助 成・顕 彰 一 覧

助成年度

（ 2020 年 3 月31 日現在／
団体名

助成 年度

所属

助成・受賞当時

団体名

／敬称略）

芸術文化部門／美術展覧会
企画名称

部門

1996
平成8年度

企画名称

（財）美術育成財団 雪梁舎

増殖するイメージ 小牧源太郎 遺作展
第3回雪梁舎 公募展

（財）台東区芸術・歴史協会

アトリエの展覧会 木内 克展

近世俳画研究会

ICA-Nagoya 東京事務所
Zones of Love ―日本の現代美術
絵画・彫刻
1991
（財）大川美術館
恩地孝四郎とそれを巡る人達展
版画
平成3年度 （財）堂本印象記念近代美術振興財団
野島康三とその周辺 ―日本近代写真と絵画の一断面
洋画
東京国立近代美術館
古賀春江展 ―創作のプロセス
洋画
（財）大川美術館
アメリカ近代画家展 ―ジ・エイトからベン・シャーンまで
洋画
2nd 北九州ビエンナーレ
北九州市立美術館
絵画・立体他
京都国立近代美術館
在米35年 孤高の軌跡「川端 実」展
洋画
群馬県立近代美術館
ルイス・カーン「建築の世界」展
建築
（財）佐野美術館
池田遙邨展
日本画
（財）世田谷区美術振興財団
ルシアン・フロイド展
洋画
1992
東京国立近代美術館
現代美術への視点 ―形象のはざまに
洋画
平成4年度
栃木県立美術館
拡大する鍛金 ―三井安蘇夫とその後継者たち―
彫刻 ･ 工芸
兵庫県立近代美術館
三谷十糸子展 ―ひとすじの路―
日本画
北海道立近代美術館
蝦夷の風俗画
絵画
三重県立美術館
韓国現代美術展
洋画
（財）水戸市芸術振興財団
ジャン＝ピエール・レイノー展
立体
（財）横浜市美術振興財団
コーニング・ガラス美術館名品選 ―3500年の輝き―
工芸
（財）
アルカンシェール美術財団
イマーゴ：世紀末のオランダメディアアート展
ビデオ
（財）阿波和紙伝統産業会館
現代日本の紙造形展
紙造形
（財）大川美術館
掛井五郎版画展
版画 ･ 彫刻
北九州市立美術館
磯崎 新 1960／1990 建築展
建築
（財）堂本印象記念近代美術振興財団
京都国立近代美術館創立30周年記念展Ⅱ ―所蔵作品による― 近代の美術 洋画・日本画
国立国際美術館
デュビュッフェ ―初期の作品展
洋画
国立西洋美術館
≪ソドムを去るロトとその家族≫ ―ルーベンスと工房―
洋画
1993
佐賀町エキジビット・スペース
展覧会≪オープンハウス ―アート アンド ライフ≫
ビデオ
平成5年度
（財）佐野美術館
特別展「巨匠たちの青春 ―修善寺町所蔵の近代日本画―」
日本画
東京国立近代美術館
特別展 柳原義達展
彫刻
栃木県立美術館
アンディ・ゴールズワージー「ふたつの秋」
立体
菱川師宣記念館
菱川師宣300年顕彰祭特別展 菱川師宣名作展
日本画
高麗陶芸（青磁）展実行委員会
パリ国立ギメ美術館「高麗陶芸展」
陶芸
北海道立近代美術館
明治の洋画
洋画
（財）水戸市芸術振興財団
長沢英俊「天使の影」
彫刻
出石町
第1回出石磁器トリエンナーレ
陶芸
（財）大川美術館
鈴木 満 回顧展
洋画
現代日本木刻フェスティバル実行委員会
第4回現代日本木刻フェスティバル
彫刻
1994
国際墨絵協会
第6回国際墨絵巡回展
墨絵
平成6年度
（財）佐野美術館
美人画の巨匠 伊東深水展 〜麗らかな色香を描く〜
日本画
栃木県立美術館
『死にいたる美術 ―メメント・モリ』
版画・洋画・彫刻
菱川師宣記念館
菱川師宣300年顕彰祭特別展 菱川師宣とその門人
彫刻
（財）水戸市芸術振興財団
水戸アニュアル ʼ95「絵画考 ―器と物差し」
絵画
（財）大川美術館
絵が奏でるポエジー ―昭和前期・生きている画家達Ⅱ
洋画
菱川師宣300年顕彰祭特別展 師宣の元禄文化から幕末まで
（浮世絵名作展）
菱川師宣記念館
日本画
（財）美術育成財団 雪梁舎
第2回雪梁舎 公募展
絵画・版画・彫刻
国立西洋美術館
大英博物館所蔵 イタリア素描展
洋画
丹南アートフェスティバル実行委員会
国際丹南アートフェスティバル ʼ95 ≪武生≫鉄・土・木・布・かみと現代美術
現代美術
津久井 ʼ95 アートピクニック・イン・ツクイ
津久井 ʼ95実行委員会
彫刻
（財）台東区芸術・歴史協会
アトリエの展覧会 ―佐藤忠良展―
彫刻
1995
（財）
アルカンシェール美術財団
「空間・時間・記憶 〜 Photography and Beyond in Japan 」展
写真・絵画・彫刻
平成7年度 “ 杉本博司 ” 展開催準備室
“ 杉本博司 ” 展
写真
国際陶磁器フェスティバル美濃 ʼ95実行委員会 国際陶磁器フェスティバル美濃 ʼ95
陶芸
JAPAN WEEK、AWAGAMI EXHIBITION BREATHING
（財）阿波和紙伝統産業会館
紙造形
国際紙シンポジウムʼ95企画展 Part1 Touch Please, Part2 和紙による創作
国際紙シンポジウム ʼ95実行委員会
紙造形
工芸の世界、Part3 紙の加工実演
国立国際美術館
特別展「紙の世界」
紙造形
能になった能役者 ―野口兼資展― 鈴木慶雲能面展 古典文学にみる能 ―能装束展―
浅井能楽資料館
染織
フランクフルト市立工芸美術館
有松一鳴海絞り 19世紀及び 20世紀初期の日本の絞り染め着物
染織
（財）尼崎市総合文化センター
工芸展「武家の装い」
工芸
（財）大川美術館
曽宮一念 遺作展
洋画
1996
（財）佐野美術館
特別展「近代洋画の偉才 岸田劉生 ―麗子微笑―
洋画
平成8年度
TOKYO PROJECT BY TAMAR GETTER
佐賀町エキジビットスペース
洋画
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団体名

京都国立近代美術館

HAIKU UND HAIGA 巣兆と俳画

アジア現代美術国際交流展実行委員会
ICAEE 国際現代美術交流展実行委員会

アジア現代美術国際交流展 〜アジアンアートネットワーク〜
根の回復として用意された12の環境 日本・オランダ現代美術交流展

日本現代美術ハンブルク展準備会

ハンブルク現代日本美術展

現代芸術研究会
IZUMIWAKU 実行委員会

土岡秀太郎誕生100年記念 100点展
IZUMIWAKU Project ＜学校アーツ・センター構想＞展

日本国際パフォーマンス・アート・フェスティバル
第4回日本国際パフォーマンス・アート・フェスティバル（NIPAF ʼ97）
（NIPAF）実行委員会

（財）水戸市芸術振興財団

（福）九十九会 ゆりの木ギャラリー
レクナ設立準備委員会

東京インターナショナル アートフェスティバル

ʼ97実行委員会

栃木県立美術館

（財）水戸市芸術振興財団

1997

楡木令子展実行委員会

平成9年度 （財）台東区芸術・歴史協会
アキライケダ ギャラリー
出石町

国立国際美術館

東京国立近代美術館

（財）
アルカンシェール美術財団
P3 art and environment
ミューゼウム・ハウス・カスヤ

上海美術館＜超日常＞展実行委員会

「ANOTHER LANDSCAPE」展実行委員会

水戸アニュアル ʼ96「プライベートルーム ―写真としての日常」

降矢奈々の絵本原画展
バードハウス アート展

東京インターナショナル アートフェスティバル ʼ97
「大山魯牛 ―風景という幻想空間」展
水戸アニュアル ʼ97「しなやかな共生」

楡木令子展「魂の宿るところ Where the soul is 〜」

アトリエの展覧会 藤川勇造展

若林 奮展
第2回出石磁器トリエンナーレ
陶芸 〜林 秀行〜

部門

洋画

絵画・版画・彫刻
日本画
彫刻

現代美術
現代美術
現代美術
現代美術
現代美術

パフォーマンス・
アート
写真
洋画

絵画・彫刻・写真
絵画・版画
絵画

版画・彫刻
彫刻
彫刻
彫刻
陶芸

陶芸
特別展「アルフレッド・スティーグリッツと野島康三」
写真
「ドイツビデオアートの30年」展 Video Sculpture in Germany since1963 ビデオアート
World Processor ʼ97
インスタレーション
ディーン・ニマー ドローイング展

洋画
上海美術館＜超日常＞展
絵画・彫刻・インスタレーション
「ANOTHER LANDSCAPE」歴史・生命・言葉 インド・オーストラリア・日本の
絵画
3女性作家によるアーティストをまじえた展覧会

（財）大川美術館
須田剋太展 大島 墉・静子コレクションより
CCM（ Chikusadai Community Museum ）
CCM（Chikusadai Community Museum ）Project
実行委員会
（財）神奈川芸術文化財団
神奈川国際版画トリエンナーレʼ98

洋画

絵画・版画・彫刻

版画
1998
愛知県美術館
プッサンとラファエッロ 〜借用と創造の秘密〜
版画
平成10年度 （株）
ジャパン・アーツ
伊藤公象 + 藤枝 守 コラボレーション「波動の結晶―土と音の出会い」
陶作品と音楽
国際陶磁器フェスティバル美濃 ʼ98実行委員会 国際陶磁器フェスティバル美濃 ʼ98
陶芸
現代美術センター・CCA 北九州
ホワン・ヨンピン展
現代美術・インスタレーション
亀倉蒲舟 卒寿の軌跡
（財）美術育成財団 雪梁舎
工芸
G.A.S. In JAPAN, SETO
第28回グラスアート ソサエティ年次総会に於ける“ 日本学生ガラス展 ”
ガラス工芸
19世紀の和紙展実行委員会
19世紀の和紙展 〜ライプチヒとベルリンのコレクション帰朝展〜
紙工芸
水邊の言語オブジェ 吉増剛造 ―詩とオブジェと写真―
斎藤記念 川口現代美術館
写真・オブジェ・言葉
日本国際パフォーマンス・アート・フェスティバル 第6回日本国際パフォーマンス・アート・フェスティバル
パフォーマンス・アート
（ニパフ ʼ99）
（ニパフ）実行委員会
（財）佐野美術館
生誕100年記念 特別展「異材の『日本画家』中島清之 〜伝統と現代を問い続けて〜」
絵画
（財）
アルカンシェール美術財団
アートは楽しい10 天国で地獄
洋画 他
アル＝ワースィティと交流する会
東京からの7天使―展 〜7 Angels from Tokyo 〜
絵画・版画・彫刻 他
（財）世田谷区美術振興財団
煌くプラハ ―19世紀末からアールデコへ
絵画・版画・彫刻 他
現代作家シリーズ ʼ99 清水伸展：眼の至福―絵画の現前
（財）神奈川芸術文化財団
絵画
田辺光彰：美術と社会―PUBLIC ART の可能性
絵画・彫刻 他
（財）水戸市芸術振興財団
「日本ゼロ年」展
絵画・工芸
京都国立近代美術館
日本の前衛 ―ART INTO LIFE 1900−1940
1999
ポーランド作家版画展事業実行委員会
「ポーランド作家版画展」“Polish Graphic Art in Japan ”
版画
平成11年度
いなみ国際木彫刻キャンプ実行委員会
いなみ国際木彫刻キャンプ ʼ99
彫刻
（財）台東区芸術・歴史協会
シリーズ 戦後具象彫刻の展開 掛井五郎展
彫刻
東京国立近代美術館
「石内 都」モノクローム ― 時の器
写真
宮本隆司展準備室
宮本隆司展「都市の黙示録」ヨーロッパ巡回
写真
Creative Union Hiroshima
HIROSHIMA ART DOCUMENT ʼ99
現代美術
丹南アートフェスティバル実行委員会
土岡秀太郎記念 国際丹南アートフェスティバル ʼ99《武生》アジアの紙と現代美術 ･ 素材と表現
現代美術
国立国際美術館
「高松次郎―＜影＞の絵画とドローイング」展
現代美術
源頼朝没後800年記念 ― ｢源頼朝とゆかりの社寺の名宝」
源頼朝没後800年記念展実行委員会
歴史資料美術
日韓青年作家美術交流展推進委員会
第2回 日韓青年作家美術交流展
洋画
2000
（財）大川美術館
松本コレクション150選展
洋画・日本画
JUST PAINTING デボラ・マンシェ／アンケ・エルレンホフ 2人展
平成12年度 ミューゼウム・ハウス・カスヤ
絵画
（財）尼崎市総合文化センター
堀内誠一絵本原画展 ―こどもの魂を描く―
絵画
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助成 年度

国立西洋美術館

団体名

みえない展覧会実行委員会

ウィメンズアートネットワーク
近世俳画研究会

（社）日本版画協会

（財）金津創作の森財団

2000
平成12年度 東京自由大学

平塚葉山 計画実行委員会
いまだてアートフィールド

出光真子作品展プロジェクト実行委員会

（財）
そごう美術館
出石町

企画名称

2000年ウィメンズアート「越境する女たち21」

ミレニアム グラフィカ2000 国際版画展 in 横浜
アートドキュメント2000 樹霊三人展 ―構造・振動・記憶―

ミニマル マキシマル展実行委員会

（財）札幌市芸術文化財団

日本画

版画

彫刻・インスタレーション

東と西の交流展と芸術シンポジウム
（宇宙からの絵画と星からの石）
と

（現代芸術のグローバリゼーションと民族芸術の方向）
T シャツアート展 in カンボジア

第19回今立現代美術紙展 ART CAMP ʼ00 今立 “トランス ” in 代官山展

出光真子作品展プロジェクト「私がつくる・私をつくる」

モダンデザインの先駆者 宮本憲吉展
第3回出石磁器トリエンナーレ

神奈川国際版画トリエンナーレ2001

ミニマル マキシマル展

樹気 ―砂澤ビッキ展 彫刻＋素描＋道具
Space-jack（スペース・ジャック）展

洋画・彫刻 他
現代美術
現代美術

映像・インスタレーション
陶芸
陶芸
洋画

洋画・彫刻
絵画・彫刻
版画
彫刻
彫刻

スペース・ジャック展 実行委員会
彫刻
2001
京都国立近代美術館
オーストリア・デザインの現在 ―拡がるデザインの世界
デザイン
平成13年度
Origamic Architecture
（有）
オリガミックアーキテクチャー
ペーパーアート
（財）台東区芸術・文化財団
朝倉文夫コレクション 工芸編＜竹＞
工芸
国立国際美術館
主題としての美術館 ―美術館をめぐる現代美術
現代美術
日本国際パフォーマンス・アート・フェスティバル 第9回日本国際パフォ−マンス ･アート･フェスティバル
パフォーマンスアート
（ニパフ ʼ02）
（ニパフ）実行委員会
（財）東京都歴史文化財団 東京都写真美術館 イマジネーションワークス ―映像メディアの未来へ
映像メディア
ICAEE/ 国際現代美術交流展実行委員会
日本オランダ現代美術交流展「3分間の沈黙のために・・・ 人・自然・テクノロジーの新たな会話」 テクノロジーアート
イレブン・イレブン・コリア・ジャパン・コンテン
イレブン・イレブン・コリア・ジャパン・コンテンポラリーアート2002展
絵画・版画・彫刻
ポラリーアート2002展実行委員会
（財）大川美術館
描かない画家 島崎蓊助 遺作展
洋画
日本、アジア・アフリカ・ラテンアメリカ美術家会議 第13回アジア・アフリカ・ラテンアメリカ交流美術展「グローバリゼーション？」 絵画・版画・彫刻
（財）伊丹市文化振興財団
明治の面影・フランス人画家 ―来日120年記念 ビゴーの世界
洋画・版画
（財）佐野美術館
没後40年記念特別展「墨彩の詩人 近藤浩一路」
日本画
近世俳画研究会
粋人の配り物「俳諧摺り物展」江戸文化の粋「建部巣兆展」
日本画・版画
愛知県美術館
大英博物館所蔵フランス素描展
素描
国際版画交流協会（プリントザウルス）
国際版画交流展「ロシア・バルト3国・日本」国際版画交流会議
版画
2002
（財）金津創作の森財団
アートドキュメント2002 森の精3人展
立体
T・E・A・M アジアの紙と現代美術
平成14年度 現代芸術研究会
現代美術
いまだてアートフィールド
第21回今立現代美術紙展「ART CAMP 2002」
現代美術
The City of the Final 2002 記念 日韓○「円
The City of the Final 2002 記念 日韓○「円周のない円」
・展
立体・ビデオ
周のない円」
・展実行委員会
Real? Motherhood ―出光真子作品展
スタジオ・イデミツ 出光真子
映像・インスタレーション
東京オペラシティアートギャラリー
ダグ・エイケン ニュー・オーシャン展
映像
Murata ＆ friends レジデンス企画委員会
アーティスト イン レジデンス in Berlin
洋画・写真
「ルーシー・リー」生誕100年記念展実行委員会 ルーシー・リー展 〜静寂の美へ
陶芸
国際陶磁器フェスティバル美濃 ʼ02実行委員会 国際陶磁器フェスティバル美濃 ʼ02
陶芸
岡山市立オリエント美術館
イラン山岳の秘宝ルリスタン ―銅と鉄を授かった人々―
考古資料
今日の作家展2003実行委員会
今日の作家展2003 水を掬ぶ．花を弄す．自然へのまなざし
絵画
富山県立近代美術館
トライ・アート 2004
絵画・版画・彫刻
萬 鉄五郎記念美術館
第80回展記念「春陽会―草創の画家たち」
絵画
東京藝術大学絵画科 油画第七研究室（プレ 「PresentA ʼ03 ミュンヘン - 東京」東京藝術大学・ミュンヘン国立芸術アカデ
洋画
ゼンタ実行委員会）
ミー現代美術交流展
FIH フェスティバル実行委員会東京
FIH September 2003
洋画
倉敷市立美術館
企画展「岡山美術の文明開化」展
洋画
（財）
そごう美術館
古典に学んだ日本画家の軌跡 林功の世界展
日本画
2003
日本ルーマニア文化交流協会 2004年展
平成15年度 日本ルーマニア文化交流協会
日本画・彫刻他
「コンスタンチン・ブランクーシ大賞」と「現代ルーマニアの彫刻家たち」
NEW GENERATION 実行委員会
NEW GENERATION 03
現代美術
（財）京都市芸術文化協会（京都ビエンナーレ2003） 京都ビエンナーレ2003「スローネス ＜速さ＞の中に＜ゆっくり＞を創り出す」 現代美術
KYOTO 版画2003 「日本・ブルガリア国際版画展」
版画
版画京都展実行委員会
いなみ国際木彫刻キャンプ実行委員会
いなみ国際木彫刻キャンプ ʼ03
彫刻
宇部市
第20回記念現代日本彫刻展
彫刻
出石町
第4回出石磁器トリエンナーレ
陶芸
“100 SHAHEED-100 LIVES” 展実行委員会 「シャヒード、100の命」展
写真・インスタレーション
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助成年度

団体名

「エカテリーナⅡ世のセーブル磁器展」
群馬県立近代美術館実行委員会
みえない展覧会実行委員会

絵画・版画・彫刻

日蘭400年と巣兆

アンドレイ・イェメツ展実行委員会
アンドレイ・イェメツ展
第7回イスタンブール・ビエンナーレ日本実行委員会 第7回イスタンブール ビエンナーレ
福岡アジア美術館
第2回福岡アジア美術トリエンナーレ2002

（財）神奈川芸術文化財団

部門

「死の舞踏 ―中世末期から現代まで― デュッセルドルフ大学版画素描コレクションによる」展 絵画・版画
みえない展覧会／ Invisible Exhibition 2000
絵画・彫刻・インスタレーション

2003
平成15年度

ミューゼウム・ハウス・カスヤ

アートサライプロジェクト
（有）YCS アートプログラム

企画名称

国立エルミタージュ美術館所蔵「エカテリーナⅡ世のセーブル磁器展」サンク
トペテルブルグ建都300周年記念

インスタレーション

七夕風船プロジェクト

“VOID”

写真

能装束・能面展
「KATAMARI GLASS SANDBOX」ガラス彫刻展

国立国際美術館

「マルセル・デュシャンと20世紀美術」展
開館30周年記念展「現代彫刻の歩みⅣ モノつくりの逆襲」

（財）神奈川芸術文化財団
大学版画学会 ispaJAPAN 実行委員会

「エミール・ノルデ」展実行委員会
大分アジア彫刻展実行委員会

（財）札幌市芸術文化財団
Between ECO ＆ EGO 実行委員会

丹南アートフェスティバル実行委員会

（財）松戸市文化振興財団

（財）東京オペラシティ文化財団

陶芸

若江漢字展 ＜シリーズ・テクスト：夜の現代史＞
インスタレーション
THE EXHIBITION OF CONTEMPORARY JAPANESE ART Ankara-Istanbul
映像

浅井能楽資料館
Sandbox

此花プロジェクト実行委員会

部門

染織
立体

此花プロジェクト

その他

絵画

彫刻・インスタレーション
版画

ispa JAPAN

「エミール・ノルデ」展
第7回大分アジア彫刻展

草間彌生展―クサマトリックス
Between ECO ＆ EGO（エコとエゴのはざまで）

絵画・版画
彫刻

インスタレーション

彫刻・インスタレーション・映像・パフォーマンス

土岡秀太郎記念 国際丹南アートフェスティバル 2004《武生》素材と表現

ジャパニーズ・モダン 剣持 勇とその世界展
ヴォルフガング・ティルマンス展

現代美術
その他

インスタレーション・写真

生徒のための芸術計画実行委員会
生徒のための芸術計画 〜生徒とアーティストによる校内美術展覧会〜
美術全般
2004
「Both Sides―不二」日本 - フィンランド現代美 第2回「Both Sides―不二」
平成16年度
絵画・インスタレーション・写真他
日本 - フィンランド現代美術展
術展実行委員会
国際交流現代美術展「眼差しの東洋・手の記 国際交流現代美術展
絵画・版画・彫刻・
「眼差しの東洋・手の記憶」―沖縄からの発信―
インスタレーション・写真・映像
憶」沖縄からの発信実行委員会
ECHO プロジェクト実行委員会
スー・グリアソン展 ―Slice
写真・映像
「坪あたり」展制作委員会
“ 坪あたり ―日本の現代美術 ” 展
絵画・彫刻・インスタレーション
エナジーフィールド
第2回 BIWAKO ビエンナーレ 2004 “QUANTUM LEAP” 町をつむぐ
その他
（財）北方文化振興協会
岩崎昌子コレクション カナダからやってきたイヌイットの壁掛け展
その他
絵画・版画・彫刻・インスタレーション・写真・書・陶芸
京都芸術祭国際交流総合展実行委員会
第18回京都芸術祭国際交流総合展
サインズオブメモリー2004 ドイツベルリン アウグスト通り
Signs of memory 実行委員会
アートプロジェクト
から日本新潟浦川原村での窓のプロジェクト
インスタレーション
「33°off center」オーストラリア・日本交流展実行委員会 33Degrees オーストラリア・日本交流展
国際陶磁器フェスティバル美濃実行委員会
国際陶磁器フェスティバル美濃 ʼ05
陶芸
第3回福岡トリエンナーレ実行委員会
第3回福岡アジア美術トリエンナーレ2005
絵画・版画・彫刻・国際交流・インスタレーション他
宇部市
第21回記念現代日本彫刻展
彫刻
（財）入善町文化振興財団
開館10周年記念展 ―Space Walking
絵画・彫刻・インスタレーション
（財）せたがや文化財団（世田谷美術館）
ウナセラ・ディ・トーキョー ANOHI ANOTOKIO ―残像の東京物語 1935〜1992―
写真展
（特非）視覚障害者芸術活動推進委員会
ぼくたちのつくったもの
彫刻
生誕100年今竹七郎大百科展 〜モダンデザインのパイオニア〜
（財）西宮市大谷記念美術館
デザイン
制作からコレクションまで大公開
2005
国際交流
第6回国際絞り会議2005 JAPAN 東京本会議
第6回国際絞り会議 東京本会議推進委員会
デザイン
平成17年度 富山県立近代美術館
横尾忠則が招待するイッセイミヤケ パリコレクション 1977-1999
いわて近代洋画100年展実行委員会
いわて近代洋画100年展
洋画
（財）札幌彫刻美術館
生誕100年 本郷 新展
彫刻
（財）横浜市芸術文化振興財団
「李禹煥 余白の芸術」展
絵画・インスタレーション・国際交流
kuspace association tokyo
Cultural Studies Wien -Artist
国際交流・インスタレーション・
in Residence ＋ Exhibition Project 2005
国際芸術交流事務局
アーティストインレジデンス
（財）目黒区芸術文化振興財団
村田朋泰展
インスタレーション
浅井能楽資料館
能装束展 秋草の世界
染織・国際交流
岡倉天心展実行委員会
岡倉天心展
絵画・彫刻・建築他
（財）伊丹市文化振興財団
もーやん えっちゃん ええほんのえ 元永定正＋中辻悦子 絵本原画展
絵画
（財）札幌市芸術文化財団
紫の雨 ―福井爽人の世界
絵画
東京現代美術画廊会議
―画廊からの発言― 新世代への視点2006
絵画
（財）東京都歴史文化財団 東京都庭園美術館 アルフレッド・ウォリス展
絵画
新見美術館
生誕110年 前田寛治展 〜1930年協会の仲間とともに〜
絵画
長崎県美術館（
（財）長崎ミュージアム振興財団） 長崎の美術2 山本森之助展
絵画
府中市美術館
浅井 忠と関西美術院展
絵画
2006
「あとりえマサト」と仲間展 新作展2006＆朝日連峰の里山・芸術ワークショップ 絵画・金属工芸
朝日町あたらしいがっこう設立支援委員会
平成18年度
カスヤの森現代美術館
湯川雅紀展
絵画・国際交流
絵画・彫刻・インスタレーション・建築・写真・工芸
（財）神奈川芸術文化財団
「スーパーエクスタシー 至福への旅路」
横浜フランス月間／ Red Brick Contemporary Art File 2006
横浜赤レンガ倉庫1号館
写真・国際交流
「Studio」―Mode がとらえた Art―（パオロ・ロヴェルシ写真展）
切手デザイン
（財）切手の博物館
日豪交流年記念 切手展
インスタレーション・デザイン
（財）東京オペラシティ文化財団
光の魔術師 インゴ・マウラー展
彫刻
大分アジア彫刻展実行委員会
第8回大分アジア彫刻展
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助成 年度

団体名
Between ECO ＆ EGO 実行委員会
東京藝術大学大学美術館
日本国際パフォーマンス・アート・フェスティバル実行委員会
2006
東京国立近代美術館
平成18年度 （財）東京都歴史文化財団 東京都写真美術館

