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受入部局 研究代表者 研究題目 委託者

美術学部 日比野　克彦
平成28年度アート・コミュニケーション事業基盤整備業務委
託（アート・コミュニケータの養成）

公益財団法人東京都歴史文化財団
東京都美術館

美術学部 保科　豊巳 アートによる東御市北御牧地区の活性化事業 東御市

美術学部 藤崎　圭一郎 「さくらパンダGEIDAIプロジェクト 2016」の運営委託 株式会社 大丸松坂屋百貨店

映像研究科 桐山　孝司 Marine and Walkにおける映像展示事業 株式会社電通東日本

美術学部 日比野　克彦 東京藝術大学連携事業の実施に係る業務 香川県

美術学部 O　JUN 瀬戸内海歴史民俗資料館コレクション展事業の実施に係る業務 香川県

美術学部 日比野　克彦 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

映像研究科 岡本　美津子
「平成28年度日中韓学生アニメーション共同制作等事業」企画・
運営業務

文化庁

美術学部 鈴木　太朗
MITSUKOSHI×東京藝術大学デザインコンペティション
「アート＆クリエーションデザインアワード」

株式会社三越伊勢丹

美術学部 手塚　雄二 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

映像研究科 桐山　孝司 Marine and Walkにおける映像展示事業 株式会社グリーンルーム

美術学部 赤沼　潔 KENPOKU ART 2016 茨城県北芸術祭 茨城県北芸術祭実行委員会

美術研究科 木島　隆康 「ナイアガラの景」保存修理
支出負担行為担当官 宮内庁長官
官房主計課長

美術学部 手塚　雄二 東京藝術大学興願寺襖絵制作事業 興願寺

美術学部 日比野　克彦
高大（クラーク記念国際高等学校、東京藝術大学）連携事
業

学校法人創志学園 クラーク記念国
際高等学校

映像研究科 桐山　孝司 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

社会連携センター 宮廻　正明
ＪＯＢＡＮアートライン『常磐線開業１２０周年記念デザイン』
制作等業務 一式

ＪＯＢＡＮアートライン協議会

音楽学部 迫　昭嘉 ２０１６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
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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

霞が関コモンゲート管理組合管理
者新日鉄興和不動産株式会社

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

音楽学部 迫　昭嘉 オペラ歌手研修プログラム研修公演 公益財団法人新国立劇場運営財団

社会連携センター 宮廻　正明
東京藝術大学ワークショップ
平成２８年度コミュニティ助成事業
親子オリジナルグラス作り教室『サンドブラスト体験をしよう』

北杜市

美術学部 本郷　寛 東京藝大交流事業 袋井市

社会連携センター 宮廻　正明
「東京JAZZ CIRCUIT2016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

演奏芸術センター 山本　正治 北とぴあ国際音楽祭2016　芸大とあそぼう in　北とぴあ 公益財団法人北区文化振興財団

音楽学部 迫　昭嘉 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

社会連携センター 宮廻　正明
GEIDAI ARTS LUMINE ０　展覧会「ハイカラ～目でさわる浮
世絵～」

株式会社ルミネ

社会連携センター 宮廻　正明 GEIDAI ARTS LUMINE ０演奏会事業 株式会社ルミネ

音楽学部 迫　昭嘉 東京藝大プロデュース　LEXUSミニコンサート 東京トヨペット株式会社

社会連携センター 宮廻　正明
足立美術館所蔵 横山大観《山海二十題》８点および横山大
観《紅葉》の高精細複製およびデジタルアーカイヴ

公益財団法人足立美術館

映像研究科 馬場　一幸 レーザープロジェクター用４Ｋコンテンツ制作
NECディスプレイソリューションズ株
式会社国内販売本部

音楽学部 迫　昭嘉 東京藝術大学コンサート 坂東市文化振興事業団

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

美術研究科 木島　隆康 清水登之油画4作品の調査と修復 公益財団法人大川美術館

社会連携センター 宮廻　正明 平山郁夫絵画教室
公益財団法人平山郁夫シルクロー
ド美術館

社会連携センター 宮廻　正明 凱旋門賞映像制作 株式会社そごう・西武

音楽学部 迫　昭嘉 邦楽イベント「江戸・音あそび」 株式会社西武プロパティーズ
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美術学部 松下　計 DRAW 株式会社博報堂

音楽学部 迫　昭嘉 ウェルネスプラザコンサート事業業務委託 取手市

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委託 台東区

映像研究科 桐山　孝司 ASEAN専門家派遣（アニメーション、映画分野）事業 公益財団法人　ユニジャパン

音楽学部 迫　昭嘉 メトロコンサート　「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

社会連携センター 宮廻　正明
「ボイマンス美術館所蔵ブリューゲル『バベルの塔』展　16世
紀ネーデルラントの至宝－ボスを超えて－」シアター用解説
映像の制作

株式会社　朝日新聞社

美術学部 橋本　和幸 GTSワークショップ実施委託 台東区

美術学部 本郷　寛
平成２８年度アートスクール開催事業（美術分野）企画・運営業
務

青森県

音楽学部 迫　昭嘉 LEXUS Concert in 東京藝大２０１６ 東京トヨペット株式会社

美術学部 保科　豊巳 「芸術によるまちづくりプロジェクト2016」の運営委託事業 北茨城市

美術学部 ヨコミゾマコト
秋田県山本郡藤里町粕毛地区における空き家住宅の改修工事
の設計監理

藤里町

音楽学部 迫　昭嘉 第６６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

美術学部 日比野　克彦 「上野の杜、次代の巨匠たち展」の企画・運営業務 2016-2017 東京上野RC

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

美術研究科 藪内　佐斗司 ３D計測による仏像データ保存活用事業 奈良県教育委員会

音楽学部 迫　昭嘉 オペラ「眠れる美女～House of the Sleeping Beauties～」
公益財団法人東京都歴史文化財団
グループ 東京文化会館

社会連携センター 宮廻　正明 OPERAロゴマークデザイン制作業務
国立研究開発法人科学技術振興機
構

社会連携課
ワークショップ業務委託契約「幼児期からの芸術教育充実（風呂
敷の文化を楽しもう～タマネギの皮を使って風呂敷を染める～）」

荒川区

演奏芸術センター 松下　功 （１）平成２８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

演奏芸術センター 松下　功 （２）平成２８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

演奏芸術センター 松下　功 （１）平成２８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
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演奏芸術センター 松下　功 （２）平成２８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

演奏芸術センター 松下　功 （３）平成２８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

美術研究科 藪内　佐斗司 平塚八幡宮　木造八幡三神像修復事業 平塚八幡宮

美術学部 橋本　和幸 日立シビックセンターワークショップ運営
公益財団法人日立市民科学文化財
団

社会連携センター 宮廻　正明 第63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


