
提案数 採択数 採択率

56 38 67.9%

(119) (49) 41.2%

音楽部門 7 5 71.4%

舞踊部門 12 7 58.3%

演劇部門 19 13 68.4%

大衆芸能部門 2 2 100.0%

美術部門 2 2 100.0%

映画部門 4 4 100.0%

その他部門 10 5 50.0%

※括弧内の数値は前年度

事業名等

次代の文化を創造する新進芸術家育成事業

平成２４年度「次代の文化を創造する新進芸術家育成事業」提案及び採択状況



部門 事業件名 団体名

音楽 『日本のオペラ年鑑２０１１－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

音楽 新進演奏家育成プロジェクト 社団法人 日本演奏連盟

音楽 演奏年鑑２０１３－音楽資料 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２０１２ 社団法人 日本オーケストラ連盟

音楽 明日を担う音楽家たち２０１３ ～文化庁在外研修の成果～ 社団法人 日本オーケストラ連盟

舞踊 集中舞踏ワークショップ及び野外公演 キャメルアーツ 株式会社

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 「踊りに行くぜ！！」Ⅱ(セカンド)
特定非営利活動法人 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☆２０１２～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２０１３

財団法人 新国立劇場運営財団

舞踊 京都の暑い夏／Dance Scape
一般社団法人 Dance &
Environment

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 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

演劇 「国際演劇年鑑」の編集・発行 社団法人 国際演劇協会

演劇 シアターコース―２０１２
有限会社シアタープロジェクト・東
京

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 財団法人 新国立劇場運営財団

演劇 韓国現代戯曲ドラマリーディング２０１３ 日韓演劇交流センター

演劇 「演劇年鑑」の作成 社団法人 日本演劇協会

演劇 次代の若手演出家育成事業 日本演出者協会

演劇 『年鑑・国際演劇交流セミナー２０１１』編纂 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 一般財団法人 日本劇作家協会

演劇 戯曲朗読研究会 一般社団法人 日本劇作家協会

演劇 日本の演劇人を育てるプロジェクト 社団法人 日本劇団協議会

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

平成２４年度次代の文化を創造する新進芸術家育成事業採択事業一覧



部門 事業件名 団体名

演劇 児童青少年演劇「新進芸術家育成公演」 社団法人 日本児童演劇協会

演劇 世界を目指す劇場芸術家養成事業―利賀演劇コンクール
公益財団法人 舞台芸術財団演劇
人会議

大衆芸能 平成２４年度 新人漫才芸研鑽発表会 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

美術 「未来を担う美術家たち DOMANI・明日展２０１２ 文化庁在外研修制度の成果」
株式会社 アート・ベンチャー・オ
フィス ショウ

美術 αＭプロジェクト２０１２ 「絵画に愛は語れるか？」 学校法人 武蔵野美術大学

映画
デジタル化と映像文化の未来を考えるーデジタル時代における映像メディア・
キュレーター育成のためのワークショップシリーズ

一般社団法人 コミュニティシネマ
センター

映画 '11年鑑代表シナリオ集(2012年発刊) 社団法人 シナリオ作家協会

映画 明日を拓く映画美術スタッフ育成プロジェクト２０１２「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

映画 「撮影助手育成塾」 協同組合 日本映画撮影監督協会

その他
次代の文化を創造する沖縄の新進実演家・舞台スタッフのための連続講習会２
０１２

沖縄県芸能関連協議会

その他 民間の芸術文化振興に関わる「メセナ活動実態調査」 公益社団法人 企業メセナ協議会

その他 舞台芸術交流年鑑２０１０－２０１１
特定非営利活動法人 国際舞台
芸術交流センター

その他 「’１２ 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 舞台音響家のための公開講座 日本舞台音響家協会



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


