
応募数 採択数 採択率

82 44 53.7%

(115) (55) 47.8%

海外公演 40 27 67.5%

国際共同制作（海外公演） 11 3 27.3%

国際共同制作（国内公演） 7 2 28.6%

国際フェスティバル 9 5 55.6%

東アジア交流（海外公演） 10 5 50.0%

東アジア交流（国際共同制作（海外公演）） 2 1 50.0%

東アジア交流（国際共同制作（国内公演）） 3 1 33.3%

※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２５年度「国際芸術交流支援事業」応募及び採択状況



Ｈ２５年度国際芸術交流支援事業採択団体一覧

部門 種類 事業名 団体名
海外公演：国名（都市名） 招へい公演：相
手国名 フェスティバル：参加国 共同制作：
相手団体(国名）

内定額
（千円）

音楽 海外公演 オーケストラ･アンサンブル　金沢公演2013 財団法人　石川県音楽文化振興事業団 ﾄﾞｲﾂ(ｷｰﾙ､ｴﾙﾑｽﾎﾙﾝ)､ｴｽﾄﾆｱ(ﾀﾘﾝ､ﾊﾟﾙﾇ) 14,000

音楽 海外公演 ＮＨＫ交響楽団　ヨーロッパ公演2013 公益財団法人　ＮＨＫ交響楽団
ｵｰｽﾄﾘｱ(ｸﾞﾗｰﾌｪﾈｯｸﾞ､ｻﾞﾙﾂﾌﾞﾙｸﾞ)､ﾄﾞｲﾂ
(ｳﾞｨｽﾊﾞｰﾃﾞﾝ)､ｲﾀﾘｱ(ﾒﾗｰﾉ)

38,000

音楽 海外公演 Japan Music Project　東アフリカツアー 株式会社　オフィスK２
ｹﾆｱ(ﾓﾝﾊﾞｻ､ﾅｲﾛﾋﾞ)､ｴﾁｵﾋﾟｱ(ｱﾃﾞｨｽ･ｱﾍﾞﾊﾞ)
ｼﾞﾌﾞﾁ(ｼﾞﾌﾞﾁ)

15,000

音楽 海外公演 「オペラ＠能楽堂」ヨーロッパ公演（仮称）
「オペラ＠能楽堂」ヨーロッパ公演実行委員会
（中核団体：株式会社センターヴィレッジ）

ﾌﾗﾝｽ(ﾊﾟﾘ)､ｽｲｽ(ｼﾞｭﾈｰﾌﾞ､ﾁｭｰﾘｯﾋ､ﾛｰｻﾞﾝ
ﾇ)

18,000

音楽 海外公演
東京フィルハーモニー交響楽団　ワールドツアー2014”日本
の力、100年の力”

公益財団法人　東京フィルハーモニー交響楽団
ｱﾒﾘｶ(ｻﾝﾌﾗﾝｼｽｺ､ﾆｭｰﾖｰｸ)､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ(ｻﾝﾊﾟｳ
ﾛ)､ｲｷﾞﾘｽ(ﾛﾝﾄﾞﾝ)､ﾌﾗﾝｽ(ﾊﾟﾘ)､ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

60,000

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　2014（仮称） 有限会社　バッハ・コレギウム・ジャパン
ｽﾍﾟｲﾝ(ﾏﾄﾞﾘｰﾄﾞ､ﾋﾞﾙﾊﾞｵ､ﾊﾞﾙｾﾛﾅ)､ﾌﾗﾝｽ(ﾊﾟ
ﾘ､ﾄｩｰﾙｰｽﾞ)

13,000

音楽
国際共同制作公演

（国内公演）
ＪＡＳ・ボローニャ歌劇場共同制作　バロックオペラ「音楽の先
生」・「ドン・キホーテ」日本初演

特定非営利活動法人　日本芸術振興協会 ボローニャ市立歌劇場(ｲﾀﾘｱ) 38,000

舞踊 海外公演 大駱駝艦スペイン・フランスツアー キャメルアーツ株式会社
ｽﾍﾟｲﾝ(ﾏﾄﾞﾘｰﾄﾞ､ﾊﾞﾙｾﾛﾅ)､ﾌﾗﾝｽ(ﾊﾟﾘ､ﾉﾙﾏﾝ
ﾃﾞｨ､ﾏﾙｾｲﾕ)

