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Left Image:
19th century Japanese hanging in the Horniman Museum with a ground
fabric of black silk satin embroidered with a scene of tea picking and a
woman carrying a tetsubin. Credit: Horniman Museum.
Discovering Japan Through Museums and Exhibitions
Museums play a vital role in introducing Japanese society and culture to
UK audiences. Among projects supported by the Great Britain Sasakawa
Foundation in 2017, a major exhibition at National Museum Cardiff, ‘KIZUNA:
Japan | Wales | Design’, celebrated the relationship between Wales and
Japan, with many works of art never before seen in the UK. A grant from the
Foundation enhanced the learning events and activities in support of the
exhibition, including workshops for schools and a Tanabata Family Weekend
attended by over 4,000 people. Funding from the Foundation was also used
towards the conservation and framing of a 19th century embroidered wall
hanging at the Horniman Museum, part of the original collection of the
Museum’s founder, Frederick Horniman. The hanging, a scene of tea-pickers
at work that had not been seen in public since 1901, is now displayed in the
new permanent World Gallery at the Museum.
博物館や展覧会を通じて日本の魅力を発信
博物館は日本の社会や文化を英国の人達に紹介する上で、極めて重要な役割を果た
しています。当財団は 2017 年に多くの日本に関わる展示会を支援することができ
ました。ウェールズと日本の交流の歴史を記念して、カーディフ国立博物館で開催
された「絆 ‐ 日本特別展覧会 日本・ウェールズ・デザイン」では、これまで英
国ではあまり紹介されてこなかった日本の伝統的な物から現代に至る日本のデザイ
ン作品を展示されました。その他にも当財団の助成を受けて、学習イベントや教育
活動も英国各地で開催されました。週末に開催された七夕家族イベントでは 4,000
人を超える人達がイベントに参加し、七夕をお祝いしました。その他にも、当財団
からの助成金はフレデリック・ホーニマン氏が所有し、ホーニマン博物館にて壁に
展示されている 19 世紀日本の刺繍織物の修復保護などにも使われました。この、
日本の茶摘み風景が描かれている刺繍織物は 1901 年以来一般に公開されていな
かったのですが、現在は博物館内に新しく常設されたワールド・ギャラリーに展示
されています。

Cover Image:
Chiharu Shiota, Beyond Time, 2018.
White thread, metal piano, musical notes.
Copyright VG Bild-Kunst, Bonn, 2018 and the artist.
Courtesy Yorkshire Sculpture Park. Photo © Jonty Wilde.
Chiharu Shiota: Beyond Time
A grant was awarded to Yorkshire Sculpture Park for the
creation of a site-specific installation by acclaimed artist
Chiharu Shiota. The installation, ‘Beyond Time’, incorporated
the artist’s trademark use of entangled string in the space of
the Park’s 18th century Chapel, with white thread entwined
around and emerging from the metal frame of a piano,
sheets of music caught in the web, suspended in mid-air.
Shiota was influenced by the rich history of the setting
(now converted into a gallery) and its use over hundreds of
years, imagining the music, and people, that once filled the
building in its past incarnation as a place of ceremony.
塩田千春：「時を超えて」
当財団は、現在世界で活躍するアート作家、塩田千春氏のインス
タレーション作品の展示を支援しました。ヨークシャー・スカル
プチャー・パークにて展示された作品「時を超えて」は 18 世紀の
礼拝堂内に白い糸を張り巡らせ、またその糸をピアノの金属フレー
ムに絡み合わせた、まるで音楽が糸に巻き込まれたかのような塩
田氏独特の空間を創り上げました。塩田氏は 100 年以上の歴史の
あるこの礼拝堂 ( 現在はギャラリーとして使用されている ) で、か
つてこの場所で奏でられた音楽や、礼拝堂で行われた儀式に参加
した人々や風景を想像しながら、この作品を制作したそうです。

財団概要

The Great Britain Sasakawa Foundation

グレイトブリテン・ササカワ財団

Background and Establishment

財団概要

The Great Britain Sasakawa Foundation is both a UK registered charity (No. 290766) and a British company
limited by guarantee (No. 1867362) and was inaugurated in 1985 with a grant of £9.5 million from the Japan
Shipbuilding Industry Foundation (now called The Nippon Foundation) under the then Chairmanship of the late
Mr Ryoichi Sasakawa. Its establishment resulted from a visit made by Mr Sasakawa to London in 1983 during
which he met a number of senior British figures to discuss the international situation and how UK-Japanese
relations might be further promoted and enhanced.

Background
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グレイトブリテン・ササカワ財団は、英国会社法に基づき英国に登録されており（No. 1867362）、また英国の公益
法人としても登録されています（No. 290766）。1985 年に故笹川良一氏が当時会長であった財団法人日本船舶振興会
（現在の通称：日本財団）から 950 万ポンド（約 30 億円）の寄付を得て英国に設立されました。
当財団は 1983 年に故笹川良一氏が英国を訪問し、国際情勢及び日本と英国の両国間の交流を今後どのように深めて
いくかについて数多くの英国著名人と協議した結果、設立されました。

Aim and Objectives

目的

The principal outcome of these discussions was the decision to set up the Foundation as a non-governmental,
non-profit making body with the purpose of helping to maintain and develop good relations between the
United Kingdom and Japan. The Foundation’s main objective, therefore, is to promote amongst the people
of both countries a mutual knowledge, understanding and appreciation of each other’s culture, society and
achievements.

笹川良一氏の英国訪問の結果、日英両国間交流の相互理解を深め、友好関係を促進するための活動を支援する民間非
営利団体である当財団が設立されたのです。当財団は日英両国民による互いの文化・社会・事業交流の促進を第一の
目的としています。

Nature of Support

幅広い分野にわたって行われる展示会、公演、交流会、会議、研究、教育イベント、出版などといった日英両国間の
交流事業に対し、資金援助を行っております。

The Foundation gives financial support in the form of awards to a wide range of Japan-related activities and
projects that serve to enhance mutual understanding between the UK and Japan. These activities include
exhibitions, performances, exchanges, conferences, research, educational events
and publications in the following fields:
Arts and Culture
Humanities and Social Issues
Science, Technology and Environment
Japanese Language

事業促進の内容

Medicine and Health
Japanese Studies
Youth and Education
Sport

財団が特に力を入れている分野

Current Priorities

当財団では得に下記に当てはまる活動及びプロジェクトを奨励し
ます。

The Foundation particularly encourages applications for activities and
projects that:

Further details can be found at www.gbsf.org.uk

医学
日本研究
青少年交流・教育
スポーツ

9 ～ 16 頁に 2017 年度に助成した全ての事業のリストを掲載して
います。また 6 ～ 8 頁にはいくつかの助成事業を少し詳しく紹介し
ています。当財団は大規模な事業ではなく、広い分野で大きな成果
を生み出す可能性を秘めた小規模な事業への支援を行っています。

A full list of awards granted during 2017 is on pages 9 – 16 of this Report with more
detailed examples on pages 6 – 8. Our awards are intended to provide ‘pumppriming’ and not core funding of projects, but even small grants have enabled a
wide range of projects to reach fruition.

are innovative
reach a wide audience and have a broad impact
create new relationships and partnerships
address topics of common interest to both countries
involve the younger generation
take place outside the main capitals
promote contemporary life and culture in both countries
encourage the study of the Japanese language and Japanese studies
research

芸術・文化
人物・社会交流
科学・技術・環境
日本語教育

助成事業

Awards Granted

•
•
•
•
•
•
•
•

当財団が支援している主な分野：

Celestial Frequencies and COSMOS
Our funding helped Abandon Normal Devices launch a new collaboration, COSMOS, with Jodrell
Bank Observatory and the University of Manchester, in which an international artist is invited
to work on an audio-visual piece developed for, and projected onto, the Lovell Telescope during
Bluedot, a music, arts and science festival. For the inaugural project, Daito Manabe and Rhizomatiks
Research were invited to create ‘Celestial Frequencies’, which transformed deep space data into a
visual artwork. The work was projected onto the huge and unique canvas of the Telescope at night
during the festival weekend, with attendees able to manipulate the data itself, thereby interacting
directly with the artwork. Artist talks and an information stand during the day helped to further
boost awareness of the project, with partners committed to continue the COSMOS commission and
residency as an annual programme.
Celestial Frequencies at bluedot 2017. Credit: Scott Salt Photography.

•
•
•
•
•
•
•
•

若い世代の人々が参加できる事業
革新的な事業
新しいパートナーシップが生まれる事業
両国が共に持つ関心ごとを呼びかける事業
現代の新しい生き方及び文化を紹介・促進できる事業
都市部以外で行われる事業
幅広い観衆の目に触れ、大きなインパクトを与える事業
日本語教育及び日本研究を促進する事業
詳しくは当財団ホームページをご覧ください：www.gbsf.org.uk
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理事長挨拶

Chairman’s Report
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Chairman’s Report

理事長挨拶

2017 was again an active and successful year for the Foundation as we continued to make a significant
contribution to the UK–Japan relationship through our annual programme of awards and our two special
programmes. Our initial £9.5 million endowment has grown to almost £29 million, allowing us to run a very
healthy grants programme which remains the core of our work.

数多くの素晴らしい日英交流事業の支援、また 2 つの特別な事業を通じて、昨年に引き続き 2017 年は財団にとって
とても活動的な 1 年となりました。設立当初に得た寄附金 £9,500,000 は、現在では £29,000,000 にまで増やすこと
ができ、そのお陰で当財団の一番の目的である日英両国間の相互理解と協力を推進する助成事業をより多く健全に遂
行することができました。

We were pleased to make 210 awards in 2017. From collaborative research in medicine to after-school
Japanese clubs, from major conferences and exhibitions to travel grants for postgraduate fieldwork, the range
of our awards made during the past year is impressively wide. We aim to encourage closer links between the
UK and Japan in all fields of activity and although we continue to receive a significant number of applications
from those working in the fields of the arts and cultural studies, we are especially keen to develop professional
links in social issues, science and technology, medicine and the environment.
Our Butterfield Awards Programme for joint research in medicine and health, established fifteen years ago in
memory of our former Chairman, Lord Butterfield, does much to promote high-level medical collaboration
between the UK and Japan. In the past year we have supported research links in areas including molecular
neuroscience, skin genetics, eye disease, clinical gerontology, healthcare emergency planning, mental health
and care of the elderly.

2017 年は医学分野における共同研究や英国の学生による放課後の日本クラブ活動、大規模な国際会議から展示会、大
学院生の論文研究のための日本へフィールドワーク支援など、幅広い分野での日英交流事業を 210 件支援することが
できました。当財団は全ての分野における日英両国の相互理解を奨励することを目指しています。毎年、芸術や文化
の分野における事業の申請が多くなる傾向にありますが、当財団としては、今後は特に社会問題、科学技術、医学や
環境など 2 国間での専門的な分野での関係を築けるような事業をより多く支援していきたいと考えています。
当財団は 15 年前に、元理事長であったバターフィールド・オブ・ステッチフォード卿を記念してバターフィールド
基金を設立しました。この基金では医学分野における日英共同研究などを支援し、これまでに多くの高度先進医療の
日英連携を推進することができました。昨年は、分子神経科学、皮膚遺伝学、眼疾患、臨床老人学、緊急時対応計画、
メンタルヘルス、そして高齢者ケアなどの多くの分野における日英共同研究を支援してきました。

Turning to our special programmes, in 2017 we received funding from the Nippon Foundation for the fifth
and final conference of our five-year UK-Japan Global Seminar programme organised in collaboration with the
Royal Institute of International Affairs at Chatham House. This final conference in the series, Anglo-Japanese
Cooperation in an Era of Growing Nationalism and Weakening Globalisation, was generally regarded as the most
successful, involving 25 speakers and Chairs from Japan, the UK, Europe, Asia and the U.S. who explored UK
and Japanese approaches to the risks and opportunities – political and economic – facing Asia and Europe. In
2018 a concluding publication will draw together the results of the conference series with recommendations
for future UK-Japan collaboration.

5 ヵ年プロジェクトの最終年目となる英国王立国際問題研究所（チャタムハウス）と日本財団と共催した、日英グロー
バルセミナー・プログラムです。2017 年の会議ではテーマを「ナショナリズム台頭とグローバル化衰退の時代におけ
る日英協力」とし、日本と英国、そして欧州、アジア、米国から 25 名ほどの著名な研究者や政策担当者などの専門家
が、多様な国際課題における日英両国の協力の可能性について討論しました。2018 年にはこの事業の最終成果物とな

We also received funding from the Nippon Foundation in 2017 for the fourth year of our Postgraduate
Studentship Programme in Japanese Studies. This programme provides support to 30 postgraduates each
year and is already doing much to develop the future generation of Japan
specialists at UK universities. This was clearly demonstrated by a lively
gathering of current and former Sasakawa Studentship recipients last
November at which they presented their research and received feedback
from a panel of Japanese Studies specialists. We were pleased to hear from
students that they found the day both enjoyable and useful and that the
networking has since continued in smaller, subject-based groups.

