
No. 組織・団体名 プロジェクト名 開催地 開催期間

1 アース・セレブレーション実行委員会 日本博を契機とした佐渡の文化資源コンテンツ創成事業（仮称） 新潟県 令和元年8月15日～18日

2 十日町市 越後妻有 雪花火2019／Gift for Frozen Villege2019（仮称） 新潟県 令和2年2月～3月

3 株式会社ライゾマティクス MANSAI 解体新書その参拾特別版「5W1H」 東京都 令和元年7月9日～14日

4
公益財団法人墨田区文化振興財団

すみだ北斎美術館
「綴プロジェクト」－高精細複製画で綴る－

スミソニアン協会フリーア美術館の北斎展
東京都 令和元年6月25日～8月25日

5 東京アート＆ライブシティ構想実行委員会
日本の伝統芸能、メディア芸術、美術ミックスでインバウンド促進
～能楽・歌舞伎・時代劇～

東京都 令和元年10月5日～25日

6
独立行政法人国立美術館

東京国立近代美術館
「鏑木清方 幻の《築地明石町》特別公開」
44年ぶりの再発見作品の特別公開

東京都 令和元年11月～12月

7
独立行政法人国立文化財機構

東京国立博物館 日本文化体験「日本のよろい！」 東京都 令和元年7月17日～9月23日

8
独立行政法人日本芸術文化振興会

国立劇場
DiscoverKABUKI－外国人のための歌舞伎鑑賞教室－
「解説 歌舞伎のみかた」「神霊矢口渡」

東京都 令和元年6月17日，18日

9
独立行政法人日本芸術文化振興会

国立劇場

邦楽公演「日本音楽の流れ－三味線－」
「親子で楽しむ舞踊・邦楽」「浮世絵の音－北斎・広重－（仮称）」
「邦楽鑑賞会 長唄の会・三曲の会－四季を巡って－（仮称）」

東京都
令和元年6月8日，7月6日，
9月15日，10月5日，
令和2年1月18日～19日

10 豊島区 日本博を契機とした野外公演事業（仮称） 東京都 令和元年9月21日～11月10日

11 文化庁／国立近現代建築資料館 安藤忠雄初期建築原図展に伴う教育普及講座及び関連展示 東京都 令和元年6月8日～9月23日

12 横浜市 日本博を契機とした横浜版文化資源コンテンツ創成事業 神奈川県 令和元年9月15日～11月15日

13 京都府 日本博を契機とした「ARTISTS’ FAIR KYOTO 2020」 京都府 令和2年2月29日，3月1日

14
独立行政法人日本芸術文化振興会

国立文楽劇場
Discover BUNRAKU ―BUNRAKU for Beginners―
「The ABC of BUNRAKU」「菅原伝授手習鑑」

大阪府 令和元年6月15日

15
独立行政法人国立文化財機構

奈良国立博物館 わくわくびじゅつギャラリー「いのりの世界のどうぶつえん」 奈良県 令和元年7月13日～9月8日

16
独立行政法人国立文化財機構

奈良文化財研究所 春期特別展「骨ものがたり 環境考古学研究室のお仕事」 奈良県
平成31年4月23日～令和元年6月
30日

17 香川県 瀬戸内の島々を舞台としたパフォーミングアーツ実施事業 香川県
令和元年7月19日～8月25日，
9月28日～11月4日

18
独立行政法人国立文化財機構

九州国立博物館 特別展「京都 大報恩寺 快慶・定慶のみほとけ」 福岡県
平成31年4月23日～令和元年6月
16日

19
独立行政法人国立文化財機構

九州国立博物館 特別展「室町将軍－戦乱と美の足利十五代」 福岡県 令和元年7月13日～9月1日

「日本博」主催・共催型プロジェクト（1次）
※一部採択時の名称がございます。



「日本博」主催・共催型プロジェクト（2次）①

No. 組織・団体名 プロジェクト名 開催地 開催期間（予定）

1
文化庁企画調整課
（国立アイヌ民族博物館設立準備室）

アイヌ文化魅力発信プロジェクト ～ アイヌが歩む。アイヌと歩む。～（仮
称）

北海道ほか（北海道外は調整
中），新千歳空港他

令和元年9月頃～令和2年10月頃

2
