
文化交流施設等協力事業に必要な経費

文化交流施設等協力事業費

１．文化交流施設等協力事業費

 (１) 人物交流特定寄附

 (２) 日本研究特定寄附

 (３) 日本語特定寄附

 (４) 催し等特定寄附

 (５) 文化交流施設等特定寄附
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文化交流施設等協力事業費

 １．文化交流施設等協力事業費

合計額 249,982,496 円

事業名 寄附申込者 対象国 対象機関 事業内容

(1) 人物交流特定寄附

1 日米交流財団フェ
ローシッププログ
ラム

日米交流財団 米国 日米交流財団 2010.07.01 ～ 2013.06.30 米国から日本への留学生数を増加させ、将来の日米友好関係の増
進を目指すため、日本への留学を希望する米国人大学生に奨学金
を支給

(2) 日本研究特定寄附

2 日米研究インス
ティテュート

日米研究インス
ティテュート

米国 日米研究インス
ティテュート

2009.04.14 ～ 2012.03.31 京都大学、慶應義塾大学、東京大学、立命館大学、早稲田大学が
共同でワシントンに設立した同インスティテュートにおいて、日
米間の現実的な問題について学術研究を基盤とした政策的含意を
持つ研究を実践し、その成果の発信やコミュニティの形成、将来
の日米の意思決定を担う人材の育成等を実施

3 「故石川吉右衛門
教授記念・比較日
本法基金」の設立

ハーバード・ロー
スクール・アソシ
エーション・オ
ブ・ジャパン

米国 ハーバード･ロー･
スクール

2010.01.01 ～ 2011.12.31 故石川吉右衛門（東京大学名誉教授）の功績を記念する日本研究
促進のための恒久基金を設置し、その運用益にて日本法を専門と
する客員教授の招へいや日本法を学ぶ学生・研究者への資金援助
等を実施

4 長島・大野・常松
法律事務所奨学金
(コロンビア・
ロー・スクール)

長島・大野・常松
法律事務所

米国 コロンビア･ロー･
スクール

2012.07.01 ～ 2013.06.30 コロンビア・ロー・スクールにおいて、日本法への関心や日本語
の知識を持ち、将来的に日米間の協力や日本法学に関連する経歴
を積む明確な意欲を示す学生に対し、奨学金を支給

5 長島・大野・常松
法律事務所：日本
法・文化プログラ
ム(デューク・
ロー・スクール)

長島・大野・常松
法律事務所

米国 デューク・ロー・
スクール

2012.07.01 ～ 2013.06.30 デューク・ロー・スクールにおいて、日本法・文化の研究と理解
を促進のため、JD（3年制）課程日本法紹介コースへの日本から
の客員教授招へい、日本法図書購入、香港での夏期講座への日本
法教授招へい、夏期講座参加学生への奨学金支給、司法研究セン
ターへ日本から参加する裁判官への援助、を実施

6 コロンビア・ロー
スクール日米交流
事業

コロンビア･ロー･
スクール在日同窓
生寄付実行委員会

米国 コロンビア･ロー･
スクール

2010.06.01 ～ 2015.05.31 コロンビア・ロー・スクールにおいて、東京でのセミナー開催、
日本人同窓生向け行事の開催、客員教授として招へい費用補助、
日本のNGO活動に参加する学生への奨学金支給、日本法研究セン
ターでのワークショップ開催費補助、日本法研究センター所長の
日本への調査旅行費用補助を実施

(3) 日本語特定寄附

7 エルエスエイチア
ジア奨学金

特定非営利活動法
人　エルエスエイ
チアジア奨学会

アジア地域区分困
難

特定非営利活動法
人　エルエスエイ
チアジア奨学会

2011.04.01 ～ 2014.03.31 2001年に新大久保駅の事故で亡くなった韓国人青年李秀賢の勇気
ある行動を称え、同氏の国際交流の理念を実現するため、国内の
日本語教育機関に在籍するアジア諸国からの留学生に奨学金を支
給

期間

海外の公益団体等が実施する国際文化交流事業に対して寄附を計画している場合に、国際交流基金の業務目的に合致するものに限り当基金が寄附金を受入れ、対象となる団体に
援助する。
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文化交流施設等協力事業費

事業名 寄附申込者 対象国 対象機関 事業内容期間

8 ドイツ語圏大学日
本語教育研究会紀
要出版

大坂靖彦 ドイツ 社団法人ドイツ語
圏大学日本語教育
研究会

2010.09.01 ～ 2011.05.31 ドイツ語圏大学日本語教育研究会会員の日本語教育、特に日本語
教授法に関する研究成果を内外の日本語教育関係者・日本語教育
機関等に広く発表するため、論文を取りまとめた紀要を出版

9 ドイツ社団法人日
本語普及センター
の事業資金

日本語普及セン
ター国内募金委員
会

ドイツ ドイツ社団法人 日
本語普及センター

2011.04.01 ～ 2015.04.30 ドイツでの日本語普及と日独の文化交流促進のため、フランクフ
ルト大学への日本語担当講師派遣、日独交流150周年を記念した
桜の木植樹、ドイツの高校生を対象とした日本に関する作文コン
クールを実施

10 ジャパン・リター
ン・プログラム
2011年｢希望と平
和｣日本語サミット

ジャパン・リター
ン・プログラム募
金委員会

全世界区分困難 特定非営利活動法
人　ジャパン・リ
ターン・プログラ
ム

2010.10.01 ～ 2012.03.31 世界各国の日本語を学ぶ青少年を日本に招へいし、「希望と平
和」をテーマに日本語で意見発表を行う「日本語サミット」を大
阪・東京にて開催するとともに、日本の高校生・大学生とのディ
スカッションやホームステイ、伝統文化体験等のプログラムを実
施