企画名称
部門
Between ECO ＆ EGO（エコとエゴのはざまで） 版画・彫刻・インスタレーション・国際交流・映像・写真
藝大コレクション展 斉藤桂三の軌跡 ―大正・昭和の総合芸術の試み 図案・デザイン・総合
第11回ニパフ・アジア・パフォーマンス・アート連続展
パフォーマンスアート・国際交流
ジュエリーの今：変貌のオブジェ
その他
ポスト・デジグラフィ
国際交流
京都国際会議2006 ―芸術がデザインする平和のかたち―
京都国際会議2006開催委員会
国際交流
ワークショップシンポジウム「平和への記憶と対話」
国際交流
ブレーメン・名古屋アートプロジェクト2006実行委員会 国際交流展 Site scenes2006
（社）日本版画協会国際交流部
PRINTS TOKYO2007 -International Prints Exhibition Tokyo 2007- 国際交流・版画
PRINTS TOKYO2007実行委員会
C.A.P （特非）芸術と計画会議
リュックサック・プロジェクト3 アイルランド／日本 交流展 国際交流・絵画・彫刻・インスタレーション･ 他
Fuse/fureru 展
京都造形芸術大学
国際交流・絵画・版画・彫刻・インスタレーション
ドローイング
町立久万美術館
自主企画展 造形思考の軌跡―森 堯茂 彫刻の70年
（財）金津創作の森財団
金津創作の森 開館10周年プレ企画 環境芸術祭 in あわら
彫刻・パブリックアート
第19回日本陶芸展
毎日新聞社事業本部内 日本陶芸展事務局
陶芸
（財）せたがや文化財団（世田谷美術館）
青山二郎の眼展
陶器 ･ 装丁
2007
（財）入善町文化振興財団
海老塚耕一展 混合の記憶 ―水と風の運動より
版画 ･ 彫刻 ･インスタレーション
平成19年度 南砺市いなみ国際木彫刻キャンプ実行委員会 南砺市いなみ国際木彫刻キャンプ 2007
彫刻
宇部市
第22回現代日本彫刻展
彫刻
彫刻科企画展実行委員会
物語の彫刻
彫刻
BIWAKO ビエンナーレ2007 “ 風土―Genius Loci”
（特非）エナジーフィールド
アートの総合展示
（財）かすがい市民文化財団
吉澤 啓・村島真知型染展 〜藍や朱色などに日本人は何を託してきたか〜
藍型染
IFN アートプロジェクト
『珪藻土礼賛 - 植物プランクトンの生気から』伊藤公象 + 藤枝 守
インスタレーション
Nomad Production
「都市との対話」展
インスタレーション
（財）
ミモカ美術振興財団
エルネスト・ネト展
インスタレーション
「アトミック・サンシャイン 九条と日本」実行委員会 「アトミック・サンシャインの中へ ― 日本国平和憲法第九条下における戦後美術」 国際交流
長崎県美術館（
（財）長崎ミュージアム振興財団） 長崎の美術4 生誕150年記念 彭城貞徳展
絵画
平塚市美術館
近代日本画の巨匠 速水御舟 ―新たなる魅力―
絵画
あさご芸術の森美術館
あさご芸術の森大賞展
絵画・版画
進める荒井良二のいろいろ展
（財）せたがや文化財団（世田谷文学館）
絵画絵本
大分アジア彫刻展実行委員会
第9回大分アジア彫刻展
彫刻
大分県立芸術会館
スポーツ芸術との出会い「彫刻家・日名子実三展」
彫刻
川崎市市民ミュージアム
複々製に進路をとれ ―粟津 潔60年の軌跡
絵画・グラフィックデザイン
日本はきもの博物館 開館30周年記念特別展「足あと広場から30年 岡本太郎」展 絵画・彫刻・陶器
（財）遺芳文化財団
（財）切手の博物館
「ザ・仏像」展
切手
（財）熊本市美術文化振興財団
ピクニックあるいは回遊展
絵画・彫刻・インスタレーション
（財）
そごう美術館
横浜開港150周年記念「横浜浮世絵にみる横浜の開港と文明開化」
浮世絵・写真
仙台市市民文化事業団
高嶺 格 大きな休息 明日のためのガーデニング 1095㎡
インスタレーション
2008
（財）山口市文化振興財団
「OTOMO YOSHIHIDE ／ ENSEMBLES」
インスタレーション
平成20年度
（財）東京都歴史文化財団（東京都写真美術館） 映像をめぐる冒険 Vol.1 イマジネーション 視覚と知覚を超える旅
写真・映像
村野藤吾 建築とインテリア
村野藤吾研究会（村野藤吾先生を偲ぶ会）
建築
（財）尼崎市総合文化センター
球体写真二元論 細江英公の世界
写真
カスヤの森現代美術館
オットー・ケスターと堀 典子「ドイツ―記憶の母胎」
絵画・国際交流
絵画・彫刻・インスタレーション・国際交流
（財）水戸市芸術振興財団
ジュリアン・オピー展
キャンプタルガニー アーティスティック ファーム 雨音を聴きながら ―沖縄・台湾現代美術交流展― 絵画・彫刻・インスタレーション・国際交流
絵画・版画・彫刻・国際交流・
「アジアプリントアドベンチャー2008 in おとい
アジアプリントアドベンチャー2008 in おといねっぷ
ねっぷ」実行委員会
インスタレーション他
（財）東京オペラシティ文化財団
「トレース・エレメンツ ― 日豪の写真メディアにおける精神と記憶」 写真・インスタレーション・国際交流
女子美術大学美術館
北欧の夢・ニューヨークの洗練・日本の情緒・脇阪克二のテキスタイルデザインの世界 国際交流・その他
ワールド絞りネットワーク
第7回国際絞り会議 in France
国際交流
（特非）芸術資源開発機構
＜ Inside-Out いのちと向き合う＞井上廣子展とタウン・ミ−ティング インスタレーション・国際交流
「森と木のプロジェクト ―Three Trees」実行委員会 「森と木のプロジェクト ―Three Trees」
写真 ･ 映像・インスタレーション・国際交流
別府現代芸術フェスティバル2009実行委員会 別府現代芸術フェスティバル 2009「混浴温泉世界」
国際現代芸術
群馬県立近代美術館
石内 都 Infinity ∞ 身体のゆくえ
写真
「自然との共生、自然のいとしさ」
「element― 菊池 歩の世界―」、
「ジョモニスム
津南町農と縄文の体験実習館 なじょもん
絵画 ･ 工芸
- 縄文とかかわる6人の現代美術 -」、
「LOVE×EARTH 〜自然と共生する愛〜」
「バッハ展」実行委員会
バッハの素顔展
絵画 ･ 彫刻・コンピュータグラフィクス・国際交流
2009
「祈りをつづる染と織―タイの美しい布」展実行 瀧澤久仁子コレクション
染織
平成21年度 委員会事務局
「祈りをつづる染と織―タイの美しい布」展
絵画
（特非）日印交流を盛り上げる会
インド・フォークアートの広場
絵画・インスタレーション
（財）成羽町美術振興財団
アート・ビジョン Vol.8「小林正人展」
絵画
特別展「もーやん えっちゃん ええほんのえ 元永定正 + 中辻悦子 絵本原画展」
倉敷市立美術館
（財）伊丹市文化振興財団
「キタイ ギタイ」ひびのこづえ展 ―生きもののかたち 服のかたち―
インスタレーション他
武蔵野美術大学共通彫塑研究室
鈴木久雄展 ―彫刻の領域―（第35回中原悌二郎賞受賞）
彫刻
大地の芸術祭実行委員会
大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ2009
彫刻・インスタレーション・国際交流
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助成年度

団体名

山口県立萩美術館・浦上記念館

所沢ビエンナーレ実行委員会
第4回福岡トリエンナーレ実行委員会

萬 鉄五郎記念美術館

“Fog2”インスタレーション展実行委員会
宇部市（UBE ビエンナーレ）
2009
（財）札幌市芸術文化財団
平成21年度
「ボルケーノ・ラヴァーズ」実行委員会
宇都宮美術館
（財）八王子市学園都市文化ふれあい財団 八
王子夢美術館
（財）せたがや文化財団（世田谷美術館）
（財）神奈川芸術文化財団
（財）
ミモカ美術振興財団
TERATOTERA 実行委員会
富山国際現代美術展実行委員会
日本国際パフォーマンス・アート・フェスティバル実行委員会

企画名称

海のシルクロードの出発点 “ 福建 ” 萩展
第1回所沢ビエンナーレ美術展「引込線」

第4回福岡アジア美術トリエンナーレ2009
「集団 N39」展

「Fog2 ― 偶成と展開」霧の彫刻家、中谷芙二子
〜＜ dNA ＞市川創太とのコラボレーション〜
第23回 UBE ビエンナーレ
（現代日本彫刻展）
山本正道展

ボルケーノ・ラヴァーズ アイスランドと日本から

＜写生＞のイマジネーション 杉浦非水の眼と手

部門

陶芸 ･ 工芸

インスタレーション

絵画・版画・彫刻・国際交流・インスタレーション他
絵画

インスタレーション
彫刻
彫刻

国際交流

デザイン

特別展「世界のアートな玩具たち」

玩具

内井昭蔵の思想と建築 ―自然の秩序を建築に

建築

神奈川県民ホール開館35周年記念展 日常 場違い Everyday life Another spaces 彫刻・インスタレーション
Focus 3：高嶺 格 : スーパーキャパシターズ
インスタレーション

TERATOTERA
彫刻 ･インスタレーション ･ 国際交流
第6回富山国際現代美術展「2010 ART/X/TOYAMA in 魚津」 絵画・彫刻・インスタレーション・国際交流
第17回日本国際パフォーマンス・アート・フェスティバル（ニパフ10）
国際交流
野毛 Hana＊Hana 地域間交流プログラム
絵画 ･ 彫刻 ･
野毛 Hana＊Hana 委員会
「アートとまちづくり“ 神山×野毛 ”」
「全貌 KAIR 展覧会」
インスタレーション・映像
せんだいメディアテーク（（財）仙台市市民文化事業団） せんだいメディアテーク開館10周年事業 いま、バリアとはなにか インスタレーション 他
札幌市公園緑化協会
モエレ沼公園グランドオープン5周年記念 イサム・ノグチ あかり展
照明デザイン・写真
キャンプタルガニー アーティスティック ファーム 黒潮チャンプル 沖縄・台湾現代美術展
絵画 ･ 彫刻 ･インスタレーション･ 写真
（財）三宅一生デザイン文化財団
佐藤雅彦ディレクション「これも自分と認めざるをえない」展
デザイン
わくわくプロジェクト実行委員会
わくわくKYOTO プロジェクト
絵画 ･ 版画 ･ 彫刻・インスタレーション
カスヤの森現代美術館
クラウス・オスターバルト「SONAR SYSTEMS」
絵画・インスタレーション・国際交流
NEW HEAVY 直方
（財）直方文化青少年協会
彫刻
日本デザイン団体協議会 ジャパンデザイン
DESIGN ふたつの時代〔60s vs 00s〕ジャパン デザイン ミュージアム構想
デザイン
ミュージアム構想実行委員会
和歌山県立近代美術館
日本近代の青春 創作版画の名品
版画、その他
2010
“BIWAKO ビエンナーレ2010 玉手箱〜 Magical World 〜 ” 絵画、彫刻、インスタレーション
（特非）エナジーフィールド
平成22年度
日韓現代美術交流展「純情の衝突」実行委員会 日韓現代美術交流展「旅の空 ―純情の衝突 in 京都 」絵画 ･ 彫刻 ･インスタレーション･ 版画 ･ 国際交流
大分アジア彫刻展実行委員会
第10回大分アジア彫刻展
彫刻
あさご芸術の森美術館
あさご芸術の森大賞展
絵画・版画
茅野市美術館アート × コミュニケーション #2
絵画 ･インスタレーション、
（株）地域文化創造
岡部昌生フロッタージュ・プロジェクト2010
ワークショップ
平塚市美術館
堀 文子展
絵画
（財）入善町文化振興財団
セシル・アンドリュー展 CULTURE2
彫刻・インスタレーション・国際交流
横浜市民ギャラリー（（公財）横浜市芸術文化振興財団） ニューアート展2010 描く ―手と眼の快
絵画
NPO 法人 コンテンポラリー・アート・イン東京 対話がある展覧会「子供の居場所」
絵画
「日本の人形劇展 in スペイン2010」実行委員会 日本の人形劇展 in スペイン
その他
神戸アートビレッジセンター（指定管理者：大 Exhibition as media 2010（メディアとしての展覧会）
インスタレーション・映像
SHINCHIKA SHINKAICHI 展
阪ガスビジネスクリエイト株式会社）
あおもり国際版画トリエンナーレ2010実行委員会 あおもり国際版画トリエンナーレ2010
版画
（財）切手の博物館
「江戸のメディア 浮世絵」展
切手デザイン
（財）せたがや文化財団（世田谷文学館）
旅する絵描き いせひでこ展
絵画
アーカスプロジェクト実行委員会
アーカスプロジェクト2011 いばらき
インスタレーション・現代美術
BIGAKKO ANNUAL REPORT 実行委員会
BIGAKKO ANNUAL REPORT 2011
絵画・インスタレーション・写真
関西中国書画コレクション研究会
関西中国書画コレクション展
絵画
クロスカウンター・オーガニゼーション
クロスカウンター・アーティスト交流プロジェクト
絵画・彫刻・インスタレーション
（特非）越後妻有里山協働機構
「里山実験室」展
インスタレーション
没後30年 清水多嘉示展
原村歴史民俗資料館 八ヶ岳美術館
彫刻
アジア芸術家交流会実行委員会
アジア芸術家交流会 京都からの出発
絵画 ･ 彫刻 ･ 工芸
オール・ピスト東京実行委員会
オール・ピスト東京
映像アート
Nagi MOCA 原游展実行委員会
原游展 Flying Classroom
絵画（絵はがきプロジェクト）
2011
福岡市美術館
菊畑茂久馬 回顧展
絵画・版画
平成23年度
（財）高麗美術館
花卉草蟲 ―朝鮮絵画展
絵画 ･ 陶磁器 ･ 木工品 ･ 金工品等
特別展 夏休み子どもミュージアム
香川県立ミュージアム
絵画・立体造形
つなげて ひろげて 紙から生まれた不思議 ―秋山たいけいのからくり―
南砥市いなみ国際木彫刻キャンプ実行委員会 南砥市いなみ国際木彫刻キャンプ 2011
彫刻
（財）茅ヶ崎市文化振興財団
川上音二郎没後100年・川上貞奴生誕140年記念「川上音二郎・貞奴展」 写真・版画・彫刻他
国際陶磁器フェスティバル美濃実行委員会
国際陶磁器フェスティバル美濃 ʼ11
陶磁器
宇部市（UBE ビエンナーレ）
宇部市制施行90周年・野外彫刻50周年記念 第24回 UBE ビエンナーレ（現代日本彫刻展）
彫刻
町立久万美術館
町立久万美術館2011年度自主企画展 40坪内晃幸展 ―追い求めた「具体」 絵画・版画・彫刻・インスタレーション
土佐和紙国際化実行委員会
第8回高知国際版画トリエンナーレ
版画
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助成 年度

（財）脇田美術館

団体名

ニューオータニ美術館（（株）ニューオータニ）

（公財）神奈川芸術文化財団

2011

武蔵野美術大学 美術館・図書館

平成23年度 東京藝術大学 先端芸術表現科
神戸市立博物館

〔木のデザイン〕公募展覧会2011

企画名称

池大雅 ―中国へのあこがれ展

絵画

企画展 日常／ワケあり 江口 悟・田口一枝・播磨みどり

インスタレーション

高山 登退任記念展

インスタレーション

杉浦康平デザインの手法と哲学

元気なアートプロジェクト実行委員会

自主企画特別展「日本絵画のひみつ」
元気なアートコラボラボ2012・桜川芸術祭

カスヤの森現代美術館

若江漢字展《キリスト教絵画の試み》

（財）目黒区芸術文化振興財団

部門

立体デザイン

―都会に生きる作家

2013
平成25年度

団体名
企画名称
神奈川県民ホール（（公財）神奈川芸術文化財団） 日常／オフレコ Everyday Life/Off The Record
press 実行委員会
版画系

世田谷文学館（（公財）せたがや文化財団）

（公財）伊丹市文化振興財団

デザイン

（伊丹市立美術館）
練馬区立美術館

絵画

富山県立近代美術館

絵画・インスタレーション・パフォーマンス
絵画・彫刻・インスタレーション・写真他

広島アートプロジェクト実行委員会

絵画

兵庫県立歴史博物館
特別展「鶴林寺太子堂 ―聖徳太子と御法の花のみほとけ―」
絵画
MOVING 実行委員会
MOVING 2012
映像
浦添市美術館
時の眼 ―沖縄・復帰40年の軌跡 比嘉豊光・山城博明写真展
写真
（財）札幌市芸術文化財団
立体力〜仏像から人形、フィギュアまで〜
彫刻
富山県立近代美術館
第10回世界ポスタートリエンナーレトヤマ2012
デザイン
東京国立近代美術館
吉川霊華展 近代にうまれた線の探究者
日本画
水と土の芸術祭実行委員会
開港都市にいがた 水と土の芸術祭2012
インスタレーション
（財）広島市未来都市創造財団
ス・ドホ展
インスタレーション
武蔵野美術大学共通彫塑研究室
鉄と人 鈴木久雄・多和圭三展 -- 彫刻の領域2-彫刻
（財）熊本市美術文化振興財団
生きる場所 ボーダーレスの空へ
彫刻・インスタレーション・映像
竹工芸の継承・革新 ―早川尚古齋・田邊竹雲齋・飯塚琅玗齋・生野祥雲齋を中心に―
大分県立芸術会館
竹工芸
（公財）せたがや文化財団（世田谷美術館）
対話する時間 ―世田谷美術館コレクションによる現代美術展
絵画・彫刻
2121 DESIGN SIGHT（株）
「田中一光とデザインの前後左右」展
デザイン
2012
練馬区立美術館
棚田康司 ― たちのぼる。展
彫刻
平成24年度
（特非）
アーツイニシアティヴ トウキョウ〔AIT/ エイト〕 HOME AGAIN ―Japan を体験した10人のアーティスト 絵画・彫刻・インスタレーション
（特非）エナジーフィールド
”BIWAKO ビエンナーレ2012 御伽草子〜 Fairy Tale 〜 絵画、彫刻、インスタレーション
漆・うるわしの饗宴展実行委員会
漆・うるわしの饗宴展 ―世界の女性作家による漆表現の現在―
絵画・彫刻・漆芸作品
横浜市民ギャラリー
ニューアート展 NEXT 2012 動く絵、描かれる時間：
映像インスタレーション
Phantasmagoria
（（公財）横浜市芸術文化振興財団）
（社）日本版画協会国際交流部 Prints Tokyo2012 Prints Tokyo2012 -International Prints Exhibition Tokyo 2012版画
（財）水戸市芸術振興財団
「3.11とアーティスト : 進行形の記録」
写真、映像、文字、インスタレーションなど
（ART BASE MOMOSHIMA 開館記念展）
インスタレーション・
Yanagi ＆ Associates
特別展：柳 幸典×原口典之、企画展：UTOPIA ―何処にもない場所―
現代美術
（公財）伊丹市文化振興財団
鬼海弘雄写真展 PERSONA 東京ポートレイト、インディア、アナトリア
写真
石川県九谷焼美術館
開館10周年記念特別展「雪 古九谷」展
工芸品
和歌山県立近代美術館
謄写版の冒険 卓上印刷器からはじまったアート
版画
小さな世界へようこそ！
絵画 ･ 版画 ･
高松市（高松市美術館）
―5人のアーティストと美術館コレクションのすてきな出会い―
インスタレーション
アーカスプロジェクト実行委員会（茨城県企画
アーカスプロジェクト2013いばらき
インスタレーション・現代美術
部地域計画課）
京都市立芸術大学 ギャラリー＠ KCUA（アクア） KYOTO STUDIO
絵画・彫刻・インスタレーション
横浜美術館（（公財）横浜市芸術文化振興財団） Welcome to the Jungle 熱々！東南アジアの現代美術 絵画・版画・彫刻・インスタレーション・写真・映像
植田正治生誕 100 年記念事業実行委員会（植 植田正治生誕100年記念事業特別展
写真
植田正治の「実験精神」
「植田正治とドアノー」
田正治写真美術館）
映像
オールピスト東京
オールピスト東京2013
インスタレーション
東京都現代美術館（（公財）東京都歴史文化財団） 2013年度夏のこども向け展覧会「オバケとパンツとお星さま」
絵画
長崎県美術館（（公財）長崎ミュージアム振興財団） 現代スペイン・リアリズムの巨匠 アントニオ・ロペス展
インスタレーション
（公財）四国民家博物館
無何有郷（むかゆうきょう）―ユートピア―展
種差展実行委員会（青森県立美術館）
三陸復興国立公園指定記念
絵画・版画・インスタレーション・
「種差 よみがえれ 浜の記憶」
写真・考古・民俗資料・古地図
（公財）
ミモカ美術振興財団
大竹伸朗展 ニューニュー
絵画・彫刻・インスタレーション
2013
平塚市美術館
日本の絵 三瀬夏之介展
絵画
平成25年度 栃木県立美術館
マンハッタンの太陽
絵画・インスタレーション
（特非）越後妻有里山協働機構
越後妻有アート2013「大地を包む」展〜繊維からの再考〜
インスタレーション
庫淑蘭展実行委員会
花珠爛漫「中国・庫淑蘭の切り紙宇宙」展
中国切り紙
第29回東川町国際写真フェスティバル（第29回写真の町東川賞受賞作家作品展）
東川町写真の町実行委員会
写真
引込線実行委員会（所沢ビエンナーレ）
引込線2013所沢美術展
絵画・彫刻・インスタレーション
THE ECHO 実行委員会
THE ECHO ―Spreading of Light―
絵画・彫刻・インスタレーョン
第25回 UBE ビエンナーレ
（現代日本彫刻展）
宇部市（UBE ビエンナーレ）
彫刻
目黒区美術館（（公財）目黒区芸術文化振興財団） 土屋幸夫展 ―美術科・デザイナー・教育者
絵画
平野甲賀の仕事展 1964-2013
武蔵野美術大学 美術館・図書館
デザイン
山口情報芸術センター
（YCAM）
インスタレーション
坂本龍一＋高谷史郎「LIFE-fluid, invisible, inaudible …Ver2」
（（公財）山口市文化振興財団）
AIR 尾道実行委員会
「アートとサイエンスのあいだ ―Between art and science 」AIR4 インスタレーション
インスタレーション 他
（公財）仙台市市民文化事業団（せんだいメディアテーク） 対話の可能性 ―LOVERS 永遠の恋人たち
想像しなおし展実行委員会
想像しなおし（In Search of critical Imagination ） 絵画 ･ 彫刻 ･インスタレーション ･ 映像
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画家たちの上京物語展実行委員会

創造都市さっぽろ・国際芸術祭実行委員会

（株）地域文化創造（茅野市美術館）
坂本善三美術館（小国町）

カスヤの森現代美術館

原始感覚美術祭実行委員会
NGO 牛窓 ･ 亜細亜藝術交流祭実行委員会

（公財）いわさきちひろ記念事業団

2014

福島現代美術ビエンナーレ実行委員会

平成26年度 国際陶磁器フェスティバル美濃実行委員会
町立久万美術館

部門

インスタレーション
版画

星を賣る店 クラフト・エヴィング 商會のおかしな展覧会 デザイン・工芸・インスタレーション

プライベート・ユートピア ここだけの場所 ブリティッシュ・

カウンシル・コレクションにみる英国美術の現在
『没後50年 松林桂月』展

インスタレーション・

絵画が中心のグループ展

永井一正 ポスター・ライフ1957−2014
ART BASE 百島 コレクション展、
「十字路―CROSSROAD」、

「100のアイデア、あしたの島」

画家たちの上京物語
札幌国際芸術祭2014「都市と自然」

生誕100年 矢﨑博信展 幻想の彼方へ
若木くるみの制作道場

絵画

デザイン
インスタレーション
絵画

絵画・彫刻・インスタレーション
絵画

インスタレーション

カスヤの森現代美術館 開館20周年記念 来日30周年『ヨーゼフ・ボイス』
絵画
絵画・版画・彫刻・インスタレーション・写真・映像他
信濃の国 原始感覚美術祭2014 - 氷のうたがき

服部コレクションで振り返る JAPAN 牛窓国際交流祭（牛窓・亜細亜藝術交流祭） 彫刻・インスタレーション

はじめてみる、ちひろの世界。いわさきちひろ×佐藤 卓展 絵本のインストレーションとデザイン
インスタレーション
福島現代美術ビエンナーレ2014
国際陶磁器フェスティバル美濃 ʼ14
陶磁器

町立久万美術館2014年度自主企画展「孤高の道―馬越舛太郎」
絵画
BIWAKO ビエンナーレ2014 泡沫〜 Utakata 〜
絵画・彫刻・インスタレーション
松本瑠樹コレクション ユートピアを求めて
（公財）せたがや文化財団（世田谷美術館）
ポスター
ポスターに見るロシア・アヴァンギャルドとソヴィエト・モダニズム
第5回福岡アジア美術トリエンナーレ2014
絵画・版画・彫刻・国際交流・インスタレーション他
第5回福岡アジアトリエンナーレ実行委員会
Nakagin AIR 2014〜中銀レジデンス
銀座たてもの展実行委員会
版画・インスタレーション
水巻町歴史資料館
大貝彌太郎遺作展 PART2
絵画
横浜市民ギャラリー（（公財）横浜市芸術文化振興財団） 開館記念展 横浜市民ギャラリークロニクル 1964-2014
映像インスタレーション
徳島県立現代美術館
生誕140年後・没後60年記念 水彩表現の開拓者 三宅克己回顧展
絵画
KYOTO 版画2014 日本・オーストラリア国際版画展
版画京都展実行委員会
版画
秋田公立美術大学「てさぐる」展実行委員会 「てさぐる」
陶芸
東京国立近代美術館
高松次郎ミステリーズ
絵画・版画・彫刻・インスタレーション
MOVING 実行委員会
映像芸術祭「MOVING 2015」
映像
PARASOPHIA：京都国際現代芸術祭2015
京都国際現代芸術祭組織委員会
絵画・版画・彫刻・インスタレーション
アーカスプロジェクト 実行委員会
アーカスプロジェクト2015いばらき
インスタレーション・現代美術
東京都現代美術館（（公財）東京都歴史文化財団） 日本語：
「他人の時間」展 英語：Time of Others
絵画・彫刻・インスタレーション・映像・写真
黒部市美術館・小山市立車屋美術館 共同企 北陸新幹線開業記念
インスタレーション
黒部市美術館・小山市立車屋美術館共同企画 岩崎貴宏展
画展実行委員会
絵画・インスタレーション・その他
第14回 サッポロ未来展 in Sakhalin
サッポロ未来展 実行委員会
染織・紬織
都機工房
色を織る 志村ふくみ＆洋子展
デザイン
新潟県立万代島美術館
生誕100年 亀倉雄策展
建築模型・図面・写真展
（公財）目黒区芸術文化振興財団
村野藤吾の建築 ―模型が語る豊饒な世界
《写真》展実行委員会
《写真》見えるもの／見えないもの ＃02
写真
（公財）入善町文化振興財団
下山芸術の森発電所美術館 開館20周年記念「仮様」清河北斗
インスタレーション
（特非）越後妻有里山協働機構
今日の限界芸術百選展
インスタレーション
引込線実行委員会（所沢ビエンナーレ）
引込線2015（英名：railroad siding 2015 ）
絵画・彫刻・インスタレーション・映像
ムサビのデザインⅤ 1960-80年代、日本のグラフィックデザイン 寄贈記念
武蔵野美術大学 美術館・図書館
デザイン
永井一正・田中一光・福田繁雄・石岡瑛子のポスターから
萬 鉄五郎生誕130年 棟方志功没後40年「棟方志功 萬 鉄五郎に首ったけ」展
絵画
（公財）茅ケ崎市文化・スポーツ振興財団
2015
大阪歴史博物館
「唐画【からえ】
もん ―武禅に閬苑、若冲も」
絵画
平成27年度 CREATIVE UNION HIROSHIMA
ヒロシマ アート ドキュメント2015
インスタレーション
宇部市（UBE ビエンナーレ）
第26回 UBE ビエンナーレ
（現代日本彫刻展）
彫刻
（公財）大和文華館
特別展「蘇州の見る夢―明・清時代の都市と絵画―」
絵画
タデウシュ・カントル生誕100周年記念事業「カントルへのオマージュ」展 絵画・インスタレーション
京都市立芸術大学
松戸市教育委員会
企画展「よみがえる画家 板倉 鼎・須美子展」
絵画
（公財）仙台市市民文化事業団（せんだいメディアテーク） 対話の可能性「物語りのかたち 現在（いま）に映し出す、あったること」 インスタレーション 他
絵画・版画・デザイン
（装丁）
小金井市立はけの森美術館
生誕100周年 串田孫一展
千葉県文化財保護条例制定60周年記念 特別展「香取神宮―神に奉げた美―」 絵画・彫刻・工芸・書
千葉県立美術館
芦屋市立美術博物館
戦後の “ ボーダレス ”/ 前衛陶芸の貌 Borderless Communication after 1945
陶芸
（公財）
ミモカ美術振興財団
愛すべき世界
インスタレーション
神戸市立博物館
特別展「須磨の歴史と文化展―受け継がれる記憶―」
絵画・彫刻・工芸品
〈小江戸文化シリーズ〉3 この絵、私が持ってました。
川越市立美術館
絵画
―収集家・安齊羊造と近代日本画家との愉快な交流―
インスタレーション
（公財）水戸市芸術振興財団
田中功起 共にいることの可能性、その試み
PATinKyoto 第 2 回 京 都 版 画トリエンナーレ
PATinKyoto 第2回京都版画トリエンナーレ 2016
版画
2016 推進委員会
（特非）エナジーフィールド
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助成 年度

