
申請数 採択数 採択率

84 45 53.6%

(82) (44) 53.7%

海外公演 45 28 62.2%

国際共同制作（海外公演） 1 1 100.0%

国際共同制作（国内公演） 5 2 40.0%

国際フェスティバル 8 6 75.0%

東アジア交流（海外公演） 18 6 33.3%

東アジア交流（国際共同制作（海外公演）） 3 0 0.0%

東アジア交流（国際共同制作（国内公演）） 4 2 50.0%

※括弧内の数値は前年度

平成２６年度「国際芸術交流支援事業」申請及び採択状況

事業名等

国際芸術交流支援事業



【音楽部門】

<海外公演>

№ 活動名 団体名 国名 内定額（千円）

1 札幌交響楽団 台湾公演（仮称） 公益財団法人 札幌交響楽団 台湾(台北市･新北市･台南市) 13,691

2
日本・スイス国交樹立１５０周年記念事業 ジャパン
ウィーク・日本文化交流特別コンサート（仮題）

株式会社矢島聰子事務所 ｽｲｽ(ﾍﾞﾙﾝ･ｲﾝﾀｰﾗｰｹﾝ) 7,619

3
第６０回プッチーニ音楽祭 三枝成彰：オペラ「ジュニア・
バタフライ」

株式会社メイ・コーポレーション ｲﾀﾘｱ(ｳﾞｨｱﾚｯｼﾞｮ) 16,541

4 読売日本交響楽団 ヨーロッパ公演（仮称） 公益財団法人読売日本交響楽団
ﾄﾞｲﾂ(ﾍﾞﾙﾘﾝ･ｳﾞｪﾙﾍﾙﾑｽﾊｰﾌｪﾝ･ｹﾙﾝ)
ﾍﾞﾙｷﾞｰ(ﾌﾞﾙｯｾﾙ)

33,271

<国際共同制作（国内公演）>

№ 活動名 団体名 共同制作の相手方（国名） 内定額（千円）

1 日伊共同制作 オペラ 蝶々夫人 110周年記念公演 蝶々夫人国際共同制作実行委員会 ﾎﾞﾛｰﾆｬ市立歌劇場(ｲﾀﾘｱ) 35,000

<国際フェスティバル>

№ 活動名 団体名 国名 内定額（千円）

1 サウンド・ライブ・トーキョー
特定非営利活動法人国際舞台芸術
交流センター

ｱﾒﾘｶ､ｲｷﾞﾘｽ､ｶﾅﾀﾞ､ｲﾀﾘｱ､ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ､ｼﾘｱ 14,000

2
第３２回アジア作曲家連盟総会＆音楽祭《アジア音楽祭
２０１４》

一般社団法人日本作曲家協議会 韓国､ｳﾞｪﾄﾅﾑ､ 17,180

<東アジア交流（海外公演）>

№ 活動名 団体名 国名 内定額（千円）

1
AUNJクラシック・オーケストラ“One Asia joint concert ２
０１４”（仮称）

ハートツリー株式会社
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ(ｼﾞｬｶﾙﾀ) ﾀｲ(ﾊﾞﾝｺｸ) ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ(ﾌﾟ
ﾉﾝﾍﾟﾝ)ﾍﾞﾄﾅﾑ(ﾊｲﾉ)

