
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) 文化紹介特定寄附

 (６) 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 400,719,214 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 2007.07.01 ～ 2010.06.30 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 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

全世界区分困難 ロータリー財団 2009.07.01 ～ 2013.06.30 ①相異なる国民間の理解と友好関係の増進に寄与することを目的
とする者を対象とした「ロータリー国際親善奨学金」②世界平和
や紛争解決等の国際問題研究を行う社会人を対象とした「世界平
和フェローシップ」③新たに発足する2種類の補助金（グローバル
補助金、新地区補助金）の支給事業を実施

 (2) 日本研究特定寄附

3 ウェスタン・ミシ
ガン大学曽我道敏
日本センター宛基
金増資事業

カラマズー会 米国 ウェスタンミシガ
ン大学 曽我道敏
日本センター

2008.12.30 ～ 2010.3.31 ウェスタン・ミシガン大学曽我道敏日本センターの事業を拡大す
るため、“The WMU Friends in Japan Endowment Fund ”を増資し、
その運用益にて①教員及び学生の日本研究の為の留学支援②大学
近郊地域での日本クラブ設立及び日本文化・経済交流③永井荷風
居住家屋の記念家屋指定及び保存事業を実施

4 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、早稲田大学等
が米国ワシントンに共同で設立した日米研究インスティテュート
において、日米が直面する問題について、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

5 「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①日本法の客員
教授の招へい②日本法の学生・研究者への資金援助③日本法の図
書等拡充④日本の若手法学研究者の同校への留学費用助成を実施

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 ～ 2013.05.31 コロンビア・ロー・スクールにおいて①東京でのセミナー②日本
人同窓生向け行事③客員教授として招へいする日本法専門家の旅
費等補助④日本のNGO活動に参加する学生への奨学金支給⑤日本法
研究センターにおけるワークショップ開催費⑥日本法研究セン
ター所長の日本への調査旅行を実施

7 ミシガン大学
ロー・スクール日
本法研究プログラ
ム

弁護士法人大江橋
法律事務所

米国 ミシガン大学
ロー・スクール

2010.07.01 ～ 2011.06.30 ミシガン大学ロー・スクールにおいて、教職員及び学生が日本法
に対する理解を深めるため、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
授派遣及び招へいを実施

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、対象となる機関に援
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 ミシガン大学
ロー・スクール日
本法研究プログラ
ムのための基金設
立事業

山川　洋一郎 米国 ミシガン大学
ロー・スクール

2011.01.01 ～ 2011.06.30 ミシガン大学ロー・スクール日本法研究プログラムに活用するた
めの基金を設置し、その運用益にて、①同ロー・スクール教授
陣・学生・卒業生の日本の大学への派遣②日本の提携大学から同
ロー・スクールへの研究者招へいを実施

9 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

2011.07.01 ～ 2012.06.30 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

10 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

2011.07.01 ～ 2012.06.30 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
を促進するため、①JD(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②日本法関連図書購入③香港での夏期国際法講
座への日本法教授招へい④同講座参加学生への奨学金支給⑤同校
教授の日本派遣を実施

 (3) 日本語特定寄附

11 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

2008.04.01 ～ 2011.03.31 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就学生に奨学金を支
給

12 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

2010.04.01 ～ 2011.10.31 ドイツでの日本語普及と日独の文化交流促進のため、①フランク
フルト大学東アジア研究所法律用語コースへの日本語担当講師派
遣②ジークブルク市及びフランス・マルリー市における書と貝合
わせ展「平安に遊ぶ」③ドイツの高校生に日本への興味を呼び起
こすための作文コンクールを実施

13 和独大辞典 大坂　靖彦 ドイツ ベルリン自由大学 2010.10.01 ～ 2011.06.30 1998年に発足し、2009年11月にその第1巻が出版された、現代の日
本語を対象とする『和独大辞典』の編纂事業の一環として、今後
の第2巻、第3巻出版に向けた編集、校正の作業を実施

14 ジャパン・リター
ン・プログラム
2009年日本語サ
ミット・ニッポン
新発見塾

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

2008.10.01 ～ 2010.04.30 過去10回実施した「日本語サミット」の総括として、これまでに
招へいした延べ128カ国162名のパネリストから海外在住10名・日
本在住5名の塾生を選抜し、企業研修、日本企業若手社員とのディ
スカッション、各種ワークショップ、講師講演等を実施すると共
に、福岡及び東京にてプレゼンテーション発表会を実施

15 ジャパン・リター
ン・プログラム
2010年「勇気と平
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

2009.10.01 ～ 2011.03.31 世界で日本語を学ぶ青少年をパネリストとして招へいし、日本代
表パネリストと共に、「勇気と平和」をテーマに日本語でのディ
スカッションやディベートを行う「日本語サミット」を東京都及
び福岡県にて開催
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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

