
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
⑴ 人物交流特定寄附
⑵ 日本研究特定寄附
⑶ 日本語特定寄附
⑷ 催し等特定寄附
⑸ 文化紹介特定寄附
⑹ 文化交流施設等特定寄附



１．文化交流施設等協力事業費

日本の企業や個人が国際交流事業に対する支援を計画している場合に、国際交流基金がその支援資金を寄附金として受け
入れ、その寄附金を原資として対象となる団体に助成金を交付し、事業実施に協力する。

合計額 964,936,216円

事業名 寄附申込者 機関 国 期間 事業内容

(1)人物交流特定寄附

１ アジアン・カ
ルチュラル・
カウンシルの
日米芸術文化
交流プログラ
ム基金

ブラン
シェット・
ロックフェ
ラー奨学基
金－40募金
委員会

アジアン・
カルチュラ
ル・カウン
シル

米国 04.06.15～
06.03.31

アジアン・カルチュラル・カウンシルの
設立40周年を記念し、日本の芸術家や芸
術研究者の米国留学や研修を支援する

「ブランシェット・ロックフェラー
（BHR）奨学基金」を積み増し、年間2名
から4名の奨学生を増員

２ ロータリー国
際親善奨学支
援事業

日本ロータ
リー奨学金
委員会

ロータリー
財団

米国 04.07.01～
08.06.30

相違なる国民間の理解と友好関係の増進
に向けて勉学を行なう者に支給する

「ロータリー国際親善奨学金」および世
界8カ所のロータリーセンターにて平和
研究を行なう者に支給する「世界平和
フェローシップ」の支給事業を実施

３ ロータリー国
際親善奨学支
援事業

日本ロータ
リー奨学金
委員会

ロータリー
財団

米国 05.07.01～
09.06.30

相違なる国民間の理解と友好関係の増進
に向けて勉学を行なう者に支給する

「ロータリー国際親善奨学金」および世
界8カ所のロータリーセンターにて平和
研究を行なう者に支給する「世界平和
フェローシップ」の支給事業を実施

(2)日本研究特定寄附

４ アルバータ大
学高円宮殿下
日本カナダ記
念基金

高円宮殿下
記念基金
ファンド・
レイジング
委員会

アルバータ
大学

カナダ 05.04.01～
08.03.31

アルバータ大学エンダウメント・ファン
ド基金内に高円宮殿下日本カナダ記念基
金を創設し、運用益にて高円宮殿下日本
教育・研究日本センターを設置し、カナ
ダと日本の相互理解促進のための褒章事
業等を実施

５ コロンビア・
ロー・スクー
ル日本法研究
センター25周
年記念事業

長島・大
野・常松法
律事務所

コロンビ
ア・ロー・
スクール

米国 04.09.01～
06.06.30

コロンビア・ロー・スクール日本法研究
センターの25周年を記念し、①日本法関
連の特別講義シリーズ、②会議・ワーク
ショップ、③研究・出版促進、④カリキュ
ラム整備、⑤学生の日本でのインターン
シップ支援、⑥日本人学生との交流振興
を実施

６ ミシガン大学
ロースクール
日本法研究プ
ログラム

大江橋法律
事務所

ミシガン大
学ロース
クール

米国 05.07.01～
06.06.30

ミシガン大学ロースクールにおいて、①
日本法に関連する教職員の研究活動支
援、②日本法に関連する蔵書の収集、③
日本法研究部門の客員教授の派遣および
招へいを実施

