
応募数 採択数 採択率

115 55 47.8%

(140) (58) 41.4%

海外公演 44 25 56.8%

国際共同制作（海外公演） 17 5 29.4%

国際共同制作（国内公演） 12 3 25.0%

国際フェスティバル 11 4 36.4%

東アジア交流（海外公演） 21 12 57.1%

東アジア交流（国際共同制作（海外公演）） 8 5 62.5%

東アジア交流（国際共同制作（国内公演）） 2 1 50.0%

※括弧内の数値は前年度

事業名等

国際芸術交流支援事業

平成２４年度「国際芸術交流支援事業」応募及び採択状況



部門 種類 事業名 団体名
公演国名（都市名）･共同制

作の相手方･参加国等
予定額
（千円）

音楽 海外公演
Japanese Ｍｕｓｉｃ Ｐｒｏｊｅｃｔ アラビア湾岸4カ国ツ
アー

株式会社 オフィスＫ２
ﾊﾞｰﾚｰﾝ(ﾏﾅｰﾏ)､ｶﾀｰﾙ(ﾄﾞｰﾊ)､ｵﾏｰﾝ(ﾏ
ｽｶｯﾄ)､ｱﾗﾌﾞ首長国連邦(ｱﾌﾞﾀﾞﾋﾞ､ﾄﾞﾊﾞ
ｲ)

16,000

音楽 海外公演
東儀秀樹 ワシントン桜祭り 100周年記念コンサート
とニューヨークコンサート

ＮＰＯ法人世界遺産コンサート ｱﾒﾘｶ(ﾜｼﾝﾄﾝ､ﾆｭｰﾖｰｸ､ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ) 8,700

音楽 海外公演 東京シンフォニエッタ 2012年フランス公演 東京シンフォニエッタ ﾌﾗﾝｽ(ﾊﾟﾘ､ｶｰﾝ) 14,000

音楽 海外公演 バッハ・コレギウム・ジャパン ヨーロッパ公演２０１２
有限会社 バッハ・コレギウム・
ジャパン

ﾄﾞｲﾂ(ﾌﾞﾗｳﾝｼｭｳﾞｧｲｸ､ﾊﾞｰﾃﾞﾝ･ﾊﾞｰﾃﾞﾝ､ﾗｲﾌﾟﾂｨ
ﾋ)､ｽﾍﾟｲﾝ(ﾏﾄﾞﾘｰﾄﾞ)､ﾌﾗﾝｽ(ﾄｩｰﾙｰｽﾞ､ﾊﾟﾘ)､ｵﾗ
ﾝﾀﾞ(ｱｲﾝﾄﾎｰｳﾞｪﾝ､ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ)､ﾍﾞﾙｷﾞｰ(ﾌﾞﾘｭｯ
ｾﾙ､ｱﾝﾄﾜｰﾌﾟ､ﾌﾞﾘｭｰｼﾞｭ)

