 育成 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 5011105005936 7,678

その他 年鑑・調査

文化庁新進芸術家海外研修制度50周年および文化庁
芸術家在外研修員の会設立30周年記念事業として、研
修員の研修後の活動の調査、および名鑑作成、海外研
修の成果を検証するシンポジウムの実施

一般社団法人　文化庁芸術家在外研修員の会 2010005026021 3,339

合計 810,414



音楽部門 舞踊部門 演劇部門 大衆芸能部門

加納　民夫　　　　　　　　　　海野　敏 小田島　恒志 大友　浩

白石　美雪 桜井　多佳子 古城　十忍 荻田　清

長木　誠司 佐々木　涼子 伊達　なつめ 中村　真規　　

野川　美穂子 新藤　弘子 安澤　哲男 松尾　美矢子

樋口　隆一 村山　久美子 渡辺　弘 油井　雅和

その他部門

天野　太郎

太下　義之

小川　幹雄

栩木　章

本郷　寛

(五十音順・敬称略）

次代の文化を創造する新進芸術家育成事業協力者会議委員一覧


