


世界とつながる
和のこころ

ジャパンウィークは、出演者・出展者の皆様が安心してご参
加いただけるように言葉、現地での集客、大型荷物の運搬、
セッティングなど海外遠征に伴う煩わしい事を全面的に
サポート致します。

海外遠征でも安心！発表の舞台は
すぐそこに用意されています。

プロ・アマ問わず、「日本を紹介
したい！」という気持ちがあれば、
どなたでも参加いただけます。

参加条件は？
参加イベントにより異なります。
開催期間中ずっと滞在する必要は
ありません。

滞在期間は？

大きな荷物はご希望により当
財団の海上輸送コンテナで輸
送します（大きさ、個数、重量制
限あり）。輸送費用は参加登
録料に含まれます。但し船便
の為、前後4ヶ月ほどお荷物を
お預かりすることになります。
航空輸送は承っていません。

大きい荷物の運搬は？

ジャパンウィーク参加登録料 お一人3万円
登録料はすべてジャパンウィークの運営に使用
されます。旅費は別途必要です。

参加費用は？

上記の他、ご要望に応じて様々な公演イベントをアレンジします。
是非ご相談ください。
祭り

野外公演
神輿・山車・各地の民踊・盆踊りなど

ちんどん・よさこい・凧揚げなど

日本各地で守り育まれる、伝統芸能や創造的な文化。
ジャパンウィークは、その多彩な魅力を海外で披露・紹介し、
楽しみながら日本の文化に触れ、お互いの交流を育む国際交流イベントです。
市民主体の交流を通じ、日本と開催国間の友好親善、相互理解の促進、
両国の地域社会づくりへ貢献することを目的とし、
日本側は公益財団法人国際親善協会、開催地側は開催都市や州自治体による
共同主催で執り行われています。

参加1団体につき15～20分の1公演。日本語による万全なステージサポート。
当財団の舞台監督、音響、照明のスタッフが皆様の公演をサポートします。当日
はボランティアがお手伝いし、日本での公演と変わらない感覚で参加しやすい
と評判です。海外公演が初めてでも安心です。

現地の文化と交わる、絶好の機会。
開催地の団体への演奏披露やワーク
ショップなどを通じ、交流を一層深め
ることができます。

伝統芸能
和太鼓・民謡・獅子舞・神楽・文楽・お囃子・
祭り・地歌舞伎・地域伝統芸能など

舞踊・演劇
日本舞踊・よさこい・ダンス・バレエ・
演劇・ミュージカルなど

音楽
雅楽・三味線・琴・尺八・長唄・琵琶・大正琴・
合唱・オーケストラ・ポップスなど

ファッション
着物・婚礼衣装・伝統装束・
コスプレなど

舞台公演
参加者1名につき幅1ｍ、1団体につき最大幅5ｍのスペースを用意。
作品の展示や実演、ワークショップなどが行えます。会場にはボランティアが
常駐し、言葉の心配もなく来場者との直接の交流が可能です。

展示・実演・ワークショップ

交流プログラム

手芸・服飾

伝統工芸
陶磁器・木工・木彫・竹細工・玩具・人形・
漆器・蒔絵・押し絵・折紙・水引・染物など

刺繍・編物・染物・刺子・彫金・
ちりめん細工など

美術
日本画・洋画・水墨画・マンガ・和紙ちぎり絵・
版画・切り絵・写真・絵手紙など

料理・生活文化

茶道 書道 華道

料理・日本酒・作法・テーブルセッティング・
囲碁・将棋・玩具など



スペインの見どころ

Spain
セビリア／スペイン

セビリアへの訪問を心から歓迎します。
セビリア市長
ファン・エスパダス・セハス
第46回ジャパンウィークが当地で開催され
ることに市長として御礼申し上げると共に
大変光栄な事と感じております。日本とセ
ビリアは1614年慶長遣欧使節団の歴史的
な訪問に始まり、現在もコリア・デル・リオに
はハポン姓のその子孫が多く暮らしているなど密接な関係を保ち
続けております。そのセビリアで街を象徴する歴史的な遺産を会場
として開催されるジャパンウィークはきっとセビリアの歴史と日本の
文化を見事に融合させ、両国の友好・親善を益々深めることとなる
でしょう。セビリアは訪れる人にとって時に様々な顔をみせる魅力溢
れる街です。是非、この機会にセビリアへお越しいただき、街をご堪
能下さい。皆様にお会いできることを楽しみにお待ちしております。

