
文化芸術交流事業に必要な経費
映像出版事業費

1. 人物交流事業費
⑴ 映像出版情報交流（招へい）
⑵ アニメ文化大使

2. 催し等事業費
⑴ 海外日本映画際（主催）
⑵ 海外日本映画際（助成）
⑶ 国内映画際（主催）
⑷ 国内映画際（助成）
⑸ 日本マンガ大賞
⑹ 映画出版情報交流（催し）

3. 文化資料事業費
⑴ テレビ番組交流促進
⑵ フィルムライブラリー充実（本部）
⑶ フィルムライブラリー充実（海外）
⑷ 国際図書展参加
⑸ 映像出版情報交流（文化資料）

4. 日本研究事業費
⑴ 映画・テレビ番組制作（助成）
⑵ 出版・翻訳（主催）
⑶ 出版・翻訳（助成）



人物交流事業費 (1)映像出版情報交流（招へい）

国際交流基金が日本国内で行う事業にあわせて、映像・出版分野における専門家を海外から招へいし、シンポジウムや
講演会などの機会を提供する。

合計額 1,159,494 円

事業名 氏名 現職 国 団体 期間 事業内容

１ アラブ映画
祭２００８

（１９年度）

Sandra
Madi

映画監督 ヨルダン ぴあ株式会
社

08.03.17～
08.03.25

アラブ映画の上映。ゲストを招へ
いし、シンポジウムを開催。

Mohanmed
Khan

映画監督 エジプト

Nejib
Belkadhi

映画監督 チュニジア

人物交流事業費 (2)アニメ文化大使

ポップカルチャーを通じた文化外交の一環として、複数言語による字幕版アニメDVDを製作する。
合計額 5,747,416 円

事業名 国 団体 期間 事業内容

１ アニメ文化大使 全世界区分困難 外務省 07.06.01～
08.03.31

ポップカルチャーを通じた文化外交の一環とし
て、アニメ文化大使を創設、ドラえもんが就任。
在外公館及び基金海外事務所主催の上映会用に
映画『ドラえもん のび太の恐竜2006』の4カ国
語字幕版DVDを製作。

株式会社小学館

催し等事業費 (1)海外日本映画祭（主催）

在外公館や国際交流基金海外事務所が実施する日本映画上映事業への協力を行う。
合計額 32,260,911 円

事業名 国 共催団体 期間 事業内容

１ インド巡回映画
祭

インド ニューデリー事
務所

07.08.20～
08.02.02

ニューデリーでは総理訪印時に、2007年日印交
流年「インドにおける日本年」事業の一環とし
て『フラガール』『ALWAYS 三丁目の夕日』他
計5作品を上映。5都市で実施（ニューデリー、
チェンナイ、コルカタ、バンガロール、ムンバ
イ）。

在インド大使館
在コルカタ総領
事館
在チェンナイ総
領事館
在ムンバイ総領
事館

２ 日本映画祭（マ
レーシア）

マレーシア 国際交流基金ク
アラルンプール
日本文化セン
ター

07.08.21～
07.09.02

『リンダ リンダ リンダ』『バーバー吉野』
『パッチギ！』他計8作品を上映。2都市巡回（ク
アラルンプール、ペナン）。

映像出版事業費



事業名 国 共催団体 期間 事業内容

３ 日本映画祭（シ
ンガポール）

シンガポール 在シンガポール
大使館

07.09.20～
07.09.23

『ええじゃないか』『楢山節考』『命』他計14作
品を上映。

４ 成瀬巳喜男監督
特集上映会

イタリア 国際交流基金
ローマ日本文化
会館

07.10.02～
08.01.29

『山の音』、『浮雲』他の成瀬巳喜男の32作品を
上映。

５ 日本の映画製作
会社の歴史シ
リーズ第一弾：
日活特集

フランス 国際交流基金パ
リ日本文化会館

07.10.02～
07.10.27

『藤原義江のふるさと』（溝口健二）、『丹下左善
余話 百万両の壺』（山中貞雄）、『執炎』（蔵原
惟繕）等、日活映画33作品を上映。

６ 鈴木清順監督大
特集

フランス 国際交流基金パ
リ日本文化会館

07.05.31～
07.07.05

『東京流れ者』、『殺しの烙印』、『オペレッタ狸
御殿』等、鈴木清順の27作品を上映。

７ A Life More
Ordinary: A
Portrait of
Contemporary
Japanese
People on Film

英国 国際交流基金ロ
ンドン事務所

08.02.09～
08.03.22

『いつか読書する日』（緒方明）、『下妻物語』(中
島哲也）他全6作品をロンドン、ブリストル、ベ
ルファスト、エディンバラ、シェフィールドの
5都市で巡回上映。

８ 第11回ソウル国
際漫画・アニ
メーションフェ
スティバル

（SICAF2007)

韓国 国際交流基金ソ
ウル日本文化セ
ンター

07.05.23～
07.05.27

今年度は「日本」を特集し、『パプリカ』『時を
かける少女』『秒速5センチメートル』『フーコ
ン・ファミリー』の他、2007年文化庁メディア
芸術蔡で上映された作品から14作品を選定し、

『ベスト日本アニメーション』を上映。また、新
海誠、細田守を招へい。

９ 日本映画週間
（モンゴル）

モンゴル 在モンゴル大使
館

07.12.07～
07.12.11

「モンゴルにおける日本年」事業の一環として
日本映画週間を開催。『Wの悲劇』『用心棒』『ふ
くろう』『ファンシィダンス』『銀河鉄道999』を
各1回上映。

10 第9回ジャカル
タ国際映画祭

インドネシア 国際交流基金
ジャカルタ日本
文化センター

07.12.07～
07.12.16

『武士の一分』『フラガール』『パプリカ』の3作
品を上映。

11 日本映画祭（バ
ンコク）

タイ 国際交流基金バ
ンコク日本文化
センター

08.01.18～
08.01.25

『しとなやか獣』『どぶ』『祇園囃子』他計10作
品を上映。岡田秀則（東京国立近代美術館フィ
ルムセンター主任研究員）を招へいし、オープ
ニング上映の前にトークセッションを実施。

12 日本映画祭（ベ
トナム）

ベトナム 在ベトナム大使
館

07.10.05～
07.10.07

『たそがれ清兵衛』『キッズリターン』『アドレ
ナリンドライブ』の3作品を上映。2都市巡回（ハ
イフォン、ホーチミン）。

13 日本映画祭
（ホーチミン）

ベトナム 在ホーチミン総
領事館

07.11.09～
07.11.16

『たそがれ清兵衛』『キッズリターン』『アドレ
ナリンドライブ』の3作品を上映。2都市巡回（ハ
イフォン、ホーチミン）。

映像出版事業費



事業名 国 共催団体 期間 事業内容

14 日本映画祭
（ミャンマー）

ミャンマー 在ミャンマー大
使館

08.01.23～
08.02.28

『どら平太』『菊次郎の夏』『たそがれ清兵衛』
の3作品を上映。2都市巡回（ヤンゴン、マンダ
レー）。

15 日本映画祭（ラ
オス）

ラオス 在ラオス大使館 07.11.02～
07.11.11

『椿三十郎』『菊次郎の夏』『どら平太』他計10
作品を上映。

16 第6回アンカラ
日本映画祭

トルコ 在トルコ大使館 08.03.22～
08.03.25

『Always 三丁目の夕日』（山崎貴）、『シコふん
じゃった』（周防正行）、『羅生門』（黒澤明）等、
計８作品を上映。

17 第5回イスタン
ブール日本映画
祭

トルコ 在イスタンブー
ル総領事館

08.03.13～
08.03.16

『羅生門』（黒澤明）、『楢山節考』（今村昌平）、
『Always 三丁目の夕日』（山崎貴）等、計８作品
を上映。

18 日本映画祭（南
アフリカ）

南アフリカ 在南アフリカ共
和国大使館

08.02.29～
08.03.27

『ガラスのうさぎ』（四分一節子）、『たそがれ清
兵衛』（山田洋次）、『ファンシイダンス』（周防
正行）等、計6作品をケープタウン、プレトリア、
ヨハネスブルグの3都市で上映。

