
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）

2. 催し等事業費
⑴ 海外日本映画祭（主催）
⑵ 海外日本映画祭（助成）
⑶ 国内映画祭（主催）
⑷ 国内映画祭（助成）
⑸ 国内映画祭（主催）（AC）
⑹ 国内映画祭（主催）（中東）
⑺ 映像出版情報交流（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 映画・テレビ番組制作協力
⑸ 出版・翻訳協力（特別）
⑹ 出版・翻訳協力（一般）
⑺ 国際図書展参加
⑻ 映像出版情報交流（文化資料）



１．人物交流事業費 (1)映像出版情報交流（招へい）

映像・出版分野における各国との交流を促進するためのシンポジウムなどを、主催および共催により開催する。
合計額 7,522,624円

事業名 対象国 共催機関 人物 期間 事業内容

１ 溝口シンポジ
ウム

全世界区分困
難

朝日新聞社
文 化 事 業 部
東京国立近代
美術館フィル
ムセンター
角川ヘラルド
映画株式会社

蓮實 重彦
山根 貞夫
阿部 和重
井口 奈巳
柳町 光男
山崎 貴
香川 京子
若尾 文子
田中 徳三
ビクトル・エ
リセ
ジャ・ジャン
クー
ジャン・
ドゥーシェ

06.08.24 溝口健二の没後50年を記念し、国内外
から映画監督、映画研究者、女優など
ゲストを招聘しシンポジウムを開催。

２ アラブ映画祭
2007（18年度）

中東地域区分
困難

アリ・アブ
シャディ他全
6名

07.03.09～
07.03.18

アラブ映画17本の上映。ゲスト６人を
招聘しシンポジウムを開催。

２．催し等事業費 (1)海外日本映画祭（主催）

在外が実施する日本映画上映事業への協力を行なう。
合計額 31,682,997円

事業名 対象国 都市 期間 事業内容

１ カナダ巡回日本
映画祭

カナダ ウィニペグ 06.09.07～
06.11.06

35ミリプリント4本『どんぐりの家』『卓球温泉』
『わらびのこう』『勝手にしやがれ!!強奪計画』の
9都市巡回上映。

オタワ
トロント
ハミルトン
ハリファックス
バンクーバー
ビクトリア
モントリオール
レスブリッジ

２ 日韓アニメ映画
上映

米国 ロス・アンジェ
ルス

07.03.31 アニメ映画『時をかける少女』の上映及びパネ
ルディスカッション。

３ 南部大学巡回日
本映画上映会

米国 スワニー 07.02.01～
07.03.19

『ナビィの恋』『Kids Return』『大いなる幻影』
『青い春』をフロリダ大学、デューク大学、テキ
サス大学サンアントニオ校、サウス大学スワ
ニー校、ノースイースタン州立大学で上映。

ダラム

映像出版事業費



事業名 対象国 都市 期間 事業内容

４ 清水宏・山中貞
雄監督特集

アルゼンチン ブエノス・アイ
レス

06.10.04～
06.10.17

『大学の若旦那』（清水宏監督）など12本を上映。
ウルグアイ、コロンビアとの巡回。

５ 鈴木清順監督特
集

アルゼンチン ブエノス・アイ
レス

06.05.29～
06.06.07

『くたばれ愚連隊』など10本を上映。ウルグア
イ、コロンビアとの巡回。

６ 清水宏・山中貞
雄監督特集

コロンビア ボゴタ 07.03.01～
07.03.26

『大学の若旦那』（清水宏監督）など12本を上映。
アルゼンチン、ウルグアイとの巡回。

７ 鈴木清順監督特
集

コロンビア ボゴタ 07.02.15～
07.02.25

『くたばれ愚連隊』など10本を上映。アルゼン
チン、ウルグアイとの巡回。

８ 清水宏・山中貞
雄監督特集

ウルグアイ モンテビデオ 06.11.19～
06.12.02

『大学の若旦那』（清水宏監督）など12本を上映。
アルゼンチン、コロンビアとの巡回。

９ 鈴木清順監督特
集

ウルグアイ モンテビデオ 06.07.15～
06.08.06

『くたばれ愚連隊』など10本を上映。アルゼン
チン、コロンビアとの巡回。

10 日本記録映画の
展望

ブラジル サン・パウロ 06.08.16～
06.08.27

『ゆきゆきて神軍』『AKIKO-あるダンサーの
肖像』『極私的エロス』他16ミリ作品計13作品を
各3回上映。

11 日本映画祭 ホンジュラス テグシガルパ 06.10.10～
06.10.14

『死の棘』『彼岸花』など基金本部フィルムライ
ブラリー所蔵西語字幕付き作品5本を上映。

12 新藤兼人監督特
集

メキシコ メキシコ・シ
ティ

06.07.18～
06.07.26

『原爆の子』『裸の島』『落葉樹』、『鬼婆』『竹山
ひとり旅』『三文役者』『ふくろう』他計8作品を
各1回上映。

13 日本映画祭 チリ サンティアゴ 06.08.04～
06.09.08

『天国と地獄』『怪談』『伽?子のために』『死の
棘』の計4本を上映

14 第13回日本映画
祭（アフリカ巡
回）

南アフリカ ケープタウン 07.01.26～
07.03.01

『ウォーターボーイズ』『回路』『この世の外へ
クラブ進駐軍』『ビリケン』『SAWADA』『午後
の遺言状』を、ヨハネスブルグ・ケープタウン・
ポロクワネで各2～3回上映。ウガンダにも巡
回。

ヨハネスブルグ
ポロクワネ

15 北野武と黒沢清 ケニア ナイロビ 07.02.02～
07.02.04

『アカルイミライ』『菊次郎の夏』『父と暮せば』
『隠し剣 鬼の爪』計4作品を各2回上映。ナイ
ロビのアリアンス・フランセーズにて。

16 ウガンダ日本映
画祭（アフリカ
巡回）

ウガンダ カンパラ 06.12.15～
06.12.20

『ウォーターボーイズ』『この世の外へ クラ
ブ進駐軍』『回路』『ビリケン』『SAWADA』『午
後の遺言状』をカンパラで上映。南アフリカに
も巡回。

17 日本映画上映会 ザンビア ルサカ 06.11.22～
06.11.24

『どら平太』『ウォーターボーイズ』『早春』の
3作品を首都ルサカにて各1回上映。
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事業名 対象国 都市 期間 事業内容

18 日本映画祭 カメルーン ヤウンデ 07.01.11～
07.03.24

ヤウンデ他計5都市で6作品を上映（バンギ、ン
ガウンデレ、ガルア、マルア）。アドレナリン・
ドライブ』『寅次郎紅の花』『（ハル）』『緋牡丹博
打－花札勝負』『ロボコン』『柳生一族の陰謀』
を上映。

バンギ
ンガウンデレ
ガルア
マルア

19 第5回イスタン
ブール日本映画
祭

トルコ イスタンブール 07.02.22～
07.02.25

『顔』『東海道四谷怪談』『亡霊怪猫屋敷』『父と
暮せば』『スウィングガールズ』、『雲の向こう
約束の場所』をイスタンブール現代美術館にて
上映。アンカラに巡回。

20 第5回アンカラ
日本映画祭

トルコ アンカラ 07.03.15～
07.03.18

『顔』『東海道四谷怪談』『亡霊怪猫屋敷』『父と
暮せば』『スウィングガールズ』、『雲の向こう
約束の場所』を土日基金文化センターにて上映。
イスタンブールに巡回。

21 第10回巡回日本
映画祭

オーストラリア キャンベラ 06.10.23～
06.12.22

『チルソクの夏』『ガラスのうさぎ』『下妻物語』
など各都市3～5本を上映。シドニーのみ、計19
本。メルボルン、キャンベラ、ブリスベン、パー
ス、シドニー計5都市を巡回。

シドニー
パース
ブリスベン
メルボルン

22 小津安二郎大特
集

フランス パリ 07.02.13～
07.03.14

『小早川家の秋』『若き日』『浮草』他計30作品
を特集、一部弁士付で上映。

23 成瀬巳喜男監督
特集

ドイツ ケルン 06.11.01～
07.02.26

成瀬巳喜男監督作品計32本を上映。『君と別れ
て』『妻よ薔薇のやうに』『稲妻』『女が階段を上
る時』など。

フランス パリ

24 ホラー映画特集 ドイツ ケルン 06.05.04～
06.10.30

『怪談お岩の亡霊』（加藤泰）、『CURE』『回路』
（以上、黒沢清）、『四谷怪談』（三隅研次）等、
全13作品を上映。第二部は中川信夫監督特集

『エノケンのとび助冒険旅行』『地獄』『東海道四
谷怪談』他計8作品

25 Move Over
Ozu

英国 エディンバラ 07.02.04～
07.03.29

『ニンゲン合格』『笑う蛙』『ハッシュ!』『カナリ
ア』ゆれる』『空中庭園』の6作品を上映。ロン
ドン他4都市巡回（ブリストル、エディンバラ、
ベルファスト、シェフィールド）。

シェフィールド
ブリストル
ベルファスト
ロンドン

26 東欧巡回日本映
画祭（ギリシャ）

ギリシャ アテネ 06.12.07～
06.12.13

クラシック作品を上映。『生れてはみたけれど』
（小津安二郎）、『残菊物語』『近松物語』『お遊さ
ま』（溝口健二）、『二十四の瞳』（木下恵介）、『静
かなる決闘』（黒澤明）、『上意討ち－拝領妻始末
－』（小林正樹）の全7作品。