一般社団法人国際児童青少年舞台芸術協
会（アシテジ）日本センター

2019国際子どもと舞台芸術未来フェスティバル in 全国
東京都他，全国で巡回を調整
中

令和元年7月～令和2年1月

3 公益社団法人日本芸能実演家団体協議会 日本遺産LIVE プロジェクト (仮称)
山形県，神奈川県，岐阜県，
富山県，岡山県，大分県

令和元年9月頃～令和2年3月頃

4
株式会社朝日新聞社（独立行政法人国立
科学博物館との共同事業）

特別展「和食」（仮称）及び関連プロジェクト 東京都 令和2年3月14日～6月14日

5 公益財団法人新国立劇場運営財団
子どもたちとアンドロイドが創る新しいオペラ「Super Angels スーパー
エンジェル」

東京都 令和2年8月22日，23日

6 （実行委員会） 日本の自然と書の心（仮称） 東京都 令和2年4月25日～5月10日

7
独立行政法人国立科学博物館
（環境省との共同事業）

企画展「国立公園展」（仮称） 東京都 令和2年8月～10月

8
独立行政法人国立美術館

国立新美術館 「時空を超える日本のアート―古典×現代2020」（仮称） 東京都 令和2年3月11日～6月1日

9
独立行政法人国立美術館

国立新美術館
「日本のファッション展」（仮称） 東京都 令和2年6月3日～8月24日

10
独立行政法人国立美術館

国立新美術館
「MANGA都市TOKYO ニッポンのマンガ・アニメ・ゲーム・特撮2020」東京都 令和2年7月～9月(調整中)

11
独立行政法人国立美術館

京都国立近代美術館
「円山応挙から近代京都画壇へ ＶＲと日本画技法体験プロジェクト」 東京都，京都府 令和元年8月～12月

12
独立行政法人国立美術館

東京国立近代美術館
「隈研吾展」 東京都 令和2年7月～10月

13
独立行政法人国立文化財機構

東京国立博物館
特別展「法隆寺金堂壁画（仮称）」 東京都 令和2年3月14日～5月10日

14 独立行政法人日本芸術文化振興会 特別展「工藝2020－日本の工藝と自然－」及び「工藝と食」プログラム

東京都(「工藝と食」プログ
ラムは令和元年度に東京，京
都の２か所，令和2年度に他
の地方地域数か所で実施)

令和2年10月～11月
（「工藝と食」プログラムは令和
元年10月から実施）

※一部採択時の名称がございます。



「日本博」主催・共催型プロジェクト（2次）②

No. 組織・団体名 プロジェクト名 開催地 開催期間（予定）

15 独立行政法人日本芸術文化振興会
「日本博」2020オープニング・セレモニー記念公演「饗宴－四季を奏でる
音・声・踊り」（仮称）

東京都 令和2年3月14日

16 独立行政法人日本芸術文化振興会
ユネスコ無形文化遺産 特別展「見て・聞いて・触って楽しむ伝統芸能 ―
日本人と自然―」（仮称）

東京都 令和2年3月10日～5月24日

17
独立行政法人日本芸術文化振興会

国立劇場 舞踊公演「京舞」～舞から感じる京都の四季～ 東京都 令和元年11月29日，30日

18
独立行政法人日本芸術文化振興会

国立劇場 「雅楽・声明」公演～日本の音と声～ 東京都 令和元年7月20日，11月9日

19
独立行政法人日本芸術文化振興会

国立劇場 民俗芸能公演～祝福と神話 自然を背景に～ 東京都
令和元年7月27日，
令和2年1月25日

20 組踊上演300周年記念事業実行委員会

沖縄の伝統芸能・ユネスコ無形文化遺産「組踊」～300周年の誇りを世界に
～（仮称）

琉球芸能の美と心－組踊「執心鐘入」との交感
ちがうぞ 色彩、所作、旋律

福岡県，大分県，島根県，
新潟県，東京都，長野県，
兵庫県

令和元年10月11日，10月13日，
11月4日，11月6日，11月7日，
11月9日，11月10日

21 公益財団法人国立劇場おきなわ運営財団
沖縄の伝統芸能・ユネスコ無形文化遺産「組踊」～300周年の誇りを世界に
～（仮称）
琉球王朝の美～組踊と琉球舞踊、その継承と発信～ (仮称)