19 第1回アルジェ
日本映画週間

アルジェリア 在アルジェリア
大使館

07.11.10～
07.11.15

『隠し剣 鬼の爪』『武士の一分』『たそがれ清
兵衛』等、山田洋次の計３作品を上映。また同
監督による講演を実施。

20 日本映画週間
（セネガル）

セネガル 在セネガル大使
館

07.06.25～
07.06.30

『ジャングル大帝』（竹内啓雄）、『用心棒』（黒
澤明）、『生まれてはみたけれど』（小津安二郎）
等、計５作品を上映。

21 カンパラ日本映
画祭

ウガンダ 在ウガンダ大使
館

08.01.25～
08.01.29

『ホテル・ハイビスカス』（中江裕司）、『ファン
シイダンス』（周防正行）、『ガラスのうさぎ』（四
分一 節子）等、計４作品を上映。

22 サモア日本映画
祭

サモア 在ニュージーラ
ンド大使館

08.02.11～
08.02.13

『ピンポン』（曽利文彦）、『ナビィの恋』（中江
裕司）を上映。

23 ウェリントン日
本祭

ニュージーラン
ド

在ニュージーラ
ンド大使館

08.01.24～
08.01.26

『ピンポン』（曽利文彦）、『ナビィの恋』（中江
裕司）等3作品を上映。

24 第11回巡回日本
映画祭

オーストラリア 国際交流基金シ
ドニー日本文化
センター

07.10.16～
07.12.08

『パッチギ！』（井筒和幸）、『春の雪』（行定勲）
『リンダリンダリンダ』（山下敦弘）等、計２０
作品を上映。また緒方明の招聘、第６回日豪学
生映画フォーラムを実施。

25 『幻想映画の先
駆者-中川信夫
監督特集』

アルゼンチン 在アルゼンチン
大使館

07.05.04～
07.05.11

『エノケンのとび助冒険旅行』『私刑（リンチ）』
『さすらいの旅路』他、中川信夫作品全8本を各
3～4回上映。コロンビア 在コロンビア大

使館
07.08.10～

07.09.02

26 名作20本に見る
日本映画史

ブラジル 国際交流基金サ
ンパウロ日本文
化センター

08.02.20～
08.03.10

本部FLより『東京の合唱』『裸の島』『乱れ雲』
他計10本、ブラジルFL及びブラジル銀行文化
センターより『ハウルの動く城』『東京物語』『タ
ンポポ』他計10本、合計20本を各2～4回上映。

映像出版事業費



事業名 国 共催団体 期間 事業内容

27 今村昌平監督特
集（メキシコ）

メキシコ 国際交流基金メ
キシコ日本文化
センター

07.07.12～
07.07.22

『にっぽん昆虫記』『エロ事師たちより人類学
入門』『神々の深き欲望』『復讐するは我にあり』

『ええじゃないか』『楢山節考』等計10作品を各
２回上映。

28 日本映画上映会
（ホンジュラス）

ホンジュラス 在ホンジュラス
大使館

07.10.17～
07.10.21

『ガラスのうさぎ』『学校』『学校Ⅲ』『息子』『ち
びまる子ちゃん』の計5本を各1回上映。

29 第41回日本映画
祭

ロシア 在サンクトペテ
ルブルグ総領事
館

07.09.25～
07.11.28

『リンダリンダリンダ』『半落ち』等、露語FL
作品及び本部FLより新作７作品を上映

在ロシア大使館

30 第9回日本映画
レトロスペク
ティヴ

ロシア 在ロシア大使館 07.09.25～
07.10.07

『女』『二十四の瞳』等、木下恵介特集上映

31 東欧巡回日本映
画祭

オーストリア 在オーストリア
大使館

07.06.14～
07.06.20

『三文役者』『GO』『深呼吸の必要』『リアリズ
ムの宿』『鏡の女たち』『アカルイミライ』『卓球
温泉』計７作品を上映ギリシャ 在ギリシャ大使

館
クロアチア 在クロアチア大

使館
チェコ 在チェコ大使館
ハンガリー ブダペスト事務

所
ブルガリア 在ブルガリア大

使館
ベラルーシ 在ベラルーシ大

使館
ポーランド 在ポーランド大

使館
ボスニア・ヘル
ツェゴビナ

在ボスニア・ヘ
ルツェゴビナ大
使館

ラトビア 在ラトビア大使
館

リトアニア 在リトアニア大
使館

ルーマニア 在ルーマニア大
使館

32 中西部大学巡回
日本映画上映会

米国 ニューヨーク事
務所

08.01.22～
08.03.28

『空中庭園』『リンダリンダリンダ』『ウォーター
ボーイズ』『月はどっちにでている』『パッチ
ギ！』をシカゴ大学（シカゴ）、アイオワ大学（ア
イオワシティ）など7都市の大学で上映。

33 カナダ巡回映画
祭

カナダ 国際交流基金ト
ロント日本文化
センター

07.10.06～
07.10.13

『ホテル・ハイビスカス』『たそがれ清兵衛』『下
妻物語』『ガラスのうさぎ』の4本をトロント、
ハミルトンで上映。

映像出版事業費



事業名 国 共催団体 期間 事業内容

34 カナダ巡回日本
映画祭

カナダ 在カナダ大使館 07.09.13～
07.11.10

『ホテル・ハイビスカス』『たそがれ清兵衛』『下
妻物語』『ガラスのうさぎ』をオタワ、バンクー
バー、モントリオールなど9都市で上映。

35 五所平之助監督
特集（ケルン）

ドイツ 国際交流基金ケ
ルン日本文化会
館

08.03.03～
08.06.30

『マダムと女房』、『今ひとたびの』、『煙突の見
える場所』等、五所平之助の24作品を上映。

36 山村浩二監督作
品・アニメー
ション映画特集

ドイツ 国際交流基金ケ
ルン日本文化会
館

07.11.05～
07.12.20

『くもとちゅうりっぷ』（政岡憲三）、『人間動物
園』（久里洋二）、『コーヒーブレイク』（古川タ
ク）などのアニメーション51作品を上映。

37 日本映画祭（ヤ
ングシネマ）

フィリピン 国際交流基金マ
ニラ事務所

07.06.20～
07.07.31

『金融破滅ニッポン 桃源郷の人々』『青い春』
『害虫』他計10作品を上映。2都市巡回（マニラ、
セブ）。

38 日本映画祭（カ
ンボジア）

カンボジア 在カンボジア大
使館

08.02.01～
08.02.03

『ファンシイダンス』『ウォーターボーイズ』『銀
河鉄道999』『のど自慢』の4作品を上映。

39 国際サイレント
映画祭

フィリピン 国際交流基金マ
ニラ事務所

07.09.06～
07.09.20

日独西3カ国から各1本ずつの無声映画を選び、
フィリピン人音楽家による生演奏と共に上映。
日本からは『雄呂血』を出品。

40 2007上海・日本
映画週間

中国 在上海総領事館 07.06.17～
07.06.23

上海映画祭会期中に日本映画週間を実施。『武
士の一分』『眉山-びざん-』『東京タワー』『バッ
テリー』『NANA』など、新作日本映画13作品を
各2～4回上映するとともに、山田洋次、犬童一
心の2監督を派遣。

催し等事業費 (2)海外日本映画祭（助成）

海外の国際映画祭、芸術祭、映画専門団体が企画・実施する日本映画上映事業を助成する。
合計額 22,405,611 円

事業名 国 助成団体 期間 事業内容

１ 第6回アジア
ン・フィルム
フェスティバル

インド アジア・フィル
ム・ファンデー
ション

07.11.02～
07.11.08

黒澤明の特集上映として計8本上映。板倉真琴
を、短編映画部門の審査員として招へい。

２ 第20回シンガ
ポール国際映画
祭

シンガポール シンガポール国
際映画祭事務局

07.04.18～
07.04.30

『M』『ふるさと JAPAN』『A Zen Life』の計3
本を上映。

３ アテネ国際映画
祭

ギリシャ アテネ・フィル
ム・ソサエティ

07.09.19～
07.09.30

『鉄コン筋クリート』（マイケル・アリアス）、
『腑抜けども 悲しみの愛を見せろ』（吉田大八）、
『聖獣学園』（鈴木則文）等、計５作品を上映。

映像出版事業費



事業名 国 助成団体 期間 事業内容

４ 第8回ハンブル
ク日本映画祭

ドイツ ニホン・メディ
ア

07.05.16～
07.05.20

『14歳』（廣末哲万）、『バルトの楽園』（出目昌
伸）、『バームクーヘン』（柿本ケンサク）等、計
４０作品を上映。女優の高島礼子等の招へい、
展示やライブパフォーマンスも実施。