文化交流施設等協力事業費



事業名 寄附申込者 機関 国 期間 事業内容

７ ダートマス大
学における日
本学基金

在日ダート
マス大学卒
業生同窓会

ダートマス
大学

米国 05.07.01～
06.06.30

ダートマス大学において、①学士課程で
の日本語教育および日本語講座の開講、
②同大学付属Tuck School of Business

（修士課程）での日本関連講座開講、③図
書館の日本語・日本関連図書および教材
の購入を実施

８ 発展する北東
アジアにおけ
る日本

坂口 功 モントレー
国際大学・
東アジア研
究センター

米国 05.09.01～
06.12.31

モントレー国際大学・東アジア研究セン
ターにおいて、①「発展する日米協力」
についての国際セミナー、②在日ロシア
人に関する調査、③時事問題に関する公
開講義、④『Crossing National
Borders:Human Migration Issues in
Northeast Asia』の日本語訳本出版を実
施

９ 長島・大野・
常松法律事務
所 日本法・
文化研究プロ
グラム（ハー
バード・
ロー・スクー
ル）

長島・大
野・常松法
律事務所

ハーバー
ド・ロー・
スクール

米国 06.01.01～
07.06.30

ハーバード・ロー・スクールにおいて、
①日本法・文化を研究する学生への奨学
金支給、②日本法・文化研究に必要なデー
タベース導入、③図書館での日本法・文
化専門の司書雇用や日本関連の文献購入
を実施

10 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

コロンビ
ア・ロー・
スクール

米国 06.07.01～
07.06.30

コロンビア・ロー・スクールにおいて、
日本法の研究を行なう学生に対する奨学
金支給を実施

11 長島・大野・
常松法律事務
所：日本法・
文化プログラ
ム（シカゴ・
ロー・スクー
ル）

長島・大
野・常松法
律事務所

シカゴ大学
ロースクー
ル

米国 06.07.01～
07.06.30

シカゴ大学ロースクールにおいて、①日
本法・文化を研究する学生への奨学金給
付、②学生の日本企業でのインターン
シップ支援、③日本法律研究会の活動支
援、④学生の日本研修旅費支援を実施

12 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

デューク・
ロー・ス
クール

米国 06.07.01～
07.06.30

デューク・ロー・スクールにおいて、①
日本法紹介コースへの日本人客員教授招
へい、②日本法関連図書購入、③学生の
日本留学支援、④香港で開催する「国際
法アジアアメリカ講座」（06.7.3～
06.7.28）への日本法専門の教授招へい
および参加学生への奨学金支給を実施

文化交流施設等協力事業費



事業名 寄附申込者 機関 国 期間 事業内容

(3)日本語特定寄附

13 特定非営利活
動法人エルエ
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

特定非営利
活動法人エ
ルエスエイ
チアジア奨
学会

日本 05.04.01～
08.03.31

新大久保駅で転落者を救おうとして亡く
なった韓国人留学生李秀賢の勇気を讃
え、国内の日本語学校に通うアジアから
の就学生を支援するための奨学金支給事
業を実施

14 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

ドイツ社団
法人日本語
普及セン
ター

ドイツ 05.07.01～
06.06.30

日本語講座等の開講および日本語教材作
成、ジークブルグ市での日本郷土玩具展

（05.6.1～05.7.24）、フランクフルト市
での日本舞踊・太鼓公演（05.7.9）等の
日本文化紹介事業等を実施

15 ジャパン・リ
ターン・プロ
グラム2006年
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

特定非営利
活動法人
ジャパン・
リターン・
プログラム

日本 05.10.01～
07.02.28

世界で日本語を学ぶ青少年16名を選抜、
パネリストとして日本に招へいし、日本
代表パネリスト4名を加えて日本の高校
生・大学生とのディスカッションやディ
ベートを行なう「2006年“平和－国と世界”
日本語サミット」（06.7.10～06.8.8）を
福岡および東京にて開催

(4)催し等特定寄附

16 2005年スペ
シャルオリン
ピックス冬季
世界大会

2005年スペ
シャルオリ
ンピックス
冬季世界大
会実行委員
会

2005年スペ
シャルオリ
ンピックス
冬季世界大
会実行委員
会

日本 03.04.01～
05.09.30

世界84の国と地域から2,575人の知的発
達障害を持つスポーツアスリートの参加
により、長野県内の7カ所にてスキー、ス
ケート等7競技62種目からなる「2005年
スペシャルオリンピックス冬季世界大
会」（05.2.26～06.3.5）を開催

