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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25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25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25年度 大学院映像研究科 岡本　美津子 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25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25年度 音楽学部 植田　克己 2013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25年度 演奏芸術センター 松下 功
平成25年春の叙勲 勲章伝達式における演奏
平成25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25年度 美術学部 日比 野克彦
上野地区文化教育施設連携事業「ミュージアム・スタートあ
いうえの」

公益財団法人東京都歴史文化財
団

平成25年度 美術研究科 藪内 佐斗司
早稲田大学坪内博士記念演劇博物館　伎楽面「波羅門」復
元模造事業

早稲田大学坪内博士記念演劇博
物館　館長

平成25年度 美術学部 金田　充弘
ＹＣＡＭ１０周年コロガルパビリオン 構造検討および現場監
修

Ａｓｓｉｓｔａｎｔ　代表 松原　慈

平成25年度 美術学部 藤崎圭一郎 「さくらパンダGEIDAIプロジェクト　2013」の運営委託 大丸松坂屋百貨店

平成25年度 社会連携課 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25年度 美術研究科 木島　隆康 篠原勇司男作品７点、尾藤豊作３点の修復事業 東京都現代美術館

平成25年度 大学院映像研究科 桐山　孝司
カラーハンティング展に出展するライオンシューズのための
モーションシステム開発

２１２１ DESIGN SIGHT株式会社

平成25年度 社会連携センター 宮廻　正明
北杜市公開講座（彫金研究室）ワークショップ
平成２５年度コミュニティ助成事業
親子彫金体験『銅板リーフレットを作ってみよう』

北杜市

平成25年度 美術研究科 藪内 佐斗司 教住寺　地蔵菩薩立像制作事業 教住寺

平成25年度 美術学部 北郷　悟
いわき市勿来地区の津波災害者が実体験を未来に遺すタ
イムカプセル事業

特定非営利活動法人勿来まちづく
りサポートセンター

平成25年度 美術学部 永田　和宏
平成25年度国際研究集会
「第８回金属の歴史国際会議」

（独）日本学術振興会理事長

平成25年度
総合芸術アーカイブ
センター

北郷　悟 国宝仏頭のデジタル復元 凸版印刷株式会社

平成25年度 美術学部 金田　充弘 石岡屋台村計画　構造検討 nSTUDIO

平成25年度 音楽学部 松原　勝也 文京シビック合唱団第１１回定期演奏会 文京シビック合唱団

平成25年度～平成27年度　受託事業受入実績一覧
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平成25年度 演奏芸術センター 大石　泰
北とぴあ国際音楽祭２０１３　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25年度 社会連携センター 宮廻正明
「みんなで作ろうアートの世界　東京藝術大学ワークショッ
プ」

第63回“社会を明るくする運動”中
央推進委員会事務局
法務省保護局長

平成25年度 美術学部 三井田　盛一郎
「田善フォーラム（仮称）」の開催、及び「亜欧堂田善と銅版
画の町すかがわ」に向けての総合プロデュース提案

須賀川商工会議所青年部

平成25年度 美術学部 本郷　寛 幼児のための美術教育（屋外活動）プログラムの実践 学校法人宮沢学園　富田幼稚園

平成25年度 音楽学部 松下 功 LEXUS　Concert in 東京藝大2013 東京トヨペット株式会社

平成25年度 音楽学部 植田　克己 第６３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25年度 美術学部
藤崎圭一郎・松
下計

新しい市場性を持った紙の開発、ブランディング 北越紀州製紙株式会社

平成25年度 音楽学部 寺谷 千枝子 NHK交響楽団　第１７７４回定期演奏会 公益財団法人 NHK交響楽団

平成25年度 学生支援課 渡辺健二
「隅田川夕日見2013～藝大みこし汐入パレード～」の企画・
運営等の委託

公益財団法人東京都歴史文化財
団

平成25年度 美術学部長 三井田　盛一郎
飛騨高山文化芸術祭こだま～れ2013　実行委員会プロジェ
クト　今日から私もアーティスト「東京藝大の作品展・ワーク
ショップを楽しもう」

高山市役所市民活動部生涯学習
課内　飛騨高山文化芸術祭実行委
員会

平成25年度 演奏芸術センター 松下 功
平成２５年度文部科学大臣優秀教職員表彰式における演
奏

文部科学省初等中等教育局

平成25年度 社会連携課 東京藝術大学　特別公開講座　「透胎七宝教室」 郵船クルーズ株式会社

平成25年度 社会連携センター 宮廻　正明 映像制作「記憶～丸の内から未来へ～」短縮版 三菱地所株式会社

平成25年度 演奏芸術センター 松下 功
（１）平成25年度文化功労者顕彰式における演奏
（２）平成25年秋の叙勲 勲章伝達式における演奏
（３）平成25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25年度 美術研究科 藪内 佐斗司 長禅寺　木造十一面観音菩薩立像制作事業 大鹿山長禅寺