団体名
瀬戸内国際芸術祭実行委員会

東川町写真の町実行委員会

石川県七尾美術館（（公財）七尾美術財団）
JAPAN BRASIL ART CENTER

瀬戸内国際芸術祭2016

企画名称

エリック・ペリス写真展ほか海外（アジア）国際文化交流写真展
石川県七尾美術館平成28年度春季特別展「長谷川等伯展〜等伯と一門の精鋭たち〜」

部門

芸術祭
写真

絵画
三梨 伸展「光と境界のある世界で」サンパウロ州立アフロブラジル美術館 彫刻のインスタレーション
KAAT 神奈川芸術劇場（公財）神奈川芸術文化財団 オープンシアター 突然ミュージアム2016
彫刻・インスタレーション・映像
福岡市美術館

物・語（もの・がたり）―近代日本の静物画―
絵画
ビッグ・アイ アートプロジェクト2015 巡回展「共振×響心」金沢21世紀美術館 特別展 絵画・書・写真・立体造形
1945年±5年 戦争と復興 時代を生きぬいた作品
兵庫県立美術館
絵画
村上春樹とイラストレーター ―佐々木マキ、大橋 歩、和田 誠、安西水丸― 絵本のイラストレーションとデザイン
（公財）いわさきちひろ記念事業団
すでぃる―REGENERATION プロジェクト実行委員会 マブニ・ピース・プロジェクト 沖縄 2016
絵画・インスタレーション
ビッグ・アイ 共働機構

竹岡雄二展実行委員会

（公財）鹿児島県文化振興財団
高松市（高松市美術館）

（特非）芸術文化事業支援機構
（札幌宮の森美術館）

竹岡雄二｜台座から空間へ

彫刻
鹿児島県霧島アートの森特別企画展「松井えり菜展」顔の惑星 絵画・インスタレーション
ヤノベケンジ展
彫刻・絵画・映像・インスタレーション他
手に取る宇宙 ―松井紫朗との関係 Learn more about “Message in a
彫刻
Bottle” With Shiro Matsui

（一社）
クリエイターズラウンジ
『 片山康之展／ Artists Archives of OKAYAMA 』
彫刻
2016
カスヤの森現代美術館
山本正道・シモン パシエカ ―寓話との出会い―
絵画・彫刻
平成28年度 （大）青森公立大学
アーティスト・イン・レジデンス展「カエテミル」
インスタレーション
（滞在制作）
福島現代美術ビエンナーレ実行委員会
福島現代美術ビエンナーレ2016
インスタレーション
2016年度自主企画展「風景の向こう−喜多村知・松田正平」
町立久万美術館
絵画
（公財）柿衞文庫
歩く詩人 ― ワーズワスと芭蕉
絵画・インスタレーション・文芸作品
BIWAKO ビエンナーレ2016 見果てぬ夢〜 Eternal Dream 〜 絵画・彫刻・インスタレーション
（特非）エナジーフィールド
彫刻‐気概と意外
「彫刻‐気概と意外」展 実行委員会
彫刻
KYOTO 版画2016 日本・カナダ国際版画展
版画京都展実行委員会
版画
Super Open Studio NETWORK
042 art area project 2016 SUPER OPEN STUDIO アトリエ公開・多様な作品の展示など
大分アジア彫刻展実行委員会
第13回大分アジア彫刻展
彫刻
鉄道芸術祭 vol.6「ストラクチャーの冒険」
（一社）
アートエリア B1
多分野
（公財）泉屋博古館
特別展 高麗仏画―香りたつ装飾美
絵画
茨城県近代美術館
筑波大学〈総合造形〉展
現代美術（平面・立体・映像・インスタレーション）
（公財）せたがや文化財団（世田谷美術館）
開館30周年記念展 ―コレクションの5つの物語
絵画
神奈川県民ホール（（公財）神奈川芸術文化財団） 5 Rooms ―感覚を開く5つの個展
インスタレーション
（公財）山口市文化振興財団（山口情報芸術センター） Vanishing Mesh（ヴァニシング・メッシュ）
インスタレーション
長崎県美術館（（公財）長崎ミュージアム振興財団） 椛島勝一の世界
絵画
別府現代芸術フェスティバル「混浴温泉世界」実行委員会 目 in Beppu
アートプロジェクト
IZU PHOTO MUSEUM
テリ・ワイフェンバック展
インスタレーション・写真
香川県立ミュージアム
特別展「クロスポイント／交差する視線 20の表現」 絵画・彫刻・インスタレーション・映像・写真
（公財）入善町文化振興財団
本郷 仁展「視線の幾何学・光の修辞学」
インスタレーション
そこで生えているプロジェクト実行委員会
佐藤直樹個展「秘境の東京、そこで生えている」
絵画
TERATOTERA
（一社）Ongoing
絵画・彫刻・インスタレーション他
早稲田大学 坪内博士記念演劇博物館
テレビの見る夢 ―大テレビドラマ博覧会
映像
（公財）
ミモカ美術振興財団
志賀理江子 ブラインドデート
インスタレーション・写真
（公財）いたみ文化・スポーツ財団（伊丹市立美術館） 鬩 OJUN×棚田康司
絵画・彫刻
特集展示「明治のガラス乾版」
（藝「大」コレクション）
東京藝術大学 大学美術館
その他
2D（にじげん）
プリンターズ
栃木県立美術館
絵画・版画・彫刻・インスタレーション・写真
本と美術の展覧会 vol.1「絵と言葉のまじわりが物語のはじまり：絵本原画からそうぞうの森へ」
（一財）太田市文化スポーツ振興財団
絵画
引込線実行委員会
引込線2017（英名：railroad siding 2017 ）
絵画・彫刻・インスタレーション・映像・パフォーマンス
京都市立芸術大学
身体0ベース運用法「0（ ゼロ）GYM」
絵画・彫刻・インスタレーション・工芸（染織）他
とちぎ蔵の街美術館
生誕145年 竹工芸家・二代飯塚鳳齋 ―竹を編み竹に生きる―
工芸（竹工芸）
2017
（公財）武蔵野文化事業団（武蔵野市立吉祥寺美術館） 青野文昭展
インスタレーション
平成29年度 （公財）菊池美術財団 菊池寛実記念 智美術館 八木一夫と清水九兵衞 陶芸と彫刻のあいだで
彫刻・陶芸
（公財）黒部市国際文化センター 黒部市美術館 佐々木愛展 ―風景と物語のあいだに
絵画・版画・インスタレーション
郷土の美術をみる・しる・まなぶ 番外編 ARS/NATURA ―「風景」の向こう側― 絵画・彫刻・インスタレーション
福岡県立美術館事業サポート委員会
福島県立美術館
生誕110年・没後20年記念 斎藤 清からのメッセージ
版画
母袋俊也《Koiga‐Kubo》1993/2017 絵画展実行委員会 「母袋俊也《Koiga‐Kubo》1993/2017そして
〈Qf〉」展
絵画・インスタレーション他
（公財）金津創作の森財団
アートドキュメント2017 河口龍夫−眼差しの彼方
彫刻
島根県立美術館
没後20年 喜多村知の風景
絵画
Open Storage 2017〜大型美術作品の「見せる収蔵庫」
［メインアーティスト：金氏徹平］ インスタレーション
（一財）おおさか創造千島財団
（公財）練馬区文化振興協会（練馬区立美術館） 小野木学 絵画原画展 ―ぼくの中のコドモ―
絵本原画
慶應義塾大学アート・センター
アート・アーカイヴ資料展 XVI「影どもの住む部屋―瀧口修造の書斎」 アーカイヴ資料展
呉市立美術館
開館35周年記念 呉市立美術館のあゆみ展
絵画・版画・彫刻
川越市立美術館
〈小江戸文化シリーズ〉4 生誕130年 小村雪岱 ―「雪岱調」のできるまで―
絵画
兵庫県立美術館王子分館 横尾忠則現代美術
横尾忠則の冥土旅行
絵画
館（（公財）兵庫県芸術文化協会）
板橋区立美術館
東京⇆沖縄 池袋モンパルナスとニシムイ美術村
絵画
2018
（公財）いわさきちひろ記念事業団
いわさきちひろ生誕100年「Life 展」まなざしのゆくえ 大巻伸嗣 インスタレーションほか写真・映像等
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助成年度

団体名

企画名称
部門
2018年度春季特別展 ヤズディの祈り
写真
（公財）佐野美術館
白隠禅師250年遠諱記念展 駿河の白隠さん
絵画
すでぃる―REGENERATION プロジェクト実行委員会 マブニ・ピースプロジェクト 沖縄 2018
絵画・彫刻・インスタレーション
（公財）大分県芸術文化スポーツ振興財団
アート＆デザインの大茶会 マルセル・ワンダース、須藤玲子、ミヤケマイ インスタレーション
平和祈念展示資料館交流展 ―私のシベリヤ、それぞれのシベリア―
絵画
長門市 企画政策課 香月泰男美術館
高松コンテンポラリーアート・アニュアル vol.07「つながりかえる夏」 インスタレーションほか写真・映像等
高松市（高松市美術館）
exonemo ＋ YCAM 共同企画展 メディアアートの輪廻転生
（公財）山口市文化振興財団
インスタレーション
明治150年記念 真明解・明治美術／増殖する新メディア
絵画・版画・彫刻・
神奈川県立歴史博物館
―神奈川県立博物館50年の精華―
写真・文書資料
（公財）せたがや文化財団（世田谷美術館）
民家の画家 向井潤吉 人物交流記
絵画
福島ビエンナーレ実行委員会
福島ビエンナーレ2018 重陽の芸術祭
インスタレーション
BIWAKO ビエンナーレ2018 “きざし〜 BEYOND”
（特非）エナジーフィールド
すべてのジャンル
（公財）熊本市美術文化振興財団
魔都の鼓動 上海現代アートシーンのダイナミズム
絵画・彫刻
（公財）札幌市芸術文化財団
札幌美術展 五十嵐威暢の世界
彫刻・インスタレーション・デザイン
2018
今、神話が語るもの ―人類の終末と復活の神話― ／ミネケ・シッパー 山口由理子
カスヤの森現代美術館
絵画
平成30年度 熊本県立美術館
変革の煽動者 佐々木耕成 アーカイブ：1928-2018
絵画・資料
混浴温泉世界実行委員会
アニッシュ・カプーア in BEPPU
インスタレーション
実践女子大学香雪記念資料館
野口小蘋 ―女性南画家の近代―
絵画
横浜美術館
駒井哲郎 ― 煌めく紙上の宇宙
絵画・版画・彫刻・映像・書籍他
アートエリア B1開館／京阪中之島線開業10周年記念事業
アートエリア B1
多分野
鉄道芸術祭 vol.8「超・都市計画〜そうなろうとする CITY 〜』
大阪市立美術館（（公財）大阪市博物館協会） 生誕150周年記念「阿部房次郎と中国書画」
書画
退任記念 深井 隆展 7つの物語
深井 隆 彫刻展 実行委員会
彫刻
長崎県美術館（（公財）長崎ミュージアム振興財団） クアトロ・ラガッツィ 桃山の夢とまぼろし―杉本博司と天正少年使節が見たヨーロッパ
絵画
長崎歴史文化博物館
「新章 ジャパンビューティ 栗原玉葉・松園・夢二 美人画の世界」展
絵画
京都府立堂本印象美術館企画展「漆軒と印象 明治生まれの堂本兄弟・うるしと日本画の競演」 絵画・工芸（漆芸）
（公財）京都文化財団
名古屋市博物館
画僧 月僊
絵画
（公財）神奈川芸術文化財団（神奈川県民ホール） 5 RoomsⅡ ―けはいの純度
インスタレーション
Para-Landscape（ パラランドスケープ）“ 風景 ” をめぐる想像力の現在 絵画・彫刻・インスタレーション
三重県立美術館
（公財）大川美術館
松本竣介没後70年 ― Ⅱ
「松本竣介 ― 読書の時間」展
絵画 ･インスタレーション
UBE ビエンナーレ
UBE ビエンナーレ AIR 部門「こどもビエンナーレ」
（現代日本彫刻展）
彫刻
雨引の里と彫刻2019
雨引の里と彫刻 実行委員会
彫刻
（公財）神奈川芸術文化財団 (KAAT 神奈川芸術劇場） KAAT EXHIBITION2019「小金沢健人展 ―NAKED THEATRE―」 インスタレーション
京都大学総合博物館 2019 春季企画展「タイムライン 京都大学総合博物館2019 春季企画展
絵画・版画・彫刻・
――時間に触れるためのいくつかの方法」展実行委員会 「タイムライン ――時間に触れるためのいくつかの方法」展 インスタレーション・現代美術
グラフィック ―高松松平家博物図譜
絵画
香川県立ミュージアム
自然に挑む 江戸の超（スーパー）
引込線実行委員会
引込線／放射線 Absorption/Radiation
絵画・彫刻・インスタレーション・映像・パフォーマンス
東京藝術大学彫刻科
東京藝術大学彫刻科企画展示「時間 / 彫刻 ―時をかけるかたち―」
彫刻
山口県立美術館
下瀬信雄展 天地結界
写真
（特非）土方巽記念秋田舞踏会
「病める舞姫」完全写真化計画
写真
（道在稊稗 / 道（タオ）は雑草に在り） インスタレーション
京都市立芸術大学
ジェン・ボー「Dao is in Weeds」
オーバリン大学 アレン・メモリアル美術館所蔵 メアリー・エインズワース浮世
（公財）静岡市文化振興財団
版画
絵コレクション ―初期浮世絵から北斎・広重まで
（一財）太田市文化スポーツ振興財団
本と美術の展覧会 vol.3「佐藤直樹展：紙面・壁面・循環」 絵画・エディトリアルデザイン
群馬県立近代美術館
長島有里枝×竹村 京「まえ と いま」展
写真・インスタレーション
企画展「美術館まで（から）つづく道」
絵画・インスタレーション・
（公財）茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団
インタラクティブアート・メディアアート
2019
（公財）東京都歴史文化財団 ( 東京都現代美術館） あそびのじかん展
インスタレーション
令和元年度
中林忠良展 銅版画―腐蝕と光
（株）地域文化創造（茅野市美術館）
版画
上田市（上田市立美術館）
没後100年 村山槐多展 ―驚きの新発見作品を一挙公開―
絵画
神奈川大学日本常民文化研究所非文字資料研究センター 「帝国日本」の残影 海外神社跡地写真展
写真
ログとエコー／ Log and Echo
阿部大介 鷹野 健
版画
Obsession Conception Possession 実行委員会 Structure and Sound ― Perception of structure by sound ―音による構造の知覚 インスタレーション
横浜市民ギャラリー
（
（公財）横浜市芸術文化振
新・今日の作家展2019 対話のあとさき
絵画・彫刻・インスタレーション・映像
興財団／西田装美（株）共同事業体）
早稲田大学坪内博士記念演劇博物館
「コドモノミライ ― 現代演劇とこどもたち」展
演劇
彫刻
三重県総合博物館
開館5周年記念 企画展「三重の仏像」
横浜市民ギャラリーあざみ野
あざみ野コンテンポラリー vol.10「しかくのなかのリアリティ」
絵画
（公財）入善町文化振興財団
藤原隆洋「Somewhere」
インスタレーション
（一社）AIS プランニング（さっぽろ天神山アート
インスタレーション
南 隆雄展「コレクションサーベイ：北海道立北方民族博物館」
スタジオ管理運営委託者）
福岡市美術館
梅田哲也展 うたの起源
インスタレーション・パフォーマンス
インスタレーション
（公財）仙台市市民文化事業団
青野文昭 ものの , ねむり , 越路山 , こえ
陶磁器
（公財）細見美術財団
華めく洋食器 大倉陶園100年の歴史と文化
京都府京都文化博物館（（公財）京都文化財団）「Beacon 2020」展
インスタレーション
立命館大学国際平和ミュージアム
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助成 年度

栃木県立美術館

団体名

山田耕筰と美術

企画名称

部門

絵画・版画

2019
高松市（高松市歴史資料館）
墨景礼讃 〜山水に遊ぶ〜
令和元年度 2019畦地梅太郎展実行委員会（愛媛県、南海放送） 没後20年 畦地梅太郎 山のなか、本のなか
岡山県立美術館

絵画
版画

衣笠豪谷展

絵画

芸術文化部門／美術の研究
助成 年度

1991
平成3年度

1992
平成4年度

氏名

淺野敞一郎
五十嵐 卓

木村三郎
千速敏男

セゾン美術館 学芸員

教育機関としての美術館の役割：アメリカの美術館における現状

太田敬二

加須屋 誠

鈴木杜幾子
天野知香

日本大学 芸術学部 助教授

美術史研究に関する海外データ・ベースの調査研究

福 のり子

田中久美子

嘉藤笑子

ミュンヘン大学 在籍

東京大学 美術史研究室 助手

エクスの受胎告知 ―その生成過程について―

東京藝術大学 非常勤講師

ニューヨーク近代美術館 研修員

戦後美術関係展にみる文化史的考察

ブルーノ・タウトの芸術理念と建築デザイン

生労病死の図像学 ―我国古代中世仏教説話画の研究―
フランス19世紀におけるボナパルティスム美術の研究
デューラーの第二次イタリア滞在 1505〜1507：その名声のメカニズム
フランス19世紀における壁画装飾の研究

横浜美術館 学芸部 参事

関東学院大学 美学美術史学科 専任講師

帝塚山学院大学 美学美術史学科 専任講師

明治学院大学 教授

東京大学大学院博士課程、ドイツ・フライブルグ大学博士候補生
明治学院大学 非常勤講師
英国 City University 在籍

黒岩三恵

英国における公的機関の芸術サポートの実態とその役割の考察
フランス15世紀の透明釉七宝工芸品の研究

神野由紀

消費社会黎明期における大衆の美的趣味とアノニマス・デザインの関係について

正田夏子

旧加賀藩前田家の能装束に関する調査研究

中村尚明

（横浜美術館蔵）について
アドルフ・メンツェル作 ＜リュクサンブール公園＞

荒川裕子

ターナーにおける油彩画と版画の関わりについて

丸山伸彦

磯崎桜理子
今山正幾

1995
平成7年度

横浜美術館 学芸員

大野芳材

秋山 聰

1994
平成6年度

所属

ルネサンス以降の西洋美術史における「絵画的」という概念の変遷について
フランス17〜18世紀絵画にみられる四季の表現

淺野敞一郎

1993
平成5年度

研究テーマ

日本における戦後の美術展開催記録調査
1900年から1945年のアメリカ絵画史

岡部あおみ
川島洋一
木俣元一
小林昌夫

鈴木廣之

桝屋友子

池上英洋

日本の服飾史における武家服飾の美術史的研究

次世代オルターナティブ・スペースの設計
フランス19世紀における「慈愛」像の変貌

東京大学大学院人文科学研究科 博士課程
学習院大学大学院 研究生

江戸川女子短期大学 非常勤講師

横浜美術館 学芸員

国立歴史民俗博物館情報資料研究部 助手

清泉女子大・青山学院女子短大 講師
佐賀町エキジビット・スペース 勤務

成城大学大学院 文学研究科 博士課程

美術館活動や美術学校におけるデジタル画像の活用についての調査研究
金沢美術工芸大学 非常勤講師
スウェーデンにおける近代建築の特質に関する研究 ―建築家 E.G. アスプルンドの建築論的研究― 京都工芸繊維大学大学院 博士課程
シャルトル大聖堂のステンド・グラスにおける聖人伝表現に関する研究

クレス・オルデンバーグ研究 ―芸術の個人性と社会性について―
15世紀日本絵画史の基礎的研究
タフテ＝スレイマーンにおけるイルハーン朝時代の建築装飾
イタリアのバロック美術における反宗教改革性の研究
15世紀北イタリアの光学研究（理論と実践）

名古屋大学 文学部 助教授
国立国際美術館 研究員

東京国立文化財研究所 写真資料研究室長

ニューヨーク大学大学院 美術研究所 博士課程
東京藝術大学 非常勤講師

愛知県美術館 学芸員
The Critical Reception of Exhibitions of Japanese Contemporary Art
光山清子
チェルシー美術大学 在籍（M.Phil）
1996
in the West during the 1980s
1920年代のディッチリングにおけるアーツ・アンド・クラフツ運動と濱田庄司
インディペンデント・キュレイター
平成8年度 萬木康博
京都教育大学 教授
狩野派における漢画表現と大和絵表現 〜京狩野を中心に〜
脇坂 淳
渡辺真理
新しい美術館の設計条件に関する研究
（株）設計組織 ADH 代表
公開研究活動＜美術の近現代＞研究会 ＜美術＞ その近代と現代をめぐる10の争点
代表：京都芸術短期大学 教授 木下長宏氏
浅野ひとみ 『サンティアゴ巡礼路』のロマネスク教会堂装飾
横浜国立大学 非常勤講師
『聖なる会話』にみられるファン・アイク系エピタフの影響
江藤 匠
女子美術大学 非常勤講師
Japanese Modernisation and Identity：
Research Fellow Chelsea College
菊地裕子
1997
Yanagi Soetsu and the Mingei theory in Intercultural Context
of Art ＆ Design
15世紀フェッラーラ派絵画の図像学的研究
東京大学大学院 人文社会系研究科 博士課程
平成9年度 京谷啓徳
オランダにおけるコンテンポラリーアートミュージアム、及びそのエキジビションのもつ社会性に関する研究 レインワートアカデミー大学院 修士課程
近藤貴子
圓谷文子
反宗教改革の美術：静の部分
宇波 彰主催「ミル・プラトー研究会」所属
冨島義幸
塔の信仰とその変遷について 〜平安時代を中心に〜
京都大学大学院 工学研究科 博士課程
青木美由紀 イスラーム世界の文化的自画像 ―19世紀の万国博覧会と「オスマン建築史」概念の成立 早稲田大学大学院 文学研究科 博士課程
岡田 健
四川省を中心とする唐時代阿弥陀図像の変化と伝播に関する研究
東京国立文化財研究所 美術部 主任研究官
上川通夫
覚禅鈔についての調査・研究
愛知県立大学 助教授
1998
南北朝・室町時代の浄土教絵画の研究
東京藝術大学大学院 博士課程
高岸 輝
平成10年度
高橋美彌子 東武美術館所蔵オノレ・ドーミエ版画における人間の表情の展開
東武美術館 学芸員
国立西洋美術館 研究員
田中正之
ワシリー・カンディンスキーの初期抽象絵画における記号論的解釈の可能性
イタリア・ルネサンス祭壇画における図像配列の研究
明治学院大学 非常勤講師
塚本 博
大原嘉豊
日本浄土教絵画史
京都大学大学院 博士課程
1999
加藤ひろみ カール禿頭王時代のカロリング朝写本挿絵の研究
東京藝術大学大学院 博士課程
20世紀初頭のインダストリアル・デザインからみたルネ・ラリックの香水瓶意匠の芸術的古典性 多摩美術大学大学院他 非常勤講師
平成11年度 北澤洋子
須賀みほ
絵巻物絵画におけるモチーフの転用について
青山学院大学 非常勤講師
拝戸雅彦
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助成年度

氏名

瀬分 緑

谷本尚子
1999
松嶋雅人
平成11年度
山本聡美
吉田紀子
石松日奈子
甲斐教行
河上眞理
喜多崎 親
2000
高 晟埈
平成12年度
長屋光枝
難波祐子
堀 ひかり
伊藤香織

植松勇介
梅沢 恵

木下直之
2001
佐々木志保
平成13年度
清水 健
真道洋子
新保淳乃
田中容子
新井淳子
伊藤 節

江村知子

川瀬佑介
2002
小林一枝
平成14年度
椎原伸博
田辺めぐみ
中西麻澄
藤井慈子

荒木かおり
内田篤呉

加藤磨珠枝
金子典正

小林 仁

陳岡めぐみ
2003
平成15年度 平田寧子
福間加容
松田健児
村角紀子

松原知生

和田咲子

小野文子

青野純子

岩元陽子

江川佳秀

高林弘実
2004
黒田加奈子
平成16年度
熊澤 弘
関場亜利果
高橋亜季
藤川 哲
名方陽子
須賀みほ
加藤明子
2005
平成17年度 岩出まゆ
高木真喜子

研究テーマ

所属

ピエロ ･ デッラ・フランチェスカ作 ｢聖十字架伝｣ における遠近法理論
芸術実践と機関誌 ―虚構と日常のはざま―
16世紀末から17世紀初頭における｢大原御幸図屏風｣ の研究

絵画史における後白河法皇研究 ―平安末期の絵画制作の場を考える―
ロジェ・マルクス :1880-1890年代のフランスにおけるポスター愛好と批評
中国早期仏教石窟の調査研究 ―五世紀の華北地域を中心に―

東京藝術大学大学院 博士課程

京都工芸繊維大学大学院 博士課程
東京藝術大学 非常勤講師

早稲田大学大学院 博士課程
学習院大学大学院､ パリ第10大学博士課程

実践女子大学・跡見学園女子大学 非常勤講師

対抗宗教改革期絵画図像における諸修道会の影響 ―サンティ・ディ・ティートの場合―
東京藝術大学 非常勤講師
18世紀ヴェネツィア絵画の欧州への伝播について ―イギリスを中心に―
早稲田大学大学院 文学研究科 博士課程
19世紀フランス宗教美術とビザンティン
国立西洋美術館 主任研究官
黒海沿岸地域およびバルカン半島の壁画における聖ゲオルギオス伝の研究
東京藝術大学 美術学部 非常勤助手
W. カンディンスキーのキュビスム批評と作品への波及 ―ドイツにおけるキュビスム受容の一断面― 名古屋大学大学院 文学研究科 博士課程

