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受入部局 実施代表者 事業名称 委託者

演奏芸術センター 河野　文昭
日本オーストリア友好150周年交流推進事業アーリー
サマーコンサート　上野の杜で奏でる「ウィーン音楽の
時間」

台東区

音楽学部 迫　昭嘉 ２０１９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

美術学部 日比野　克彦 上野恩賜公園5号トイレ改修事業 東京都東部公園緑地事務所

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2019」サービス
開発支援

コープデリ生活協同組合連合会

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

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 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 齋藤　典彦 東京藝術大学大圓寺本堂天井画制作事業 宗教法人　大圓寺

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（ファシリテーター）育成事業の実施
に係る業務

香川県

音楽学部 迫　昭嘉 第11回ブラスの祭典ｉｎ沼津
公益財団法人
沼津市振興公社

社会連携センター 佐野　靖
三菱地所関連事業2019
（「ラ・フォル・ジュルネTOKYO 2019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31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 藤崎　圭一郎 「さくらパンダGEIDAIプロジェクト2019」の運営委託 株式会社　大丸松坂屋百貨店

美術学部 日比野　克彦 コミテ　コルベールアワード2019 コルベール委員会

映像研究科 桐山　孝司 MARINE&WALK YOKOHAMAにおける映像展示事業 株式会社グリーンルーム

社会連携課 - 東京藝術大学特別講座「テラコッタ教室」 乗船クルーズ株式会社

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

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

平成31年度（令和元年度）受託事業受入実績一覧
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音楽学部 迫　昭嘉
平成31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

音楽学部 迫　昭嘉
東京藝術大学との連携事業「世界音楽巡りコンサート」
の実施委託

荒川区

音楽学部 迫　昭嘉
東京藝術大学との連携事業「音楽ワークショップ（保育
園）」実施業務委託

荒川区

美術研究科 土屋　裕子 書道博物館　中村不折作品等調査修復事業委託 台東区

美術研究科 土屋　裕子
油彩画および版画等の画面クリーニングおよび額修理
等一式

独立行政法人国立文化財機構
東京国立博物館

美術学部 渡邉　五大
令和元年度ふるさとを愛する心を育む芸術体験（美術
部門）企画・運営業務

青森県

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

美術学部 日比野　克彦
「ブルガリ文化支援プロジェクト　x　東京藝術大学
工芸の技と想像力の出会い。」実施プロジェクト

ブルガリジャパン株式会社

演奏芸術センター 河野　文昭
（１）令和元年春の叙勲勲章伝達式における演奏
（２）令和元年春の褒章伝達式における演奏

文部科学省大臣官房会計課

音楽学部 迫　昭嘉 東京藝大と草加の仲間たち 公益財団法人　草加市文化協会

美術学部 渡邉　五大 東京藝大交流事業 袋井市

美術研究科 桐野　文良 被災美術工芸資料等安定化処理及び修理業務委託 陸前高田市

映像研究科 桝井　省志
音楽分野における台東区長賞受賞記念演奏会記録映
像の制作委託

台東区

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 青柳　路子 平成31年度東京都特別支援学校アートキャラバン 東京都教育委員会

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

美術学部 日比野克彦 小堀の渡しシンボルデザイン作成 取手市

音楽学部 迫　昭嘉
令和元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
音楽分野における台東区長賞受賞記念演奏会（第2
回）の実地委託

台東区
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COI 平　諭一郎 ふれる　かんじる　楽しい美術展
一般社団法人　新潟ＭＩＣＥサ
ポート

美術学部 宮北　千織 紀尾井町ギャラリーin藝大 広告代理店　ピュブリエ

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

社会連携センター 佐野　靖
芸術鑑賞事業管理運営等業務及び美術教育普及事業
（社連セ）

株式会社ANA総合研究所

美術学部 杉戸　洋
芸術鑑賞事業管理運営等業務及び美術教育普及事業
（美術）

株式会社ANA総合研究所

美術学部 土屋　裕子 大田区立龍子記念館　所蔵作品の修復(油彩「女神」)
大田区立龍子記念館
(公益財団法人　大田区文化振
興協会)

社会連携センター 佐野　靖 鳥取県における連携事業 空の駅オヤジの会

美術研究科 上野　勝久
令和元年度　松ヶ岡整備推進事業　松ヶ岡主屋保存活
用工事　調査支援業務

掛川市

演奏芸術センター 河野　文昭
北とぴあ国際音楽祭2019　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

COI 新井　鴎子 五感で楽しむ音楽会2019 しゅくみねっと株式会社

美術学部 日比野　克彦
令和元年度生活貧窮者就労準備支援事業費等補助
事業
(介護のしごと魅力発信等事業分)

一般社団法人　FACE　to
FUKUSHI

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 東京藝術大学プロデュース　ＬＥＸＵＳミニコンサート トヨタモビリティ東京株式会社

音楽学部 迫　昭嘉
東急プラザ銀座における邦楽演奏会及び邦楽器体験
ワークショップ

(一社）アーツ・イノヴェーション・
プロジェクト

COI 伊東順二 IoT時代の芸術における新技術研究会 三菱ケミカル株式会社

COI 新井　鴎子
横浜市芸術文化振興財団との連携事業
（「音と光の動物園」ほか）

（公財）横浜市芸術文化振興財
団

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

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
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美術学部 宮北　千織 第2回　紀尾井町ギャラリーin藝大 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2019」の運営委託 北茨城市長