17,000

音楽
東アジア交流
（海外公演）

古楽同源・新楽共創 日比友好合作現代音楽祭
（仮）

芥川也寸志メモリアル オーケス
トラ・ニッポニカ

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ(ﾏﾆﾗ) 12,000

音楽
東アジア交流
（海外公演）

日中国交正常化４０周年記念事業 音楽劇「孫文と
梅屋庄吉の絆」

株式会社 ジョイナス エンターテ
インメント

中国(北京､上海､南京､揚州) 32,000

音楽
東アジア交流
（海外公演）

新日本フィルハーモニー交響楽団 大連・瀋陽公演
2012

財団法人 新日本フィルハーモ
ニー交響楽団

中国(大連､瀋陽) 11,000

音楽
国際共同制作公演

（海外公演）
日中国交正常化４０周年記念 「オーケストラ アジア
中国公演」

「オーケストラ アジア」日本委員
会

中国(北京) 3,800

音楽
国際共同制作公演

（海外公演）
日中国交正常化４０周年記念 神奈川フィルハーモ
ニー管弦楽団国際交流コンサート

財団法人 神奈川フィルハーモ
ニー管弦楽団

中国(広州､中山､東莞) 13,000

音楽
国際共同制作公演

（海外公演）
Sakai City Opera & Pons Artis Kunstverein
JAPANESE OPERA & KYOGEN CONCERT

堺シティオペラ 一般社団法人 ｵｰｽﾄﾘｱ(ｳｨｰﾝ) 7,000

平成２４年度国際芸術交流支援事業採択事業一覧

音楽
東アジア交流

（国際共同制作公演（海外公演））
日中国交40周年記念事業 スーパーオペラ「遣唐
使」（仮称）

スーパーオペラ「遣唐使」実行委
員会

中国(西安､北京) 26,000

音楽
東アジア交流

（国際共同制作公演（海外公演））
日中国交正常化４０周年 日本センチュリー交響楽
団 上海交響楽団 合同中国公演

公益財団法人 日本センチュリー
交響楽団

中国(上海､蘇州､杭州) 14,000

舞踊 海外公演
勅使川原三郎＋KARAS「SKINNERS」モンペリエ公演
他、ヨーロッパツアー

有限会社 カラス (勅使川原三郎
＋KARAS）

ﾁｪｺ(ﾌﾟﾗﾊ)､ﾌﾗﾝｽ(ﾓﾝﾍﾟﾘｴ) 6,000

舞踊 海外公演 大駱駝艦・天賦典式 フランス・メキシコツアー キャメルアーツ株式会社
ﾌﾗﾝｽ(ﾊﾟﾘ)､ﾒｷｼｺ(ｶﾞﾅﾌｧﾄ､ﾒｷｼｺｼﾃｨ､ｱ
ｶﾌﾟﾙｺ) 29,000

舞踊 海外公演 コンドルズ アジアツアー２０１３ コンドルズ 中国(香港)､ﾀｲ(ﾊﾞﾝｺｸ) 9,400

舞踊 海外公演 山海塾欧州ツアー２０１２ 特定非営利活動法人 山海塾
ﾌﾗﾝｽ(ﾘﾖﾝ､ｻﾝﾃﾃｨｴﾝﾇ)､ｽﾛﾍﾞﾆｱ(ﾏﾘﾎﾞ
ﾙ) 18,000

舞踊 海外公演 Utrobne/うつろぶね/虚舟 天使館 ｲﾀﾘｱ(ﾛｰﾏ､ﾊﾟﾚﾙﾓ) 3,700

舞踊 海外公演
りゅーとぴあ レジデンシャル・ダンス・カンパニー
Noism1ワシントンD.C.公演

財団法人 新潟市芸術文化振興
財団

ｱﾒﾘｶ(ﾜｼﾝﾄﾝ) 6,700

舞踊 海外公演 東京バレエ団 第25次海外公演
公益財団法人日本舞台芸術振
興会

ﾌﾗﾝｽ(ﾊﾟﾘ)､ｲﾀﾘｱ(ﾊﾟﾙﾏ､ﾛｰﾏ) 43,000

舞踊
東アジア交流
（海外公演）

日本・モンゴル国交樹立40周年記念 東京小牧バレ
エ団公演

特定非営利活動法人 国際バレ
エアカデミア

ﾓﾝｺﾞﾙ(ｳﾗﾝﾊﾞｰﾄﾙ) 16,000

舞踊
東アジア交流
（海外公演）

『Node/砂漠の老人』
true実行委員会（中核団
体:AbsT）

中国(香港) 6,600

舞踊
東アジア交流
（海外公演）

民俗フェスティバル 日モ文化交流公演 日モ文化交流実行委員会 ﾓﾝｺﾞﾙ(ｳﾗﾝﾊﾞｰﾄﾙ) 3,100
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部門 種類 事業名 団体名
公演国名（都市名）･共同制