沖縄県ほか
令和元年10月4日，5日，12日，
12月21日，22日
令和2年１月11日，3月21日

22 静岡市 大道芸ワールドカップin静岡2019 静岡県 令和元年11月１日～４日

23 公益財団法人日本博物館協会
ICOМ京都大会2019における日本文化の発信―開会式における無形文化財：
能「石橋」の上演と閉会式における日本舞踊「季の葩三番叟」の上演―等

京都府 令和元年9月1日～7日

24
独立行政法人国立文化財機構

京都国立博物館
特別展「流転100年 佐竹本三十六歌仙絵と王朝の美」開催記念
十二単お服上げの再現―現代につながる王朝の美（仮称）

京都府
令和元年11月9日※特別展は令和元
年10月12日～ 11月24日

25 独立行政法人日本芸術文化振興会 特別展「京都の国宝展―守り伝える日本のたから―」（仮称） 京都府 令和2年4月下旬～6月下旬

26 独立行政法人日本芸術文化振興会
我が国の美術工芸品等修理の技と自然の原材料を活かした伝承と活用
―国宝重要文化財（美術工芸品）保存修理成果の現地公開―

大阪府，京都府
令和2年2月下旬～4月上旬，
3月20日～5月25日，
6月23日～7月19日

27
独立行政法人国立文化財機構

奈良国立博物館
特別展「毘沙門天 ―北方鎮護のカミ―」 奈良県 令和2年2月4日～3月22日

28
独立行政法人国立文化財機構

奈良文化財研究所
2019年度平城宮跡資料館夏のこども展示「ならのみやこのしょくぶつえん
―土の中の花鳥風月―」

奈良県 令和元年7月20日～9月1日

29 奈良県 古代から令和の時代までつながる文化を巡る奈良博覧プロジェクト 奈良県ほか 令和元年7月頃～令和2年3月頃

30 せとうちパレット日本博実行委員会
「響きあう、人・海・芸術～せとうち交響」プロジェクト

英語名：Setouchi Symphony
岡山県，広島県，山口県，
愛媛県，香川県

令和元年7月～令和2年3月

31 宗像国際環境会議実行委員会 「神宿る島」国際文化芸術プロジェクト 福岡県 令和元年7月～令和4年3月

※一部採択時の名称がございます。



「日本博」イノベーション型プロジェクト

No. 組織・団体名 プロジェクト名 開催地 開催時期

1 一般社団法人日本花火推進協力会 「みんなの花火～障がい者も健常者も一緒に楽しめる花火～」
北海道，秋田県，
東京都，愛知県,
他１県

令和元年7月～12月

2 公益社団法人日本児童青少年演劇協会 障害者及び外国人等「共生社会」実現に向けての児童青少年演劇公演

北海道，埼玉県，
東京都，愛媛県，
三重県，兵庫県，
愛知県，広島県，
島根県，山口県，
大分県

令和元年6月19日～令和2年1月18日

3 国立大学法人東京藝術大学
文化芸術による「東京2020復興支援プロジェクト」
～ 次世代を担う若い力によるレガシー創出 ～

岩手県，宮城県，
福島県，東京都

令和元年6月6日～令和2年3月31日

4 幸せ出ずる国いわて実行委員会 ファンタスティック岩手―復興フェスティバル（仮称） 岩手県 令和元年6月15日～令和2年3月31日

5 福島県 「SAMURAI SPIRIT × FUKUSHIMA PRIDE」 福島県 令和元年10月(予定)