演奏芸術センター 河野　文昭 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

演奏芸術センター 河野　文昭 浜離宮大江戸文化芸術祭2019
株式会社JTBコミニケーションデ
ザイン

美術研究科 藪内　佐斗司
令和元年度　3D計測による仏像データ保存活用事業
業務委託

奈良県

美術学部 日比野克彦 手賀沼公園トイレデザイン改修プロジェクト 我孫子市長

社会連携センター 佐野　靖
三菱地所関連事業2019
（「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

美術学部 土屋　裕子
阿部合成《顔》・福沢一郎《魚雷攻撃》、油彩画2作品の
修復事業

東京都現代美術館

美術学部 山﨑　宣由 「巡るデザイン」南紀熊野 株式会社　Traffic　Comfort

社会連携センター 佐野　靖 東京藝術大学連携事業 長野県

美術学部 ヨコミゾ　マコト
金山町景観施策アクションプログラム実践事業におけ
る調査協力業務

株式会社地域共創舎

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

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
荒川区東京藝術大学連携事業「ゆいの森親子コン
サート」実施委託

荒川区

大学美術館 秋元　雄史
「円山応挙から近代京都画壇へ　VRと日本画議場体
験プロジェクト」『日本画技法体験プロジェクト』事業

独立行政法人国立美術館
京都国立近代美術館

演奏芸術センター 八反田　弘 東京藝術大学ジャズコンサート 広告代理店　ピュブリエ

演奏芸術センター 河野　文昭 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）日鉄興和不動産株式会社

音楽学部 迫　昭嘉 東急プラザ銀座における洋楽演奏
(一社）アーツ・イノヴェーション・
プロジェクト

COI 伊東　順二
Flexible Theory（フレキシブルセオリー）社会実装研究
会

住友商事株式会社
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社会連携センター 佐野　靖
三井不動産グループ×東京藝大産学共創「ららぽーと
海老名コンサート」実施委託

三井不動産株式会社

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

映像研究科 桐山　孝司 ねんどで作るアニメーション「クレイアニメ」をつくろう！ 電通東日本株式会社

演奏芸術センター 河野　文昭 令和元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会計課

音楽学部 迫　昭嘉 第59回ミス・インターナショナル世界大会2019 一般社団法人　国際文化協会

美術学部 ヨコミゾ　マコト
世界自然遺産白神山地ゲート看板設置に関する設計
協力及びアドバイス等事業

秋田県山本郡藤里町

音楽学部 迫　昭嘉 LEXUS Concert in 東京藝大　2019 トヨタモビリティ東京株式会社

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

社会連携課 - 東京藝術大学出前講座in野村総研 株式会社野村総合研究所

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

COI 新井　鴎子
教科書副教材DVDのためのワークショップ「音と光の動
物園」再現収録

JVCケンウッド・ビクターエンタテ
インメント

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

映像研究科 桐山　孝司
「創造的イルミネーション事業」映像コンテンツ制作事
業

クリエイティブ・ライト・ヨコハマ実
行委員会

音楽学部 迫　昭嘉 第69回チェリティコンサート「メサイア」
社会福祉法人　朝日新聞厚生文
化事業団

演奏芸術センター 河野文昭
令和元年秋の叙勲勲章伝達式における演奏
令和元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

美術学部 藤原　信幸
「1970年大阪万博50周年記念特別展　バシェ音響彫刻
勝原フォーン設置」事業

ＴＳＰ太陽株式会社大阪支店

美術学部 藤原　信幸 紙からつくる大空凧プロジェクト
特定非営利活動法人　取手アー
トプロジェクトオフィス

映像研究科 桐山　孝司 「時計の住人」プロジェクションマッピング事業
独立行政法人　国立病院機構横
浜医療センター

COI 新井　鴎子
発達障がい支援ワークショップ「音と光の動物園」（渋
谷）

株式会社白寿生科学研究所
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美術学部 松下　計 障がいとアーツ　ガンプラワークショップ　プロジェクト
TOKYO　ガンダムプロジェクト
2019実行委員会

美術学部 藤原　信幸 「軍艦島保全の展覧会のための作品制作」事業 株式会社　電通クリエーティブＸ

美術学部 前田 宏智
大子町清流高校生徒対象のワークショップによる作品
制作と大子町商店街での展示の企画実施

藝大子～Reborn～実行委員会

美術学部 土屋　裕子 中村研一《フランス婦人像》を含む2作品の修復事業 小金井市長

芸術情報センター 大谷　智子 文化庁メディア芸術祭　長崎展
一般社団法人　NHKインターナ
ショナル文化庁メディア芸術祭
長崎展　運営事務局

美術学部 宮北　千織 第3回　紀尾井町ギャラリーin藝大 ピュブリエ

社会連携センター 佐野　靖 順天堂大学校歌の混声合唱による録音 順天堂大学

大学美術館 秋元　雄史
東京藝術大学、柏の葉スマートシティアートイベント事
業

三井不動産株式会社

COI 千住　明
総合芸術制作グループ「SENJU LAB」のパフォーマン
ス、ワークショップ及び作品提供

株式会社エス・エー・ピー
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