P.S.1を中心とするニューヨークの現代美術管理運営に関する調査と研究

映画・技法・民族的アイデンティティー

溝口健二 戦後作品における＜日本的＞なるものとその受容について

広島市立大学芸術学部 協力研究員 他
学習院大学大学院 人文科学研究科

博士課程
Ecole Nationale du Patrimoine 学生
花形鏡の成立に関する研究
東京藝術大学大学院美術研究科 博士課程
熊野曼荼羅を中心とした中世後期の仏画制作に関する研究
早稲田大学大学院 博士課程
人文社会系大学院教育と文化施設の連携による人材育成推進システムの構築
東京大学 助教授
Victoria ＆ Albert Museum 研究生
保存修復及び歴史・技法の観点から選定した浮世絵版画の色材調査
中世南都の観音信仰の美術に関する研究
東北大学大学院文学研究科 博士課程
イスラーム時代・エジプトにおけるラスター彩ガラスの研究
（財）中近東文化センター 研究員
千葉大学大学院 博士課程
ペストとバロック表象文化 ―イタリア諸都市におけるペスト行列と祭壇画を中心に―
両大戦間（1918〜1939）のフランスにおけるフォーヴィズム
パリ第1大学 博士課程
芸術普及活動としてのレジデンス・プログラムの研究
（財）京都市芸術文化協会
―プラハコンテンポラリーアートセンターを基地として―
京都芸術センター アートコーディネーター
イタリアのデザイン・工芸にみる素材特性と形態の関係に関する研究制作 ドムス・アカデミー大学（ミラノ）客員教授・多摩美術大学 非常勤講師 他
尾形光琳と京狩野について
早稲田大学大学院 博士課程
フセペ・デ・リベーラの初期作品に関する研究
東京藝術大学大学院 博士課程
早稲田大学 国際部 非常勤講師
イスラーム世界の羽衣伝説とその図像 〜天人と妖精の美術史〜
フランスにおける「地域における現代芸術のための基金＝ FRAC(Fonds Regional
玉川大学 文学部芸術学科 専任講師
dʼArt Contemporain)」の調査
15世紀フランス時祷書にみる植物紋様の図像学
パリ10大学 美術史学科 博士課程
ラングドッグ地方における初期ロマネスク彫刻の様式研究
東京藝術大学 美術学部 助手
上智大学大学院 博士課程
三〜四世紀の金箔ガラス
（有）川面美術研究所 所長
文化財保存における膠の問題点
MOA 美術館 学芸部長
在外光琳蒔絵資料の調査研究
中世ローマのイコン研究
東京藝術大学 非常勤講師
古代東アジアにおける 須弥山図の成立と展開
早稲田大学 文学部 助手
中国北朝陶俑に見る地域性の研究 〜ギョウと晋陽を中心に〜
大阪市立東洋陶磁美術館 学芸員
レオン・ゴシェと絵画のためのイメージ戦略 ―19世紀フランスの絵画取引・蒐集におけ
東京大学大学院 総合文化研究科
博士課程
る複製エッチングの役割―
パリ第4大学（美術専攻 DEA 課程）
＜カルクゥの物語＞のタピスリー研究
ロシア・シンボリズム美術における「日本の女性」像
平成13年度文部科学省アジア諸国等派遣留学生
―1905年のロシアの日本への眼差し―
としてモスクワ・トレチャコフ美術館研修留学
スペインにおけるピカソ受容
マドリード・コンプルテンセ大学 在籍
美術史研究／無所属
藤岡作太郎研究 〜「近世絵画史」と明治三十年代の日本美術史〜
16世紀シエナにおける「はめ込み画」の制作と受容に関する研究
京都大学 研修員
16・17世紀トスカーナ大公メディチ家のコレクショニズムと世界システムについて 千葉大学 社会文化科学研究科 博士課程
佐賀医科大学 非常勤講師
ジャポニスムと日本 〜大英博物館所蔵の漆原木虫の作品を中心に〜
17世紀末〜18世紀前半オランダ風俗画研究 ―17世紀「黄金時代」美術の受容と継承― 東北大学大学院・アムステルダム大学大学院 博士課程
近世建造物彩色の技法と素材の研究 〜本願寺大師堂蟇股をモチーフにして〜 重要文化財本願寺大師堂修復事業（彩色）現場副主任
川端画学校洋画部の研究 特に『記名簿』を手がかりとして
徳島県立近代美術館 専門学芸員
文化財に用いられた鉛丹の変色機構の解明
東京藝術大学大学院 博士課程
14世紀パドヴァのパラッツォ・デッラ・ラジョーネの壁画表現
千葉大学大学院 社会文化科学研究科
―イタリア中世コムーネの「自己表象」の分析と考察―
博士課程
レンブラントの銅版画《十字架降下》：工房での複製版画制作システムについて
東京藝術大学 大学美術館 非常勤講師
イタリアン・キネティック・アートの研究 〜グルッポ T の活動を中心に〜
筑波大学大学院 博士課程
黄檗美術の中の渡来中国明清絵画について
早稲田大学大学院 文学研究科 博士課程
国際美術展とグローバリゼーション ―展覧会企画者の理論と実践―
山口大学人文学部 講師
萬 鉄五郎による南画研究 〜大正15年を中心に〜
九州大学大学院 人文科学 博士課程
京都造形芸術大学 非常勤講師
十三世紀末の絵巻制作における下絵の構造
慶應義塾大学 デジタルメディア・コンテンツ統合研究機構 専任講師
「オメガ工房」研究 〜ロジャー・フライが手がけた芸術実践の解明〜
古代末・初期中世の地中海における大理石による壁面意匠の地域的展開
筑波大学大学院 博士課程
―ユスティニアヌス帝時代（6世紀）の大理石化粧張りの評価と保存のための基礎調査―
東京藝術大学大学院 博士課程
中世末期のフランス写本絵画 ―＜ロアンの画家＞の伝統と創造―
フランスにおける美術館管理者育成システム ―国立文化財学院を中心として―
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助成 年度

2005
平成17年度

氏名
楠原生雄
永田 郁
柏木智雄

稲垣立男
福山泰子

金原由紀子
米倉立子

三上美和

星 恵理子

2006
平成18年度

橋村直樹

桜井夕里子
伊藤敦規
佐藤真美子

研究テーマ

メキシコの伝統的かつエコロジカルな郊外型住居建築である“アシエンダ ” について、
気候風土への土着的な適応方法を調査し、環境共生のあり方を模索するとともに、歴史

的建築遺産の保存・再利用の一例として、ホテル等への改修とその後の状況を調査する

助成年度

設計事務所 KMD・Mexico 勤務

西デッカン地方の後期仏教石窟における仏殿本尊脇侍像・守門像の展開に関する研究

名古屋芸術大学 非常勤講師

〜アジャンター後期窟以降の展開を中心に〜

横浜美術館 学芸部学芸科 主任

五姓田義松の西洋留学期の活動について

美術館における未就学児のための鑑賞教育プログラム研究

アジャンター後期壁画における小規模寄進の諸相 ―仏説法図を中心に―

フィリッポ・リッピのプラート工房について
―15世紀フィレンツェ美術家の工房の形成と変遷―

稚内北星学園大学 助教授

名古屋大学大学院 文学研究科 博士後期課程

成城大学、明治学院大学、尚美学園大学、
芝浦工業大学ほか非常勤講師

エチオピア、ティグレ地方の教会堂壁画研究 −装飾プログラム、様式から見る図像の交流 お茶の水女子大学大学院 博士後期課程
富本憲吉の色絵磁器における古典解釈とパトロネージ

学習院大学大学院 博士後期課程

金属元素に起因する日本画の焼け現象の究明と対策

東京藝術大学大学院 美術研究科保存科学研究室 助手
岡山大学 文化科学研究科 博士後期課程

ヴェリア（ギリシア）の救世主キリスト復活聖堂の壁画研究

ビザンティン四福音書写本の総合研究

早稲田大学大学院文学研究科

――パルマ、パラティーナ図書館所蔵ギリシア語福音書写本5番の研究を中心に

グローバル化する先住民美術マーケット下における先住民主体の知的財産権保護運
動の動態把握研究 ―アメリカ先住民ホピ・インディアンを事例として―

レンブラントのエッチング研究 ―群像表現を中心に

大島 彩

アルプスの地形的要因がもたらす建築の変移についての研究

池上俊郎

京都東寺（教王護国寺）のデジタルアーカイブ化

石崎 尚

所属

博士後期課程

東京都立大学大学院

社会科学研究科 博士課程

東京藝術大学 大学美術館 学芸研究員

東京藝術大学大学院 在籍

展覧会におけるキャプション―その情報構成と教育的意義

世田谷美術館 学芸員

京都市立芸術大学 教授

芸術文化部門／美術の研究 出版助成
助成 年度
2017

氏名

関根浩子

平成29年度 山下晃平
2018
奥 健夫
平成30年度 廣田治子
2019
白凛
令和元年度 辻 泰岳

著書名

サクロ・モンテの起源―西欧におけるエルサレム模造の展開

所属

日本国際美術展と戦後美術史―その変遷と「美術」制度を読み解く
仏教彫像の制作と受容：平安時代を中心に

崇城大学 芸術学部 教授
京都市立芸術大学、日本学術振興会特別研究員 PD

『中空の彫刻 ―ゴーギャンの立体作品に関する研究―』
点をつなぐ知られざる美術史――1945年〜1960年の在日朝鮮人美術史

文化庁 文化財部 美術学芸課 主任文化財調査官

鈍色の戦後：芸術運動と展示空間の歴史

多摩美術大学 非常勤講師

東京大学大学院 総合文化研究科博士課程

筑波大学 助教

芸術文化部門／音楽公演
助成 年度

団体名
たかさき2000年委員会

（財）東京交響楽団

（財）岡山シンフォニーホール

企画名称

高崎音楽祭東京公演 群響クラシックコンサート
東京交響楽団創立45周年記念ワールドコンサートツアー

オペラ「ワカヒメ」
平成3年度自主公演「トスカ」

部門

オーケストラ
オーケストラ

オペラ
1991
（財）二期会オペラ振興会
オペラ
平成3年度 栃木〔蔵の街〕音楽祭実行委員会
（オリジナル楽器による）第3回栃木［蔵の街］音楽祭
音楽祭
MUSIC FROM JAPAN, INC.
ミュージック・フロム・ジャパン 17周年シーズン
音楽祭
第3回バッハ・モーツァルトフェスティバル in 神戸 ヨーロッパ演奏旅行
アンサンブル of トウキョウ
室内楽
東京ゾリステン
東京ゾリステン ポーランド・フランス・スペイン公演
室内楽
（財）札幌交響楽団
第335回定期演奏会
オーケストラ
新交響楽団
第135回演奏会 ＜現代の交響作品展 ʼ92＞
オーケストラ
「諸井誠60年の軌跡」
（財）東京交響楽団
特別演奏会「現代日本音楽の夕べシリーズ」14・
オーケストラ
東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
特別演奏会 ＜十束尚宏東京シティ・フィル常任指揮者就任披露＞
オーケストラ
ながの―アスペンミュージックフェスティバル実行委員会 92「第5回ながの―アスペンミュージックフェスティバル」
オーケストラ
富士山麓国際音楽祭実行委員会
第2回富士山麓国際音楽祭
オーケストラ
（財）二期会オペラ振興会
オペラ劇場「こうもり」
オペラ
（財）日本オペレッタ協会
（財）日本オペレッタ協会 財団法人設立記念公演「微笑みの国」
オペラ
1992
「フィガロの結婚」
（財）山梨県県民文化振興協会
山梨県立県民文化ホール開館10周年記念事業 県民オペラ
オペラ
平成4年度
栃木〔蔵の街〕音楽祭実行委員会
（オリジナル楽器による）第4回栃木［蔵の街］音楽祭
音楽祭
MUSIC FROM JAPAN, INC.
ミュージック・フロム・ジャパン 18周年シーズン
音楽祭
高崎音楽祭 群響とウィーンの仲間たち
たかさき2000年委員会
室内楽
ダンスリー・ルネサンス合奏団
ダンスリー・ルネサンス合奏団 創立20周年記念フランス演奏旅行
室内楽
バッハ・コレギウム・ジャパン
オリジナル楽器による
《J.S. バッハ：教会カンタータ・シリーズ》東京二公演
室内楽
邦楽4人の会 イタリア公演
邦楽4人の会
室内楽
92スターダンサーズ・バレエ団6月公演
（財）
スターダンサーズ・バレエ団
バレエ
（財）松山バレエ団
日中国交正常化20周年記念訪中公演
バレエ
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日本現代音楽協会

団体名

（財）札幌交響楽団

日本の吹奏楽の祭典 吹楽Ⅱ
第351回定期演奏会

企画名称

ジョン・ケージ・メモリアル ･コンサート実行委員会 ジョン・ケージ・メモリアル ･コンサート
新交響楽団

ベルリン芸術週間コンサート「現代邦人作品の夕べ」

栃木県交響楽団

栃木県交響楽団 中国浙江省 特別公演
オーケストラ・アンサンブル金沢5周年記念 オペラ「フィガロの結婚」

（財）東京交響楽団
石川県音楽文化振興事業団

（有）
オペラシアターこんにゃく座
埼玉オペラ協会

東京オペラ協会

特別演奏会 シェーンベルク：歌劇「モーゼとアロン」

宮澤賢治歌劇場
第129回 県民劇場 歌劇「魔笛」

ヨーロッパ巡演 オペラ「忘れられた少年 ―天正遣欧少年使節」

部門

オーケストラ
オーケストラ
オーケストラ
オーケストラ
オーケストラ
オーケストラ
オペラ
オペラ
オペラ

オペラ
1993
（財）二期会オペラ振興会
オペラ劇場「ラインの黄金」
オペラ
平成5年度
（財）日本オペラ振興会
オペラ「ペトロ岐部」
オペラ
（有）
ニュー・オペラ・プロダクション
第3回公演 オペラ「耳なし芳一」
オペラ
（財）練馬区文化振興協会
練馬区文化センター開館10周年記念 二期会オペラ「カルメン」
オペラ
（財）藤沢市芸術文化振興財団
藤沢市民オペラ創立20周年記念「トゥ−ランドット」
オペラ
武生国際音楽祭推進会議
武生国際音楽祭 ʼ93
音楽祭
栃木〔蔵の街〕音楽祭実行委員会
（オリジナル楽器による）第5回栃木［蔵の街］音楽祭
音楽祭
93スターダンサーズ・バレエ団10月公演
（財）
スターダンサーズ・バレエ団
バレエ
サウンドカルチャー・ジャパン実行委員会
サウンドカルチャー・ジャパン 〜美音子・グリマーの音響彫刻をめぐる音
室内楽
＜東京の夏＞音楽祭実行委員会
バラネスク・カルテットリサイタル（第9回＜東京の夏＞音楽祭 ʼ93公演）
室内楽
バッハ・コレギウム・ジャパン
第10回定期演奏会≪聖母マリアの夕べの祈り≫
室内楽
（財）台東区芸術・歴史協会
近代日本の管弦楽曲Ⅳ
オーケストラ
ながの―アスペンミュージックフェスティバル実行委員会 94「第7回ながの―アスペンミュージックフェスティバル」
オーケストラ
バッハ・コレギウム・ジャパン
第16回定期演奏会
オーケストラ・合唱
大分県県民オペラ協会
喜歌劇「メリー・ウィドウ」
オペラ
沖縄日伊オペラ
オペラ「阿麻和利」
オペラ
（有）
オペラシアターこんにゃく座
宮澤賢治歌劇場 PartⅡ.
オペラ
千葉市民オペラ実行委員会
千葉市民オペラʼ95「魔法の笛」
オペラ
B. ブリテン連続オペラ公演 No.Ⅱ 室内オペラ「ねじの回転」
名古屋二期会
オペラ
（女はみんなこうしたもの）
四国二期会
第20回記念公演「コシ・ファン・トゥッテ」
オペラ
（財）日本オペレッタ協会
オペレッタ「小鳥売り」
オペラ
1994
「昔噺人買太郎兵衛」
（有）
ニュー・オペラ・プロダクション
第4回公演 文楽人形オペラ「鳴神」、
オペラ
平成6年度
ひろしまオペラ推進委員会
ひろしまオペラルネッサンス 創作オペラ「犀」
オペラ
モーツァルト劇場
「コシ・ファン・トゥッテ」人間みんなこうしたもの 恋人たちの学校
オペラ
武生国際音楽祭推進会議
武生国際音楽祭 ʼ94
音楽祭
MUSIC FROM JAPAN, INC.
創立20周年記念音楽祭
音楽祭
カザルスホール
ハレー・ストリング・クァルテット 第21回定期演奏会
室内楽
小泉 浩・現代日本のフルート作品連続演奏会 ―第2回朝日現代音楽賞受賞記念
現代フルート音楽研究所
室内楽
（社）日本作曲家協議会
国際現代音楽協会（ISCM）加盟記念コンサート
室内楽
日本音楽集団
第21回次海外公演（アメリカ合衆国）
室内楽
ニューアーツ弦楽四重奏団
ニューアーツ弦楽四重奏団 20周年記念演奏会
室内楽
正派合奏団
国際音楽教育協会 第21回世界大会コンサートでの演奏
邦楽
京都フィルハーモニー室内合奏団
青木十良 傘寿記念 ＜ベートーベン三重協奏曲＞特別演奏会
オーケストラ
モーツァルト住家修復支援チャリティーコンサート
モーツァルト アンサンブル オーケストラ
オーケストラ
アジア音楽フォーラム
第1回コンサート「アジアの音宇宙1995」―現代アジアの管弦楽曲第1集― オーケストラ
戦後50周年記念 世界の平和へ寄せる音楽のメッセージ！ 〜 ʼ95新星日響ヨーロッパ公演〜 オーケストラ
（財）新星日本交響楽団
「ピース・ワールド・イン広島 ʼ95」実行委員会 ピース・ワールド・イン広島 ʼ95
オーケストラ
大阪シンフォニカー協会
第44回定期演奏会 15周年記念
オーケストラ
東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
第100回定期演奏会（定期100回記念）
オーケストラ
（財）日本オペレッタ協会
オペレッタ「ラ・ヴィー・パリジエンヌ」
オペラ
（財）日本オペラ振興会
オペラ「黒船」
オペラ
名古屋二期会
オペラ定期公演「カルメル会修道女の対話」
オペラ
東京室内歌劇場
第83回公演 オペラ「ヒロシマのオルフェ」
オペラ
1995
（小さな広場）」
四国二期会
第21回公演 オペラ「イル・カンピエッロ
オペラ
平成7年度
国立音楽大学創立70周年記念 バロック・オペラ公演「オロンテーア」
国立音楽大学 音楽研究所
オペラ
日本フォーレ協会
フォーレ誕生150年記念事業 オペラ「ペネロープ」
オペラ
第50回国体福島大会スポーツ芸術公開競技舞台部門上演 オペラ「乙和の椿」
福島県民創作オペラ実行委員会事務局
オペラ
MUSIC FROM JAPAN, INC.
グランド・オペラ「金閣寺」米国公演
オペラ
大分県県民オペラ協会
オペラ「ペトロ岐部」イタリア公演
オペラ
大阪ハインリッヒ・シュッツ室内合唱団
第21回定期演奏会
合唱・オーケストラ
（財）台東区芸術・歴史協会
奏楽堂・近代日本の合唱曲Ⅳ
合唱
（財）
スターダンサーズ・バレエ団
バレエ「ドラゴン・クエスト」
バレエ
世田谷美術館
アジアの室内楽作品を集めて 第4回アジア美術展開催記念コンサート
室内楽
バッハ・コングレス ʼ95
バッハ・コングレス ʼ95実行委員会
室内楽
日本音楽集団
第140回定期演奏会
室内楽
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助成 年度

団体名

企画名称

ふくいの春ストリングフェスティバル実行委員会 ふくいの春ストリングフェスティバル ʼ95
（財）北九州市教育文化事業団
第3回北九州市立響ホールフェスティバル 1995

部門

音楽祭
音楽祭

1995
富士山麓国際音楽祭実行委員会
第5回富士山麓国際音楽祭
音楽祭
平成7年度 「ʼ95世界ホルンフェスティバル in やまがた」実行委員会 95世界ホルンフェスティバル in やまがた
（第27回国際ホルンワークショップ）
音楽祭
（財）関信越音楽協会 草津夏期国際音楽アカデミー 第16回草津夏期国際音楽アカデミー＆フェスティヴァル
音楽祭
95北九州国際音楽祭
北九州国際音楽祭実行委員会
音楽祭
（財）日本フィルハーモニー交響楽団
創立40周年記念 第3回日本フィルヨーロッパ公演
オーケストラ
東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
第105回定期演奏会
オーケストラ
（財）東京交響楽団
創立50周年記念 ヨーロッパ公演
オーケストラ
（社）大阪フィルハーモニー協会
第299回定期演奏会
オーケストラ
新交響楽団
第153・154回演奏会 創立40周年記念＜日本の交響作品展 ʼ96＞
オーケストラ
（財）札幌交響楽団
創立35周年記念 第382回定期演奏会
オーケストラ
関西フィルハーモニー管弦楽団
第116回定期演奏会
オーケストラ
（財）石川県音楽文化振興事業団
オーケストラ・アンサンブル金沢 第59回定期演奏会「現代曲シリーズ」
オーケストラ
大阪シンフォニカー協会
第50回記念定期演奏会
オーケストラ
日本現代音楽協会
日本の吹奏楽の祭典 吹奏Ⅲ
オーケストラ
（有）
オペラシアターこんにゃく座
オペラ「セールスマン K の憂鬱」〜 F. カフカ「変身」より〜
オペラ
関西二期会
第44回オペラ公演「ファルスタッフ」
オペラ
四国二期会
第22回オペラ公演「四人の頑固者」
オペラ
（財）日本オペラ振興会
オペラ「額田女王」
オペラ
「泥棒とオールドミス」
（有）
ニュー・オペラ・プロダクション
第6回公演 オペラ「テレフォン」
オペラ
モーツァルト劇場
モーツァルト五大オペラ 上演完結記念フェスティバル
オペラ
1996
名古屋オペラ協会
日本オペラシリーズ No.14 オペラ「額田女王」
オペラ
平成8年度 （財）東京フィルハーモニー交響楽団
オペラコンチェルタンテ・シリーズ第13回 歌劇「ピーター・グライムズ」
オペラ
東京室内歌劇場
第88回公演 オペラ「ポッペアの戴冠」歌舞劇「花盛羅馬恋達引」
オペラ
リーダージャッポネーズィ実行委員会
イタリアにおける「日本歌曲とイタリア近代歌曲の夕べ」コンサートツアー
声楽
高田三郎合唱曲ヨーロッパ公演実行委員会
高田三郎合唱曲 ヨーロッパ演奏会
合唱
武蔵野合唱団
第4回武蔵野合唱団 ハンガリー演奏旅行
合唱
（財）合唱音楽振興会
林 光・東混 八月のまつり No.17
合唱
日本音楽集団
第144回定期演奏会 〜笛と打楽器の響演〜
室内楽
（財）台東区芸術・歴史協会
奏楽堂 近代日本の室内楽Ⅳ
室内楽
武生国際音楽祭推進会議
武生国際音楽祭 ʼ96
音楽祭
（財）北九州市教育文化事業団
響ホールフェスティバル 1996
音楽祭
ながの―アスペンミュージックフェスティバル実行委員会 96第9回ながの ―アスペンミュージックフェスティバル
音楽祭
秋吉台国際20世紀音楽セミナー＆フェスティバ
音楽祭
第8回秋吉台国際20世紀音楽セミナー＆フェスティバル
ル実行委員会
音楽祭
栃木 [ 蔵の街 ] 音楽祭実行委員会
（オリジナル楽器による）第8回栃木 [ 蔵の街 ] 音楽祭
音楽祭
（財）北区文化振興財団
第2回北とぴあ国際音楽祭
96北九州国際音楽祭
音楽祭
北九州国際音楽祭実行委員会
MUSIC FROM JAPAN, INC.
音楽祭
ミュージック・フロム・ジャパン 21周年シーズン
97京響ヨーロッパ公演実行委員会
97京響ヨーロッパ公演
オーケストラ
N 響「Music Tomorrowʼ97」
オーケストラ
（財）NHK 交響楽団
（社）広島交響楽協会
フランス「ノルマンディーの10月」音楽祭
オーケストラ
（財）東京交響楽団
第443回定期演奏会 ネイチャー・オペラ＜利口な女狐の物語＞
オーケストラ
（財）群馬交響楽団
第354回定期演奏会
オーケストラ
大阪フィルハーモニー交響楽団創立50周年記念提携公演 第46回オペラ「ワルキューレ」
関西二期会
オペラ
四国二期会
第23回公演 オペラ「脳死をこえて」
オペラ
（財）日本オペラ振興会
歌劇「黒塚／死神」
オペラ
モーツァルト劇場
「救われたベトゥーリア」
オペラ
「 おこんじょうるり」
（有）
ニュー・オペラ・プロダクション
第7回公演 オペラ「あまんじゃくとうりこひめ」
オペラ
グリーン・エコー
創立40周年記念／第42回演奏会「火刑台上のジャンヌ・ダルク」
オペラ
東京室内歌劇場
第90回公演 演劇・オペラ「ロング・クリスマス・ディナー」
オペラ
1997
イタリア ジェノヴァ市『アカデミア ドゥカーレ』コンサートシーズン参加 マベッ
平成9年度 リーダージャッポネーズィ実行委員会
室内楽
リーニ管楽四重奏団との共演による「日本歌曲とイタリア近代歌曲コンサート」
東京インターナショナル・ミュージック・アンサンブル 〜新しい伝統〜 ノルウェイ・フランス公演 ―ウルティマ・フェスティバル（オスロ）参加―
室内楽
（財）台東区芸術・歴史協会
近代日本の室内楽Ⅴ 〜復興と再生・戦後の作曲界〜
室内楽
ISCM ／ ACL の夕べ 第4回
（社）日本作曲家協議会
室内楽
現代フルート音楽研究所
小泉 浩とその仲間たち 〜武満 徹作品による〜
室内楽
武生国際音楽祭推進会議
武生国際音楽祭 ʼ97
音楽祭
＜東京の夏＞音楽祭実行委員会
第13回＜東京の夏＞音楽祭 ʼ97
音楽祭
富士山麓国際音楽祭実行委員会
第7回富士山麓国際音楽祭
音楽祭
ながの―アスペンミュージックフェスティバル実行委員会 97第10回記念 ながの ―アスペンミュージックフェスティバル
音楽祭
（財）関信越音楽協会 草津夏期国際音楽アカデミー 第18回草津夏期国際音楽アカデミー＆フェスティヴァル
音楽祭
秋吉台国際20世紀音楽セミナー＆フェスティバ
第9回秋吉台国際20世紀音楽セミナー＆フェスティバル
音楽祭
ル実行委員会

40

助成年度

団体名

栃木 [ 蔵の街 ] 音楽祭実行委員会

1997
（財）北区文化振興財団
平成9年度 MUSIC FROM JAPAN, INC.
（財）越谷コミュニティセンター
（財）日本フィルハーモニー交響楽団
（財）東京フィルハーモニー交響楽団
日中合作歌劇「蓬莱の国 - 徐福伝説」実行委員会
（財）神戸市演奏協会
大田区民オペラ協議会
モーツァルト劇場
ひろしまオペラ推進委員会
四国二期会
（財）山口県文化振興財団
駒ヶ根音楽文化協会
（有）
オペラシアターこんにゃく座
（財）日本オペラ振興会
関西二期会
東京室内歌劇場
1998
（財）藤沢市芸術文化振興財団
平成10年度
（有）
ニュー・オペラ・プロダクション
＜東京の夏＞音楽祭実行委員会
リーダージャッポネーズィ実行委員会

企画名称

（オリジナル楽器による）第9回栃木 [ 蔵の街 ] 音楽祭
第3回北とぴあ国際音楽祭
ミュージック・フロム・ジャパン 22周年シーズン

第17回オペラコンチェルタンテ・シリーズ 第17回歌劇「無口な女」

日中平和友好条約締結20周年記念事業 日中合作歌劇「蓬莱の国 - 徐福伝説」日本全国巡演
第107回公演 神戸・アーバンオペラハウス歌劇「魔笛」
歌劇「ドン・ジョヴァンニ」
歌劇「魔笛」

新ひろしまオペラルネッサンス共同制作公演 オペラ「フィガロの結婚」
第24回オペラ「ドン・ジョヴァンニ」

オペラ「プロメテオ」
オペラ「おしち」

オペラ「月の民」

オペラ「セビリアの理髪師」

オペラ「ナクソス島のアリアドネ」
創立30周年記念特別公演 オペラ「ヴェニスに死す」
藤沢市民オペラ「リエンツイ・最後の護民官」
「昔噺人買太郎兵衛」
第8回公演 オペラ「鳴神」

第14回＜東京の夏＞音楽祭 ʼ98 バレエ・プレルジョカージュ公演「バレエ・リュスへの挑戦」
イタリア・モーツァルト協会ヴェローナ支部＜設立1周年記念コンサート＞参加

東京インターナショナル・ミュージック・アンサンブル 〜新しい伝統〜 ロンドン公演
伶楽舎

日本音楽集団

現地語による解説付 日本音楽の公演（ドイツ・イタリア・ベルギー )

ロンドン公演 ―武満 徹フェスティバル参加―
第153回定期演奏会

武生国際音楽祭推進会議
武生国際音楽祭 ʼ98
（財）関信越音楽協会 草津夏期国際音楽アカデミー 第19回草津夏期国際音楽アカデミー＆フェスティヴァル
（オリジナル楽器による）第10回栃木 [ 蔵の街 ] 音楽祭
栃木 [ 蔵の街 ] 音楽祭実行委員会

（財）北区文化振興財団
MUSIC FROM JAPAN, INC.