平成25年度 社会連携センター 宮廻　正明 「新しい東北」先導モデル事業 復興庁

平成26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

平成26年度 総務課
東京藝術大学　特別公開講座　「みずほプレミアムクラブ
ガラス工芸体験セミナー」

（株）JTBコーポレートソリューション
ズ

平成26年度 音楽学部 山本　正治 北本市芸術文化活動事業 北本市

平成26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　東京都美術館
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平成26年度 美術研究科 藪内 佐斗司 長禅寺　木造十一面観音菩薩立像制作事業 大鹿山長禅寺

平成26年度 音楽学部
松原　勝也
高田　利英

文京シビック合唱団第１２回定期演奏会 文京シビック合唱団

平成26年度 演奏芸術センター
山本　正治
松下　功

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
代理人　三井不動産ビルマネジメン
ト株式会社

平成26年度 演奏芸術センター
山本　正治
松下　功

霞が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

新日鉄興和不動産株式会社

平成26年度 演奏芸術センター 松下　功 （１）平成２６年春の叙勲　勲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26年度 演奏芸術センター 松下　功 （２）平成２６年春の褒章　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26年度 美術学部 工藤　晴也 市民と芸大生とのふれあい事業 静岡県袋井市

平成26年度 音楽学部 澤　和樹 2014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26年度 音楽学部 植村　幸生 平成26年度研究成果の社会還元・普及事業 日本学術振興会

平成26年度 美術学部 中村　政人
北秋田市地域における地域資源の効果的プレゼンテーショ
ンならびに地域活性化に関する事業

北秋田市

平成26年度 美術学部 乾　久美子 松島邸　デザイン検討および現場監修 松島正

平成26年度 社会連携センター 宮廻　正明 映像作品「東京駅 100年の軌跡」 東日本旅客鉄道株式会社

平成26年度 社会連携センター 宮廻　正明
東京藝術大学漆の箸教育事業2014実行委員会　ワーク
ショップ　親子箸作り教室

北杜市

平成26年度 演奏芸術センター 山本 正治
日本更生保護協会設立100周年記念式典・祝賀会における
演奏

更生保護法人日本更生保護協会

平成26年度 美術学部 藤崎　圭一郎 「さくらパンダGEIDAIプロジェクト 2014」の運営委託 株式会社大丸松坂屋百貨店

平成26年度 美術学部 藤崎　圭一郎 「さくらパンダGEIDAIプロジェクト 2014」の運営委託 松坂屋上野店

平成26年度 音楽学部 山本　正治 北杜市制施行10周年記念　芸術文化事業 北杜市

平成26年度 映像研究科 岡本　美津子 東アジア文化都市2014横浜事業
2014年東アジア文化都市実行委員
会

平成26年度 社会連携センター 宮廻　正明
「東京JAZZ CIRCUIT2014ジャズin藝大@Marunouchi」にお
ける演奏

三菱地所プロパティマネジメント株
式会社

平成26年度 映像研究科 岡本　美津子 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
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平成26年度 美術学部 橋本　和行
「三越×藝大 夏の芸術祭2014」中央ホールイベントの企画
委託

