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公益財団法人 野村国際文化財団 
第２1期  事 業 報 告 書 

 
平成２１年９月  ７日から 
平成２２年３月３１日まで 

 
Ⅰ．概況 

 
当財団は、我が国の芸術文化の発展に寄与し、国際的な人材の育成と国際相互理解の促進

に資することを目的として、外国人留学生に対する奨学金の交付、若手芸術家の育成活動に
対する助成および芸術文化の国際交流活動に対する助成を行っております。 

 
当財団は、平成20年12月1日に施行された「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及

び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関
する法律」第44条の認定を受け、平成21年9月7日に公益財団法人に移行しました。このため、
本事業報告と決算の対象期間は平成21年9月7日から平成22年3月31日までです。 
 
当期は、第21期事業計画に従い、芸術文化助成事業として、美術部門および音楽部門の助

成を行いました。また、外国人留学生に対する奨学金の交付事業を行いました。 
これらに加え、その他の事業として、東京芸術大学の新人美術家顕彰事業の野村賞（現野村
美術賞）に対する助成、および敦煌研究所研究員の受入事業を行いました。 
 
 財務面では、基本財産運用益及び特定資産運用益を合わせた経常収益は6,884万円でした。
基本財産のうち債券の運用利回りは、年率換算で4.5%でしたが、通年では約2.9%と、前年よ
り0.4%向上しました。支出は、経常費用は事業費は3,968万円、管理費は1,008万円となり、
事業費と管理費を合わせた経常費用は4,976万円でした。この結果、当期経常増減額及び当期
一般正味財産増減額は1,908万円となりました。通年では受取寄附金1億円を含めた経常収益
は2億514万円、経常費用は1,554万円、一般正味財産増減額は693万円でした。以上の結果、
一般正味財産期末残高は9,727万円となりました。 
 
 なお、当財団は、平成22年4月1日に公益財団法人東京国際研究クラブおよび公益財団法人
学術振興野村基金と合併し、公益財団法人野村財団を新設しました。 
 
 
Ⅱ．事業の実施状況（詳細は添付資料参照） 
 
1. 芸術文化助成事業、美術 

美術館等で開催される展覧会のうち、教育的目的を重視するものに対する助成、その他
美術教育に係る催事に対する助成を行いました。 
 

助成実施額：775万円 
助成件数：26件 
 
2. 芸術文化助成事業、音楽 

オーケストラ、室内楽、独奏、合唱、オペラ等の活動で、教育プログラムを重視した催
事に対する助成、および音楽家の海外留学又は研修に対する助成を行いました。 
 

助成実施額：755万円 
助成件数：23件 
 
3. 外国人留学生助成事業 

日本の大学の大学院に在学し、社会科学または人文科学の修学を目的とする外国人留学
生のうち、留学生活上、経済的援助を必要とすると認められ、学業成績が優秀な者に対
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する助成を行いました。 
 

助成実施額：1,620万円 
助成対象者：18人  
 
4. 新人美術家顕彰事業、野村賞（現野村美術賞） 

東京藝術大学大学院美術研究科博士課程の大学院生を対象として特に優秀な作品を選定
して買い上げ同大学美術館で保存する顕彰制度である野村賞（現野村美術賞）の運営資
金を寄付金として提供しました。 
 

助成実施額：300万円 
 
5. 敦煌研究院研究者受入事業 

敦煌研究院研究者の日本への受入事業に対する助成を行なっています。敦煌研究院研究
者は、東京藝術大学において敦煌莫高窟の保存、管理面に関する壁面顔料及び膠結材料
分析研究、唐時代の民間仏教画の研究を行っています。 
 

助成実施額：100万円 
 
 
Ⅲ．評議員会・理事会・選考委員会開催状況  
 
平成21年 11月4日 第1回 臨時理事会（みなし決議） 
（議案） 
・第1回定時評議員会招集に関する件 
原案につき理事全員の同意の意思表示を得たため、理事会の決議があったものとみなしまし
た。 
 
 