関西フィルハーモニー管弦楽団

（財）東京交響楽団

（財）東京フィルハーモニー交響楽団
（有）
オペラシアターこんにゃく座
関西二期会

（財）日本オペラ振興会

ひろしまオペラ推進委員会
四国二期会

名古屋二期会

市川オペラ振興会

モーツァルト劇場
首都オペラ

音楽祭
音楽祭
音楽祭

クリエーティブ・ミュージックプロジェクト
（ロンドン・シンフォニエッタとともに）
その他
第502回定期演奏会 コンサートオペラシリーズ「マルコ・ポーロ」
オーケストラ

「日本歌曲とイタリア近代歌曲コンサート」
Ⅰ
「日本の作曲・21世紀へのあゆみ」実行委員会 「日本の作曲・21世紀へのあゆみ」第1期・
大来記念日本音楽国際交流会

部門

第4回北とぴあ国際音楽祭

ミュージック・フロム・ジャパン 23周年音楽祭

関西フィルハーモニー管弦楽団特別演奏会
第467回定期演奏会〈21世紀への挑戦〉歌劇「マッチ売りの少女」

オーケストラ
オペラ
オペラ
オペラ
オペラ
オペラ
オペラ
オペラ
オペラ
オペラ
オペラ
オペラ
オペラ
オペラ
オペラ

バレエ
室内楽
室内楽
室内楽
室内楽
雅楽

現代邦楽
音楽祭
音楽祭
音楽祭
音楽祭
音楽祭

オーケストラ

オーケストラ
アジア・環太平洋作曲家シリーズ ―“ 新世紀への讃歌 ” 第2回『ラテンアメリカへのまなざし』 オーケストラ

「宮澤賢治歌劇場 Ⅲ」オペラ「フランドン農学校の豚」
「虔十公園林」
創立35周年記念 第50回オペラ公演「ラ・ボエーム」

オペラ

新ひろしまオペラルネッサンス共同制作公演「ドン・ジョヴァンニ」
第25回記念 オペラ「フィガロの結婚」

オペラ

日本オペラ協会40周年記念公演 オペラ「修禅寺物語」

オペラ定期公演「魔笛」
「ジャンニ・スキッキ」
設立20周年記念 オペラ「妖精ヴィッリ」

「ティレジアスの乳房」
プーランク誕生100年記念 オペラ「人間の声」
第8回公演「ラ・ボエーム」

1999
鳥取オペラ協会
オペラ「フィガロの結婚」
31期第95回公演 オペラ「クリスマスの妖精」
平成11年度 東京室内歌劇場
北海道二期会
創立35周年記念 オペラ「ドン・ジョヴァンニ」
「道化師」
（有）
ニュー・オペラ・プロダクション
第9回公演 オペラ「カヴァレリア・ルスティカーナ」
「日本の作曲・21世紀へのあゆみ」実行委員会 「日本の作曲・21世紀へのあゆみ」第1期・Ⅱ
権代敦彦作曲作品 連続演奏会
東京20世紀末・音楽集団
（財）台東区芸術・歴史協会
近代日本の室内楽Ⅵ
伶楽舎
大阪いずみホール公演 日本の響きシリーズ 雅楽・彩々
第157回定期演奏会 〜コンポーザーズ・プロジェクト・シリーズⅡ〜
（特非）日本音楽集団
池辺晋一郎氏からのメッセージ
＜東京の夏＞音楽祭実行委員会
第15回＜東京の夏＞音楽祭 ʼ99 テーマ「華・業・藝」―演奏とは何か―
（財）関信越音楽協会 草津夏期国際音楽アカデミー 第20回草津夏期国際音楽アカデミー＆フェスティヴァル
（オリジナル楽器による）第11回栃木 [ 蔵の街 ] 音楽祭
栃木 [ 蔵の街 ] 音楽祭実行委員会
MUSIC FROM JAPAN, INC.
ミュージック・フロム・ジャパン 24周年音楽祭
（財）東京交響楽団
第476回定期演奏会＜ヴェリズモ・オペラの傑作＞
（財）日本オペラ振興会
オペラ「瀧 廉太郎」
2000
・カンタータ「魂と肉体の劇」
東京室内歌劇場
第32期公演 オペラ「エウリディーチェ」
平成12年度 関西二期会
第52回オペラ公演「後宮からの逃走」
モーツァルト劇場
モーツァルト 喜歌劇「フィガロの結婚」
首都オペラ
第9回公演「さまよえるオランダ人」

オペラ
オペラ
オペラ
オペラ
オペラ
オペラ
オペラ
オペラ
オペラ
オペラ
オペラ

室内楽
室内楽

室内楽
雅楽
邦楽
音楽祭
音楽祭
音楽祭
音楽祭

オーケストラ
オペラ
オペラ
オペラ
オペラ
オペラ
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助成 年度

団体名

（財）二期会オペラ振興会
四国二期会

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
北海道二期会

（有）
ニュー・オペラ・プロダクション

（社）日本演奏連盟

2000
平成12年度

企画名称

部門

オペラ「真夏の夜の夢」
第26回オペラ公演「ヘンゼルとグレーテル」

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 創立25周年記念特別演奏会 楽劇「ラインの黄金」

オペラ「カルメル派修道女の対話」
第10回公演 オペラ「耳なし芳一」

第12回クラシックフェスティバル 〜 J.S. バッハ没後250年記念〜
＜アンサンブル・ノマド／国際ガウデアムス音楽週間2000＞公演

伶楽舎

武生国際音楽祭推進会議

＜東京の夏＞音楽祭実行委員会
（社）日本作曲家協議会

伶楽舎ヨーロッパ公演 ベルリン芸術祭／オスロ・ウルティマ現代音楽祭参加
武生国際音楽祭2000

第16回＜東京の夏＞音楽祭2000 テーマ「映画と音楽」

オープニング「新バビロン」〜ショスタコーヴィチの完全版スコア日本初演
アジア音楽週間2000 in 横浜

（財）関信越音楽協会 草津夏期国際音楽アカデミー 第21回草津夏期国際音楽アカデミー＆フェスティヴァル
MUSIC FROM JAPAN, INC.
ミュージック・フロム・ジャパン創立25周年記念 ―日本現代音楽交響曲演奏会―
北海道モーツァルト協会
祝祭・国際モーツァルト in 北海道2000
栃木［蔵の街］音楽祭実行委員会

（社）日本オーケストラ連盟
（財）東京交響楽団

国際音楽評議会（IMC）日本国内委員会
（有）バッハ・コレギウム・ジャパン

（オリジナル楽器による）第12回栃木［蔵の街］音楽祭
現代日本オーケストラ名曲の夕べ
東京交響楽団 創立55周年記念トルコ・イタリア公演

＜国際音楽の日記念特別演奏会＞

バッハ・コレギウム・ジャパン イタリア演奏旅行

（財）日本フィルハーモニー交響楽団

第23回オペラコンチェルタンテ・シリーズ 歌劇「ファウスト博士」
楽団創立45周年記念・第4回ヨーロッパ公演

（財）二期会オペラ振興会

オペラ「ファルスタッフ」

（財）新星東京フィルハーモニー交響楽団
関西二期会

（有）
オペラシアターこんにゃく座
四国二期会

鹿児島オペラ協会

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団

首都オペラ

オペラ

北海道二期会

オペラ「トゥーランドット」ホールオペラ形式

現代邦楽
雅楽

音楽祭
音楽祭
音楽祭
音楽祭
音楽祭
音楽祭
音楽祭

オーケストラ
オーケストラ・合唱
オーケストラ・声楽

第54回 オペラ公演「愛の妙薬」

オペラ「森は生きている」
第27回オペラ公演「夕鶴」

鹿児島オペラ協会 創立30周年記念公演 歌劇「ミスター・シンデレラ」

オーケストラル・オペラ Ⅱ「ヴァルキューレ」
第10回公演「ホフマン物語」

関西二期会

オペラ

オーケストラ

2001
オーケストラへの招待シリーズ ドイツオペラ演奏会形式
関西フィルハーモニー管弦楽団
平成13年度
上演シリーズ第1回常任指揮者 飯守泰次郎プロジェクト
モーツァルト オペラ・ブッファ「コシ・ファン・トゥッテ」〜人間みんなこうしたもの〜
モーツァルト劇場
名古屋二期会
オペラ「フィガロの結婚」
（財）日本オペラ振興会
オペラ「キジムナー 時を翔ける」
古典四重奏団
古典四重奏団演奏会（全2回）
Ⅰ
「日本の作曲・21世紀へのあゆみ」実行委員会 「日本の作曲・21世紀へのあゆみ」第2期・
21世紀の合唱を考える会 合唱人集団「音楽樹」 Tokyo Cantat 2001
第17回＜東京の夏＞音楽祭2001 テーマ「聲」
＜東京の夏＞音楽祭実行委員会
＜オペラ・アリアの夕べ＞ベルカントの饗宴：ヴェルディ没後100年記念
北海道モーツァルト協会
祝祭・国際モーツァルト in 北海道2001
（財）関信越音楽協会 草津夏期国際音楽アカデミー 第22回草津夏期国際音楽アカデミー＆フェスティヴァル
ISCM 世界音楽の日々2001 横浜大会 〜日本現代音楽協会新世紀音楽祭〜
日本現代音楽協会
栃木［蔵の街］音楽祭実行委員会
（オリジナル楽器による）第13回栃木 [ 蔵の街 ] 音楽祭
MUSIC FROM JAPAN, INC.
ミュージック・フロム・ジャパン2002 音楽祭「現代に甦る雅楽」
（特非）日本音楽集団
＜韓・日記念民族楽団＞韓国演奏会（第26次海外公演）
2002年日韓ガラコンサート「海を越えて」実行委員会 2002年日韓ガラコンサート「海を越えて」
（社）日本オーケストラ連盟
第3回現代日本オーケストラ名曲の夕べ
オーケストラへの招待シリーズ ドイツオペラ演奏会形式
関西フィルハーモニー管弦楽団
上演シリーズ第2回常任指揮者 飯守泰次郎プロジェクト
日中国交正常化30周年記念 日中友好音楽公演 北京公演「伝統と現代」
日中友好音楽公演2002委員会
東京芸大英国公演実行委員会
東京藝大シンフォニア英国公演
2002
「エル・ニーニョ」
（財）東京交響楽団
第501回定期演奏会 ジョン・アダムス：
平成14年度 日本ヘンデル協会
オペラ「リナルド」
（有）
オペラシアターこんにゃく座
オペラ「イヌの仇討」新作初演
（特非）みんなのオペラ
オペラ「魔笛」
モーツァルト劇場
パリ初演100周年記念公演 オペラ「ペレアスとメリザンド」
（財）二期会オペラ振興会
オペラ「ニュルンベルクのマイスタージンガー」
（有）
ニュー・オペラ・プロダクション
舞台芸術創造フェスティバル 2002参加公演 オペラ「耳なし芳一」
首都オペラ
第11回公演「マクベス」
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大田区民オペラ協議会

オーケストラ

第29回国際音楽評議会（IMC）総会・国際会議組織委員会主催

企画名称

オペラ

オペラ「青の洞門」実行委員会

室内楽

第161回定期演奏会 ＜ ASIA 新世紀へ - 協調と融合＞

団体名

オーケストラ
オペラ
オペラ
オペラ
オペラ
オペラ
オペラ
オペラ
オペラ
オペラ
オペラ
オペラ

室内楽
室内楽
合唱

音楽祭
音楽祭
音楽祭
音楽祭
音楽祭
音楽祭

現代邦楽

オーケストラ
オーケストラ
オーケストラ
オーケストラ

オーケストラ
オーケストラ
オペラ
オペラ
オペラ
オペラ
オペラ
オペラ
オペラ

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
四国二期会

オペラ

アンサンブル・ノマド
室内楽
21世紀の合唱を考える会 合唱人集団「音楽樹」 Tokyo Cantat 2000
合唱
J.S. バッハ没後250周年記念／
（有）バッハ・コレギウム・ジャパン
合唱・管弦楽
バッハ・コレギウム・ジャパン創立10周年記念 ヨーロッパ演奏旅行
創立30周年・バッハ没後250年記念 Bach-Fest2000 TOKIO「マルコ受難曲」
横浜合唱協会
合唱
（特非）日本音楽集団

助成年度

東京シティ・フィル オーケストラル・オペラⅢ「ジークフリート」
第28回オペラ公演 喜歌劇「ウィーン気質」
第8回オペラ公演「ナブッコ」

オペラ

（財）
アリオン音楽財団
古典四重奏団

2002
平成14年度

（特非）日本音楽国際交流会

第57回オペラ公演「天守物語」

オペラ「青の洞門」公演
第18回＜東京の夏＞音楽祭2002 テーマ「音楽と文学」

＜室内楽コンサート＞ プルーストの音楽を求めて
ベートーヴェン弦楽四重奏全曲演奏会（全6回のうち3回）
在日外国人のためのレクチャーコンサート シリーズ6

―日本語とポルトガル語による―「日本の音楽・響きのイメージ」
「日本の作曲・21世紀へのあゆみ」実行委員会 「日本の作曲・21世紀へのあゆみ」第2期・Ⅱ
日本音楽学会
日本音楽学会創立50周年記念 国際大会 伶楽舎演奏会

部門

オペラ
オペラ
オペラ
オペラ
オペラ
オペラ

室内楽
室内楽
室内楽
室内楽

室内楽
21世紀の合唱を考える会 合唱人集団「音楽樹」 Tokyo Cantat 2002
合唱
（財）合唱音楽振興会
東京混声合唱団カナダ公演（トロント国際合唱フェスティバル他）
合唱
大久保混声合唱団
第6回世界合唱シンポジウム
合唱
武生国際音楽祭推進会議
武生国際音楽祭2002
音楽祭
（財）関信越音楽協会 草津夏期国際音楽アカデミー 第23回草津夏期国際音楽アカデミー＆フェスティヴァル
音楽祭
栃木〔蔵の街〕音楽祭実行委員会
（オリジナル楽器による）第14回栃木〔蔵の街〕音楽祭
音楽祭
MUSIC FROM JAPAN, INC.
ミュージック・フロム・ジャパン2003 音楽祭
音楽祭
伶楽舎
伶楽舎クラングシュプーレン・シュヴァッツ現代音楽祭参加公演
雅楽
アンサンブル of トウキョウ
アンサンブル of トウキョウ 2003年度定期演奏会
オーケストラ
（財）群馬交響楽団
第400回記念定期演奏会・同記念特別東京公演
オーケストラ
（社）日本オーケストラ連盟
第4回現代日本オーケストラ名曲の夕べ
オーケストラ
（社）広島交響楽協会
広島交響楽団 平和コンサート in サンクトペテルブルグ
オーケストラ
（財）東京交響楽団
第509回定期演奏会 ヤナーチェク：歌劇「死者の家から」セミ・ステージ形式 オーケストラ
関西フィルハーモニー管弦楽団
ドイツオペラシリーズ ウェーバー：歌劇「魔弾の射手」演奏会形式
オーケストラ
「音楽の未来遺産」シリーズ 三善晃の世界2003-2004 〜第2回響きの世界〜 オーケストラ
（財）新星東京フィルハーモニー交響楽団
（有）バッハ・コレギウム・ジャパン
バッハ・コレギウム・ジャパン、アメリカ演奏旅行
オーケストラ
（財）日本フィルハーモニー交響楽団
第555回定期演奏会 歌劇「つばめ」演奏会形式
オペラ
関西二期会
第58回公演 オペラ ｢こうもり」
オペラ
（財）二期会オペラ振興会
オペラ「ばらの騎士」
オペラ
（特非）みんなのオペラ
岡村喬生改訂「蝶々さん」
オペラ
首都オペラ
第12回公演 オペラ「ラ・ジョコンダ」
オペラ
名古屋二期会
オペラ定期公演 ビゼー作曲「カルメン」
オペラ
四国二期会
第29回オペラ公演 歌劇「トスカ」
オペラ
東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
東京シティ・フィルオーケストラル・オペラⅣ「神々の黄昏」
オペラ
ひろしまオペラ推進委員会
ひろしまオペラルネッサンス 日韓提携公演「蝶々夫人」
オペラ
日本ヘンデル協会
オペラ「セルセ」演奏会形式（抜粋）
オペラ
2003
オペラ・コミック「ヴェロニック」
コンセール・C
オペラ
平成15年度 北海道二期会
北海道二期会創立40周年記念シリーズ オペラ「魔笛」
オペラ
モーツァルト劇場
モーツァルト劇場20周年記念公演 オペラ「不思議の国のアリス」
オペラ
県民参加オペラ活動20周年記念・栃木県オペラ協会5周年記念 オペラ
「魔笛」
栃木県オペラ協会
オペラ
（財）日本オペラ振興会
日本オペラ協会・群馬県共同制作公演 オペラ「みづち」東京公演
オペラ
アンサンブルタケミツ
武満 徹全室内楽曲連続演奏会「響きの海」
室内楽
Festival Atempo-Caracas 参加公演
アンサンブル・ノマド
室内楽
古典四重奏団
シューベルティアーデ（シューベルト弦楽四重奏曲集演奏会）全3回
室内楽
「日本の作曲・21世紀へのあゆみ」実行委員会 「日本の作曲・21世紀へのあゆみ」第2期・Ⅲ
室内楽
21世紀の合唱を考える会 合唱人集団「音楽樹」 Tokyo Cantat 2003
合唱
大阪ハインリッヒ・シュッツ室内合唱団
第10回東京定期公演 ―魂の響き―
合唱
グリーン・エコー
グリーン・エコー第47回演奏会
合唱
第19回＜東京の夏＞音楽祭2003
（財）
アリオン音楽財団
邦楽
テーマ「儀式・自然・音楽」＜オープニング日本の太鼓＞「樹花饗会」
（特非）日本音楽集団
日本音楽集団 第27次海外公演＜エクアドル公演＞
現代邦楽
栃木〔蔵の街〕音楽祭実行委員会
（オリジナル楽器による）第15回栃木［蔵の街］音楽祭
音楽祭
北海道モーツァルト協会
祝祭・国際モーツァルト in 北海道2003
音楽祭
MUSIC FROM JAPAN, INC.
ミュージック・フロム・ジャパン2004音楽祭
音楽祭
（財）関信越音楽協会 草津夏期国際音楽アカデミー 第24回草津夏期国際音楽アカデミー＆フェスティヴァル
音楽祭
（社）日本作曲家協議会
アジア音楽祭2003 in 東京−アジア作曲家連盟第23回総会・音楽祭
音楽祭
（財）名古屋フィルハーモニー交響楽団
ヨーロッパツアー2004
オーケストラ
（財）新星東京フィルハーモニー交響楽団
「音楽の未来遺産」シリーズ 三善晃の世界2003-2004 〜第3回言葉の世界〜 オーケストラ
2004
（社）日本オーケストラ連盟
第5回現代日本オーケストラ名曲の夕べ
オーケストラ
平成16年度 （財）
第20回＜東京の夏＞音楽祭2004 −20周年記念− 響きの祝祭 ゲルギエフのストラヴィンスキー オーケストラ
アリオン音楽財団
（財）日本フィルハーモニー交響楽団
第559回定期演奏会 歌劇「フィレンツェの悲劇」演奏会形式
オーケストラ
（財）東京交響楽団
第515回定期演奏会 ヘンツェ：音楽劇「裏切られた海」演奏会形式
オーケストラ
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助成 年度

団体名

企画名称

部門

オーケストラ・シンポシオン

モーツァルト生誕250周年記念コンサート・シリーズ 第1回モーツァルト誕生ザルツブルク オーケストラ

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団

東京シティ・フィルオーケストラル・オペラⅤ「ローエングリン」

モーツァルト劇場

喜歌劇「愛の女庭師」

オペラ

（財）二期会オペラ振興会

二期会オペラ振興会／ベルリン・コーミッシェ・オーパー共同制作 オペラ「イェヌーファ」

オペラ

（有）
オペラシアターこんにゃく座

オペラ「注文の多い料理店」＋オペラ「北守将軍と三人兄弟の医者」―宮澤賢治歌劇場Ⅳ―
第60回オペラ公演 ｢フィガロの結婚」

（有）
ニュー・オペラ・プロダクション
関西二期会

首都オペラ

北海道二期会

四国二期会

親子で楽しめるメルヘン・オペラ「ヘンゼルとグレーテル」

第13回公演 オペラ「魔弾の射手」

創立40周年記念公演 喜歌劇「こうもり」
第30回記念 オペラ「蝶々夫人」

オペラ彩

オペラ「ラ・ボエーム」

日本ヘンデル協会
MUSIC FROM JAPAN, INC.

オラトリオ「復活」

仙台オペラ協会

2004
平成16年度 （財）関信越音楽協会 草津夏期国際音楽アカデミー
武生国際音楽祭推進会議
北海道モーツァルト協会
（特非）日本音楽集団

オペラ
オペラ
オペラ
オペラ
オペラ
オペラ
オペラ

春のインテルメッツォ「アポロとヒヤキントス」
・第29回公演「フィガロの結婚」

ミュージック・フロム・ジャパン創立30周年記念音楽祭
第25回草津夏期国際音楽アカデミー＆フェスティヴァル

オペラ
オペラ

オラトリオ
音楽祭
音楽祭

武生国際音楽祭2004

祝祭・国際モーツァルト in 北海道2004
第176回定期演奏会 〜コンポーザーズ・プロジェクト・シリーズⅥ〜

間宮芳生氏からのメッセージ
21世紀の合唱を考える会 合唱人集団「音楽樹」 Tokyo Cantat 2004
大阪ハインリッヒ・シュッツ室内合唱団
第11回東京定期演奏会

音楽祭
音楽祭
現代邦楽
合唱
合唱

アンサンブルタケミツ
武満 徹全室内楽曲連続演奏会「響きの海」
Ⅰ
「日本の作曲・21世紀へのあゆみ」実行委員会 「日本の作曲・21世紀へのあゆみ」第3期・

室内楽
室内楽

アジア アンサンブル

アジア アンサンブル東京公演04

ニューアーツ弦楽四重奏団

室内楽
女性作曲家を聴く・その6 ルイーズ・ファランク生誕200年記念コンサート
室内楽
第10回記念コンサート
伝統音楽と西洋音楽のコラボレーション

古典四重奏団

女性と音楽研究フォーラム
―北方音楽交流― MUSICA・織音

（財）
アリオン音楽財団
（財）日本フィルハーモニー交響楽団
（財）東京交響楽団

（財）日本交響楽振興財団

（社）日本オーケストラ連盟

（有）バッハ・コレギウム・ジャパン
日本モーツァルト研究所

オーケストラ・プロジェクト

（特非）セプトニス ちば

（財）名古屋フィルハーモニー交響楽団
（財）東京二期会

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
関西二期会

首都オペラ

室内楽

演奏会「モーツァルト・ハイドンセット」
（全2回）
30周年記念演奏会

室内楽

第21回＜東京の夏＞音楽祭2005 ―宇宙・音楽・心―

オーケストラ

「佐渡 裕 vs 山下洋輔 vsN 響：
《惑星》
《エンカウンター》」
第587回定期演奏会 歌劇「青ひげ公の城」コンサート形式

オーケストラ

第526回定期演奏会 〜偉大なるベリオ、調和的作風〜 歌劇「トゥーランドット」 オーケストラ
オーケストラ
「現代日本のオーケストラ音楽」第29回演奏会
第6回現代日本オーケストラ名曲の夕べ

オーケストラ

バッハ・コレギウム・ジャパン ドイツ公演
オーケストラ
祝祭モーツァルト生誕250年 モーツァルト2006日本 ―モーツァルトの現在、そして未来は― オーケストラ
オーケストラ・プロジェクト2005
オーケストラ

コバケン・
『第九』演奏会

「アジア21世紀オーケストラ」プロジェクト2005

二期会オペラ振興会／ハノーファー州立劇場共同制作 オペラ「さまよえるオランダ人」
創立30周年記念演奏会 東京シティ・フィルオーケストラル・オペラⅥ 舞台神
聖祝典劇「パルジファル」
第63回オペラ公演「メリー・ウィドー」

第14回公演「運命の力」

オーケストラ

オーケストラ・国際交流

オペラ「じょうるり」上演実行委員会とセントルイス・オペラ劇場との共同制作

オペラ
オペラ
オペラ
オペラ

オペラ「じょうるり」上演実行委員会
オペラ
によるオペラ「じょうるり」
2005
オペラ
インターナショナル・フリードリヒ・クーラウ協会 オペラ「ルル」
平成17年度
2005仙台オペラ協会創立30周年記念公演「椿姫」
オペラ
仙台オペラ協会
春のインテルメッツオ：オペラ「ラ・ディリンディーナ」＆オペラガラコンサート
オペラ
四国二期会
第31回オペラ公演・歌劇「カルメン」
オペラ
日本ヘンデル協会
コンサートシリーズ Vol.12 オペラ「アグリッピーナ」
オペラ
（有）
ニュー・オペラ・プロダクション
ニュー・オペラ・プロダクション創立15周年記念公演 新作オペラ「末摘花」
オペラ
（有）
オペラシアターこんにゃく座
オペラ「好色一代男」
オペラ
モーツァルト劇場
オペラ「不思議の国のアリス」
オペラ
（財）藤沢市芸術文化振興財団
藤沢市制65周年記念公演 藤沢市民オペラ「トゥーランドット」
「浄土」日本公演実行委員会
ミュージックシアター「浄土」日本公演
ミュージックシアター
MUSIC FROM JAPAN, INC.
ミュージック・フロム・ジャパン2006 音楽祭
音楽祭
北海道モーツァルト協会
祝祭・国際モーツァルト in 北海道2005
音楽祭
（財）関信越音楽協会 草津夏期国際音楽アカデミー 第26回草津夏期国際音楽アカデミー＆フェスティヴァル
音楽祭
ガブリエル・フォーレ生誕160年記念 ガブリエル・フォーレの＜ペレアスとメリザンド＞ 劇音楽・歌曲
日本フォーレ協会
第180回定期演奏会 〜コンポーザーズ・プロジェクト・シリーズⅦ〜
現代邦楽
（特非）日本音楽集団
《湯浅譲二氏からのメッセージ》
21世紀の合唱を考える会 合唱人集団「音楽樹」 Tokyo Cantat 2005
合唱
2005年ヨーロッパ公演
国際交流
アンサンブル・ノマド
室内楽
「日本の作曲・21世紀へのあゆみ」実行委員会 「日本の作曲・21世紀へのあゆみ」第3期・Ⅱ
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助成年度
2005

古典四重奏団

団体名

（特非）関西フィルハーモニー管弦楽団
（財）東京交響楽団

（社）日本オーケストラ連盟
オーケストラ・プロジェクト

（有）バッハ・コレギウム・ジャパン
（財）
アリオン音楽財団
大阪ハインリッヒ・シュッツ室内合唱団

オペラ彩

（有）
オペラシアターこんにゃく座
関西二期会

静岡県オペラ協会

首都オペラ

企画名称

演奏会「バルトーク弦楽四重奏曲全曲演奏会」
（全2回）
第186回定期演奏会 /20世紀オペラ演奏会形式上演シリーズ

部門

室内楽

オーケストラ
バルトーク：歌劇「青ひげ公の城」演奏会形式上演
第542回定期演奏会 ヤナーチェク：歌劇「マクロプロス家の秘事」
（セミステージ形式・原語上演） オーケストラ
第7回 現代日本オーケストラ名曲の夕べ