2 つ目の事業は 5 ヵ年プロジェクトの 4 年目となるササカワ日本研究奨学金プログラムです。このプロジェクトでは
毎年 30 名ほどの大学院生に奨学金を提供し、英国の大学で新世代の日本専門家の育成を目指しており、これまでの活
動で、英国における日本研究を大幅に改善することに大きく役立つことができ
ました。2017 年 11 月にはこれまでのササカワ日本研究奨学金の奨学生を一同
に集めた研究発表会議が開催され、奨学生がそれぞれの研究発表をし、同時に
イベントに参加して下さった様々な分野における日本専門家の方々が学生の発
表の講評、助言をして下さいました。参加した学生達は、日本研究分野におけ
る専門家の方々、そして同じ分野で研究する学生達との交流をとても楽しんで
いました。

The Foundation’s programmes will continue to maintain a high public
profile in the coming year and we look forward to supporting joint activity
in new areas of common interest and challenge to both Japan and the UK.
In particular, we will encourage the younger generation in both countries
to become better informed about each other and their cultures so that the
UK-Japan relationship will continue to flourish.

当財団が行った 2 つの特別な事業は、どちらも日本財団からの寛大な支援によって実施したものです。1 つ目の事業は、

る論文集を出版する予定となっております。

財団としては、来年も引き続き日本と英国が共有する関心事や新しい挑戦など、
新しい分野での日英交流事業を積極的に支援していきたいと考えています。特
に、両国の若い世代が互いの文化をより良く理解し合い、今後の日英関係がよ
り繁栄し続けるよう、奨励していきたいと思っています。

The effectiveness of our work owes a huge amount to the commitment
of our staff and Trustees. I am, as ever, most grateful to them for their
dedication and enthusiasm.

最後に、限られた資金の中で沢山のことを成し遂げて下さる当財団スタッフの
皆様に感謝の気持ちを伝えたいと思います。また、多大なるサポートと協力を
して下さる日英両国の理事の皆様方にも感謝しております。

The Earl of St Andrews
Chairman

セント ･ アンドリュース伯
A panel of previous Studentship recipients discuss next steps
following their grants at the Studentship Alumni Event, at SOAS, University of London.

理事長
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Statement of Financial Activities

Statement of Financial Activities
2017年度会計報告

会計報告

For the Year Ended 31 December 2017

Unrestricted Fund
Unit £

Restricted Funds
Unit £

2017 Total Funds
Unit £

2016 Total Funds
Unit £

Income ／収入
Investments ／投資
Charitable activities ／公益目的事業

607,218
–

–
703,800

607,218
703,800

604,634
573,200

Total incoming resources ／収入合計

607,218

703,800

1,311,018

1,117,834

118,174

–

118,174

95,086

118,174

–

118,174

95,086

775,465

625,627

1,401,092

1,332,034

775,465

625,627

1,401,092

1,332,034

893,639

625,627

1,519,266

1,427,120

1,707,892

–

1,707,892

2,255,192

Net (expenditure) / income for the year ／純支出／純利益
Foreign exchange losses ／為替差益差損

1,421,471
(5,570)

78,173
–

1,499,644
(5,570)

2,005,906
(5,175)

NET MOVEMENT IN FUNDS ／資金の純増減

1,415,901

78,173

1,494,074

(2,000,731)

TOTAL FUNDS BROUGHT FORWARD ／前期繰越金

27,442,517

59,660

27,502,177

25,501,446

TOTAL FUNDS CARRIED FORWARD ／次期繰越金

£28,858,418

£137,833

£28,996,251

£27,502,117

Expenditure ／支出
Raising funds ／資金調達
Investment management ／資金運用：投資管理
Total cost of raising funds ／資金調達合計
Charitable activities ／公益目的事業
Grant making ／助成金
Total charitable expenditure ／公益目的支出合計
Total operating expenditure ／支出合計
Net (losses) / gains on investments ／正味投資損益

Statement of Funds ／基金残金

The Statement of Financial Activities discloses the same information as would be contained in the income and expenditure account. There are no recognised gains or losses for the current financial year and the preceding financial year other than as stated in the income and
expenditure account. All of the above incoming resources are derived from continuing activities.

財務報告

Treasurer’s Report

FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2017

The Statement of Financial Activities on the page opposite shows how the Foundation uses its Unrestricted Fund to finance
its regular grant-making activities and its administrative costs. This Fund has been built up from the original endowment of
£9.5 million, received upon the Foundation’s establishment in 1985, and the capital gains generated by the investment of
that endowment. The Statement also shows the awards and costs related to the Foundation’s Restricted Funds.
Unrestricted Fund
The year closed with the Foundation’s Unrestricted Fund at £28,858,418, an increase of 5.16% from the end of 2016 when
it had stood at £27,442,517. This increase of £1,415,901, after all grants and expenses, resulted from a rise in investments of
£1,707,892 (2016 – a rise of £2,250,017), less investment management costs of £108,784 (2016 – £85,129) and a contribution
of £183,207 (2016 – £172,885) to the grant programme.
Total 2017 expenditure was £893,639 (2016 – £862,648), of which £561,303 was spent directly on grants (2016 – £570,968).
A total of 210 (2016 – 209) grants were awarded. Of these, 21 awards (2016 – 21) were made by the Japan office to a value
of £64,004 (2016 – £63,271) and 8 grants (2016 – 10) were made under the Butterfield Programme in Medicine and Health
to a total of £54,000 (2016 – £43,000). After amendments to grants made in previous years the total net cost of awards was
£561,303 (2016 – £570,968). Total grant-making expenditure was £775,465 (2016 – £767,562) comprising awards payable
£561,303 (as above), charitable support costs of £129,653 (2016 – £106,964) and governance support costs of £84,509 (2016
– £89,630).
Restricted Funds
Two grants from The Nippon Foundation totalling £703,800 were received in 2017 to fund and administer two discrete fiveyear grant programmes. The first grant, for £380,800 was for the fifth year of the Chatham House Conference Programme
and the second grant, for £323,000, was for the fourth year of the Sasakawa Japanese Studies Postgraduate Studentship
Programme.
Total 2017 (year five) expenditure on the Chatham House Conference Programme was £272,832 comprising direct grant
expenditure of £254,832 and administration costs of £18,000. This, taking into account a balance of £9,856 brought forward
from years one to four, gave a surplus of £117,824 to carry forward into 2018 for the final publication and its launch.

Treasurer’s Report

財務報告
当財団の基金は基本財産（1985 年設立当初は約 £9,500,000）の投資により得られる収入と金利によって助成金事業及び運営を行
うため無制限基金と制限基金から成り立っていることが、前頁の会計報告からもお分かりになるかと思います。
無制限基金

2017 年度の無制限基金は前年の £27,442,517 に比べて 5.16% 増の £28,858,418 となりました。投資総額は £1,415,901 増額し
£1,707,892（前年は £2,250,017 の増額）となり、投資費用は £108,784（前年は £85,129）、そして助成事業には £183,207（前
年は £172,885）貢献することが出来ました。
2017 年度の総支出額は £893,639（前年は £862,648）となり、そのうち助成金として使われたのは £561,303（前年は £570,968）
となりました。2017 年度に採用された助成事業数は 210 件（前年は 209 件）となりました。210 件のうちの 21 件（前年も 21 件）
は日本事務所によって採用された事業で、その総額は £64,004（前年は £63,271）となります。また、210 件のうちの 8 件（前年
は 10 件）は医療分野の一部でもあるバターフィールド基金として総額 £54,000（前年は £43,000）が助成されました。この結果、
正味助成総額は £561,303（前年は £570,968）となりました。無制限基金のおける助成金総額は £775,465（前年は £767,562）で、
そのうち支払われた助成金額は £561,303（上記参照）とその公益関連経費は £129,653（前年は £767,562）、その他管理関連経費
は £84,509（前年は £89,630）となりました。
制限基金

2017 年には 2 つの 5 ヵ年事業を実施するために、日本財団より総額 £703,800 の助成金を受け取りました。その振り分けは英国
王立国際問題研究所（チャタムハウス）と共催する日英グローバルセミナー事業の 5 年目分としての £380,800 と、ササカワ日本
研究奨学金プログラムの 4 年目分としての £323,000 となります。
チャタムハウスとの日英グローバルセミナー事業（5 年目）では £254,832 の助成金と £18,000 の事務経費が支払われ、その結果

2017 年度にこの事業に支払われた経費は合計 £272,832 となりました。これまでの前 4 年分の余剰金 £9,856 を加えたことにより、
今年度分は £117,824 の黒字となりました。こちらは、この事業の最終成果物となる論文集出版のための制作費に充てられる予定
です。
ササカワ日本研究奨学金プログラムでは £340,000 の助成金と £12,795 の事務経費が支払われ、その結果 2017 年に支払われた総

Total 2017 (year four) expenditure on the Sasakawa Japanese Studies Postgraduate Studentship Programme was £352,795,
comprising direct grant expenditure of £340,000 and administration costs of £12,795. This, combined with a balance of
£49,804 brought forward from 2014 (year one), produced a surplus of £20,009 to be carried forward into 2018 (year five).

の黒字となりました。こちらも事業 5 年目となる 2018 年度分に繰り越されることになります。

Total expenditure from the Restricted Funds was therefore £625,627, leaving a total balance (combined with the previous
years’ carry forward) of £137,833.

せて £137,833 となります。

The Statement of Financial Activities and Balance Sheet opposite provide a summary of the information that appears in the
Foundation’s statutory financial statements for the year. The full financial statements, which have been audited and given
an unqualified opinion, were approved by the Trustees on 14 May 2018 and filed with the Charity Commission and Registrar
of Companies. These summarised accounts may not contain sufficient information to allow for a complete understanding
of the financial affairs of the Foundation and the full financial statements, including the auditors’ report, can be obtained on
request from the Foundation’s offices.

Michael L French FCA
Treasurer

London, 14 May 2018

Independent Auditors’ statement to the members of The Great Britain Sasakawa Foundation
We have examined the summary financial statements of The Great Britain Sasakawa Foundation for the year ended 31 December 2017.
Respective responsibilities of the directors and the auditor
The members are responsible for preparing the summarised financial statements in accordance with applicable United Kingdom law and the recommendations of the charities SORP (2015).
Our responsibility is to report to you our opinion on the consistency of the summary financial statements with the full annual financial statements. We also read the other information
contained in the summarised financial statements and consider the implications for our report if we become aware of any apparent misstatements or material inconsistencies with the
summary financial statements.

5

額は £352,795 となりました。この事業の初年度、2014 年からの余剰金総額 £49,804 を加えたことにより、今年度分は £20,009

この結果、2017 年度に支払われた使途制限のある助成金は総額 £625,627 となります。また、余剰金総額は、これまでのを合わ

前頁の記載金額と貸借対照表は当財団の 2017 年度会計記録に基づくものです。監査法人よって問題が無いことが報告され、検査
済みの経理記録は 2018 年 5 月 14 日開催の理事会で承認後、Charity Commisiion に登録されました。各項目にない経理記載全文
は事務所から希望者に提供することが可能です。

ロンドン

2018 年 5 月 14 日

マイケル ･L･ フレンチ
財務担当理事

Basis of opinion
We conducted our work in accordance with Practice Note 11 issued by the Auditing Practices Board. Our report on the company’s full annual financial statements describes the basis of our
opinion on those financial statements.
Opinion
In our opinion, the summarised financial statements are consistent with the full annual financial statements of the Great Britain Sasakawa Foundation for the year ended 31 December 2017.
Luke Holt, Senior Statutory Auditor
for and on behalf of Kingston Smith LLP, Statutory Auditor, Devonshire House, 60 Goswell Road, London EC1M 7AD

14 May 2018
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Some projects supported during 2017
2017年度に助成した幾つかの事業紹介
UK-Japan Global Seminar Series

日英グローバルセミナー

Held in partnership with Chatham House
and funded by The Nippon Foundation,
the final conference in our five-year UKJapan Global Seminar Series brought
many international experts to London
in September 2017 to discuss the theme
‘Anglo-Japanese Cooperation in an Era
of Growing Nationalism and Weakening
Globalisation’. Key topics included
economic opportunities for UK-Japan
cooperation, the countries’ respective
bilateral relations with the US, and the
role of China in both Asia and the West.
A final publication, collecting the output
from each conference over the past five
years, will be produced in 2018.

日本財団からの援助を受けて英国王立国際問題研究所と共同で開催し
ている国際セミナー事業の 5 年目となる今年の会議は 9 月にロンドン
で開催されました。2017 年の会議ではテーマを「ナショナリズム台
頭とグローバル化衰退の時代における日英協力」とし、日英協力のた
めの経済的機会や米国との二国間関係、そしてアジアと西洋における
中国の役割などを含む、重要な課題について討議されました。2018
年には過去 5 件間の各会議からの成果を収集した成果物を出版する予
定です。

Butterfield Awards

バターフィールド基金

Our annual Butterfield Awards programme offers funding towards
high-level UK-Japan exchange and collaboration in medicine
and health. Teams from Anglia Ruskin University and Kanazawa
University collaborated by sharing their approaches on improving
the resilience of healthcare service delivery to major disasters and
emergency situations. Our funding helped to support exchange
visits between the institutions, with international workshops and
symposiums organised to discuss their findings. A Butterfield
Award was also made to a project between University College
London and Shinshu University School of Medicine, which saw
a joint team of researchers complete a systematic review on the
associations between frailty and fruit and vegetable consumption
among community-dwelling older people. With ageing population
an issue of increasing importance worldwide, especially in
Japan, analyses of relevant areas such as frailty are proving to be
valuable, with the results of this review disseminated through
conference presentation and journal publication.