17 財団法人日本
さくらの会
設立40周年記
念国際シンポ
ジウム「環
境・さくら・
文化交流」お
よび講演会

財団法人日
本さくらの
会

財団法人日
本さくらの
会

日本 04.12.01～
05.09.30

財団法人日本さくらの会設立40周年記念
として、米国よりパネリストを招へいし、
東京にて国際シンポジウム「環境・さく
ら・文化交流」（05.4.2）、京都および東
京にて「さくら文化講演会」（05.4.1、お
よび05.4.3）を実施

18 「日韓友情年
2005」実行委
員会企画事業

「日韓友情
年 2005」
実行委員会

「日韓友情
年 2005」
実行委員会

日本 05.01.01～
06.03.31

「日韓友情年2005」実行委員会企画事業
として、①「日韓交流シンポジウム」
(05.6.29）②「日韓文化交流展」（05.6.30
～05.7.3）③「日韓交流おまつり」

（05.9.24）、④「日韓友情年記念コンサー
ト」（05.12.6）⑤「日韓青少年対話の広
場」（05.12.26～05.12.28）の5つのイベ
ントを実施

文化交流施設等協力事業費



事業名 寄附申込者 機関 国 期間 事業内容

19 ワールド・
パートナー
シップ・
フォーラム
in 青森

ワールド・
パートナー
シップ・
フォーラム

ワールド・
パートナー
シップ・
フォーラム

日本 05.04.01～
06.03.31

在京大使館幹部と日本経済界のリーダー
たちとの交流を深め、世界的な諸問題お
よび政策について理解を深めるフォーラ
ムを開催（05.8.5～05.8.7）。青森県に
て7カ国の大使館幹部、日本企業関係者
に地元自治体関係者を交え、「日本文化
の発信」をテーマとした討議と地域の視
察を実施

20 四天王寺ワッ
ソ

NPO法人
大阪ワッソ
文化交流協
会

NPO法人
大阪ワッソ
文化交流協
会

日本 05.05.01～
06.04.30

古代衣装の人物行列や古代楽器の演奏で
往時の東アジアの国際交流を再現する催
し「四天王寺ワッソ」（05.11.6実施予定
であったが、雨天のためプレイベントお
よび後日の演奏会のみ実施）を中心に、
日韓の文化交流および青少年育成交流事
業を実施

21 政経文化画人
展「日韓友情
年2005」特別
展

社団法人国
際芸術文化
振興会

社団法人国
際芸術文化
振興会

日本 05.07.01～
05.09.30

「日韓友情年2005」記念事業の一環とし
て、日本および韓国の政界、財界、文化
界の有志による、書および絵画約69点、
色紙77点を集め、東京都内百貨店催事場

（05.8.4～05.8.9）および「愛・地球博」
会場内ギャラリー（05.8.20～05.8.28）
にて展示

22 日豪交流年実
行委員会プロ
ジェクト

日豪交流年
実行委員会

日豪交流年
実行委員会

日本 05.10.01～
07.02.28

2006年「日豪交流年」実行委員会プロジェ
クトとして①「日豪交流史写真展」

（06.6.1～06.8.31）、②パースロイヤル
ショーへの日本パビリオン出展（06.9.30
～06.10.7）、③オーストラリア国内団体
による草の根交流事業への助成金交付

（06.1.1～06.12.31）を実施

23 第12回ホノル
ル フェス
ティバル

ホノルル
フェスティ
バル財団

ホノルル
フェスティ
バル財団

米国 05.04.01～
06.05.31

アジア太平洋諸国とハワイの文化交流を
促進するため、「太平洋再発見」をテーマ
として、ホノルル市内各所にて、日本お
よび太平洋諸国とハワイの参加団体によ
る伝統芸能や祭り、舞踊、音楽等の披露
の他、ハワイアンキルトの展示会や日米
友好をテーマとしたセミナー等を実施

