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受入部局 研究代表者 研究題目 委託者

社会連携センター 宮廻　正明
三菱地所関連事業2017
（ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン2017」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

美術学部 日比野　克彦
平成２９年度東京芸術大学との文化交流事業業務委託＜
美術指導＞

取手市

演奏芸術センター 山本　正治
東京藝術大学ミニコンサート
(東京ガーデンテラス紀尾井町)

広告代理店　ピュブリエ

音楽学部 迫　昭嘉
平成２９年度東京芸術大学との文化交流事業業務委託＜
音楽指導＞

取手市

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

美術学部 日比野　克彦
平成29年度アート・コミュニケーション基盤整備事業業務委
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

音楽学部 迫　昭嘉 2017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

音楽学部 迫　昭嘉
区立小・中学校（統廃合校）校歌のオーケストラ演奏の収録
委託

台東区

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 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

附属図書館 松下　計 国立大学図書館協会ロゴの制作 国立大学図書館協会

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

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

美術学部 藤崎　圭一郎 「さくらパンダGEIDAIプロジェクト2017」の運営委託 株式会社大丸松坂屋百貨店

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 新井　鴎子
社会福祉法人テレビ朝日福祉文化事業団創立40周年記念
イベント「LIVE TOGETHER」～　普通にやろう！一緒にやろ
う！

しゅくみねっと株式会社

美術研究科 木島 隆康 横堀角次郎《自画像》作品を含む油彩画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

美術学部 ヨコミゾマコト
「ふじさとReデザインプロジェクト」エリアデザイン業務におけ
るアドバイザー業務

株式会社都市企画工房

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
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音楽学部 佐野　靖
平成２９年度アートスクール開催事業（音楽（合唱）部門）企
画・運営業務

青森県

美術学部 松下　計 （仮称）台東区文化プログラムのロゴマーク制作委託 台東区

美術学部 保科　豊己 アートによる東御市北御牧地区の活性化事業 御牧ふれあいの郷づくり協議会

音楽学部 迫　昭嘉 小淵沢新駅舎竣工式ミニコンサート 山梨県北杜市

美術学部 山﨑　宣由
日本照明工業会「あかりの日」子どもワークショップの企画・
設計及び運営支援

一般社団法人日本照明工業会

美術学部 本郷　寛 東京藝大交流事業 袋井市

美術研究科 籔内　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

美術研究科 木島　隆康
姫路市立美術館所蔵作品ジョルジュ=アンリー・ルオー｢町
外れ｣調査修復業務委託

姫路市

美術学部 本郷　寛
平成２９年度アートスクール開催事業（美術部門）企画・運
営業務

青森県

美術学部 前田　宏智 子供向け貴金属啓蒙イベントの実施 TANAKAホールディングス株式会社

美術学部 本郷　寛
平成２９年度都立特別支援学校アートキャラバン展実施に
係る企画等業務委託

東京都

社会連携センター 伊東　順二 アトムアートコミュニティプロジェクト 株式会社アトム

美術学部 橋本　和幸 「東京ガーデンテラス2017」企画・運営業務 広告代理店ピュブリエ

演奏芸術センター 松下　功 紀尾井町１周年記念コンサート 広告代理店ピュブリエ

社会連携課
東京藝術大学　特別公開講座「日本伝統工芸技法　線象
嵌、布目象嵌　研修」

一般社団法人国際文化研究院

美術学部 三井田　盛一郎 高山市子ども夢創造事業「版画ワークショップ」業務委託 高山市

演奏芸術センター 松下　功
（１）平成29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

演奏芸術センター 松下　功 （２）平成29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

美術学部 豊福　誠 東京藝術大学ワークショップ　親子で学ぶ陶芸教室 北杜市
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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
メトロコンサート「ステーションコンサートin渋谷」
2回目

