
1 / 7 ページ

受入年度 受入部局 研究代表者 研究題目 委託者

平成25年度 芸術情報センター 藤木淳
立体的メディアのための人間の知覚特性に基づく情報提示
表現手法の開拓

独立行政法人科学技術振興機構

平成25年度 音楽学部 植田克己
足立区における多層的文化芸術環境の創造に関する調査
研究〔第2期 3年次〕（音楽教育支援活動）

足立区

平成25年度 音楽学部 植田克己
足立区における多層的文化芸術環境の創造に関する調査
研究〔第2期3年次〕（福祉と子育て支援事業）

足立区

平成25年度 音楽学部 植田克己
足立区における多層的文化芸術環境の創造に関する調査
研究〔第2期3年次〕（芸術によるまちづくり事業）

足立区

平成25年度 美術学部 橋本明夫 杉野服飾大学蔵　銅造　宝塔　修復研究 杉野服飾大学

平成25年度 美術研究科 荒井　経 好文亭襖絵修繕研究 茨城県水戸土木事務所

平成25年度 美術学部 北川原　温 小淵沢駅周辺地域活性化計画策定業務 北杜市

平成25年度 美術学部 長濱雅彦 台東区地場産業の芸術による活性化の研究 台東区

平成25年度 音楽学部 畑瞬一郎
長野市の文化芸術環境に関する調査研究（２年次）
新市民会館運営を中心とした文化行政への提言 長野市

平成25年度 音楽学部 熊倉純子 アートプロジェクトにおける「音」の記録研究
公益財団法人東京都歴史文化財
団

平成25年度 美術学部 工藤晴也 火山灰を原材料とするモルタルを用いた壁画表現の研究 株式会社高千穂

平成25年度 美術研究科 籔内佐斗司 龍岩寺木造伝中興上人坐像修復研究 龍岩寺

平成25年度 美術学部 篠原行雄 春日大社蔵　銅造　釣燈籠　修復研究 春日大社

平成25年度 美術研究科 籔内佐斗司
東大寺戒壇道堂四天王立像３Ｄ及び彩色復元における総
合研究

朝日放送株式会社

平成25年度 美術研究科 上野　勝久 旧山崎家住宅の調査研究 掛川市教育委員会 教育長

平成25年度 美術研究科 上野　勝久
栃木県指定文化財・岡部記念館「金鈴荘」保存修理工事に
関する研究

真岡市長

平成25年度 美術研究科 上野　勝久
旧小口小学校（現もうひとつの美術館）の保存活用に関する
調査研究

もうひとつの美術館代表理事

平成25年度 美術研究科 上野　勝久 棚倉町の社寺建造物の調査研究
棚倉町伝統文化活性化実行委員
会

平成25年度 美術学部 本郷　寛
幼児期における美術の造形と表現による教育の可能性に
ついての実践的研究

荒川区長

平成25年度 美術学部 佐藤　一郎 みなかみ町芸術のまちづくりへの提案 みなかみ町町長

平成25年度～平成27年度　受託研究受入実績一覧
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平成25年度～平成27年度　受託研究受入実績一覧