オーケストラ・プロジェクト2006 武満 徹に捧ぐ

オーケストラ
オーケストラ

ヨーロッパ公演
オーケストラ
第 22 回＜東京の夏＞音楽祭 2006「大地の歌・街角の音楽」①＜若き才能シリーズ＞宮田 大 オーケストラ・
チェロ・リサイタル ②＜アパップのモーツァルト＞ヴァイオリン＆クラリネット二大協奏曲の夕べ
室内楽
第40回定期演奏会
オーケストラ・合唱
第23回定期公演 オペラ「トゥーランドット」

オペラ『まっぷたつの子爵』
第65回オペラ公演「魔笛」( 全2幕原語上演 )
創立40周年記念公演 喜歌劇「こうもり」
第15回公演「仮面舞踏会」

オペラ
オペラ
オペラ

オペラ

オペラ
38期第113回定期公演 オペラ『欲望という名の電車』
オペラ
四国二期会
第32回オペラ公演「魔笛」全2幕 日本語上演
オペラ
2006
東京二期会 / ハンブルク州立歌劇場共同制作 モーツァルト生誕 250 年記念
（財）東京二期会
オペラ
平成18年度
公演 W.A. モーツァルト作曲「皇帝ティトの慈悲」全2幕
オペラ
（財）
ニッセイ文化振興財団
青少年のための「日生劇場オペラ教室」オペラ「利口な女狐の物語」全3幕
オペラ
（有）
ニュー・オペラ・プロダクション
オペラ「カルメン法廷」
オペラ
（財）びわ湖ホール
びわ湖ホールプロデュースオペラ ヴェルディ 作曲歌劇「海賊」
北海道二期会
オペラ「フィガロの結婚」全4幕
オペラ
モーツァルト劇場
オペラ「アポロンとヒュアキントス」
オペラ
LIP presents OPERA
第7回公演 ヴェルディ作曲 オペラ｢オテロ」
（全4幕 原語上演 字幕付）
オペラ
古典四重奏団
《クァルテット・ウェンズディ》
「ドヴォルザーク弦楽四重奏曲集」全2回
室内楽
「日本の作曲・21世紀へのあゆみ」実行委員会 「日本の作曲・21世紀へのあゆみ」第3期・Ⅲ
室内楽
祝祭モーツァルト生誕250年《モーツァルト 2006 日本〜モーツァルトの現在、そして未来は？》
日本モーツァルト研究所
室内楽
第3回コンサート『モーツァルト 19世紀の響き〜室内楽で聴くコンチェルトシンフォニー』
21世紀の合唱を考える会 合唱人集団「音楽樹」 Tokyo Cantat 2006〜11回目のトウキョウ・カンタート〜虹のかなたへ ―いい一歩
合唱
北海道モーツァルト協会
祝祭・国際モーツァルト in 北海道2006
音楽祭
（財）関信越音楽協会
第27回草津夏期国際音楽アカデミー＆フェスティヴァル
音楽祭
（財）合唱音楽振興会
東京混声合唱団創立50周年記念 第3次訪欧公演 ―バルト夏期国際音楽祭
国際交流
（財）日本フィルハーモニー交響楽団
創立50周年記念ヨーロッパ公演
国際交流
MUSIC FROM JAPAN, INC.
ミュージック・フロム・ジャパン 2007年 音楽祭
国際交流
第23回＜東京の夏＞音楽祭2007「島へ―海を渡る音」＜オープニング＞
（財）
アリオン音楽財団
オーケストラ
《大ミサ曲》
エッティンガー＆東京フィル＆中野翔太 モーツァルト
2007年アンサンブル of トウキョウ定期演奏会
アンサンブル of トウキョウ
オーケストラ
オーケストラ・プロジェクト
オーケストラ・プロジェクト2007 現代音楽1世紀 ―未来への展望
オーケストラ
第195回定期演奏会 崩れ行くロマン派の夕映え… 20世紀オペラ演奏会形式上演シリー
（特非）関西フィルハーモニー管弦楽団
オーケストラ
ズ Vol.3 〜ロマン派の終焉を描くツェムリンスキーの傑作オペラ「フィレンツェの悲劇」〜
オーケストラ
（財）東京フィルハーモニー交響楽団
東京オペラシティ定期シリーズ第31回
第549回定期演奏会 ヘンツェ：歌劇「ルプパー」〜ヤツガシラと息子の愛の勝利〜 オーケストラ
（財）東京交響楽団
第656回、第657回定期演奏会
オーケストラ
（財）東京都交響楽団
「日本管弦楽の名曲とその源流シリーズ」第5回 , 第6回
オーケストラ
（社）日本オーケストラ連盟
第8回 現代日本オーケストラ名曲の夕べ
オーケストラ
伊福部昭音楽祭実行委員会
第二回 伊福部昭音楽祭
オーケストラ・合唱
大阪ハインリッヒ・シュッツ室内合唱団
第41回定期演奏会 〜現代音楽シリーズ「宮澤賢治の世界」〜
オーケストラ・国際交流
（財）名古屋フィルハーモニー交響楽団
「アジア21世紀オーケストラ」プロジェクト2007
2007
THE ASIAN YOUTH ORCHESTRA
オーケストラ・国際交流
アジア・ユース オーケストラ第17回ツアーコンサート
平成19年度 CHARITABLE TRUST
オペラ
大田区民オペラ協議会
大田区民オペラ協議会公演2007 V. ベッリーニ「ノルマ」
オペラ
（特非）
オペラ徳島
オペラ徳島設立10周年記念行事「蝶々夫人」全幕公演
( 特非）オペラ彩
オペラ
第24回定期公演 オペラ「ナブッコ」
オペラ
（有）
オペラシアターこんにゃく座
オペラ『クラブ マクベス』
オペラ
インターナショナル・フリードリヒ・クーラウ協会 クーラウ作曲 オペラ「魔法の竪琴」演奏会形式
オペラ
（全2幕・原語上演字幕付）
関西二期会
第66回オペラ公演『愛の妙薬』
オペラ
首都オペラ
第16回公演「ファウスト」
（ロメオとジュリエッタ）
仙台オペラ協会
第32回公演「カプレーティ家とモンテッキ家」
オペラ
39期第116回定期公演『アルチーナ』
東京室内歌劇場
オペラ
名古屋二期会
オペラ「ドン ジョヴァンニ」
オペラ
「 パリアッチ」
四国二期会
第33回オペラ公演「カヴァレリア・ルスティカーナ」
オペラ
G. ヴェルディ「仮面舞踏会」全3幕 字幕付原語＜イタリア語＞上演
（財）東京二期会
オペラ
NISSAY OPERA2007／青少年のための「日生劇場オペラ教室」オペラ「ロミオとジュリエット」
（財）
ニッセイ文化振興財団
オペラ
ひろしまオペラ・音楽推進委員会
ひろしまオペラルネッサンス「カルメン」フランス語上演
オペラ
東京室内歌劇場
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助成 年度

（財）びわ湖ホール

団体名

モーツァルト劇場
LIP presents OPERA

（有）バッハ・コレギウム・ジャパン
MUSIC FROM JAPAN, INC.

（財）関信越音楽協会

企画名称

沼尻竜典オペラセレクション 歌劇「こびと〜王女様の誕生日〜」

オッフェンバックで愉快な夜を
Vol.8 オペラ『ジャンニ・スキッキ』
・オペラ『道化師』

バッハ・コレギウム・ジャパン 2007ドイツ・イギリス公演

ミュージック・フロム・ジャパン 2008年 音楽祭
第28回草津夏期国際音楽アカデミー＆フェスティヴァル

部門

オペラ
オペラ
オペラ

国際交流
国際交流
音楽祭

2007
北海道モーツァルト協会
祝祭・国際モーツァルト in 北海道2007
音楽祭
平成19年度
（財）北区文化振興財団
北とぴあ国際音楽祭2007 モンテヴェルディ歌劇＜オルフェーオ＞
音楽祭
21世紀の合唱を考える会 合唱人集団「音楽樹」 Tokyo Cantat 2007 〜士の心は志（もののふのこころはこころざし）〜
合唱音楽
第157回定期演奏会「歌の心・絵画の心」〜名曲と名画・同時代の芸術家たち
日本合唱協会
合唱
（財）
ジェスク音楽文化振興会
第28回霧島国際音楽祭
国際交流・音楽祭
《クァルテット・ウェンズディ》
「シェスタコーヴィチ弦楽四重奏全曲演奏会その1」全3回
古典四重奏団
室内楽
栃木〔蔵の街〕音楽祭実行委員会
（オリジナル楽器による）第19回栃木［蔵の街］音楽祭
室内楽
オーケストラ・プロジェクト
オーケストラ・プロジェクト2008 21世紀 〜個の確立
オーケストラ
第209回定期演奏会 オペラ演奏会形式上演シリーズ
（特非）関西フィルハーモニー管弦楽団
オーケストラ
〜飯守泰次郎、関西で待望のワーグナー「ワルキューレ」〜
（財）日本フィルハーモニー交響楽団
第600回東京定期演奏会
オーケストラ
（社）日本オーケストラ連盟
第9回 現代日本オーケストラ名曲の夕べ
オーケストラ
（財）新日本フィルハーモニー交響楽団
第441回定期演奏会 ハイドン / オラトリオ「天地創造」
オーケストラ
（財）九州交響楽団
第286回定期演奏会「メシアン生誕100周年記念」
オーケストラ
日本モーツァルト研究所＆ Hakuju Hall モーツァルトの名曲探求コンサート・
日本モーツァルト研究所
室内楽
シリーズ第1回《モーツァルト 究極の室内楽》
栃木〔蔵の街〕音楽祭実行委員会
（オリジナル楽器による）第20回栃木［蔵の街］音楽祭
室内楽
（特非）日本音楽集団
第191回定期演奏会 ＜管・絃・打・響＞ 〜大編アンサンブルの魅力〜
室内楽
定期演奏会（第4回・第5回）〜ショスタコーヴィッチ・プロジェクト
クヮトロ ピアチェーリ
室内楽
大阪ハインリッヒ・シュッツ室内合唱団
第42回定期演奏会 現代音楽シリーズ「日本人の古 その心の原泉へ」 オーケストラ・合唱
（特非）
オペラ彩
オペラ彩25周年記念公演 オペラ「オテッロ」
オペラ
（有）
オペラシアターこんにゃく座
オペラ『そしてみんなうそをついた』〜芥川龍之介「藪の中」による〜
オペラ
首都オペラ
首都オペラ設立20周年記念 第17回公演「ドン・カルロ」
オペラ
仙台オペラ協会
第33回公演「ラ・ボエーム」
オペラ
オーケストラル・オペラⅦ 楽劇「トリスタンとイゾルデ」全三幕 ( 日本語字幕付 )
東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
オペラ
四国二期会
第34回オペラ公演 喜歌劇「天国と地獄」全二幕日本語上演
オペラ
2008
P.I チャイコフスキー「エフゲニー・オネーギン」全3幕 字幕付原語
（財）東京二期会
オペラ
< ロシア語 > 上演 スロヴァキア国立ブラチラヴァ歌劇場との提携公演
平成20年度
（財）日本オペラ振興会
藤原歌劇団公演 オペラ「ラ・ジョコンダ」
オペラ
ポルトガル国立サン・カルロス劇場共同制作 びわ湖ホール 沼尻竜典オペラ
（財）びわ湖ホール
オペラ
（全1幕）
セレクション リヒャルト・シュトラウス作曲 歌劇「サロメ」
藤沢市民会館会館45周年・藤沢市民オペラ創立40周年・
（財）藤沢市芸術文
（財）藤沢市芸術文化振興財団
オペラ
化振興財団設立15周年記念公演 藤沢市民オペラ「メリー・ウィドウ」
オペラ
北海道二期会
オペラ「ラ・ボエーム」
オペラ
モーツァルト劇場
喜歌劇「愚か娘になりすまし」全3幕
LIP presents OPERA
Vol.9 チレア作曲『アドリアーナ・ルクヴルール』全4幕 原語上演（字幕付）
オペラ
オペラ
香川県
香川県県民ホール開館20周年記念事業 林康子オペラ「蝶々夫人」
（財）北区文化振興財団
北とぴあ国際音楽祭2008 ハイドン歌劇《騎士オルランド》
オペラ
（全2幕・原語上演字幕付）
関西二期会
第68回オペラ公演『セヴィリアの理髪師』
オペラ
（財）
ジェスク音楽文化振興会
第29回霧島国際音楽祭
国際交流・音楽祭
（財）
アリオン音楽財団
第24回＜東京の夏＞音楽祭2008 森の響き・砂漠の声
音楽祭
（財）関信越音楽協会
第29回草津夏期国際音楽アカデミー＆フェスティヴァル
音楽祭
北海道モーツァルト協会
祝祭・国際モーツァルト in 北海道2008
音楽祭
21世紀の合唱を考える会 合唱人集団「音楽樹」 Tokyo Cantat 2008「歌よ、魂の憩うところよ」
合唱
東京シンフォニエッタ
パリ公演 〜「プレザンス音楽祭2008」
国際交流
（有）バッハ・コレギウム・ジャパン
バッハ・コレギウム・ジャパン ヨーロッパ公演2008
国際交流
MUSIC FROM JAPAN, INC.
ミュージック・フロム・ジャパン2009年 音楽祭
国際交流
（財）日本交響楽振興財団
「現代日本のオーケストラ音楽」第33回演奏会
オーケストラ
（社）日本オーケストラ連盟
第10回 現代日本オーケストラ名曲の夕べ
オーケストラ
新交響楽団
芥川也寸志没後20年記念演奏旅行
オーケストラ
オーケストラ・プロジェクト
オーケストラ・パフォーマンスの現在
オーケストラ
芥川也寸志メモリアル オーケストラ・ニッポニカ 第16回、第17回演奏会
オーケストラ
2009
（財）新日本フィルハーモニー交響楽団
第455回定期演奏会 サントリーホール・シリーズ
オーケストラ
第573回定期演奏会 ヤナーチェク：
平成21年度
（財）東京交響楽団
オーケストラ
歌劇「ブロウチェク氏の旅行」
（セミ・ステージ形式・日本初演）
現代音楽シリーズ Vol.19 〜西洋と日本 その点と線〜（近代・現代そして未来へ） オーケストラ・合唱
大阪ハインリッヒ・シュッツ室内合唱団
関西二期会
第70回オペラ公演『ラ・ボエーム』
（全4幕・原語上演字幕付）
オペラ
日本オペラ連盟、兵庫県立芸術文化センター、東京二期会、愛知県文化振興
日本オペラ連盟
オペラ
事業団共同制作 佐渡裕芸術監督プロデュースオペラ2009 歌劇「カルメン」
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助成年度

名古屋二期会

団体名

首都オペラ

仙台オペラ協会

日本ヘンデル協会

（財）びわ湖ホール
モーツァルト劇場

（財）北区文化振興財団
（財）東京二期会

（特非）
オペラ徳島

東京オペラ・プロデュース

（特非）
オペラ彩

（有）
オペラシアターこんにゃく座

LIP presents OPERA
日本フォーレ協会
2009
「湯浅譲二と日本の作曲家」実行委員会
平成21年度
（有）バッハ・コレギウム・ジャパン
東京シンフォニエッタ
伶楽舎
MUSIC FROM JAPAN, INC.
（財）
ジェスク音楽文化振興会
日本モーツァルト研究所
クヮトロ ピアチェーリ

企画名称

部門

オペラ

定期オペラ公演「真夏の夜の夢」
第18回公演「マルタ」

オペラ

第34回公演「魔笛」
コンサートシリーズ Vol.14 オペラ「オットーネ」

オペラ

オッフェンバック作曲 喜歌劇「チュリパタン島 愛の讃歌」
北とぴあ国際音楽祭2009 グルック オペラ・コミック

オペラ

（3幕完成版）
沼尻竜典オペラセレクション アルバン・ベルク作曲 歌劇「ルル」

《思いがけないめぐり会い、またはメッカの巡礼》
R・シュトラウス作曲 1幕の会話劇「カプリッチョ」字幕付原語（ドイツ語）上演
第12回公演 ヨハン・シュトラウスⅡ作曲オペレッタ「こうもり」全3幕
（戦場を翔ける女）」日本初演
第85回定期公演 オペラ「マダム サン・ジェーヌ
第26回定期公演 オペラ「仮面舞踏会」

『三文オペラ』
Vol.10 プッチーニ作曲オペラ「修道女アンジェリカ」全1幕、

マスカーニ作曲「友人フリッツ」全3幕
日本フォーレ協会創立20周年記念 フォーレ全歌曲連続演奏会（全4回のうち第1〜2回）

オペラ
オペラ
オペラ
オペラ
オペラ
オペラ
歌曲

ルーマニア国際現代音楽祭「第19回現代音楽週間2009」参加公演

国際交流

アムステルダム公演 〜「ガウデアムス国際音楽週間」
ヨーロッパ公演2009

国際交流

「ブレーメン音楽祭」
バッハ・コレギウム・ジャパン「エディンバラ音楽祭」、

ミュージック・フロム・ジャパン創立35周年記念音楽祭
第30回霧島国際音楽祭
日本モーツァルト研究所設立10周年特別企画

国際交流
国際交流
国際交流

国際交流・音楽祭

《モーツァルトにおける未完成と完成 断片の魅力》
定期演奏会（第6回・第7回）〜ショスタコーヴィッチ・プロジェクト

ヘンデル・フェスティバル・ジャパン実行委員会 第7回ヘンデル・フェスティバル・ジャパン「没後250年記念フェスティバル」
（財）関信越音楽協会
第30回草津夏期国際音楽アカデミー＆フェスティヴァル
（財）
アリオン音楽財団

オペラ

オペラ

（特非）音楽への道 CEM ／長岡京室内アンサンブル 心魂を洗う 弦の響き 長岡京室内アンサンブル ヒナステラ CD/SACD 発売記念
古典四重奏団
《クァルテット・ウィークエンド 2009-2010》古典四重奏団 ショスタコーヴィチ・ツィクルス Vol.2

北海道モーツァルト協会

オペラ

祝祭・国際モーツァルト in 北海道2009
第 25 回＜東京の夏＞音楽祭 2009 日本の声・日本の音 ＜オーケストラ・コン

室内楽
室内楽
室内楽
室内楽
音楽祭
音楽祭
音楽祭

音楽祭
サート＞井上道義＆アンサンブル金沢
21世紀の合唱を考える会 合唱人集団「音楽樹」 Tokyo Cantat 2009 咲いた咲いた合唱の花花
合唱
第222回定期演奏会 飯守泰次郎＆関西フィルのオペラ演奏会形式上演シリーズ第10
（特非）関西フィルハーモニー管弦楽団
オーケストラ
回記念 〜 聖地バイロイト直伝、飯守泰次郎のワーグナー「トリスタンとイゾルデ」〜
（財）東京交響楽団
東京芸術劇場シリーズ第106回「エルガー：オラトリオ「生命の光」
（日本初演）
」 オーケストラ
（社）日本オーケストラ連盟
新交響楽団

大阪ハインリッヒ・シュッツ室内合唱団

関西二期会

（財）日本オペラ振興会
（財）東京二期会

（有）
ニュー・オペラ・プロダクション
ひろしまオペラ・音楽推進委員会
ひたちオペラ合唱団

大田区民オペラ協議会
2010
仙台オペラ協会
平成22年度 首都オペラ
（財）びわ湖ホール
名古屋二期会
（公財）
ニッセイ文化振興財団
（財）藤沢市みらい創造財団
（特非）
オペラ徳島

東京オペラ・プロデュース

（特非）
オペラ彩

（有）
オペラシアターこんにゃく座
東京室内歌劇場
北海道二期会

国立オペラ・カンパニー 青いサカナ団
インターナショナル ･フリードリヒ･

クーラウ協会

日本オーケストラ連盟 設立20周年記念「第11回現代日本オーケストラ名曲の夕べ」 オーケストラ
第212回演奏会 高田三郎没後10周年記念演奏会
オーケストラ
現代音楽シリーズ Vol.20 〜現代を紡ぐ 伝統につながる〜（創立35周年記念） オーケストラ・合唱
オペラ
第72回オペラ公演『ジプシー男爵』

藤原歌劇団公演 オペラ「タンクレーディ」
H. ベルリオーズ作曲「ファウストの劫罰」4部からなる劇的物語

創立20周年記念 第13回公演 オペラ「末摘花」
ひろしまオペラルネッサンス F. プーランク作曲「カルメル会修道女の対話」

（全3幕、フランス語上演、字幕付）
ひたち市民オペラ15周年記念 ひたちオペラ合唱団

第3回『OPERA NOSTRA』公演 歌劇「道化師」全2幕
大田区民オペラ協議会20周年記念 G. ヴェルディ作曲「マクベス」

第35回公演「鳴砂」
第19回公演「フランチェスカ・ダ・リミニ」全4幕

沼尻竜典オペラセレクション R. ワーグナー作曲 歌劇「トリスタンとイゾルデ」
（全4幕）
定期オペラ公演 歌劇「ラ・ボエーム」
NISSAY OPERA 2010／青少年のために「日生劇場オペラ教室」

オペラ「オルフェオとエウリディーチェ」
藤沢市制70周年記念 藤沢市民オペラ「カヴァレリア・ルスティカーナ／道化師（パリアッチ）」
第13回公演 ヴェルディ作曲 オペラ「仮面舞踏会」全3幕（原語）上演
第86回定期公演 オペラ「シラノ・ド・ベルジュラック」日本初演
第27回定期公演 オペラ「ゼッキンゲンのトランペット吹き」

オペラ『ねこのくにのおきゃくさま』
42期第129回定期公演 オペラ「ゲノフェーファ」

創立45周年記念 平成22年度オペラ公演 オペラ「愛の妙薬」
第31回公演 歌劇「あさくさ天使」

クーラウ・フェスティバル 10月9日／会員によるクーラウ作品のコンサート。
10月10日／1. 室内楽（歌曲、ピアノ曲 ）2. トーケ ･ ルン・クリスチャンセン・
フルートリサイタル 3. 演劇付帯音楽『ウイリアム ･ シェイクスピア』

オペラ
オペラ
オペラ
オペラ
オペラ
オペラ
オペラ

オぺラ
オペラ
オペラ
オペラ
オペラ
オペラ
オペラ
オペラ
オペラ
オペラ
オペラ
オペラ

オペラ・

室内楽・
音楽祭
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助成 年度

団体名

日本フォーレ協会
MUSIC FROM JAPAN, INC.

（有）バッハ・コレギウム・ジャパン
（財）
ジェスク音楽文化振興会

2010
平成22年度

企画名称

日本フォーレ協会創立20周年記念 フォーレ全歌曲連続演奏会（全4回のうち第3〜4回）
ミュージック・フロム・ジャパン 2011年 音楽祭
バッハ・コレギウム・ジャパン アメリカ公演

第31回霧島国際音楽祭
定期演奏会（第8回・第9回）〜シェスタコーヴィチ・プロジェクト

栃木〔蔵の街〕音楽祭実行委員会

（財）関信越音楽協会

『ムズカシイはおもしろい！』
（レクチャー付きコンサート）

（財）名古屋フィルハーモニー交響楽団
（財）日本フィルハーモニー交響楽団
オーケストラ・プロジェクト

（財）東京フィルハーモニー交響楽団

（公財）東京交響楽団

（公財）パシフィック・ミュージック・
フェスティバル組織委員会

アジア ユース オーケストラ日本事務局
（公財）東京二期会
首都オペラ

（有）
オペラシアターこんにゃく座
（財）日本オペラ振興会

ひろしまオペラ・音楽推進委員会

2011
（一社）名古屋二期会
平成23年度 （一社）関西二期会
（公財）東京都歴史文化財団 東京文化会館
（公財）びわ湖ホール
福島オペラ協会
（特非）
オペラ徳島
東京オペラ・プロデュース
仙台オペラ協会
（有）バッハ・コレギウム・ジャパン
クヮトロ ピアチェーリ
東京シンフォニエッタ
日本現代箏曲研究会
アンサンブル of トウキョウ
日本現代音楽協会
伶楽舎

（特非）
トリトン・アーツ・ネットワーク
（財）関信越音楽協会

北海道モーツァルト協会
MUSIC FROM JAPAN, INC.