27 日本映画祭（ク
アラルンプー
ル）

マレーシア クアラルンプー
ル

06.09.05～
06.09.24

篠原哲雄監督を招聘し、『天国の本屋～花火』
『命』他計8本を上映。2都市巡回（クアラルン
プール、ペナン）。ペナン
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事業名 対象国 都市 期間 事業内容

28 日本映画際
（ミャンマー）

ミャンマー マンダレー 07.02.21～
07.03.11

『THWAY--血の絆』『チルソクの夏』『まあだ
だよ』の3作品を上映。2都市巡回（ヤンゴン、
マンダレー）。

ヤンゴン

29 第8回ジャカル
タ国際映画祭

インドネシア ジャカルタ 06.12.09～
06.12.18

『運命じゃない人』及び日本のショートフィル
ム特集を上映。コンペティション部門の審査員
として映画評論家の暉峻創三氏を招聘。

30 アニメーション
フィルムフェス
ティバル

インドネシア ジャカルタ 07.03.15～
07.03.22

『死者の書』『ガラスのうさぎ』等長編アニメを
10本、『キッズキャスル』等短編アニメを8本上
映。「日本アニメのインドネシアアニメ界への
影響」をテーマに討論会を実施。

31 日本映画祭 シンガポール シンガポール 06.10.21～
06.10.29

『菊次郎の夏』『ウォーターボーイズ』『学校』
『傷だらけの天使』他計11本を上映。

32 日本映画祭 ベトナム ダラット 06.07.19～
06.07.23

日本映画が上映されたことのなかったダラット
において、『ナビィの恋』『ウォーターボーイズ』

『アドレナリンドライブ』の3作品を上映。

33 日本映画祭 ベトナム ハノイ 06.09.22～
06.09.24

『ナビィの恋』『絵の中のぼくの村』『君は僕を
スキになる』の3作品を上映。

34 インド巡回映画
祭2006

インド チェンナイ 06.11.13～
07.01.28

『地獄門』『弁天小僧』『たそがれ清兵衛』『華岡
青洲の妻』『ジャズ大名』の5作品を4都市（チェ
ンナイ、ニューデリー、コルカタ、ムンバイ）
で巡回上映。

ニューデリー
コルカタ
ムンバイ

35 日本映画祭 今
世紀のニュー
ウェーブ／鄭義
信特集

フィリピン マニラ 06.09.15～
06.11.23

『顔』『どら平太』『鏡の女』等2000年以降制作
の新作8本と、『マークスの山』等鄭義信氏（日
比共同制作現代演劇演出家）脚本作品3本を特
集上映。

36 日本コメディー
映画祭

バングラデシュ ダッカ 07.03.18～
07.03.20

『卓球温泉』『蒲田行進曲』他計4作品を上映。

37 東欧巡回日本映
画祭

ハンガリー ブダペスト 06.09.15～
06.10.09

クラシック作品を上映。『生れてはみたけれど』
（小津安二郎）、『残菊物語』『近松物語』『お遊さ
ま』（溝口健二）、『二十四の瞳』（木下恵介）、『静
かなる決闘』（黒澤明）、『上意討ち－拝領妻始末
－』（小林正樹）の全7作品。

38 第40回日本映画
祭

ロシア サンクト・ペテ
ルブルグ

06.11.06～
06.11.15

崔洋一監督を招待し、ロシア語フィルムライブ
ラリー･本部フィルムライブラリーより計8本を
上映。『クイール』『笑う蛙』など。モスクワ

39 小林正樹監督特
集

ロシア サンクト・ペテ
ルブルグ

06.09.28～
06.11.05

『あなた買います』『切腹』『黒い河』他計6作品
を上映。モスクワ、サンクトペテルブルク2都
市を巡回。モスクワ

映像出版事業費



事業名 対象国 都市 期間 事業内容

40 東欧巡回日本映
画祭

オーストリア スコピエ 06.05.25～
06.05.30

クラシック作品を上映。『生れてはみたけれど』
（小津安二郎）、『残菊物語』『近松物語』『お遊さ
ま』（溝口健二）、『二十四の瞳』（木下恵介）、『静
かなる決闘』（黒澤明）、『上意討ち－拝領妻始末
－』（小林正樹）の全7作品。