6,766



【舞踊部門】

<海外公演>

№ 活動名 団体名 国名 内定額（千円）

1 金沢舞踏館東欧ツアー2014 金沢舞踏館 ﾓﾙﾄﾞﾊﾞ(ｷｼﾆｮﾌ) ﾙｰﾏﾆｱ(ｼﾋﾞｳ) 1,273

2
コンテンポラリーダンス・ショーケース JAPAN＋EAST
ASIA（仮称）

有限会社ハイウッド ｱﾒﾘｶ(ﾆｭｰﾖｰｸ) 6,421

3 鈴木ユキオ＋金魚「Waltz」ラトビア公演 金魚（鈴木ユキオ） ﾗﾄﾋﾞｱ(ﾘｶﾞ) 1,154

4
３１th InPulsTanz International Dance Festival 「墓場で
踊られる熱狂的なダンス」海外公演

Ko＆Edge Co． ｵｰｽﾄﾘｱ(ｳｨｰﾝ) 2,364

5 勅使川原三郎／KARAS 新作ダンス創作・公演
有限会社 カラス（勅使川原三郎／
KARAS）

ﾄﾞｲﾂ(ﾃﾞｭｲｽﾌﾞﾙｸﾞ･ｴﾝｹﾞｾﾞﾙｼｬｯﾄｴﾘｰｾﾞ) 6,768

6 山海塾２０１４欧州イスラエルツアー 特定非営利活動法人 山海塾
ｽｲｽ(ｼﾞｭﾈｰﾌﾞ･ﾛｰｻﾞﾝﾇ･ﾊﾞｰｾﾞﾙ) ｽｳｪｰﾃﾞ
ﾝ(ﾔｰﾅ) ﾍﾞﾙｷﾞｰ(ﾌﾞﾙｰｼﾞｭ) ｲｽﾗｴﾙ(ﾃﾙｱ
ﾋﾞﾌﾞ)

12,497

7 大駱駝艦公演 キャメルアーツ株式会社 ﾒｷｼｺ(ﾒｷｼｺｼﾃｨ) 15,943

8 桧垣バレエ団第９回海外公演 一般社団法人桧垣バレエ団 ｵｰｽﾄﾘｱ(ｸﾞﾗｰﾂ･ｳｨｰﾝ) 5,000

9 コンドルズ 南アフリカツアー ２０１５ コンドルズ 南ｱﾌﾘｶ(ｹｰﾌﾟﾀｳﾝ･ﾀﾞｰﾊﾞﾝ･ﾖﾊﾈｽﾌﾞﾙｸﾞ) 14,060

10 東京バレエ団 第２７次海外公演 公益財団法人日本舞台芸術振興会
ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ(ｳｯﾁ･ﾜﾙｼｬﾜ) ｵｰｽﾄﾘｱ(ｸﾗｰｹﾞﾝ
ﾌﾙﾄ) ｲﾀﾘｱ(ﾛｰﾏ)

61,422

<国際フェスティバル>

№ 活動名 団体名 国名 内定額（千円）

1 Dance the New Air - ダンスの明日 公益財団法人児童育成協会
ﾍﾞﾙｷﾞｰ､ﾌﾗﾝｽ､ｲｷﾞﾘｽ､ｱﾒﾘｶ､韓国､ｵﾗﾝ
ﾀﾞ､ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ､ﾊﾝｶﾞﾘｰ､ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ､ﾙｰﾏﾆ
ｱ､ｸﾛｱﾁｱ

41,574

2
「ヒューマン・セレブレーション-三陸国際芸術祭２０１４
（仮題）」

NPO法人ジャパン・コンテンポラリーダ
ンス・ネットワーク

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ､韓国 24,647

<東アジア交流（国際共同制作（国内公演））>

№ 活動名 団体名 共同制作の相手方（国名） 内定額（千円）

1
日本-韓国ダンス交流プロジェクト Yokohama Dance
Collection × Seoul Dance Collection “Dance
Connection”