34,000

舞踊 海外公演 コンドルズ　EUツアー２０１４ コンドルズ
ｵﾗﾝﾀﾞ(ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ､ﾃﾞﾝ･ﾊｰｸﾞ)､ﾄﾞｲﾂ(ﾃﾞｭｯｾ
ﾙﾄﾞﾙﾌ)

15,000

舞踊 海外公演 山海塾南米ツアー２０１３ 特定非営利活動法人　山海塾
ﾌﾞﾗｼﾞﾙ(ﾎﾟﾙﾄｱﾚｸﾞﾚ､ｻﾙｳﾞｧﾄﾞｰﾙﾃﾞﾊﾞｲｱ､ﾘｵ
ﾃﾞｼﾞｬﾈｲﾛ､ｻﾝﾊﾟｳﾛ)

9,300

舞踊 海外公演 「フラメンコ　オペラを舞う　-Flamencos bailan Opera-」 株式会社　ソル・デ・エスパーニャ ｺﾛﾝﾋﾞｱ(ﾒﾃﾞｼﾞﾝ､ﾎﾞｺﾞﾀ) 21,000

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
スペインツアー

公益財団法人　新潟市芸術文化振興財団 ｽﾍﾟｲﾝ(ﾏﾄﾞﾘｯﾄﾞ)､ﾌﾗﾝｽ(ﾊﾟﾘ) 6,100

舞踊 海外公演 東京バレエ団　第２６次海外公演 公益財団法人　日本舞台芸術振興会 ｷﾞﾘｼｬ(ｱﾃﾈ) 50,000

舞踊 海外公演 黒田育代＋松本じろ「新作ソロ（仮称）」フランスツアー BATIK ﾌﾗﾝｽ(ﾅﾝﾄ､ﾊﾟﾘ) 1,900

舞踊
国際共同制作公演

（海外公演）
金沢舞踏館欧州ツアー2013 金沢舞踏館 ｵｰｽﾄﾘｱ(ｸﾞﾗｰﾂ)､ﾓﾙﾄﾞﾊﾞ(ｷｼﾆｮﾌ) 2,300

舞踊
国際共同制作公演

（海外公演）
池田扶美代×日本人ダンサーによるコラボレーション製作 株式会社　プリコグ ﾍﾞﾙｷﾞｰ(ﾌﾞﾘｭｯｾﾙ) 3,200

舞踊
国際共同制作公演

（国内公演）
笠井叡&エマニュエル・ユイン共同作品「シュピール」 天使館 ﾌﾗﾝｽ国立現代舞踊ｾﾝﾀｰ(ﾌﾗﾝｽ) 2,700

舞踊
東アジア交流
（海外公演）

山海塾インド公演 特定非営利活動法人　山海塾 ｲﾝﾄﾞ(ﾆｭｰﾃﾞﾘｰ) 4,400

舞踊
東アジア交流
（海外公演）

日越友好年記念　わらび座「遠野物語」ベトナム公演（仮称） 株式会社　わらび座 ﾍﾞﾄﾅﾑ(ﾊﾉｲ､ﾎｰﾁﾐﾝ) 11,000

舞踊 東アジア交流
（共同制作（国内公演））

日韓ダンス共同制作プロジェクト 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 Ｈａｎｇｕｋ Performing Arts Center(韓国) 2,300

舞踊 国際フェスティバル あいちトリエンナーレ2013　パフォーミングアーツ
あいちトリエンナーレ実行委員会
（中核団体：公益財団法人愛知県文化振興事業団）

ｵﾗﾝﾀﾞ､ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ､ﾌﾗﾝｽ､ﾄﾞｲﾂ､ｲﾀﾘｱ､日本 46,000