リュブリャナ 06.06.13～
06.06.23

ポーランド クラクフ
ワルシャワ

06.06.28～
06.07.07

リトアニア ヴィルニュス 06.10.17～
06.10.27

ブルガリア ソフィア 06.11.03～
06.11.20

ラトビア リガ 07.01.09～
07.01.31

ルーマニア ブカレスト 07.02.01～
07.02.28

ボスニア・ヘル
ツェゴビナ

サラエボ 07.03.01～
07.03.31

41 ネルソン日本映
画祭2006

ニュージーラン
ド

ネルソン 06.09.30～
06.10.01

『花鳥風月』『香港パラダイス』『きみが輝くと
き』の3作品を上映。オークランド、サモアに巡
回。

42 サモア日本映画
祭

サモア アピア 06.10.23～
06.10.26

『花鳥風月』『ウォーターボーイズ』『ひみつの
花園』の3作品を上映。ネルソン、オークランド
に巡回。

43 海外日本映画祭 ニュージーラン
ド

オークランド 06.11.20～
06.11.22

『ウォーターボーイズ』『きみが輝くとき』他を
上映。ネルソン、サモアとの巡回。

44 日本映画祭 ポルトガル リスボン 07.03.15～
07.03.15

『WILD LIFE』、『ポストマン・ブルース』の2
作品。

45 ソウル国際アニ
メーション映画
祭

韓国 ソウル 06.05.23～
07.05.28

川本喜八郎監督他専門家・監督を招聘し『死者
の書』他短編アニメーションを上映。

46 石井聰互監督特
集上映会

イタリア ローマ 07.03.15～
07.04.15

『狂い咲きサンダーロード』(35mm)『水の中
の八月』(16mm)等の石井聰互監督作品を特集
上映。

47 ヴェルドーネ選
日本映画上映会

イタリア ローマ 06.05.02～
06.06.13

マリオ・ヴェルドーネ氏の選定のクラシック作
品を上映。『雨月物語』（溝口健二）、『上意討ち
－拝領妻始末－』（小林正樹）、『ビルマの竪琴』

（市川崑）、『羅生門』（黒澤明）等、全8作品。

48 清水宏監督特集 イタリア ローマ 06.02.07～
06.04.18

清水宏監督の10作品を特集上映。

49 日本映画祭 ポーランド ワルシャワ 06.06.28～
06.07.23

『黒い雨』（今村昌平）、『DEAD OR ARIVE 犯
罪者』（三池崇史）等、全3作品を上映。

50 Turn Over上
映

米国 ロス・アンジェ
ルス

07.02.18～
07.02.18

映画『Turn Over 天使は自転車に乗って』をロ
サンゼルス市内で上映。

映像出版事業費



事業名 対象国 都市 期間 事業内容

51 ヨルダン日本映
画祭

ヨルダン アンマン 07.03.04～
07.03.07

『スウィングガールズ』『たそがれ清兵衛』
『HANA-BI』『ホテル・ハイビスカス』をアンマ
ン国立文化センターにて上映。

２．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 26,294,091円

事業名 対象国 対象機関 期間 事業内容

１ 第42回シカゴ国
際映画祭

米国 シカゴ日米協会 06.09.07～
06.10.08

アニメーションフェスティバルの開催。富野監
督を招聘し、ガンダムの特集上映。

２ 活動写真 米国 日米文化会館 06.08.20～
06.08.20

『山椒大夫』『無法松の一生』『サンダカン八番
娼館・望郷』『浮草』を含むクラシック6作品の
上映。

３ VC FILM
FEST:アジア太
平洋映画祭

米国 Visual
Communications

06.05.04～
06.05.11

『リンダリンダリンダ』『やわらかい生活』『輪
廻』の3作品の上映。

４ 成瀬巳喜男特集
（クリーブラン
ド）

米国 クリーブランド
美術館シネマ
テーク

06.04.02～
06.04.30

2005年9月より北米17ヶ所で開催中の成瀬巳喜
男監督特集上映の一部。『女が階段を上る時』
他を上映。

５ 成瀬巳喜男監督
特集（ブルック
リン）

米国 バム・シネマ
テーク

06.04.27～
06.05.09

2005年9月より北米17ヶ所で開催中の成瀬巳喜
男監督特集上映の一部。『女が階段を上る時』
他を上映。

６ Lolita in Full
Bloom

米国 ジャパン・ソサ
エティ

06.11.10～
06.11.19

80年代角川映画を中心に10代少女を主人公とし
た青春映画の連続上映を行う。

７ 第8回ブラジリ
ア国際映画祭

ブラジル Cine Academia
Producoes
Ltda

06.11.01～
06.11.09

JAPANESE SHOWCASEとして、3本の日本映
画を上映。

８ INDIE
2006-World
Film Festival

ブラジル ZETA
FILMES

06.08.31～
06.09.01

2005－2006に製作された日本映画に今村昌平特
集も加え、全14作品を上映。

９ 第12回国際ド
キュメンタリー
映画祭（サンパ
ウロ）

ブラジル Emege
Producoes
Artisticas

07.03.22～
07.04.01

河瀬直美の『垂乳女』を上映。山形ドキュメン
タリー映画祭との交流を希望し、藤岡朝子氏を
招聘。

10 第17回サンパウ
ロ国際短編映画
祭

ブラジル Zita
Carvalhosa

06.08.24～
06.09.02

「ぴあフィルムフェスティバル」の2作品、イ
メージフォーラムの2作品など計4作品を各3回
上映。

映像出版事業費



事業名 対象国 対象機関 期間 事業内容

11 黒沢清監督特集 ウルグアイ Cinemateca
Uruguaya

06.07.01～
06.07.12

『アカルイミライ』『回路』他黒沢清監督作品5
本を上映。

12 第27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

06.06.14～
06.06.25

作品上映の他、船橋淳監督を招聘する。『BIG
RIVER』（船橋淳）他、全3作品。

13 第9回ジンバブ
エ国際映画祭

ジンバブエ ジンバブエ国際
映画祭事務局

06.08.25～
06.09.03

『Appleseed』の上映。

14 第55回メルボル
ン国際映画祭

オーストラリア Filmfest Ltd 06.07.26～
06.08.13

『Takeshi's』他新作日本映画の上映、是枝裕和・
今村昌平監督特集。メルボルン国際

映画祭事務局

15 第53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

06.06.09～
06.06.25

『マインド・ゲーム』（湯浅政明）、『スターフィッ
シュホテル』（ジョン・ウィリアムズ）、『Dear
Pyongyang ディア ピョンヤン』（ヤン・ヨン
ヒ）、『横田めぐみ』（クリス・シェルダン、パ
ティ・キム）全4作品を上映。

16 手塚治虫特集 オーストラリア Australian
Centre for the
Moving Image

06.12.07～
07.03.11

子供向け・大人向け・短編・TVシリーズ計20プ
ログラムの手塚治虫特集上映。メルボルン、ア
デレード、シドニー、ブリスベン、キャンベラ、
パース計6都市を巡回。

17 Vision du
Reel,
International
Film Festival

スイス Visions du Reel 06.04.24～
06.04.30

佐藤真監督等の映画人7人を招へいし、『チーズ
とうじ虫』、『阿賀の記憶』等ドキュメンタリー
映画8本を上映

18 現代日本映画祭 スペイン CASA ASIA 06.11.15～
07.01.15

『東京タワー』、『いつか読書する日』、『春の雪』
等7作品を上映

19 ブリュッセル国
際ファンタス
ティック映画祭

ベルギー ASBL Peymey
Diffusion

07.03.01～
07.03.31

10-15本の日本映画と8本程度のTVアニメシ
リーズを上映。

20 第13回シュ
トゥットガルト
国際アニメ映画
祭

ドイツ シュトゥットガ
ルトアニメー
ション映画祭事
務局

06.04.27～
06.05.02

映画人を招聘し、"Anime Day”として今敏監督
特集、製作会社マッドハウスの特集他『千年女
優』、『死者の書』等のアニメーション9作品を特
集上映。

映像メディア
フェスティバル
社

21 第7回ハンブル
ク日本映画祭

ドイツ ニホン・メディ
ア

06.05.17～
06.05.22

『リンダ リンダ リンダ』、『妖怪大戦争』な
ど新作と『子連れ狼』シリーズなど旧作を計35
作品を上映、映画監督3名を招へい。

映像出版事業費



事業名 対象国 対象機関 期間 事業内容

22 第6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

06.04.19～
06.04.23

『運命じゃない人』、『ALWAYS 三丁目の夕
日』、『バッシング』などの長編日本映画23作品
に加え、短編作品多数を上映、若松孝二監督他
映画人多数を招へい

23 KINOTAYO映
画祭

フランス assocition du
festival du film
japonais a l'ere
numerique

06.11.21～
06.11.25

『HINOKIO』、『メゾン・ド・ヒミコ』、『マイン
ド・ゲーム』等の新作日本映画並びに今村昌平
監督作品等計29作品を上映

KINOTAYO映
画祭事務局

24 第34回ラ・ロ
シェール国際映
画祭

フランス ラロシェール国
際映画祭事務局

06.06.30～
06.07.10

是枝弘和監督を招へいし、『誰もしらない』他の
同監督の9作品等、全11作品を上映

25 OPTRONICA 英国 アディクティヴ
TV

07.03.14～
07.03.18

ビデオ・アーティスト、デザイナー、アニメー
ター等17名の小品多数が上映され、黒川良一（映
像作家）によるライブも実施

26 Japanese
Cinema（武満
徹・新海誠特集）

英国 Barbican
Centre

06.07.01～
06.07.09

ドキュメンタリー作品『Music For the
Movies:Toru Takemitsu』の他『怪談』など武
満徹が音楽を手がけた作品を上映ならびに新海
誠監督作品を特集上映。

27 第14回レインダ
ンス映画祭

英国 レインダンス映
画祭事務局

06.09.27～
06.10.08

『死者の書』、『スターフィッシュ・ホテル』等
日本映画10作品を上映

28 第21回ウメオ国
際映画祭

スウェーデン ウメオ国際映画
祭事務局

06.09.14～
06.09.20

『スターフィッシュ・ホテル』、『ヴィタール』、
『NANA』の新作日本映画3作品を上映

29 出島日本映画祭 オランダ Foundation
Rhizome
Works

06.11.03～
06.11.12

『空中庭園』、『メゾン・ド・ヒミコ』、『いつか
読書する日』、『埋もれ木』等の22作品を上映、
廣木隆一監督他のゲストを招へい

30 ロッテルダム国
際映画祭

オランダ ロッテルダム国
際映画祭事務局

07.01.25～
07.02.05

長崎俊一監督特集上映。

31 ウィーン国際映
画祭2006

オーストリア ウィーン国際映
画祭事務局

06.10.13～
06.10.25

『やわらかい生活』、『ヴァイブレータ』等の10
作品を上映、廣木隆一監督を招へい

32 成瀬巳喜男監督
特集（ウィーン）

オーストリア オーストリア映
画博物館

07.02.09～
07.03.08

『浮雲』、『はたらく一家』等成瀬巳喜男監督の
32作品を特集上映、また映画研究者による講演
を実施

33 日中映画祭2006
(杭州)

中国 日中映画祭中国
事務局

06.05.26～
06.06.01

新作映画を上映し、劇映画・アニメのシンポジ
ウムも開催。『電車男』（村上正典）、『下妻物語』

（中島哲也）、『オペレッタ狸御殿』（鈴木清順）
等、全7作品。

34 市川崑 韓国 シネマテーク釜
山

06.11.10～
06.11.26

『ビルマの竪琴』『処刑の部屋』『炎上』『野火』
『鍵』他計19作品を各2回上映。

映像出版事業費



事業名 対象国 対象機関 期間 事業内容

35 日本コメディ特
集（ソウル）

韓国 フィルム・
フォーラム

07.02.28～
07.03.07

『丹下左膳』『百萬両の壺』『幕末太陽傳』『独立
愚連隊』『お早よう』『家族ゲーム』他計8作品を
上映。

36 若松孝二回顧展 韓国 シネマテーク文
化学校ソウル

06.05.14～
06.05.24

監督・ゲストを招聘し、『情事の履歴書』『壁の
中の秘事』『胎児が密猟する時』他計13本を上映。

37 成瀬巳喜男監督
特集（ソウル）

韓国 東祟アートセン
ター

06.08.17～
06.09.17

『二人妻 妻よ薔薇のやうに』『鶴八鶴次郎』『め
し』他ソウルで1０作品、釜山で20作品を上映。
ソウル・釜山の2都市を巡回。

38 第19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

06.04.13～
06.04.29

監督2名を招聘し、『死者の書』『やわらかい生活』
『NITABOH』他計8作品を上映。

39 日本アニメ映画
祭

エストニア CINEMA
NOUVEAU
OU

06.04.27～
06.05.06

『天空の城ラピュタ』『千年女優』等、計15本を
上映。

40 第11回ソフィア
国際映画祭

ブルガリア Art Fest 07.03.01～
07.03.11

『誰も知らない』、新作日本映画4本を上映。

41 日本アニメ週間 ポーランド Center for
Contemporary
Art,
Ujazdowski
Castle

06.08.25～
06.08.27

『攻殻機動隊1.2』『インターステラ5555』他短
編など計5作品を上映。

42 第12回サラエボ
映画祭

ボスニア・ヘル
ツェゴビナ

サラエヴォ国際
映画祭事務局

06.08.18～
06.08.26

豊田利晃監督を招聘し、「空中庭園」等３作品を
上映。

43 トランシルバニ
ア国際映画祭

ルーマニア Romanian Film
Promotion
(APFR)