（財）
ジェスク音楽文化振興会

2012

室内楽
室内楽
室内楽

音楽祭
音楽祭
合唱
雅楽

オーケストラ
オーケストラ

第229回定期演奏会 飯守泰次郎＆関西フィルのオペラ演奏会形式上演シリーズ第
オーケストラ
11回 〜 桂冠名誉指揮者就任記念！ 飯守泰次郎のワーグナー「ジークフリート」〜

新・音楽の未来への旅シリーズ2011
コバケン・スペシャル Vol.22,23
第633回東京定期演奏会

オーケストラ

PMF2011 PMF オーケストラ演奏会

オーケストラ・音楽祭・普及育成

オーケストラ
オーケストラ

オーケストラ・プロジェクト2011 オーケストラの測鉛 〜未来へのアナログ遺産〜 オーケストラ
サントリー定期シリーズ 第807回定期演奏会
オーケストラ
第597回定期演奏会 交響詩「シェーンベルク：ペレアスとメリザント」
オーケストラ

アジア・ユース オーケストラ2011アジアツアー

「高松宮殿下記念世界文化賞」若手芸術家奨励賞授賞記念
G. プッチーニ作曲「トゥーランドット」オペラ全3幕

オーケストラ・普及育成
オペラ
オペラ

第20回公演「ミニョン」

オペラ『ゴーゴリのハナ』

藤原歌劇団公演 オペラ「セビリアの理髪師」
ひろしまオペラルネッサンス G・プッチーニ作曲「ラ・ボエーム」
（全4幕、イタリア語上演、字幕付）

オペラ定期公演「天国と地獄」
第75回オペラ公演『フィガロの結婚』

沼尻竜典オペラセレクション モーツァルト作曲 歌劇「ドン・ジョヴァンニ」
福島オペラ協会15周年記念公演 歌劇 蝶々夫人
第14回公演 ビゼー作曲 オペラ「カルメン」全4幕（邦語上演）
第88回定期公演 オペラ「修道院での結婚」日本初演

バッハ・コレギウム・ジャパン フランス・ドイツ公演
定期演奏会（第10回・第11回）

新しい音楽のカタチ 軌跡と未来―2days コンサート
雅楽コンサート no.24

クァルテット・ウィークエンド2011-2012
第32回草津夏期国際音楽アカデミー＆フェスティヴァル

祝祭・モーツァルト in 北海道2011
ミュージック・フロム・ジャパン 2012年 音楽祭
第32回霧島国際音楽祭

オペラ
オペラ
オペラ
オペラ
オペラ
オペラ

オぺラ
オペラ

合唱・オーケストラ

第29回定期公演 室内オーケストラの領域Ⅲ、第30回定期公演 一柳 慧特集
邦楽展 vol.23 Koto Collection Today 〜二重の色彩2〜

アンサンブル of トウキョウ 結成25周年記念海外公演
日本現代音楽協会創立80周年記念事業 現音・特別音楽展2011

オペラ

オペラ

東京文化会館開館50周年記念オペラ「古事記」

第36回公演「愛の妙薬」

オペラ

室内楽
室内楽
室内楽
室内楽
室内楽
室内楽
室内楽
音楽祭
音楽祭
音楽祭

音楽祭 ･ 普及育成

芥川也寸志メモリアル オーケストラ・ニッポニカ 第21回演奏会、第22回演奏会
オーケストラ
第 239 回定期演奏会 飯守泰次郎＆関西フィルのオペラ演奏会形式上演シ
（特非）関西フィルハーモニー管弦楽団
オーケストラ
リーズ第12回 〜 飯守泰次郎のワーグナー「ワルキューレ」第3幕 〜
（財）住友生命社会福祉事業団
新・音楽の未来への旅シリーズ2012
オーケストラ
（公財）東京都交響楽団
第739、740回定期演奏会 ＜日本管弦楽の名曲とその源流シリーズ＞第15回、16回 オーケストラ

平成24年度 （公社）広島交響楽協会

第322回定期演奏会

（公財）日本センチュリー交響楽団

オーケストラ・プロジェクト2012 日本の交響楽100年 〜未来へ紡ぐ〜
第177回定期演奏会

（財）東京フィルハーモニー交響楽団

特別演奏会「グレの歌」

オーケストラ・プロジェクト

（一財）東京シティ・フィル財団
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国際交流

室内楽

第31回草津夏期国際音楽アカデミー＆フェスティヴァル
祝祭・国際モーツァルト in 北海道2010

芥川也寸志メモリアル オーケストラ・ニッポニカ 第19回演奏会、第20回演奏会
（財）東京都交響楽団
「作曲家の肖像」シリーズ Vol.82《リムスキー＝コルサコフ》

（財）住友生命社会福祉事業団

国際交流

室内楽

“ ベートーヴェン後期弦楽四重奏曲全曲演奏 ”
第22回栃木 [ 蔵の街 ] 音楽祭

北海道モーツァルト協会
21世紀の合唱を考える会 合唱人集団「音楽樹」 Tokyo Cantat 2010 やまとうたの血脈
伶楽舎
雅楽コンサート no.22・no.23

（特非）関西フィルハーモニー管弦楽団

歌曲

国際交流・音楽祭

クヮトロ ピアチェーリ
（特非）音楽への道 CEM ／長岡京室内アンサンブル 〜二大作曲家で聴く、ロシアの大パノラマ〜 長岡京室内アンサンブル
日本モーツァルト研究所＆ Hakuju Hall
日本モーツァルト研究所
海老澤敏レクチャー・コンサート・シリーズ第3回《モーツァルト・アリアの秘密》
古典四重奏団

部門

第264回定期演奏会

オーケストラ
オーケストラ
オーケストラ
オーケストラ
オーケストラ

助成年度

団体名

（公財）パシフィック・ミュージック・フェスティバ
ル組織委員会

東京オペラ・プロデュース

四国二期会

首都オペラ

（有）
オペラシアターこんにゃく座
（財）日本オペラ振興会
仙台オペラ協会

企画名称

PMF2012 PMF オーケストラ演奏会
第90回定期公演 オペラ「エロディアード」日本初演

第38回オペラ公演 歌劇「秘密の結婚」
第21回公演「カルメン」

オペラ『森は生きている』新演出

藤原歌劇団公演 オペラ「夢遊病の女」
第37回公演「ドン・ジョヴァンニ」

部門
オーケストラ・音楽祭・普及育成
オペラ
オペラ
オペラ
オペラ
オペラ

オペラ
R. ワーグナー作曲「パルジファル」舞台神聖祭典劇全3幕字幕付言語上演《二期会創
（公財）東京二期会
オペラ
立60周年記念公演》バルセロナ・リセウ大劇場／チューリッヒ歌劇場との共同制作
( 公財 ) 愛知県文化振興事業団
オペラ
愛知県文化振興事業団プロデュースオペラ「ランメルモールのルチア」
さっぽろオペラ祭2012・北海道二期会平成24年度オペラ公演
オペラ
北海道二期会
J. シュトラウスⅡ作曲 喜歌劇「こうもり」全2幕（訳詞上演）
オペラ
第49回オペラ公演 20世紀オペラ・シリーズ「イル ･カンピエッロ」
大阪音楽大学 ザ・カレッジ・オペラハウス
オペラ
（公社）関西二期会
第77回オペラ公演『コジ・ファン・トゥッテ』
日生劇場開場 50 周年記念公演 /NISSAY OPERA 2012 / 青少年のための
オペラ
（公財）
ニッセイ文化振興財団
2012
「日生劇場オペラ教室」オペラ「フィガロの結婚」
オペラ
平成24年度 （公財）びわ湖ホール
沼尻竜典オペラセレクション「コジ・ファン・トゥッテ」
室内楽
定期演奏会（第12回・第13回）
クヮトロ ピアチェーリ
第31回定期演奏会 ラジオ・フランス ウィークエンドパリ―日本より、
室内楽
東京シンフォニエッタ
第32回定期演奏会 西村 朗特集
室内楽
日本現代箏曲研究会
邦楽展 vol.24 Koto Collection Today 〜二重の色彩3〜
室内楽
現代音楽プロジェクト
東アジアの現代音楽祭 2012 in ヒロシマ
< 扉 未知なる創造へ > 現代の音楽展2013
室内楽
日本現代音楽協会
室内楽
スタジオ・コンモート
新しい古楽器 no.2
室内楽
伶楽舎
雅楽コンサート no.25
室内楽
（特非）
トリトン・アーツ・ネットワーク
クァルテット・ウィークエンド2012-2013
室内楽・普及育成
廣瀨量平作品連続演奏会実行委員会
廣瀨量平作品連続演奏会Ⅲ
合唱
ヴォクスマーナ
第27回定期演奏会・第28回定期演奏会
合唱・オーケストラ
（有）バッハ・コレギウム・ジャパン
バッハ・コレギウム・ジャパン ヨーロッパ公演2012
創作
（公財）静岡市文化振興財団 静岡音楽館 AOI クロード・ドラングル サクソフォン・ライブⅡ“Next”
音楽祭
（財）関信越音楽協会
第33回草津夏期国際音楽アカデミー＆フェスティヴァル
音楽祭
（社）日本作曲家協議会
アジア音楽祭2012 JFC 設立50周年／日中国交正常化40周年記念
音楽祭 ･ 普及育成
（公財）
ジェスク音楽文化振興会
第33回霧島国際音楽祭 2012
神戸特別演奏会 Meet the Classic in KOBE Vol.12
オーケストラ
（特非）関西フィルハーモニー管弦楽団
〜 大澤壽人没後60年 ＆ ワーグナー生誕200年 記念コンサート 〜
第325回定期演奏会 ワーグナー生誕200年記念
（財）九州交響楽団
オーケストラ
〜世界の大野和士が贈るワーグナーの傑作群〜
オーケストラ
（公財）日本フィルハーモニー交響楽団
第652回東京定期演奏会
オーケストラ
（財）住友生命社会福祉事業団
新・音楽の未来への旅シリーズ2013
オーケストラ
芥川也寸志メモリアル オーケストラ・ニッポニカ 第23回演奏会、第24回演奏会
特別演奏会 現代日本音楽の夕べシリーズ第16回 伊福部昭生誕100年記念
オーケストラ
（公財）東京交響楽団
プレコンサート
オーケストラ
（公社）広島交響楽協会
第332回定期演奏会 広響創立50周年記念定期①
オーケストラ
日本ワーグナー協会
ワーグナー生誕200年記念コンサート
オーケストラ
（公財）日本センチュリー交響楽団
第184回定期演奏会
オーケストラ
（一社）大阪交響楽団
第179回定期演奏会【児玉宏のブルックナー Vol.9】
オーケストラ・プロジェクト2013 R. ワーグナー生誕 200 年、W. ルトスワフス
オーケストラ
オーケストラ・プロジェクト
キ生誕100年 〜いま聴衆と共に未来を試行〜
2013
オーケストラ
（演奏会形式）
（公財）東京フィルハーモニー交響楽団
第841回定期演奏会「トリスタンとイゾルデ」
平成25年度
オーケストラ
（公財）山形交響楽協会
第233回定期演奏会「反骨者の証言」〜首席客演指揮者就任記念〜
第764、765回定期演奏会 ＜日本管弦楽の名曲とその源流シリーズ＞第17回、18回 オーケストラ
（公財）東京都交響楽団
オーケストラ
（有）バッハ・コレギウム・ジャパン
バッハ・コレギウム・ジャパン ヨーロッパ公演2014
オーケストラ・室内楽・
（公財）パシフィック・ミュージック・フェスティバ PMF2013 リンクアッププログラム、
合唱・音楽祭・普及育成
ル組織委員会
教授陣による地元中・高校生への吹奏楽の指導等
オペラ
（公社）関西二期会
第78回オペラ公演『夢遊病の女』
（特非）関西芸術振興会
関西歌劇団第95回定期オペラ公演「仮面舞踏会」
オペラ
（公財）兵庫県芸術文化協会（兵庫県立芸術文化センター） 佐渡 裕芸術監督プロデュースオペラ2013 セビリャの理髪師
オペラ
東京オペラ・プロデュース
第92回定期公演 オペラ「ラ・フィアンマ」日本初演
オペラ
四国二期会
第39回オペラ公演 歌劇「偽の女庭師」
オペラ
（3大バロック・オペラ一挙上演）
アントネッロ
定期公演「オペラ・フレスカシリーズ1〜3」
オペラ
あいちトリエンナーレ実行委員会
あいちトリエンナーレ2013プロデュース オペラ「蝶々夫人」
オペラ
第50回オペラ公演 20世紀オペラ・シリーズ「ピーター・グライムズ」
大阪音楽大学 ザ・カレッジ・オペラハウス
オペラ
ひろしまオペラ・音楽推進委員会
ひろしまオペラルネッサンス公演「イル・カンピエッロ」
オペラ
仙台オペラ協会
第38回公演「こうもり」
オペラ
（オペレッタ）
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助成 年度

団体名

（公財）関信越音楽協会
18世紀音楽祭協会

（一財）合唱音楽振興会
東京シンフォニエッタ

アンサンブル Flug
古典四重奏団

2013
日本テレマン協会
平成25年度 （特非）
トリトン・アーツ・ネットワーク
日本現代音楽協会
廣瀨量平作品連続演奏会実行委員会
（公財）石川県音楽文化振興事業団
女性と音楽研究フォーラム
アンサンブル遊聲
小野雅楽会
（公財）
ジェスク音楽文化振興会
（公財）九州交響楽団
（公財）日本フィルハーモニー交響楽団
（公財）札幌交響楽団
（公財）東京交響楽団
オーケストラ・リベラ・クラシカ
（公財）神奈川フィルハーモニー管弦楽団
（一社）セントラル愛知交響楽団
（公財）山形交響楽協会
（特非）音楽への道 CEM ／
長岡京室内アンサンブル
（特非）関西芸術振興会
（公財）兵庫県芸術文化協会
（兵庫県立芸術文化センター）
（公財）仙台市市民文化事業団
四国二期会
（公財）東京二期会
（公財）びわ湖ホール
（学）大阪音楽大学
2014
首都オペラ
平成26年度 （公財）日本オペラ振興会
（公財）北区文化振興財団
（公財）
ニッセイ文化振興財団
（特非）北九州シティオペラ
北海道二期会

厚生ビル管理（株）秋田アトリオン事業部

（一社）日本作曲家協議会

（公財）
アルゲリッチ芸術振興財団
MUSIC FROM JAPAN, INC.
ヒロシマ・ミュージック・プロジェクト
ヴォクスマーナ

（一財）合唱音楽振興会
（一社）伶楽舎

（特非）ネイティブ淡路島

企画名称

部門

第34回草津夏期国際音楽アカデミー＆フェスティヴァル
第15回記念 福岡古楽音楽祭

音楽祭

東京混声合唱団 いずみホール定期演奏会 No.18
第33回定期演奏会 野平一郎 生誕60周年記念、第34回定期演奏会「固定−展開」

パーカッショングループ “カールス・ルーエ ” 演奏会
『ムズカシイはおもしろい !!』
（レクチャー付きコンサート）

クァルテット・ウィークエンド2013-2014
現代の音楽展2014＿触発と対話

オーケストラ
オーケストラ
オーケストラ

現代日本音楽の夕べシリーズ第17回 伊福部 昭 誕生100年記念コンサート オーケストラ
第33回・第34回定期演奏会
オーケストラ
定期演奏会 みなとみらいシリーズ第300回【300回記念定期演奏会】
オーケストラ
オーケストラ
オーケストラ

オーケストラ・室内楽・
普及育成

オペラ

佐渡 裕芸術監督プロデュースオペラ2014「コジ・ファン・トゥッテ」

オペラ

〜女はみんなこうしたもの〜
オペラ「遠い帆」2014年東京公演

第40回オペラ公演 歌劇「魔笛」
モーツァルト作曲『イドメネオ』全3幕 イタリア語上演 アン・デア・ウィーン劇場との共同制作
沼尻竜典オペラセレクション ヴェルディ作曲 歌劇「リゴレット」

第51回オペラ公演「カーリュー・リバー」
「鬼娘恋首引」
第23回公演「アラベラ」

オペラ
オペラ

（一財）東京シティ・フィル財団
（公財）札幌交響楽団

オペラ

オペラ
音楽祭

ミュージック・フロム・ジャパン創立40周年記念音楽祭
東アジア音楽祭2014 in ヒロシマ〜日中韓の友好と親善コンサート〜

音楽祭

（公財）日本フィルハーモニー交響楽団

音楽祭

オペラ
オペラ
オペラ
オペラ

オペラ定期公演「宗春」
ニッセイ名作シリーズ /NISSAY OPERA 2015 オペラ『ドン・ジョヴァンニ』
第84回オペラ公演『ウィンザーの陽気な女房たち』
《妖精の女王》
北とぴあ国際音楽祭2015 パーセル作曲 オペラ
関西歌劇団 第97回定期公演「こうもり」

第224回定期演奏会 J.S. バッハ ブランデンブルク協奏曲

オペラ
オペラ
オペラ
オペラ
オペラ

オペラ「双子の星」
第17回別府アルゲリッチ音楽祭

第36回草津夏期国際音楽アカデミー＆フェスティヴァル
第36回霧島国際音楽祭 2015

オペラ

オペラ

音楽祭

音楽祭

音楽祭 ･ 普及育成

伶楽舎創立30周年記念シリーズ（伶楽舎雅楽コンサートno.30/ 伶楽舎第十二回雅楽演奏会）
第37回、第38回定期演奏会

室内楽
室内楽
室内楽

現代の音楽展2016_ 高橋アキを迎えて
普及育成
ミュージック・フロム・ジャパン2016年アーティスト・レジデンス 音楽祭・創作・普及育成・レジデンス
オーケストラ
第208回定期演奏会 マーラー：交響曲第9番ニ長調
第233回演奏会 〜創立60周年シリーズ2

オーケストラ

第45回定期演奏会《80歳記念 保科 洋プロジェクト》
第807回定期演奏会

オーケストラ
オーケストラ

第37回・第38回定期演奏会

オーケストラ

名古屋フィル＋神奈川フィル「スペシャル・ジョイント・コンサート」
第29回・第30回演奏会

オーケストラ
オーケストラ

第 276 回定期演奏会 飯守泰次郎＆関西フィルのオペラ演奏会形式上演シ
オーケストラ
リーズ第14回 〜 飯守泰次郎のワーグナー「トリスタンとイゾルデ」第3幕 〜
新・音楽の未来への旅シリーズ2016

オーケストラ

第363回定期演奏会
第300回定期演奏会

オーケストラ

鼓童創立35周年記念 鼓童×下野竜也×新日本フィルハーモニー交響楽団「出逢い」 オーケストラ
脱「現代音楽」へ向かって 〜4人のまなざし
オーケストラ
オーケストラ

第593回定期演奏会 〜レーガー没後100年記念〜
創立60周年記念 ピエタリ・インキネン首席指揮者就任披露演奏会

オーケストラ

オーケストラ
京都市交響楽団、
（公財）京都市音楽芸術文化振興財団 京都市交響楽団 創立60周年記念 特別演奏会
オーケストラ
（公社）関西二期会
第85回オペラ公演『三部作』＜「外套」
「修道院アンジェリカ」
「ジャンニ・スキッキ」＞
オペラ
（一社）仙台オペラ協会
第41回公演「ヘンゼルとグレーテル」
オペラ

オペラ

2016

堺シティオペラ
（一社）

平成28年度 （公財）日本オペラ振興会
（公財）東京二期会

音楽祭・創作・

（一社）名古屋二期会

普及育成

四国二期会

合唱

（公財）北区文化振興財団

合唱

北海道二期会

室内楽

Lalala クラシック〜教えてマエストロ！In AWAJI 〜
室内楽・創作・普及育成
廣瀨量平作品連続演奏会実行委員会
廣瀨量平作品連続演奏会Ⅴ 〜邦楽器への激る想いを次世代に〜
室内楽・普及育成
Kuniko Kato arts Project
プロジェクトIX プレイアデス
創作
（特非）関西フィルハーモニー管弦楽団
いずみホールシリーズ Vol.36 〜 冨田 勲の集大成…「源氏物語幻想交響絵巻」関西初演 〜 オーケストラ
（一財）東京シティ・フィル財団
第288回定期演奏会《高関 健 常任指揮者就任披露演奏会》
オーケストラ
（公財）東京交響楽団
第629回定期演奏会
オーケストラ
（公財）神奈川フィルハーモニー管弦楽団
定期演奏会 みなとみらいシリーズ第308回
オーケストラ
芥川也寸志メモリアル オーケストラ・ニッポニカ 第27回演奏会、第28回演奏会
オーケストラ
2015
（公財）京都市音楽芸術文化振興財団 京都市交響楽団 2015年京都市交響楽団ヨーロッパ公演
オーケストラ
平成27年度
オーケストラ・リベラ・クラシカ
第35回・第36回定期演奏会
オーケストラ
第579回定期演奏会〜ポンマー首席指揮者就任記念、ライプツィヒ1000年記念プログラム〜 オーケストラ
（公財）札幌交響楽団
（一財）住友生命福祉文化財団
新・音楽の未来への旅シリーズ2015
オーケストラ
オーケストラ・プロジェクト
オーケストラ・プロジェクト2015
オーケストラ
（公財）九州交響楽団
第346回 定期演奏会
オーケストラ
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オーケストラ・プロジェクト

（公社）広島交響楽協会

オペラ

アトリオン音楽ホール コンサート・オペラ Vol.2 歌劇『ヘンゼルとグレーテル』
第32回アジア作曲家連盟総会＆音楽祭 アジア音楽祭2014

東京混声合唱団 いずみホール定期演奏会 No.19
伶楽舎コンサートno.29

（株）北前船

オペラ

オペラ

＜ヒロシマからのメッセージ ” 伝統と現代の饗奏 ”＞
第31〜32回定期演奏会

（一財）住友生命福祉文化財団

オペラ

平成26年度北九州シティオペラ公演 G. プッチーニ作曲
オペラ「蝶々夫人」全3幕字幕付き原語公演
北海道二期会創立50周年記念公演 オペラ「アイーダ」

第30回定期公演 オペラ「カルメン」

（特非）関西フィルハーモニー管弦楽団

オペラ

オペラ

ニッセイ名作シリーズ ニッセイ名作鑑賞教室2014／
NISSAY OPERA 2014 オペラ『アイダナマール（涙の泉）』

堺シティオペラ
（一社）

2015
（公社）関西二期会
平成27年度
（公財）北区文化振興財団
（特非）関西芸術振興会
オペラ「双子の星」公演実行員会
（公財）
アルゲリッチ芸術振興財団
（公財）関信越音楽協会
（公財）
ジェスク音楽文化振興会
（一社）日本テレマン協会
（一社）伶楽舎
（一社）東京シンフォニエッタ
日本現代音楽協会
MUSIC FROM JAPAN, INC.
（公財）日本センチュリー交響楽団
新交響楽団
広島ウインドオーケストラ
（公財）東京都交響楽団
オーケストラ・リベラ・クラシカ
（公財）神奈川フィルハーモニー管弦楽団
芥川也寸志メモリアル オーケストラ・ニッポニカ

オペラ

藤原歌劇団創立80周年記念公演 オペラ「ラ・ボエーム」
北とぴあ国際音楽祭2014 歌劇《プラテ》

オペラ「ロはロボットのロ」
第96回定期公演 オペラ「復活」日本初演

（一社）名古屋二期会

音楽祭 ･ 普及育成

第332回定期演奏会 小泉和裕 ベルリンの思い出

東京オペラ・プロデュース
（同）

（公財）ニッセイ文化振興財団

部門

オーケストラ

秋山和慶のディスカバリー・シリーズ〜シベリウス生誕150周年シンフォニー全曲シリーズⅣ〜 オーケストラ
第251回定期演奏会
オーケストラ
第802回定期演奏会
オーケストラ

室内楽

邦楽

第660回東京定期演奏会《日本フィル・シリーズ再演企画》
第569回定期演奏会「伊福部昭生誕100年記念」

企画名称

室内楽

邦楽

小野雅楽会ヨーロッパ公演
第34回霧島国際音楽祭 2013

第206回定期演奏会

（公財）兵庫県芸術文化協会（兵庫県立芸術文化センター） 開館10周年記念 佐渡 裕芸術監督プロデュースオペラ2015「椿姫」
W.A. モーツァルト作曲『魔笛』全2幕 リンツ州立劇場との共同制作
（公財）東京二期会

普及育成

アンサンブル遊聲ザルツブルク・フェスティバル 2013

第16回別府アルゲリッチ音楽祭

（有）
オペラシアターこんにゃく座

室内楽

創作

吉田隆子の世界（女性作曲家を聴く その8）

〜指揮者からのアドバイス〜
関西歌劇団第96回定期公演「ラ・ボエーム」

（公財）東京都交響楽団

室内楽

室内楽・普及育成

洋・邦コラボ新作芸術「融合の想」

第3回飯森範親と森 悠子のオーケストラ・室内楽 特別セミナー

（公社）山形交響楽協会

合唱

室内楽

廣瀨量平作品連続演奏会Ⅳ

団体名

（公財）日本センチュリー交響楽団
（公社）広島交響楽協会

音楽祭

室内楽

“ 古典四重奏団のモーツァルト 2013-2014”
日本テレマン協会創立50周年記念 第214回定期演奏会

第4回東京公演 楽劇「白峯」
第240回定期演奏会

助成年度

（有）
オペラシアターこんにゃく座
東京オペラ・プロデュース
（同）

（公財）びわ湖ホール

（公財）
ジェスク音楽文化振興会

（公財）
アルゲリッチ芸術振興財団
（公財）関信越音楽協会
MUSIC FROM JAPAN, INC.

（一財）合唱音楽振興会
カナタノコエ

（一社）東京シンフォニエッタ

（特非）
トリトン・アーツ・ネットワーク
日本現代音楽協会

（一社）伶楽舎

2017

（公社）広島交響楽協会

平成29年度 （一社）日本テレマン協会

第31回定期公演 オペラ「ナクソス島のアリアドネ」

オペラ

藤原歌劇団公演 オペラ「カプレーティ家とモンテッキ家」
リヒャルト・ワーグナー「トリスタンとイゾルデ」全3幕
ライプツィヒ歌劇場との提携公演≪新制作≫

オペラ
オペラ

オペラ定期公演 歌劇「蝶々夫人」
第42回オペラ公演 喜歌劇「フィガロの結婚」
《ドン・ジョヴァンニ》
北とぴあ国際音楽祭2016 モーツァルト作曲 オペラ

オペラ

オペラ『想稿・銀河鉄道の夜』
第99回定期公演 オペラ「ベルファゴール」日本初演

オペラ

オペラ公演「カヴァッレリア・ルスティカーナ」
「修道女アンジェリカ」

びわ湖ホール プロデュースオペラ ワーグナー作曲「ラインの黄金」
第37回霧島国際音楽祭2016
第18回別府アルゲリッチ音楽祭
第37回草津夏期国際音楽アカデミー＆フェスティヴァル

オペラ
オペラ
オペラ
オペラ
オペラ

音楽祭、普及育成
音楽祭

音楽祭
ミュージック・フロム・ジャパン2017年アーティスト・レジデンス 音楽祭・創作・普及育成・レジデンス
東京混声合唱団 第241回定期演奏会 −創立60周年記念定期演奏会 No.4−
合唱
ラッヘンマンを聴く vol.2 〜 got lost 日本初演〜
第39回、第40回定期演奏会

クァルテット・ウィークエンド2016-2017
ジェルジ・リゲティ没後10年によせて

室内楽
室内楽
室内楽
室内楽

第十三回雅楽演奏会 〜武満 徹「秋庭歌一具」
雅楽
第369回定期演奏会 下野竜也 広響音楽総監督就任披露（大阪公演 / 広島公演） オーケストラ
中之島をウィーンに！中之島発、大阪 = ウィーン交流コンサート

オーケストラ
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助成 年度

団体名

（公財）日本フィルハーモニー交響楽団
（公財）東京都交響楽団
（公財）九州交響楽団

（一財）住友生命福祉文化財団

第690回東京定期演奏会
第835回定期演奏会

企画名称

第360回定期演奏会

部門

オーケストラ
オーケストラ

（公財）名古屋フィルハーモニー交響楽団

（特非）関西フィルハーモニー管弦楽団
（公社）山形交響楽協会

（公社）日本オーケストラ連盟
東京・春・音楽祭実行委員会
東京オペラ・プロデュース
（同）

（公社）関西二期会

第50回ティアラこうとう定期演奏会
第450回定期演奏会

第289回定期演奏会
第267回定期演奏会…飯森＆山響 ブルックナー宗教曲シリーズ第1回

日本現代音楽協会

（特非）
トリトン・アーツ・ネットワーク
（有）バッハ・コレギウム・ジャパン
NHK 邦楽技能者育成会同窓会

オーケストラ
オーケストラ

（一社）伶楽舎

（公財）日本フィルハーモニー交響楽団

オペラ

（公財）関西フィルハーモニー管弦楽団

第100回定期公演 オペラ「ラインの妖精」日本初演
第87回オペラ公演「イリス」

第32回定期公演 オペラ「ラ・ボエーム」
「赤い陣羽織」
関西歌劇団 第99回定期公演「白狐の湯」

企画名称

札幌文化芸術劇場 hitaru オープニングシリーズ公募企画事業 北海道二期会オペラ「椿姫」
日本の響…草加の陣2018
第20回別府アルゲリッチ音楽祭

「秋吉台の夏2018」現代音楽セミナー・コンサート
東京芸術劇場（（公財）東京都歴史文化財団） “Born Creative” Festival 2018
2018
ミュージック・フロム・ジャパン2018-2019年 東京・福島音楽祭／
MUSIC FROM JAPAN, INC.
平成30年度
ニューヨーク音楽祭、アーティスト・レジデンス
秋吉台現代音楽研究会