株式会社 三越伊勢丹　三越日本橋
本店

平成26年度 美術学部 尾登　誠一　 産学連携デザインイノベーション事業プロジェクト 株式会社西川精機製作所

平成26年度 美術学部 橋本　和行
GTS観光アートラインを巡るフォトラリーにおける
ノベルティー制作事業

台東区文化産業観光課部文化振
興課

平成26年度 演奏芸術センター 山本　正治
北とぴあ国際音楽祭２０１４　芸大とあそぼうｉｎ 北とぴあに
おける演奏

公益財団法人　北区文化振興財団
事業係

平成26年度 美術学部 本郷　寛 幼児のための美術教育（屋外活動）プログラムの実践 学校法人宮沢学園　富田幼稚園

平成26年度 美術学部 本郷　寛　 幼稚園周年に伴う木製レリーフボード制作 荒川区

平成26年度 社会連携センター 宮廻　正明 「新しい東北」先導モデル事業 復興庁

平成26年度 美術学部 工藤　晴也 茨城県立取手第二高校改築校舎壁面レリーフ制作
山本・松丸特定建設工事共同企業
体　株式会社　山本工務店

平成26年度 学生支援課 「隅田川夕日見2014」の企画・運営等の委託
公益財団法人東京都歴史文化財
団　アーツカウンシル東京

平成26年度 美術学部 橋本　和行 GTSワークショップ実施事業
台東区文化産業観光課部文化振
興課

平成26年度 美術学部 保科　豊巳 東京藝術大学連携事業の実施に係る業務 香川県

平成26年度 美術学部 保科　豊巳 アートマネジメント人材育成事業の実施に係る業務
公益財団法人置県百年記念香川
県文化芸術振興財団

平成26年度 社会連携課 相澤　尚登 「JOBANアートアンブレラin上野」の企画・運営等の委託 JOBANアートライン協議会

平成26年度 音楽学部 澤　和樹 東京藝術大学コンサート 坂東市文化振興事業団

平成26年度 音楽学部 澤　和樹 メトロコンサート in 渋谷 公益財団法人メトロ文化財団

平成26年度 演奏芸術センター 松下　功 （１）平成２６年度文化功労者顕彰式における演奏 文部科学省大臣官房人事課長

平成26年度 演奏芸術センター 松下　功 （２）平成２６年秋の叙勲　勲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26年度 演奏芸術センター 松下　功 （３）平成２６年秋の褒章　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26年度 美術学部 金田　充弘 キッザニア東京協賛に関する業務委託 YKK株式会社

平成26年度 音楽学部 澤　和樹 第６４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
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平成26年度 音楽学部 澤　和樹 LEXUS Concert in 東京藝大 ２０１４ 東京トヨペット株式会社

平成26年度 映像研究科 岡本　美津子 青葉区政20 周年事業連携 横浜市青葉区

平成26年度 社会連携センター 宮廻正明 地域創生と日本文化の発酵Ⅰ 野村総合研究所

平成26年度 演奏芸術センター 松下　功 平成26年度文部科学大臣優秀教職員表彰式における演奏 文部科学省初等中等教育局

平成26年度 社会連携課 馬場　剛
東アジア文化都市2014横浜「藝大アーツ学生サミット2014」
実施業務

2014年東アジア文化都市実行委員
会

平成26年度 社会連携センター 宮廻　正明 コレド室町芸術文化事業 三井不動産株式会社

平成26年度 施設課 天井等落下防止対策先導的開発事業
支出負担行為担当官文部科学省
大臣官房長

平成26年度 社会連携センター 宮廻　正明 第61回全日本チンドンコンクール
全日本チンドンコンクール実行委員
会

平成26年度 社会連携課 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27年度 美術学部 日比野　克彦
平成27年度アート・コミュニケーション形成事業基盤整備事
業

公益財団法人東京都歴史文化財
団　東京都美術館

平成27年度 社会連携センター 宮廻　正明
三菱地所関連事業2015
（ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン「熱狂の日」音楽祭2015に
おける演奏）

三菱地所プロパティマネジメント株
式会社

平成27年度 社会連携センター 宮廻　正明
東京藝術大学平成27年度コミュニティ事業 ワークショップ親
子シルクスクリーン教室『オリジナルバックをつくろう』

北杜市

平成27年度 音楽学部 澤　和樹 2015年日本国際賞授賞式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27年度 演奏芸術センター 山本　正治
霞が関から文化力プロジェクト参加企画 　 霞が関コモン
ゲート・コンサート

新日鉄興和不動産株式会社（霞が
関コモンゲート管理組合管理者）

平成27年度 演奏芸術センター 山本　正治
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27年度 美術学部 藤崎　圭一郎 「さくらパンダGEIDAIプロジェクト 2015」の運営委託 株式会社 大丸松坂屋百貨店

平成27年度 演奏芸術センター 松下　功 （１）平成27年春の叙勲　勲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27年度 演奏芸術センター 松下　功 （２）平成27年春の褒章　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27年度 美術学部 金田　充弘
コンピュテーションによる屋内遊具の設計協力に関する事
業

ソニーピーシーエル株式会社

平成27年度 美術学部 手塚　雄二
東京藝術大学特別公開講座「絹に描く　大人の藝大ワーク
ショップ」
(にほんの美「美術ワークショップ」実施委託)

公益財団法人　台東区芸術文化財
団
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平成27年度 美術学部 ヨコミゾマコト
新潟県新発田市長徳寺における永代供養墓(合葬墓)の設
計監理