平成21年11月9日 第2回 定時理事会 
（議案） 
・第20期（平成21年9月6日期）の事業報告及び決算に関する件 
・第21期（平成22年3月期）の事業計画書及び収支予算書に関する件 
・新たな理事の評議員会への推薦および業務執行理事兼代表理事の選任に関する件 
・定款変更に関する件 
・野村国際文化財団、東京国際研究クラブおよび学術振興野村基金の合併契約書に関する件 
・合併財団の定款に関する件 
・合併財団の役員等の報酬等並びに費用に関する規程の件 
・合併財団の初年度の事業計画書に関する件 
・合併財団の初年度の収支予算書に関する件 
・合併財団の基本財産および積立資産取扱規定に関する件 
・合併財団の設立趣意書に関する件 
・野村国際文化財団の役員等の報酬等並びに費用に関する規程の件 
・野村国際文化財団の旅費規程に関する件 
・理事会の議事録署名人に関する件 
いずれも原案通り承認されました。 
 
 
平成21年11月13日 第1回 臨時評議員会 
（議案） 
・評議員長の選任に関する件 
・第20期（平成21年9月6日期）の事業報告及び決算に関する件 
・新たな理事の選任に関する件 
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・定款変更に関する件 
・野村国際文化財団、東京国際研究クラブおよび学術振興野村基金の合併契約書に関する件 
・合併財団の定款に関する件 
・合併財団の役員等の報酬等並びに費用に関する規程の件 
・合併財団の初年度の事業計画書に関する件  
・合併財団の初年度の収支予算書に関する件 
・合併財団の基本財産および積立資産取扱規定に関する件 
・合併財団の設立趣意書に関する件 
・野村国際文化財団の役員等の報酬並びに費用に関する規程の件 
・野村国際文化財団の旅費規程に関する件 
・評議員会の議事録署名人に関する件 
いずれも原案通り承認されました。 
 
 
平成22年1月12日 第3回 臨時理事会（みなし決議） 
（議案） 
・安田敏行氏の業務執行理事兼代表理事選任に関する件 
原案につき理事全員の同意の意思表示を得たため、理事会の決議があったものとみなしまし
た。 
 
 
平成22年1月29日 第4回 臨時理事会（みなし決議） 
（議案） 
・合併契約書の承認に関する件 
・合併財団の定款案の承認に関する件 
・合併財団の「役員等の報酬等並びに費用に関する規程」案の承認の件 
・合併財団の予算書案の承認の件 
原案につき理事全員の同意の意思表示を得たため、理事会の決議があったものとみなしまし
た。 
 
 
平成22年2月10日 芸術文化助成選考委員会 
2010年度上期の美術および音楽の助成先の選考を行いました。美術部門では、118件の応募に
対し35件の助成が決定しました。音楽部門では、159件の応募に対し29件の助成が決定しまし
た。 
 
 

平成22年2月23日 外国人留学生奨学生選考委員会 
2010年度の外国人留学生奨学生の選考を行いました。応募者総数242人のうち10人への奨学金
の交付が決定しました。 
 
 

平成22年3月3日 第5回 臨時理事会（みなし決議） 
（議案） 
・第2回臨時評議員会招集に関する件 
原案につき理事全員の同意の意思表示を得たため、理事会の決議があったものとみなしまし
た。 
 
 

平成22年3月17日 第6回 臨時理事会 
（議案） 
・合併財団の定款案改正の件 
・合併財団の「基本財産及び積立資産取扱規程」改正の件 
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・合併財団の諸規程の制定の件 
・合併財団の「個人情報保護方針」制定の件 
・合併財団の事業計画及び予算の件 
・合併後の財団事務局の体制の件 
いずれも原案通り承認されました。 
理事長および業務執行理事が職務執行状況の報告を行いました。 
 
 
平成22年3月17日 第2回 臨時評議員会 
（議案） 
・合併契約書承認の件 
・評議員会の議事録署名人に関する件 
いずれも原案通り承認されました。 
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＜添付資料＞ 
 
 