6 群馬県戦略的文化芸術創造事業実行委員会
「日本の美」＝「日本の四季」を守り伝える

ー伝統と革新の舞台芸術プロジェクト—（仮称）
群馬県 令和元年9月7日～令和2年3月27日

7 一般社団法人日本の節句文化を継承する会 節句Japan FES 2020（仮称） 埼玉県 令和元年6月～令和2年3月

8 公益財団法人角川文化振興財団
日本とバチカン文化交流プロジェクト
―長崎の自然と文化体験コンテンツの創成（仮称）

長崎県，東京都 令和元年6月～令和2年3月31日

9 公益財団法人日本フィルハーモニー交響楽団 落合陽一×日本フィルハーモニー交響楽団プロジェクト Vol.3 東京都 令和元年8月20日～27日

10 浜離宮大江戸文化芸術祭2019実行委員会 浜離宮大江戸文化芸術祭2019 東京都 令和元年8月23日，24日，25日

11 十日町市文化協会連合会 時を超えて、日本の美＜国宝のある薪狂言＞ 新潟県 令和元年8月8日～9月20日

12 「CONTACT/CONNECT展」実行委員会 CONTACT/CONNECTつなぐ・むすぶ 日本と世界のアート 京都府 令和元年9月1日～8日



No. 組織・団体名 プロジェクト名 開催地 主な取組の開催期間

1 札幌市 パシフィック・ミュージック・フェスティバル札幌（ＰＭＦ）開催事業 北海道 令和元年7月

2 札幌市
札幌国際芸術祭を核に地域の文化芸術資源を活用した文化芸術振興及び
観光インバウンド活性化事業

北海道 令和2年2月

3 山形県 山形県文化芸術交流発信事業 山形県 令和元年7月～8月

4 益子町 土の暮らしが生きるまち文化創造発信事業 栃木県
令和元年10月~令和2年
1月

5 群馬県 群馬県戦略的文化芸術創造事業 群馬県 令和2年2月～3月

6 豊島区 東アジア文化都市及び東京2020大会を契機とした国際アート・カルチャー都市の推進事業 東京都 令和元年10月

7 横須賀市 日本遺産等を活用した旧軍港都市・横須賀東海岸「文化財×自然×文化芸術」推進事業 神奈川県 令和元年7月～9月

8 伊勢原市 霊峰大山で出会う日本の伝統・江戸の粋 事業 神奈川県 令和元年10月

9 長岡市 越後長岡時代絵巻「米百俵」発信事業 新潟県 令和元年10月

10 富山県 利賀から世界へ・世界から利賀へ ～世界的舞台芸術拠点形成事業 富山県 令和元年8月～9月

11 石川県 いしかわ・金沢 風と緑の楽都音楽祭開催事業 石川県
平成31年4月～令和元
年5月

12 愛知県 「あいちトリエンナーレ」における国際現代美術展開催事業 愛知県 令和元年8月～10月

13 京都府 「もうひとつの京都」アートプロジェクト事業 京都府 令和元年10月～11月

「日本博」文化資源活用推進プロジェクト①



「日本博」文化資源活用推進プロジェクト②

No. 組織・団体名 プロジェクト名 開催地 主な取組の開催期間

14 京都市 京都の文化・観光資源を活用したメディア芸術・コンテンツ産業振興事業 京都府 令和元年9月

15 京都市 劇場文化創造事業～新たなトラディションの創造～ 京都府 令和元年8月

16 京都市 京都の美・日本の美・百花爛漫 ～日本の博覧会150年紀～ 京都府 令和2年3月

17 京都市 シルクロードいま昔 京都府 令和2年3月

18 大阪府 「大阪文化芸術フェス」事業 大阪府 令和元年9月～11月

19 堺市 ものの始まりなんでも堺・文化芸術創造都市プロジェクト 大阪府 令和元年10月

20 神戸市 アートプロジェクトKOBE「TRANS- 」 兵庫県 令和元年9月～11月

21 鳥取県 未来へつなぐ！とっとり文化遺産魅力創造発信事業「とっとり博」 鳥取県
令和元年10月～令和2年
3月

22 岡山市 「岡山芸術交流」を核とした文化資源活用推進事業 岡山県 令和元年9月～11月

23 福山市 福山城築城４００年記念事業－城のあるまち 福のまち－ 広島県 令和元年9月

24 徳島県
アニメの聖地徳島！日本博における「マチ★アソビ」を活用したインバウンドの獲得強化及び
地域活性化事業

徳島県
令和元年5月，9月～10
月

25 北九州市 東アジア文化都市2020北九州推進事業 福岡県 令和2年3月

26 大分県 創造県おおいた国際発信事業 大分県 令和元年9月～11月



「日本博」参画プロジェクト①
令和元年7月2日現在

No. 組織・団体名 プロジェクト名 開催地 開催期間

1 東京国立博物館
日本美を守り伝える「紡ぐプロジェクト」
―皇室の至宝・国宝プロジェクト― 特別展 御即位30年記念
「両陛下と文化交流ー日本美を伝えるー」

東京都 平成31年3月5日～4月29日

2 東京国立博物館 美を紡ぐ 日本美術の名品
－雪舟，永徳から光琳，北斎までー 東京都 令和元年5月3日～6月2日