公益財団法人メトロ文化財団

社会連携センター 平　諭一郎 ４K浮世絵アニメーション制作 株式会社NHKエデュケーショナル

美術学部 ヨコミゾマコト 有機EL照明を用いたモデルルームの設計・監理業務 前田建設工業株式会社

美術学部 日比野　克彦 高大（茨城県立取手松陽高校、東京藝術大学）連携事業 茨城県立取手松陽高等学校

美術学部 日比野　克彦
高大（武蔵野学芸専門学校 高等課程、東京藝術大学）連携
事業

学校法人大志学園 武蔵野学芸専
門学校

社会連携センター 平　諭一郎
レオナルド・ダ・ヴィンチ展におけるインタラクティブ・コンテン
ツ制作

一般財団法人そごう美術館

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

美術学部 山﨑　宣由 台東区の表彰制度における盾・トロフィーの制作委託 台東区

社会連携課 小林　克夫
台東区発足70周年記念式典における弦楽アンサンブル演
奏委託

台東区

美術学部 北川原　温 八幡市｢一坪茶室｣制作事業 八幡市

美術学部 松下　計 ｢Draw｣（ドロー） 株式会社博報堂

美術学部 本郷　寛 東京芸術大学連携関連子供ワークショップ 伊那市

美術学部 押元　一敏 東京芸術大学連携関連古民家活用事業 伊那市

美術学部 中村　政人
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた区
市町村における事業展開促進に係る特別企画展示事業

東武トップツアーズ株式会社

演奏芸術センター 山本　正治
東京藝術大学ミニコンサート
(東京ガーデンテラス紀尾井町)

広告代理店　ピュブリエ

演奏芸術センター 山本　正治 にっぽん文楽　in 上野の杜
一般財団法人にっぽん文楽プロ
ジェクト

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」
（第３回、第４回）

公益財団法人メトロ文化財団

音楽学部 迫　昭嘉 第３３回京都賞記念ワークショップ in Tokyo 公益財団法人稲盛財団
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美術研究科 木島　隆康 書道博物館　中村不折作品調査修復業務委託 台東区

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 藤原　信幸 藝大ファクトリーラボ「JJDA会員対象　七宝講座」事業
公益社団法人日本ジュエリーデザ
イナー協会

音楽学部 迫　昭嘉
日智修好１２０周年記念　藝大フィルハーモニア管弦楽団演
奏会

アンデス商事チリ株式会社

社会連携センター 宮廻　正明
三菱地所関連事業2017
（「藝大アーツイン丸の内」における企画・運営等業務）

三菱地所プロパティマネジメント株
式会社

映像研究科 桂　英史
平成２９年度メディア藝術連携促進事業　連携共同事業
「１９７０年大阪万国博覧会　参加企業・関係者・関係団体の
資料の現状調査と資料目録の作成」

大日本印刷株式会社

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

映像研究科 桐山　孝司 アートプロジェクション事業 取手市

美術学部 赤沼　潔 （仮称）足立区千住三丁目計画 株式会社織絵

美術学部 藤崎　圭一郎 ｢地下鉄開通90周年　かみてつワークショップ｣ 東京地下鉄株式会社

美術学部 藤原　信幸 「ミキモト装身具技術者対象七宝研修」事業 株式会社ミキモト装身具

音楽学部 迫　昭嘉 LEXUS Concert in 東京藝大 2017 東京トヨペット株式会社

音楽学部 渡辺　健二 コダーイセミナー 駐日ハンガリー大使館

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

演奏芸術センター 松下　功 （１）平成29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

演奏芸術センター 松下　功 （２）平成29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

演奏芸術センター 松下　功 （３）平成29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

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

音楽学部 迫　昭嘉 第６７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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演奏芸術センター 山本　正治 東京藝術大学ニューイヤーコンサート 広告代理店　ピュブリエ

音楽学部 迫　昭嘉
東京藝術大学音楽学部との連携事業「大平倍大氏とその仲
間たちによる歌のコンサート」実施業務委託

荒川区

演奏芸術センター 山本　正治 北とぴあ国際音楽祭２０１７　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

大学美術館 薩摩　雅登 朝倉響子氏制作作品調査事業委託 台東区

音楽学部 迫　昭嘉 藝大フィルハーモニア管弦楽団による現代舞踊曲の演奏 一般社団法人現代舞踊協会

美術学部 藤原　信幸 「グランツーリスモ　トロフィー制作」事業 株式会社ポリフォニー・デジタル

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

美術学部 木島　隆康 中村研一「明治時宮昭南島陥落朝」作品修復事業 小金井市

美術学部 木島　隆康 満谷国四郎≪大妻良馬像≫作品調査と学窓修復 大妻女子大学

美術学部 藤原　信幸 「Open Skyフライトシュミレータ筐体改修および補強」事業 株式会社ペットワークス

美術学部 藤原　信幸 「江戸川区総合文化センター　メダル鋳造ワークショップ」事業
サントリーパブリシティサービス株式会
社

社会連携センター 宮廻　正明 第64回全日本チンドンコンクール 富山市