1. 芸術文化助成事業、美術 

美術・団体17件 
 

申請名 企画の名称 日時 場所 

京都市立芸術大学美

術学部日本画研究室 

『東アジアにおける日本画・岩

彩画の教育とその展開』交流

展 

2009.11.6-2009.11.14 
中国上海市 上海大学美術学院

「99創意中心」画廊 

東京藝術大学大学院

映像研究科 

日韓国立映画教育機関による

長編映画共同制作 
2008.8.1-2010.1.30 

横浜（拠点：東京芸術大学横浜校

地）、韓国・ソウル（拠点：韓国映画

アカデミーキャンパス）」 

柔らかな器実行委員

会 
柔らかな器実行委員会 2009.9.14-209.10.4 

松の湯二階（新宿区山吹町/有楽

町線江戸川橋駅より徒歩8分） 

日本基層文化研究会 

「楽浪漆器」出土に学ぶ―<ア

ジア造形文化を繋ぐ思想>研

究プロジェクト 

2009.11.22-2009.12.6 

（資料展示）秋田公立美術工芸短

期大学 市民ギャラリー、（国際シ

ンポジウム）同大学 大講義室 

Kontejner Device_art 2009-2010 2009.10.17-2009.10.30

（クロアチア ザグレブ展）Gallery 

Nano, T vornica Jedinstvo、（日本

展）ヨコハマ・クリエイティブシティ

ー・センター 

財団法人水戸市芸術

振興財団 

「リフレクション―映像が見せる

社会と‘私’」（仮称） 
2010.2.6-2010.5.9 水戸芸術館現代美術ギャラリー 

Stichting Het 

Centraal Bureau 

stamppot met rodekool -オラン

ダのアート/デザインアカデミ

ー出身、日本人クリエーターた

ちによる作品展- 

オランダ：

2009.11.13-2009.11.22

東京：

2010.1.21-2010.2.2 

オランダ会場：LLOYD 

HOTEL&Cultural Embassy（アムス

テルダム）、 東京会場：リビングデ

ザインセンターOZONE（新宿） 

東京藝術大学美術学

部附属写真センター 

シンポジウム：ファイン・アートと

テクノロジー、 

展覧会：まばゆい、がらんどう

シンポジウム:2009.12.5

展覧会：

2010.1.6-2010.1.20 

（シンポジウム）東京藝術大学美術

学部第1講義室、（展覧会）東京藝

術大学大学美術館 

東京藝術大学美術学

部絵画科油画研究室

「異界の風景」展実行

委員会 

異界の風景 - 東京藝大油画

科の現在と美術資料 - 
2009.10.2-2009.11.23 東京藝術大学大学美術館（全館）

東京藝術大学油画 

企画実行委員会 

『絹谷幸二展 原色の軌跡』

（仮） 
2010.1.5-2010.1.19 東京藝術大学大学美術館 
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Stichting Tamago / 

Camera JAPAN 

カメラジャパン アートエキジビ

ション / Kappalai（カッパライ）
2009.9.11-2009.11.1 

（オランダ）Geertruida船内、シーボ

ルトハウス 

菱田安彦とその後継

者たち展実行委員会 

ジュエリー界の先駆者 菱田

安彦とその後継者たち展 
2010.3.18-2010.3.23 

銀座ミキモト本店6F ミキモトホー

ル 

横浜美術館 
横浜美術館創造活動支援事

業「志村信裕展」 
2009.10.23-2009.11.23

横浜美術館グランドギャラリー、美

術情報センター、黄金町エリアマ

ネジメントセンター（予定） 

財団法人長野県文化

振興事業団 長野県

信濃美術館 

「ポップアート 1960's→2000's

展」子ども用セルフガイド 
2009.10.31-2009.12.20 長野県信濃美術館 

Crossed Coordinates Dislocate09 2009.10.1-2009.12.15 

武蔵野美術大学、小平中央公園、

玉川上水、鷹の台の商店街、銀座

芸術研究所 

後期中世・初期近大

西洋版画研究会 

後期中世・初期近代西洋版画

研究会 
2009.10.1-2010.3.31 東京藝術大学大学美術館 

ポーランド/日本現代

写真交流会 

「ポーランド/日本 現代写真

交流展-towards the essence 

2009-2010」日本展 

2010.2.1-2010.2.14 東京、京都 

 
美術・個人8件 
 

申請名 企画の名称 日時 場所 

櫻井 みどり 
"Aluminum"第4回バクー国際現代

美術ビエンナーレ 
2009.12.11-2009.12.17

アゼルバイジャン、バクー市、シルヴ

ァン・シャー宮殿（ユネスコ世界遺

産） 

稲垣 智子 

Kunstler zu Gast in Harburgにおけ

るアーティストインレジデンスと展覧

会 

2009.10.1-2010.3.31 Kunstler zu Gast in Harburg 

山口 紀子 Kaunas Biennial TEXTILE 09 2009.10.1-2009.11.30 リトアニア カウナス 

宮山 香里 

イタリア・カターニャにおける2人展

"INVASIONI di SPAZIO"、及びミラノ

での個展開催 

2010.2.1-2010.3.31 

イタリア 1：カターニャ CARTE 

D'ARTE MOSTRE、2：ミラノ デルビ

リゥスギャラリー 

井出 高史 

「Beili Liu / Takafumi Ide 二人展

（仮称）」制作と、バージニア州シャ

ルロッテビル地域文化研究 

2009.10.1-2010.2.25 

Castle Gallery, The college of Newa 

Rochelle, NY 及び Charlottesville, 

VA in U.S.A. 