作の相手方･参加国等
予定額
（千円）

舞踊
国際共同制作公演

（海外公演）
劇団ティクバ+循環プロジェクト ベルリン公演 2012

特定非営利活動法人 ダンスボッ
クス

ﾄﾞｲﾂ(ﾍﾞﾙﾘﾝ) 2,500

舞踊
東アジア交流

（国際共同制作公演（海外公演））
『バスールの物語』能とバリ舞踊の融合 バリ・スラカ
ルタ公演

特定非営利活動法人 舞台２１ ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ(ﾊﾞﾘ､ｼﾞｮｸﾞｼﾞｬｶﾙﾀ) 10,000

舞踊
東アジア交流

（国際共同制作公演(国内公演））

日本-韓国 ダンス交流（Exchange）プロジェクト
Yokohama Dance Collection EX × Seoul
Dance Collection "Dance Connection"(仮称）

公益財団法人 横浜市芸術文化
振興財団

韓国公演芸術センター(韓国) 2,300

舞踊 国際フェスティバル ダンストリエンナーレトーキョー2012 財団法人 児童育成協会
ﾌﾗﾝｽ､ｲｽﾗｴﾙ､ｽｲｽ､ﾍﾞﾙｷﾞｰ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ､
ｵﾗﾝﾀﾞ､ﾄﾞｲﾂ 50,000

演劇 海外公演
青年団 アンドロイド演劇『三人姉妹』『さようなら』
ヨーロッパツアー

有限会社アゴラ企画
ｲﾀﾘｱ(ﾊﾟﾚﾙﾓ)､ﾊﾝｶﾞﾘｰ(ﾌﾞﾀﾞﾍﾟｽﾄ)､ｱｲﾙ
ﾗﾝﾄﾞ(ﾀﾞﾌﾞﾘﾝ)､ﾌﾗﾝｽ(ｼﾞｭﾇｳﾞｨﾘｴ､ｻﾝﾃﾁ
ｴﾝﾇ)

18,000

演劇 海外公演
劇団１９８０「一人芝居、漫才芝居」 ルーマニア・モ
ルドヴァ公演

有限会社 劇団１９８０
ﾙｰﾏﾆｱ(ﾃｨﾐｼｮｱﾗ､ﾄｩﾙﾀﾞ､ﾌﾞｶﾚｽﾄ､ﾌﾞ
ﾚｰﾗ)､ﾓﾙﾄﾞｳﾞｧ(ｷｼﾆｮﾌ) 5,400

演劇 海外公演 はこ/BOXES じいちゃんのオルゴール♪
公益財団法人 現代人形劇セン
ター

ｱﾒﾘｶ(ｽﾄｰｽﾞ､ﾊｰﾄﾌｫｰﾄﾞ､ﾛﾁｪｽﾀｰ) 3,200

演劇 海外公演 古事記1300年記念 イスラエル公演
古事記1300年記念イスラエル公
演実行委員会(中核団体：櫻間
會）

ｲｽﾗｴﾙ(ｴﾙｻﾚﾑ､ﾚﾙｱﾋﾞﾌﾞ､ﾊｲﾌｧ)､ﾃﾞﾝ
ﾏｰｸ(ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ) 10,000

演劇 海外公演 SCOTエディンバラ国際フェスティバル公演 有限会社 スコット ｲｷﾞﾘｽ(ｴｼﾞﾝﾊﾞﾗ) 12,000

演劇 海外公演 『マクベス ～ The day before tomorrow』（仮称）
公益財団法人 せたがや文化財
団

ｱﾒﾘｶ(ｱﾅｰﾊﾞｰ､ｻﾝﾌﾗﾝｼｽｺ) 18,000

演劇 海外公演 チェルフィッチュ ２０１２年秋の欧米ツアー チェルフィッチュ
ｱﾒﾘｶ(ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ､ﾎﾟｰﾄﾗﾝﾄﾞ)､ｱｲﾙﾗﾝ
ﾄﾞ(ﾀﾞﾌﾞﾘﾝ)､ﾄﾞｲﾂ(ｴｯｾﾝ)､ﾊﾝｶﾞﾘｰ(ﾌﾞﾀﾞﾍﾟ
ｽﾄ)､ﾌﾗﾝｽ(ﾒｽ)

