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受入年度 受入部局 実施代表者 事業名称 委託者

平成22年度 音楽学部 植田克己 ２０１０年日本国際賞授賞式式典及び祝宴における演奏  （財）国際科学技術財団

平成22年度 美術学部 飯野 一朗 2010「TOKYO GOLD WEEK」における金のオブジェ制作 田中貴金属工業（株）

平成22年度 美術学部 田甫律子 持続可能な環境芸術の創出と彩生事業 文化庁

平成22年度 美術学部 山下了是
多様化したテキスタイルアート表現法に於ける人材育成を
目的としたシンポジウムと展覧会

文化庁

平成22年度 美術学部 大西　博
赤倉芸術交流センターを拠点にしたアカデミー・イン・レジデ
ンス事業

特定非営利活動法人　天心記念妙
高赤倉芸術振興協会

平成22年度 美術研究科 宮廻　正明 『仏頭画』観智院所蔵の復元模写および補彩 観智院

平成22年度
演奏芸術センター

松下　功
平成２２年春の叙勲勲章伝達式における演奏、
平成２２年春の褒章伝達式における演奏

文部科学省大臣官房人事課

平成22年度
演奏芸術センター

杉木　峯夫
霞ヶ関から文化プロジェクト参加企画霞ヶ関コモンゲートコ
ンサート

霞ヶ関コモンゲート管理組合管理者
（株）新日鉄都市開発

平成22年度 美術研究科 籔内　佐斗司
早稲田大学坪内博士記念演劇博物館　「酔胡王」調査及び
模造事業

早稲田大学坪内博士記念演劇博
物館

平成22年度 美術学部 松下　計 都営交通１００周年記念事業に係るロゴマークの作成 東京都交通局

平成22年度 美術学部 橋本　和幸 「GEIDAI DESIGN PROJECT 2010」の設営運営委託 財団法人東京都交通局協力会

平成22年度 映像研究科 藤幡　正樹 文化芸術創造都市づくりの推進に向けた地域貢献事業 横浜市都市経営局

平成22年度 美術研究科 荒井　経
平成２２年度二国間交流事業共同研究・セミナー
（中日の岩彩教育と東洋画の将来展望）

独立行政法人日本学術振興会

平成22年度 音楽学部 山本　正治 小山実稚恵＆東京藝術大学学生オーケストラの協演 財団法人　岡谷市振興公社

平成22年度 音楽学部 植田　克己 文京シビック合唱団第８回定期演奏会 文京シビック合唱団

平成22年度 音楽学部 植田克己 第６０回チャリティーコンサート「メサイア」
社会福祉法人朝日新聞厚生文化
事業団

平成22年度
演奏芸術センター

松下　功
平成２２年度文化功労者顕彰式における演奏
平成２２年秋の叙勲勲章伝達式における演奏
平成２２年秋の褒章伝達式における演奏

文部科学省大臣官房人事課

平成22年度
演奏芸術センター

杉木峯夫 北とぴあ国際音楽祭2010『藝大とあそぼうｉｎ北とぴあ』 北区文化振興財団

平成22年度 音楽学部 植田克己 LEXUS Concert in 東京藝大２０１０ 東京トヨペット（株）

平成22年度 美術学部 池田政治 藝大・台東・墨田観光アートプロジェクト実施委託 台東区

平成22年度～平成24年度　受託事業受入実績一覧
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平成22年度 美術学部 池田政治 藝大・台東・墨田観光アートプロジェクト実施委託 墨田区