06.06.02～
06.06.11

『TAKESHIS』『三里塚辺田部落』等、2作品の
上映。

44 NIPPON
KOMA

ポルトガル Culturgest 06.12.04～
06.12.09

『ドキュメンタリー、長編・短編アニメーショ
ン等12プログラムを上映

45 DOCLISBOA
2006

ポルトガル ポルトガル・ド
キュメンタ
リー・協会

06.10.20～
06.10.29

河瀬直美、佐藤真等の監督を招聘し、『かたつも
り』『阿賀に生きる』『ゆきゆきて神軍』他12本
を上映。

46 第30回香港国際
映画祭

中国 香港国際映画祭
事務局

06.04.04～
06.05.14

『私刑（リンチ）』『地獄』『エノケンのとび助冒
険旅行』等、中川信夫監督作品を14本特集上映。

47 春期日本映画祭 米国 エモリー大学 07.02.01～
07.02.15

『ウォーターボーイズ』『かもめ食堂』『リンダ
リンダリンダ』の3本を上映。

48 バンクーバー国
際映画祭

カナダ バンクーバー国
際映画祭事務局

06.09.28～
06.10.13

『花よりもなほ』『ヨコハマメリー』『立喰師列
伝』他計12本の日本映画を上映。

49 トロント国際映
画祭

カナダ トロント国際映
画祭事務局

06.09.07～
06.09.16

『花よりもなほ』『ヨコハマメリー』『蟲師』他
計7本の日本映画を上映。

映像出版事業費



事業名 対象国 対象機関 期間 事業内容

50 Festival
nouveau
cinema

カナダ Festival
nouveau
cinema -
Montreal

06.10.18～
06.10.28

『リンダリンダリンダ』『パプリカ』『立喰師列
伝』『ゲルマニウムの夜』の4本を上映。

51 成瀬巳喜男監督
特集（シネマ
テーク・オンタ
リオ）

カナダ、米国 UCLA映画テレ
ビアーカイヴ

05.09.03～
06.07.01

基金FLより『稲妻』、『あにいもうと』など成瀬
巳喜男監督作品31作品を提供しフィルムセン
ター提供の3作品と合わせ、全34作品を特集上
映し、北米の12都市、13会場を巡回上映。上映
作品：『稲妻』『あにいもうと』『女が階段を上る
時』等

ウェクスナー・
センター
クリーブラン
ド・シネマテー
ク
ザ・スクリーン
ジーン・シスケ
ル・フィルム・
センター
シネマテーク・
オンタリオ
ジョージ・イー
ストマン国際写
真博物館
ナショナル・
ギャラリー・オ
ブ・アート
ハーバード・
フィルム・アー
カイヴ
パシフィック・
シネマテーク
パシフィック・
フィルム・アー
カイヴ
バム・シネマ
テーク
フィルム・
フォーラム
フリーア美術館
ボストン美術館
マディソン・シ
ネマテーク

52 ブラッセル国際
ファンタス
ティック映画祭

（17年度）

ベルギー ASBL Peymey
Diffusion

06.03.10～
06.04.01

ファンタジー、ホラー等のジャンルの新作日本
映画15作品を上映。

53 増村保造監督特
集（英国）（17年
度）

英国 インディペンデ
ント・シネマ・
オフィス

05.09.10～
06.04.01

『盲獣』『氷壁』等、増村保造監督の8作品を特
集上映

54 onedotzero09
（17年度）

英国 onedotzero 06.05.26～
06.06.05

アニメ、グラフィック、コンピューター・ゲー
ム、ミュージック・クリップなど日本人クリエ
イターによる作品多数を上映

映像出版事業費



事業名 対象国 対象機関 期間 事業内容

55 新作映画特集
（ジャパン・ソ
サエティ）（17
年度）

米国 ジャパン・ソサ
エティ

06.04.06～
06.04.16

「AIKI」「OUT」など比較的近年の映画・ビデ
オ作品を上映。

56 ベルリン国際映
画祭（17年度）

ドイツ ベルリン国際映
画祭事務局

06.02.09～
06.04.01

中川信夫監督の『地獄』『毒婦高橋お伝』他の9
作品を特集上映

57 岩井俊二監督特
集（イスラエル
17年度）

イスラエル エルサレム・シ
ネマテーク

06.04.01～
07.03.31

岩井俊二監督の6作品を特集上映

58 オランダアニ
メーション映画
祭

オランダ オランダアニ
メーション映画
祭事務局

06.11.01～
06.11.05

日本のアニメーション映画の特集上映を実施、
『GHOST IN THE SHELL攻殻機動隊』、『立喰
師列伝』他の長編アニメーションの上映に加え、
若手作家の短編や、古川タク作品を特集上映。

59 アジア映画祭
（ムンバイ）

インド アジア・フィル
ム・ファンデー
ション

06.10.12～
06.10.19

2006年5月に亡くなった今村昌平監督の2作品
（『にっぽん昆虫記』『赤い橋の下のぬるい水』）
を、追悼の意を表して上映。

60 成瀬巳喜男監督
特集（ハンブル
ク）

ドイツ キネマテーク・
ハンブルク

07.01.03～
07.01.31

『おかあさん』、『鰯雲』等成瀬巳喜男監督の6作
品を特集上映

61 成瀬巳喜男監督
特集（ミュンヘ
ン）

ドイツ ミュンヘン映画
博物館

07.02.22～
07.05.02

『旅役者』、『夜ごとの夢』等成瀬巳喜男監督の
34作品を特集上映

62 成瀬巳喜男監督
特集（チューリ
ヒ）

スイス フィルムポー
ディウム・
チューリヒ

07.02.16～
07.03.31

『めし』、『流れる』等成瀬巳喜男監督の13作品
を特集上映。

63 ベルリン映画祭
フォーラム部門

ドイツ ベルリン国際映
画祭事務局

07.02.08～
07.02.18

『独立愚連隊』、『江分利満氏の優雅な生活』等
9本の岡本喜八作品を特集上映し、また新作日
本映画も上映。

２．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、主催または共催により映画祭を実施し、関係
映画人の招へいなども併せて実施する。また、アジア映画理解講座および英語字幕付き日本映画上映会を実施する。

合計額 8,869,252円

事業名 対象国 期間 事業内容

１ 外国劇映画貸出 全世界区分困難 06.04.01～
07.03.31

基金所蔵の外国劇映画フィルムの外部貸出業務

映像出版事業費



事業名 対象国 期間 事業内容

２ 第6回字幕付上映会 全世界区分困難 06.06.23～
06.06.25

「巨匠と時代劇」のテーマで、在留外国人を主な対象と
して英語字幕付の日本映画6作品を上映し、マクドナル
ド慶子氏による講演を実施

３ 第7回字幕付上映会 全世界区分困難 07.02.02～
07.02.04

「進化する日本映画」のテーマで、在留外国人を主な対
象として英語字幕付の日本映画6作品を上映し、塩田明
彦監督によるトークを実施

２．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などに対して助成する。
合計額 9,698,252円

事業名 都市 対象機関 期間 事業内容

１ メキシコ・ド
キュメンタリー
映画祭

東京 メキシコ・ド
キュメンタリー
映画祭実行委員
会

06.10.14～
06.10.26

世界でも注目されているにもかかわらず、興行
的には困難なメキシコのドキュメンタリー作品
の上映。

金沢市
神戸市
大阪市
名古屋市

２ あいち国際女性
映画祭2006

犬山市 財団法人あいち
男女共同参画財
団

06.09.06～
06.09.10

世界の女性監督による新作を中心に16作品を上
映。監督をゲストに招きトーク、シンポジウム
等を開催。

小牧市
半田市
豊明市
名古屋市
名古屋市
名古屋市

３ 第6回イスラエ
ル映画祭

東京 イスラエル映画
祭実行委員会

07.03.22～
07.03.24

世界17の映画祭で受賞したエラン・リクリス監
督作品『シリアの花嫁』をはじめ、6作品を上映。

４ ブラジル映画祭
2006

東京 トゥピニキー
ン・エンターテ
イメント株式会
社

06.09.15～
06.09.24

未だ公開されていないブラジル映画。フィク
ションは長編6作品、短編・アニメーション9作
品、ドキュメンタリーは長編3作品、短編2作品
を上映。

５ シネマコリア
2006

東京 シネマコリア 06.08.19～
06.08.21

韓流ブームの本流からは外れた韓国映画、7作
品を上映。名古屋、大阪、福岡、北海道でも開
催。

６ 日中映画祭2006
中国映画祭

東京 オメガ・プロ
ジェクト株式会
社

06.06.16～
06.06.18

日中映画祭第3弾として日本未公開新作中国映
画を上映。『どうぞ私に栄誉を！』（ホアン・ジェ
ンシン）等、全5作品。

華夏電影発行有
限責任公司
中国国家広播電
影電視総局

映像出版事業費



事業名 都市 対象機関 期間 事業内容

７ EARTH
VISION 第15回
地球環境映像祭

東京 アース・ビジョ
ン組織委員会

07.03.09～
07.03.09

「地球環境」をテーマとした国際映像祭。アジ
ア・オセアニアから作品を募集する「コンペティ
ション部門」、全世界から募集した作品から子
ども向けに選ぶ「子どものための環境映像部門」
で構成。

８ 第11回広島アニ
メーションフェ
スティバル

広島市 広島国際アニ
メーションフェ
スティバル実行
委員会

06.08.24～
06.08.28

世界各国から応募されるアニメーション作品の
コンペティション上映の他、国内外の有名作家
の作品、他映画祭の優秀作品、子ども向け作品
等を特集して上映。プレゼンテーション、展示
会、ワークショップ等も開催。

９ 第15回東京国際
レズビアン＆ゲ
イ映画祭

東京 東京国際レズビ
アン＆ゲイ映画
祭運営委員会

06.07.08～
06.07.17

一般上映される機会の少ないセクシュアリティ
やジェンダーをテーマにした優れた作品を紹介
する映画祭。ゲストを招聘しティーチ・イン、
シンポジウム、レクチャー等も開催。