５ 第14回シュ
トゥットガルト
国際アニメ映画
祭

ドイツ 映像メディア
フェスティバル
社

07.04.26～
07.05.01

短編アニメーション17作品を上映。また映画人
を多数招へい。

６ 第7回ニッポ
ン・コネクショ
ン

ドイツ ニッポン・コネ
クション事務局

07.04.18～
07.04.22

『ストロベリーショートケイクス』（矢崎仁
司 ）、『蟲師』（大友克洋）等、スキップシティ、
ぴあフィルムフェスティバル、NHKデジスタ
他と協同したプログラムを上映。日本から映画
人を招聘、日本映画・文化（料理・書道・俳句
他）に関するパフォーマンス・講演・パネルディ
スカッションを開催。

７ 成瀬巳喜男監督
特集（ベルリン）

ドイツ ベルリン映画友
の会

07.04.01～
07.04.30

『めし』『おかあさん』『乙女ごころ三人姉妹』
等、成瀬巳喜男の計10作品を上映。

８ 成瀬巳喜男監督
特集（フランク
フルト）

ドイツ フランクフルト
映画博物館

07.04.01～
07.05.22

『乙女ごころ三人姉妹』『鶴八鶴次郎』『旅役者』
等、成瀬巳喜男の計22作品を上映。

９ PANORAMA
DU CINEMA
JAPONAIS

スイス CAC-Voltaire
Centre d'animation
cinematographique

07.11.05～
07.12.02

『晩春』（小津安二郎）、『楢山節考』（今村昌平）
『愛の亡霊』（大島渚）等、計22作品を上映。

10 日本アニメの歴
史

フィンランド フィンランド・
フィルム・アー
カイブ

07.09.01～
07.10.31

基金FLよりプリントを借用し、『アニメの誕生』
『アニメと第二次世界大戦』等の特集や『鉄腕ア
トム』（手塚治虫）『銀河鉄道999』（松本零司）
等、計12作品を上映。

11 ロッテルダム映
画祭

オランダ ロッテルダム国
際映画祭事務局

08.01.01～
08.02.29

『EX MACHINA-エクスマキナ-』（荒牧伸志）、
『反逆次郎の恋』（石井裕也）等、計38作品を上
映。また上映作品の監督等を多数招へい。

12 カメラジャパン
2007

オランダ タマゴ財団 07.04.27～
07.07.19

『鉄コン筋クリート』（マイケル・アリアス）、
『Hana-Bi』（北野武）等、計28作品を上映、また
上映作品の監督や映画人等を多数招へい、展示
やコンサート等を実施。

13 ウィーン国際映
画祭2007

オーストリア ウィーン国際映
画祭事務局

07.10.19～
07.10.31

『殯の森』（河瀬直美）、『松ヶ根乱射事件』（山
下敦弘）、『サッド ヴァケイション』（青山真治）
等、計８作品を上映。また小林政広を招へい。

14 Cinema Under
the Stars

オーストリア After Image
Productions

07.06.28～
07.08.12

『ビッグ・リバー』（舩橋淳）、『リンダリンダリ
ダ』（山下敦弘）等、計３作品を上映。

15 第2回
KINOTAYO

フランス KINOTAYO事
務局

07.11.13～
07.11.21

『無花果の顔』（桃井かおり）等、計13作品を上
映、また多数の映画人を招聘し、懇談会等のイ
ベントを実施。

映像出版事業費



事業名 国 助成団体 期間 事業内容

16 増村保造特集 フランス シネマテーク・
フランセーズ

07.08.22～
07.10.14

『くちづけ』『大地の子守歌』等、計19作品を上
映。また増村保造の作品に関するシンポジウム
を実施。

17 成瀬巳喜男特集
（ロンドン）

英国 ブリティッシュ・
フィルム・インス
ティテュート

07.06.29～
07.07.31

『女が階段を上る時』『浮雲』『銀座化粧』等、
計22作品を上映。また成瀬巳喜男作品に関する
イベントを実施。

18 原一男特集 英国 リーズ・シティ・
カウンシル

07.11.07～
07.11.18

『極私的エロス 恋歌1974』『ゆきゆきて、神軍』
等、計５作品を上映。また原一男を招へいし、
リーズ大学にてシンポジウムを実施。

19 Japanese
Documentary
from 1958-1986

英国 シェフィールド
国際ドキュメン
タリー映画祭事
務局

07.11.07～
07.11.11

『水俣－患者さんとその世界』（土本典昭）等、
計４作品を上映。藤原敏史を招へいし、ディス
カッションを実施。

20 内田吐夢監督特
集

英国 ブリティッシュ・
フィルム・インス
ティテュート

07.12.02～
07.12.31

『自分の穴の中で』『血槍富士』『人生劇場 飛
車角と吉良常』等、計16作品を上映。またセミ
ナーを実施。

21 第31回香港国際
映画祭

中国 香港国際映画祭
事務局

07.03.20～
07.04.11

今年で31回目となる大型国際映画祭。日本から
は『武士の一分』『垂乳女』『さくらん』『奈良美
智との旅の記録』『TOKYO LOOP』など最新16
本を上映。国際交流基金はプリント送料・通関
料を負担。

22 第3回堤川国際
音楽映画祭特別
展『日本映画音
楽との出会い』

韓国 堤川国際音楽映
画祭組織委員会

07.08.09～
07.08.14

『日本映画音楽との出会い』として池辺晋一郎、
川井憲次を招聘し特別講演会を開催。また『独
立少年合唱団』『リング』等、代表作8本を各2回
上映。国際交流基金はゲスト渡航費と、プリン
ト輸送費の一部を負担。

23 2007 ヘイリア
ジアプロジェク
トⅡ 日本映画
祭

韓国 ヘイリアジアプ
ロジェクト組織
委員会

07.07.07～
07.07.29

日本現代芸術祭の一部として日本映画祭を開
催。『博士の愛した数式』『ピンポン』『茶の味』
等の8作品を各2～4回上映。国際交流基金はパ
ンフレット制作経費を負担。

24 ブラッセル国際
ファンタジー・
スリラー・SF
映画祭

ベルギー ASBL Peymey
Diffusion

07.04.05～
07.04.17

『デイ・ウォッチ』、『リトル・ミス・サンシャ
イン』、『グエムル』等、新作78作品を含む長編
121作品を上映。また金子修介等を招へいし、
講演を実施。

25 第28回ダーバン
国際映画祭

南アフリカ センター・
フォー・クリエ
イティブ・アー
ツ

07.06.20～
07.07.01

『14歳』（廣末哲万）、『無花果の顔』（桃井かお
り）、『リンダリンダリンダ』（山下敦弘）等、３
作品を上映。またワークショップやセミナー、
パネルディスカッションを実施。

26 第56回メルボル
ン国際映画祭

オーストラリア メルボルン国際
映画祭事務局

07.07.25～
07.08.12

『復讐するは我にあり』『楢山節考』（今村昌平）、
『誰も知らない』（是枝裕和）等、計20作品を上
映。

映像出版事業費



事業名 国 助成団体 期間 事業内容

27 第16回ブリスベ
ン国際映画祭

オーストラリア Pacific Film &
Television
Commission

07.08.01～
07.08.12

『花よりもなほ』（是枝裕和）、『立喰師列伝』（押
井守）、『子ぎつねヘレン』（河野圭太）等、計３
作品を上映、また是枝裕和等を招へい。

28 第54回シドニー
映画祭

オーストラリア シドニー映画祭
事務局

07.06.08～
07.06.24

『花よりもなほ』（是枝裕和）、『フラガール』（李
相日）、『パプリカ』（今敏）等、計５作品を上映、
また及び是枝裕和等を招へい。

29 第31回サンパウ
ロ国際映画祭

ブラジル ABMIC 07.10.19～
07.11.01

今年で31回目となる歴史ある大規模映画祭。日
本からは『ゲド戦記』『フラガール』『花よりも
なほ』など約10作品が上映される。国際交流基
金は、映画祭審査員を務めた是枝裕和招へい費
の一部を助成。

30 日本アニメー
ション史特集

ブラジル ブラジル銀行文
化センター

07.10.10～
07.10.21

『リボンの騎士』『となりのトトロ』『イノセン
ス』など、手塚治虫、宮崎駿、高畑勲らの監督
作品11本を上映。国際交流基金は、字幕作成費
と、上映許諾権料の一部を助成。