当財団が提供するバターフィールド基金は、
医学分野における日英共同研究などを支援
し、これまでに多くの高度先進医療の日英連
携を推進してきました。アングリア・ラスキ
ン大学と金沢大学は緊急時におけるマルチハ
ザード・スマート・ヘルスケアについて共同
研究を行いました。当財団の助成を受けて、
両国のチームの相互訪問が実現し、また国際
ワークショップやシンポジウムなども開催さ
れました。また基金からの支援を受けて、ユ
ニバーシティ・カレッジ・ロンドンと信州大
学による、果物や野菜の摂取量と高齢者に見
る脆弱性についての分析と再考研究が行われ
ました。人口の高齢化が問題視されている中、
虚弱などの分析が重要視されているため、今
回の共同研究の成果は、学会発表や論文発表
などを通じて紹介し、社会に貢献されること
が期待されます。

The Japan Experience Study Tour

Akihiko Tanaka, President, National Graduate Institute for
Policy Studies (GRIPS), Japan, Rosemary Foot, Professor and
Senior Research Fellow in International Relations,
University of Oxford, Koji Tsuruoka, Ambassador Extraordinary
and Plenipotentiary of Japan to the United Kingdom,
Michael Pillsbury, Advisor, US Department of Defense.
Chair: Robin Niblett, Director, Chatham House.
Photo: Chatham House.

Encouraging a New Generation of Japan Experts

若手日本研究者の育成

We are pleased to be able to offer limited travel grants
to PhD students hoping to complete fieldwork in Japan
for their theses. In 2017, these travel grants were offered
to support research in a wide range of areas, including
Japanese self-help books, male beauty practices, UKJapan civil aviation relations, and health inequalities
in Fukushima prefecture. Furthermore, the Sasakawa
Japanese Studies Postgraduate Studentship Programme
continued into its fourth year, with 30 studentships,
generously funded by The Nippon Foundation, awarded
to Masters and PhD students from 16 UK universities. A
special alumni event was held for previous and current
Studentship recipients, allowing them to give brief
presentations about their research, as well as gain valuable
advice from university lecturers about the next steps in
their academic careers.

当財団は論文研究や日本でのフィールドワーク実施
を希望する博士課程の学生に対して日本への旅費を
支援しています。2017 年には多くの博士課程の学
生が各自の研究調査のため日本を訪問しました。そ
れらの研究は様々な分野にわたり、日本の自己啓発
書についての研究や、男性美容についての調査、英
国と日本の民間航空関係や福島県の社会的位置と健
康格差についての調査などでした。また、ササカワ
日本研究奨学金プログラムの 4 年目として日本財
団からの援助を受けて、英国の大学 16 校に通う 30
名の博士課程の学生が奨学金を受け取ることができ
ました。これまでの奨学生を一堂に集めた研究発表
会議が開催され、過去に奨学金を受け取った学生達
がそれぞれの研究発表をし、同時にイベントに参加
して下さった日本専門家の方々が学生に貴重な助言
をして下さいました。

Since 2002, the Foundation has run this annual programme,
giving UK students the chance to visit Japan when ordinarily
they would not have the opportunity to do so. This year’s
group came from Ysgol Dewi Sant, St. David’s, Wales, who
made the most of their short time there. Staying with
Japanese host families, the group were able to learn from
a range of activities, including a tour of Kiyomizu-dera by a
resident monk, a talk by an A-bomb survivor in Hiroshima,
a day at an Osaka high school, a visit to an elderly people’s
home, and a kendo session with local police officers. These
encounters left a huge impression on both students and
teachers, offering a cross-section of daily life in Japan to
compare and contrast with their own. The kindness and
generosity of the Japanese hosts were much appreciated.
ジャパン・エクスペリエンス・スタディ・ツアー

Students from Ysgol Dewi Sant give a presentation about
Wales to a class at Nishi High School in Osaka.

当財団は英国の学生に日本を訪問し、その文化や社会を直接
2002 年から毎年日本体験スタディ・ツアーを主催しています。今年はウェールズ、
肌で触れてもらう機会を与えるため、
セント・デイビッドのイスゴル・デウィ・サントの生徒が参加しました。彼らは日本に滞在中、日本人家庭にホーム
ステイし、老人ホームを訪れ、広島の原爆被爆体験者のお話を聞きました。また、京都の清水寺を訪問し、大阪の高
校では日本の高校生との交流を行いました。また大阪の警察署にて、警察官の方々から剣道を教えて頂きました。日
本での滞在期間は短かったものの、参加した生徒達だけでなく、先生方も、英国での生活と大きく異なる体験をした
ことに大きな衝撃を受け、より広い視野と自信を身に着けることができたと思います。このプロジェクトに関わって
下さった日本の皆様の寛大なご理解と親切なおもてなしに感謝致します。

日英両国を動かす力

Virtual Reality
The increase in the availability of Virtual Reality in recent
years has seen artists and arts organisations utilise this
technology in intriguing ways, and the Foundation
awarded grants to various projects that sought to bridge
the gap between Japan and the UK through VR. The
curatorial collective Don’t Follow the Wind presented
‘A Walk in Fukushima’, an immersive 360-degree video
filmed in and around the uninhabited radioactive area,
at Arts Catalyst in London. Welsh National Opera created
a VR experience ‘Magic Butterfly’, inspired by their
productions of ‘Madam Butterfly’ and ‘The Magic Flute’,

Don’t Follow the Wind, A Walk in Fukushima, installed as part of the exhibition
Real Life Half Lives: Fukushima, presented at Arts Catalyst, London 2017.
Photo by Tom Hall.

which was experienced by over 9,000 people
during a tour around England and Wales. And
Wash Media’s Guy Wigmore developed a VR
video art project ‘HOME’, which was exhibited
during Nakanojo Biennale, exploring themes
of depopulation and lost cultural traditions in
Japan.
バーチャル・リアリティ
近年、VR の技術を様々な形で活用するアーティス
トや芸術関連団体が増えてきています。当財団も
日本と英国の交流の橋渡しとなるような、VR の
技術を使ったプロジェクトを多く支援することが
できました。ロンドンのアーツ・カタリストでは
12 組のアーティストによる国際展が開催され、ド
ント・フォロー・ザ・ウィンドでは福島の帰還困
難区域に静かに存在し続けるアート作品を紹介す
るドキュメント映像作品「ア・ウォーク・イン・
フクシマ」が展示されました。また、ウェルッ
シュ・ナショナル・オペラでは「蝶々夫人」と「魔
笛」をもとにした VR 体験プロジェクトをイギリ
ス及びウェールズ各地にて開催し、9 千人以上の
方々が参加しました。また中之条ビエンナーレで
はウォッシュ・メディアのガイ・ウィグモア氏が
日本における過疎化や文化伝統の喪失を探ること
をテーマとした VR ビデオ・アートプロジェクト
「HOME」を紹介しました。

Making a Difference
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David Shrigley: Lose Your Mind
The Great Britain Sasakawa Foundation supports many projects involving Japanese artists exhibiting their work
in the UK, but we also welcome applications for exhibitions in Japan featuring UK artists. A grant was awarded
to Art Tower Mito for the first major solo exhibition in Japan by Britain’s David Shrigley, presented in partnership
with the British Council. The exhibition, ‘Lose Your Mind’, featured many large scale works, including the
world premiere of a balloon replica of his piece ‘Really Good’ as seen on the famous fourth plinth in Trafalgar
Square, as well as a selection of his darkly comic drawings and animations. The exhibition was supported by an
extensive outreach programme, with workshops and lectures by Shrigley and a series of events building English
lessons for school students around the content of the exhibition.
デイヴィッド・シュリグリー：「ルーズ・ユア・マインド – ようこそダークな世界へ」
グレイトブリテン・ササカワ財団はこれまで数多くの
日本人アーティストによる英国での作品展開催を支援
して来ましたが、日本で開催される英国人アーティス
トの作品展も同様に支援しています。今回は水戸芸術
館現代美術ギャラリーにて開催された英国人アーティ
スト、デイヴィッド・シュリグリー氏の個展をブリ
ティッシュ・カウンシルとのパートナーシップにより
開催しました。この「ルーズ・ヨア・マインド – よう
こそダークな世界へ」展では、トラファルガー広場に
ある「第 4 の台座」に展示され話題を呼んでいる「い
いね」を表した彫刻‘Really Good’のバルーン型レ
プリカをはじめ、シュリグリー氏独特のユーモアあふ
れるアニメーション映像など多くの作品が紹介されま
した。また作品展の他にもシュリグリー氏によるワー
クショップや講演も企画され、地元周辺の学生達を対
象とした展示されている作品を通じての英語レッスン
イベントも開催されました。

Sharing Knowledge on Food Matters

食物に関する知識の共有

Though Japanese cuisine remains one of the major draws for
UK visitors to the country, certain aspects of food production
and consumption in Japan can often be overlooked. A travel
grant was awarded to a researcher seeking to improve UKJapan understanding of agricultural, rural and environmental
policies. Although Japan’s approach to farming has many
differences to the UK’s, particularly given its geography and
focus on rice growing, there were lessons that could be learned
regarding food safety, security and self-sufficiency. We also
supported an initiative from Sustain working with Seafood
Legacy, Tokyo, on Sustainable Fish Cities, which previously
secured a commitment for 100% verifiably sustainable fish to
be provided during the 2012 Olympic and Paralympic Games in
London, with the hope that this could also be adopted for the
2020 Games in Tokyo. A shared learning toolkit will use case
studies from Japan and the UK to encourage other cities to use
such events to drive change across a range of food issues.

日本を訪問する英国人達にとって、日本食を食すことは旅の重
要な目的の 1 つとなっているくらい日本食への関心は高いので
すが、その反面、日本の食糧生産と消費については見落とされ
がちです。当財団の助成を受けて、英国人研究者は日本で開催
された、農業及び農村の環境政策の理解向上のための日英共同
研究会議に参加しました。日本の農業への取り組みは、日本の
気候風土や米の栽培に重点を置いている点など英国の農業とは
異なりますが、それでも食の安全保障や食糧の自給力について
など互いに学ぶことが多くありました。また当財団は英サステ
インと東京のシーフード・レガシーが共同で実施するプロジェ
クト、サステイナブル・フィッシュ・シティをサポートしまし
た。このプロジェクトでは 2012 年のロンドン五輪開催の時に
水産業のサステナブル改革に成功し、大きなレガシーを残しま
した。そしてそのレガシーが 2020 年の東京オリンピックでも
継承されることを期待されています。また、日本と英国のケー
ススタディを他の都市と共有することで様々な食糧問題の解決
への一歩となることでしょう。

‘Really Good’ (2017), David Shrigley: Lose Your Mind
Installation View at Contemporary Art Gallery, Art Tower Mito, 2017
Photo: Keizo Kioku. Courtesy of the artist, British Council,
and Contemporary Art Center, Art Tower Mito.

Learning New Techniques in Medicine

医学における新しい技法の習得

Travel grants give researchers and practitioners
the opportunity to learn new methods and
techniques that would be difficult to acquire
remotely to the same degree, as well as fostering
good relations between the UK and Japan. A
grant awarded to Belfast City Hospital enabled a
consultant gastroenterologist to undergo training
in endoscopic submucosal dissection (ESD) at Kure
Medical Centre in Hiroshima Prefecture. Japan
is a world leader in this technique which can be
used to treat early cancer patients, with a much
lower complication rate than open surgery. The
training provided by the team at Kure has seen
the introduction of ESD trials in Belfast, with future
collaboration planned between the two hospitals.

渡航費などの支援は、時として研究者や実
務者を自国では取得することが困難な新し
い技法や手法を学び、また同時に英国と日
本との良好な関係を育む良い機会を提供す
ることができます。当財団から助成を受け
て、ベルファスト市立病院は内視鏡的粘膜
下層剥離術の訓練を受けるため、消化器専
門内科医を広島県呉医療センターに派遣す
ることができました。早期癌患者に用いる
ことができるこの技術は開腹手術での治療
よりも合併症を発症する確率がはるかに低
く、世界に誇る日本の最先端技術です。ベ
ルファストと呉の両病院は、今後も引き続
き互いの医療技術向上のため協力し合うこ
とを約束しました。
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Artist Residencies in Japan

Positive Energies

ポジティブ・エナジース

Residency programmes are – in a number of ways –
rewarding opportunities for the artists involved, but their
benefits go far beyond. We were pleased to be able to
offer travel grants to Japan for artists who have learned
techniques and skills, both traditional and new, from indigo
dyeing to anagama kiln-firing. This knowledge will inform
their future work and can be shared with colleagues and
students on their return home. These programmes also
inspire and energise the local community, who often get
as much involved in creating and influencing the artwork
as they do enjoying the finished works, encouraging a
valuable exchange of cultures and practices.

A grant was awarded to Fumio Nabata Photographic
Office to support the exhibition ‘Positive Energies’,
displaying his work alongside that of British
photographers Fiona Yaron-Field and Richard Bailey.
The exhibition, at gallery@oxo in London, explored the
photographic representation of people with Down’s
syndrome, challenging attitudes and prejudices. Fumio
Nabata’s images focused on children with Down’s
syndrome from the UK, Japan and elsewhere. To
coincide with the exhibition, Nabata, along with his
fellow photographers and a panel of expert speakers,
participated in a talk on social inclusion of children with
disabilities, hosted by the Japan Society.