長徳寺　護持会

平成27年度 演奏芸術センター 山本　正治
北とぴあ国際音楽祭2015　芸大とあそぼうin北とぴあにおけ
る演奏

公益財団法人北区文化振興財団

平成27年度 音楽学部 澤　和樹 メトロ　ステーションコンサート in 渋谷 公益財団法人メトロ文化財団

平成27年度 映像研究科 岡本　美津子 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

平成27年度 美術学部 本郷　寛 東京藝大交流事業 袋井市

平成27年度 美術学部 ヨコミゾマコト
石巻市雄勝半島における防災集団移転地の造成模型制作
とまちなみ形成に関する計画支援

雄勝地区震災復興まちづくり協議
会

平成27年度 社会連携センター 宮廻　正明
富山市ガラス美術館・富山市立図書館新本館開館セレモ
ニー事業

富山市

平成27年度 映像研究科 岡本　美津子 日中韓学生アニメーション共同制作等事業 ユニジャパン

平成27年度 映像研究科 岡本　美津子 ASEAN文化交流・協力事業（アニメーション、映画分野） ユニジャパン

平成27年度 美術学部 本郷　寛 幼児のための美術教育（屋外活動）プログラムの実践 学校法人宮沢学園　富田幼稚園

平成27年度 美術研究科 籔内　佐斗司 磐梯山慧日寺資料館「とくいつ藝術祭」支援事業 磐梯町

平成27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

平成27年度 映像研究科 筒井　武文
平成27年度荒川区と東京芸術大学との連携事業（映像制
作）

荒川区

平成27年度 社会連携センター 宮廻　正明
三菱地所関連事業2015
（東京JAZZ CIRCUIT2015ジャズin藝大＠Marunouchiにおけ
る演奏）

三菱地所プロパティマネジメント株
式会社

平成27年度 美術研究科 木島 隆康 岸田劉生《椿君に贈る自画像》他油彩画４作品の修復事業
公益財団法人東京都歴史文化財
団　東京都現代美術館

平成27年度 美術学部 八谷　和彦 「２０７４、夢の世界」アワード（仮題） コルベール委員会

平成27年度 美術学部 保科　豊巳 東京藝術大学連携事業の実施に係る業務 香川県

平成27年度 美術学部 保科　豊巳 アートマネジメント人材育成事業の実施に係る業務
公益財団法人置県百年記念香川
県文化芸術振興財団

平成27年度 音楽学部 澤　和樹
メトロ　ステーションコンサート in 渋谷(同タイトル今年度２件
目)

公益財団法人メトロ文化財団

平成27年度 社会連携センター 宮廻　正明
三菱地所関連事業2015
（美術学部の学生によるストリートウォールペインティング）

三菱地所プロパティマネジメント株
式会社
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平成27年度 美術学部 橋本　和幸 GTSワークショップ実施事業 台東区

平成27年度 美術学部 保科　豊巳 「富士ヶ丘小学校プロジェクト 2015」の運営委託 北茨城市

平成27年度 演奏芸術センター 松下　功 （１）平成27年度文化功労者顕彰式における演奏 文部科学省大臣官房人事課長

平成27年度 演奏芸術センター 松下　功 （２）平成27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27年度 演奏芸術センター 松下　功 （３）平成27年秋の叙勲勲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27年度 美術学部 松下　計 DRAW 株式会社博報堂

平成27年度 音楽学部 澤　和樹 第６５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27年度 音楽学部 澤　和樹 LEXUS Concert in 東京藝大　２０１５ 東京トヨペット株式会社

平成27年度 音楽学部 川崎　和憲 どりーむコンサートvol.94　オーケストラの扉Ⅳ 公益財団法人府中文化振興財団

平成27年度 美術学部 橋本　和幸
スターバックスコーヒー上野恩賜公園店アートワーク制作事
業

スターバックスコーヒージャパン株
式会社

平成27年度 美術研究科 木島　隆康 目黒区美術館所蔵作品修復事業
公益財団法人 　目黒区芸術文化振
興財団

平成27年度 映像研究科 岡本　美津子
文化芸術創造都市づくりの推進に向けた地域貢献事業（青
葉区）

横浜市文化観光局

平成27年度 美術研究科 木島　隆康 書道博物館　中村不折作品調査修復事業 台東区

平成27年度 音楽学部 澤　和樹 東京藝術大学コンサート 坂東市文化振興事業団

平成27年度 社会連携課 東京藝術大学　特別公開講座　「透胎七宝教室」 郵船クルーズ株式会社

平成27年度 演奏芸術センター 松下　功 平成27年度文部科学大臣優秀教職員表彰式における演奏 文部科学省初等中等教育局

平成27年度 映像研究科 岡本　美津子 タカシマヤ文化基金25周年記念映像制作 株式会社髙島屋

平成27年度 美術研究科 木島　隆康
伊丹市立美術館　ジェイムズ・アンソール《キリストの誘惑》
に付属する額縁の補修とグレージング

公益財団法人伊丹市文化振興財
団

平成27年度 社会連携センター 宮廻　正明
三菱地所関連事業2016
（ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン「熱狂の日」音楽祭2016に
丸の内エリアコンサートにおける演奏）

三菱地所プロパティマネジメント株
式会社

平成27年度 音楽学部長 山本　正治 東京芸術大学との連携事業 和歌山県文化振興財団
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平成27年度 映像研究科 馬場　一幸 フィルムスキャン技術に関する研究
Seven Dew 株式会社
株式会社エコロジー神戸