31 第18回サンパウ
ロ国際短編映画
祭

ブラジル キノフォーラム
文化協会

07.08.23～
07.09.01

第18回国際短編映画祭にて、日本よりは手塚治
虫の短編アニメーション『おんぼろフィルム』

『ジャンピング』『展覧会の絵』の3本を上映。基
金は作品輸送費と字幕制作費の一部を負担。

32 第42回カルロ
ヴィ・ヴァリ国
際映画祭

チェコ Film Servis
Festival -
Karlovy Vary

07.06.29～
07.07.07

「松竹ヌーヴェルヴァーク特集」として、
1950-60年代の日本映画を特集上映。『秋津温
泉』『暗殺』等14作品上映

33 第11回ブラッ
ク・ナイツ国際
映画祭

エストニア ブラック・ナイ
ト映画祭

07.11.15～
07.12.09

川本喜八郎を招へいして同監督作品特集上映。
『道成寺』『鬼』等５作品上映。

34 第3回
FestASIA

ルーマニア Estenest
Association

07.07.01～
07.07.08

『もののけ姫』『Takeshi's』等日本映画新作を7
作品上映

35 JAPAN CUTS 米国 ジャパン・ソサ
エティ

07.07.05～
07.07.15

ジャパン・ソサエティ100周年記念事業の一環
として、『紙屋悦子の青春』『デスノート』『かも
め食堂』『松ヶ根乱射事件』など長短編の上映、
七夕企画として野外上映、監督・俳優によるシ
ンポジウムを実施。

36 日本アニメー
ションの宝石

カナダ シネマテーク・
ケベコワ

08.02.07～
08.04.05

無声時代から1950年代に製作された日本の初期
短編アニメ作品53本を上映。

37 トロント国際映
画祭2007

カナダ トロント国際映
画祭事務局

07.09.06～
07.09.15

『大日本人』『殯の森』『監督ばんざい！』など
日本映画の最新作7本を上映。

38 36th Festival
nouveau
cinema
-Montreal

カナダ Festival
nouveau
cinema -
Montreal

07.10.10～
07.10.21

『大日本人』『カフカ 田舎医者』『こまねこ』
など日本映画の最新長短編を上映。
DIGIMARTと協力して関連イベントを開催。

映像出版事業費



事業名 国 助成団体 期間 事業内容

39 活動写真2007 米国 日米文化会館 07.09.30 『三匹の侍』『雲霧仁左衛門』『上意討ち』『蜘蛛
巣城』の上映及びシンポジウムの開催。

40 ルイ・ヴィトン
ハワイ国際映画
祭

米国 ハワイ国際映画
祭事務局

07.10.18 『黒帯』『やじきた道中テレスコ』『東京タワー
オカンとボクと、時々、オトン』などを上映。

41 今村昌平追悼特
集

米国 ノースウェス
ト・フィルム
フォーラム

07.09.07～
08.03.04

今村昌平作品15本を8ヶ所のシネマテークで上
映。

42 日本映画祭 米国 ソルトレークシ
ティ・フィルム
センター

07.06.28～
07.07.01

『ヨコハマメリー』『七人の侍』『アキラ』『蟲師』
など日本映画8本の上映。

43 内田吐夢監督特
集

米国 パシフィック・
フィルム・アー
カイヴ

07.09.08～
07.09.29

内田吐夢作品『血槍富士』『自分の穴の中で』『妖
刀物語・花の吉原百人斬り』『人生劇場 飛車角
と吉良常』他計13作品を上映。

44 アニメフォーカ
ス2007

米国 シカゴ日米協会 07.10.04～
07.10.17

アニメ作品『時をかける少女』『アタゴオルは猫
の森』『ブレイブストーリー』を上映。

45 モトブン映画祭 クロアチア Motovun Film
Festival d.o.o

07.07.23～
07.07.27

『オーディション』『狂った一頁』等５作品上映

46 ZAGREBDOX
ザクレブ国際ド
キュメンタリー
映画祭

クロアチア Centre for
Drama Arts/
ZagrebDox
Project

08.02.25～
08.03.02

山形国際ドキュメンタリー映画祭と協力し、ド
キュメンタリー映画レトロスペクティブを開
催。『三里塚の夏』『阿賀に生きる』等８作品上
映

47 アンカラ国際映
画祭

トルコ 世界マスメディ
ア研究基金

08.03.13～
08.03.23

山村浩二特集上映を実施。新作『カフカ 田舎
医者』を含む7作品を上映。

48 フューチャー・
フィルム・フェ
スティバル

イタリア Associazione
Amici del
Future Film
Festival

08.01.15～
08.01.20

『鉄コン筋クリート』（マイケル・アリアス）、
『小さき勇者たち～ガメラ～』（田崎竜太）等、
計23作品を上映。また平田敏夫監督等を招へい
し、日本アニメーションに関する講演を実施。

49 成瀬巳喜男監督
特集／ボロー
ニャ

イタリア シンバレイン文
化協会

08.02.01～
08.02.28

『おかあさん』、『晩菊』、『鰯雲』等、成瀬巳喜
男の計８作品を上映。またイベントを実施。

50 ベルリン国際映
画祭/第38回新
作フォーラム

ドイツ ベルリン映画友
の会

08.02.07～
08.02.17

『実録・連合赤軍 あさま山荘への道程』（若松
孝二）、『むすんでひらいて』（高橋泉）等、計８
作品を上映。また映画人を多数招へい。

映像出版事業費



催し等事業費 (3)国内映画祭（主催）

アジア・中東の映画を紹介し日本における両地域への理解を促進するため、主催又は共催により映画祭を実施し、関係
映画人の招へい等も併せて実施する。また、アジア映画理解講座及び英語字幕付き日本映画上映会を実施する。

合計額 41,448,037 円

事業名 国 都市 期間 事業内容

１ アジア中東映画
上映権購入

全世界区分困難 07.04.01～
08.03.31

アジア中東映画上映権購入

２ 外国劇映画貸出 全世界区分困難 07.04.01～
08.03.31

国際交流基金所蔵の外国劇映画貸出

３ 第8回字幕付上
映会

日本 東京 07.05.25～
07.05.27

『安城家の舞踏会』（吉村公三郎）、『二十四の瞳』
（木下恵介）、『煙突の見える場所』（五所平之助）、
『近松物語』（溝口健二）、『しとやかな獣』（川島
雄三）及び『女ばかりの夜』（田中絹代）の上映、
並びに映画史研究家、平野共余子による講演（逐
次通訳付）を実施。

４ 映画講座マレー
シア

日本 東京 07.07.31～
07.08.04

アテネ・フランセ文化センターにて、ヤスミン・
アハマド監督の『ラブン』『細い目』『グブラ』

『ムクシン』4部に加え、『霧』『グッバイ・ボー
イズ』『鳥屋』『愛は一切に勝つ』『私たちがまた
恋に落ちる前に』とマレーシア映画計9本を上
映。

５ インド映画特集 日本 東京 07.11.17～
07.11.27

第8回東京フィルメックスにおいて、日印交流
年記念事業として『リッティク・ゴトク監督特
集～インドの伝説的巨匠～』を特集上映。『非
機械的』『黄金の河』『ティタシュという名の河』

『理屈、論争と物語』の4本を上映。また、リト
ボン・ゴトク、臼田雅之、松岡環によるシンポ
ジウムを開催。

６ アラブ映画祭
2008（19年度）

日本 東京 08.03.17～
08.03.25

赤坂・草月ホール、赤坂OAGホールにて、
『BOSTA』『ヘリオポリスのアパートで』など
アラブ映画の新作6本と、アラブ映画祭
2005～2007よりアンコール上映8本を上映。ま
た、故佐藤真の『エドワード・サイード』を追
悼上映。また、ムハンマド・ハーン（エジプト）、
サンドラ・マーディー（ヨルダン）、ナジーブ・
ベルカーディー（チュニジア）を招へいし、シ
ンポジウムやトークショーを開催。

７ 第9回字幕付上
映会

日本 東京 08.02.02～
08.02.03

『忍びの者』、『続・忍びの者』、『傷だらけの山
河』、『白い巨塔』、『金環蝕』の山本薩夫の5作品
を上映し、クリス・フジワラ（映画評論家）に
よる講演（逐次通訳付）を実施。