演劇 海外公演
劇団　山の手事情社公演「道成寺」モルドヴァ･ルーマニア公
演

有限会社　アップタウンプロダクション
（劇団山の手事情社）

ﾓﾙﾄﾞｳﾞｧ(ｷｼﾉｳ)､ﾙｰﾏﾆｱ(ﾔｼ､ｼﾋﾞｳ) 8,800

演劇 海外公演 『春琴』（Shun-kin） 公益財団法人　せたがや文化財団 ｱﾒﾘｶ(ﾆｭｰﾖｰｸ) 19,000

演劇 海外公演 宝塚歌劇団　台湾公演 宝塚歌劇団 台湾(台北) 20,000
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部門 種類 事業名 団体名
海外公演：国名（都市名） 招へい公演：相
手国名 フェスティバル：参加国 共同制作：
相手団体(国名）

内定額
（千円）

演劇 海外公演 チェルフィッチュ　２０１３年春ツアー チェルフィッチュ
ﾍﾞﾙｷﾞｰ(ﾌﾞﾘｭｯｾﾙ)､ｵｰｽﾄﾘｱ(ｳｨｰﾝ､ｻﾞﾙﾂﾌﾞ
ﾙｸﾞ)､ﾄﾞｲﾂ(ｴｯｾﾝ､ﾍﾞﾙﾘﾝ)､ｽﾍﾟｲﾝ(ﾊﾞﾙｾﾛﾅ)､
ｵﾗﾝﾀﾞ(ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ)

22,000

演劇 海外公演 地点『コリオレイナス』ツアー2013 合同会社　地点 ﾍﾞﾗﾙｰｼ(ﾐﾝｽｸ)､ﾛｼｱ(ﾉｳﾞｺﾞﾛﾄﾞ､ﾓｽｸﾜ) 4,000

演劇 海外公演
東京演劇アンサンブル『櫻の森の満開の下』モルドバ・ルー
マニア公演

有限会社　東京演劇アンサンブル ﾓﾙﾄﾞｳﾞｧ(ｷｼﾉｳ)､ﾙｰﾏﾆｱ(ﾌﾞｶﾚｽﾄ､ｼﾋﾞｳ) 14,000

演劇 海外公演 「THE BEE」English Version
公益財団法人
東京都歴史文化財団　東京芸術劇場

ﾙｰﾏﾆｱ(ｼﾋﾞｳ)､ｲｽﾗｴﾙ(ｴﾙｻﾚﾑ)､韓国(ｿｳ
ﾙ)､ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ(ｴｽﾌﾟﾗﾈｰﾄﾞ)

13,000

演劇 海外公演 日本ろう者劇団　仏クランドイユ芸術祭等参加公演（仮称） 社会福祉法人　トット基金　日本ろう者劇団 ﾌﾗﾝｽ(ﾗﾝｽ)､ｲｷﾞﾘｽ(ﾛﾝﾄﾞﾝ) 3,600

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」アイルランド・
ロシアツアー

有限会社　名取事務所 ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ(ﾀﾞﾌﾞﾘﾝ､ｺｰｸ)､ﾛｼｱ(ﾓｽｸﾜ) 18,000

演劇 海外公演 ポツドール「愛の渦」公演2013 ポツドール ﾌﾗﾝｽ(ﾊﾟﾘ､ﾙ･ｱｰﾌﾞﾙ､ｼｭﾄﾗｽﾌﾞｰﾙ) 18,000

演劇 海外公演 流山児★事務所ワールドツアー２０１４ 有限会社　流山児オフィス ｱﾒﾘｶ(ﾆｭｰﾖｰｸ)､ｶﾅﾀﾞ(ﾊﾞﾝｸｰﾊﾞｰ) 15,000

演劇 海外公演 燐光群『屋根裏』ヨーロッパ･ツアー２０１３ 燐光群／有限会社グッドフェローズ
ｲﾀﾘｱ(ｽﾎﾟﾚｰﾄ)､ﾄﾞｲﾂ(ﾍﾞﾙﾘﾝ)､ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ(ﾀﾝﾍﾟ
ﾚ)