（06.3.10～06.3.12）

24 パシフィク・
ビジョン：グ
ローバル経済
における日加
のリーダー
シップ

北カリフォ
ルニア日本
協会

北カリフォ
ルニア日本
協会

米国 05.07.01～
07.12.31

北カリフォルニア日本協会の100周年を
記念し、世界経済の中での米国と日本の
役割に焦点を当て、①「環境に優しい自
動車」（05.11.8）、②「企業統治会議」

（06.6.28～06.6.29）、③「デジタルなラ
イフスタイル」（07年春）の3つのシンポ
ジウムを実施

文化交流施設等協力事業費



事業名 寄附申込者 機関 国 期間 事業内容

25 「やきもの：
日本陶磁4000
年」展

日系人ハワ
イ移住120
周年記念特
別展支援委
員会

ホノルル美
術館

米国 05.10.13～
05.12.11

日系人ハワイ移住120周年を記念し、ホ
ノルル美術館において、縄文土器から現
代の伝統陶芸にいたるまでの日本の陶磁
器展を開催。各時代、各地域の名品のう
ち、重要文化財12点、重要美術品1点を含
む計50作品を展示し、世界に誇る日本陶
磁の技と美を紹介

26 ミュージッ
ク・フロム・
ジャパン2006
年音楽祭

ミュージッ
ク・フロ
ム・ジャパ
ン・インク

ミュージッ
ク・フロ
ム・ジャパ
ン・インク

米国 05.11.28～
06.03.31

日本の優れた音楽を米国に紹介するた
め、邦楽器紹介コンサート「現代に息づ
く伝統：中村明一、尺八」および日本の
若手作曲家の作品で構成される「委嘱新
作コンサートⅡ」をニューヨーク市にて
実施。また、尺八コンサートをマホパッ
ク市、ナッシュビル市、スパータンバー
グ市、ワシントンD.C.に巡回（06.2.8～
06.2.19）

27 「富士山」－
北斎・広重の
浮世絵、そし
て写真に見る
日本の美－

日本ハンガ
リー友好協
会

日本ハンガ
リー友好協
会

ハンガリー 05.08.10～
05.12.13

「日EU市民交流年」イベントとして、富
士山をテーマとして、葛飾北斎および歌
川広重の浮世絵各36点と写真家富塚晴夫
の現代写真36点をハンガリー・ナショナ
ルギャラリーにて展示（05.10.13～
05.11.13）

(5)文化紹介特定寄附

28 日本音楽紹介
ラジオ番組制
作事業

三菱商事株
式会社

ラジオ番組
制作委員会

日本 05.09.15～
07.03.31

中国の若者の間で人気の高い日本の最新
流行音楽を、ファッション、テレビドラ
マ、アニメ等の情報や観光情報、イベン
ト情報等を交えて紹介する若者向けラジ
オ番組を制作し、広東衛星ラジオおよび
北京音楽ラジオにて放送

(6)文化交流施設等特定寄附

29 財団法人日本
民藝館「旧柳
邸修復事業」

財団法人日
本民藝館

財団法人日
本民藝館

日本 05.09.01～
06.10.31

財団法人日本民藝館の設立70周年記念事
業として、日本民藝運動創始者である柳
宗悦の生前の住居部分を修復し、各国の
研究者のための研究交流の場を創設

30 キープ国際研
修交流セン
ター整備事業

財団法人
キープ協会

財団法人
キープ協会

日本 05.09.01～
07.03.31

1938年に開設された青少年指導者養成
キャンプ場施設を、国際的な会議、青年
交流、研修事業等実施に十分対応できる
施設とするため、国際会議機能を備えた
国際研修交流センターとして改築、整備