(4) 催し等特定寄附

11 日韓交流おまつり
2011

日韓交流おまつり
実行委員会

韓国 日韓交流おまつり
実行委員会

2011.04.01 ～ 2012.02.29 2005年の日韓友情年より毎年ソウルにて開催され、2009年からは
ソウルと東京両都市での開催となった日韓合同のおまつりの東京
行事として、六本木ヒルズにおいて、日韓の伝統文化や民族芸能
のステージ公演、地域まつり公演、地域広報ブースや文化体験
ブース設置等を実施

12 四天王寺ワッソ NPO法人　大阪ワッ
ソ文化交流協会

韓国 NPO法人　大阪ワッ
ソ文化交流協会

2011.04.01 ～ 2012.03.31 日本と韓国、及び東アジア諸国との文化交流促進のため、大阪市
の史跡なにわの宮跡において、古代の東アジアとの交流儀式や巡
行の再現、現代韓国の文化を紹介するステージ公演等を行う祭り
を開催

13 バルカン室内管弦
楽団ウィーン公演

バルカン室内管弦
楽団事務局

オーストリア バルカン室内管弦
楽団事務局

2011.05.14 ～ 2011.05.19 バルカン半島の民族共栄を願って柳澤寿男(日本人指揮者)により
2007年に設立されたバルカン室内管弦楽団の公演を、ウイーン楽
友協会(ムジークフェライン)ブラームスホールにて開催

14 ミュージック・フ
ロム・ジャパン
2012年音楽祭

ミュージック・フ
ロム・ジャパン・
インク

米国 ミュージック・フ
ロム・ジャパン・
インク

2011.05.01 ～ 2012.03.31 日本の優れた音楽を米国に紹介するため、ニューヨーク市及びワ
シントンDCにおいて、『佐々木冬彦:箜篌の響き』及び『室内楽
委嘱曲世界初演コンサート』の二つのコンサートを開催

15 新国際版『マダマ
バタフライ』世界
初演

NPOみんなのオペラ イタリア NPOみんなのオペラ 2009.10.29 ～ 2011.08.31 第57回プッチーニ・フェスティバルにて、オペラ『マダマ　バタ
フライ』原作における日本文化への誤認等を修正した公演を行う
ため、日本国内での告知と啓蒙のためのシンポジウム、12名の日
本人役歌手を選考する国際オーディション、日本側スタッフ及び
日本人歌手の現地への派遣等を実施。(2011年は、派遣事業を助
成)

16 日独交流150周年日
独友好賞

大坂靖彦 ドイツ 日独友好賞　実行
委員会

2010.07.01 ～ 2012.01.31 日独交流150周年記念事業として、これまで日独交流強化に貢献
のあった、あるいは将来日独友好を積極的に担う個人60名に功労
賞及び奨励賞を授与し、副賞としてドイツ訪問のための往復航空
券を贈呈する顕彰・奨励事業を実施
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文化交流施設等協力事業費

事業名 寄附申込者 対象国 対象機関 事業内容期間

17 国際犯罪学会第16
回世界大会

日本犯罪関連学会
連合会

全世界区分困難 日本犯罪関連学会
連合会

2010.03.18 ～ 2011.12.31 「グローバルな社会・経済的危機と犯罪統制政策－地域・国家間
の比較」を全体テーマとして、世界の犯罪学研究者が一堂に会
し、犯罪諸科学の最新の研究成果について討論や発表を行う「国
際犯罪学会第16回世界大会」を日本で初めて開催

18 文化経済学会 <日
本> 20周年記念事
業

文化経済学会 <日
本>

全世界区分困難 文化経済学会 <日
本>

2010.10.01 ～ 2013.03.31 文化経済学会〈日本〉の創立20周年記念事業として、「クリエイ
ティブ・エコノミクスの国際化に向けて」を統一テーマとし、
2011年11月に東京にて「2011年文化経済学会〈日本〉秋の講演
会」、2012年6月に京都にて「第17回国際文化経済学会(2012
年)・世界大会」を実施

19  とやま世界こども
舞台芸術祭2012

とやま世界こども
舞台芸術祭実行委
員会

全世界区分困難 とやま世界こども
舞台芸術祭実行委
員会

2011.04.01 ～ 2013.03.31 子どものための舞台芸術作品を公演する優れた団体を富山県に招
へい。舞台公演、アジア諸国の舞台芸術活動をDVDで紹介・解説
する「アジア舞台芸術映像祭」、及び芸術研修等を行う舞台芸術
祭を開催

(5) 文化交流施設等特定寄附

20 日英博覧会日本庭
園修復事業

特定非営利活動法
人　環境再生

英国 特定非営利活動法
人　環境再生

2009.01.01 ～ 2011.12.31 1910年5月の日英博覧会に出展され、ロンドン市ハマースミス・
フラム区のハマースミス公園の一部として保存されている日本庭
園の修復を日英共同で行う計画のうち、日本側が担当する基本設
計及び実施設計・工事の技術指導を実施

21 アジア女子大学 アジア女子大学の
設立を支援する会

アジア地域区分困
難

アジア女子大学支
援財団

2009.11.01 ～ 2012.10.31 2008年にバングラデシュのチッタゴン市に設立されたアジア女子
大学において、学部生およびアクセスアカデミー(1年間の大学入
学準備プログラム)の学生に対して奨学金を支給
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