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●第6回アジア次世代キュレーター会議［インド］

●サハリン州文化局に対する樺太時代の歴史的建造物・史跡保存協力［ロシア］→P.15

●日本・トルコ共同制作現代音楽公演—「＜日本⇔トルコ：わたりゆく音＞Sound Migration」［トルコ、エジプト、ハンガリー、日本］

●文化人招へい音楽家チチ・ペラルタ特別講演会「ドミニカ共和国とカリブの多極的なリズムの歴史と発展」　［ドミニカ共和国］

●カラコルム博物館における文化財保護に関するワークショップ［モンゴル］

●日本映画祭「Hiroshima」と非核特使・田邊雅章氏講演会［エジプト］→P.40

●メキシコ・中米歌舞伎舞踊公演—「歌舞伎—400年の伝統との出会い」 ［メキシコ］→P.13、P.39

●公開シンポジウム「世界の中での日本の建築〜ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展の現場から〜」 ［日本］

●巡回展「ストラグリング・シティーズ
　−60年代日本の都市プロジェクトから」［中国、ドイツ］

●第12回カイロ・ビエンナーレ奈良美智展［エジプト］

●「新次元—マンガ表現の現在」展［韓国］→P.12

●「平和と文化」特別シンポジウム 「アジアにいきづく、平和への文化」［日本］

●多文化都市セミナー：2011年 東京の多文化共生を考える
　〜ヨーロッパの「インターカルチュラル・シティ」を参考に〜［日本］→P.30

●日本研究ネットワーク主催/JF司書による大学院生・若手研究者のための図書情報セミナー［インドネシア、タイ］

●マグレブ知的交流巡回セミナー［モロッコ、フランス］

●国際シンポジウム「ソーシャル・ファームを中心とした日本と欧州の連携」［日本］→P.4、P.30

● 氷川竜介氏（アニメ評論家）、吉浦康裕氏（アニメ監督）による日本アニメ講演会［中国］

●文化人招へいドイツ語圏舞台芸術関係者グループ［ドイツ、オーストリア、スイス］→P.15

●「日本からの便り〜伝統楽器と歌の現在（いま）〜」 ［カンボジア、ラオス、ベトナム、ミャンマー］

●アジア・リーダーシップ・フェロー・プログラム（ALFP）2010年公開シンポジウム「アジア発の新しい視点で挑むグローバルな課題」［日本］

●東南アジア若手イスラム知識人招へい［日本］

●阿刀田高氏（作家）、浅田次郎氏（作家）、森絵都氏（作家）らによる
　現代日本文学　講演・対談・シンポジウム［カナダ］

●スペイン・ポルトガル 能楽公演［スペイン、ポルトガル］ →P.40

●第17回ブダペスト国際図書展［ハンガリー］

●第36回ブエノスアイレス国際図書展［アルゼンチン］

●日本語学習者訪日研修（大学生・春季）［日本］

●海外日本語教師短期研修（春季） ［日本］

●マレーシア中等教育日本語教師研修［日本］

●2010年度第1回日本語能力試験→P.21

●欧州日本語教師研修会［フランス］

●海外日本語教師短期研修（夏季） ［日本］

●第11回中東日本語教育セミナー［エジプト］

●日本語学習者訪日研修（各国成績優秀者）［日本］

●海外日本語教師長期研修［日本］→P.22

●中国大学日本語教師研修［日本］

●CIS日本語教師研究交流会［ロシア］

●米国教育関係者グループ招へい［日本］

●2010年度第2回日本語能力試験→P.21

●「アニメ・マンガの日本語」サイト　韓国語版公開→P.23

●J-GAP 日本語教育グローバル・アーティキュレーション・プロジェクト
