
在ウクライナ日本国大使館

2018年1月16日
日付 内容 都市 会場 主催者

１月

１月２０日
ウクライナ体操連盟器材整備
計画署名式

キエフ 日本大使公邸 在ウクライナ日本国大使館

１月２０日－２月１９日 浮世絵展 キエフ ウクライナ国立美術館
在ウクライナ日本国大使館
ウクライナ国立美術館

１月２１日・２２日 茶道デモンストレーション キエフ ウクライナ国立美術館
在ウクライナ日本国大使館
ウクライナ国立美術館
茶道裏千家ウクライナ支部

１月２６日

「ウクライナにおける日本

年」オープニング・セレモ

ニー

キエフ 外交アカデミー
在ウクライナ日本国大使館
ウクライナ外務省

１月２７日－２９日 日本語教室 キエフ ウクライナ国立美術館
在ウクライナ日本国大使館
ウクライナ国立美術館

１月２９日・２月５日・１２
日

日本文化講演会 キエフ ウクライナ国立美術館
在ウクライナ日本国大使館
ウクライナ国立美術館

２月

２月１日－１５日 「内なる日本」展 キエフ キエフ歴史博物館
Art Huss Cultural Initiatives 

Foundation

２月５日・１２日 初釜 キエフ ウクライナ・日本センター 茶道裏千家ウクライナ支部

２月８日・１０日
日本映画上映会「武士道シック
スティーン」

キエフ ウクライナ・日本センター他
ウクライナ・日本センター
キエフ市

２月８日－１２日 折り紙展覧会・ワークショップ キエフ ウクライナ国立美術館
在ウクライナ日本国大使館
ウクライナ国立美術館
キエフ折り紙クラブ

２月１０日－２５日
NEO-CALLIGRAPHY by 
RAIRYU

フメルニツ
キ－

フメルニツキー州立美術館
フメルニツキー国立大学ウクライナ
日本センター

２月１７日－１９日 日本映画祭 キエフ キノパノラマ 在ウクライナ日本国大使館

２月１８日 生け花デモンストレーション キエフ ウクライナ国立美術館
池坊華道会ウクライナ・モルドバ支
部

３月

３月３日－２６日 浮世絵展 リヴィウ リヴィウ国立美術館
在ウクライナ日本国大使館
リヴィウ国立美術館

３月１０日 漫画デモンストレーション キエフ 日本大使公邸 在ウクライナ日本国大使館

３月１１日 起き上がりこぼし展 キエフ チェルノブイリ博物館 チェルノブイリ博物館

３月１２日
起き上がりこぼし展
in スラブチチ

スラブチチ - スラブチチ市

３月１３日 漫画ワークショップ キエフ
キエフ・チルドレン・アート・アカ
デミー

在ウクライナ日本国大使館

３月１３日
漫画＆コスプレデモンストレー
ション

キエフ キエフ国立工科大学
在ウクライナ日本国大使館
ウクライナ・日本センター

３月１７日
ノーヴォエ・ヴレーミャ日本特集
号発行

- - 在ウクライナ日本国大使館

３月１７日・１８日
第９回全ウクライナ国際学術シ
ンポジウム日本研究２０１７

キエフ キエフ国立大学言語学院 キエフ国立大学言語学院

３月１８日
第１６回ウクライナ日本語

教育セミナー
キエフ ウクライナ・日本センター ウクライナ日本語教師会

３月１８日
ベートーベンフェスティバ

ル開幕記念公演
チェルニヒ

ウ
チェルニヒウ・フィルハーモニー
ホール

チェルニヒウ・フィルハーモニー交
響楽団

３月２０日 キエフ公演ガラコンサート キエフ
ウクライナ国立フィルハーモニ
ーホール

チェルニヒウ・フィルハーモニー交
響楽団

３月２２日
日ウクライナ外交関係樹立2

5周年記念合同コンサート
リヴィウ

リヴィウ州立フィルハーモニー
ホール

ピリプチャク・ヴァシーリ氏

４月

４月１日

寺田アート・バレエ・スク

ール，キエフ国立バレエ学

校合同コンサート

キエフ キエフ・オペレッタ劇場