志鎌 猛 

FOTO TRIRNNALE.dkの一環として

の個展「森の襞-Silent Respiration of 

Forests」 

2009.10.3-2009.11.1 
"Johannes Larsen 

Museet"(Denmark) 
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斎藤 美奈子 

マルタ共和国 国際芸術家交換プロ

グラム「Gozo Contemproray; 

international artist residency」滞在

による作品制作および発表 

2009.10.7-2009.10.25 マルタ共和国、ゴゾ島 

タイダ・ヤシャレ

ヴィチ 

女子美術大学大学院美術研究科博

士後期課程 研究発表（展覧会）と

博士論文集 

2010.1.6-2010.3.15 
シロタ画廊、女子美術大学美術館、

国立新美術館、女子美術大学 

 

 

2. 芸術文化助成事業、音楽 

 

音楽・団体13件 
 

申請名 企画の名称 日時 場所 

日本現代音楽協会 
〈現代の音楽展2010〉人間

性と共に歩む現代音楽 
2010.2.14-2010.3.18 

府中の森芸術劇場ウィーンホール、東

京オペラシティリサイタルホール、洗足

学園前田ホール、杉並公会堂大ホー

ル 

財団法人 大阪府文

化振興財団 

大阪センチュリー交響楽団

創立20周年特別演奏会II 

オネゲル：劇的オラトリオ

「火刑台上のジャンヌ・ダル

ク」 

2010.2.5 
ザ・シンフォニーホール（大阪市福島

区） 

日本モーツァルト研究

所 

日本モーツァルト研究所設

立10周年特別企画 祝ハイ

ドン・イヤー 《ヴィーン古典

派の三巨星〜ピアノ三重奏

で聴く〜》 

2009.10.15 HAKUJU HALL（渋谷区） 

ジャパン・ソサエティー

東京事務所 

コンテンポラリー・ダンス・シ

ョウケース： 日本と東アジ

ア 

2010.1.8-2010.1.9 
NYジャパン・ソサエティー館内 ライラ・

アチェソン・ワレス・オーディトリアム 

財団法人日本オペラ

振興会 

藤原歌劇団創立75周年記

念オペラコンサート 
2009.11.23 東京文化会館大ホール 

現代作品CD刊行委

員会 

現代作品CD刊行委員会に

よるCD製作 
2010.3.21 

CD頒布方法等：・初回プレス枚数 各

1500枚 ・本盤 フォンテックの流通で

一般市販 ・見本盤 国内外主要音楽

図書館、国際現代音楽協会各国市部、

他 
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アプサラス 

アプサラス第2回演奏会〜

歌とピアノと弦楽四重奏の

夕べ〜 

2009.10.14 東京文化会館 小ホール 

<ピアノ・デュオ“野平

一郎＆松山元”>実行

委員会 

ピアノ・デュオ“野平一郎＆

松山元” I 
2010.3.12 津田ホール 

ローザンヌ国際バレエ

コンクール主催団体 

舞踊振興財団 

2010年 第38回 ローザン

ヌ国際バレエコンクール 
2010.1.26-2010.1.31 ローザンヌ市 ボーリュ劇場 

東京藝術大学音楽学

部オペラ研究部 藝

大オペラプロジェクト

実行委員会 

東京藝術大学音楽学部オ

ペラ研究部/第55回定期公

演 W.A.モーツァルト作曲

「イドメネオ」 

2009.10.10-2009.10.11東京藝術大学 奏楽堂 

音の果実実行委員会 
音の果実 コンサート2009/

秋 
2009.11.23-2009.12.6

山形・文翔館議場ホール（山形市）、武

蔵野公会堂（東京）、自泉会館（大阪）

財団法人 多摩市文

化振興財団 

歌舞伎音楽夢一夜 －長

唄できく義経伝説－ 
2009.11.12 パルテノン多摩 小ホール 

福士則夫/北川道夫

二人展実行委員会 