31 フランス国立
人類博物館内
日本民家復元
事業

フランスに
日本庶民博
物館を設立
するための
募金委員会

日本日常生
活博物館協
会

フランス 05.09.01～
07.03.31

1998年に長野県木曾郡よりフランスへ移
送され、ヴェルサイユ市自然史博物館倉
庫に保存されていた明治時代建築の日本
民家を復元し、パリの国立人類博物館で
2006年秋から3年間開催される「財宝－
人類の冒険」展にて展示

文化交流施設等協力事業費



事業名 寄附申込者 機関 国 期間 事業内容

32 フランクフル
ト現代茶室建
設プロジェク
ト

フランクフ
ルト現代茶
室をサポー
トする会

フランクフ
ルト・デザ
イン美術館

ドイツ 07.02.20～
07.04.20

フランクフルト・デザイン美術館で2007
年に開催される「現代日本の意匠展」の
中心事業として、同美術館庭園内に茶会
や茶道レクチャー等のイベントに利用で
きる、現代日本建築による茶室を建設

文化交流施設等協力事業費



プログラム名索引（50音順）

あ 「愛・地球博」途上国支援事業 81
「愛・地球博」途上国支援事業 135
アジア青年文化奨学金（中等教育プログラム）（AC） 41
アジア青年文化奨学金（予備教育）（AC） 184
アジア地域研究センター支援（催し等）（AC） 269
安倍フェローシップ 303

い 異文化理解ワークショップ 59
異文化理解ワークショップ（AC） 57
異文化理解ワークショップ（中東） 56
インターネット・ホームページ 324

う 内田奨学金フェローシップ 84

え 映画・テレビ番組制作協力 161
映像出版情報交流（招へい） 143
映像出版情報交流（文化資料） 170
映像出版情報交流（催し） 155

お 沖縄国際フォーラム 269
小渕フェローシップ 234

か 海外公演（主催） 85
海外公演（助成） 91
海外公演（PAJ北米） 128
海外事務所企画開発事業 225
海外展(企画展） 62
海外展(巡回展） 64
海外展（助成） 74
海外日本映画祭（主催） 143
海外日本映画祭（助成） 148
海外日本語教育支援NGO助成 176
海外日本語教師研修（国別） 205
海外日本語教師研修（在外邦人） 204
海外日本語教師研修（短期） 203
海外日本語教師研修（長期) 202
開高健記念アジア作家招へい（AC） 42
カイロ事務所 453

き 京都支部 333

く クアラルンプール日本文化センター 397

け ケルン日本文化会館 346

こ 国際会議場貸し出し 172
国際交流顕彰事業（基金賞・奨励賞） 324
国際交流顕彰事業（地球市民賞） 325
国際交流フォーラム貸し出し 172
国際展（国際展参加） 61
国際展（横浜トリエンナーレ） 81
国際図書展参加 168
国際舞台芸術共同制作 130
国内映画祭（主催） 152
国内映画祭（主催）（AC） 154
国内映画祭（主催）（中東） 155
国内映画祭（助成） 153

国内公演（主催） 131
国内公演（主催）（中東） 134
国内公演（助成） 132
国内展（企画展） 73
国内展（助成） 79
国内連携促進 322

さ サンパウロ日本文化センター 416

し 事業評価（企） 328
指導的日本語教師の養成

（海外日本語教師上級研修） 201
指導的日本語教師の養成（日本語教育指導者） 200
シドニー日本文化センター 405
市民青少年交流（指導者交流） 40
市民青少年交流（主催） 43
市民青少年交流（主催）（中東） 43
市民青少年交流（助成） 44
市民青少年交流（助成）（AC） 51
市民青少年交流（助成）（中東） 55
ジャカルタ日本文化センター 380
受託研修（日） 205
出版・翻訳協力（一般） 163
出版・翻訳協力（特別） 163