セビリア

ミハス
グラナダ

マドリッド

バルセロナ

イベント日程表 （予定）
11/20
（土）

11/21
（日）

11/22
（月）

11/23
（火）

11/24
（水）

11/25
（木）

11/26
（金）

在スペイン日本国大使館、国土交通省、文部科学省、
スペイン政府観光局、セビリア市観光局、日本政府観
光局（JNTO）、独立行政法人国際交流基金、日本貿
易振興機構（ジェトロ）、一般財団法人自治体国際化
協会、一般財団法人地域伝統芸能活用センター、一般
社団法人日本海外協会

日本航空株式会社、損害保険ジャパン株式会社、
株式会社みずほ銀行、西日本旅客鉄道株式会社、
東海旅客鉄道株式会社、株式会社日本旅行

開催期間

開催地

主催

開催国側主催

11月20日（土）～11月26日（金）

スペイン王国・セビリア市

公益財団法人 国際親善協会

スペイン王国・セビリア市

協賛（予定）

日本側参加予定者

スペイン側参加・見学予定者

1,000人

20,000人

助成（予定）

後援（予定）

公益財団法人 双日国際交流財団

オープニングフェスティバル

ウェルカムレセプション

舞台公演

展示・実演

茶道

交流プログラム

自治体交流プログラム

古都グラナダにあるアルハンブラ宮
殿はイスラム建築の傑作と言われて
います。718年から1492年まで国土回
復運動が続いた中で、スペイン最後
のイスラム王朝・ナスル朝の砦となり
ました。ナスル朝宮殿のほかに軍事
要塞のアルカサバや別荘のヘネラリ
フェなどの見どころがあります。

ミハスは「アンダルシアの白い宝石」
と例えられる美しい街並みが特徴で
す。可愛らしい白壁の家が続き、その
壁には植物が飾り付けられています。
日照りが強いミハスでは、白い漆喰が
日光を反射し外壁の温度を下げる働
きをしてきたとのことです。

セビリア大聖堂は1519年にモスクを改装して建てられました。ローマ
のサン・ピエトロ大聖堂、ロンドンのセント・ポール大聖堂に次いで世
界で3番目に大きい大聖堂です。内部にはコロンブスの墓や黄金の衝
立があります。大聖堂の鐘楼「ヒラルダの塔」は町のシンボルとなって
おり、展望台からはセビリアの街並みを一望することができます。

セビリアの大聖堂 Catedral de Sevilla

アルハンブラ宮殿

白い街並み

Granada  グラナダ

Mijas  ミハス

アルカサルは、ムデハル様式の荘厳な宮殿です。ムデハル様式は国土
回復運動後にキリスト教とイスラム教が融合して生まれた建築様式
です。14世紀にカスティーリャ国王ペドロ1世は、グラナダのアルハン
ブラ宮殿をモデルとしてアルカサルを建てました。内部には天井が金
色に装飾された大使の間、左右対称に作られた乙女の中庭などの見
どころがあります。

アルカサル Real Alcázar de Sevilla

Sevilla
大航海時代の都セビリア
15世紀半ばから17世紀半ばにかけて、ヨーロッパ諸国が他大陸への航
海を行った時代は大航海時代と呼ばれています。スペインでは、1492年
にコロンブスがスペイン女王イサベル1世の援助を得てアメリカ大陸に
到達、1519年にはマゼランが世界一周を成し遂げました。新大陸の発
見はスペインに大量の銀をもたらし、スペインは黄金時代を迎えまし
た。この時代、大西洋へのアクセスに便利なセビリアは、アメリカ大陸と
の貿易拠点として栄華を極めました。
日本との関係で言えば、1549年にフランシスコ・ザビエルが渡来。1615年
支倉常長ら慶長遣欧使節団が当時スペイン最大都市であったセビリア
に到着。日本が鎖国を解いた後、1868年に修好通商航海条約を結び
外交を開始し、2018年には二国間外交関係樹立150周年を迎えました。