　企画国際会議助成

●国内大学連携大学生訪日研修（冬季）［日本］

●日本語学習者訪日研修（李秀賢氏記念韓国青少年招へい研修）［日本］

●中国中等学校日本語教師研修［日本］

●海外日本語教師短期研修（冬季）［日本］ ●インドネシア人介護福祉士候補フォローアップ研修

●中東欧日本語教育研修会［ハンガリー］

●「NIHONGO eな」サイト  韓国語版・中国語版公開

●『国際交流基金  日本語教授法シリーズ』第3巻、第10巻、第12巻  刊行→P.23

●「JFにほんごネットワーク（通称：さくらネットワーク） 」
　33カ国1地域102機関に拡大→P.20

●「アニメ・マンガの日本語」サイト  中国語版公開［日本］→P.23

●経済連携協定に基づく看護師・介護福祉士候補者
　日本語予備教育事業［インドネシア、フィリピン］→P.24

●「JF日本語教育スタンダード」準拠日本語教材
    『まるごと 日本のことばと文化（入門A1）』試用版制作［日本］→P.23

●WEB版「エリンが挑戦！にほんごできます。」 多言語
   （スペイン語・ポルトガル語・中国語・韓国語）サイト制作→P.23

●国内大学連携大学生訪日研修（4カ月）［日本］

●専門日本語研修（外交官・公務員）［日本］→P.22

●日本語学習者訪日研修（大学生・秋季）［日本］

●「アニメ・マンガの日本語」サイト  スペイン語版公開→P.23
●「海外日本語教育機関調査2009」調査結果速報値 記者発表［日本］→P.24

●国際シンポジウム「21世紀の世界の日本語教育—過去の蓄積から明日のアクションプランへ—」助成［台湾］

●韓国中等教育日本語教師研修［日本］

●国内大学連携大学生訪日研修（夏季） ［日本］

●海外日本語教師上級研修［日本］

●「NIHONGO eな」サイト（日本語学習ポータルサイト）公開
●タイ人日本語教師短期訪日研修［日本］

●第51回外国人による日本語弁論大会開催（新潟市） ［日本］

●米国日本語教師研修［日本］

●専門日本語研修（文化・学術専門家）2カ月コース［日本］

●専門日本語研修（文化・学術専門家）6カ月コース［日本］

●日本語学習者訪日研修（高校生）［日本］

●『基礎日本語学習辞典』アラビア語版刊行［日本］

●インドネシア中等日本語教師研修［日本］

●「平和のための文化イニシャティブの役割」第2回国際会議
　（ドイツ文化センター共催）［ボスニア・ヘルツェゴビナ］

●次世代パブリック・インテレクチュアル・ネットワーク・プログラム（ワシントン）［米国］

●第24回カルコン日米合同会議［米国］

●講演「後藤新平と日露関係のイメージ」—日露協力の未来を切り拓くために—［日本］

●日中韓次世代リーダーフォーラム2010［日本、韓国、中国］

●フェローセミナー「身体論と実践：土方巽の舞踏における＜身体＞と＜肉体＞をめぐって」［日本］

●米国国際関係専攻大学院生招へい［日本］

●日ロセミナー「ロシアにおける資源開発と環境問題：日本との関係」助成［ロシア］

●日英シンポジウム「新しいMuseology(美術館・博物館学)—文化遺産と現代文化の融合を求めて」［イギリス］→P.28

●東アジア日本研究フォーラム［韓国］→P.28

●第2回アチェの子どもたちと創る演劇ワークショップ［インドネシア］→P. 5

●安倍フェローシッププログラム  リトリート［イギリス］

●第2回日亜交流シンポジウム［アルゼンチン］

●安倍フェローシップ  ポリシーフォーラム