当財団はギャラリー @oxo にて開催された日本人写真
家、名畑文臣氏と英国人写真家のフィオナ・ヤーロン
‐ フィールド氏、そしてリチャード・ベイリー氏の 3
名よる写真展を支援しました。この写真展はダウン症
のある人々の自立した姿や偏見と闘う姿などを写した
作品が展示されました。名畑文臣氏はこれまでに日本
や英国をはじめ世界各国でダウン症や障害のある子供
達を撮影してきました。この写真展に合わせて、名畑
氏は他の写真家や専門家とともに、ジャパン・ソサエ
ティが主催する、障害児のソーシャル・インクルージョ
ンをテーマとした講演会にも参加されました。

日本のアーティスト・レジデンス

Mary Spyrou weaving kasuri (ikat) under the tuition of Mrs
Moriyama, Yame-gun, Kurume Prefecture, Shikoku island.
Photo: Mary Spyrou.

レジデンス・プログラムは、参加するアーティストにとって
は色んな意味で貴重な体験をする良い機会であり、その体験
から多くのものを得ることができます。当財団は今回、日本
の伝統的な藍染や穴窯での窯焚きで陶芸作品を焼成するなど、
日本の伝統的技術を学ぶために日本を訪れた英国人アーティ
ストの方々を支援することができました。日本に滞在して得
た知識は、彼らが英国に戻った後も、同僚や将来を担う学生
達に伝授されることでしょう。また、これらのプログラムは
地域社会にとっても、貴重な文化交流の場となり、大きな刺
激と活力を与えてくれます。

Translating Japanese Theatre

日本戯曲を英語に翻訳

While we offer grants to support schools and organisations
in the teaching, learning and speaking of Japanese,
language often remains a barrier for the art and culture
of Japan to reach a wider audience and the Foundation
welcomes applications that seek to address this. One
project we supported was a professional development
programme run by [Foreign Affairs] theatre company,
which invites theatre translators to work on a translation
of a play into English. This year’s programme included a
translation of ‘Tenshu Monogatari’ by Izumi Kyoka, with
theatre practitioner Nozomi Abe. The workshop allowed
translators to immerse themselves in Japanese drama
with a focus on practice and performance. The two public
showcases and post-show talks were fully attended, with
live streaming and podcasts allowing for further reach.
Having established a relationship with SOAS on this project,
[Foreign Affairs] looks forward to future collaborations to
bring more untranslated drama to English speakers.

当財団では学校や団体による日本語教育や日本語会
話の教育を多く支援していますが、日本の芸術や文
化をより多くの英国の人々に届けるためには、言葉
が障壁となってしまうことが多々あります。英国の
シアター・カンパニー、[ フォーレン・アフェアズ ] は、
当財団からの助成を受けて日本から戯曲翻訳家を招
待し、泉鏡花の戯曲「天守物語」を英語に翻訳する
ワークショップを開催しました。このワークショッ
プでは、参加者が実践と実演に焦点を当てながら日
本のドラマに没頭することが出来ました。一般に公
開されたショーケースとショーの後に開催された
トークイベントには多くの観客が参加し、またそれ
らはインターネット上でも公開されました。このプ
ロジェクトを実施したことにより SOAS とより良い
関係を築くことができた [ フォーレン・アフェアズ ]
は、未翻訳の日本の戯曲を 1 つでも多く紹介できる
よう、今後も SOAS と協力していくとのことです。

Mapping Radiation in Fukushima

福島における放射線量分布マップ

A grant from the Foundation supported a
team from University of Bristol who, alongside
colleagues from University of Kyoto, used lowaltitude unmanned aerial vehicles to perform
radiological mapping of various sites around
Fukushima Prefecture. This system allowed
them to monitor radiation levels from a safe
distance as well as to access previously hardto-reach locations. The data obtained was not
only valuable for scientific evaluation of the
contamination but, by
working closely with local
residents and officials,
the results could be easily
shared with those affected.
This has helped with plans
for repopulation of former
ly contaminated land, confirming earlier surveys of
areas declared safe. The
success of this project has
led to a Memorandum of
Understandi ng betw een
the University of Bristol
and the Japanese Atomic
Energy Agency to continue
the work and develop
future collaborations.

当財団はブリストル大学と京都大学の共同チームによる低高度
無人飛行機を使った福島県周辺の放射線量分布マップ作成プロ
ジェクトを支援しました。このシステムによって、安全な場所
から放射線レベルを監視し、また到達困難な場所の測定が可能
となりました。このプロジェクトで得られたデータは放射能汚
染の科学的査定に役立つだけなく、地元住民や自治体と共有す
ることで、その地域の安全宣言を裏づけし、町や人々の生活の
復興計画に大きく貢献することができます。このプロジェクト
の成功を受けて、ブリストル大学と日本原子力研究開発機構と
の間で、今後も共同で調査研究を続ける覚書が交わされました。

A researcher from the University of Bristol operates an unmanned aerial vehicle in Fukushima.
Photo: University of Bristol.
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l British Film Institute (BFI) ／英国映画協会

£3,500

Film season ‘Tears and Laughter – Women in Japanese Melodrama’ ／

「涙と笑い – 日本のメロドラマにみる女性の姿」を特集した上映会を開催

ARTS and CULTURE ／芸術・文化
l 3 Top Corporation ／スリートップ

Lecture, demonstration and workshops in the UK by a hayashikata (kabuki musician) ／

l BFI London Film Festival ／ BFI ロンドン国際映画祭

¥700,000

英国内 3 か所にて歌舞伎囃子方による実演とレクチャーを開催

l Abandon Normal Devices ／アバンドン・ノーマル・デバイセズ

£3,200

A/V performance by Daito Manabe projected onto the Jodrell Bank Lovell Telescope at
Bluedot Festival ／ブルードット・フェスティバルに真鍋大度氏が参加し、ジョドレルバンク天文台のロヴェル

l Aberystwyth University, Visualisation Centre ／アベリストウィス大学、視覚情報センター £1,600
Performance by Toshimaru Nakamura for ‘Listen to the Voice of Fire’ project, with audio and video release ／
日本人アーティスト、中村としまる氏による‘Listen to the Voice of Fire’プロジェクトのパフォーマンス公演と映像作品の上映

l AC Projects ／ AC プロジェクツ

£2,000

Performances by Tetsuya Umeda and Syzygys as part of Tectonics festival in Glasgow ／

グラスゴーで開催されたテクトニクス・フェスティバルの一環として梅田哲也氏とシジジーズによる公演を開催

l Archery Promotions and Concert Productions ／
アーチェリー・プロモーションズ & コンサート・プロダクションズ

£1,600

l Cambridge Early Music ／ケンブリッジ古楽協会

£1,600

l Camden Arts Centre ／カムデン・アーツ・センター

£3,270

Recitals and masterclass with harpsichordist Kay Ueyama, including performances of
Japanese music ／日本人チェンバリスト、植山けい氏を招聘し、ソロ・リサイタル及び公開レッスンを開催

日本人アーティスト、毛利悠子氏の個展‘Voluta’を開催

l Centre for Contemporary Art Kitakyushu ／現代美術センター CCA 北九州

£1,200

Artist residency and exhibition in Japan focused on Nansensu (nonsense) ／英国人アーティストが
センターのフェローシップ・プログラムに参加し、「ナンセンス」をテーマにした作品の制作及び発表を行う

l Centre for the Moving Image ／センター・フォー・ザ・ムービング・イメージ

£3,000

l City & Guilds of London Art School ／シティ & ギルド・オブ・ロンドン・アート・スクール

£3,200

Directors of Japanese films ‘Snow Woman’ and ‘Rage’ attend 70th Edinburgh International Film
Festival ／日本映画「雪女」の監督、杉野希妃氏と「怒り」の監督、李相日氏が第 70 回エジンバラ国際映画祭に参加
Visit and collaboration with Tokyo University of the Arts to research Japanese Buddhist carving ／

Talks and concerts in Japan and the UK by violinist Midori Komachi ／

日本の仏像彫刻について東京藝術大学と共同調査するため日本を訪問

日本人バイオリニスト、小町碧氏によるトークショー及びコンサートを日本と英国で開催

¥200,000

Collaboration with Japanese and British modern dancers and Kakinaizawa Shishi-Odori
in Nottingham ／岩手県の伝統芸能である柿内沢鹿踊りと日英の若手コンテンポラリーダンサーによるパフォーマンスの
共同制作及びワークショップをノッティンガムにて開催

l Ashmolean Museum ／アシュモレアン博物館

£1,500

l The Barbican Centre Trust Limited ／バービカン・センター・トラスト Ltd

£5,000

Study day including tea-related talks, tea ceremonies and practical demonstrations
by Japanese potters ／茶道体験教室及び日本人陶芸家による実演とレクチャーを開催
Performances of Ninagawa Company’s adaptation of ‘Macbeth’ ／蜷川幸雄一周忌追悼公演

「NINAGAWA・マクベス」

l The Barbican Centre Trust Limited ／バービカン・センター・トラスト Ltd

£2,500

Exhibition ‘Another Kind of Life: Photography on the Margins’, with work by Daido Moriyama and
Seiji Kurata ／森山大道氏や倉田精二氏らの作品を集めた写真展‘Another Kind of Life: Photography on the Margins’を開催

l The Barbican Centre Trust Limited ／バービカン・センター・トラスト Ltd

Performances of ‘Pluto’ by Naoki Urasawa, based on Osamu Tezuka's ‘Astro Boy’ series ／

£3,500

l Belfast Photo Festival ／ベルファスト写真フェスティバル

Exhibition of work by Momo Okabe and travel to Tokyo International Photo Festival ／

Publication of ‘The Encyclopedia of East Asian Design’, edited by Professor Haruhiko Fujita ／

「Noh-Reimagined – 能と脳」公演開催に向けた調査及び準備のため日本を訪問

l cote labo

¥500,000

Concerts in Kyoto, Hiroshima and Tokyo with British and Japanese musicians ／
日本と英国の音楽家によるコンサート、「家具の音楽」を京都、広島、東京で開催

l Creative Art Executive Committee ／クリエイティブ・アート実行委員会

UK tour and first overseas performances by Japanese integrated dance company Kyo ／

¥1,000,000

インテグレイテッド・ダンス・カンパニー響による初めての英国公演

l Cross Media Ltd. ／クロス・メディア Ltd.

Lantern installations by Japanese artists as part of Hyper Japan Winter 2017 event in London ／

£3,200

ロンドンで開催された英国最大の日本文化総合博覧会にて、日本人アーティストによる「灯り」をテーマに伝統的な
行灯を使ったインスタレーションを展示

l Cryptic ／クリプティック

Residency and UK debut of Japanese artist Nelo Akamatsu as part of Sonica festival ／グラスゴーで

l Cryptic ／クリプティック

£3,000

l Darf Publishers ／ダーフ・パブリッシャーズ

£4,000

£2,376

l Don’t Follow the Wind ／ドント・フォロー・ザ・ウィンド

Visit to Japan to develop further cultural exchange for events in the UK ／

£1,600

英国で開催される日英文化交流事業の今後の発展のため、日本を視察訪問

Publication of English translation of Kyoko Nakajima’s novel ‘The Little House’ ／

£3,000

中島京子氏著、「小さいおうち」の翻訳出版

大阪大学の藤田治彦教授による監修のもと、東アジア地域のデザインを包括する初のデザイン百科事典を出版

Lincoln Japan Festival, with film screenings, theatre performance and Pecha Kucha ／リンカンにて開催

£3,200

Research and development trip to Japan for performance at Noh Reimagined Festival ／

£4,000

東京国際写真祭に英国で活動する日本人写真家、岡部桃氏が参加し作品展を開催

l Bloomsbury Publishing ／ブルームスベリー・パブリシング

l Clod Ensemble ／クロッド・アンサンブル

開催されるソニカ・フェスティバルの一環として、日本人アーティスト、赤松音呂氏の英国デビューとなる個展を開催

手塚治虫作品「鉄腕アトム」をリメイクした浦沢直樹氏の漫画を舞台化した作品「プルートゥ」ロンドン公演

l Blueprint: Film Foundation ／ブループリント：フィルム・ファウンデーション

第 61 回 BFI ロンドン国際映画祭に三池崇史監督を招待し、監督作品の上映とトークイベントを開催

Exhibition ‘Voluta’ of newly commissioned work by Yuko Mohri ／

電波望遠鏡を舞台にオーディオ・ビジュアルのインスタレーションを作り上げる

l ARTizan

£1,600

Screenings and talk with director Takashi Miike at the 61st BFI London Film Festival ／

される日本の芸術と文化を紹介するフェスティバルの一環として、映画上映、ペチャクチャ・イベント、舞台パフォーマンスを行う

Exhibition and research project ‘A Walk in Fukushima’ at Arts Catalyst ／アーツ・カタリストにて

£2,000

福島の帰還困難区域に静かに存在し続けるアート作品を紹介する展覧会及び研究プロジェクト‘A Walk in Fukushima’を開催
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l European Shakuhachi Society ／ヨーロッパ尺八協会

World Shakuhachi Festival 2018, with one-day symposium ／

£5,000

世界尺八フェスティバル 2018 にてシンポジウムを 1 日開催

l Fig.