第46回 ジャパンウィーク開催概要（予定）

フラメンコの本場、セビリア
フラメンコは18世紀ごろにスペインのアンダルシア地方で生まれた民族音楽・
舞踊です。カンテ（歌）、トーケ（ギター演奏）、バイレ（踊り）を組み合わせた情

熱的なステージは迫力があります。アンダルシアの州
都セビリアはフラメンコの本場として有名で、毎年多く
のフラメンコ愛好家がこの地を訪れます。市内にはフ
ラメンコ用の舞台を備えたライブハウス「タブラオ」が
複数存在し、食事をしながらフラメンコを鑑賞するこ
とができます。また、フラメンコ舞踏博物館では、フラ
メンコの歴史や種類などを学ぶことができます。

スペインバルは日本でもお馴染みとなりま
した。バルとは日本で言う立席の居酒屋で、
タパス（小皿料理）、ピンチョス（串料理）、
アヒージョ（ニンニクとオリーブオイルで煮込む料
理）などの軽食とお酒を提供しています。スペインでは至るところに
バルがあり、スペイン人にとってバルは生活に欠かせない存在となっています。
セビリア最古のバルは「El Rinconcillo（リンコンシージョ）」というバルで、
1670年から現在まで営業を続けています。

写真提供：スペイン政府観光局

Ⓒスペイン政府観光局

Ⓒスペイン政府観光局

バルセロナにあるサグラダ・ファミリ
アは建築家アントニ・ガウディの最
高傑作として知られており、2026年
の完成に向けて建設が進められてい
ます。市内に点在する他のガウディ
作品、カサ・ミラ、グエル公園、カサ・
バトリョなどと合わせてアントニ・
ガウディの作品群として世界遺産に
登録されています。

首都マドリッドにあるプラド美術館
は、1819年スペイン王家のコレクショ
ンの保存・公開を目的として開館しま
した。世界三大美術館の一つと言わ
れており、スペイン三大画家エル・グ
レコ、ゴヤ、ベラスケスの絵画を含む
数千点の作品を鑑賞できます。

サグラダ・ファミリア

プラド美術館

Barcelona  バルセロナ

Madrid  マドリッド
Ⓒスペイン政府観光局

Ⓒスペイン政府観光局

スペインのバル文化

Ⓒスペイン政府観光局

国際交流再開をセビリアから
公益財団法人 国際親善協会　鶴保 庸介
第46回ジャパンウィークはスペイン・セビリ
アにて開催いたします。セビリアは大航海
時代にはスペインの中心として栄華を極
め、フラメンコやオペラの舞台としても有名
な芸能・文化の盛んな歴史ある街です。支
倉常長の慶長遣欧使節団訪問など日本と
も所縁が深く、今日に於いてもスペインとは政治・経済・文化等様々
な分野で良好な関係にあります。私どもは微力ながらこの地での
市民レベルの交流を通じて、互いの文化を理解し、両国間の文化交
流、友好関係の促進を図るとともに国際交流の意義とその重要性
を認識し、新しい時代に向けた国際交流を再開いたします。スペ
イン・セビリアで皆様にお会いできることを楽しみにしております。



サンフランシスコ広場
アルカサル
ロペ・デ・ベガ劇場
カジノ・デ・ラ・エクスポジション
アルガバ侯爵宮

1

2

3

4

5

セビリア大聖堂とヒラルダの塔
インディアス古文書館
スペイン広場
黄金の塔（海洋博物館）
メトロポール・パラソル
フラメンコ舞踊博物館
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会場周辺　詳細地図

オープニングフェスティバル会場

ジャパンウィークの幕開けとなるイベント
として、日本・スペイン双方の参加者による
プログラムを開催。このオープニングフェ
スティバルから日本・スペイン双方の「交
流」が始まります。

サンフランシスコ広場はセビリア市の中心地
にあり、多くの市民が集います。聖体の祝日や
聖週間にはこの場所からパレードがスタート
します。

サンフランシスコ広場
Plaza de San Fransisco

サンフランシスコ広場1

11月20日土

ウェルカムレセプション会場

セビリア市主催によるジャパンウィーク参
加者への歓迎の意を込めたウェルカムレ
セプションを行います。

アルカサルは、14世紀に建造された宮殿です。
カスティーリャ王国ペドロ1世の命により、グラ
ナダのアルハンブラ宮殿をモデルとして建てら
れたこの宮殿は、1987年に「セビリアの大聖堂、
アルカサル、インディアス古文書館」の一部とし
て世界遺産に登録されました。