平成22年度 音楽学部 亀川　徹 足立区立中学校校歌の音源制作 足立区教育委員会

平成22年度
演奏芸術センター

松下　功 平成22年文部科学大臣優秀教員表彰式における演奏
文部科学省初等中等教育局初等
中等教育企画課

平成23年度
演奏芸術センター

杉木峯夫
霞ヶ関から文化プロジェクト参加企画　霞ヶ関コモンゲートコ
ンサート

霞ヶ関コモンゲート管理組合管理者
（株）新日鉄都市開発

平成23年度 演奏芸術センター 杉木峯夫
霞が関から文化力プロジェクト参加企画　 霞が関ビルディン
グ　コンサート

三井不動産株式会社
上記代理人
三井不動産ビルマネジメント株式会社

平成23年度 大学院映像研究科 堀越謙三 文化芸術創造都市づくりの推進に向けた地域貢献事業 横浜市文化観光局長

平成23年度 音楽学部 植田克己 文京シビック合唱団第９回定期演奏会 文京シビック合唱団

平成23年度 美術学部 三田村有純
東京藝術大学漆の箸教育事業2011実行委員会　ワーク
ショップ
お箸づくり教室『私だけの箸を作ってみませんか？』

北杜市子どもクラブ指導者連絡協
議会

平成23年度 社会連携センター 宮廻正明 東京藝術大学サマースクールin奥出雲
奥出雲芸術文化創造町づくり実行
委員会

平成23年度 美術学部 藤崎 圭一郎 「さくらパンダGEIDAIプロジェクト 2011」の運営委託 株式会社 大丸松坂屋百貨店

平成23年度 美術研究科 籔内佐斗司
早稲田大学坪内博士記念演劇博物館　「崑崙」復元模造事
業

早稲田大学坪内博士記念演劇博
物館

平成23年度 演奏芸術センター 松下　功
平成23年春の叙勲 勲章伝達式における演奏
平成23年春の褒章伝達式における演奏

文部科学省大臣官房人事課長

平成23年度 美術学部 橋本和幸 「GEIDAI DESIGN PROJECT 2011」の設営運営委託 財団法人東京都交通局協力会

平成23年度 美術研究科 宮廻正明 『眞生光明阿弥陀仏画』観智院所蔵　補彩 観智院

平成23年度 演奏芸術センター 杉木峯夫
北とぴあ国際音楽祭２０１１『藝大とあそぼうｉｎ北とぴあ』 に
おける演奏

財団法人北区文化振興財団

平成23年度 演奏芸術センター 松下　功
平成23年度文化功労者顕彰式における演奏
平成23年秋の叙勲 勲章伝達式における演奏
平成23年秋の褒章伝達式における演奏

文部科学省大臣官房人事課長

平成23年度 音楽学部 松下　功
LEXUS Concert in 東京藝大２０１１―　A Night at the
Opera　―

東京トヨペット株式会社

平成23年度 美術学部 池田　政治 平成２３年度環境アート作品の設計及び制作委託（ＧＴＳ） 墨田区長

平成23年度 音楽学部 植田　克己 第６１回チャリティーコンサート「メサイア」
社会福祉法人朝日新聞厚生文化
事業団

平成23年度 美術研究科 籔内　佐斗司 木造地蔵菩薩立像制作 宗教法人　善光寺
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平成23年度 音楽学部 西岡　龍彦 足立区立本木小学校校歌の音源制作 足立区教育委員会