16,000

演劇 海外公演 沖縄歌舞劇団美 ロシア公演2012 株式会社CYURA ﾛｼｱ(ｻﾝｸﾄﾍﾟﾃﾙﾌﾞﾙｸﾞ､ﾄｳﾞｪﾘ､ﾓｽｸﾜ) 16,000

演劇 海外公演
ＫＥＮＴＡＲＯ ＫＯＢＡＹＡＳＨＩ ＬＩＶＥ ＰＯＴＳＵＮＥＮ
２０１２（仮）

株式会社 トゥインクル・コーポ
レーション

ﾌﾗﾝｽ(ﾊﾟﾘ)､ﾓﾅｺ(ﾓﾝﾃｶﾙﾛ) 3,400

演劇 海外公演
別役実 海外交流シリーズ「やってきたゴドー」オス
ロ・パリ・ベルリン公演

有限会社名取事務所 ﾉﾙｳｪｰ(ｵｽﾛ)､ﾌﾗﾝｽ(ﾊﾟﾘ)､ﾄﾞｲﾂ(ﾍﾞﾙﾘﾝ) 19,000

演劇 海外公演 流山児★事務所ワールドツアー2012 有限会社 流山児オフィス
ｲｷﾞﾘｽ(ｴｼﾞﾝﾊﾞﾗ)､ｱﾒﾘｶ(ﾆｭｰﾖｰｸ)､ｶﾅﾀﾞ
(ﾋﾞｸﾄﾘｱ､ﾊﾞﾝｸｰﾊﾞｰ) 16,000

演劇 海外公演
ルーマニア・シビウ国際演劇祭招待上演とモルドバ・
BITEI招待上演 練肉工房公演「女中たち」

有限会社 練肉工房 ﾙｰﾏﾆｱ(ｼﾋﾞｳ)､ﾓﾙﾄﾞﾊﾞ(ｷｼﾅｳ) 3,300

演劇
東アジア交流
（海外公演）

かわせみ座「Silent Poems」中国公演 かわせみ座 中国(成都､西安､北京) 8,300

演劇
東アジア交流
（海外公演）

てけれっつのぱ 有限会社 劇団文化座 韓国(浦項､ｿｳﾙ) 13,000

演劇
東アジア交流
（海外公演）

新宿梁山泊 「百年～風の仲間たち」 韓国ツアー 新宿梁山泊 韓国(ｿｳﾙ､全州､釜山) 12,000

演劇
東アジア交流
（海外公演）

第19回BeSeTo演劇祭（韓国開催）派遣事業
日本BeSeTo委員会（中核団体：
公益財団法人舞台芸術財団演
劇人会議）

韓国(ｿｳﾙ) 14,000

演劇
東アジア交流
（海外公演）

日中国交正常化40周年、秋田県・甘粛省/秋田市・
蘭州市友好30周年記念 劇団わらび座中国公演
ミュージカル「アトム」

株式会社 わらび座 中国(蘭州) 5,500

演劇
国際共同制作公演

（海外公演）
地点『コリオレイナス』海外ツアー 合同会社地点 ｲｷﾞﾘｽ(ﾛﾝﾄﾞﾝ)､ﾛｼｱ(ﾓｽｸﾜ) 4,200

演劇
東アジア交流

（国際共同制作公演（海外公演））

日中国交正常化40周年記念・日中演劇交流相互上
演「結婚の申込」「めくらぶんど」劇団東演 「記憶の
持ち札」湖北省話劇院

有限会社 劇団東演 中国(武漢) 6,000
持ち札」湖北省話劇院
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部門 種類 事業名 団体名
公演国名（都市名）･共同制

作の相手方･参加国等
予定額
（千円）

演劇
東アジア交流

（国際共同制作公演（海外公演））
日中国交正常化40周年記念 日中合作「しょうぼうじ
どうしゃ じぷた」中国大陸公演・Part Ⅰ

特定非営利活動法人 劇団道化 中国(済南､西安) 2,600

演劇
国際共同制作公演

(国内公演）
SPAC公演 『ロミオとジュリエット』

財団法人 静岡県舞台芸術セン
ター

ﾃｱﾄﾛ･ﾏﾗﾝﾄﾞﾛ(ｽｲｽ) 11,000

演劇
国際共同制作公演

(国内公演）

日本DANCE BOX×Ｂｕｎｋｅｒ劇場間交流事業 オリジナルテ
ンポ（日本）とベトンタンク（スロベニア）による演劇作品の共
同制作「オーディション・フォー・ライフ」