平成25年度 美術学部 松下　計
お菓子（キットカット）外装を中心としたデザイン施策による
社会的効果の研究

ネスレ日本株式会社代表取締役社
長

平成25年度 美術学部 本郷　寛
平成２５年度都立城北特別支援学校における芸術教育の
推進に関する研究

東京都立城北特別支援学校校長

平成25年度 美術研究科 薮内　佐斗司 大西大閑堂　天部立像修復研究 大西大閑堂

平成25年度 美術研究科 薮内　佐斗司 岩手県天台寺聖観音立像摸刻研究 静岡銀行

平成25年度 美術研究科 上野　勝久 大子町における歴史的建造物の調査研究 大子町文化遺産活用実行委員会

平成25年度 美術学部 尾登　誠一 大学生の力を活かした集落活性化事業 新潟県

平成25年度 音楽学部 亀川　徹 ヘッドホン聴取とスピーカー聴取の比較に関する研究 一般社団法人日本オーディオ協会

平成25年度 社会連携センター 宮廻　正明
筑後広域公園芸術文化交流施設「九州芸文館」アート
ウォール制作

一般社団法人Heart Art
Communication 代表理事

平成25年度 美術学部 松下　計
LINE×GEIDAI,media kneading/メディアを捏ねてまだ見ぬ地
平へ。

LINE株式会社

平成25年度 美術研究科 木島　隆康
シャルル＝フランソワ・ドービニー「ヴェレールヴィルの海
岸」油画作品の調査と修復

東京富士美術館

平成25年度 美術研究科 木島　隆康
パブロ・ピカソ「鳩」（リトグラフ）他版画作品１６点、油彩画品
２点の調査と修復

東京富士美術館

平成25年度 美術学部 北川原　温 革新的芸術文化都市の計画に関する研究 Melco Crown

平成25年度 美術学部 本郷　寛
平成25年度都立葛飾特別支援学校における芸術教育の推
進に関する事業

東京都立葛飾特別支援学校

平成25年度 美術学部 本郷　寛
平成25年度都立田園調布特別支援学校における芸術教育
の推進に関する事業

東京都立田園調布特別支援学校

平成25年度 美術学部 関　出 竹紙の絵画用紙としての改質研究 中越パルプ工業株式会社

平成25年度 美術学部 関　出 チョウザメ（浮袋）からのアイシングラス試作評価 独立行政法人科学技術振興機構

平成25年度 美術学部 木島　隆康
高橋由一作｢第十一代山田荘左衛門顕善像Ⅱ(仮題)｣油彩
画作品の調査と修復 中野市

平成25年度 美術学部 橋本　和幸 GEIDAI DESIGN PROJECT 2013 花王株式会社

平成25年度 美術学部 安藤　美奈
『課題設定による先導的人文・社会科学研究推進事業』（実
社会対応プログラム）「民間所蔵文化財の資源化・流通によ
る学術観光創生の実証的研究」

独立行政法人日本学術振興会

平成25年度 音楽学部 畑瞬一郎
「子どもの心を育む音楽活動」の実施検証及び指導指針の
策定

足立区教育委員会こども家庭部長
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平成25年度～平成27年度　受託研究受入実績一覧