寺田アート・バレエ・スクール
キエフ国立バレエ学校

４月７日－１４日
キエフ国立大学国際関係学

院による"Japan Week
キエフ キエフ国立大学国際関係学院 キエフ国立大学国際関係学院

『ウクライナにおける日本年』関連行事



４月２６日－６月４日
子供平和絵画展「キッズ・

ゲルニカ・イン・キエフ」
キエフ キエフ要塞

キエフ市
ゼムリャキ

４月２８日－５月２１日 盆栽展 キエフ ウクライナ国立植物園 ウクライナ国立植物園

５月

５月５日・６日
講演会（藤崎一郎前駐米大

使）
リヴィウ，

キエフ
リヴィウ国立大学，ウクライナ
外交アカデミー

在ウクライナ日本国大使館

５月１０日
リヴィウ国立工科大学にお

ける日本年行事
リヴィウ リヴィウ国立工科大学 リヴィウ国立工科大学

５月１０日－１１月１０日
オデッサにおける日本文化

祭
オデッサ オデッサ市各所

オデッサ国立大学付属日本語・日
本文化研究センター「日蔭」

５月１１日 太陽エネルギー キエフ キエフ市内 仙文化センター

５月１８日

大谷康子・ウクライナ国立

フィルハーモニー・ジョイ

ント・コンサート

キエフ
ウクライナ国立フィルハーモニ
ーホール

ウクライナ・国立フィルハーモニー

５月２０日 野点 キエフ ウクライナ国立植物園 茶道裏千家ウクライナ支部

５月２５日・２６日
日立ハイテクノロジーズの

電子顕微鏡レクチャー
キエフ キエフ市内 日立ハイテクノロジーズ

５月２７日・２８日
藤間流日本舞踊「展覧会の

絵」
キエフ

黄金の門，ソフィア大聖堂前広
場

平成２９年度文化庁文化交流使事
業

６月

６月２日－５日
門川大作京都市長来訪・キ

エフにおける日本週
キエフ 京都公園他 キエフ市

６月８日 日本文化祭
カーミヤン

シケ
ウクライナ国立化学大学附属
産業カレッジ

ウクライナ国立化学大学附属産業
カレッジ

６月２０日－７月２０日 浮世絵展
チェルニヒ

ウ
チェルニヒウ国立建築・歴史保
護区域内ギャラリー

チェルニヒウ国立建築・歴史保護区
域

７月

７月２日－７日
第６回ウクライナ日本語キャン
プ

キエフ キエフ市内 キエフ国立言語大学

７月１日－８月２日 ウクライナ壁画プロジェクト
キエフ，マ
リウポリ

プラット・フォルマ(キエフ市），ラ
イシーアム情報技術学校（マリ
ウポリ）

OVER THE WALL 
世界壁画プロジェクト

７月１２日－１２月 子供への日本文化紹介 キエフ ウクライナ・日本センター NGO「元気な人類」

８月

８月１６日－２２日 平野高志写真展 キエフ
キエフ市内展示場「イゾリャー
ツィヤ」

平野高志専門調査員

８月２５日－２７日
囲碁フェスティバル「ゴー

ルデンオデッサ２０１７」
オデッサ 囲碁クラブ「コスミ」 囲碁クラブ「コスミ」

８月２５日－９月１７日 日本人形展 キエフ ウクライナ国立歴史博物館
在ウクライナ日本国大使館
ウクライナ国立歴史博物館

９月

９月２日
ウクライナ日本友好記念教

室「サクラ」オープニング
ポルタヴァ ポルタヴァ国立教育大学 ポルタヴァ国立教育大学

９月７日－１２日 茶道デモンストレーション キエフ
ピンチューク邸，日本大使公邸
，ウクライナ・日本センター

在ウクライナ日本国大使館
裏千家総本部
ウクライナ・日本センター

９月８日－１０月８日 浮世絵展 ヘルソン ヘルソン州立美術館 ヘルソン州立美術館

９月１４日
Global Japan 

Officeオープニング
リヴィウ リヴィウ国立大学 リヴィウ国立大学

９月１８日－１０月１日 焼き物展 キエフ ウクライナ・日本センター シュタインベルクギャラリー２３

９月２０日－２７日
キエフにおける「日本と私

」展示会
キエフ

ザグレベルニ記念中央区立図