3 東京国立近代美術館 イメージコレクター・杉浦非水展 東京都 前期：平成31年2月9日～4月7日
後期：平成31年4月10日～令和元年5月26日

4 国立西洋美術館 林忠正
ージャポニスムを支えたパリの美術商 東京都 平成31年2月19日～令和元年5月19日

5 東京国立近代美術館 桃山時代から現代へ「The 備前
－土と炎から生まれる造形美－」 東京都 平成31年2月22日～令和元年5月6日

6 国立劇場 歌舞伎公演「元禄忠臣蔵－御浜御殿綱豊卿－」
「積恋雪関扉」 東京都 平成31年3月3日～27日

7 国立劇場 高精細レプリカ展示 東京都 平成31年3月3日～令和元年7月24日

8 国立科学博物館 日本館春祭り 東京都 平成31年3月3日～31日

9 東京国立博物館 国宝 東寺－空海と仏像曼荼羅 東京都 平成31年3月26日～令和元年6月2日

10 東京国立博物館 奈良 大和四寺のみほとけ 東京都 令和元年6月18日～9月23日

11 東京国立博物館 住友財団修復助成三十年記念特別企画
「文化財よ，永遠に」 東京都 令和元年10月1日～12月1日

12 東京国立博物館 特集「親と子のギャラリー ツノをもつ動物」 東京都 平成31年4月16日～令和元年5月26日

13 京都国立博物館 時宗二祖上人七百年御遠忌記念
国宝+一遍聖絵と時宗の名宝 京都府 平成31年4月13日～令和元年6月9日

14 京都国立博物館 ICOM京都大会開催記念特別企画
京博寄託の名宝 美を守り，美を伝える 京都府 令和元年8月4日～9月16日

15 奈良国立博物館 国宝の殿堂 藤田美術館展
―曜変天目茶碗と仏教美術のきらめき 奈良県 平成31年4月13日～令和元年6月9日

16 奈良文化財研究所 高御座展 奈良県 平成31年4月27日～令和元年6月2日



「日本博」参画プロジェクト②
令和元年7月2日現在

No. 組織・団体名 プロジェクト名 開催地 開催期間

17 奈良文化財研究所 埋（うず）もれた大宮びとの横顔
―薬・まじない・荘園の木簡 奈良県 平成31年4月8日～26日

18 奈良文化財研究所 奈良文化財研究所 公開講演会 奈良県 令和元年6月，11月（各1回）

19 東京国立近代美術館 MOMATコレクション 東京都 平成31年4月～令和元年12月

20 東京国立近代美術館 美術館の春まつり 東京都 平成31年3月19日～4月7日

21 東京国立近代美術館 竹工芸名品展：ニューヨークのアビー・コレクション
メトロポリタン美術館所蔵 東京都 令和元年9月13日～12月8日

22 京都国立近代美術館 京都の染織 1960年代から今日まで 京都府 平成31年3月8日～4月14日

23 京都国立近代美術館 川勝コレクション 鍾渓窯・河井寛次郎 京都府 平成31年4月26日～令和元年6月2日

24 国立西洋美術館 国立西洋美術館開館60周年記念
松方コレクション展 東京都 令和元年6月11日～9月23日

25 国立国際美術館 コレクション特集展示
ジャコメッティと Ⅰ 大阪府 令和元年5月25日～8月4日

26 国立公文書館 平成31年春の特別展 江戸時代の天皇 東京都 平成31年4月6日～令和元年5月12日

27 国立劇場 文楽公演「妹背山婦女庭訓」 東京都 令和元年5月11日～27日

28 国立劇場 特別企画公演「言葉～ひびく～身体Ⅰ 神々の残照－伝統と創
造のあわいに舞う－」 東京都 令和元年５月25日

29 国立能楽堂 新作狂言鮎 －豊かな自然－
愛知県,
岐阜県,
石川県

令和元年5月5日，11月1日，2日
令和元年5月6日，
令和元年6月14日

30 国立文楽劇場
文楽公演
通し狂言「仮名手本忠臣蔵－日本人の心と四季－」
（三公演連続上演）

大阪府
平成31年4月6日～29日
令和元年7月20日～8月5日
令和元年11月2日～24日



「日本博」参画プロジェクト③
令和元年7月2日現在

No. 組織・団体名 プロジェクト名 開催地 開催期間

31 公益財団法人
新国立劇場運営財団 森山開次「NINJA」 東京都 令和元年5月31日～6月2日，5日，7日～9日

32 国立科学博物館 100年前の東京と自然－プラントハンター
ウィルソンの写真から－ 東京都 平成31年4月13日～令和元年6月16日

33 国立科学博物館 日本人が育んださくらそうの文化史 東京都 平成31年4月6日～14日

34 国立科学博物館 四季と生き物たち 東京都 令和元年6月～8月

35 日本芸術院 近代日本芸術の100年
―日本芸術院創設百周年記念展 東京都

第２回 令和元年5月1日～13日
第３回 令和元年9月20日～10月6日
第４回 令和2年1月10日～23日
第５回 令和2年7月～8月頃
第６回 令和3年1月頃
※第１回は平成31年１月に終了