特定非営利活動法人ダンスボッ
クス

ﾍﾞﾄﾝﾀﾝｸ/Bunker(ｽﾛﾍﾞﾆｱ) 1,700

演劇
国際共同制作公演

(国内公演）
日本-イスラエル修好60周年記念 日本・イスラエル
国際共同制作公演 「トロイアの女たち」

公益財団法人 東京都歴史文化
財団 東京芸術劇場

ﾃﾙｱﾋﾞﾌﾞ市立ｶﾒﾘ劇場(ｲｽﾗｴﾙ) 31,000

演劇 国際フェスティバル 2012国際児童・青少年演劇フェスティバルおきなわ 株式会社エーシーオー沖縄
ﾛｼｱ､ｴｽﾄﾆｱ､ﾃﾞﾝﾏｰｸ､ｶﾅﾀﾞ､ﾉﾙｳｪｰ､ﾌ
ﾗﾝｽ､ｲﾀﾘｱ､ｸﾛｱﾁｱ､ｲﾗﾝ､ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ､ｲｷﾞ
ﾘｽ､ｽﾍﾟｲﾝ､中国､韓国

50,000

演劇 国際フェスティバル KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭2012
京都国際舞台芸術祭実行委員
会（中核団体：公益財団法人京
都市芸術文化協会）

ﾌﾗﾝｽ､ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ､ｲｷﾞﾘｽ､ｱｲｽ
ﾗﾝﾄﾞ 47,000

演劇 国際フェスティバル 鳥の演劇祭５
鳥の演劇祭運営委員会（中核団
体：特定非営利活動法人鳥の劇
場）

韓国､ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ､ﾄﾞｲﾂ､ｲｷﾞﾘｽ､ｲｽﾗｴﾙ 37,000

大衆芸能 海外公演 ラオス人民民主共和国 太神楽曲芸公演 太神楽曲芸協会 ﾗｵｽ(ﾋﾞｴﾝﾁｬﾝ) 2,200

大衆芸能 海外公演 イタリア寄席芸能公演 公益社団法人 落語芸術協会 ｲﾀﾘｱ(ﾛｰﾏ､ﾅﾎﾟﾘ) 4,400

大衆芸能
東アジア交流
（海外公演）

楽劇「万葉楽」 特定非営利活動法人 ACT．JT 中国(上海)､韓国(ｿｳﾙ) 6,400
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音楽部門 舞踊部門 演劇部門 大衆芸能部門

新井 鴎子 尼ヶ崎 彬 小玉 祥子 相羽 秋夫 ◎

岡山 潔 新藤 弘子 酒井 誠 荻田 清

新実 徳英 木佐貫 邦子 立花 惠子 大友 浩

中村 孝義 ◎ 菘 あつこ 長塚 圭史 生田 誠

野川 美穂子 丸茂 美恵子 西川 信廣 花井 伸夫

野平 一郎 阿部 さとみ 法月 敏彦 中村 真規

堀内 修 望月 辰夫 水落 潔 ◎ 松尾 美矢子

白石 美雪 山野 博大 ◎ 水谷内 助義 油井 雅和

国際芸術交流支援事業・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

美術部門 映画部門 その他部門

飯田 高誉 ◎ 恩田 泰子

荻原 康子 川村 健一郎

小林 敬生 北川 れい子

児島 やよい 川上 皓市

長沢 秀之 田島 良一

保科 豊巳 華頂 尚隆 ◎

南蔦 宏 松本 正道

山本 豊津 岡本 美津子 （◎ 主査）

※美術部門・映画部門・その他部門については、次代の文化を創造する新進芸術家育成事業のみ

その他部門については、各部門の主査で
構成


