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受入部局 実施代表者 事業名称 委託者

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)

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(第3回)
記録映像の制作委託

台東区

美術研究科 土屋　裕子
被災美術工芸資料等安定化処理及び修理業務委託
(カンバス画)

陸前高田市

美術研究科 土屋　裕子
久米民十郎筆《支那の踊り》の技法材料および模写研
究

公益財団法人　永青文庫

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 「巡るデザイン」南紀熊野 株式会社　Traffic　Comfort

美術研究科 桐野　文良
陸前高田市被災文化財の保存修復のための技術開発
（皮革・絵図）

陸前高田市

美術研究科  土屋裕子 中村不折《自画像》を含む油画作品 3 点の調査と修復 台東区

美術学部 渡邊　五大 東京藝大交流事業 袋井市

美術研究科 上野　勝久 松ヶ岡(旧山﨑家住宅)保存整備協力事業 掛川市

美術研究科 籔内　佐斗司 金峯山寺仁王像1/10模型制作事業
公益財団法人美術院 国宝修理
所

COI 桐山　孝司
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 渡邊　五大
令和２年度あおもり文化みらいびと育成事業企画・運
営業務

青森県

美術学部 ヨコミゾマコト
世界自然遺産白神山地水汲み場設置に関する設計協
力及びアドバイス等事業

藤里町

美術学部 藤崎　圭一郎 「さくらパンダGEIDAIプロジェクト　2020」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
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

社会連携課 籔内　佐斗司 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

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 香川県

美術学部 日比野克彦 香川県・東京藝術大学連携事業の実施に係る業務 香川県
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社会連携センター 伊東　順二
「OTEMACHI PLACE Lab」における2020年度グッドデ
ザイン賞二次審査対応業務

エヌ・ティ・ティ都市開発株式会
社

音楽学部 杉本　和寛
音楽分野における台東区長賞受賞記念演奏会（第3
回）の実施委託

台東区

美術研究科 籔内　佐斗司
令和２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

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

COI 新井　鴎子
石川県立音楽堂＜音楽堂フェスタ２０２０＞における発
達障がい支援ワークショップ

公益財団法人石川県音楽文化
振興事業団

美術研究科 上野　勝久
東京国立博物館本館保存管理計画写真資料作成業
務の協力事業

公益財団法人文化財建造物保
存技術協会

演奏芸術センター 河野　文昭
北とぴあ国際音楽祭2020　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

社会連携センター 佐野　靖
「藝大アーツイン丸の内2020」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 佐野　靖 鳥取県における連携事業 空の駅 オヤジの会

音楽学部 杉本　和寛
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

美術学部 三枝　一将 東京藝術大学特別公開講座【有線七宝　講座】
株式会社びゅうトラベルサービス
趣味の会サポート部

美術学部 三枝　一将 東京藝術大学特別公開講座【多色刷り木版画　講座】
株式会社びゅうトラベルサービス
趣味の会サポート部

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

COI 新井　鴎子
「Born Creative Festival 2020」における「藝大COIの部
屋」制作

公益財団法人東京都歴史文化
財団　東京芸術劇場

美術学部 橋本　和幸 芸術によるまちづくりプロジェクト2020 北茨城市

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

美術学部 三井田盛一郎 Art×Road
須賀川まちづくり推進協議会北
部地区整備推進プロジェクト委
員会

演奏芸術センター 河野　文昭 令和2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 杉本　和寛 議会開設百三十年記念式典における国歌演奏 参議院事務局庶務部文書課
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美術学部 藤原　信幸 「ブロンズ像の制作」事業 MINGLE株式会社

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

音楽学部 杉本　和寛
荒川区東京藝術大学連携事業「サンパール荒川コン
サート（仮称）」の実施委託

荒川区

美術研究科 三井田　盛一郎 すかがわ駅中イルミネーション　ひかりのテラス 新栄町町内会

美術学部 橋本　和幸
HIBIYA　BLOSSOM　2021東京藝術大学　コラボレー
ション企画

東京ミッドタウンマネジメント株式
会社

社会連携センター 佐野　靖
若手アーティスト支援「東天紅＆東京藝術大学　クリス
マスコンサート2020」実施委託

株式会社東天紅

美術学部 三枝　一将 東京藝術大学特別公開講座【木工講座(お箸づくり)】
株式会社びゅうトラベルサービス
趣味の会サポート部

美術研究科 土屋　裕子 梅原龍三郎筆《伊豆の海》附属額修復 東京書籍株式会社

COI 伊東　順二 リーダー育成アートプログラム 住友商事株式会社

音楽学部 杉本　和寛
2021年日本国際賞授賞式での演奏並びに事前ビデオ
収録

公益財団法人 国際科学技術財
団

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

映像研究科 桐山　孝司 劇場と映像による文化芸術活性化施策調査委託 横浜市　芸術創造本部室

演奏藝術センター 河野　文昭
東京上野ロータリークラブ第34回奏楽堂コンサート
パイプオルガン、チェンバロ、古楽器の魅力

東京上野ロータリークラブ

COI 伊東　順二
令和２年度震災伝承施設アート製作業務（展示室３及
び外構）

南三陸町

COI 森岡緋沙子
「おんがくの　おもちゃばこ」キャスティングおよび音楽
監修

(株)NHKエンタープライズ
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