映像出版事業費



催し等事業費 (4)国内映画祭（助成）

諸外国の映画を国内において紹介するため、国内で開催される国際的な映画祭等に対して助成をする。
合計額 7,634,690 円

事業名 助成団体 国 期間 事業内容

１ 日加ショートア
ニメーション・
エクスチェンジ

カナダ・アニ
メーション・
フェスティバル
事務局

カナダ 07.10.26～
08.02.23

日加両国の芸術文化交流を深めるため、双方向
で作品上映と作家交流・セミナーなどを開催。

在日カナダ大使
館

２ ウズベキスタン
映画祭

ウズベキスタン
映画祭実行委員
会
ウズベキスタン
文化・芸術
フォーラム基金
駐日代表部

ウズベキスタン 07.09.27～
07.10.07

ウズベキスタンと日本の関係の強化と文化交流
の発展を目的として、ウズベキスタン映画を上
映。

３ 第14回大阪ヨー
ロッパ映画祭

『最新ヨーロッ
パ映画の日本初
上映』

シネ・ヌーヴォ 欧州地域区分困
難

07.11.23～
07.11.25

日本初上映作品を中心に、娯楽性よりも社会性
あるいは芸術性に優れたヨーロッパ映画の秀作
を選りすぐって上映。ゲストを招きディスカッ
ションや講演も開催。

シネマアンジェ
リカ
スウェーデン映
画協会
スウェーデン文
化交流協会
プラネット・ス
タジオ・プラス
ワン
ベルギーフラン
ドル交流セン
ター
関西カタルー
ニャセンター
財団法人大阪21
世紀協会
財団法人大阪市
教育振興公社
キッズプラザ大
阪
大阪ドイツ文化
センター
大阪ヨーロッパ
映像文化振興会
大阪市
駐日スウェーデ
ン日本大使館
東京イタリア文
化会館
日西文化経済交
流センター

映像出版事業費



事業名 助成団体 国 期間 事業内容

４ 第3回アジア海
洋映画祭イン幕
張

アジア海洋映画
祭イン幕張実行
委員会

アジア地域区分
困難

07.09.14～
07.09.16

アジア地域で製作された「海」をテーマにした
日本未公開の長編映画の上映。短編ビデオの上
映や講演会、ミニトークショー等の関連事業も
開催。

５ N.アイルラン
ド・フィルム・
フェスティバル

SIB 英国 08.02.09～
08.02.15

日本で初めて「北アイルランド」に注目した映
画祭。ゲストも招聘し、日本と北アイルランド
を往還するイベントとして開催。

シネマトリック
ス

６ 第2回札幌国際
映画祭

（SAPPORO
SHORT FEST
2007)

札幌国際短編映
画祭実行委員会

全世界区分困難 07.09.13～
07.09.17

世界の多様な国々のショートフィルムを紹介す
る上映開催の他、ショートフィルムの産業化を
目指しマーケットも開設。札幌市

北海道新聞社

７ ショートショー
トフィルムフェ
スティバル ア
ジア2007

ショートショー
トアジア実行委
員会

アジア地域区分
困難

07.06.25～
07.07.01

日本における「ショートフィルム」の確立を目
指し、アジアの映像的な魅力や才能が凝縮され
た「ショートフィルム」を一同に上映。

東京都

８ アジアフォーカ
ス・福岡映画祭
2007

アジアフォーカ
ス・福岡映画祭
実行委員会

アジア地域区分
困難

07.09.14～
07.09.24

映画という映像メディアによって市民のアジア
に対する理解を深め、映画を通じた市民レベル
での国際交流を推進していくとともに、世界的
に注目を集めているアジア映画を紹介する映画
祭。

福岡市

９ 山形国際ドキュ
メンタリー映画
祭2007

山形国際ドキュ
メンタリー映画
祭実行委員会

全世界区分困難 07.10.04～
07.10.11

豊かな映像文化環境と国際交流の場を提供する
とともに、作り手を支援することを目的として、
ドキュメンタリー映画や貴重な映像を世界中か
ら集める映画祭。山形市

催し等事業費 (5)日本マンガ大賞

海外で漫画の普及啓蒙活動に貢献する新進の漫画作家を顕彰することを目的として、実行委員会が開催する国際漫画賞
にあわせて、受賞者4名を招聘する。

合計額 5,849,321 円

事業名 団体 期間 事業内容

１ 第1回国際漫画賞 （社）日本漫画家協
会（ＪＣＡ）

07.04.01～
07.08.31

海外での漫画文化の普及を目的とし、最優秀作品に「国
際漫画賞」を、その他の優秀な3作品に「国際漫画賞奨励
賞」を授与し、授賞式にあわせて、各受賞者を10日間日
本に招へい。

外務省

２ 第2回国際漫画賞 （社）日本漫画家協
会（ＪＣＡ）

07.09.01～
08.03.31

第2回国際漫画賞に向けて、応募を呼びかける広報資料
を作成、頒布。

外務省

映像出版事業費



催し等事業費 (6)映像出版情報交流（催し）

国内外で開催される映像・出版等をテーマとするシンポジウム・セミナー等を開催する。
合計額 5,985,399 円

事業名 国 期間 事業内容

１ 日本賞 全世界区分困難 07.04.01～
08.03.31

国家・民族間における相互理解と文化の交流に貢献する
優れた番組に対し、国際交流基金理事長賞を寄贈する。

２ 第1回国際交流基金
ポラナビ著作/翻訳
賞

韓国 07.10.15～
08.03.31

韓国の一般市民が日本の文化・社会に対する理解を深め
るために役立つ良著の普及を促進するため、過去3年間
に出版された優れた著作の著者・翻訳者で今後一層の活
躍が期待される若手・中堅の著者・翻訳者等を顕彰する
事業。日韓文化交流5ヵ年計画の一環。第1回（エッセ
イ・評論・伝記等の書き下ろし）はキム･ジュニャン氏『イ
メージの帝国：日本列島上のアニメーション』が受賞。

３ JAMCOシンポジウ
ム

全世界区分困難 07.04.01～
08.03.31

JAMCOが主催するウェブサイト上での国際シンポジウ
ムに助成する

４ 北米巡回現代文学セ
ミナー

米国 08.02.12～
08.02.17

米国において現代日本文学を紹介することを目的に、優
れた英文翻訳書を大学やコミュニティレベルの読書グ
ループに寄贈し、読了後に当該作品の作家や翻訳者との
意見交換を行う場を提供する事業。平成19年度は角田光
代（作家）による講演会等をニューヨークのコロンビア
大学ドナルドキーンセンター、シアトルのワシントン大
学、書店等で開催。