せ 専門日本語研修（外交官） 214
専門日本語研修（研究者・大学院生） 217
専門日本語研修（公務員） 215
専門日本語研修（司書） 216

そ 造形美術情報交流(招へい） 61
造形美術情報交流（派遣） 61
造形美術情報交流（催し） 81
ソウル日本文化センター 364

た 高砂熱学工業・日本研究奨励スカラシップ 248

ち 地域研究フェローシップ〔ア〕 254
地域研究フェローシップ〔欧〕 279
地域交流研修（関） 222
地域交流研修（日） 206
知的交流会議等開催（企画参画助成）（AC）〔ア〕 267
知的交流会議等開催（主催）（AC）〔ア〕 268
知的交流会議等開催（主催）〔欧〕 291
知的交流会議等開催（主催）（中東）〔欧〕 297
知的交流会議等開催（助成）（AC）〔ア〕 265
知的交流会議等開催（助成）〔欧〕 292
知的交流会議等開催（助成）（中東）〔欧〕 297
知的交流会議等開催（助成）〔米〕 240
知的交流フェローシップ（次世代）（AC）〔ア〕 261
知的交流フェローシップ（招へい）〔ア〕 263
知的交流フェローシップ（招へい）〔欧〕 286
知的交流フェローシップ（招へい）（中東）〔欧〕 289
知的交流フェローシップ（派遣）〔欧〕 286



知的交流フェローシップ（派遣）（中東）〔欧〕 287
知的リーダー・グループ招へい〔ア〕 261
知的リーダー交流（アジアリーダー）（AC）〔ア〕 263
知的リーダー交流

（国際会議出席助成・招へい）〔ア〕 263
知的リーダー交流

（国際会議出席助成・招へい）〔欧〕 289
知的リーダー交流

（国際会議出席助成・招へい）〔米〕 240
知的リーダー交流

（国際会議出席助成・派遣）〔ア〕 264
知的リーダー交流

（国際会議出席助成・派遣）〔欧〕 291
知的リーダー交流

（国際会議出席助成・派遣）〔米〕 240
知的リーダー交流（招へい）〔欧〕 285
中学高校教員交流（招へい） 39
中国社会科学院研究生院 253
調査研究 328

て 定期刊行物 322
テレビ番組交流促進 156

と 東南アジア元日本留学生活動支援（AC） 248
図書館運営（関） 214
図書館運営（日） 212
図書館・情報リソースセンター事業 324
図書寄贈〔ア〕 269
図書寄贈(欧) 298
図書寄贈〔企〕 228
図書寄贈〔米〕 241
トロント日本文化センター 412

に 21世紀日中交流特別事業（人物交流・招へい） 18
21世紀日中交流特別事業（文化資料） 37
21世紀日中交流特別事業（催し・主催） 35
21世紀日中交流特別事業（催し・助成） 36
日米：教育を通じた相手国理解促進（助成） 315
日米：教育を通じた相手国理解促進

（地域活動促進小規模助成） 319
日米：教育を通じた相手国理解促進（文化資料） 320
日米草の根交流コーディネーター派遣

（JOI）プログラム 310
日米市民交流（主催） 318
日米市民交流（助成） 311
日米市民交流（地域活動促進小規模助成） 317
日米市民交流（文化資料） 320
日米センターNPOフェローシップ 310
日米知的交流（主催） 308
日米知的交流（助成） 304
新渡戸フェローシップ 234
日本研究ウェブサイト運営 225
日本研究基本図書目録 228
日本研究客員教授派遣（経費助成）〔欧〕 275