Collaborative exhibition on folklore around the world, including artists from UK, Japan and
other countries ／日本と英国をはじめ、欧米の若手アーティストによる、世界各地の民間伝承や民族史をテーマに

Sakura Event within the Maxell Gardens at Telford Town Park ／

¥100,000

£2,500

Conservation and mounting of a 19th century embroidered wall hanging from Japan ／

¥700,000
£4,215

日本の 19 世紀の刺繍織物の修復保護と展示

l House of Illustration ／ハウス・オブ・イラストレーション

Research trip to Japan to meet with galleries and museums to discuss collaborations ／

Publication of ‘Surrealism and Photography in 1930s Japan: The Impossible Avant-Garde’ ／

First major UK exhibition of work by artist Rie Nakajima ／日本アーティスト、中島吏英氏による個展を開催

l Infinite Ideas ／インフィニト・アイディアズ

Research trips to Japan for publication ‘The New Sake Handbook’ by Anthony Rose ／

£2,000

The 15 year of the Japan Foundation Touring Film Programme, at venues across the UK ／
th

£5,000
£3,200
£3,500
£1,820

l The Japanese Garden Society ／英国日本庭園協会

£3,000

l JSM Media ／ JSM メディア

£2,100

l Julie Brook ／ジューリー・ブルック

£1,600

Sculptural work in Komatsu City, and collaboration with teabowl maker Raku Kichizaemon XV ／

Exhibition ‘The Ancient and Modern Colours of Japan’, featuring artists from the UK and Japan ／

Kodosai Cultural Event with Japanese workshops and activities in Basildon ／
英国バジルドンにて日本の文化を紹介する古道祭イベントを開催

日本写真について研究

l MACK

£400

深瀬昌久氏の写真集、「鴉」の新版発売イベント開催

l MAYK Theatre ／ MAYK シアター

£2,000

ブリストルで開催されるメイフェスト・フェスティバルにて、日本人現代アートパフォーマンス集団、Contact Gonzo と
共同でパフォーマンスを披露

l Mingei Movement Film Archive Support Committee ／
民藝フィルムアーカイブ制作委員会

¥1,000,000

デジタル編集

l Mito Arts Foundation ／水戸芸術館

£5,000

水戸芸術館にて英国人アーティスト、デイヴィッド・シュリグリー氏の個展‘ルーズ・ユア・マインド – ようこそ
ダークな世界へ’を開催

l MORITAKA

Contemporary prints by young Japanese artists at London Original Print Fair 2018 ／

¥300,000

l Moriumius ／モリウミアス

Artist residency in Ogatsu, creating new work and teaching workshops ／

£1,300

l Morley College ／モーリー・カレッジ

£1,600

l Mu:Arts

£4,000

Travel to Japan to learn traditional indigo dyeing techniques ／伝統的な藍染の技術を学ぶため日本を訪問

£1,300

‘Noh Reimagined 2018’ festival at Kings Place, London ／

ロンドンのキングス・プレイスにて‘Noh-Reimagined – 能と脳 2018’フェスティバルを開催

「日本の古代／現代の色」をテーマにした英国と日本のアーティスト作品を展示

l Kodosai Cultural Event ／古道祭イベント

£1,000

ラフバラー大学、芸術・英文学・演劇学部

英国人アーティストが宮城県雄勝町に滞在し、新しい作品の制作や教育ワークショップに参加

小松市にて彫刻作品の制作及び日本人陶芸家、十五代当主樂吉左衞門氏との共同制作

l King Edward VI Community College ／キング・エドワード 6 世コミュニティ・カレッジ

l Loughborough University, School of the Arts, English and Drama ／

ロンドン・オリジナル・プリント・フェア 2018 に日本人若手作家の版画作品を出展

これからの世界における日本庭園と伝統的な園芸の文化についての会議を 2 日間開催

UK tour for jazz group Cycles of Trio ／日本のジャズグループ、Cycles of Trio による英国公演

にて開催されたフォート・プロセス・フェスティバルにて日本人音響作家、梅田哲也氏が参加し、パフォーマンスを披露

Solo exhibition ‘David Shrigley: Lose Your Mind’ at Contemporary Art Gallery, Art Tower Mito ／

l Japan Society North West ／英国北西部日英協会

Two-day conference on Japanese gardens outside Japan ／

£1,600

Performance by sound artist Tetsuya Umeda at Fort Process festival in Newhaven ／ニューヘイブン

Restoration of original films related to the Mingei movement ／民藝運動活動を記録した古い映像の修復及び

第 15 回巡回映画祭

Japan Day cultural event in Manchester ／マンチェスターにて日本文化を紹介するジャパン・ディを開催

l Lost Property Arts Collective CIC ／ロスト・プロパティ・アーツ・コレクティブ CIC

Collaboration with Japanese performance group Contact Gonzo for Mayfest festival in Bristol ／

アンソニー・ローズ氏著「新日本の銘酒ガイド」の出版のための調査を行うため日本を訪問

l The Japan Foundation London ／国際交流基金ロンドン日本文化センター

£1,600

Performance by Japanese noise artist Yasunao Tone, as part of ‘Ruins in Reverse’ event ／

Launch event for new edition of photobook ‘Ravens’ by Masahisa Fukase ／

‘1930 年代の日本におけるシュルレアリスムと写真：The Impossible Avant-Garde’の出版

l Ikon Gallery ／アイコン・ギャラリー

l London Contemporary Music Festival ／ロンドン現代音楽祭

Research residency at Tsukiyo to Syonen on Japanese photography ／月夜と少年ギャラリーに滞在し、

£2,500

日英共同プロジェクト立ち上げのため、日本のギャラリーや博物館を訪問

l I. B. Tauris & Co. Ltd ／ I. B. タウリス株式会社

¥200,000

‘Ruins in Reverse’イベントの一環として、日本人前衛芸術家、刀根康尚氏がパフォーマンスを披露

Exhibition ‘Postive Energies’ in London about people with Down’s Syndrome by UK and Japan
photographers ／日英両国の写真家による、ダウン症のある人をテーマとした写真展、
‘Postive Energies’をロンドンで開催

l Horniman Museum ／ホーニマン博物館

l Kyoto City University of Arts, ‘Artist Social Reproduction’ Project Team ／
「思考する技術」実行委員会 @KCUA

Exhibition 'Artist Social Reproduction' with work from UK and Japan artists at Kyoto City
University of Arts ／京都市立芸術大学にて日本と英国の若手アーティストによる共同展、「思考する技術」を開催

テルフォード・タウン・パークにあるマクセル・ガーデンにて桜祭を開催

l Fumio Nabata Photographic Office ／名畑文臣写真事務所

£3,000

Screenings and masterclass with Japanese animator Yuichi Ito ／

日本人アニメーター、伊藤有壱氏を招待し、作品上映会及び公開マスタークラスを開催

した共同展を東京で開催

l Friends of Telford Town Park ／フレンズ・オブ・テルフォード・タウン・パーク

l Kotatsu Japanese Animation Festival ／炬燵日本アニメ・フェスティバル

£1,500

l Mu:Arts

Performances of Kentaro Kobayashi’s ‘Mr Potsunen’ stage show in London ／

パフォーミング・アーティスト、小林賢太郎氏による「ポツネン氏の奇妙で平凡な日々」のロンドン公演

£2,000

2017 年度助成事業
l Naked Craft Project ／ネイキッド・クラフト・プロジェクト

¥200,000

Art residency for British glass artists in Kobe, and exhibition in collaboration with Japanese crafts artists ／

Visit to Japan for research on traditional crafts for exhibition ／日本の伝統工芸展開催のため日本を視察訪問

£1,300

l Newcastle University, School of Modern Languages ／ニューキャッスル大学、言語学部 £2,000
Visiting scholar programme, in collaboration with Yamaguchi University, on Haruki Murakami ／
村上春樹氏について山口大学と共同でスコラープログラムを実施

£1,600

Exhibition and publication on artists and designers from the UK and Japan ／

¥600,000

l Penguin Random House ／ペンギン・ランドム・ハウス

£5,000

Publication of ‘The Penguin Book of Japanese Short Stories’, with introduction by Haruki Murakami ／
村上春樹氏による書評を掲載した本、「日本の短編小説」を出版

¥400,000

l Raindance Film Festival ／レインダンス映画祭

£2,000

Japanese film screenings, with filmmakers in attendance, at 25th Raindance Film Festival ／

£3,000

l Sainsbury Institute for the Study of Japanese Arts and Cultures ／
セインズベリー日本芸術研究所

¥800,000

UK dance company Company of Elders invited to Japan for collaboration with theatre company ／
英国の高齢者カンパニーと専門家を日本に招聘し、日本の高齢者劇団と共にワークショップ及びシンポジウムを開催

¥500,000

Solo Taiko performances by Kensaku Satou at Edinburgh Festival, and local churches and schools ／

日本 : ロンドン・シリーズ・コンサートの一環として、日本人アーティスト、恩田晃氏による‘スペース・スタディーズ’
プロジェクトの世界初公演を実施

Curatorial research residency ‘Performing the Techno Imagination: Tokyo Happenings’／

£1,600

‘パフォーミング・ザ・テクノ・イマジネーション：Tokyo Happenings’リサーチ・レジデンス・プログラムに

£1,600

Research visit and workshops for project ‘Performing Englishness Abroad: Morris Dancing in Japan’ ／
日本で‘英国風’を紹介するワークショップを開催し、ウェールズの民族的踊り、モリスダンスを紹介

l Tricycle Theatre ／トライサイクル・シアター

Research visit to Japan to develop links for production ‘The Great Wave’ by Francis Turnly ／

£3,200

フランシス・ターンリー氏の脚本による現代劇‘ザ・グレイト・ウエーブ’の制作に向けて日本を視察訪問

Christmas Concert and Spring Recital featuring music by Japanese and British composers ／

£2,500

日本と英国の作曲家の楽曲を紹介するクリスマス・コンサート及びスプリング・リサイタルを開催

ロンドン芸術大学、セントラル・セント・マーチンズ

£1,500

Exchange residencies with Youkobo Art Space for recent art graduates from CSM and Tokyo Geidai ／

l Shiri Oni Studio ／シロオニスタジオ

Artist residency with anagama kiln-firing and exhibition ／

£1,600

Drama-documentary ‘Occident’s March’, filmed in a small farming village in Kyoto prefecture ／

ロンドン芸術大学、ロンドン・カレッジ・オブ・コミュニケーション

£2,000

£1,600

Collaboration with Noh mask maker Hideta Kitazawa on photography project, with exhibitions
and publication ／能面師、北澤秀太氏と共に作品展示会と作品集の出版を含むフォトグラフィープロジェクトを実施

l University of Cambridge, Faculty of Asian and Middle Eastern Studies ／

£1,925

Conference ‘At the Roots of Visual Japan – Word-Text Dynamics in Early – Modern Japan’ ／

‘ビジュアル・ジャパンの起源 – 近代日本におけるワード・テキスト・ダイナミクス’についての会議開催

l University of Chichester, Department of Theatre ／チチェスター大学、演劇学部

穴窯での窯焚きで陶芸作品を焼成するレジデンス・プログラムに英国人アーティストが参加

l Silver Salt Films Ltd. ／シルバー・ソルト・フィルムズ Ltd.

l University of the Arts London, London College of Communication ／

ケンブリッジ大学、アジア・中東研究学部

和太鼓奏者、佐藤健作氏がエジンバラ・フェスティバル・フリンジに参加し、また現地の学校や教会で和太鼓公演を開催

Preparation for visual art and performance exhibition for Fun with Cancer Patients in Kanazawa ／

£1,600

金沢で開催されるカナザワ・フリンジの一環として開催される「かん患者とがんトーク」での
体験型パフォーマンス・アートの創作

京都の小さな農村部でドキュメンタリーフィルム‘Occident’
s March’を撮影

l State of Emergency Productions ／ステート・オブ・エマージェンシー・プロダクションズ £2,000
Dance and music exchange project with University of Bedford and Tokyo Metropolitan Theatre ／

l University of East Anglia, School of Politics, Philosophy, Language and

Communication Studies ／イースト・アングリア大学、政治・哲学・言語・

£1,600

コミュニケーション研究学部

東京芸術劇場とベッドフォード大学のダンスと音楽の交流プロジェクトを実施

£2,500

Collaboration with Tokyo theatre companies on production based on ‘Busu’ and ‘The Damask Drum’ ／
日本人の女性 6 人で結成されたユニットによる、三島由紀夫作「綾の鼓」と狂言の「附子」をアレンジした作品を上演