書館ギャラリー

ウクライナ手仕事協会

９月２３日・２４日 林英哲・和太鼓コンサート キエフ キエフ・オペラ劇場
在ウクライナ日本国大使館
キエフ・オペラ劇場

９月２９日－１０月２２日 日本人形展 ドニプロ ドニプロ美術館
在ウクライナ日本国大使館
ドニプロ美術館

１０月



１０月７日
生け花デモンストレーショ

ン
キエフ ウクライナハウス

池坊華道会ウクライナ・モルドバ支
部

１０月１１日・１７日・１９
日

フジコ・ヘミング・ピアノ

・コンサート
キエフ，チ
ェルニヒウ

日本大使公邸，ウクライナ国立
フィルハーモニーホール，チェ
ルニヒウ・フィルハーモニーホ
ール

在ウクライナ日本国大使館
ウクライナ国立フィルハーモニーホ
ール
チェルニヒウ・フィルハーモニー交
響楽団

１０月１４日－
ウクライナ兵を描く日本の

夏目アーティスト展覧会
キエフ ウクライナハウス

在ウクライナ日本国大使館
情報政策省

１０月２１日
第２２回ウクライナ日本語

弁論大会
キエフ キエフ国立言語大学 ウクライナ日本語教師会

１０月２３日

宮家邦彦キャノングローバ

ル戦略研究所研究主幹講演

会

キエフ ウクライナ外交アカデミー 在ウクライナ日本国大使館

１０月２９日
「日本年」記念カラオケ大

会
キエフ マイダン広場近く

在ウクライナ日本国大使館
STB局

１０月３１日
日本紹介イベント（地域安

定事業）
シェヴェロ
ドネツク

プロコフィエフ記念地域音楽学
校

国際移住機関
ウクライナ・日本センター

１１月

１１月２日・３日・５日 邦人声楽コンサート
キエフ，ヴ
ィンニツァ，

ドニプロ

日本大使公邸，ヴィンニツァ・フ
ィルハーモニーホール，ドニプ
ロオペラ劇場

在ウクライナ日本国大使館
ウクライナ・日本センター
ドニプロ市

１１月３日－５日 Japanese days in Vinnystia
ヴィンニツ

ァ
ヴィンニツァ市各所 ウクライナ・日本センター

１１月８日・１０日・１２日 人形浄瑠璃公演
リヴィウ，
キエフ，ド

ニプロ

リヴィウ州立人形劇場，キエフ
人形劇場，ドニプロ州立青年劇
場

在ウクライナ日本国大使館
キエフ人形劇場
リヴィウ州
ドニプロ市

１１月９日－１２月１７日
イマージナリー・トラベラ

ー
キエフ アート・アーセナル

在ウクライナ日本国大使館
アート・アーセナル
ウクライナ・日本センター

１１月９日

イマージナリー・トラベラ

ーオープニング式典

（中根外務副大臣，ポロシ

ェンコ大統領夫妻参加）

キエフ アート・アーセナル
在ウクライナ日本国大使館
アート・アーセナル
ウクライナ・日本センター

１１月１０日－１９日
オデッサにおける「日本と

私」展示会
オデッサ オデッサ国立フィルハーモニー ウクライナ手仕事協会

１１月２１日・２２日 鶴岡路人慶大准教授講演会 キエフ
ウクライナ外交アカデミー，キ
エフ国立大学

在ウクライナ日本国大使館

１１月２６日 大使杯剣道大会 キエフ 東洋言語ギムナジウム キエフ剣道連盟

１２月

１２月１日
中村天平・ピアノ・コンサ

ート
キエフ キエフ国立工科大学 ウクライナ・日本センター

１２月６日－８日

棟田康幸・元柔道世界選手

権チャンピオン柔道レクチ

ャー

キエフ，ド
ニプロ

キエフ市・ドニプロ市オリンピッ
ク用青少年特別学校等

在ウクライナ日本国大使館
ウクライナ柔道連盟

１２月９日－１１日 漫画イベント キエフ
アート・アーセナル，日本大使
公邸

在ウクライナ日本国大使館
アート・アーセナル
ウクライナ・日本センター

１２月２２日

日本年クロージングイベン

ト

（プロジェクションマッピ

ング）

キエフ ソフィア大聖堂前広場 在ウクライナ日本国大使館