平成23年度 演奏芸術センター 松下　功 平成23年度文部科学大臣優秀教員表彰式における演奏 文部科学省初等中等局

平成23年度 社会連携推進課 東京藝術大学　特別公開講座　「七宝教室」 郵船クルーズ株式会社

平成23年度 美術学部 池田　政治 ＧＴＳ（藝大・台東・墨田）観光アートプロジェクト実施委託 台東区

平成23年度 社会連携推進課 東京藝術大学　特別公開講座　「テラコッタ教室」 郵船クルーズ株式会社

平成24年度 演奏芸術センター 多田羅　迪夫
霞ヶ関から文化プロジェクト参加企画霞ヶ関コモンゲートコ
ンサート

霞ヶ関コモンゲート管理組合管理者
（株）新日鉄都市開発

平成24年度 演奏芸術センター 多田羅　迪夫
霞が関から文化力プロジェクト参加企画
 霞が関ビルディング　コンサート

三井不動産株式会社
上記代理人
三井不動産ビルマネジメント株式会社

平成24年度 大学院映像研究科 堀越　謙三 文化芸術創造都市づくりの推進に向けた地域貢献事業 横浜市文化観光局長

平成24年度 社会連携センター 宮廻　正明 公開講座「楽器作り＆演奏会」 北杜市

平成24年度 美術学部 藤崎 圭一郎 「さくらパンダGEIDAIプロジェクト 2012」の運営委託 株式会社 大丸松坂屋百貨店

平成24年度 美術研究科 籔内　佐斗司
早稲田大学坪内博士記念演劇博物館　伎楽面「呉公」復元
模造事業

早稲田大学坪内博士記念演劇博
物館

平成24年度 演奏芸術センター 松下　功
平成24年春の叙勲 勲章伝達式における演奏
平成24年春の褒章伝達式における演奏

文部科学省大臣官房人事課長

平成24年度 美術学部 日比野　克彦 東京ホタル　ひかりの神輿パレード 株式会社博報堂

平成24年度 音楽学部 西岡　龍彦
世代を超えて、未来へ向けて〜あだち８ミリフィルムアーカイ
ブ〜

足立区

平成24年度 美術学部 工藤　晴也 小中高生と芸大生とのふれあい事業 袋井市

平成24年度 音楽学部 植田　克己 ２０１２年日本国際賞授賞式式典及び祝宴における演奏 公益財団法人国際科学技術財団

平成24年度 美術学部 池田　政治 第２回日本再光万燈会会場演出
宗教法人　奈良薬師寺東関東別院
水雲山潮音寺

平成24年度 美術学部 池田　政治
第２９回全国都市緑化フェアＴＯＫＹＯ　上野恩賜公園会場
シンボルモニュメント制作・展示

第29回全国都市緑化フェアＴＯＫＹ
Ｏ実行委員会

平成24年度 美術学部 長濱　雅彦
東京藝術大学　特別公開講座　「ゴムで生活雑貨をつくろ
う」

墨東ゴム工業会

平成24年度 美術学部 藤崎 圭一郎
東京藝術大学　特別公開講座「ちびっこ藝大でアートにチャ
レンジ！」

株式会社 大丸松坂屋百貨店
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平成24年度 演奏芸術センター 多田羅　迪夫
北とぴあ国際音楽祭２０１２『芸大とあそぼうｉｎ北とぴあ』
における演奏 北区文化振興財団

平成24年度 演奏芸術センター 松下　功
第29回全国都市緑化フェアTOKYOのＰＲイベント、開会式、
閉会式における演奏 株式会社電通

平成24年度 演奏芸術センター 松下　功
ＩＭＦ世界銀行総会にあわせて開催されるレセプションでの
演奏

株式会社電通

平成24年度 学生支援課 渡辺　健二
　「隅田川夕日見～藝大みこし汐入パレード～」の企画・運
営

公益財団法人東京都歴史文化財
団

平成24年度 音楽学部 松原　勝也
高等専門学校制度創設５０周年記念式典及び記念祝賀会
における演奏

独立行政法人国立高等専門学校
機構

平成24年度 音楽学部 松下　功 ＬＥＸＵＳ　Ｃｏｎｃｅｒｔ　ｉｎ　東京藝大２０１２ 東京トヨペット株式会社

平成24年度 社会連携センター 宮廻　正明
大人の休日倶楽部趣味の会「東京藝術大学で学ぶ　はじめ
ての陶芸講座」における実技指導

株式会社びゅうトラベルサービス

平成24年度 社会連携センター 宮廻　正明 北杜市公開講座「八ヶ岳南麓混声合唱団指導」 北杜市

平成24年度 美術学部 池田　政治 ＧＴＳ（藝大・台東・墨田）観光アートプロジェクト実施委託 台東区

平成24年度
総合芸術アーカイブ
センター

北郷　悟 「高崎市立甲種商業学校校歌」他 CD制作 高崎商業高等学校

平成24年度 美術学部 池田　政治 乾草によるゾウのモニュメントの公開制作 恩賜上野動物園

平成24年度 演奏芸術センター 松下　功
平成24年度文化功労者顕彰式における演奏
平成24年秋の叙勲 勲章伝達式における演奏
平成24年秋の褒章伝達式における演奏

文部科学省大臣官房人事課長

平成24年度 社会連携センター 宮廻　正明 （仮称）長坂統合小学校校歌制作事業 北杜市

平成24年度 美術学部 池田　政治 シンボルモニュメント「立つ人」移設に関する監修等事業 ＴＳＰ太陽株式会社

平成24年度 音楽学部 植田　克己 第６２回チャリティーコンサート「メサイア」 朝日新聞厚生文化事業団

平成24年度 大学院映像研究科 桐山　孝司
平成２４年度かながわの遺跡展・巡回展「勝坂縄文展」のた
めの展示

神奈川県

平成24年度 美術学部 池田　政治 平成２４年度環境アート作品の制作委託 墨田区

平成24年度 社会連携センター 宮廻　正明
平成２５年新年互礼会並びに叙勲・褒章・県政功績者表彰
受章（章）祝賀会での指揮及び演奏

北杜市

平成24年度 美術学部 藤崎 圭一郎
東京藝術大学　特別公開講座「ちびっこ藝大でアートにチャ
レンジ！秋」

株式会社 大丸松坂屋百貨店

平成24年度 美術研究科 木島 隆康 新海覚雄の油彩画13作品の修復と調査 東京都現代美術館
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平成24年度 演奏芸術センター 松下　功 文部科学大臣賞優秀教員表彰式における演奏 文部科学省初等中等教育局

平成24年度 美術学部 日比野　克彦 東京都美術館・東京芸術大学アートコミュニティ形成事業
公益財団法人東京都歴史文化財
団

平成24年度 美術学部 林　武史
ＴＯＫＹＯガンダムプロジェクトのＰＲ用モニュメント
ガンダム大理石像の制作

ＴＯＫＹＯガンダムプロジェクト実行
委員会

平成24年度 社会連携課 東京藝術大学　特別公開講座　「日本画教室」 郵船クルーズ株式会社