19,000

演劇
国際共同公演
（海外公演）

SPAC&テアトロ・マランドロ『ロミオとジュリエット』スイス～フラ
ンスツアー

財団法人　静岡県舞台芸術センター
ｽｲｽ(ｼﾞｭﾈｰﾌﾞ､ﾓﾝﾃｰ､ﾓﾙｼﾞｭ)､ﾌﾗﾝｽ(ﾊﾟﾘ､
ｼｬﾄｰﾊﾞﾛﾝ､ｱﾇｼｰ､ｼｬﾝﾍﾞﾘ､ﾌﾞｰﾙｼﾞｭ)

18,000

演劇
東アジア交流
（海外公演）

雲南省少数民族の子どものための山岳地帯巡回公演Part2
「3びきのコブタ」巡回公演

特定非営利活動法人　劇団道化 中国(玉渓､箇旧､怒江､臨滄) 3,200

演劇
東アジア交流
（海外公演）

新宿梁山泊韓国公演「道玄哀歌」 新宿梁山泊 韓国(釜山､烏山) 10,000

演劇 東アジア交流
（共同制作（海外公演））

小池博史ブリッジプロジェクト「小池版マハーバーラタ」汎アジ
アプロジェクト

株式会社　サイ
ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ(ﾌﾟﾉﾝﾍﾟﾝ)､ﾍﾞﾄﾅﾑ(ﾊﾉｲ)､ﾏﾚｰｼﾗ(ｸｱ
ﾗﾙﾝﾌﾟｰﾙ)

8,200

演劇 国際フェスティバル 2013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
ﾃﾞﾝﾏｰｸ､ﾍﾞﾙｷﾞｰ､ﾌﾗﾝｽ､ｶﾅﾀﾞ､ﾄﾞｲﾂ､ﾛｼｱ､ｲ
ｽﾗｴﾙ､ｲｷﾞﾘｽ､ｸﾛｱﾁｱ､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2013
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､ﾄﾞｲﾂ､ｲｷﾞﾘｽ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ､ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ 50,000

演劇 国際フェスティバル ＢｅＳｅＴｏ演劇祭　20周年記念開催（東京）（仮） 日本BeSeTo委員会 中国､韓国 26,000

演劇 国際フェスティバル
第2回　東京ミドルシアター・フェスティバル「現代イプセン演
劇祭」

特定非営利活動法人　舞台２１ ﾉﾙｳｪｰ､ﾍﾞﾙｷﾞｰ､ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ､ﾁﾘ 49,000

大衆芸能 海外公演 「大田楽」スペイン公演 特定非営利活動法人　ＡＣＴ．ＪＴ ｽﾍﾟｲﾝ(ﾏﾄﾞﾘｯﾄﾞ､ｸﾞﾗﾅﾀﾞ) 10,000

大衆芸能 海外公演 フィリピン寄席芸能公演 公益社団法人　落語芸術協会 ﾌｨﾘﾋﾟﾝ(ﾏﾆﾗ､ﾀﾞﾊﾞｵ) 1,800

大衆芸能
東アジア交流
（海外公演）

タイ王国太神楽曲芸公演 太神楽曲芸協会 ﾀｲ(ﾁｪﾝﾏｲ､ﾊﾞﾝｺｸ) 2,600
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音楽部門 舞踊部門 演劇部門 大衆芸能部門

有田　栄 阿部　さとみ 田窪　桜子 相羽　秋夫

礒山　雅 稲田　奈緒美 酒井　誠 今岡　謙太郎

岡山　潔 國吉　和子 太田　耕人 荻田　清

白石　美雪 新藤　弘子 河合　祥一郎 中村　真規

中村　孝義 菘　あつこ 西川　信廣 布目　英一

新実　徳英 野坂　公夫 法月　敏彦 花井　伸夫

野川　美穂子 丸茂　恵美子 七字　英輔 松尾　美矢子

堀内　修 山野　博大 水谷内　助義 油井　雅和

その他部門

相羽　秋夫

飯田　高誉

酒井　誠

礒山　雅

華頂　尚隆

山野　博大

※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

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