　「環境と気候変動：省エネと大気汚染・二酸化炭素排出削減に向けた都市レベルの取組」［日本］

●有力シンクタンク支援ブルッキングス研究所国際会議
　「第2回日米中クリーンエネルギー協力のあり方」 ［日本］

●国際会議「米−日−東南アジア戦略対話」（戦略国際問題研究所）［米国］

●国際会議「中国とインドの台頭をめぐる米日対話」（外交問題評議会）［日本］

●現代日本セミナー「グローバル化時代における日本と移住：
　外国人の社会統合に向けた日本の取り組み」［タイ、シンガポール］

●公開シンポジウム「米国NPOの知見を地域に紹介するシンポジウム
　〜地域NPOの未来をさぐる〜」［日本］

●ロシア若手日本研究者グループ招へい［日本］

●日系アメリカ人リーダーシップ・シンポジウム「『内向き思考』
　への挑戦：グローバル競争時代における教育の役割」［日本］

●日本研究ネットワーク強化
　日本経済政策に関する講演［マレーシア］

●日独シンポジウム「異文化交流の視点から見た人間とロボットのインターフェース」［ドイツ］

●国際交流の夕べ――能と狂言の会［日本］→P.33

●御厨貴講演会「日本に政党政治は根づくのか」［フランス］

●アルザス日欧知的交流事業・日本研究セミナー「明治Ⅱ」［フランス］

●カナダ日本研究学会［カナダ］

●国際会議「文化間クロスオーバー、超文化フロー：マンガ／コミック」［ドイツ］

●カナダ・日本・韓国社会政策研究協力シンポジウム「成功社会に向けての政策イノベーション」［カナダ］

●国際日本文化研究センター・インドネシア大学大学院共催日本研究国際シンポジウム［インドネシア］

●日本研究巡回セミナー「ユニバーサルファッション−デザインと人の新しい関係」［ウズベキスタン、ロシア］

●次世代パブリック・インテレクチュアル・ネットワーク・プログラム（モンタナ）［米国］

●安倍フェローシッププログラム　ブラウンバッグランチセミナー「進化する日本の安全保障政策」［日本］

●国際シンポジウム「世界における日本学研究の趨勢と課題—次世代研究者への継承」［中国］→P.28

●公開セミナー「アジアにおける宗教・文化の共通理解を求めて」仏教、ヒンドゥー教間の対話

●希望製作所「2010コミュニティビジネス韓日フォーラム」［韓国］

●「第8回ブラジル日本研究国際学会」および「第21回全伯日本語・日本文学・日本文化学会」［ブラジル］

●公開シンポジウム「外交の再考：新たな方法論と挑戦」［日本］

●社会起業支援「東アジア地域国際シンポジウム」 への若手社会起業家派遣事業 ［タイ］

●「ポスト2010年」の日韓「ニューセンテニアル」に向けた2010年の検証［韓国］

●米国ジャーナリズム専攻大学院生招へい事業［日本］

●公開シンポジウム「中東の今と日本：私たちに何ができるか」［中東］

●黒澤明監督生誕100周年特別映画祭［韓国、インドネシア、タイ、フィリピン、マレーシア］ →P.14、P.37

●山下泰裕氏、井上康生氏による柔道指導［イスラエル、パレスチナ］→P.15

●文化人招へい写真家 フアード・シャーキル氏［イラク］

●「心連心：中国高校生長期招へい事業」第四期生 帰国前報告会［日本］

●第12回ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展
  「TOKYO METABOLIZING」［イタリア］→P.4

●松田美緒、ヤヒロトモヒロ、ウーゴ・ファトルーソ 南米公演
   「TRANS-CRIOLLA 〜響き合う地平の向こうへ〜」
    ［アルゼンチン、ウルグアイ、チリ、日本］→P.13