£1,600

遊工房アート・スペース、東京藝術大学、ロンドン芸術大学による学生のための交流レジデンス・プログラムを実施

Third Thursday Lecture Series for 2017 – 18 ／第 3 木曜日にレクチャーシリーズを開催

l StoneCrabs Theatre ／ストーンクラブス・シアター

l Thirty Three Thirty Three ／サーティ・スリー・サーティ・スリー

l University of the Arts London, Central Saint Martins ／

日本人ダンサー、小第 25 回レインダンス映画祭にて日本作品の上映と製作者によるトークイベントを開催

l Sakiwai Creation Inc. ／さきわいクレアシオン

£1,600

‘日本写真’出版に向けて日本人写真家をインタビューするために日本を訪問

l UK-Japan Music Society ／日英音楽協会

香りとアートをテーマとした作品の日英合同制作及び展覧会、ワークショップをロンドンと京都で開催

l Saitama Arts Foundation ／埼玉県芸術文化振興財団

Research visit to Japan to interview photographers for publication ‘Japanese Photography’ ／

l Traditional Arts Development ／トラディッショナル・アーツ・ディべロプメント

和紙を使った衣装や舞台美術の創作ワークショップを英国王立ウェールズ音楽大学にて開催

Workshop of art using scents and perfume in Kyoto and London ／

l Thames & Hudson Ltd ／テームズ & ハドソン Ltd

英国人アーティストが参加

Workshop using Japanese calligraphy on washi for theatre set and costume design ／

l Perfume Art Project ／パフューム・アート・プロジェクト

£2,000

Week of cultural activities, and publication on the relationship between North East England and Japan ／

l Tokyo Wonder Site ／トーキョー・ワンダー・サイト

英国と日本のアーティストやデザイナーの作品展及び作品集の出版

パシフィック・クリエイターズ・フォー・ザ・パフォーミング・アーツ

l Surface Area Dance Theatre CIC ／サーフェース・エリア・ダンス・シアター CIC

World premiere of Aki Onda’s ‘Space Studies’ project, part of ‘Japan: London’ series of concerts ／

l Nomikomu ／ノミコム

l Pacific Creators for the Performing Arts ／
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これまでの北東イングランドと日本の交流を紹介する文化イベントを 1 週間開催し、またそれについての本を出版

英国の現代ガラス作家が神戸市長田区に滞在し、日本の現代工芸作家と交流し、作品を共同制作及び展示

l NET WT

List of Awards Granted 2017

Concert and talk by composer Junya Oikawa at MANTIS Festival of Electroacoustic Music ／
日本における社会政治的環境の変化について研究する国際ワークショップを開催

l Uroboros Ensemble ／ウロボロス・アンサンブル

Japanese music and musicians at the fourth London Ear Festival ／

第 4 回ロンドン・イア・フェスティバルにて日本人音楽家による日本の音楽を紹介

£4,174
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l Verity Lane ／ヴェリティ・レーン

Concert series ‘Japanese Sandscapes: The Story of Mt. Fuji’, with sand artist Akifumi Kasanuki and
musicians ／日本人サンドアート・パフォーマー、笠貫彬文氏と英国人音楽家による新楽曲のコラボレーション、

£2,500

Virtual reality video art project ‘HOME’, filmed in Nakanojo and presented at Nakanojo Biennale ／

£1,800

中之条ビエンナーレにてバーチャル・リアリティ・ビデオ・アート・プロジェクト‘HOME’を上映

l We Are Ronin ／ウィー・アー・ローニン

Fieldwork visit to Japan for documentary film on Aikido ／

£3,200

Virtual reality experience based on WNO’s production of ‘Madam Butterfly’ ／

Week of Japanese arts and crafts courses and related talks ／

Photography exhibition ‘Trails to Prayer – a spiritual journey to the uninhabited island of Nozaki’ ／

Research visit by photographer Karen Knorr, and exhibition at Obai-in Temple, Kyoto ／

Research visit for multi-media performance inspired by ‘Wuthering Heights’ and ‘Kwaidan’ ／

£5,000

£1,500

l Newcastle University, School of Law ／ニューキャッスル大学、法学部

£1,500

£3,000

l Oxford Brookes University, Department of Anthropology ／

£1,600

£1,600

£5,000

Installation ‘Beyond Time’ by Chiharu Shiota in Yorkshire Sculpture Park’s chapel gallery ／日本人アーティスト、
塩田千春氏によるインスタレーション、
‘時を超えて’をヨークシャー・スカルプチャーパーク内のチャペルギャラリーにて開催

‘Tokyo Sound Land’ UK tour, featuring Anchorsong, Daisuke Tanabe and Ametsub ／

Japan Now events in London, Sheffield and around England, focused on literature, culture and
politics ／文学、文化、政治をテーマとしたジャパン・ナウ・イベントをシェフィールド及び英国各地で開催
Translation of District and High Court employment law cases for PhD research on gender equality
in Japan ／博士号取得のための研究：日本の高等裁判所及び地方裁判所における男女平等雇用法について調査翻訳

オックスフォード・ブルックス大学、人類学部

‘日本社会の理解’のテキストの内容更新のため日本を視察訪問

l Oxford Brookes University, The Europe-Japan Research Centre ／

£3,000

オックスフォード・ブルックス大学、欧日研究センター

詩人のタニウチ・ヒロシ氏を招待し、英国と日本のお茶文化を融合した‘CreativiTEA’ワークショップ・シリーズを開催

l Yuppies Music ／ヤッピーズ・ミュージック

£2,000

Research visit for update to textbook ‘Understanding Japanese Society’ ／

£3,000

Series of ‘CreativiTEA’ workshops, combining UK and Japan tea culture, with poet Hiroshi Taniuchi ／

l Yorkshire Sculpture Park ／ヨークシャー・スカルプチャー・パーク

Communications ／マンチェスター・メトロポリタン大学、言語・情報・コミュニケーション学部

One day symposium examining Japan in the Digital Age ／デジタル時代の日本をテーマにしたシンポジウムを開催

‘嵐が丘’と‘怪談’をもとに制作されたマルチ・メディア・パフォーマンス制作のため日本を訪問

l WordVoyages CIC ／ワードヴォヤジャス CIC

£3,000

Publication of ‘Japan and the West: An Architectural Dialogue’ by Professor Neil Jackson ／

l Modern Culture ／モダン・カルチャー

学習障害のある芸術家や京都、黄梅院にて英国人写真家、Karen Knorr 氏の写真展を開催

l Whitestone Arts Company ／ホワイトストーン・アーツ・カンパニー

l Lund Humphries ／ランド・ハンフリーズ

£1,000

‘巡礼の地 ‐ 無人島、野崎島へ巡礼の旅’写真展開催

l White Conduit Projects ／ホワイト・コンジット・プロジェクト

Research collaboration with Konan Women’s University on reoffending juveniles in Japan and
England ／日本と英国に於ける少年による再犯について、甲南女子大学と共同研究

l Manchester Metropolitan University, Department of Languages, Information and

日本の芸術や工芸を紹介する講義やトークイベントを 1 週間開催

l West Village Imagery, Ltd. ／ウェスト・ヴィレッジ・イマジナリー Ltd.

£3,200

リバープール・ホープ病院、社会学部

£2,000

WNO 制作の‘蝶々夫人’をもとにバーチャル・リアリティ体験プロジェクトを実施

l West Dean College ／ウェスト・ディーン・カレッジ

l Liverpool Hope University, Department of Social Science ／

Neil Jackson 教授著‘日本と西洋：建築的対話’の出版

合気道についてのドキュメンタリー映画制作のため、日本を視察訪問

l Welsh National Opera ／ウェルッシュ・ナショナル・オペラ

£1,600

Research visit to Kobe Law School for project on societal constitutionalism in Japan ／
日本における社会的立憲主義について調査するため神戸大学法科大学院を訪問

‘Japanese Sandscapes: 富士山物語’のコンサートシリーズを開催

l Wash Media ／ワッシュ・メディア

l Liverpool Hope University, Department of Law ／リバープール・ホープ病院、法学部

£1,600

Europe-Japan Research Centre scholarly presentations for academic year 2017 – 18 ／
欧日研究センター学術発表シリーズ 2017 – 18

l Postcode Films ／ポストコード・フィルム

£3,000

Educational resource creation and outreach for documentary film ‘Of Love & Law’ ／
様々な裁判や法律相談を描いたドキュメンタリー映画‘Of Love & Law’を教育現場にて上映

l Royal College of Art ／ロイヤル・カレッジ・オブ・アート

£1,600

Research project on decline in craft practice and local manufacturing in London and Sumida, Tokyo ／

ロンドンと東京都墨田区における伝統工芸品などの物作り職人の減少及び現地生産の衰退について調査するプロジェクトを実施

l RSA Global ／ RSA グローバル

日本人音楽家、Anchorsong、ダイスケ・タナベ氏、そして Ametsub による‘東京ランド・サウンド’英国ツアー開催

£3,000

Seminar in partnership with RSA Japan Fellows Network and British Chamber of Commerce in Japan ／
在日英国商工会議所と RSA ジャパン・フェローズ・ネットワークとセミナーを共催

HUMANITIES and SOCIAL ISSUES ／人物・社会交流
l Global Books Ltd ／グローバル・ブックス Ltd

Publication of ‘Consul in Japan, 1903-1942: Oswald White’s Memoir ‘All Ambition Spent’’ ／

£1,500

Exhibition ‘Memory of Home / IE NO KIOKU’ at TOTO Gallery with work by Japanese architects ／

£1,300

セインズベリー日本芸術研究所

International workshop ‘Legislating Japanese Manga: Considerations from a UK Perspective’ ／

‘オズワルド・ホワイト元在日英国領事（1903 – 1942）回顧録‘全ての野望’’の出版

l Japanese Junction in London ／ジャパニーズ・ジャンクション・イン・ロンドン

l Sainsbury Institute for the Study of Japanese Arts and Cultures ／
英国の社会的法的態度が日本の漫画との関わりをどのように形成していくのかをテーマとした国際ワークショップを開催

£2,000

TOTO ギャラリーに手、日本と英国の建築家による‘家の記憶’展を開催

l King’s College London, War Studies Department ／キングス・カレッジ・ロンドン、戦争学部 £4,800
Workshop on government-led strategic communication and the role of propaganda in Japan and East
Asia ／日本と東アジアにおける政府主導の戦略的コミュニケーションとプロパガンダの役割についてのワークショップを開催

l Shidokan GB ／士道館英国支部

Art therapy project ‘Where East Meets West’ in collaboration with Light House in Omiya, Saitama ／

£1,600

埼玉県の大宮ライトハウスと共同でアート・セラピー・プロジェクト、
‘Where East Meets West’を実施

l UK-Japan Student Conference Committee ／日英学生会議運営委員会

¥500,000

Conference in Tokyo for research on social impact assessment with students from UK and Japan ／

日英両国の学生による、両国が抱える共通課題についてディスカッションやフィールドワークを行うための日英学生会議を東京で開催
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l University of the Arts London, Central Saint Martins ／
ロンドン芸術大学、セントラル・セント・マーチン

£3,000

Workshop visits in Japan on Ainu fish leather craftsmanship and fashion design ／

Studies ／バーミンガム大学、政治・国際研究学部

PhD fieldwork research in Sendai on role of migrants in building city resilience for disaster risk
reduction ／博士号取得のための研究：災害リスク削減のための都市復興の構築における移民の役割について調査研究

l University of Cambridge, Faculty of Asian and Middle Eastern Studies ／
ケンブリッジ大学、アジア・中東研究学部

ケンブリッジ大学、アジア・中東研究学部

£1,000
£4,000
£1,000

£1,000

PhD fieldwork visit to conduct interviews on male beauty practices and changing masculinity in Japan ／
博士号取得のための研究：日本における男性美容と新しく変わりつつある男性像について調査研究

l University of Cambridge, Faculty of Asian and Middle Eastern Studies ／
ケンブリッジ大学、アジア・中東研究学部

£5,000

Workshop for translation project of the ‘Azuma Kagami’ and its later use as a primer for warrior rule ／

Communication Studies ／

£1,000

マンチェスター大学、芸術・言語・文化学部

博士論文のため、日本の博物学者、南方熊楠氏のアーカイブを研究

£1,000

PhD fieldwork on ethnography of traditional dyeing and print techniques in contemporary Japan ／
博士号取得のための研究：現代日本における染色の伝統技法と印刷技術について調査研究

l University of St Andrews, School of History ／セント・アンドリュース大学、歴史学部

£3,000

l University of Sheffield, School of East Asian Studies ／

£1,600

Conference ‘Transnational Lives: Scotland and Japan’, on the history of interactions between the
two countries ／日本とスコットランドの両国間の交流の歴史についての会議‘国境を越えて：スコットランドと日本’を開催

Research visits for interviews on political activities of labour unions in Japan ／
日本の労働組合の政治活動について調査するため日本を訪問

£3,200

Nihongo Cup 2017 national speech contest for secondary school students of Japanese ／
中学生を対象とした日本語のスピーチコンテスト、日本語カップを開催

英国日本語教育学会

£3,200
£910

£3,120

The 13 Japanese Speech Contest for University Students ／大学生のための第 13 回日本語スピーチコンテスト
th

l [Foreign Affairs] ／ [ フォーレン・アフェアズ ]

£1,200

l SOAS, University of London, SOAS Centre for Translation Studies ／

£1,600

Showcase and workshop with Nozomi Abe on translation of play ‘Tenshu Monogatari’
by Izumi Kyoka ／泉鏡花によって書かれた戯曲‘天守物語’のワークショップ及び展示を開催

東洋アフリカ研究学院、ロンドン大学、翻訳研究科

Keynote speech from author Natsuki Ikezawa at the 8th Asian Translation Tradition Conference ／

オウム真理教における女性研究を行うため日本を訪問

Archival research for PhD thesis on the transnational Japanese naturalist Minakata Kumagusu ／

オックスフォード大学、人類学・民族博物館学部

l The British Association for Teaching Japanese as a Foreign Language ／

Fieldwork visit for interviews and research on women in Aum Shinrikyo ／

l University of Oxford, Faculty of History ／オックスフォード大学、歴史学部

日本におけるビデオゲームの制作、格付け、検閲について調査するため東京を訪問

l Association for Language Learning ／アソシエーション・フォー・ランゲージ・ラーニング £2,500

£1,600

大阪、京都、東京にて、
‘分散認知への歴史的アプローチ’についてのセミナーを開催

l University of Manchester, School of Arts, Languages and Cultures ／

Research visit to Tokyo on production, rating and censorship of video games in Japan ／