公益財団法人横浜市芸術文化振興
財団

Hanguk Performing Arts Center(韓国) 1,951



【演劇部門】

<海外公演>

№ 活動名 団体名 国名 内定額（千円）

1
さいたまゴールド・シアター「鴉よ、おれたちは弾丸をこ
める」パリ公演

公益財団法人埼玉県芸術文化振興
財団

ﾌﾗﾝｽ(ﾊﾟﾘ) 17,840

2 チェルフィッチュ２０１４年秋 北米・中南米・欧州ツアー チェルフィッチュ

ｱﾒﾘｶ(ﾎﾟｰﾄﾗﾝﾄﾞ･ﾛｻﾝｾﾞﾙｽ･ﾎﾞｽﾄﾝ･ﾆｭｰ
ﾖｰｸ) ﾌﾗﾝｽ(ﾏﾙｾｲﾕ) ﾒｷｼｺ(ｸﾞｱﾅﾌｱﾄ) ﾌﾞ
ﾗｼﾞﾙ(ﾘｵﾃﾞｼﾞｬﾈｲﾛ･ｻﾝﾊﾟｳﾛ) ﾁﾘ(ｻﾝﾃﾞｨｱ
ｺﾞ) ｽｲｽ(ﾊﾞｰｾﾞﾙ) ﾄﾞｲﾂ(ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ･ﾃﾞｭｯｾ
ﾙﾄﾞﾙﾌ)

30,768

3 劇団１９８０「白波五人女」東欧公演 有限会社 劇団１９８０
ﾍﾞﾗﾙｰｼ(ﾐﾝｽｸ) ﾓﾙﾄﾞｳﾞｧ(ｷｼﾉｳ) ﾙｰﾏﾆｱ
(ｼﾋﾞｳ)

8,434

4 「エッグ」
公益財団法人 東京都歴史文化財団
東京芸術劇場

ﾌﾗﾝｽ(ﾊﾟﾘ) 28,723

5
別役実 海外交流シリーズ「やってきたゴドー」ルーマニ
ア・モルドバ・ポーランドツアー

有限会社 名取事務所
ﾓﾙﾄﾞﾊﾞ(ｷｼﾆｮﾌ) ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ(ｸﾗｸﾌ) ﾙｰﾏﾆｱ
(ｼｳﾞｨｳ･ﾌﾞｶﾚｽﾄ)

13,267

6 SPACアヴィニョン演劇祭公演
公益財団法人 静岡県舞台芸術セン
ター

ﾌﾗﾝｽ(ｱｳﾞｨﾆﾖﾝ) 33,716

7 地点ロシア国内ツアー２０１４ 合同会社地点 ﾛｼｱ(ﾔﾛｽﾗｳﾞﾘ･ｺｽﾄﾛﾏ･ﾓｽｸﾜ) 5,663

8 『マクベス』 公益財団法人せたがや文化財団 ﾙｰﾏﾆｱ(ｼﾋﾞｳ） ﾌﾗﾝｽ(ﾊﾟﾘ) 15,187

9
やなぎみわ演劇プロジェクト「ゼロ・アワー」-東京ローズ
最後のテープ- 米国公演

やなぎみわ演劇プロジェクト
ｱﾒﾘｶ(ﾆｭｰﾖｰｸ･ﾜｼﾝﾄﾝ･ﾒﾘｰﾗﾝﾄﾞ州･ｵﾚｺﾞ
ﾝ州･ｶﾙﾌｫﾙﾆｱ州) ｶﾅﾀﾞ(ﾄﾛﾝﾄ)

18,996

10 劇団うりんこ『ねむるまち』韓国公演 株式会社劇団うりんこ 韓国(ｿｳﾙ･密陽･釜山) 894

<国際共同制作（海外公演）>

№ 活動名 団体名 共同制作の相手方（国名） 内定額（千円）

1 アンドロイド版『変身』ヨーロッパツアー 有限会社アゴラ企画 ARTS 276(ﾌﾗﾝｽ) 9,740

<国際共同制作（国内公演）>

№ 活動名 団体名 共同制作の相手方（国名） 内定額（千円）

1 青年団国際演劇交流プロジェクト『Suite n°2』 有限会社アゴラ企画 ｼﾞｭﾇｳﾞｨﾘｴ国立演劇ｾﾝﾀｰ(ﾌﾗﾝｽ) 3,024

<国際フェスティバル>

№ 活動名 団体名 国名 内定額（千円）

1
ＫＹＯＴＯ ＥＸＰＥＲＩＭＥＮＴ/京都国際舞台芸術祭 ２０
１４

京都国際舞台芸術実行委員会 ｱﾒﾘｶ､ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ､ﾄﾞｲﾂ､ﾌﾗﾝｽ､ 46,373