平成25年度 美術学部 ヨコミゾマコト
新発田市の歴史的建造物を活かした地域活性化に関する
研究

新発田市歩く旅のまちづくり推進協
議会

平成25年度 美術研究科 木島　隆康 中村不折油画作品の調査と修復 台東区芸術文化財団

平成25年度 美術研究科 薮内　佐斗司 荒川区西光寺木造阿弥陀如来立像 浄土宗真覚山菩提院　西光寺

平成25年度 美術研究科 薮内　佐斗司 奈良県円成寺木造四天王立像修復研究 忍辱山円成寺

平成25年度 美術学部長 橋本　明夫 深大寺　深沙王堂の磬　復元研究 宗教法人深大寺

平成25年度 美術研究科 上野　勝久 三越日本橋本店の保存管理・防災管理に関する調査・研究 株式会社横川建築設計事務所

平成25年度 社会連携センター 宮廻　正明
「感動」を創造する芸術と科学技術による共感覚イノベー
ション

独立行政法人科学技術振興機構

平成25年度 社会連携センター 宮廻　正明
多様化・個別化社会イノベーションデザイン拠点～いつまで
も活き活きと活動し暮らせる社会とモビリティ～

独立行政法人科学技術振興機構

平成26年度 美術研究科 薮内　佐斗司 荒川区西光寺木造阿弥陀如来立像および厨子修復研究 浄土宗真覚山菩提院　西光寺

平成26年度 美術研究科 薮内　佐斗司 奈良県円成寺木造四天王立像修復研究 忍辱山円成寺

平成26年度 美術学部 長濱　雅彦 「ＧＥＩＤＡＩ　ＤＥＳＩＧＮ　ＰＲＯＪＥＣＴ２０１４」 台東区

平成26年度 美術研究科 藪内　佐斗司 水戸市神崎寺蔵木造不動明王立像修復研究 宗教法人神崎寺

平成26年度 音楽学部 澤　和樹
足立区における多層的文化芸術環境の創造に関する調査
研究

足立区

平成26年度 音楽学部 畑　瞬一郎
「子どもの心を育む音楽活動に向けたスキルアッププロジェ
クト」のための調査研究

足立区教育委員会

平成26年度 美術研究科 荒井　経 松戸神社神楽殿絵画修復研究
松戸神社神楽殿絵画修復実行委
員会

平成26年度 美術学部 松下　計
社会に実配置されるメディアを前提としたデザインプラクティ
スにおける読売新聞発刊隔月誌「オッホ」表紙デザイン

株式会社読売新聞東京本社

平成26年度 美術学部 篠原　行雄 春日大社蔵　銅造　釣燈籠　修復研究 春日大社

平成26年度 音楽学部 熊倉　純子 アートプロジェクトにおける「音」の記録研究 東京都歴史文化財団

平成26年度 美術学部 越川　倫明
レオナルド・ダ・ヴィンチ《アンギアーリの戦い》をテーマとす
る展覧会の企画立案

公益財団法人　東京富士美術館

平成26年度 美術学部 坂口　寛敏 みなかみ町芸術のまちづくりへの提案 みなかみ町
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平成26年度 美術学部
木戸　修
篠原　行雄

取手ストリートアートステージ２０１４ 取手市

平成26年度 美術研究科 長尾　充 栃木県真岡市の大前神社の調査研究 大前神社

平成26年度 美術研究科 長尾　充 重要文化財入野家住宅の保存活用計画策定に関する研究 市貝町

平成26年度 美術学部 本郷　寛
幼児期における美術の造形と表現による教育の可能性に
ついての実践的研究

荒川区

平成26年度 美術研究科 薮内　佐斗司 長野県寛慶寺木造金剛力士像修復研究 宗教法人　寛慶寺

平成26年度 美術学部 北川　原温 小淵沢駅周辺地域活性化に係る調査研究 北杜市

平成26年度 音楽学部 畑　瞬一郎 長野市の文化芸術環境に関する調査研究 長野市

平成26年度 美術学部 本郷　寛
平成26年度都立青山特別支援学校における芸術教育の推
進に関する研究

東京都立青山特別支援学校

平成26年度 美術学部 本郷　寛
平成26年度都立八王子盲学校における芸術教育の推進に
関する研究

東京都立八王子盲学校

平成26年度 美術学部 本郷　寛
平成26年度都立葛飾ろう学校における芸術教育の推進に
関する研究

東京都立葛飾ろう学校

平成26年度 美術研究科 荒井　経 琉球王朝第十七代尚灝王御後絵　復元模写 一般財団法人　沖縄美ら島財団

平成26年度 美術学部 長濱　雅彦 ロボットテクノロジーによるデザイン表現 株式会社ZMP

平成26年度 美術研究科 長尾　充 大子町における歴史的建造物の調査研究 大子町文化遺産活用実行委員会

平成26年度 美術研究科 長尾　充 棚倉町の歴史的建造物の調査研究
棚倉町伝統文化活性化実行委員
会

平成26年度 美術学部 松下　計
お菓子（キットカット）外装を中心としたデザイン施策による
社会的効果の研究

ネスレ日本株式会社

平成26年度 美術研究科 薮内　佐斗司 静岡県函南町蔵木造勢至菩薩立像縮尺模刻研究 株式会社静岡銀行

平成26年度 美術研究科 薮内　佐斗司 東京都文京区日輪寺木造十一面観音菩薩立像修復研究 曹洞宗　慈昭山　日輪寺

平成26年度 美術研究科 長尾　充 岡倉天心寄進・奈良県宇陀市大蔵寺弁事堂の調査研究 弁事堂修復「鵬の会」

平成26年度 美術学部 飯野　一朗 東京国立近代美術館所蔵「十二の鷹」の自然科学的調査
独立行政法人国立美術館東京国
立近代美術館

平成26年度
総合芸術アーカイブ
センター

北郷　悟
フランス・セーブル製（アンリ・ラパンのデザイン）の香水塔３
Dデータ計測とアーカイブコンテンツ化

公益財団法人東京都歴史文化財
団東京都庭園美術館
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平成25年度～平成27年度　受託研究受入実績一覧