10 イメージフォー
ラム・フェス
ティバル2006

東京 イメージフォー
ラム

06.04.30～
06.07.02

芸術性において創造的で新しい映像（実験映画、
ビデオアート、メディアアート等）の第一線を
紹介。コンペティション、日本招待部門、海外
招待部門（日本未公開）で構成され、『NO
PLACE』（サラ・マイルズ）、『いなかもの』（ディ
マンタス・ナルケヴィチュス）等を上映した。

名古屋 愛知県文化情報
センター

京都 映像ホール・シ
ネラ実行委員会

福岡 福岡市総合図書
館

横浜 財団法人 横浜
市芸術文化振興
財団

金沢 財団法人金沢芸
術創造財団

２．催し等事業費 (5)国内映画祭（主催）（AC）

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、主催または共催により映画祭を実施し、関係
映画人の招へいなども併せて実施する。また、アジア映画理解講座および英語字幕付き日本映画上映会を実施する。

合計額 16,143,557円

事業名 場所名 対象国 都市 期間 事業内容

１ モンゴル映画
講座

アテネ・フラ
ンセ文化セン
ター

モンゴル 東京 06.09.19～
06.09.27

モンゴル映画10本の上映。対談を併
催。

２ マレーシア映
画特集

六本木、渋谷
地区の映画館

（Tohoシネマ
ズ六本木、渋
谷
Bunkamura）

マレーシア 東京 06.10.21～
06.10.29

マレーシア映画９本の上映。シンポジ
ウム２回の開催。

映像出版事業費



２．催し等事業費 (6)国内映画祭（主催）（中東）

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、主催または共催により映画祭を実施し、関係
映画人の招へいなども併せて実施する。また、アジア映画理解講座および英語字幕付き日本映画上映会を実施する。

合計額 42,871,298円

事業名 対象国 都市 会場 期間 事業内容

１ アラブ映画祭
2006（17年度）

中東地域区分
困難

東京 国際交流基金
フォーラム

06.04.01～
06.06.30

イラク映画の未公開作を継続して紹介
するとともに、国際映画祭などで注目
されているモロッコ映画、シリア映画、
パレスチナ映画の新作をプレミア上映
し、映画祭終了後の国内巡回のため、
可能な範囲でこれらの映画の非商業上
映権も購入。

２ アラブ映画祭
2007（18年度）

中東地域区分
困難

東京 ドイツ文化会
館OAGホー
ル

07.03.09～
07.03.18

アラブ諸国の映画17本を上映。パート
１：アラブ新作パノラマ、パート２：
エジプト映画回顧展。

２．催し等事業費 (7)映像出版情報交流（催し）

国内外で開催される映像・出版をテーマとするシンポジウム・セミナーを開催する。
合計額 3,690,983円

事業名 対象国 都市 共催機関 期間 事業内容

１ JAMCOシン
ポジウム

全世界区分困
難

（財）放送番
組国際交流セ
ンター

06.11.01～
07.03.31

（財）放送番組国際交流センター（以
下JAMCO)が実施するウエブサイト
上での国際シンポジウム。各国代表者
によるウエブサイト上での講演を行
い、JAMCOのホームページ上に英語/
日本語で掲載。同ホームページアクセ
スした一般からのコメントもあわせて
掲載。

２ 日本賞 全世界区分困
難

東京都その他 NHK「日本
賞」事務局日
本放送協会

「日本賞」教
育番組コン
クール事務局

06.10.24～
06.10.30

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。

映像出版事業費



事業名 対象国 都市 共催機関 期間 事業内容

３ 北米巡回現代
日本文学セミ
ナー

米国 モントリオー
ル,トロント,
ニューヨー
ク,フィラデ
ルフィア,ボ
ストン,プロ
ヴィデンス,
アマースト,
ニューヨー
ク,サンフラ
ンシスコ,シ
アトル,ロス
アンジェルス