36 Reborn-Art Festival
実行委員会 リボーンアート・フェスティバル 宮城県 令和元年8月3日～9月29日

37 日本舞踊協会 第3回日本舞踊 未来座=彩（SAI)＝
「春夏秋冬」「檜男＝ぴのきお＝」 東京都 令和元年6月21日～23日

38 香川県 瀬戸内国際芸術祭 香川県
平成31年4月26日～令和元年5月26日
令和元年7月19日～8月25日
令和元年9月28日～11月4日

39

第35回国民文化祭宮崎県実
行委員会
第20回全国障害者芸術・文
化祭実行委員会

第35回国民文化祭・みやざき2020，
第20回全国障害者芸術・文化祭みやざき大会 宮崎県 令和２年10月17日～12月6日

40 独立行政法人
日本芸術文化振興会

東京シシマイコレクション2020プレ
～東日本大震災から復活したシシマイ～ 東京都 令和元年5月11日，12日

令和元年10月～11月頃

41

第34回国民文化祭，
第19回全国障害者芸術・文
化祭新潟県実行委員会
（新潟県県民生活・環境部
文化振興課内）

第34回国民文化祭・にいがた2019，
第19回全国障害者芸術・文化祭にいがた大会 新潟県 令和元年9月15日～11月30日



「日本博」参画プロジェクト④
令和元年7月2日現在

No. 組織・団体名 プロジェクト名 開催地 開催期間

42 六本木アートナイト実
行委員会

六本木アートナイトを中心としたアートの拠点
及びネットワーク事業 東京都

平成31年4月1日～令和2年3月31日
（その後も継続予定）
※六本木アートナイト2019 ＜メインイベント＞
令和元年5月25日，26日

43 京都国立博物館 流転１００年 佐竹本三十六歌仙と王朝の美 京都府 令和元年10月12日～11月24日

44 国立公文書館 雨に詠えば ー空模様の古典文学ー 東京都 令和元年7月27日～9月8日

45 国立劇場 歌舞伎鑑賞教室
解説「歌舞伎のみかた」「神霊矢口渡」

東京都，
静岡県

令和元年6月2日～24日
令和元年6月26日

46 国立能楽堂 外国人のための能楽鑑賞教室
Discover NOH & KYOGEN 東京都 令和元年5月29日，10月31日

47 国立能楽堂 国立能楽堂ショーケース 東京都 令和元年7月24日～26日，8月25日～27日

48 能登ふるさと博
開催実行委員会 能登ふるさと博 石川県 平成31年4月1日～令和2年3月31日

49 石川の四季観光キャン
ペーン実行委員会 金沢城・兼六園四季物語 石川県 平成31年4月5日～令和2年2月16日

50 徳島県 とくしま夏の音楽祭２０１９ 徳島県 令和元年7月6日，7日

51 文化庁 発掘された日本列島２０１９

東京都，
岩手県，
青森県，
愛知県，
福岡県

令和元年6月1日～7月21日
令和元年8月2日～9月10日
令和元年9月21日～11月4日
令和元年11月16日～12月28日
令和2年1月18日～2月26日

52 国立劇場
歌舞伎鑑賞教室
解説「歌舞伎のみかた」「菅原伝授手習鑑－車引－」
「棒しばり」

東京都，
神奈川県

令和元年7月3日～24日
令和元年7月26日，27日

53 米沢上杉文化
振興財団

生誕100年 日本画家 福王寺法林
～自然へのまなざし～ 山形県 令和元年6月15日～8月4日

54 国立大学法人
京都工芸繊維大学

京都工芸繊維大学開学120周年創立70周年記念事業
「Re Design × KYOTO（リ・デザイン バイ キョウト）」 京都府 令和元年5月15日～令和2年3月末

