
平成30年度受託事業受入実績一覧

受入部局 実施代表者 事業名称 委託者

音楽学部 迫　昭嘉
平成30年度東京藝術大学との文化交流事業業
務委託＜音楽指導＞

取手市

社会連携センター 佐野　靖
三菱地所関連事業2018
（「ラ・フォル・ジュルネTOKYO 2018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30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

美術学部 日比野克彦
東京都美術館・東京藝術大学アート・コミュニ
ティ展開事業

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 ヨコミゾマコト 藤里町公共施設マネジメント調査業務
サウスフィールド・マネジメント
株式会社

演奏芸術センター 八反田　弘 東京藝術大学ミニコンサート 広告代理店　ピュブリエ

音楽学部 迫　昭嘉
2018年日本国際賞受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

社会連携センター 平　諭一郎
第３３回国民文化祭・おおいた２０１８、第１８回
全国障害者芸術・文化祭おおいた大会「障がい
者アートの祭典　五感で感じる美術館」

第３３回国民文化祭大分県実
行委員会、第１８回全国障害
者芸術・文化祭実行委員会

社会連携センター 平　諭一郎 李岸《自画像》複製制作
一般財団法人　日本中国文化
交流協会

美術学部 山﨑　宣由
コープデリ連合会「産学連携プロジェクト」ブラン
ド開発支援

コープデリ生活協同組合連合
会

美術学部 藤崎圭一郎
「さくらパンダGEIDAIプロジェクト2018」の運営委
託

株式会社大丸松坂屋百貨店

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
ン業務における調査協力業務

株式会社都市企画工房

美術学部 手塚　雄二 東京藝術大学桃源院涅槃図制作事業 宗教法人桃源院

美術学部 松下　計
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2018」

株式会社三越伊勢丹
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美術学部 手塚　雄二 にほんの美「美術ワークショップ」
公益財団法人　台東区芸術文
化財団

音楽学部 迫　昭嘉
東京藝術大学・英国王立音楽院合同オーケスト
ラ in 郡山

公益財団法人郡山文化・学び
振興公社

大学院映像研究科 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 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 木島　隆康
中原實≪自然の中性≫作品を含む油彩画3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 本郷　寛
「平成30年度　東京都特別支援学校　アート
キャラバン」事業実施に係る企画等業務委託

東京都教育委員会

社会連携課 東京藝術大学　特別公開講座「水墨画　研修」
一般社団法人国際文化研究
院

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

大学院映像研究科 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

国際芸術創造研究科 毛利　嘉孝 メディア/ アニメ/デジタル産業講座2018
北京師範大学　デジタルメディ
アアーツ学部

大学院映像研究科 桝井　省志 鹿児島市「ＰＲ動画」企画アイディア制作等業務 株式会社　ＡＮＡ総合研究所

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 松下　計
「長崎しまの芸術祭」オリジナルロゴマーク及び
ポスターデザイン作成業務

長崎県

美術学部 松下　計 「Draw」（ドロー） 株式会社博報堂
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大学院映像研究科 桐山　孝司
東京藝術大学特別映像講座
「オリジナル クレイアニメを作ろう」

取手市

音楽学部 佐野　靖
東京藝術大学連携事業「音楽ワークショップ（保
育園）」実施業務委託

荒川区

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 本郷　寛
平成30年度ふるさとを愛する心をはぐくむ芸術
体験（美術部門）企画・運営業務

青森県

美術学部 籔内　佐斗司
平成３０年度　３D計測による仏像データ保存活
用事業業務委託

奈良県教育委員会

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
みんなで楽しむ音楽会　LIVE TOGETHER

しゅくみねっと株式会社

美術学部 籔内　佐斗司
磐梯山慧日寺資料館「第4回磐梯とくいつ藝術
祭」支援事業

磐梯町

美術学部 籔内　佐斗司
東大寺本坊企画展「東京藝術大学が育む文化
財保護の若き担い手達」展示事業

華厳宗大本山東大寺

美術学部 日比野　克彦
アートマネジメント（ファシリテーター）育成事業
の実施に係る業務

香川県

社会連携課 東京藝術大学　特別公開講座「陶芸　研修」
一般社団法人国際文化研究
院

美術学部 木島　隆康 満谷国四郎≪大妻良馬像≫作品修復 大妻女子大学

美術学部 木島　隆康
川端龍子≪平等院≫油彩画作品の修復事業
（龍子記念館　所蔵作品の修復（油彩一点））

公益財団法人大田区文化振
興協会（大田区立龍子記念
館）

美術学部 本郷　寛 東京藝大交流事業 袋井市

美術学部 ヨコミゾマコト
金山町景観施策マスタープラン作成事業におけ
る調査協力業務

株式会社　都市企画工房
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美術学部 日比野克彦 コミテ　コルベールアワード2018 コルベール委員会

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 日比野　克彦

平成30年度総務省「都市・農山漁村の地域連
携による子ども農山漁村交流推進モデル事業」
群馬県みなかみ町の農家への民泊体験事業で
のワークショップ

取手市

大学院映像研究科 桐山　孝司 アートプロジェクション事業 取手市

美術学部 保科　豊巳 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

美術学部 籔内　佐斗司
佐藤玄々作　三越「天女像」測量およびCG映像
制作

碧南市藤井達吉現代美術館

社会連携課 東京藝術大学　特別公開講座「デザイン　研修」
一般社団法人国際文化研究
院

美術学部 木島　隆康
書道博物館　中村不折作品等調査修復事業委
託

台東区

演奏芸術センター 河野　文昭
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

音楽学部 迫　昭嘉 メトロ　ステーションコンサートin 渋谷 公団財団法人メトロ文化財団

美術学部 橋本　和幸 GTSワークショップ実施事業 台東区

演奏芸術センター 河野　文昭
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 河野文昭 東京藝術大学ジャズコンサート 広告代理店ピュブリエ