モントリオー
ル大学
クイーンズ大
学
ペンシルバニ
ア大学
タフツ大学
ブラウン大学
マ サ チ ュ ー
セッツ大学
コロンビア大
学・クノップ
社

06.10.19～
06.11.05

作家多和田葉子及び桐野夏生氏の読書
会・講演会を複数都市で実施。後者は
クノップ社・コロンビア大学との共催
事業。

07.03.31～
07.04.12

３．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 165,178,793円

事業名 対象国 対象機関 期間 事業内容

１ モンゴルTV放
映

モンゴル 民営TV9 06.08.01～
09.07.31

モンゴルTV放映向け番組提供。民営TV9へ
『トーキョー国盗り物語』『ふしぎいっぱい』『ぼ
うけん！メカラッパ号』を提供。

２ カンボジアTV
放映

カンボジア 国営TVK 06.08.01～
09.07.31

カンボジアTV放映向け番組提供。国営TVKへ
『データボックス・しらべてサイエンス』『はて
なにタックル』を提供。

３ インドネシア
TV放映

インドネシア 国営TVRI 06.08.01～
09.07.31

インドネシアTV放映向け番組提供。国営
TVRIへ『プロジェクトX 挑戦者たち』を提供。

４ ベトナムTV放
映1（国営VTV）

ベトナム 国営VTV 06.08.01～
09.07.31

ベトナムTV放映向け番組提供。国営VTVへ
『ちびまる子ちゃん』を提供。

５ エクアドルTV
放映

エクアドル 民営RTU 06.08.01～
09.07.31

エクアドルTV放映向け番組提供。民営RTUへ
『日本の最新技術』『ニッポンの技が未来を拓く』
『常識の壁を打ち破れ』等を提供。

６ エルサルバドル
TV放映

エルサルバドル 国営Canal10 06.08.01～
09.07.31

エルサルバドルTV放映向け番組提供。国営
Canal10へ『中学生の理科（ステップ＆ジャン
プ）』『ワザあり！ニッポン』『日本の最新技術』
等を提供。

７ キューバTV放
映

キューバ 国営ICRT 06.08.01～
09.07.31

キューバTV放映向け番組提供。国営ICRTへ
『蝉しぐれ』『中学生の理科（ステップ＆ジャン
プ）』『サイエンスクラブ』を提供。

映像出版事業費



事業名 対象国 対象機関 期間 事業内容

８ チリTV放映 チリ 国営CNTV 06.08.01～
09.07.31

チリTV放映向け番組提供。国営CNTVへ『母
と子のテレビ絵本』を提供。

９ パラグアイTV
放映

パラグアイ 民営Canal2 06.08.01～
09.07.31

パラグアイTV放映向け番組提供。民営Canal2
へ『中学生の理科（ステップ＆ジャンプ）』『驚
異！狂暴ミツバチ450万匹と闘う』等を提供。

10 ブラジルTV放
映

ブラジル 州営TV
Cultura

06.08.01～
09.07.31

ブラジルTV放映向け番組提供。州営TV
Culturaへ『日本のデザイン』『永平寺 104歳の
禅師』等を提供。

11 ペルーTV放映 ペルー 国営IRTP 06.08.01～
09.07.31

ペルーTV放映向け番組提供。国営IRTPへ『ぶ
つかれ 前へ出ろ ～知的障害者ラグビーチー
ムの挑戦～』『よみがえる黄金都市シカン』等を
提供。

12 ウクライナTV
放映1（民営TV
Tonis）

ウクライナ 民営TV Tonis 06.08.01～
09.07.31

ウクライナTV放映向け番組提供。民営TV
Tonisへ『そこが知りたい』『和のくらし』等を
提供。

13 ウズベキスタン
TV放映1（国営
Uzbekteleradio）

ウズベキスタン 国営
Uzbekteleradio

06.08.01～
09.07.31

ウズベキスタンTV放映向け番組提供。国営
Uzbekteleradioへ『北の国から』を提供。

14 チェコTV放映 チェコ 公営CT 06.08.01～
09.07.31

チェコTV放映向け番組提供。公営CTへ『ワザ
あり！にっぽん』『アドベンチャーフィッシン
グ』等を提供。

15 ハンガリーTV
放映

ハンガリー PAX TV 06.08.01～
09.07.31

ハンガリーTV放映向け番組提供。PAX TVへ
『国宝探訪』『永平寺 104歳の禅師』『弓ひとす
じ』等を提供。

16 ブルガリアTV
放映

ブルガリア 国営BNT 06.08.01～
09.07.31

ブルガリアTV放映向け番組提供。国営BNTへ
『東京の歩き方』『日本とことん見聞録』『ミクロ
ワールド』等を提供。

17 ラトビアTV放
映

ラトビア 国営LTV 06.08.01～
09.07.31

ラトビアTV放映向け番組提供。国営LTVへ
『輝け巨大和紙』『美しき日本 百の風景』『国宝
探訪』等を提供。

18 エジプトTV放
映

エジプト 国営ERTU 06.08.01～
09.07.31

エジプトTV放映向け番組提供。国営ERTUへ
『台所でおもしろ実験』『データボックス・しら
べてサイエンス』等を提供。

19 エチオピアTV
放映

エチオピア 国営ETV 06.08.01～
09.07.31

エチオピアTV放映向け番組提供。国営ETVへ
『けさ江ばあちゃん 90歳の書画』『日本女性・
わたしの選択』等を提供。

20 ガボンTV放映 ガボン 国営RTG1 06.08.01～
09.07.31

ガボンTV放映向け番組提供。国営RTG1へ『お
しん』を提供。

21 カメルーンTV
放映

カメルーン 国営CRTV 06.08.01～
09.07.31

カメルーンTV放映向け番組提供。国営CRTV
へ『腕におぼえあり 1』『海猿』を提供。

映像出版事業費



事業名 対象国 対象機関 期間 事業内容

22 ザンビアTV放
映

ザンビア 国営ZNBC 06.08.01～
09.07.31

ザンビアTV放映向け番組提供。国営ZNBCへ
『コラ！なんばしよっと』『若者たちの現場』を
提供。

23 シリアTV放映 シリア 国営STV 06.08.01～
09.07.31

シリアTV放映向け番組提供。「蝉しぐれ」「菊
亭八百善の人々」等を提供

24 ラオスTV放映 ラオス 国営LNTV 06.08.01～
09.07.31

ラオス国営テレビに番組提供。国営LNTVへ
『愛し君へ』を提供。

25 パナマTV放映 パナマ 国営RTVE-
PANAMA

06.08.01～
09.07.31

パナマTV放映向け番組提供。パナマ国営教育
TVへ『プロジェクトX』等を提供。

26 ブータンTV放
映

ブータン 国営BBS 06.08.01～
09.07.31

ブータンTV放映向け番組提供。国営BBSへ『お
しん』続編を提供。

27 スリランカ劇映
画放映

スリランカ 公営ITN 06.06.01～
07.03.31

スリランカTV放映向け劇映画提供。民営ITN
へ『たそがれ清兵衛』を提供。

28 ブラジルTV放
映2（18年度・追
加）

ブラジル 民営Band 06.10.01～
09.09.30

ブラジルTV放映向け番組提供。民営Bandへ
『技あり！にっぽん』『日本のフードスタイル』
を提供。

29 アゼルバイジャ
ンTV放映

（ITV）

アゼルバイジャ
ン

国営ITV 06.10.01～
09.09.30

アゼルバイジャンTV放映向け番組提供。国営
ITVへ『美の回廊』『日本の伝統文化』を提供。

30 エチオピアTV
放映

エチオピア 国営ETV 07.01.01～
09.12.31

エチオピアTV放映向け番組提供。国営ETVへ
『おしん』（少女編・全96話）を提供。

31 メキシコTV放
映（追加・18年
度）

メキシコ 国営Canal22 07.02.01～
10.01.31

メキシコTV放映向け番組提供。Canal22に『惑
星・地球の素顔』『日本の世界文化遺産』『美の
回廊』を提供。

32 インドネシア
TV放映（追加・
18年度）

インドネシア 国営TVRI 07.02.01～
10.01.31

インドネシアTV放映向け番組提供。国営
TVRIへ『美しき日本 百の風景』『にっぽん野
生動物記』『美の回廊』『アジア発見』を提供。

33 エチオピアTV
放映（おしん2・
18年度）

エチオピア 国営ETV 07.02.01～
10.01.31

エチオピアTV放映向け『おしん』提供。国営
ETVへ97話から297話までを提供。

34 語版改編 全世界区分困難 （財）放送番組
国際交流セン
ター

06.04.01～
07.03.31

テレビ番組の国際版（英語版、スペイン語版）
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



３．文化資料事業費 (2)フィルムライブラリー充実（本部）

在外主催の日本映画上映会にて使用するため、在外のフィルム・ライブラリーに、非商業ベースの上映権を得た劇映画な
どを所蔵する。

合計額 163,849,859円

事業名 監督 制作年 期間 事業内容

１ リアリズムの宿 山下 敦弘 2004 06.04.01～
07.03.31

山下敦弘監督作品『リアリズムの宿』の35mm
英語字幕版プリントの購入

２ 半落ち 佐々部 清 2004 06.04.30～
07.03.31

劇映画『半落ち』（佐々部清監督）の英語字幕版
35mmプリント購入

３ チルソクの夏 佐々部 清 2004 06.04.01～
07.03.31

劇映画『チルソクの夏』（佐々部清監督）の英語
字幕版35mmプリント購入

４ 透光の樹 根岸 吉太郎 2004 06.04.01～
07.03.31

劇映画『透光の樹』（根岸吉太郎監督）の英語字
幕版35mmプリント購入

５ マインド・ゲー
ム

湯浅 正明 2004 06.04.01～
07.03.31

劇映画『マインド・ゲーム』（湯浅正明監督）の
英語字幕版35mmプリント購入

６ 深呼吸の必要 篠原 哲雄 06.04.30～
07.03.31

劇映画『深呼吸の必要』（篠原哲雄監督）の英語
字幕版35mmプリント購入

７ ガラスのうさぎ 四分一 節子 2005 06.04.01～
07.03.31

劇映画『ガラスのうさぎ』（四分一節子監督）の
英語字幕版及びスペイン語字幕版35mmプリン
ト購入

８ 海女のリャンさ
ん

原村 政樹 2004 06.04.01～
07.03.31

映画『海女のリャンさん』（原村政樹監督）の英
語版DV-CAM購入

９ いつか読書する
日

緒方 明 2004 06.04.01～
07.03.31

劇映画『いつか読書する日』（緒方明監督）の英
語字幕版35mmプリント購入

10 CURE 黒沢 清 1997 06.04.01～
07.03.31

劇映画『CURE』（黒沢清監督）の英語字幕版
35mmプリント購入

11 カナリア 塩田 明彦 2005 06.04.01～
07.03.31

劇映画『カナリア』（塩田明彦監督）35mm英語
字幕版購入

12 リンダ リンダ
リンダ

山下 敦弘 2005 06.04.01～
07.03.31

劇映画『リンダ リンダ リンダ』の35mm英
語字幕版プリントを購入

13 運命じゃない人 内田 けんじ 2004 06.04.01～
07.03.31

劇映画『運命じゃない人』（内田けんじ監督）の
35mm英語字幕版購入

14 トニー滝谷 市川 準 2004 06.04.01～
07.03.31

劇映画『トニー滝谷』（市川準監督）の英語字幕
版35mmプリント購入

15 空中庭園 豊田 利晃 06.04.01～
07.03.31

劇映画『空中庭園』（豊田利晃監督）の35mm英
語字幕版プリント購入。

16 山中常盤 羽田 澄子 2004 06.04.01～
07.03.31

『山中常盤』（羽田澄子監督）の35mm英語字幕
版プリント購入

映像出版事業費



事業名 監督 制作年 期間 事業内容

17 早池峰の賦 羽田 澄子 1982 06.04.01～
07.03.31

『早池峰の賦』（羽田澄子監督）16mm英語字幕
版プリント購入

18 パッチギ！ 井筒 和幸 2004 06.04.01～
07.03.31

劇映画『パッチギ！』（井筒和幸監督）の英語字
幕版35mmプリント購入

19 二人日和 野村 恵一 2004 06.04.01～
07.03.31