55 京都国立博物館 京都国立博物館夏期講座 京都府 令和元年7月26日，27日

56 国立劇場 舞踊公演「花形・名作舞踊鑑賞会」 東京都 令和元年8月3日



「日本博」参画プロジェクト⑤
令和元年7月2日現在

No. 組織・団体名 プロジェクト名 開催地 開催期間
57 国立劇場 舞踊公演「舞の会―京阪の座敷舞―」 東京都 令和元年8月31日

58 米沢上杉文化振興財団 日本画家
福王寺一彦・福王寺みどりこの世界 山形県 令和元年6月19日～30日

59 国際陶磁器フェスティバル
美濃実行委員会 国際陶磁器フェスティバル美濃’２０ 岐阜県 令和2年9月18日～10月18日

60 奈良文化財研究所 2018年飛鳥藤原地区発掘調査速報展 奈良県 令和元年7月1日～12月27日

61 奈良文化財研究所 令和元年度夏期企画展飛鳥資料館
第10回写真コンテスト「飛鳥の古墳」 奈良県 令和元年7月19日～9月1日

62 奈良国立博物館 特別陳列「法徳寺の仏像 ー近代を旅した仏たちー」 奈良県 令和元年7月13日～9月8日

63 奈良国立博物館 御即位記念 第71回正倉院展 奈良県 令和元年10月26日～11月14日

64 京都国立近代美術館 円山応挙から近代京都画壇へ 京都府 令和元年11月2日～12月15日

65 岐阜県 清流の国ぎふ芸術祭
Art Award IN THE CUBE 2020 岐阜県 令和2年4月18日～6月14日

66 岐阜県 地歌舞伎推進プログラム
「清流の国ぎふ 秋の地歌舞伎公演2019」 岐阜県 令和元年11月23日

67 岐阜県 2020地歌舞伎勢揃い公演 岐阜県 令和2年1月19日～7月

68 日本酒造協会中央会 国際空港國酒キャンペーン

千葉県，
東京都，
愛知県，
大阪府

令和元年7月1日～令和2年3月31日

69 文化庁 DOMANI・明日2020 日本博スペシャル展
―文化庁新進芸術家海外研修制度の成果（仮称） 東京都 令和2年1月11日～2月16日

70
パナソニック株式会社ブラン
ドコミュニケーション本部
パナソニックセンター東京

特別企画展「SPORTS×MANGA」 東京都 令和元年7月13日～9月29日

71 公益社団法人能楽協会 ESSENCE能
～見どころ！ぎゅっと凝縮・能楽アンソロジー～ 東京都 令和元年7月31日，8月4日

72 公益財団法人
日本いけばな芸術協会 第５２回日本いけばな芸術展 東京都 令和元年10月1日～18日



「日本博」参画プロジェクト⑥
令和元年7月2日現在

No. 組織・団体名 プロジェクト名 開催地 開催期間

73 群馬県立歴史博物館
群馬県立歴史博物館100回企画展
「ハート形土偶大集合！！
－縄文のかたち・美、そして岡本太郎－」

群馬県 令和元年9月28日～12月1日

74 国立劇場 文楽公演 第一部「心中天網島」／
第二部「嬢景清八嶋日記」「艶容女舞衣」 東京都 令和元年9月7日～23日