美術学部 松下　計
「長崎県×芸大　小値賀プロジェクト２０１８」藝
祭展示業務

長崎県
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音楽学部 迫　昭嘉
東京藝術大学連携かがわ音楽アカデミー事業
の実施に係る業務

香川県

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

武蔵野学芸専門学校

演奏芸術センター 大石　泰
北とぴあ国際音楽祭2018　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 着付け教室 広告代理店ピュブリエ

音楽学部 迫　昭嘉
平成３０年度ふるさとを愛する心を育む芸術体
験（音楽部門）企画・運営業務

青森県

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
平成30年度音楽学部における台東区長賞記念
演奏会実施委託

台東区

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

茨城県立取手松陽高等学校

音楽学部 迫　昭嘉
東京藝術大学特別講演　オペラへの招待状～
魔笛～

一般財団法人和歌山県文化
振興財団

美術学部 藤崎圭一郎
「さくらパンダGEIDAIプロジェクト2018」の運営委
託（変更契約）

株式会社大丸松坂屋百貨店

音楽学部 迫　昭嘉
「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」世
界遺産登録決定記念事業　藝大フィルハーモニ
ア管弦楽団演奏会

五島市世界遺産登録推進協
議会

社会連携センター 佐野　靖
三菱地所関連事業2018（「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

社会連携センター 伊東　順二 A-TOM ART AWARD 株式会社アトム

美術学部 藤原　信幸 台東区文化功労栄誉章盾制作委託 台東区
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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

美術学部 藤原　信幸
「ARK　Hills　Music　Week　バシェ音響彫刻イベ
ント」事業

森ビル株式会社

美術学部 中村　政人 「キラキラっとアートプロジェクト」実施事業 三菱地所株式会社

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

音楽学部 迫　昭嘉
旧東京音楽学校奏楽堂リニューアルオープン記
念演奏会開催業務委託

台東区芸術文化財団

演奏芸術センター 八反田　弘 東京藝術大学ミニコンサート 広告代理店ピュブリエ

音楽学部 迫　昭嘉 ＬＥＸＵＳ　Ｃｏｎｃｅｒｔ　ｉｎ　東京藝大２０１８ 東京トヨペット株式会社

美術学部 藤原　信幸 「BIG WOOD木組み構造模型制作」事業 吉野産業株式会社

音楽学部 迫　昭嘉 メトロステーションコンサートin 渋谷 公団財団法人メトロ文化財団

美術学部 藤原　信幸 「展示会用什器制作」事業 株式会社博展

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

演奏芸術センター 河野文昭 「ともに楽しむ音楽会」実施委託 台東区

美術学部 日比野克彦 コミテ　コルベールアワード2018 コルベール委員会

音楽学部 迫　昭嘉 第６８回チャリティコンサート「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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社会連携センター 伊東順二 大林賞受賞記念講演及びシンポジウム実施 公益財団法人大林財団

社会連携センター 平　諭一郎 李岸《自画像》複製制作
一般財団法人　日本中国文化
交流協会

社会連携センター 佐野　靖
公益財団法人日本交通文化協会におけるパブ
リックアート普及のための教育事業

公益財団法人　日本交通文化
協会

音楽学部 迫　昭嘉 桐光学園高等学校芸術鑑賞会 株式会社　重本音楽事務所

美術学部 手塚　雄二 そごう・西武近代日本画啓蒙事業 株式会社そごう・西武

音楽学部 迫　昭嘉 コダーイセミナーⅡ 駐日ハンガリー大使館

演奏芸術センター 河野文昭 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

美術学部 橋本　和幸
「芸術によるまちづくりプロジェクト2018」の運営
委託

北茨城市

演奏芸術センター 河野文昭 西武プロパティーズ会合におけるミニコンサート 広告代理店ピュブリエ

音楽学部 迫　昭嘉
藝大音楽学部との連携事業（若手アーティスト
によるコンサート）

荒川区

美術学部 山﨑　宣由
みらか中央研究所　試薬自動投与装置の筐体
デザイン及び筐体モデル製作

合同会社みらか中央研究所

美術学部 木島　隆康
中村研一≪寺岡平吾氏の肖像≫を含む二作品
の修復事業

小金井市

社会連携センター 伊東順二
「OTEMACHI PLACE Lab」における連携企画の
検討・運営業務

エヌ・ティ・ティ都市開発(株)

美術学部 籔内　佐斗司 長瀧寺仏像レプリカ作製業務 郡上市
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美術学部 本郷　寛
東京藝術大学連携10周年記念事業「ゆいアート
展」実施業務委託

荒川区

社会連携センター 三橋　一弘
「すごいぞ！そっくり展～食品サンプルからゴッ
ホまで～本物から学ぶとこうなった」における自
在置物及び関連資料展示

北九州イノベーションギャラ
リー

美術学部 籔内　佐斗司
佐藤玄々作　三越「天女像」撮影および映像編
集

福島県立美術館

演奏芸術センター 八反田　弘
（１）平成30年春の叙勲勲章伝達式における演
奏
（２）平成30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 八反田　弘

（１）文化功労者顕彰式における演奏
（２）平成30年秋の叙勲勲章伝達式における演
奏
（３）平成30年秋の褒章伝達式における演奏

文部科学省大臣官房会計課
長

社会連携課 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
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