JAPANESE LANGUAGE ／日本語教育

Seminars on ‘The History of Distributed Cognition’ in Osaka, Kyoto and Tokyo ／

Visit to Japan for presentation at the World Congress of Music Therapy in Tsukuba, and to develop
links ／世界音楽療法大会でのプレゼンテーションのため日本を訪問

£1,600

日本企業における外国人卒業生の雇用についてのシンポジウムをロンドンと東京にて開催

Research visit to Japan with workshop and seminars on book advertising ／

l University of Edinburgh, Reid School of Music ／エジンバラ大学、リード音楽学校

オックスフォード大学、人類学・民族博物館学部

£1,600

ブック・アドバータイズメントについてワークショップ及びセミナーを日本で開催

エジンバラ大学、人文・社会科学学部

£3,000

Symposia in London and Tokyo on foreign graduate employment in Japanese companies ／

博士号取得のための研究：英国と日本の民間航航空関係に対するブレグジットの影響について調査研究

l University of Edinburgh, College of Humanities and Social Sciences ／

£1,600

Nissan Institute Seminar Series for 2017 / 18 academic year ／日産日本問題研究所による 2017 / 18 年度セミナーシリーズ開催

l University of Oxford, School of Anthropology and Museum Ethnography ／

シェフィールド大学、東アジア研究学部

PhD fieldwork and interviews on impact of Brexit on UK-Japan civil aviation relations ／

エジンバラ大学、センター・フォー・オープン・ラーニング

オックスフォード大学、日産日本問題研究所

l University of Sheffield, School of East Asian Studies ／

イースト・アングリア大学、政治・哲学・言語・コミュニケーション学部

l University of Edinburgh, Centre for Open Learning ／

£1,500

Research visit on prisons and forced labour in Hokkaido ／北海道の刑務所と強制労働について調査研究

シェフィールド大学、東アジア研究学部

‘吾妻鏡’の翻訳プロジェクトのワークショップ

l University of East Anglia, School of Politics, Philosophy, Language and

オックスフォード大学、ラス・カサス社会正義研究所

l University of Oxford, School of Anthropology and Museum Ethnography ／

博士号取得のための研究：日本における聴取行動や自助教本について調査研究

ケンブリッジ大学、アジア・中東研究学部

オックスフォード大学、社会文化人類学研究所

l University of Oxford, Nissan Institute of Japanese Studies ／

PhD fieldwork visit to investigate listening behaviour in Japan and Japanese self-help books ／

l University of Cambridge, Faculty of Asian and Middle Eastern Studies ／

l University of Oxford, Institute of Social and Cultural Anthropology ／
l University of Oxford, Las Casas Institute for Social Justice ／

Series of East Asian Studies Seminars for 2017 / 18 academic year ／ 2017 / 2018 年度東アジア研究セミナーシリーズ

l University of Cambridge, Faculty of Asian and Middle Eastern Studies ／
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Seminar on the kimono industry and culture by kimono shop owner ／日本の呉服産業とその文化についてのセミナーを開催

アイヌ民族の魚皮を使った工芸品や衣服などについてのワークショップを開催するため日本を訪問

l University of Birmingham, Department of Political Science and International

List of Awards Granted 2017

£1,000

第 8 回アジアン・トランスレーション・トラディション・カンファレンスにて作家、池澤夏樹氏による基調講演開催

l SOAS Language Centre ／東洋アフリカ研究学院、ロンドン大学、言語研究所
The 28th Sir Peter Parker Awards for Spoken Business Japanese ／
第 28 回サー・ピーター・パーカー賞日本語によるビジネス会話コンテスト

£2,750
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l University of Cambridge, Faculty of Asian and Middle Eastern Studies ／

£3,000

ケンブリッジ大学、アジア・中東研究学部

Graduate Summer School in Japanese Early-modern Palaeography ／

ケンブリッジ大学、ケンブリッジ医学研究所

l Amy and Friends ／エイミー・アンド・フレンズ

Doctors from Japan attend 10 annual conference supporting children with Cockayne Syndrome ／
th

£4,800

日本の医師達がコケーン症候群の子供達を支援する第 10 回年次総会参加

l Belfast City Hospital ／ベルファスト市立病院

Travel to Kure Medical Center, Hiroshima prefecture, for endoscopic submucosal dissection training ／

£2,000

内視鏡的粘膜下層剥離術の訓練を行うため、広島県呉医療センターを訪問

l Cardiff University, Division of Cancer and Genetics ／カーディフ大学、癌・遺伝子学部
Collaboration with Sapporo Medical University on cancer immunotherapy treatments ／

£3,200

l Cardiff University, School of Healthcare Sciences ／

£1,300

カーディフ大学、ヘルスケア・サイエンス学部

Annual conference of Japanese Association of Occupational Therapists, and academic collaborations ／
日本作業療法士協会の年次総会に参加

l Imperial College London, Department of Surgery and Cancer ／

£3,200

インペリアル・カレッジ・ロンドン、外科・癌学部

Visit to Japan to investigate barriers to quality assurance of surgical interventions in clinical trials ／

¥200,000

Seminar in Japan on pelvic floor muscle training by British physiotherapist from Guy’s and Thomas’ Hospital ／
ガイズ・アンド・トーマス病院から英国人専門家を招聘し、医療従事者を対象とした骨盤底筋トレーニングの講習会を開催

£3,200

近畿大学と共同で健康と認知症の文化デザインに関する交流プロジェクトを実施

Placement at Jichi Medical University to help with development of small bowel service ／

£2,000

自治医科大学にて小腸内科開設を支援

l Nuffield Trust ／ナフィールド・トラスト

長期介護保険制度とヘルスケア及び社会的介護の統合について調査するため日本を訪問

ロイヤル・カレッジ・オブ・ジェネラル・プラクティショナーズ

£4,000

日本の研修医による RCGP 年次会議に参加し、英国現地の研修医と交流

ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン、認知神経科学研究所

£1,000

Research project with Centre for Information and Neural Networks in Osaka on somatosensory perception ／
大阪の能情報通信融合研究センターと共同で体性感覚の認識について調査プロジェクトを実施

l University of Edinburgh, Global Public Health Unit ／

£1,000

エジンバラ大学、グローバル公衆衛生ユニット

PhD fieldwork on social position and health inequalities in Japan, focusing on Fukushima prefecture ／

l University of Sussex, School of Psychology ／サセックス大学、心理学部

Exchange visit with Kanazawa University on ‘appetitive’ behavioural neuroscience ／

£1,600

金沢大学と食欲に関する行動神経科学について調査

BUTTERFIELD AWARDS for UK-Japan collaboration in medicine and health
バターフィールド基金（医学分野における日英共同研究に対する助成）

University, with Professor Masakatsu Miyajima, Kanazawa University, and
Dr Sae Ochi, Soma Central Hospital ／アングリア・ラスキン大学、薬学・保健学部、

£6,000

Nebil Achour 博士；金沢大学、宮島昌克教授；相馬中央病院、越智小枝博士
Exchange visits for multi-hazard smart healthcare emergency planning ／

l Dr Gerald Schaefer, Department of Computer Science, Loughborough University,

£8,000
with Professor Tomoharu Nakashima, School of Knowledge and Information
Systems, Osaka Prefecture University ／ラフバラー大学、コンピューター・サイエンス学部、
Gerald Schaefer 博士；大阪府立大学、知識情報システム学類、中島智晴教授
Collaboration on a machine learning approach to elderly care monitoring ／
高齢者のためのモニタリングケアへの機械学習アプローチについて共同研究

with Professor Jonathan Mill, Complex Disease Epigenomics Group, University of
Exeter Medical School ／国立がん研究センター、サイコオンコロジー学部、貞廣良一博士；
エクセター大学、医学部、複合エピジェネティク・グルーブ、Jonathan Mill 教授

Joint research on gene regulatory changes through surgery and postoperative delirium ／
手術中及び術後のせん妄による遺伝子調節の変化について共同研究

l Dr Toshihide Higashino, Department of Integrative Physiology and Bio-Nano

Japanese junior doctors attend RCGP Annual Conference and meet with local counterparts ／

l University College London, The Institute of Cognitive Neuroscience ／

£1,600

Collaboration with University of Tokyo on the ribosomal synthesis and biological evaluation of
nonstandard peptides ／東京大学と共同で特殊ペプチドのリボソーム生合成と生物学的評価について研究

l Dr Ryoichi Sadahiro, Psycho-oncology Department, National Cancer Center Japan, £7,500

£3,200

Research visit to Japan on the long-term care insurance system and integrating health and social care ／

l Royal College of General Practitioners ／

l University of Cambridge, Department of Chemistry ／ケンブリッジ大学、化学部

緊急時におけるマルチハザード・スマート・ヘルスケアについての意見交換

Collaborative exchange project with Kindai University on cultural design for wellbeing and dementia ／

l Nottingham University Hospital ／ノッティンガム大学病院

Two day workshop in collaboration with University of Tokyo Graduate School of Pharmaceutical
Sciences ／東京大学大学院薬学系研究科と共同で 2 日間のワークショップを開催

l Dr Nebil Achour, Department of Medicine and Health Science, Anglia Ruskin

臨床試験における外科的介入の品質保証への弊害を調査するため日本を訪問

マンチェスター・メトロポリタン大学、マンチェスター・スクール・オブ・アート

£2,000

博士号取得のための研究：福島県の社会的位置と健康格差について調査

札幌医科大学と癌免疫療法の連携

l Manchester Metropolitan University, Manchester School of Art ／

£1,000

山口大学にて YAP 遺伝子を使った再生医療と抗悪性腫瘍薬について研究

l University of Cambridge, Cambridge Institute for Medical Research ／

MEDICINE and HEALTH ／医学

日本骨盤底筋トレーニングセミナー作業部会

バース大学、生物・生化学学部

Placement year at Yamaguchi University researching YAP gene in regenerative medicine and cancer drugs ／

大学院生を対象とした日本の近代古文書についての夏期講習を開催

l Japan Seminar on Pelvic Floor Muscle Training Working Group ／

l University of Bath, Department of Biology and Biochemistry ／

Medicine, National Defense Medical College, with Professor John McGrath,
St John’s Institute of Dermatology, King’s College London ／防衛医科大学校、

分子生体制御学講座、東野俊英博士；キングス・カレッジ・ロンドン、セント・ジョンズ皮膚病
学研究所、John McGrath 教授

Placement to examine molecular basis of two common skin papules: syringomas and
dermatofibromas ／汗管腫と皮膚線維腫 – 2 つの皮膚丘疹の分子基盤について共同研究

£5,000

2017 年度助成事業
l Dr Gavin Arno, Institute of Ophthalmology, University College London,

with Dr Kaoru Fujinami, Laboratory of Visual Physiology, Tokyo Medical Center ／

£11,000

ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン、眼科学部、Gavin Arno 博士；東京医療センター、
視覚生理学研究室、藤波芳博士
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l Nuffield Farming Scholarship Trust ／

ナフィールド・ファーミング・スコラーシップ・トラスト

£1,600

Research visit to Japan on agricultural, rural and environmental policies to inform future UK policies ／
今後の英国における政策に役立てるため、日本の農業、地方、環境政策について調査するため日本を訪問

Genomic research of inherited eye disease ／遺伝による眼疾患におけるゲノムと遺伝子について共同研究

l Dr Gotaro Kojima, Department of Primary Care and Population Health, University £4,800

College London, with Professor Kenji Sekiguchi, Department of General Medicine,
Shinshu University School of Medicine ／ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン、
プライマリー・ケア公衆衛生学部、児島剛太郎博士；信州大学、医学部、関口健二教授

l Royal College of Art ／ロイヤル・カレッジ・オブ・アート

£2,000

l Sustain ／サステイン

£4,000

Summer school with Institute of Industrial Science at the University of Tokyo on innovation
through design ／デザイン改革についての夏期講習を東京大学生産技術研究所と連携して開催
Joint initiative with Seafood Legacy in Tokyo for sustainable fish in time for 2020 Olympic Games ／

Review and analysis of frailty and fruit and vegetable consumption among older people ／

水産資源が危機的な状況である中、東京のシーフード・レガシーと共同で 2020 年東京五輪開催までに持続可能な漁業を

果物や野菜の摂取量と高齢者にみる脆弱性について分析と再考

確立する仕組みを共同で検討する

l Dr Radha Adhikari, School of Health in Social Science, University of Edinburgh,

£8,700

with Professor Reinaruth D. Carlos, Ryukoku University ／エジンバラ大学、

l Swansea University, College of Engineering ／スウォンジー大学、工学部

Collaboration with Chiba University to solve high temperature materials engineering problems ／

社会科学・保健学部、Radha Adhikari 博士；龍谷大学、Reinaruth D. Carlos 教授

Identifying best practice for migrant care workers to provide culturally sensitive and person-centred care in
Japan ／日本にて移民ワーカーが文化的に敏感でパーソン・センタード・ケアを提供するための最も効率の良い手法について検討

l Dr Asami Oguro-Ando, Institute of Biomedical and Clinical Science, University

£3,000

of Exeter Medical School, with Professor Toru Takami, RIKEN Brain Science
Institute ／エクセター大学、生体医学・臨床科学学部、小黒（安藤）麻美博士；理化学研究所

