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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
アルトバート・メニヤン《羊神の音楽》(油彩画)の調査と
修復

台東区

美術学部 藤崎　圭一郎 「さくらパンダGEIDAIプロジェクト　2021」の運営委託 株式会社大丸松坂屋百貨店

美術学部 橋本　和幸 芸術によるまちづくりプロジェクト2021 北茨城市

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

東京都美術館

美術研究科 上野　勝久 旧片野家住宅保存整備（詳細調査）事業 横手市

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
株式会社島津製作所

COI 桐山　孝司 横浜市芸術文化振興財団との連携事業
（公財）横浜市芸術文化振興財
団

COI 伊東　順二 A-TOM ART AWARD (株)アトム

美術学部 上野　勝久 松ケ岡(旧山﨑家住宅)保存整備協力事業 掛川市

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 渡邊　五大
令和３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

美術研究科 土屋　裕子
中村研一《荻生規矩夫氏の肖像》を含む２作品の修復
事業

小金井市

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

COI 伊東　順二
ラ・プティット・フォル・ジュルネ 2021 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

美術研究科 吉村　誠司 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
令和３年度東京藝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 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

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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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

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４
回）の実施委託

台東区

音楽学部 杉本　和寛 東京藝術大学コンサート 坂東市文化振興事業団

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

映像研究科 伊藤　有壱
ソニーミュージック社から公開される1980年代楽曲の
ミュージックビデオ制作

株式会社PUNK.

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４
回）記録映像制作委託

台東区

COI 新井　鴎子 紀の国わかやま文化祭2021 ネクストドア株式会社

美術学部 谷岡　靖則 「藤村詩碑」建設事業 藤村詩碑建設実行委員会

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

COI 千住　明
総合芸術制作グループ「SENJU LAB」への映像制作
委託

株式会社Uca

美術学部 長濱　雅彦
第46回ゆうちょアイデア貯金箱コンクール個人応募作
品の審査など支援事業

株式会社オリコム

COI 新井　鴎子
ニューイヤーコンサート2022　テクノロジーとクラシック
で遊ぶ新年！

（公財）福井県文化振興事業団

音楽学部 杉本　和寛 埼玉 WABI SABI 大祭典2021 埼玉県県民生活部文化振興課

美術学部 ヨコミゾマコト 長応院　空蓮房文庫什器制作業務 宗教法人　長応院

美術学部 大巻　伸嗣
ストリートアートステージ2017　展示作品の加工業務
委託

取手市

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」の実施委託

荒川区

美術学部 桐野　文良
世田谷区廻沢北遺跡出土の石器(細石刃)に付着して
いる極微量物質の分析調査

世田谷区

美術学部 三枝　一将 東京藝術大学特別公開講座【曲げわっぱ講座】
株式会社びゅうトラベルサービ
ス
趣味の会サポート部
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美術学部 赤沼　潔
アートによる東御市北御牧地区を中心としたエリアの
活性化事業

御牧ふれあいの郷づくり協議会

演奏芸術センター 河野　文昭
北とぴあ国際音楽祭2021　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 伊東　順二
「藝大アーツイン丸の内2021」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 ヨコミゾマコト 健康保養館群未来構想作成業務 藤里町

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

美術研究科 桐野　文良
世田谷区廻沢北遺跡出土の石器(細石刃)に付着して
いる極微量物質のサンプリング調査

世田谷区

美術学部 松下　計
デザイン・フィクションで描く「きれいな暮らし発見」プロ
ジェクト

花王株式会社　　商品デザイン
作成部

美術研究科 土屋　裕子
加清純子《衝撃（行進）》を含む22作品の修復（展示の
ためのメンテナンス処置）事業

加清純子とこしえプロジェクト事
務局

音楽学部 杉本　和寛
荒川区・東京藝術大学連携事業「サニーホールコン
サート（仮称）」の実施委託

荒川区

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 八反田　弘 令和3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 NHK番組 「Eテレ2355-0655」 ユーフラテス有限会社

美術学部 杉戸　洋
共同プロジェクト「SEKISUIHOUSE meets ARTISTS」実
施に向けた作品制作及び納品業務

積水ハウス株式会社
コミュニケーションデザイン部

美術学部 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
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

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 杉本　和寛
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 藤原　信幸
SOUND＆ART展バシェ音響彫刻の展示およびワーク
ショップ

クリエイティブ・アート実行委員
会

美術研究科 土屋　裕子 エミール・ノルデ作《森の空き地》（油彩画）の保存修復 丸紅株式会社　丸紅ギャラリー
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美術研究科 岡田　靖
善光寺御開帳記念展「善光寺さんと高村光雲―東京
藝術大学の調査研究から―」の設計および制作事業

長野県立美術館

演奏芸術センター 河野　文明
東京上野ロータリークラブ第36回奏楽堂コンサート
「邦楽への誘い（いざない）」

東京上野ロータリークラブ会長

美術学部 三枝　一将
東京藝術大学特別公開講座【木工「菓子木型づくり」
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

音楽学部 杉本　和寛
2020・2021・2022年 日本国際賞（Japan Prize）受賞式
における演奏

公益財団法人国際科学技術財
団

他　非公開事業 １件