日本研究客員教授派遣（自主企画）〔ア〕 244
日本研究客員教授派遣（自主企画）〔欧〕 274
日本研究客員教授派遣（直接派遣）〔ア〕 244
日本研究客員教授派遣（直接派遣）〔欧〕 275
日本研究客員教授派遣（直接派遣）〔米〕 230
日本研究拠点機関助成〔ア〕 246
日本研究拠点機関助成〔欧〕 276
日本研究拠点機関助成〔米〕 230
日本研究シニア客員教授派遣（直接派遣）〔ア〕 245
日本研究シニア客員教授派遣（直接派遣）〔欧〕 275
日本研究スタッフ拡充助成〔ア〕 246
日本研究スタッフ拡充助成〔欧〕 277
日本研究スタッフ拡充助成〔米〕 231
日本研究組織強化支援（助成）〔欧〕 278
日本研究調査〔ア〕 244
日本研究調査〔欧〕 274
日本研究調査〔企〕 225
日本研究調査〔米〕 230
日本研究フェローシップ（学者・研究者）〔ア〕 254
日本研究フェローシップ（学者･研究者）〔欧〕 279
日本研究フェローシップ（学者・研究者）〔米〕 235
日本研究フェローシップ（短期）〔ア〕 260
日本研究フェローシップ(短期)〔欧〕 284
日本研究フェローシップ（短期）〔米〕 238
日本研究フェローシップ（論文執筆）〔欧〕 282
日本研究フェローシップ（論文執筆者）〔ア〕 258
日本研究フェローシップ（論文執筆）〔米〕 236
日本研究フェローフォローアップ 227
日本研究リサーチ・会議等開催（主催）〔欧〕 278
日本研究リサーチ・会議等開催（主催）〔米〕 233
日本研究リサーチ・会議等開催（助成）〔ア〕 247
日本研究リサーチ・会議等開催（助成）〔欧〕 277
日本研究リサーチ・会議等開催（助成）〔米〕 231
日本語学習者訪日研修（各国成績優秀者） 219
日本語学習者訪日研修（高校生） 222
日本語学習者訪日研修（大学生） 221
日本語教育学会助成 185
日本語教育企画開発型事業 177
日本語教育機関支援（現地講師謝金助成） 186
日本語教育機関支援（専任講師給与助成） 185
日本語教育機関等調査 175
日本語教育JFボランティア（指導助手派遣） 195
日本語教育JFボランティア

（シニア客員教授派遣） 196
日本語教育巡回セミナー 183
日本語教育情報交流 175
日本語教育専門家派遣（ジュニア専門家） 182
日本語教育専門家派遣（専門家） 178
日本語教育フェローシップ 206
日本語教育プロジェクト支援

（ネットワーク形成助成） 193



日本語教育プロジェクト支援（弁論大会助成） 187
日本語教材（寄贈） 211
日本語教材（自主開発・普及） 208
日本語教材（助成） 209
日本語能力試験実施 197
日本紹介のための文化人派遣（主催） 19
日本紹介のための文化人派遣（助成） 23
ニューデリー事務所 426
ニューヨーク事務所 430

ね 年次報告 323

は パリ日本文化会館 355
バンコク日本文化センター 390

ひ 評価開発 198

ふ フィルムライブラリー充実（海外） 160
フィルムライブラリー充実（本部） 159
舞台芸術情報交流（招へい） 83
舞台芸術情報交流（派遣） 83
舞台芸術情報交流（催し） 134
ブタペスト事務所 449
文化協力（派遣） 12
文化交流企画運営補助ボランティア 42
文化交流施設等協力事業費 458
文化財保存（主催） 13
文化財保存（主催）（AC） 14
文化財保存（主催）（中東） 14
文化財保存（助成） 13
文化財保存（助成）（AC） 14
文化事情調査 330
文化人・グループ短期招へい 16

へ 北京日本学研究センター（研究協力） 253
北京日本学研究センター招へい（北外） 251
北京日本学研究センター招へい（北大） 252
北京日本学研究センター派遣（北外） 249
北京日本学研究センター派遣（北大） 251
北京日本文化センター 372

ま マニラ事務所 423

め メキシコ事務所 441

ろ ローマ日本文化会館 339
ロサンゼルス事務所 436
ロンドン事務所 443

わ ワーキング・グループ関係費 331


	＜文化交流施設等協力事業に必要な経費＞
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