高温材料工学の問題解決のため、千葉大学と共同研究

l Swansea University, College of Engineering ／スウォンジー大学、工学部

£3,800

l University of Bristol, School of Physics ／ブリストル大学、物理学部

£3,200

Workshop on artificial neural networks for coastal engineering and hazard forecasting at
Kansai University ／海岸工学における人工神経回路網と危機予知についてのワークショップを関西大学で開催
Low-altitude unmanned aerial vehicles for radiological mapping within Fukushima Prefecture ／

脳科学総合研究センター、内匠透教授

£1,600

低高度無人飛行機を使って、福島県内の放射線分布マップを作成

Genomic profiling in a mouse model of 15q duplication syndrome ／

l University of Cambridge, Institute of Manufacturing ／ケンブリッジ大学、製造学研究所 £2,500

15 番染色体逆位重複症候群モデルマウスにおけるゲノムプロファイリングについて共同研究

Research trip to Japan to visit manufacturing companies ／日本の製造業を調査するため、
日本のメーカー企業を訪問

SCIENCE, TECHNOLOGY and ENVIRONMENT ／科学・技術・環境
l 7OSME

£3,200

Origami Science Maths and Education 7 conference at University of Oxford ／

£3,200

ブルネル大学、機械・宇宙・土木工学部

l Keele University, Lennard-Jones Laboratories ／キール大学、レナード・ジョーンズ研究室
Exchange visits with Kagoshima University on stellar radio emission ／

£2,000

恒星による電波放射について鹿児島大学と共同で研究するため、日本と英国を相互訪問

£2,650

リーズ・トリニティ大学、スポーツ・健康・栄養学部

¥697,000

桜島火山について京都大学と北海道大学と共同調査プロジェクトを実施

ウェスト・オブ・イングランド大学、サイバー・セキュリティ・リサーチ・ユニット

¥300,000

Exchange visits with University of Bath for international network focused on renewable hydrogen
for clean energy ／再生可能エネルギーを活用して製造する水素のクリーン高効率利用技術に関する国際連携関係の

£1,600

Joint research with Nihon University on innovative production management practices in
Japanese companies ／日本企業における革新的生産管理について日本大学と共同研究

l University of the West of England, Cyber Security Research Unit ／

UK-Japan conference at the National Museum of Nature and Science in Tokyo on science of
agriculture ／農業学についての日英共同研究会議を国立科学博物館にて開催

£3,200

Joint research project with University of Kyoto and Hokkaido University on Sakurajima volcano ／

ハダースフィールド大学、芸術・デザイン・建築学部

寒冷地への適応に関するデータ収集のため北海道大学を訪問

構築のため、バース大学を訪問

l University of Exeter, Camborne School of Mines ／

l University of Huddersfield, School of Art, Design and Architecture ／

Visit to Hokkaido University for data collection on adaptation to cold conditions ／

£1,600

Research collaboration with Waseda University on coastal erosion processes generating natural
disasters ／海岸浸食によって引き起こされる自然災害について早稲田大学と共同研究
エクセター大学、カンボーン・スクール・オブ・マイン

l Leeds Trinity University, Department of Sport, Health and Nutrition ／

産業技術総合研究所

l University of East London, School of Architecture, Computing & Engineering ／
イースト・ロンドン大学、建築・情報処理・工学部

Visits to University of Tokyo and Port and Airport Research Institute for collaboration on tsunami
impact ／津波の衝撃について調査するため東京大学と港湾空港技術研究所を訪問

l National Institute of Advance Industrial Science and Technology ／

£1,000

食品の安全と品質に関するワークショップをアジア生産性機構と共同で開催

l Brunel University, Department of Mechanical, Aerospace & Civil Engineering ／

国立文化財機構奈良文化財研究所

セントラル・ランカシャー大学、健康・ウェルビーイング学部

Workshop with Asian Productivity Organisation to interview farmers on food safety and quality ／

オックスフォード大学にて、折り紙の科学・教育研究集会を開催

l Nara National Research Institute for Cultural Properties ／

l University of Central Lancashire, College of Health and Wellbeing ／

Research visit to Japan for collaboration with National Institute of Informatics, Tokyo, on online
app stores ／オンライン・アプリ・ストアについて国立情報研究所と共同研究を実施するため、東京を訪問

£1,600
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SPORT ／スポーツ
l SN Kempo Karate ／ SN 拳法空手

Karate training for under 16s, and martial arts equipment ／

l Japan Desk Scotland ／ジャパン・デスク・スコットランド

£1,875

Visit to University of Electro-Communications Kendo Club in Tokyo for summer camp ／

£3,200

l University of Lincoln, School of Sport & Exercise Science ／
リンカーン大学、スポーツ・運動科学部

£1,600

Comic strip workshops for children run by illustrator Ryoko Tamura as part of The Big Draw festival ／

£435

ビッグ・ドロー・フェスティバルの一環として、日本人イラストレーター、タムラ・リョウコ氏による子供たちを対象とした
コミック・ストリップ・ワークショップを開催

Author Megumi Iwasa and illustrator Jun Takabatake participate in event and workshop with
school children ／作家、岩佐めぐみ氏とイラストレーター、高畠純氏が英国の学校で開催されたイベントと

2017 Cambridge UK-Japan Young Scientist Workshop ／

£3,200

Student visit to Kobe University Secondary School, focused on STEM topics ／

フリントシャー・オプテク・ジャパニーズ・ユース・エクスチェンジ

£2,500

Study trip to Japan, in partnership with Dokkyo High School and Morimura School ／

£6,000

l Play Learning Life CIC ／プレイ・ラーニング・ライフ CIC

£3,200

l Project Trust ／プロジェクト・トラスト

£2,400

l Stourport Primary Academy ／ストアポート・プライマリー・アカデミー
l Tenbury High School ／テンブリー・ハイスクール

£27,492
£4,000

Japan Week featuring workshops on visual art, language, food and social issues ／

£600
£1,500

視覚芸術、日本語、和食や社会問題などをテーマにしたワークショップを開催

l University College London, UCL-Japan Youth Challenge Committee ／
ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン、UCL- ジャパン・ユース・チャレンジ・コミティ

£4,000

Event ‘How to Improve our Society Through Creation of New Business – In Memory of Tomoatsu Godai’ ／
五代友厚を記念したイベント‘新ビジネスを立ち上げることによって、より良い社会をつくる方法を考える’を開催

£3,000

l HOST UK

£5,000

日本人生徒が英国を訪問する際のホームスティ先を補助

和太鼓を通じて交流

Taiko drumming workshops for school pupils ／学生を対象とした太鼓ワークショップを開催

l Holcombe Grammar School ／ホルコム・グラマー・スクール
Subsidies for Japanese students to participate in short homestay visits while studying in the UK ／

l Mizuma High School Japanese Drum Band Club ‘Hyakushi’／三潴高等学校和太鼓部 ¥800,000

日本の中学校で 1 年間英語を教えるため、ボランティア数名が日本を訪問

£2,500

獨協高等学校と森村学園高等学校の学生と交流プロジェクトを実施

Exchange visit with Kobe High School ／兵庫県立神戸高等学校と相互訪問

¥300,000

Workshop for children in Mito and Cornwall to create a play based on local mythologies ／

Volunteers teaching conversational English in Japan for twelve months ／

第 16 回ジャパン・エクスペリエンス・スタディ・ツアー

l Greenford High School ／グリーンフォード高等学校

メンディング水戸プロジェクト実行委員会

Conference in Yokohama, and study visits to schools in Japan on risks in outdoor learning
and play ／屋外教室や屋外遊びのリスクについての会議を横浜開催し、また、日本の学校を視察訪問

宮城県の学生がロンドンを訪問し、英国の学生と交流

Sixteenth year of the Japan Experience Study Tour ／

l Mending Mito Project Executive Committee ／

‘絆’展の一環として教育イベントを開催

£6,000

Visit to London as part of youth exchange with Japanese students from Miyagi Prefecture ／

l Great Britain Sasakawa Foundation ／グレイトブリテン・ササカワ財団

£2,500

Programme of learning events and activities as part of 'Kizuna' exhibition ／

英国の学生が神戸大学付中等教育学校を訪問し、日本の学生と科学、技術、工学、数学をテーマに交流

l Flintshire Optec Japanese Youth Exchange ／

l Layston C of E First School ／レイストン・英国国教会・ファースト・スクール

l National Museum Wales ／国立ウェールズ博物館

2017 ケンブリッジ日英若手サイエンス・ワークショップ

l Comberton Village College ／コンバートン・ヴィレッジ・カレッジ

£1,500

School exchange with wadaiko club members visiting UK schools for Japanese drum
performances ／日本の高校和太鼓部の選抜メンバーとその OB/OG からなる太鼓グループが訪英し、英国の高校と

ワークショップに子供達と参加

l Clifton Scientific Trust ／クリフトン・サイエンティフィック・トラスト

l Lattitude Global Volunteering ／ラティテュード・グローバル・ボランティアリング

英国と日本の小学生を対象とした、それぞれの地元に伝承する巨人をテーマにした演劇を共同制作するワークショップを開催

£3,000

2011 年の東日本大震災と津波被害をテーマにしたワークショップ‘Restless Earth’を地元の学校にて開催

l The Children’s Bookshow ／チルドレンズ・ブックショー

¥900,000

キー・ステージ 2 の子供達を対象とした日本語レッスン

l The Andrew Carnegie Birthplace Museum ／アンドリュー・カーネギー生家博物館

‘Restless Earth’ workshops in schools, based on the 2011 Japan Earthquake and Tsunami ／

Japan-UK Young Scientist Workshop in Kyoto ／日英サイセンスワークショップ 2017 を京都にて開催

Japanese language lessons for Key Stage 2 children ／

YOUTH and EDUCATION ／青少年交流 ･ 教育

£1,200

慶應義塾横浜初等部と新たな交流プログラムの立ち上げのため、日本を訪問

Seminar in Tokyo to celebrate 25th anniversary of links with Japan and encourage international
volunteering ／日英による国際ボランティア推進活動 25 周年を記念するセミナーを東京にて開催

Research visit to University of Tsukuba for collaboration on biomechanics of two-handed swinging
motions ／両手の振り運動にみるバイオメカニクスについての研究をするため筑波大学を訪問

l British Cartographic Society ／英国地図製作協会

Travel to Japan to confirm new exchange programme with Keio Yokohama Elementary School ／

l Kyoto University of Education ／京都教育大学

電気通信大学空手部と夏合宿を実施

£3,400

日本語と日本文化をテーマとしたワークショップをスコットランド各地で開催

l King’s College Junior School ／キングス・カレッジ・ジュニア・スクール

16 歳以下を対象とした空手トレーニング及び武道装備の購入

l University of Cambridge Kendo Society ／ケンブリッジ大学、剣道協会

Workshops focused on Japanese language and culture across Scotland ／

l University of Manchester, School of Arts, Languages and Cultures ／
マンチェスター大学、芸術・言語・文化学部

Fieldwork ethnographic study of mathematics education for young children in Japan ／
日本の幼児のための数学教育の民俗誌学的研究

£1,600

Grants by Category

CATEGORY
分野

1

Arts and Culture

2

Humanities and Social Issues

3

Youth and Education

4

Japanese Language

5

Science, Technology and Environment

6

Medicine and Health

7

Sport

芸術・文化
人物・社会交流（日本研究）
青少年交流・教育

2017 (16)

2017 (16)

1985 - 2017

1985 - 2017

(£’000)

(%)

(£’000)

(%)

241 (211)

43 (37)

5,430

33.5

81 (85)

14.5 (15)

3,549

22

95 (92)

17 (16)

2,467

15

Grants by Category

助成事業の分野別配分

助成事業の分野別配分
7. Sport

2017
TOTAL 合 計 £561,303

スポーツ

6. Medicine

and Health

科学・技術・環境
医学

14 (14)

2.5 (2.5)

1,070

7

芸術・文化

45 (55)

8 (10)

1,362

8.5

79 (102)

14 (17.5)

1,797

11

5. Science, Technology
and Environment
科学・技術・環境

4. Japanese
Language
日本語教育

6 (12)

スポーツ

1 (2)

465

3

3. Youth and
Education

青少年交流・ 2. Humanities
and Social
教育

Issues

人物・社会交流

Total

£561 (571)

100%

£16,140

100%

During 2017 the Foundation made a total of 210 awards

1985 - 2017
TOTAL 合 計 £16,140,724

7. Sport
スポーツ

2017 年度、財団は合計 210 件の助成を行いました。

98 in Arts and Culture

6 in Japanese Language

医学

人物・社会交流

5. Science, Technology
and Environment
科学・技術・環境

青少年交流・教育
日本語教育

18 in Science, Technology and Environment
24 in Medicine and Health

医学

芸術・文化

and Health

芸術・文化

24 in Youth and Education

スポーツ

1. Arts and Culture

6. Medicine

37 in Humanities and Social Issues

3 in Sport

1. Arts and Culture

医学

日本語教育

17

科学・技術・環境

4. Japanese Language
日本語教育

3. Youth and
Education
青少年交流・
教育

2. Humanities and
Social Issues
人物・社会交流

www.gbsf.org.uk
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