文化資料事業費 (1)テレビ番組交流促進

日本のテレビ番組の海外における放映を促進するため、素材の作成費、放映権料を負担した上で、海外放送局に番組を
提供する。

合計額 136,012,009 円

事業名 国 団体 期間 事業内容

１ モンゴルTV放
映1（国営
MRTV）

モンゴル 国営MNPRTV 07.08.01～
10.07.31

モンゴルTV放映向け番組提供。国営MRTVへ
『北の国から』を提供。

２ インドネシア
TV放映

インドネシア 国営TVRI 07.08.01～
10.07.31

インドネシアTV放映向け番組提供。国営
TVRIへ『アジアの文化遺産』『日本の教育経験』
等を提供。

３ カンボジアTV
放映

カンボジア 国営TVK 07.08.01～
10.07.31

カンボジアTV放映向け番組提供。国営TVKへ
『ざわざわ森のがんこちゃん 2005』『ふしぎ大
調査』等を提供。

４ スリランカTV
放映

スリランカ 国営SLRC 07.08.01～
10.07.31

スリランカTV放映向け番組提供。国営SLRC
へ『すずらん』を提供。

映像出版事業費



事業名 国 団体 期間 事業内容

５ ブータンTV放
映

ブータン 国営BBS 07.08.01～
10.07.31

ブータンTV放映向け番組提供。国営BBSへ『お
しん（続編）』第193-297話を提供。

６ エルサルバドル
TV放映

エルサルバドル 国営Canal10 07.08.01～
10.07.31

エルサルバドルTV放映向け番組提供。国営
Canal10へ『プロジェクトX 挑戦者たち』『技～
極める』等を提供。

７ キューバTV放
映

キューバ 国営ICRT 07.08.01～
10.07.31

キューバTV放映向け番組提供。国営ICRTへ
『プロジェクトX 挑戦者たち』『新日本探訪』等
を提供。

８ コスタリカTV
放映

コスタリカ 国営SINART 07.08.01～
10.07.31

コスタリカTV放映向け番組提供。国営
SINARTへ『驚異!狂暴ミツバチ50万匹と闘う神
秘』『観察15年野生の白い猿4姉妹の物語』等を
提供。

９ ドミニカ共和国
TV放映

ドミニカ共和国 民営Color
Vision

07.08.01～
10.07.31

ドミニカ共和国TV放映向け番組提供。民営
Color Visionへ『サイエンスクラブ』『中学生の
理科(ステップ&ジャンプ)』等を提供。

10 パナマTV放映 パナマ 国営SERTV 07.08.01～
10.07.31

パナマTV放映向け番組提供。国営SERTVへ
『こども人形劇場』『中学生の理科(ステップ&
ジャンプ)』等を提供。

11 メキシコTV放
映

メキシコ 国営Canal22 07.08.01～
10.07.31

メキシコTV放映向け番組提供。国営Canal22
へ『国宝探訪』『土俵の上の友を追え』等を提供。

12 チリTV放映 チリ 国営TVN 07.12.01～
10.11.30

チリTV放映向け番組提供。国営TVNへ『プロ
ジェクトX 挑戦者たち』を提供。

13 ブラジルTV放
映2（民営Band）

ブラジル 民営Band 07.08.01～
10.07.31

ブラジルTV放映向け番組提供。民営Bandへ
『サイエンスクラブ』『そこが知りたい』等を提
供。

14 ボリビアTV放
映

ボリビア 公営CVC 07.08.01～
10.07.31

ボリビアTV放映向け番組提供。公営CVCへ
『地球と生きる』『やってみようなんでも実験
2001』等を提供。

15 アゼルバイジャ
ンTV放映

アゼルバイジャ
ン

国営ITV 07.08.01～
10.07.31

アゼルバイジャンTV放映向け番組提供。国営
ITVへ『地球と生きる』『ズッコケ3人組VSふた
ご探偵』等を提供。

16 ウズベキスタン
TV放映1（第1
チャンネル）

ウズベキスタン 国営ウズベキス
タンTV

07.08.01～
10.07.31

ウズベキスタンTV放映向け番組提供。国営ウ
ズベキスタンTVへ『腕におぼえあり1』『腕に
おぼえあり2』を提供。

17 タジキスタン
TV放映

タジキスタン 国営TVT 07.08.01～
10.07.31

タジキスタンTV放映向け番組提供。国営TVT
へ『おしん1～96話（少女編）』を提供。

18 ブルガリアTV
放映1（国営
BNT）

ブルガリア 国営BNT 07.08.01～
10.07.31

ブルガリアTV放映向け番組提供。国営BNTへ
『南極』『台所でおもしろ実験』等を提供。

映像出版事業費



事業名 国 団体 期間 事業内容

19 リトアニアTV
放映

リトアニア 国営LRT 07.08.01～
10.07.31

リトアニアTV放映向け番組提供。国営LRTへ
『美しき日本 百の風景』『シルクロードⅠ』等を
提供。

20 ロシアTV放映
（ユジノサハリ
ンスク）

ロシア 民営
STS-Sakhalin

07.08.01～
10.07.31

ロシアTV放映向け番組提供。民営
STS-Sakhalinへ『知って得する日本のマナー』
を提供。

21 エチオピアTV
放映

エチオピア 国営ERTA 07.08.01～
10.07.31

エチオピアTV放映向け番組提供。国営ETVへ
『お父さんへ～赤ちゃんからのメッセージ～』
『からだであそぼ』等を提供。

22 ガボンTV放映 ガボン 国営RTG1 07.08.01～
10.07.31

ガボンTV放映向け番組提供。国営RTG1へ『美
のこころ～国宝名鑑～』『日本 その心とかたち』
等を提供。

23 カメルーンTV
放映

カメルーン 国営CRTV 07.08.01～
10.07.31

カメルーンTV放映向け番組提供。国営CRTV
へ『ワザあり!にっぽん』『オトナの試験』等を提
供。

24 ザンビアTV放
映

ザンビア 国営ZNBC 07.08.01～
10.07.31

ザンビアTV放映向け番組提供。国営ZNBCへ
『バケルノ小学校ヒュードロ組』『あつまれじゃ
んけんぽん』等を提供。

25 セネガルTV放
映

セネガル 国営RTS 07.08.01～
10.07.31

セネガルTV放映向け番組提供。国営RTSへ
『しらべてサイエンス』『10ミニッツボックス』
等を提供。

26 タンザニアTV
放映

タンザニア 国営TVT 07.08.01～
10.07.31

タンザニアTV放映向け番組提供。国営TVTへ
『プロジェクトX 挑戦者たち』を提供。

27 フィリピンTV
放映

フィリピン 民営GMA 07.08.01～
10.07.31

フィリピンTV放映向け番組提供。民営GMAへ
『古都･祇園に生きる情熱の料理人』『アジア発
見』等を提供。

28 エストニアTV
放映

エストニア 国営ETV 07.05.01～
10.04.30

エストニアTV放映向け番組提供。国営ETVへ
『宮内庁楽部』『桂離宮』等を提供。

29 ミャンマーTV
放映

ミャンマー 国営MRTV 07.09.01～
10.08.31

ミャンマーTV放映向け番組提供。国営MRTV
へ『北の国から』を提供。

30 語版改編 全世界区分困難 放送番組国際交
流センター

07.04.01～
08.03.31

テレビ番組の国際版（英語版）を（財）放送番
組国際交流センターと共同制作する。

映像出版事業費



文化資料事業費 (2)フィルムライブラリー充実（本部）

在外公館や国際交流基金海外事務所が主催する日本映画上映会にて使用するため、非商業ベースの上映権を得た劇映画
等を配布する。

合計額 59,974,117 円

事業名 監督名 制作年 事業内容

１ ALWAYS 三丁目
の夕日

山崎 貴 2005 『ALWAYS 三丁目の夕日』の英語字幕版35mmプリ
ント購入

２ 五人の賞金稼ぎ 工藤 栄一 1969 『五人の賞金稼ぎ』の英語字幕版35mmプリント購入

３ 紙屋悦子の青春 黒木 和雄 2006 『紙屋悦子の青春』英語字幕版35mmプリント購入

４ 明日の記憶 堤 幸彦 2006 『明日の記憶』英語字幕版35mmプリント購入

５ かもめ食堂 荻上 直子 2005 『かもめ食堂』の英語字幕版35mmプリント購入

６ あらくれ 成瀬 巳喜男 1957 『あらくれ』の英語字幕版35mmプリント購入

７ 吾輩は猫である 市川 崑 1975 『吾輩は猫である』の英語字幕版35mmプリント購入

８ 永遠の人 木下 恵介 1961 『永遠の人』の英語字幕版35mmプリント購入

９ 鬼龍院花子の生涯 五社 英雄 1982 『鬼龍院花子の生涯』の英語字幕版35mmプリント購入

10 嫌われ松子の一生 中島 哲也 2006 『嫌われ松子の一生』の英語字幕版35mmプリント購入

11 時をかける少女 細田 守 2006 『時をかける少女』の英語字幕版35mmプリント購入

12 クラシック11作品 クラシック11作品の英語字幕版35mmプリント購入

13 4作品契約延長 本部FL既存4作品について、上映権料を追加で前払いし、
上映許諾期間を延長する。

14 5作品契約延長 本部FL既存5作品について、上映権料を追加で前払いし、
上映許諾期間を延長する。

文化資料事業費 (3)フィルムライブラリー充実（海外）

在外公館や国際交流基金海外事務所が主催する日本映画上映会にて使用するため、海外のフィルム・ライブラリーに、
非商業ベースの上映権を得た劇映画等を配布する。

合計額 143,554,532 円

事業名 国 言語 事業内容

１ 東アジアフィルムライブラリー タイ タイ語 プリント購送

２ 西アジアフィルムライブラリー インド 英語 プリント購送

３ 大洋州フィルムライブラリー オーストラリア 英語 プリント購送

映像出版事業費



事業名 国 言語 事業内容

４ アフリカフィルムライブラリー ケニア 英語 プリント購送