75
宮崎県国民文化祭・
障害者芸術文化祭課
記紀編さん記念事業推進室

みやざきの神楽福岡公演２０１９ 福岡県 令和元年7月28日

76 国立科学博物館 江戸・東京の伝統工芸
－職人の技（ワザ）－ 東京都 令和元年8月9日～14日

77 公益財団法人
岐阜県教育文化財団 tomoni県民ミュージカル 心の翼 岐阜県 令和元年9月14日

78 信濃川火焔街道連携協議会 火焔型土器と縄文文化の魅力発信事業 新潟県 令和元年6月21日～令和2年3月31日

79 いちはらアート×ミックス
実行委員会

房総里山芸術祭
いちはらアート×ミックス2020 千葉県 令和2年3月20日～5月17日

80 文化庁 百花繚乱 新たな国民のたからー文化庁購入文化財展ー 新潟県 令和元年7月27日～8月25日

81 上野文化の杜
新構想実行委員会 UENOYESバルーンDAYS2019(仮称） 東京都 令和元年11月9日，10日

82 国立演芸場 ワークショップ「はじめての演芸体験」(仮称)・
特別企画公演「演芸大にぎわい～東から西から～」 東京都 令和元年9月28日，29日

83 和文化・産業連携
振興協議会

和文化・産業連携プロジェクト
～日本橋から五大陸へ～
「日本橋和文化体験見本市2019」

東京都 令和元年9月25日
令和元年7月26日にプレイベント開催

84 公益財団法人
新国立劇場運営財団

新制作バレエ
「竜宮」浦島太郎と亀の姫（仮称） 東京都 令和2年7月25日～28日頃

85 株式会社
タオ・エンターテイメント

DRUM TAO 2019年新作舞台
「ザ・ドラマーズ」全国43県津々浦々ツアー（仮称） 全国43県 令和元年5月5日～令和2年3月22日

86 株式会社北前船 鼓童ワン・アース・ツアー2019「道」

東京都，神奈川県，千葉県，
埼玉県，茨城県，新潟県，
愛知県，三重県，兵庫県，
大阪府，京都府，香川県，
愛媛県，広島県，長崎県，
鹿児島県，熊本県，

令和元年9月14日～12月22日

87 国立能楽堂 企画公演「組踊上演300周年記念 能と組踊」 東京都 令和元年11月28日，29日



「日本博」参画プロジェクト⑦
令和元年7月2日現在

No. 組織・団体名 プロジェクト名 開催地 開催期間

88 東京国立博物館 日本書紀成立1300年
特別展「出雲と大和」 東京都 令和2年1月15日～3月8日

89 横浜市芸術文化振興財団 横浜能楽堂
来館促進プロモーション事業 神奈川県 平成31年4月～令和2年3月

90 横浜市芸術文化振興財団 横浜能楽堂普及公演
「眠くならずに楽しめる能の名曲」 神奈川県 令和元年12月22日

91 松竹株式会社 スーパー歌舞伎II 新版オグリ 東京都 令和元年10月6日～11月25日

92 松竹株式会社 九月花形歌舞伎 京都府 令和元年9月2日～26日

93 松竹株式会社 秀山祭九月大歌舞伎 東京都 令和元年9月1日～25日