 (4) 催し等特定寄附

16 日韓学生パッケー
ジデザイン交流プ
ロジェクト

株式会社ロッテ 韓国 日韓学生パッケー
ジデザイン交流プ
ロジェクト実行委
員会

2009.10.01 ～ 2010.12.31 日本と韓国にてデザインを学ぶ学生の交流を推進するため、①生
活用品パッケージの「デザインコンテスト」②日韓の有識者によ
る「デザインフォーラム」とコンテスト優秀作品の「展覧会」③
コンテストの入賞者に対する「学生向け研修」を実施

17 日韓交流おまつり
2010

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

2010.04.01 ～ 2010.12.31 2005年の日韓友情年より毎年ソウルで開催され、2009年より東京
とソウルでの同時開催となった日韓交流おまつりを開催し、日韓
の伝統文化や民族芸能のステージ公演やパレード公演、自治体等
の展示ブース出展等を実施

18 四天王寺ワッソ 特定非営利活動法
人大阪ワッソ文化
交流協会

韓国 特定非営利活動法
人大阪ワッソ文化
交流協会

2010.04.01 ～ 2011.03.31 古代に「なにわの津」と呼ばれ、東アジアの国際交流の拠点で
あった大阪・四天王寺において、古代衣装をまとった1,000名の大
巡行や古代楽器の演奏、特設ステージでの交流儀式の再現等によ
り、古代の国際交流を現代に再現する市民参加型の祭りを開催

19 日中ジャーナリス
ト交流会議

「日中ジャーナリ
スト交流会議」実
行委員会

中国 「日中ジャーナリ
スト交流会議」実
行委員会

2010.04.01 ～ 2011.09.30 日中間の最新の話題をテーマに、両国を代表する計17名のジャー
ナリストが率直に語り合う会議を東京及び北京で開催すると共
に、ジャーナリストと大学生による討論会を実施

20 ミュージック・フ
ロム・ジャパン創
立35周年記念音楽
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

2009.04.01 ～ 2010.05.21 ニューヨーク音楽祭として「芝祐靖　雅楽の宇宙」及び「ミュー
ジック･フロム･ジャパン委嘱曲ハイライトⅡ」の2つのコンサート
を開催すると共に、ワシントンDCにも巡回し、「芝祐靖　雅楽の
宇宙」を開催

21 ミュージック・フ
ロム・ジャパン
2011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

2010.04.01 ～ 2011.03.31 ニューヨーク音楽祭として「日本人の心を歌う」及び「東の笛、
西の笛」の2つのコンサートを開催すると共に、ワシントンDCにも
巡回し、「日本人の心を歌う」を開催

22 第17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

米国 ホノルル　フェス
ティバル財団

2010.04.01 ～ 2011.05.31 日本とハワイ及び環太平洋諸国の人々の親善と相互理解のため、
民芸・物産展等の展示会、書道や生け花等の実演、小・中・高校
生を対象とした伝統文化の教育プログラム、各国の伝統的なお祭
り・音楽・踊り等のステージやパレード等を行うフェスティバル
を実施

23 新国際版「マダマ
バタフライ」世界
初演

特定非営利活動法
人みんなのオペラ

イタリア 特定非営利活動法
人みんなのオペラ

2009.10.29 ～ 2011.08.31 オペラ「マダマ　バタフライ」の原作における日本文化への誤認
等を修正した公演を第57回プッチーニ・フェスティバルにて行う
ため①日本国内での告知と啓蒙のためのシンポジウム②12名の日
本人役歌手を選考する国際オーディション③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

24 ヴァイオリン・
フェスタ・トウ
キョウ・パリ公演

ゴールドマン・
サックス・アセッ
ト・マネジメント
株式会社

フランス ヴァイオリン・
フェスタ・トウ
キョウ実行委員会

2010.04.01 ～ 2011.01.31 日本とフランスの若手ヴァイオリニストが、互いに学びあい、交
流を深めるための演奏会を、パリの名門ホール「サル・ガボー」
にて実施
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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

25 2010年トルコにお
ける日本年

2010年トルコにお
ける日本年実行委
員会

トルコ 2010年トルコにお
ける日本年実行委
員会

2010.01.01 ～ 2011.06.30 「2010年トルコにおける日本年」を記念し、日本とトルコの交流
を促進するため、日本年実行委員会が①プレオープニング式典②
グランドオープニング式典③エルトゥールル号120年慰霊式典④ク
ロージング式典を開催

26 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」の世界大会を、日本で初めて開催

27 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」を統一テーマに、2011
年11月に東京で「2011年文化経済学会〈日本〉秋の講演会」を
2012年6月に京都で「第17回国際文化経済学会（2012年)・世界大
会」を実施

 (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 中国 ラジオ番組制作委
員会

2010.10.01 ～ 2011.09.30 日本の最新流行音楽や若者文化、日本語等に関する情報を中国の
若い世代に紹介するラジオ番組を制作し、北京外語ラジオ及び広
東ラジオにて放送

 (6) 文化交流施設等特定寄附

29 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年にチッタゴン（バングラデシュ）に設立されたアジア女子
大学において、学部学生及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

30 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に保存されている日本庭園の修復を日
英共同で行う事業計画のうち、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
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