５ 欧州フィルムライブラリー 英国 英語 プリント購送

６ 仏語フィルムライブラリー フランス フランス語 プリント購送

７ 中近東フィルムライブラリー エジプト アラビア語 プリント購送

８ 中南米フィルムライブラリー アルゼンチン スペイン語 プリント購送

９ ブラジルフィルムライブラリー ブラジル ポルトガル
語

プリント購送

10 中国フィルムライブラリー 中国 中国語 プリント購送

11 露語フィルムライブラリー ロシア ロシア語 プリント購送

12 JFローマフィルムライブラリー イタリア イタリア語 プリント購送

13 JFケルンフィルムライブラリー ドイツ ドイツ語 プリント購送

14 JFジャカルタフィルムライブラリー インドネシア インドネシ
ア語

プリント購送

15 JFバンコクフィルムライブラリー タイ タイ語 プリント購送

16 JFソウルフィルムライブラリー 韓国 韓国語 プリント購送

文化資料事業費 (4)国際図書展参加

日本の出版文化の紹介と対日理解促進のため、海外で開催される国際図書展に参加する。
合計額 16,631,379 円

事業名 国 都市 会場 期間 事業内容

１ 第13回ソウル
国際ブック
フェア

韓国 ソウル 韓国総合展示
会場

07.06.01～
07.06.06

（社）出版文化国際交流会（PACE)と
共同で参加、日本ブースを出展して日
本文化紹介図書等を展示。

２ 第18回ニュー
デリー国際図
書展

インド ニューデリー プラガティ・
マイダン

08.02.02～
08.02.10

（社）出版文化国際交流会（PACE)と
共同で参加、日本ブースを出展して日
本文化紹介図書等を展示。

３ 第33回ブエノ
スアイレス国
際図書展

アルゼンチン ブエノスアイ
レス

ブエノスアイ
レス市農牧展
示場

07.04.16～
07.05.07

（社）出版文化国際交流会（PACE)と
共同で参加、日本ブースを出展して日
本文化紹介図書等を展示。

４ 第20回ボゴタ
国際図書展

コロンビア ボゴタ コルフェリア
展示場

07.04.19～
07.05.01

（社）出版文化国際交流会（PACE)と
共同で参加、日本ブースを出展して日
本文化紹介図書等を展示。

映像出版事業費



事業名 国 都市 会場 期間 事業内容

５ 第21回グアダ
ラハラ国際図
書展

メキシコ グアダラハラ グアダラハラ
博覧会場

07.11.24～
07.12.02

（社）出版文化国際交流会（PACE)と
共同で参加、日本ブースを出展して日
本文化紹介図書等を展示。

６ 第4回テッサ
ロニキ国際図
書展

ギリシャ テッサロニキ テッサロニキ
市 Helex
Comlex

07.05.17～
07.05.20

（社）出版文化国際交流会（PACE)と
共同で参加、日本ブースを出展して日
本文化紹介図書等を展示。

７ 第59回フラン
クフルト・
ブックフェア

ドイツ フランクフル
ト・アム・マ
イン

フランクフル
ト市見本市会
場

07.10.10～
07.10.14

（社）出版文化国際交流会（PACE)と
共同で参加、日本会場にインフォメー
ションコーナーを出展して日本の出版
文化と関連情報を紹介。

８ 第14回ブダペ
スト国際図書
展

ハンガリー ブダペスト ブダペスト・
コンベンショ
ン・センター

07.04.12～
07.04.15

（社）出版文化国際交流会（PACE)と
共同で参加、日本ブースを出展して日
本文化紹介図書等を展示。

９ 第13回プラハ
国際図書展

チェコ プラハ 博覧会場 07.05.03～
07.05.06

（社）出版文化国際交流会（PACE)と
共同で参加、第13回プラハ国際図書展
に日本ブースを出展して日本文化紹介
図書等を展示。

10 第52回ベオグ
ラード国際図
書展

セルビア ベオグラード ベオグラード
フェア

07.11.01～
07.11.30

（社）出版文化国際交流会（PACE)と
共同で、第52回ベオグラード国際図書
展に参加する。

11 第9回
non/fiction国
際図書展

ロシア モスクワ 中央芸術家会
館

07.11.28～
07.12.02

（社）出版文化国際交流会（PACE)と
共同で参加、日本ブースを出展して日
本文化紹介図書等を展示。

12 第26回リャ
ド・ブック
フェア

サウジアラビ
ア

リヤド リャド・エグ
シビション・
センター

08.03.04～
08.03.14

リャド国際図書展に、出版文化国際交
流会と共催で展示用図書を送付。

13 PRACTICAL
GUIDE

全世界区分困
難

07.04.01～
08.03.31

海外で日本関係図書の翻訳出版を行う
場合に必要な情報や知識をまとめたガ
イドブックの出版。

14 日本の英文出
版図書目録
2007

全世界区分困
難

07.04.01～
08.03.31

英語で出版されている日本関係書籍の
カタログの作成。

映像出版事業費



文化資料事業費 (5)映像出版情報交流（文化資料）

日本の映像・出版関係情報の海外への発信及び海外における日本の映像・出版の紹介の現状調査・データベース化を行
う。

合計額 9,666,934 円

事業名 発行日 発行部数 事業内容

１ Japanese Book
News 第52号

2007.06.01 5,000 海外の出版社・翻訳者向けに、日本の新刊書情報等を提
供する英文ニューズレターを季刊で発行。

２ Japanese Book
News第53号

2007.09.01 5,000 海外の出版社・翻訳者向けに、日本の新刊書情報等を提
供する英文ニューズレターを季刊で発行。

３ Japanese Book
News第54号

2007.12.01 5,000 海外の出版社・翻訳者向けに、日本の新刊書情報等を提
供する英文ニューズレターを季刊で発行。

４ Japanese Book
News第55号

2008.03.01 5,000 海外の出版社・翻訳者向けに、日本の新刊書情報等を提
供する英文ニューズレターを季刊で発行。

５ Japanese Book
News 第56号（発行
準備）

2008.06.01 5,000 海外の出版社・翻訳者向けに、日本の新刊書情報等を提
供する英文ニューズレターを季刊で発行。

６ New Cinema from
Japan

2007.05.01 4,000 日本映画の最新情報を掲載したカタログ「New Cinema
from Japan」を（財）日本映像国際振興協会と共同で年
2回発行。

７ New Cinema from
Japan

2007.10.01 4,000 日本映画の最新情報を掲載したカタログ「New Cinema
from Japan」を（財）日本映像国際振興協会と共同で年
2回発行。

８ 日本文学翻訳データ
ベース

外国語に翻訳された日本文学作品データベース（基金
HPにて公開中）のデータ追加・更新を行った。

日本研究事業費 (1)映画・テレビ番組制作（助成）

海外における日本理解を促進するため、内外の団体が制作する日本に関する映画及びテレビ番組等に対して、制作費の
一部を助成する。

合計額 25,223,839 円

事業名 助成団体 国 監督 事業内容

１ BARUTO FETRIUKSUS
OU (RUUT)

エストニア Artur
Talvik

日本の大相撲で活躍するエストニア出身力士・
把瑠都の日本での活躍および力士としての日本
での暮らし振りを紹介するドキュメンタリー制
作。

２ 7th
International
Abilympics in
Japan 2007

Ars Humana チェコ Olga
Struskova

2007年開催の静岡国際アビリンピックの模様を
取材するドキュメンタリー制作。日本の障害者
福祉活動への取り組みを紹介。

映像出版事業費



事業名 助成団体 国 監督 事業内容

３ The Colors of
Irimuti (An
Island Poem)

Werner Penzel
Film
Production

ドイツ Ayako
Mogi

西表島の染織作家および三味線奏者の姿を通し
て、島の自然や生活文化を描くドキュメンタ
リー制作。現代社会生活とは対極にある時間感
覚、意識、精神性や思想を表現。

４ We don't care
about music
anyway

SHAI
PRODUCTIONS

フランス Gaspard
Kuents
&
Cedric
Dupire

東京という都市に生まれた創造に不可欠な「破
壊」を核とする音楽ジャンルであるDJ mixを、
東京で活躍する日本人DJ達への取材から追う
ドキュメンタリー制作。

５ Broadband
Manga -
Exporting
Japanese
Digital Content

Brasil Video
Comunicacao

ブラジル Floliano
Filho

今や日本の貿易市場において最重要産業となっ
ている、アニメーションやマンガ等をはじめと
したデジタルコンテンツ産業に関するドキュメ
ンタリー制作。

６ The King of
Bamboo

XR2 Cinevideo
M.E. Ltda

ブラジル Rubens
Junqueira

ブラジル人尺八奏者シェン・リベイロの音楽活
動を描き、世界的規模で邦楽と尺八を巡る交流
を映像と音楽を通じて語るドキュメンタリーの
制作。

７ Beyond the
Sun: Legacy of
the Kamikaze

ASIAN
CINEVISION

米国 Risa
Morimoto

神風特攻隊として出撃しながら機体の故障など
によって生き残った人たちやその家族へのイン
タビューを通じ第二次世界大戦を人間的な視点
から描くドキュメンタリー制作。