劇映画『二人日和』（野村惠一監督）の35mm英
語字幕版プリント購入

20 ヌーヴェル
ヴァーグ

吉田 喜重 06.04.01～
07.03.31

大島渚、篠田正浩、吉田喜重が松竹時代に監督
したヌーヴェルヴァーグ8作品の英語字幕付
35mmプリントを購入

篠田 正浩
大島 渚

21 鍵 市川 崑 1959 06.04.01～
07.03.31

劇映画『鍵』（市川崑監督）の英語字幕版35mm
プリント購入

22 しとやかな獣 川島 雄三 1962 06.04.01～
07.03.31

劇映画『しとやかな獣』（川島雄三監督）の英語
字幕版35mmプリント購入

23 地獄門 衣笠 貞之助 1953 06.04.01～
07.03.31

劇映画『地獄門』（衣笠貞之助監督）の英語字幕
版35mmプリント購入

24 雁 豊田 四郎 1953 06.04.01～
07.03.31

劇映画『雁』（豊田四郎監督）の英語字幕版
35mmプリント購入

25 源氏物語 吉村 公三郎 1951 06.04.01～
07.03.31

劇映画『源氏物語』（吉村公三郎監督）の英語字
幕版35mmプリント購入

26 忍びの者 山本 薩夫 1962 06.04.01～
07.03.31

劇映画『忍びの者』（山本薩夫監督）の英語字幕
版35mmプリント購入

27 続・忍びの者 山本 薩夫 1963 06.04.01～
07.03.31

劇映画『続・忍びの者』（監督）の英語字幕版
35mmプリント購入

28 傷だらけの山河 山本 薩夫 1964 06.04.01～
07.03.31

劇映画『傷だらけの山河』（山本薩夫監督）の英
語字幕版35mmプリント購入

29 白い巨塔 山本 薩夫 1966 06.04.01～
07.03.31

劇映画『白い巨塔』（山本薩夫監督）の英語字幕
版35mmプリント購入

30 牡丹燈篭 山本 薩夫 1968 06.04.01～
07.03.31

劇映画『牡丹燈篭』（山本薩夫監督）の英語字幕
版35mmプリント購入

31 金環蝕 山本 薩夫 1975 06.04.01～
07.03.31

劇映画『金環蝕』（山本薩夫監督）の英語字幕版
35mmプリント購入

映像出版事業費



３．文化資料事業費 (3)フィルムライブラリー充実（海外）

在外主催の日本映画上映会にて使用するため、在外のフィルム・ライブラリーに、非商業ベースの上映権を得た劇映画な
どを配布する。

合計額 182,488,508円

事業名 対象国 期間 事業内容

１ 東アジアFL（17年
度）

タイ 06.04.01～
07.03.31

英語版プリント購送

２ 西アジアFL（17年
度）

インド 06.04.01～
07.03.31

英語版プリント購送

３ 大洋州FL（17年度） オーストラリア 06.04.01～
07.03.31

英語版プリント購送

４ アフリカFL（17年
度）

ケニア 06.04.01～
07.03.31

英語版プリント購送

５ 欧州FL（17年度） 英国 06.04.01～
07.03.31

英語版プリント購送

６ 仏語FL（17年度） フランス 06.04.01～
07.03.31

フランス語版プリント購送

７ 中近東FL（17年度） エジプト 06.04.01～
07.03.31

アラビア語版プリント購送

８ 中南米FL（17年度） アルゼンチン 06.04.01～
07.03.31

スペイン語版プリント購送

９ ブラジルFL（17年
度）

ブラジル 06.04.01～
07.03.31

ポルトガル語版プリント購送

10 中国FL（17年度） 中国 06.04.01～
07.03.31

中国語版プリント購送

11 露語FL（17年度） ロシア 06.04.01～
07.03.31

ロシア語版プリント購送

12 JFローマFL（17年
度）

イタリア 06.04.01～
07.03.31

イタリア語版プリント購送

13 JFケルンFL（17年
度）

ドイツ 06.04.01～
07.03.31

ドイツ語版プリント購送

14 JFジャカルタFL（17
年度）

インドネシア 06.04.01～
07.03.31

インドネシア語版プリント購送

15 JFバンコクFL（17
年度）

タイ 06.04.01～
07.03.31

タイ語版プリント購送

16 JFソウルFL（17年
度）

韓国 06.04.01～
07.03.31

韓国語版プリント購送

映像出版事業費



事業名 対象国 期間 事業内容

17 東アジアFL タイ 06.04.01～
07.03.31

英語版プリント購送

18 西アジアFL インド 06.04.01～
07.03.31

英語版プリント購送

19 大洋州FL オーストラリア 06.04.01～
07.03.31

英語版プリント購送

20 アフリカFL ケニア 06.04.01～
07.03.31

英語版プリント購送

21 欧州FL 英国 06.04.01～
07.03.31

英語版プリント購送

22 仏語FL フランス 06.04.01～
07.03.31

フランス語版プリント購送

23 中近東FL エジプト 06.04.01～
07.03.31

アラビア語版プリント購送

24 中南米FL アルゼンチン 06.04.01～
07.03.31

スペイン語版プリント購送

25 ブラジルFL ブラジル 06.04.01～
07.03.31

ポルトガル語版プリント購送

26 中国FL 中国 06.04.01～
07.03.31

中国語版プリント購送

27 露語FL ロシア 06.04.01～
07.03.31

ロシア語版プリント購送

28 JFローマFL イタリア 06.04.01～
07.03.31

イタリア語版プリント購送

29 JFケルンFL ドイツ 06.04.01～
07.03.31

ドイツ語版プリント購送

30 JFジャカルタFL インドネシア 06.04.01～
07.03.31

インドネシア語版プリント購送

31 JFバンコクFL タイ 06.04.01～
07.03.31

タイ語版プリント購送

32 JFソウルFL 韓国 06.04.01～
07.03.31

韓国語版プリント購送

映像出版事業費



３．文化資料事業費 (4)映画・テレビ番組制作協力

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およびテレビ番組などに対して、制作費
の一部を負担し協力する。

合計額 18,471,578円

事業名 対象国 対象機関 期間 事業内容

１ In the voices フランス ヴィラ九条山
（関西日仏交流
会館）・関西日
仏学館

06.04.01～
07.03.01

弁士・澤登翠氏の無声映画『滝の白糸』におけ
る活弁を、映画館の観客（聴衆）も含めて映像
に収める。

２ Karakuri Info オーストラリア Outside Eye
Productions

06.04.01～
07.02.27

日本のからくり技巧に焦点をあて、それが日本
の現代技術にどのように影響を与えたかを描く
ドキュメンタリー。

３ Resonance:
The Odyssey
of the Bells

米国 Rikshaw Films 06.04.01～
07.02.14

戦中の金属回収命令により徴発された、日本各
地の寺の鐘の、所在をつきとめて元にあった寺
へ返還するという「Resonance運動」に関する
ドキュメンタリー。

４ RIVERWEBS 米国 Freshwaters
Illustrated

06.04.01～
07.02.19

地球規模の河川生態学研究で最先端を歩んでい
た京都大学生態学研究センター故中野繁助教授
の研究成果と人柄を紹介するドキュメンタ
リー。

５ The Japanese
Village

英国 STROM
CREATION
LTD

06.04.01～
07.02.10

19世紀末にアメリカ大陸で、サーカス団を率い
た川村音吉の足跡を辿るドキュメンタリー。

６ Japanese Pop
Sensation

スウェーデン Walkietalkie
AB

06.04.01～
07.02.10

日本のポップミュージック産業を日本の女性
ファンとスウェーデンの作曲家を通して取り上
げる音楽ドキュメンタリー。

７ Four sacred
scrolls

チェコ AT, s.r.o. 06.04.01～
06.12.22

『世界の昔話』シリーズの一環。日本の昔話『四
枚のお札』のアニメーション。

８ Enigma of
Fuji's Silence

ロシア Maris Liepa
Charity
Foundation

06.04.01～
06.12.28

江戸時代の日本美術がフランスを中心とする西
洋美術に与えた影響に関するドキュメンタ
リー。

映像出版事業費



３．文化資料事業費 (5)出版・翻訳協力（特別）

日本において広く愛読されているにもかかわらず、海外において紹介される機会の少ない作家の作品を国際交流基金と出
版社が共同して翻訳出版する。

合計額 6,327,715円

事業名 対象国 制作・発行日 部数 事業内容

１ 司馬遼太郎『韃
靼疾風録』英語
版

全世界区分困難 2007年3月15日 1000 日本では広く愛読されているにも関わらず、欧
米では読まれる機会の少ない良質の日本文学を
紹介することを目的に、司馬遼太郎の『韃靼疾
風録』を英語に翻訳・出版。

２ アラビア語翻訳
出版（児童書）

全世界区分困難 2006年5月15日 4000 アラビア語圏において書籍を通じた日本理解を
促進するため、児童書4冊（『いっすんぼうし』、

『ふしぎなたいこ』、『きんぎょがにげた』、『とも
だち』）をアラビア語に翻訳の上、エジプトの出
版社と共同出版し、アラビア語圏に配布。

３ アラビア語翻訳
出版（『途上国
ニッポンの歩
み』）

全世界区分困難 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。（準備）

４ アラビア語翻訳
出版（『明治』）

全世界区分困難 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１ 変革を導いた人間力』

（NHK「明治」プロジェクト編著、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。（準備）

３．文化資料事業費 (6)出版・翻訳協力（一般）

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
および外国語で書き下ろされた優れた図書を出版する。

合計額 27,900,646円

書名 対象国 著編者/翻訳者 出版社

１ 日本画壇における西洋画法の受容と
展開（翻訳）

韓国 姜 徳熙／ 上智大学出版
小川 玲子

２ 日本文化の力（出版） 韓国 尹 相仁 図書出版 東アジア

３ 東京スタディーズ（翻訳） 韓国 吉見 俊哉 コミュニケーション・ブックス
若林 幹夫／
呉 錫哲

４ 東京スタディーズ（出版） 韓国 吉見 俊哉 コミュニケーション・ブックス
若林 幹夫／
呉 錫哲

５ 大正文化 1905～1927（翻訳） 韓国 南 博／ ジェイ・アンド・シー
鄭 大成

映像出版事業費



書名 対象国 著編者/翻訳者 出版社

６ 大正文化 1905～1927（出版） 韓国 南 博／ ジェイ・アンド・シー
鄭 大成

７ 戦後日本外交史（出版） 中国 五百旗頭 真／ 世界知識出版
呉 万虹

８ 万葉集の世界（出版） 中国 劉 雨珍 寧夏人民出版社

９ 知らなきゃ恥ずかしい日本文化（翻
訳）

中国 白幡 洋三郎／ 世紀出版グループ上海訳文出版社
葵 敦達

10 知らなきゃ恥ずかしい日本文化（出
版）

中国 白幡 洋三郎／ 世紀出版グループ上海訳文出版社
葵 敦達

11 武士道（翻訳・モンゴル語） モンゴル 新渡戸 稲造／ 「ニッポン・ニュース」新聞社
Tumurbaatar Deleg

12 武士道（出版・モンゴル語） モンゴル 新渡戸 稲造／ 「ニッポン・ニュース」新聞社
Tumurbaatar Deleg

13 溝口健二の世界（翻訳） インド 佐藤 忠男／ Network for the Promotion of
Asian CinemaBrij Mohan Tankha