アルカサル
Real Alcazar

アルカサル2

カジノ・デラ・エクスポジション4

日本の伝統的な能、雅楽、文楽、
地域民謡、和太鼓、琴、三味線、
尺八、着物、郷土歌舞伎、大正
琴、日本舞踊からバレエ、ダン
ス、よさこい、人形劇、演劇等を
舞台公演により紹介します。

舞台公演会場
ロペ・デ・ベガ劇場はカジノ・デラ・エクスポ
ジション内にあるネオバロック様式の劇場
で、1929年に建設されました。美しく装飾さ
れたこの劇場には、スペイン文学黄金世紀を
代表する劇作家ロペ・デ・ベガの名前が付け
られています。この劇場では、2年に一度世界
最大規模のフラメンコの祭典、ビエナル・デ・
フラメンコが開催されています。会場全体の
広さは約4600m2、座席数は733席です。

ロペ・デ・ベガ劇場
Lope de Vega Theatre（Casino de la Exposición内）

メトロポール・パラソル

舞台公演

カジノ・デラ・エクスポジション4

各地方自治体より、各地の観光地の魅力や郷土の物産などを紹
介します。日本の美しさ、素晴らしさを日本各地の観光地を通じ
てスペインの人々にアピールします。

自治体・姉妹都市交流プログラム

絵画、書画、伝統工芸、陶芸、彫
刻、手芸、押し花、ちぎり絵、折り紙、
染物、版画等の芸術、日本料理、
ファッション等々の伝統文化から
現代生活文化、そして華道・香道
の作法等をデモンストレーション、
ワークショップにより紹介します。

展示・実演・ワークショップ

カジノ・デラ・エクスポジション
Casino de la Exposición

こう しゃく ぐう

展示・実演・ワークショップ会場
カジノ・デラ・エクスポジションは1929
年にイベロ・アメリカ博覧会の会場とし
てバレンシアの著名な建築家ヴィチェ
ンテ・トレイバーによって建設されまし
た。マリア・ルイサ公園やスペイン広場
の隣に位置し、セビリア市の文化の中
心となっています。これまでヨーロッパ
映画祭、チェス世界大会、ビエナル・デ・
フラメンコなどの重要なイベントの会
場として使用されてきました。

アルガバ侯爵宮5

茶道実演を市民の皆様に体験していただくと
ともに、茶道の歴史・作法など理解を深めてい
ただきます。

茶道

アルガバ侯爵宮
Palacio de los Marqueses de La Algaba

茶道会場
アルガバ侯爵宮はムデハル様式の象徴となっている
館です。アルガバ侯爵邸の内部には、12世紀から20
世紀までのムデハル様式に関する展示があります。

ロペ・デ・ベガ劇場3

交流プログラム

学校・老人クラブ訪問交流
現地学校、老人クラブを訪問し、ワーク
ショップなどを通じて交流を深めること
ができるプログラムを実施します。
音楽交流
スペインと日本相互の音楽演奏や合同
演奏を通じた音楽交流を実施します。
民族舞踊交流
スペインの伝統舞踊グループと日本の
伝統地域民謡グループとの舞踊交流を
実施します。
料理交流
日本料理とスペイン料理の相互の料理
交流を実施します。

SPAIN

sevilla
MAP

1

2

4
3

5

6

7

8

9

10

11

フ
ェ
リ
ア

メ
ネ
ン
デ
ス・ペ
ラ
ヨ
通
り

レラトル通
り

アラヤン通り

サンティアゴ
通り

ポルトガル通り

カルロス5世通り

クリストバル・コロン通り

アギラス通り

セビリア大学

マリア・ルイサ公園

セビリア闘牛場

セビリア美術館

ラス・ドゥエーニャス宮殿

サルバドール教会

ク
ナ
通
り

200m

ジャパンウィーク会場 主要観光地

オープニングフェスティバル

ウェルカムレセプション 11月20日土
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11月21日日～11月26日金

11月22日月～11月26日金
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