●国際シンポジウム 「国際展のミッション東アジアからの展望」（あいちトリエンナーレ2010）［日本］

●「心連心：中国高校生 長期招へい事業」 第五期生 来日［日本］→P.16

●広州ふれあいの場 開設［中国］→P.16

●巡回展「キャラクター大国、ニッポン」展 ［中国、イタリア、台湾、ハンガリー］→P.40

●日本料理「たん熊」栗栖正弘氏らによる日本料理レクチャー・デモンストレーション［トルコ、レバノン］

●第14回アジアン・アート・ビエンナーレ・バングラデシュ 2010名和晃平展［バングラデシュ］→P. 4

●加藤和樹J-POP韓国公演［韓国］

●「WA−現代日本のデザインと調和の精神」展［フランス、韓国］

●小津安二郎監督映画特集［ドイツ］

●「伊東豊雄 MY COSMOS from my room to my city」展［シンガポール］

●日韓ブラストビート・プロジェクト［韓国］→P.15、P.35

●第17回出版と本の国際サロン［モロッコ］

●日韓出版交流シンポジウム［韓国］→P.35

●文化人招へいイスラエル・フェスティバル総監督 ヨッシ・タル＝ガン氏［イスラエル］

●「山口晃 Singa-planet」展［シンガポール］

●レ・フレール 豪州公演［オーストラリア］

●極東ロシア公演—「津軽三味線と日本の民謡—名人たちの世界」 ［ロシア］

●石黒浩氏（大阪大学教授）、大和信夫氏（ヴィストン代表）による「ロボット技術」レクチャー・デモンストレーション［エクアドル、ペルー、ベネズエラ］

●文化人招へいラトビア国立オペラ劇場 館長 ジャガルス・アンドレイ氏［ラトビア］

●ティコボEcoコンサート［韓国］→P.35

●郷土料理シリーズ：「金沢――加賀料理」
  レクチャー・デモンストレーション ［フランス、スイス］→P.15

●ヴロツワフ国立博物館キュレーターに対する日本伝統工芸に関する研修［ポーランド］

●第62回フランクフルト国際図書展［ドイツ］

●妹島和世建築講演会［イタリア］→P.36

●日本舞踊 西川箕乃助 シンガポール・マレーシア公演［シンガポール、マレーシア］→P. 5

●大駱駝艦ブラジル公演［ブラジル］→P.4

●”UNIT ASIA”　中東・インド巡回公演 2010［エジプト、トルコ、インド、日本］

●舞踏ロシア、中国公演 —  「舞踏―大いなる魂」［ロシア、中国］→P.13

●第12回国際知的図書見本市「non/fiction」黒川 創×オリガ・スラヴニコワ対談［ロシア］→P.14

●「出発（たびだち）-6人のアーティストによる旅」展［ポルトガル、メキシコ］

●カナダ クラシック音楽公演—「An Evening of Classical Guitar, Flute, and Violin from Japan」 ［カナダ］

●「近代日本工芸 1900−1930
　−伝統と変革のはざまに」展［フランス］→P.12、P.35

2010年度 国際交流基金主要事業カレンダー

●バルカン室内管弦楽団 サラエボ公演［ボスニア・ヘルツェゴビナ］

●日本映画祭「日本の熱い血」［メキシコ、ブラジル、アルゼンチン］

●カマン･カレホユック考古学博物館における展示・
　陳列計画の策定・展示方法の指導［トルコ］

●邦楽公演 in 上海万博
　—「日本のうた囃子〜唄、笛、三味線、太鼓による日本の響き〜」［中国］

●第23回テヘラン国際図書展［イラン］

●第16回ソウル国際ブックフェア［韓国］

●第16回ブックワールド2010［チェコ］

●第55回ワルシャワ国際書籍見本市［ポーランド］

●重慶ふれあいの場 開設［中国］ →P. 16

●AGA-SHIO＋ミュージック＆リズムス アフリカ巡回公演［コンゴ民主共和国、南アフリカ］→P. 5

●第21回サンパウロ国際図書ビエンナーレ［ブラジル］

●巡回展 「ウィンター・ガーデン：日本現代美術における
　マイクロポップ的想像力の展開」 ［米国、カナダ、メキシコ］

●第21回アブダビ国際ブックフェア［アラブ首長国連邦］

●中国「ふれあいの場」高校生訪問事業［中国］

●ふれあいの場「心連心」巡回コンサート［中国］

●日韓伝統歌舞楽祭［韓国］→P.35

●焼肉ドラゴン公演［韓国］→P.35

●「われわれ！」日韓映画祭［韓国］→P.35

●地球市民賞授賞式 ［日本］→P.8●国際交流基金賞授賞式 ［日本］→P.8

●シンポジウム「グローバル化、アイデンティティと東アジアにおける地域統合」［ドイツ］

●中国知識人グループ招へい（中国共産党中央連絡部）［日本］

●西沢立衛氏（建築家）による「日本の現代建築」講演［ブラジル］

●日米草の根交流コーディネーター派遣
　プログラム：Japan Outreach Initiative［米国］→P.31

●『JF日本語教育スタンダード2010』、  『JF日本語教育スタンダード2010 利用者ガイドブック』刊行［日本］→P.24