平成26年度 美術研究科 木島　隆康 藤田嗣治《舞踏会の前》油彩画作品の調査と修復 公益財団法人大原美術館

平成26年度 社会連携センター 宮廻　正明 中国古代青銅鐘の高精細三次元計測及び検証 公益財団法人泉屋博古館

平成26年度 美術研究科 薮内　佐斗司 磐梯町磐梯山慧日寺資料館金堂薬師如来坐像復元研究 磐梯町

平成26年度
総合芸術アーカイブ
センター

北郷　悟
レオナルド･ダ･ヴィンチと「アンギアーリの戦い」展に合わせ
ての三次元モデルの制作

公益財団法人東京富士美術館

平成26年度 美術学部 ヨコミゾマコト 新発田市の歴史的建造物を活かした地域活性化事業
新発田市歩く旅のまちづくり推進協
議会

平成26年度 音楽学部 西岡　龍彦
美術展「エリック・サティとその時代」の音楽制作～新市民会
館設立を契機とした文化行政への提言～

株式会社 アート インプレッション

平成26年度 美術研究科 長尾　充 三越日本橋本店本館三越劇場に関する調査研究 株式会社　横河建築設計事務所

平成27年度 社会連携センター 宮廻　正明
「感動」を想像する芸術と科学技術による共感覚イノベー
ション

国立研究開発法人　科学技術振興
機構

平成27年度 美術研究科 荒井　経 福島県飯館村山津見神社拝殿天井絵の復元に関する活動 国立大学法人　和歌山大学

平成27年度 音楽学部 亀川徹 放送音源のための適正な録音に関する研究 株式会社クリエイティブBe

平成27年度 美術学部 林　武史 「みやこ町森林公園【丸山】石舞台」制作研究 みやこ町

平成27年度 美術学部 北川原　温 小淵沢駅周辺地域活性化に係る調査研究 北杜市

平成27年度 美術研究科 籔内　佐斗司 兵庫県養父市下八木薬師堂　木造薬師如来坐像修復研究 下八木区

平成27年度 美術研究科 荒井　経 琉球王朝第十七代尚灝王御後絵　復元模写 一般財団法人　沖縄美ら島財団

平成27年度 美術学部 松下　計
アート・デザイン専門領域からの視点を活かした大分県・地
域の文化追究

大分県

平成27年度 音楽学部 澤　和樹
足立区における多層的文化芸術環境の創造に関する調査
研究委託（音楽教育支援活動）

足立区

平成27年度 音楽学部 澤　和樹
足立区における多層的文化芸術環境の創造に関する調査
研究委託（福祉子育て支援活動）

足立区

平成27年度 音楽学部 澤　和樹
足立区における多層的文化芸術環境の創造に関する調査
研究委託（芸術によるまちづくり事業）

足立区

平成27年度 美術研究科 長尾　充
喜多方市小田付地区の伝統的建造物群保存対策調査研
究

喜多方市

平成27年度 美術学部 藤崎　圭一郎 GEIDAI DESIGN PROJECT 2015 台東区
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平成25年度～平成27年度　受託研究受入実績一覧

平成27年度 美術学部 長濱　雅彦 ロボットテクノロジーによるデザイン表現 株式会社ZMP

平成27年度 美術学部 松下　計
社会に実配置されるメディアを前提としたデザインプラクティ
ス　読売新聞東京本社広告局発行（隔月）マーケティング情
報誌「ojo（オッホ）」表紙デザインの研究