福士則夫/北爪道夫 二人

展 
2010.2.26 東京オペラシティ リサイタルホール 

音楽・個人10件 

申請名 企画の名称 日時 場所 

三木 稔 
三木稔作曲オペラ<愛怨>ドイツ

初演 

2010.2月（公演初日は

2.20） 
ハイデルベルク市劇場 

佐藤 圭奈 
作曲家ノルドグレンのピアノ作

品研究考察と演奏 
2009.10.1-2010.3.31 

ハノーファー音楽演劇大学（ドイツ）、ヘ

ルシンキ・カウスティネン（フィンランド）

伊藤 千尋 

ノルウェー ベルゲン大学にお

ける留学及びAgathe Backer 

Grndahlの研究 

2009.8.11-2010.6.20 Bergen, Norway 

石上 朋美 海外留学・研修 2009.12.1-2010.11.31 イタリア（ジェノヴァ、トリノ） 

今藤 政太郎 今藤政太郎 邦楽リサイタル 2010.1.9 紀尾井ホール（大ホール） 

新垣 有希子 

声楽研修：イタリア・ベルカント

唱法の技術の向上及び音楽様

式の追求 

2009.10.1-2010.3.31 イタリア 

下野戸 亜弓 
邦楽・夢コンサート 〜歌と語り

による宮澤賢治の世界〜 
2010.3.22 

ベイシア文化ホール（群馬県民会館）

小ホール 
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望月 晴美 
第三回 望月晴美囃子演奏会

-女流囃子の存在- 
2009.10.28 紀尾井小ホール 

櫻田 亮 

イ・カリッシミ / ヘンデル没後

250年記念「イタリアのヘンデル

とその周辺」 

2009.10.16 
イタリア文化会館 東京 アニェッリ・ホ

ール 

羽部 真紀子 

ウィーン国立音楽大学留学：オ

ペラ・オペレッタの研究及びオ

ーケストラ指揮実技 

2009.10.1-2010.3.31 オーストリア ウィーン 

上原 美喜子 
上原美喜子 ヴァイオリンリサイ

タル 
2009.12.14 東京オペラシティリサイタルホール 

 

3. 外国人留学生助成事業 

 

2008年度奨学生 8人（2008年4月から2010年3月まで） 

氏名  出身国 性別 大学 

文景楠 ムン キョンナミ 韓国 男 東京大学 

周・ シュウ セイ 中国 女 一橋大学 

陳宛妤 チン ワンユ 台湾 女 京都大学 

林鶴彬 リン ハビン 中国 女 京都大学 

張紋絹 チョウ モンケン 台湾 女 大阪大学 

孫暁艶 ソン ギョウエン 中国 女 早稲田大学 

熊潔 ユウ ゲツ 中国 女 早稲田大学 

林聖愛 リン セイアイ 中国 女 慶應義塾大学 

 

2009年度奨学生 10人（2009年4月から2011年3月まで） 

氏名  出身国 性別 大学 

曺貞恩 ジョ ジョンウン 韓国 女 東京大学 

侯湘菱 ホウ シャンリン 台湾 女 東京大学 

周怡 シュウ イ 中国 女 一橋大学 

朴志賢 パク ジヒョン 韓国 女 一橋大学 

張博一 チョウ ハクイチ 中国 女 京都大学 

韓勝旭 ハン スンウク 韓国 男 京都大学 

金侖姫 キム ユンヒ 韓国 女 大阪大学 

劉建利 リュウ ケンリ 中国 男 早稲田大学 

王恵楽 オウ ケイラク 中国(香港) 男 早稲田大学 

崔慶原 チェ ギョンウォン 韓国 男 慶應義塾大学 
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4. 新人美術家顕彰事業、野村賞（現野村美術賞） 

 

モハメド・イクバル・アリ  大学院博士後期課程 美術専攻 油画研究領域 

張崴             大学院博士後期課程 美術専攻 彫刻研究領域 

中村祐子          大学院博士後期課程 文化財専攻 保存修復研究領域（日本画） 

 

 

5. 敦煌研究院研究者受入事業 

 

敦煌研究員  張 小剛 

敦煌研究員  李 燕飛 

 

 