14 日本の散文詩（出版） オーストラリ
ア

Yasuko Kureamonto ワイルド ペオニー出版社

15 戦史叢書 南太平洋陸軍作戦 〈1〉
〈2〉（出版）

オーストラリ
ア

防衛庁防衛研究戦史室
／

オーストラリア戦争記念会

Steven Christopher
Bullard

16 Early and Medieval Japanese
Literature : An Anthology to 1600

（出版）

米国 Haruo Shirane コロンビア大学出版

17 フルメタル アパッチ（出版） 米国 巽 孝之 デューク大学出版

18 Radicals and Realists in Japanese
Nonverbal Arts : The
Avant-Garde Rejection of
Modernism（出版）

米国 Thomas R.H.
Havens

ハワイ大学出版

19 姿三四郎（翻訳） ブラジル 富田 常雄 トッパン・プレス印刷出版有限会社
林 慎太郎

20 JAPOP : 日本のポップカルチャー
の世界（出版）

ブラジル Cristiane Akune Sato NSP-Hakkosha Editora e Eventos
Ltda

21 盆栽、芸術と自然（出版） ベネズエラ Eusebio Chellini Comercializadora Mediakontrol.C.
A

22 海辺のカフカ（翻訳・デンマーク語） デンマーク 村上 春樹／ クリム出版社
Mette Holm

映像出版事業費



書名 対象国 著編者/翻訳者 出版社

23 日本 - 戦争のあと（出版） フランス Michael Anthoniy
Lucken

フィリップ・ピキエ出版

24 種田山頭火 草木塔（出版） フランス 種田 山頭火／ マウンダレン出版社
Herve Collet

25 インフラストラクチャーの発展：日
本の経験について（出版）

中国 Ji Sun 遼寧大學出版社

26 物語 日本国憲法第９条（出版） ドイツ Asa Bettina
Wuthenow

アゲンダ出版社

伊藤 成彦

27 小津安二郎の反映画（翻訳） イタリア 吉田 喜重 フランコ・チェザーティ出版
土肥 秀行

28 昔話と日本人の心（翻訳） イタリア 河合 隼雄／ モレッティヴィタリ出版社
Marco Montanari

29 海辺のカフカ（翻訳・カタロニア語） スペイン 村上 春樹／ 62出版グループ
Albert Nolla

30 野火（翻訳） スペイン 大岡 昇平／ 小惑星の本
Fernando
Rodriguez-Izquierdo
Y Gavala

31 Japanese Popular Print（出版） 英国 Rebecca Margaret
Salter

A&C Black Publishers Ltd

32 白河夜船（出版） クロアチア 吉本ばなな／ Croatian Philological Association
Jadranka Pintaric,
Damjan Lalovic

33 源氏物語3（出版） チェコ 紫式部／ パセカ出版
Karel Fiala

34 一茶 俳句集（出版） チェコ 小林 一茶／ ダルマガーヤ出版
Anthony Liman

35 菊と刀/菊と刀再発見（翻訳） ハンガリー Ruth Benedict／ オープンブック出版社
Barbara Koronczai

36 菊と刀/菊と刀再発見（出版） ハンガリー Ruth Benedict／ オープンブック出版社
Barbara Koronczai

37 明治時代の日本（出版） ポーランド 森 鴎外／ 望
Beata Kubia Ho-Chi

38 Labour Ethics and Philosophy of
Heart. Ishida Baigan(1685-1744)
in Japanese Intellectual Tradition

（出版）

ロシア Liubov Karelova ロシア科学アカデミー出版社

映像出版事業費



書名 対象国 著編者/翻訳者 出版社

39 御伽草子（翻訳） ロシア 不詳／ ヒペリオン出版社
Maria Vladimirovna
Toropigina

40 御伽草子（出版） ロシア 不詳／ ヒペリオン出版社
Maria Vladimirovna
Toropigina

41 現代日本の法（出版） セルビア・モ
ンテネグロ

Radomir Djurovic 現代行政出版社

42 ダンス・ダンス・ダンス（翻訳） スロバキア 村上 春樹／ スロヴァート出版
Lucia Kruzlikova
Preuss

43 ダンス・ダンス・ダンス（出版） スロバキア 村上 春樹／ スロヴァート出版
Lucia Kruzlikova
Preuss

44 枕草子（翻訳） トルコ 清 少納言／ メティス出版
Tuncay Birkan

45 枕草子（出版） トルコ 清 少納言／ メティス出版
Tuncay Birkan

46 父と暮せば（翻訳） エジプト 井上 ひさし／ ダール ミスル イルマフルーサ
Walid Ibrahim

47 父と暮せば（出版） エジプト 井上 ひさし／ ダール ミスル イルマフルーサ
Walid Ibrahim

48 武士道（翻訳・ベトナム語） ベトナム 新渡戸 稲造／ 人民公安出版社
Nguyen Hoanh Hai

49 武士道（出版・ベトナム語） ベトナム 新渡戸 稲造／ 人民公安出版社
Nguyen Hoanh Hai

50 ル・コルビュジェと日本（出版） フランス Gerard Monnier／ ピカール出版社
Erika
Peschard-Erlich

51 万葉集（翻訳） チェコ 不詳／ ブロディー出版
Anthony Liman

52 万葉集（出版） チェコ 不詳／ ブロディー出版
Anthony Liman

映像出版事業費



３．文化資料事業費 (7)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。また、国内における国際図書展
の海外からの出版社の参加を支援する。

合計額 20,959,231円

事業名 対象国 都市 会場 期間 事業内容

１ 第14回東京国
際図書展

アジア区分困
難

東京 東京ビッグサ
イト

06.07.06～
06.07.09

東京ビックサイトで開催される東京国
際図書展にアジア各国から参加する出
版社の参加経費について支援。

２ 第12回ソウル
国際図書展

韓国 ソウル 韓国総合展示
場

06.06.02～
06.06.08

（社）出版国際文化交流会（PACE)と
共同で、ソウル国際図書展に参加。

３ 第9回ドミニ
カ共和国国際
図書展

ドミニカ共和
国

サントドミン
ゴ

文化広場 06.04.24～
06.05.07

(社）出版文化国際交流会（PACE)と
共同で、第9回ドミニカ共和国国際図
書展に参加。

４ 第20回グアダ
ラハラ国際図
書展

メキシコ グアダラハラ EXPOグアダ
ラハラ

06.11.25～
06.12.03

(社）出版文化国際交流会（PACE)と
共同で、第20回グアダラハラ国際図書
展（メキシコ）に参加。

５ 第32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
レス市農業牧
畜展示会場

06.04.20～
06.05.08

（社）出版文化国際交流会と共同で、
第32回ブエノス・アイレス国際図書展
に参加。詩人・白石かずこ氏を派遣し、
三島由紀夫に関する講演会を実施。

６ 第3回テッサ
ロニキ国際図
書展

ギリシャ テッサロニキ HELEXPO 06.05.25～
06.05.28

(社）出版文化国際交流会と共同で、第
3回テッサロニキ国際図書展（ギリ
シャ）に参加。

７ 第58回フラン
クフルト国際
図書展

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

06.10.04～
06.10.08

(社）出版文化国際交流会（PACE)と
共同で、第58回フランクフルト国際図
書展に参加。

８ 第51回ベオグ
ラード国際図
書展

セルビア・モ
ンテネグロ

ベオグラード ワールドト
レードセン
ター

06.10.24～
06.10.30

(社）出版文化国際交流会（PACE)と
共同で、第51回ベオグラード国際図書
展（セルビア・モンテネグロ）に参加。

９ 第13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

06.04.20～
06.04.23

(社）出版文化国際交流会（PACE)と
共同で、第13回ブダペスト国際図書展

（ハンガリー）に参加。

10 ビリニュス国
際図書展

リトアニア ビリニュス リトエクスポ
展示会場

07.02.22～
07.02.25

(社）出版文化国際交流会（PACE)と
共催で、バルティック・ブックフェア
2007（リトアニア）に参加。

11 第8回
non/fiction国
際図書展

ロシア モスクワ 中央芸術家会
館

06.11.29～
06.12.03

(社）出版文化国際交流会（PACE)と
共催で、第8回non/fiction国際図書展

（ロシア）に参加。

12 第19回テヘラ
ン国際図書展

イラン テヘラン テヘラン・
フェアグラウ
ンド

06.05.03～
06.05.13

（社）出版文化国際交流会（PACE)と
共催で、第19回テヘラン国際図書展（イ
ラン）に参加。

映像出版事業費



事業名 対象国 都市 会場 期間 事業内容

13 PRACTICAL
GUIDE

全世界区分困
難

06.04.01～
07.03.31

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
2006

全世界区分困
難

06.04.01～
07.03.31

（社）出版文化国際交流会（PACE)が
作成する英文日本関係書籍のカタログ
の費用を一部負担。

３．文化資料事業費 (8)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およ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
なう。

合計額 10,055,810円

事業名 制作・発行日 部数 期間 事業内容

１ JAPANESE
BOOK NEWS
第49号～第51号

2006.06.01
2006.09.01
2006.12.1
2007.3.1

5,000
5,000
5,000
5,000

06.04.01～
07.03.31

海外の出版社・翻訳者向けに、日本の新刊書情
報等を紹介する英文ニューズレターを季刊で発
行。

２ JAPANESE
BOOK NEWS
第52号

（発行準備）

2007.06.01 5,000 07.01.01～
07.03.31

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 New Cinema
from Japan

2006.10.01 8,000 06.09.01～
07.03.31

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回発行する。

映像出版事業費
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