株式会社読売新聞東京本社

平成27年度 美術学部 飯野　一朗 東京国立近代美術館所蔵『十二の鷹』の修復
独立行政法人国立美術館 東京国
立近代美術館

平成27年度 美術研究科 桐野　文良
東京国立近代美術館所蔵『十二の鷹』の自然科学的調査
(Ⅱ)

独立行政法人国立美術館 東京国
立近代美術館

平成27年度 美術学部 坂口　寛敏 みなかみ町芸術のまちづくりへの提案 みなかみ町

平成27年度 美術研究科 籔内　佐斗司 木造地蔵菩薩踏下像及び木造地蔵菩薩立像修復研究 株式会社小西大閑堂

平成27年度 音楽学部 熊倉　純子
Tokyo　Art　Rsearch日本型アートプロジェクトの歴史と現在
についての情報発信研究

公益財団法人東京都歴史文化財
団　アーツカウウンシル東京

平成27年度 美術学部 本郷　　寛
平成27年度都立八王子盲学校における芸術教育の推進に
関する研究

東京都立八王子盲学校

平成27年度 美術学部 本郷　　寛
平成27年度都立青山特別支援学校における芸術教育の推
進に関する研究

東京都立青山特別支援学校

平成27年度 美術学部 本郷　　寛
平成27年度都立葛飾ろう学校における芸術教育の推進に
関する研究

東京都立葛飾ろう学校

平成27年度 美術学部 小松　佳代子
幼児期における美術の造形と表現による教育の可能性に
ついての実践的研究

荒川区

平成27年度 美術研究科 長尾　充 大子町における社寺建築の調査研究 大子町文化遺産活用実行委員会

平成27年度 美術学部 本郷　　寛 日ノ出町保育園の園内装飾の設置（エントランス）
社会福祉法人　南流山福祉会　日
ノ出町保育園

平成27年度 美術学部 本郷　　寛 日ノ出町保育園の園内装飾の設置（読書コーナー）
社会福祉法人　南流山福祉会　日
ノ出町保育園

平成27年度 美術研究科 長尾　充 棚倉町の歴史的建造物の調査研究
棚倉町伝統文化活性化実行委員
会

平成27年度 美術研究科 籔内　佐斗司
木造三宝荒神立像および木造三面大黒天立像(雛形)修復
研究

宗教法人　善光寺

平成27年度 美術学部 藤原　信幸 春日部市立病院における新病院アートワーク 春日部市立病院

平成27年度 美術研究科 籔内　佐斗司 宮城県双林寺木造薬師如来坐像 縮尺模刻研究 株式会社　静岡銀行

平成27年度 音楽学部 畑　瞬一郎
長野市の市民参画型子ども向け文化イベントの創出に向け
た参画型研究委託

長野市

平成27年度 美術研究科 荒井　経 日本画表現の陶による再現・複製に関する研究 大塚オーミ陶業株式会社
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平成25年度～平成27年度　受託研究受入実績一覧

平成27年度 美術学部 中山　英之
飛騨の古民家調査および改修検討計画に関する基礎研究
およびコンセプト提案

株式会社 飛騨の森でクマは踊る

平成27年度 美術研究科 籔内　佐斗司 史跡慧日寺跡金堂内　薬師如来坐像　復元研究 福島県耶麻郡磐梯町

平成27年度 美術研究科 籔内　佐斗司
神奈川県法國寺　阿弥陀如来立像及び厨子・菩薩倚像修
復研究

宗教法人　法國寺

平成27年度 社会連携センター 宮廻　正明
超多画素カメラ及びマルチバンドカメラの文化財復元・デジ
タルアーカイブ応用基礎研究

キヤノン株式会社

平成27年度 美術学部 松下　計 すべての人が共通して使える生活用品のデザイン開発研究 花王株式会社

平成27年度 社会連携センター 宮廻　正明
玉堂美術館所蔵 川合玉堂《写生帖》の高精細複製および
デジタルアーカイヴ研究

株式会社 オフィスエンズ

平成27年度 美術研究科 籔内　佐斗司 八王子市長福寺木造千手観音菩薩坐像修復研究 宗教法人長福寺