2 「２０１４国際児童・青少年演劇フェスティバル（仮称）」 一般社団法人エーシーオー沖縄
ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ､ﾄﾞｲﾂ､ｶﾅﾀﾞ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､ｽﾍﾟｲﾝ､
ﾍﾞﾙｷﾞｰ､ｽｳｪｰﾃﾞﾝ､

29,873

<東アジア交流（海外公演）>

№ 活動名 団体名 国名 内定額（千円）

1 第２１回BeSeTo演劇祭（中国開催）派遣事業 日本BeSeTo委員会 中国(福建省) 13,777

2 SCOT中国公演 有限会社スコット 中国(北京･上海) 12,143

3 しあわせな日々/Happy Days ARICA ｲﾝﾄﾞ(ﾆｭｰﾃﾞﾘｰ) 3,029

4 『カウラの班長会議』オーストラリア・ツアー 燐光群/有限会社グッドフェローズ ｵｰｽﾄﾗﾘｱ(ﾒﾙﾎﾞﾙﾝ･ｷｬﾝﾍﾞﾗ･ｶｳﾗ･ｼﾄﾞﾆｰ) 19,769

5
身体詩「ＰＩＬＧＲＩＭ～２０１４～」韓国・春川国際演劇祭
での公演とワークシップ（ソウル公演実施予定）

特定非営利活動法人 祈りの芸術ＴＡ
ＣＨＩ－ＫＩＫＡＫＵ

韓国(ｿｳﾙ) 1,589



<東アジア交流（国際共同制作（国内公演））>

№ 活動名 団体名 共同制作の相手方（国名） 内定額（千円）

1
Doosan Art Center×東京デスロック＋第１２言語演劇
スタジオ『カルメギ』（仮）

一般社団法人 ｕｎｌｏｃｋ
ﾄﾞｩｻﾝ･ｱｰﾄｾﾝﾀｰ(韓国)､第12言語演劇
スタジオ（韓国)

8,643



【大衆芸能部門】

<海外公演>

№ 活動名 団体名 国名 内定額（千円）

1 カンボジア王国 太神楽曲芸公演 太神楽曲芸協会 ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ(ﾌﾟﾉﾝﾍﾟﾝ) 2,676

2 「大田楽」カナダ公演 特定非営利活動法人ＡＣＴ．ＪＴ ｶﾅﾀﾞ(ﾌﾟﾘﾝｽｴﾄﾞﾜｰﾄﾞｱｲｴｱﾝﾄﾞ州) 5,826

3 タイ王国寄席芸能公演 公益社団法人落語芸術協会 ﾀｲ(ﾊﾞﾝｺｸ) 2,195

4 坂東玉三郎演出 鼓童『打男 ＤＡＤＡＮ』ヨーロッパ公演
株式会社北前船（太鼓芸能集団鼓
童）

ｽﾍﾟｲﾝ(ｸﾞﾗﾅﾀﾞ･ﾏﾄﾞﾘｯﾄﾞ･ｵﾋﾞｴﾄﾞ･ｶﾙﾀﾍﾅ･
ﾊﾞﾙｾﾛﾅ･ﾄﾛｴｼﾞｬ ﾃﾞ ﾓﾝｸﾞﾘ) ﾌﾗﾝｽ(ﾘﾖﾝ)

1,000



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 内野 儀 今岡 謙太郎

礒山 雅 池田 恵巳 太田 耕人 荻田 清

岡山 潔 稲田 奈緒美 河合 祥一郎 上沼 真平

小畑 恒夫 國吉 和子 七字 英輔 布目 英一

白石 美雪 新藤 弘子 田窪 桜子 花井 伸夫

寺内 直子 野坂 公夫 立花 恵子 古川 綾子

新実 徳英 平野 英俊 久野 敦子 茂木 仁史

三宅 幸夫 望月 辰夫 渡辺 弘 渡辺 寧久

国際芸術交流支援事業協力者会議委員一覧


