
分野 応募件数 採択件数 採択率

音楽 10 7 70.0%

舞踊 12 9 75.0%

演劇 25 16 64.0%

大衆芸能 2 2 100.0%

その他 27 19 70.4%

合計 76 53 69.7%

平成28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



部門 事業件名 団体（学校）名
契約予定額（千

円）

音楽
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

17,479

音楽 『日本のオペラ年鑑2015』編纂・刊行事業 学校法人  東成学園 6,069

音楽
新進歌手及び地域の歌手の歌唱機会の創出～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 7,818

音楽 演奏年鑑2017 - 音楽資料（通巻第43号）
公益社団法人 日本演奏連
盟

12,724

音楽
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

40,319

音楽 明日を担う音楽家たち2017～文化庁在外研修の成果～
公益社団法人 日本オーケ
ストラ連盟

13,292

音楽 日本のプロフェッショナル・オーケストラ年鑑2016
公益社団法人 日本オーケ
ストラ連盟

4,202

舞踊
全国ダンサー、ダンス指導者育成プログラム ①世界との出会い②バレエセミナー世界
への歩み

株式会社 アーキタンツ 6,705

舞踊 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 10,964

舞踊 現代舞踊新進芸術家育成Project
一般社団法人 現代舞踊協
会

36,202

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

39,710

舞踊
①バレエ・アステラス2016～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2017

公益財団法人 新国立劇場
運営財団

26,927

舞踊 国内ダンス留学＠神戸 PLUS（仮称）
特定非営利活動法人 ダン
スボックス

12,457

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

37,601

舞踊 舞踊公演アーカイブ事業≪舞踊年鑑2016と舞踊公演データベース≫
公益社団法人 日本バレエ
協会

9,679

舞踊 新進バレエダンサー育成及びバレエ団の環境整備
一般社団法人 日本バレエ
団連盟

12,502

演劇 P新人賞2016
特定非営利活動法人 愛知
人形劇センター

2,256

演劇 桜美林大学企画製作 新進劇作・演出家の作品上演による演劇人育成事業 学校法人 桜美林学園 8,110

演劇 世界に視野を開く、地域の演劇リーダー育成プログラム2016
認定特定非営利活動法人
劇研

2,536

演劇 「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

16,734

演劇
新国立劇場演劇研修所公演 ①第10期生試演会、②第10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

9,870

演劇 韓国現代戯曲ドラマリーディングⅧ 日韓演劇交流センター 8,209

平成28年度次代の文化を創造する新進芸術家育成事業採択一覧



部門 事業件名 団体（学校）名
契約予定額（千

円）

演劇 「演劇年鑑」の作成
公益社団法人 日本演劇協
会

7,731

演劇
平成28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2016 演劇大学 ②国際演劇交流セミナー2016 ③日本の
近代戯曲研修セミナー2016 ④若手演出家コンクール2016

一般社団法人 日本演出者
協会

62,140

演劇 『年鑑・国際演劇交流セミナー2015』編纂
一般社団法人 日本演出者
協会

3,619

演劇 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

15,486

演劇 現代日本の劇作（英語）
一般社団法人 日本劇作家
協会

4,707

演劇 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

92,875

演劇 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

19,202

演劇 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

25,687

演劇 演劇実践系大学連携による俳優育成のシステム構築のための調査事業 学校法人 日本大学 3,559

演劇 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

26,064

大衆芸能 平成28年度 新人漫才芸研鑽発表会 一般社団法人 漫才協会 551

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

13,904

その他 アーティスト・プラクティス 2016
NPO法人 アーツイニシア
ティヴトウキョウ[AIT/エイト]

5,504

その他
「未来を担う美術家たち 19ｔｈDOMANI・明日展 文化庁芸術家在外研修の成果」（予
定）

株式会社 アート・ベン
チャー・オフィス ショウ

40,511

その他 アートNPOの運営実態調査＋アートNPOデータバンクの製作事業
特定非営利活動法人 アー
トNPOリンク

4,320

その他
映画・演劇を横断し活躍する俳優養成講座～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

4,659

その他
舞台芸術のアートマネジメント専門人材の人材育成と労働環境を考えるシンポジウム
～統計・調査から分かる労働環境とこれから必要な人材育成～

特定非営利活動法人
Explat

2,608

その他 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

14,400

その他 大学美術館を活用した美術工芸分野新人アーティスト育成プロジェクト
国立大学法人 京都工芸繊
維大学

11,804

その他
みちのくアート巡礼キャンプ2016 -東北から思考する、新進芸術家・企画者養成集中
ワークショップ

特定非営利活動法人 芸術
公社

5,785

その他 「舞台芸術交流年鑑2014-2015」（平成26-27年版）
特定非営利活動法人 国際
舞台芸術交流センター

4,125

その他
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2016

一般社団法人 コミュニティ
シネマセンター

12,009



部門 事業件名 団体（学校）名
契約予定額（千

円）

その他 「上映活動レポート2016（上映活動年鑑）」（仮称）の作成
一般社団法人 コミュニティ
シネマセンター

10,989

その他
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」開催の
基盤構築

国立大学法人 筑波大学 17,578

その他
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

17,040

その他 「撮影助手育成塾」
協同組合 日本映画撮影監
督協会

7,366

その他 明日を拓く映画美術スタッフ育成プロジェクト2016「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

14,997

その他 '15年鑑代表シナリオ集（2016年発刊）
協同組合 日本シナリオ作
家協会

2,223

その他 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

2,746

その他 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

7,562

その他 大学連携による地域文化の特色を活かした若手芸術家の育成 2016 国立大学法人 山口大学 9,152

合 計 813,268