８ 東京印象 上海羅希文化伝
播有限公司（上
海ロキシー）

中国 阿部 良隆 東京の今の情報を発信するTVプログラム「東
京印象」の番組枠で今回は東京以外の日本を
テーマとする番組を制作。両国の架け橋的番組
として更に身近に楽しく今の日本を紹介。

９ 日本と梅蘭芳 北京蔚藍天空国
際広告有限会社

中国 朱 運濤 中国において著名な京劇俳優・梅蘭芳の戦前・
戦後の3回に及ぶ訪日公演と今なお続く友情を
たどりつつ、彼や日本人が中日友好に果たした
役割と今日的意義を振り返るドキュメンタリー
の制作。

10 文化の道―朝鮮
通信使

NPO地球文化
交流協会

日本 小川 益王 朝鮮半島と日本の育んだ友好交流の歴史文化を
紐解き、朝鮮通信使との心の交流を紹介。

映像出版事業費



日本研究事業費 (2)出版・翻訳（主催）

日本文化を海外に紹介するための人文社会科学および芸術分野の日本語で書かれた優れた図書の外国語への翻訳・出版
を行う。また、外国語で書き下ろされた日本文化に関する優れた図書を出版する

合計額 3,666,924 円

事業名 対象国 事業内容

１ 日本関係書籍アラビア語翻訳出版事業
（『途上国ニッポンの歩み』）

中東地域区
分困難

アラビア語圏における日本研究の基本図書を充実するた
め、『途上国ニッポンの歩み』（大野健一著、有斐閣）をア
ラビア語に翻訳し、エジプトの出版社と共同出版する事業。
継続事業。

２ 日本関係書籍アラビア語翻訳出版事業
（『明治』）

中東地域区
分困難

アラビア語圏における日本研究の基本図書を充実するた
め、『明治』（NHK「明治」プロジェクト、NHK出版）をア
ラビア語に翻訳し、エジプトの出版社と共同出版する事業。
継続事業。

日本研究事業費 (3)出版・翻訳（助成）

海外における日本研究及び日本理解を促進するため、人文社会科学・芸術分野の優れた日本関連図書の外国語への翻訳
出版、ならびに外国語で書き下ろされた優れた図書の出版に助成する。

合計額 25,700,826 円

書名 著編者／翻訳者 助成団体 国 事業内容

１ わが友フロイス 井上 ひさし こまつ座 日本 翻訳・出版
Roger Pulvers

２ 日本文明77の鍵 梅棹 忠夫 図書出版 滄海 韓国 翻訳・出版
崔 京国

３ 朝鮮燕行使と朝鮮通信使 夫馬 進 図書出版 新書院 韓国 出版
鄭 台燮

４ ブレイブ・ストーリー 宮部 みゆき 北京十月文芸出版社 中国 翻訳・出版
林 青華

５ 万葉集 大伴 家持 人民文学出版社 中国 翻訳・出版
呉 彦、他

６ 浮世絵における日本様式及び西
洋美術に与えた影響

潘 力 河北教育出版社 中国 出版（書き下ろし）

７ 国会と政治 柳原 修 中国広播電視出版社 中国 出版
邢 文良

８ 徳川家康 山岡 荘八 南海出版社 中国 翻訳
王 維幸

９ 明治維新以来日本官吏・公務員
制度の137年史（1868-2005年）

劉 文英 北京図書館出版社 中国 出版（書き下ろし）

映像出版事業費



書名 著編者／翻訳者 助成団体 国 事業内容

10 アムリタ 吉本 ばなな ニャ・ナム出版・コミュニ
ケーション株式会社

ベトナム 翻訳・出版
Tran Huy
Quang

11 つぐみ 吉本 ばなな ニャ・ナム出版・コミュニ
ケーション株式会社

ベトナム 出版
Vo Vu Minh

12 コインロッカー・ベイビーズ 村上 龍 ハノイ国家大学出版社 ベトナム 翻訳
Tran Thi
Chung Toan

13 「日本人論」の中の日本人 築島 謙三 南京大学出版社 中国 翻訳・出版
汪 平

14 Japanese Visual Culture : The
World of Manga and Anime

Mark W.
MacWilliams

M.Eシャープ 米国 出版（書き下ろし）

15 日本のモダニズム小説作品集 江戸川 乱歩 ハワイ大学出版 米国 出版
William J.
Tyler、他

16 掌の小説 川端 康成 エスタサォン・リベルダー
ヂ出版社

ブラジル 翻訳・出版
Meiko Shimon

17 姿三四郎 富田 常雄 トッパン・プレス印刷出版
有限会社

ブラジル 出版
林 慎太郎

18 蒼氓 石川 達三 アトリエ出版 ブラジル 翻訳・出版
岡本 モニカ
節代

19 ただ無心、無心のほほ笑み 信行 真哉、大
和 蓮華

パウロス美術印刷会社 ブラジル 翻訳・出版

Francisco Jisho
Handa

20 吾輩は猫である 夏目 漱石 エスタサォン・リベルダー
ヂ出版社

ブラジル 翻訳
Jefferson
Teixeira

21 江戸の身体を開く Timon Screech 図書出版 グリーンビー 韓国 出版
Park
Kyoung-Hee

22 さようなら、ギャングたち 高橋 源一郎 BUR (RCSリブリ株式会社
系列）

イタリア 翻訳
Gianluca Coci

23 日本美学における痕跡と断片 -
建築と庭園における廃墟あるい
は不在について

Murielle Hladik Editions MARDAGA フランス 出版（書き下ろし）

24 日本の美術と工芸異文化との対
話（1850-1915）

Franziska
Ehmcke

ユディツィウム出版社 ドイツ 出版（書き下ろし）

映像出版事業費



書名 著編者／翻訳者 助成団体 国 事業内容

25 明治維新 William G.
Beasley

サトリ出版社 スペイン 出版

Marian Bango
Amorin

26 博士の愛した数式 小川 洋子 フナンブリスタ出版社 スペイン 翻訳・出版
Yoshiko
Sugiyama

27 日本仏教用語事典 Frederic
Girard

ドロズ出版会 スイス 出版（書き下ろし）

28 解体新書、外科宗伝 Gabor Lukacs HES & DE GRAAF
Publishers BV

オランダ 出版（書き下ろし）

29 三島由紀夫・日本の戯曲の小ア
ントロジー

Estera
Zeromska

トリオ出版社 ポーランド 出版（書き下ろし）

30 私が愛した日本 Alice
Kraemerova

国立博物館 チェコ 出版（書き下ろし）

31 源氏物語4 紫 式部 パセカ出版 チェコ 出版
Karel Fiala

32 個人的な体験 大江 健三郎 アテナ出版社 ラトビア 翻訳
Linda Galvane

33 The Saint Symbols of Fern 松尾 芭蕉 クライペダ大学出版所 リトアニア 出版
Vytautas
Dumcius、他

34 川端康成名作集 川端 康成 ユニバース出版社 ウクライナ 翻訳・出版
Ivan Dziub

35 法華経 不詳 ファラバーン出版社 イラン 翻訳・出版
Askari Pashai

36 博士の愛した数式 小川 洋子 ウチラ インターナショナ
ル社

スロベニア 翻訳・出版
Aleksander
Mermal

37 Travellers of Eternity. An
Anthology of Classical
Japanese Literature

松尾 芭蕉 De Arbeiderspers
Publisher

オランダ 翻訳・出版
Jos Vos、他

38 Mikrokosmos Asuka
Fujimori

ティート・アルバ出版社 リトアニア 翻訳・出版

Liucija
Cerniuviene

39 カンボジアと日本 今川 幸雄 リーディーセット・コーポ
レーション

フィリピン 翻訳・出版
Sylvano D.
Mahiwo

映像出版事業費



書名 著編者／翻訳者 助成団体 国 事業内容

40 能九選 世阿弥 東洋・地中海出版社 スペイン 出版
高木 香世子、
他

映像出版事業費
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