オーケストラ

（一社）東京ニューシティ管弦楽団
（公財）読売日本交響楽団

オペラ

（公財）東京都交響楽団

オペラ

オーケストラ・リベラ・クラシカ

オペラ

（一財）住友生命福祉文化財団

オペラ

2017
（特非）関西芸術振興会
オペラ
平成29年度
四国二期会
第43回オペラ「扇の的」全2幕
オペラ
（一社）名古屋二期会
オペラ定期公演「椿姫」
オペラ
ひろしまオペラ・音楽推進委員会
ひろしまオペラルネッサンス公演「コジ・ファン・トゥッテ」
オペラ
（公財）川西市文化・スポーツ振興財団
第26回みつなかオペラ プッチーニ：歌劇「妖精ヴィッリ」＆「外套」
オペラ
（公財）新日鉄住金文化財団
ペルゴレージ 歌劇「オリンピーアデ」
オペラ
（公財）
ニッセイ文化振興財団
ニッセイ名作シリーズ2017/NISSAY OPERA2017 オペラ『ルサルカ』
オペラ
（公財）日本オペラ振興会
藤原歌劇団公演 オペラ「ルチア」
オペラ
（有）
オペラシアターこんにゃく座
喜歌劇「天国と地獄」
オぺラ
（公財）びわ湖芸術文化財団
びわ湖ホール プロデュースオペラ ワーグナー作曲「ワルキューレ」
オペラ
（公財）草加市文化協会
日本の響…草加の陣〜邦楽のパイオニア達の共演〜
音楽祭
東京芸術劇場（（公財）東京都歴史文化財団） “Born Creative” Festival 2017
音楽祭
（公財）関信越音楽協会
第38回草津夏期国際音楽アカデミー＆フェスティヴァル
音楽祭
秋吉台現代音楽研究会
「秋吉台の夏2017」現代音楽セミナー・コンサート
音楽祭
（公財）
ジェスク音楽文化振興会
第38回霧島国際音楽祭2017
音楽祭・普及育成
（一社）東京シンフォニエッタ
第41回、第42回定期演奏会
室内楽
（特非）
トリトン・アーツ・ネットワーク
クァルテット・ウィークエンド2017-2018
室内楽
ヴィオラスペース2017 vol.26 “ESPACE DʼALTOS”
（株）
テレビマンユニオン
室内楽・音楽祭・普及育成
〜フランスが生み出した芸術音楽
21世紀の合唱を考える会 合唱人集団「音楽樹」 Tokyo Cantat 2017
合唱
（公財）日本センチュリー交響楽団
第224回定期演奏会
オーケストラ
（一社）日本テレマン協会
日本テレマン協会創立55周年 中之島をウィーンに！
オーケストラ
オーケストラ・リベラ・クラシカ
第41回・第42回定期演奏会
オーケストラ
（公財）神奈川フィルハーモニー管弦楽団
みなとみらい小ホール特別シリーズ
オーケストラ
（公財）九州交響楽団
第369回定期演奏会
オーケストラ
オーケストラ・プロジェクト
オーケストラ・プロジェクト2018 新たな耳で世界を拓く
オーケストラ
（公財）札幌交響楽団
第612回定期演奏会
オーケストラ
（公財）東京フィルハーモニー交響楽団
第912回サントリー定期シリーズ
オーケストラ
（公財）群馬交響楽団
第543回定期演奏会・東京オペラシティ公演
オーケストラ
（公財）読売日本交響楽団
第584回定期演奏会
オーケストラ
第275回定期演奏会…飯森＆山響 ブルックナー宗教曲シリーズ第2回
（公社）山形交響楽協会
オーケストラ
オーケストラの日2019
（公社）日本オーケストラ連盟
オーケストラ
2018
KAGURA for Peace2018 in Hiroshima 平和の舞―鎮魂と再生― オーケストラ・室内楽・
広島市文化協会
平成30年度
ひろしま神楽と
〈“ オロチ ” 神楽とオーケストラの協演〉
創作・普及育成・神楽
東京・春・音楽祭 - 東京のオペラの森 2018- 東京春祭ワーグナー・シリーズ
東京・春・音楽祭実行委員会
オペラ
vol.9《ローエングリン》
（演奏会形式・字幕映像付）
オペラ
（公財）日本オペラ振興会
藤原歌劇団公演「ラ・チェネレントラ」
オペラ
（公財）兵庫県芸術文化協会（兵庫県立芸術文化センター） 芸術監督プロデュースオペラ2018 歌劇「魔弾の射手」
オペラ
（一社）仙台オペラ協会
第43回公演「修道女アンジェリカ / カヴァレリア・ルスティカーナ」
プッチーニ
「三部作」
オペラ各1幕、デンマーク王立歌劇場とアン・デア・ウィーン
オペラ
（公財）東京二期会
劇場との提携公演【新制作】
オペラ
ひろしまオペラ・音楽推進委員会
ひろしまオペラルネッサンス公演「イドメネオ」
オぺラ
（公財）川西市文化・スポーツ振興財団
第27回みつなかオペラ プッチーニ：歌劇「トスカ」
日生劇場開場55周年記念公演 NISSAY OPERA2018／
オペラ
（公財）ニッセイ文化振興財団
ニッセイ名作シリーズ2018 オペラ『コジ・ファン・トゥッテ』
オペラ
びわ湖ホール プロデュースオペラ ワーグナー作曲「ジークフリート」
（公財）びわ湖芸術文化財団
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（公財）
アルゲリッチ芸術振興財団

オーケストラの日2018
オーケストラ
東京・春・音楽祭 - 東京のオペラの森 2017- 東京春祭ワーグナー・シリーズ
オペラ
vol.8『ニーベルングの指環』第3日《神々の黄昏》
（演奏会形式・字幕映像付）

（公財）兵庫県芸術文化協会（兵庫県立芸術文化センター） 芸術監督プロデュースオペラ2017 歌劇「フィガロの結婚」
（一社）仙台オペラ協会
第42回公演「フィガロの結婚」
堺シティオペラ
（一社）

オーケストラ

団体名

（一社）北海道二期会

（公財）草加市文化協会

オーケストラ

新・音楽の未来への旅シリーズ2017
オーケストラ
芥川也寸志メモリアル オーケストラ・ニッポニカ 第31回演奏会＜鈴木秀美が振る20世紀の三章＞、第32回演奏会＜コラージュ・秋山邦晴＞ オーケストラ
（公財）東京交響楽団
東京オペラシティシリーズ第99回
オーケストラ
（公財）東京フィルハーモニー交響楽団
第895回サントリー定期シリーズ
オーケストラ
（一財）東京シティ・フィル財団

助成年度

現代の音楽と対位法

オペラ

音楽祭
音楽祭
音楽祭
音楽祭

音楽祭・創作・

普及育成・レジデンス

クァルテット・ウィークエンド2018-2019

バッハ・コレギウム・ジャパン ヨーロッパ公演2018

現代邦楽 “ 考 ”

室内楽
室内楽

合唱・オーケストラ

第十四回雅楽演奏会 伶倫楽遊

日本フィルハーモニー交響楽団 ヨーロッパ公演2019
第124回定期演奏会
第589回定期演奏会
第302回定期演奏会

邦楽
雅楽

オーケストラ
オーケストラ
オーケストラ
オーケストラ

第880回定期演奏会 B シリーズ
第43回・第44回定期演奏会

オーケストラ

新・音楽の未来への旅シリーズ2019

（公財）神奈川フィルハーモニー管弦楽団

定期演奏会 みなとみらいシリーズ 第350回
第237回定期演奏会

（公財）九州交響楽団

第379回定期演奏会
第932回サントリー定期シリーズ

（公財）日本センチュリー交響楽団

部門

オーケストラ
オーケストラ
オーケストラ

オーケストラ
芥川也寸志メモリアル オーケストラ・ニッポニカ 第35回〜第36回演奏会
オーケストラ
（公社）広島交響楽協会
広島交響楽団 第393回定期演奏会 ＜日本・ポーランド国交樹立100周年＞ オーケストラ
（公財）札幌交響楽団
第622回定期演奏会
オーケストラ
（公財）群馬交響楽団
第552回定期演奏会
オーケストラ
（公財）東京フィルハーモニー交響楽団
（一財）東京シティ・フィル財団
（公社）山形交響楽協会
（公財）東京交響楽団

（有）バッハ・コレギウム・ジャパン

2019
令和元年度

東京・春・音楽祭実行委員会
（公財）東京二期会

オーケストラ

第332回定期演奏会
第282回定期演奏会…飯森＆山響 ブルックナー宗教曲シリーズ第3回
第678回定期演奏会

四国二期会

（一社）名古屋二期会

（公財）川西市文化・スポーツ振興財団

（公社）関西二期会

（学）大阪音楽大学

（公財）
ニッセイ文化振興財団
（一社）北海道二期会
（特非）
オペラ彩

堺シティオペラ
（一社）

（公財）
ジェスク音楽文化振興会
（一社）東京シンフォニエッタ

（公財）
アルゲリッチ芸術振興財団
（公財）群馬草津国際音楽協会

MUSIC FROM JAPAN, INC.

オーケストラ
オーケストラ

オーケストラ
バッハ・コレギウム・ジャパン ヨーロッパ公演2020
オーケストラ・合唱
東京・春・音楽祭 - 東京のオペラの森 2019- 東京春祭ワーグナー・シリーズ
オペラ
vol.10《さまよえるオランダ人》
（演奏会形式・字幕映像付）

オペラ「サロメ」ハンブルク州立歌劇場との共同制作
（公財）兵庫県芸術文化協会（兵庫県立芸術文化センター） 芸術監督プロデュースオペラ2019「オン・ザ・タウン」
（本邦初演）
アントネッロ
（同）
レオナルド・ダ・ヴィンチ没後500年記念オペラ「オルフェオ物語」

（特非）関西芸術振興会・関西歌劇団

オーケストラ

関西歌劇団 第100回定期公演「オリンピーアデ」
第45回オペラ公演 歌劇「椿姫」

定期オペラ公演「ホフマン物語」
第28回みつなかオペラ チマローザ：歌劇「秘密の結婚」
第91回オペラ公演「フィガロの結婚」
第55回オペラ公演「カプレーティとモンテッキ」

オペラ
オペラ
オペラ
オペラ
オペラ
オペラ
オペラ
オペラ

オペラ
NISSAY OPERA2019／ニッセイ名作シリーズ2019 オペラ『トスカ』
オペラ
教文オペラプログラム 北海道二期会創立55周年記念公演
オペラ
オペラガラコンサート＆歌劇「道化師」
第36回定期公演 オペラ「ナブッコ」
オペラ
第34回定期公演 オペラ「アイーダ」
オペラ
第40回霧島国際音楽祭2019
音楽祭・普及育成
2019年度定期演奏会
室内楽
第21回別府アルゲリッチ音楽祭
音楽祭
第40回草津夏期国際音楽アカデミー＆フェスティヴァル
音楽祭
ミュージック・フロム・ジャパン創立45周年音楽祭：
音楽祭・創作・普及育成・
アーティスト・レジデンスⅤ
レジデンス

芸術文化部門／創作発表
助成年度

1991 平成3年度
1992 平成4年度
1993 平成5年度

団体名

企画名称

部門

日本現代音楽協会

東京現代音楽祭 〜日本現代音楽協会創立60周年記念〜 “ 響楽 ”

オーケストラ

日本現代音楽協会

現代の音楽展 ʼ93「オーケストラの夕べ」
栃木県民オペラ10周年記念 創作オペラ「那須与一」

オーケストラ

紀伊の国オペラ実行委員会

栃木県民オペラ

オーケストラ・プロジェクト

アジア現代音楽協会

紀伊の国オペラ 鬼打ち猿丸

オーケストラ・プロジェクトʼ93

―日・韓・中― アジアの伝統と現代

オペラ
オペラ

オーケストラ
室内楽
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助成年度

1995 平成7年度
1996 平成8年度
1997 平成9年度

団体名
オーケストラ・プロジェクト
大井浩明

企画名称
オーケストラ・プロジェクトʼ95
作曲家シリーズ《POC》第2回甲斐説宗作品個展

オーケストラ

オーケストラ・プロジェクト

オーケストラ・プロジェクトʼ96

オーケストラ

現代フルート音楽研究所

ニューアーツ弦楽四重奏団
日本現代音楽協会

オーケストラ・プロジェクト

1998 平成10年度 日本現代音楽協会
（財）越谷コミュニティセンター
日本現代音楽協会
1999 平成11年度
「ヴェルサイユの祝祭」プロジェクト
オーケストラ・プロジェクト
2000 平成12年度
日本現代音楽協会

部門

現音・演奏家シリーズ 第2回朝日現代音楽賞受賞記念 小泉 浩・フルート連続演奏会

ニューアーツ弦楽四重奏団演奏会1996
現代の音楽展 ʼ98「オーケストラの夕べ」

室内楽
室内楽
室内楽

オーケストラ

オーケストラ・プロジェクトʼ98
現代の音楽展 ʼ99「室内オーケストラの領域Ⅰ」

オーケストラ

青少年（少女）芸術祭 ＜開館創立20周年記念事業＞
創立70周年記念事業 現代の音楽展2000「オーケストラの夕べ」

オーケストラ
音楽祭

オーケストラ

バロック音楽と舞踊のスペクタクル「ヴェルサイユの祝祭Ⅱ」
オーケストラ・プロジェクト2000

舞踊・器楽・声楽

バロック音楽と舞踏のスペクタクル「ヴェルサイユの祝祭Ⅲ」

室内楽・舞踊

2002 平成14年度 日本現代音楽協会
「西洋文明と仏教・禅」パリ公演実行委員会 ＜西洋文明と仏教・禅＞パリ公演
日本現代音楽協会
現代の音楽展2004「オーケストラの夕べ」
2003 平成15年度
オーケストラ・プロジェクト
オーケストラ・プロジェクト2003
オーケストラ・プロジェクト
オーケストラ・プロジェクト2004
2004 平成16年度
（財）丹波の森協会
創作市民オペラ「おさん茂兵衛 丹波歌暦」
日本現代音楽協会
《現代の音楽展2006》
オペラ・プロジェクトⅠ
2005 平成17年度
バロック音楽と舞踏のスペクタクル「ヴェルサイユの祝祭 IV」
ヴェルサイユの祝祭プロジェクト
〜フランスからドイツへ バロック･ダンスからバレエへ〜
2006 平成18年度 日本現代音楽協会
《現代の音楽展2007》吹楽Ⅳ
2007 平成19年度 大分県県民オペラ協会
オペラ「白蓮」
2008 平成20年度 東京室内歌劇場
40期特別公演 室内オペラ『星の王子さま』
2009 平成21年度 日本現代音楽協会
現音・秋の音楽展2009
日本現代音楽協会創立80周年記念シリーズ Vol.1
日本現代音楽協会
2010 平成22年度
協創 新しい音楽のカタチ ―現音・特別音楽展2010
（社）日本作曲家協議会
日本の作曲家 2011

オーケストラ

2001 平成13年度

（財）
とちぎ生涯学習文化財団
ヴェルサイユの祝祭プロジェクト

オーケストラ・プロジェクト2002

オーケストラ
日本現代音楽協会創立70周年記念事業 現代の音楽展2001「室内オーケストラの領域Ⅱ」 オーケストラ
日光の社寺世界遺産登録記念事業／栃木県総合文化センター開館 10 周年
オペラ
記念事業 創作オペラ「日光」

オーケストラ・プロジェクト2002
現代の音楽展2003 ＜室内オーケストラの領域Ⅲ＞

オーケストラ
朗読・能

オーケストラ
オーケストラ
オーケストラ
オペラ
オペラ
室内楽・舞踊
オーケストラ
オペラ

創作発表
創作発表
創作発表
創作発表

芸術文化部門／音楽の研究
※『野村良雄記念研究奨励金』対象者（平成7年度〜平成19年度）

助成 年度
1993
平成5年度
1994
平成6年度
1995
平成7年度
1997
平成9年度
1999
平成11年度

氏名

研究テーマ

斉藤基史

オルランドゥス・ラッススの宗教音楽における言葉と音の関係
日本の管弦楽作品表（1912年―1992年）の作成

楢崎洋子
細川周平

蝶々夫人と異国趣味 ―南米の日系人からみた―

武石みどり

※

土田若子

塩谷陽子※
伊藤珠実※

ヨハン・バプティスト・シェンクのジングシュピール 〜資料および音楽様式の研究〜
シューベルトのジングシュピール≪双子の兄弟≫：作品の成立史、上演及び受容
米国における音楽芸術への援助

〜 “ シードマネー ”としての助成のあり方の実態研究〜
呼吸するメディア 〜演奏表現とマルチメディアの融合による音楽表現の拡張〜

所属

成城大学大学院 博士課程

愛知県立芸術大学 専任講師
サンパウロ人文科学研究所 客員研究員
東京音楽大学 専任講師

チュービンゲン大学 博士課程

Archipelago 社 主宰
笙演奏家、マルチメディア研究者

昭和音楽大学附属研究所 嘱託研究員
熊沢彩子
「チェレプニン賞」検証 ―1930年代の日本の作曲にもたらしたもの―
2000
名古屋市立大学 芸術工学部 講師
水野みか子 バイオフィードバック・システムのための音楽情報分析研究
平成12年度
19世紀バレエ作品における天上への指向 ―中世リバイバルとの影響関係を中心に
日本学術振興会 特別研究員 PD
守山実花※
19世紀フランス音楽史における芸術奨励賞「ローマ賞」の位置づけについて
栗原詩子※
東京藝術大学 音楽学部 非常勤講師
2001
東京純心女子大学 非常勤講師
島添貴美子 戦後日本における民謡歌手のアイデンティティ −本土・沖縄・奄美民謡の比較研究にむけて
お茶の水女子大学 人間文化研究科 博士課程
平成13年度 田崎直美
占領下フランス
（1940-44）における音楽活動の研究
東京大学大学院 教育学研究科 助手
クラシック音楽受容層の音楽行動と音楽教育歴に関する社会学的研究
西島 央
東邦音楽大・日本大学 非常勤講師
伊藤制子
ポリニャック大公妃のサロン再考 〜新作委嘱初演活動の視点から
福井県立大学 客員研究員
日本の公共ホールにおけるアウトリーチ活動の研究 ―音楽活動を中心に
近藤 睦
2002
ヨーク大学 音楽研究 在籍
座安里佳
武満徹の音楽における東洋と西洋の相互関係
平成14年度
札幌の国際音楽教育音楽祭パシフィック・ミュージック・フェスティバルの運営に関わる研究 ザ・フェニックスホール 企画・事業担当
谷本 裕
東京音楽大学 専任講師・音楽学博士
沼野雄司※ アメリカ時代の E. ヴァレーズにおける政治的前と芸術的前衛の結合
オックスフォード大学 在籍
古代ギリシア社会における器楽音楽と器楽音楽家
戸祭哲子※
2003
大阪大学大学院 博士課程・
「1755年から1775年期にみられる、ナポリの音楽喜劇の構造の変化についての研究」−ナ
平成15年度 山田高誌
ポリ音楽院付属図書館所蔵、ピッチンニ、パイジェッロ、チマローザ他の直筆譜を中心に− バーリ音楽院付属研究所 客員研究員
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助成年度
2004
平成16年度

2005
平成17年度

氏名
大木裕子
丹羽幸江
横井雅子

研究テーマ
※

非営利として活動する音楽芸術組織の成長モデルに関する研究

所属
昭和音楽大学 音楽部 専任講師

江戸中期以降の能の謡の変容 ―『明和改正謡本』の記譜法を手がかりに 東京藝術大学 音楽学部楽理科・昭和音楽大学 非常勤講師
19 世紀ハンガリー音楽界と音楽生活におけるジプシー楽団の受容と評価 〜紙面、誌
国立音楽大学 助教授
面を通してジプシー楽団が社会化され、流通するようになった経緯を読み解く〜

東京大学大学院 博士課程・フランス トゥール大学
ルネサンｽ高等研究センター DEA 課程
「トルコ国民音楽」論争を読み解く ―『国民雑誌 milli mecmua』を中心に―
東京藝術大学大学院 博士後期課程

山本成生※ 「聖歌隊」の誕生 〜カンブレー大聖堂の音楽組織〜

濱崎友絵
2007
二十世紀初頭のハンガリーの民族誌研究に関する調査 ―バルトークの創作活動にお
東京大学人文社会系大学院
太田峰夫
平成19年度
けるモダニズムとナショナリズムの関係についての研究の一環として―
教務補佐
東京花柳界の民族誌的研究 - 三味線音曲の現状 中岡志保※
広島大学大学院 社会科学研究科 博士後期課程
2008
後藤暢子
日本近代歌曲史の記述に向けて ―荻野綾子の創造的な演奏活動の解明―
日本近代音楽史研究・音楽評論
音楽的コミュニケーションの創発を導く身体技法に関する心理学的研究 早稲田大学 人間科学部 e スクール 教育コーチ（非常勤講師）
平成20年度 丸山 慎
2009
鳥谷部輝彦 中世芸能の形成過程 ―12世紀から15世紀の興福寺を中心として―
東京藝術大学 音楽学部楽理科 教育研究助手
近現代日本における音楽としての声明 ―公開演奏記録および録音・録画資料をめぐって― 東京藝術大学 音楽学部楽理科 教育研究助手
平成21年度 新堀歓乃
2010
小島有利子 音楽創作の意味：テクノロジーによって音楽創作は変化したか？
尚美学園大学大学院 教授
近代日本人作曲家のフランス音楽受容に見る異文化理解と伝統の創造
平成22年度 神月朋子
埼玉大学 教育学部 准教授
2011
大迫知佳子 19世紀フランスにおける音楽理論の諸相
お茶の水女子大学大学院 博士後期課程
20世紀前半のボヘミアとモラヴィアにおける民謡研究に関する資料調査 北海道大学 スラブ研究センター ITP 第3期フェロー
平成23年度 中村 真
三枝まり
戦前の交響曲創作 ―諸井三郎を中心に―
東京藝術大学 音楽研究センター 教育研究助手
2012
近代英国におけるオルガンの世俗化・大衆化：1880-1940 年代の公共・娯楽施設及び
早坂牧子
ブリストル大学 学生
平成24年度
メディアを中心としたオルガン文化の発展と受容
柴田真希
黒川能上座の芸系成立に関する資料調査
東京藝術大学大学院 博士課程音楽研究科音楽学専攻
音楽文献目録委員会（樋口隆一）『音楽文献目録』検索システム構築
明治学院大学 文学部芸術学科 教授
2013
17世紀初頭イングランドの音楽理論とラムス主義：チャールズ・バトラーの『音楽の原理』を例に
三城桜子
マンチェスター大学 博士課程
平成25年度
藤田由之
近衛秀麿研究−彼のオーケストラ音楽観と日本洋楽史におけるその功績−
音楽評論家
石井 徹
音楽はなぜ人間の感情を揺さぶるか―音楽による情動の神経基盤―
京都大学大学院 医学専攻博士課程（内科医）
ドイツ・アメリカでのアーノルト・シェーンベルクの
ベルリン・フンボルト大 音楽学部博士課程、
白井史人
2014
音楽語法の映画音楽への影響
東京大学大学院 総合文化研究科博士課程
ベートーヴェンの弦楽四重奏曲 Op.59.19世紀初頭の
平成26年度
慶應義塾大学大学院 文学研究科 美学美術史専攻後期
丸山瑤子
ヴィーンにおける弦楽四重奏曲との関連：作曲とその意義
博士課程、ヴィーン大学 哲学科博士論文研究分野音楽学
山口真季子 ヴィーン男声合唱協会とシューベルト
大阪大学大学院 文学研究科音楽研究室 助教代理
西田紘子
音楽構造の視覚化をめぐる歴史的研究――1920年代ドイツ語圏を中心に
九州大学大学院 芸術工学研究院 助教
池内香織
乳がんサバイバーの倦怠感に対する集団的音楽介入の効果
京都大学大学院 医学研究科博士後期課程
2015
岡田安樹浩 ワーグナー
《トリスタンとイゾルデ》総譜の成立過程
音楽評論家
平成27年度
CAO 及び周辺領域の基礎的方法論研究―分析理論と創作・実演の観点から― 東京藝術大学 音楽学部 作曲科 非常勤講師
折笠敏之
Proms の顧客育成と音楽ビジネスへの影響
大木裕子
京都産業大学 経営学部 教授
土居裕和
音楽の「好み」の個人差に関する行動遺伝学的研究
長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 神経機能学分野 講師
小林純生
母国語と音楽教育のリズム知覚への影響
ケント大学 ヨーロッパ文化・言語研究科
ドイツにおける現代音楽のいま 〜現代の作品においての打楽器の役割と魅力を通して〜
福田 萌
フリー打楽器奏者
2016
大内 典
鳴物奉納習俗からみる楽器・音楽・芸能の文化創造力
宮城学院女子大学 学芸学部音楽科 教授
平成28年度
国民国家創出期の日本における唱歌教育の発展に関する研究 ‐
「翻訳唱歌」を中心として‐
佐藤慶治
九州大学大学院 博士後期課程
柴田康太郎 1920年代の日本における映画興行と音楽文化：洋楽と邦楽の受容をめぐる地域比較の試み 東京大学大学院 人文社会系研究基礎文化研究 学生
金塚 彩
音楽家の手を守る −手外科医師による疫学調査と専門的な治療戦略の検討−
千葉大学大学院 医学研究院 特任助教
レナード・バーンスタインの音楽教育理念とその継承・展開に関する日独比較研究―パシフィック・ミュージッ
谷本 裕
沖縄県立芸術大学 音楽学部 教授
2017
ク・フェスティバル（PMF）とシュレスヴィヒ・ホルシュタイン音楽祭（SHMF）のオーケストラアカデミーを軸に
ヨーロッパ時代の E. ヴァレーズに関する総合的研究―初期作品を中心にして―
平成29年度 沼野雄司
桐朋学園大学 音楽学部 教授
「邦楽」を聴くことの意義を脳科学的視点から迫る：日本伝統音楽の国際的な普及を目指して マックス・プランク認知神経科学研究所 博士研究員
大黒達也
寺内直子
絵画から読み解く日本音楽史と日本文化交流史〜大英博物館所蔵「舞楽絵巻」を中心に 神戸大学 国際文化学研究科 教授
2018
堀 朋平
シューベルトの思想的環境を再構築する―「ナンセンス協会」の実態調査
国立音楽大学 講師
J.S. バッハのケーテン時代までの定旋律をもたない器楽曲にみられる対位法的技法の発展 東京藝術大学大学院 音楽研究科 博士後期課程
平成30年度 村田圭代
辻 槙一郎
近代能楽堂の観客席空間に関する研究 ―観客席の領域区分の形成過程に着目して― 東京藝術大学大学院 美術研究科 美術専攻 博士後期課程
（1872-1921）の音楽創作背景を資料的に考察する。 桐朋学園大学大学院 後期博士課程
深尾由美子 フランス近代の作曲家デオダ・ド・セヴラック
赤池美紀
欧州高等教育圏をベースとした音楽・健康・医学教育に関わる包括的なカリキュラムの開発 東京大学大学院 学際情報学府 博士課程
2019
伊藤文人
“ 名曲 ”とは何か？−音楽聴取からもたらされる感動の脳内メカニズム― 日本学術振興会海外特別研究員、高知工科大学
令和元年度
前原恵美
日本の伝統的な笛の演奏と竹素材の特性に関する研究
東京文化財研究所 無形文化 遺産部 無形文化財研究室長
初期録音と楽譜に残された「前奏（Preluding）」の分析：19世紀の演奏慣習における前奏演奏の役割
鷲野彰子
福岡県立大学 講師
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顕彰
顕彰 年度

美 術 に 関 する研 究 奨 励 賞 受 賞 者
氏名

2006
廣瀬 緑
平成18年度 中島直人
高島圭史

伊藤拓真
2007
平成19年度 山上紀子
植田彩芳子
宮下真理子

2008
木田拓也
平成20年度
小林明子
野村俊一

2009
平成21年度

小泉順也

佐々木千佳

桑木野幸司
2010
平成22年度 石澤靖典
赤澤真理
2011
平成23年度 三井圭司
西澤晴美
水野千依
2012
平成24年度 海野 聡

2013

石川義宗

平成25年度 並木秀俊

2014
平成26年度

2015

研究テーマ

所属

マンテーニャ作エレミターニ聖堂 オヴェターリ礼拝堂壁画における遠近法
四十九院 仁子 ギリシアのローマ期モザイク
（テッセラ・モザイク ) についての研究
盛本直美

山本友紀
打林 俊

秦 明子

平成27年度 今井澄子

神戸大学大学院 文化学研究科（博士課程）
聖学院大学 人間福祉学部 非常勤講師

近代デザイン史 「日仏における美術工芸交流史、及び図案法」

パリ・ディドロ大学 東洋言語文明学科 助教授

東京大学大学院 工学系研究科 助手

都市美運動に関する研究

平安時代の美術・文学から見る、日本における伝統の継承と創造性の関係
及びそれを踏まえた日本画制作。
15世紀フィレンツェの素描文化

東京藝術大学 教育研究助手、
日本美術院院友

東京大学 人文社会系研究科 基礎文化研究専攻

―マーゾ・フィニグエッラ素描群分析に基づいて―

美術史学専門分野 博士課程

芸術と社会 ―オディロン・ルドンの作品研究―

愛知県立大学、京都造形芸術大学、関西学院大学 非常勤講師
東京国立博物館 特別展室 研究員

明治中期の絵画と美学に関する研究

絵画に適した中世の和紙再現と作画への発展

東京藝術大学 非常勤講師、

―古典絵画材料と技法の観点からの考察―

玉川大学 非常勤講師

ヨーロッパのデザイン運動と近代日本の工芸の展開＜1900-1920s ＞

東京国立近代美術館 主任研究員

―アーツ＆クラフツ、アール・ヌーヴォー、アール・デコと日本―

（工芸課デザイン室長）

イタリア・ルネサンス時代の芸術とパトロンに関する研究

―銀行家アゴスティーノ・キージとセバスティアーノ・デル・ピオンボの作品を事例として

日本中世禅宗寺院の景観とその意味 ――― 夢窓疎石の修造知識に関する研究

国立新美術館 研究補佐員、
慶應義塾大学 非常勤講師

日本学術振興会 特別研究員（PD）、東京大学 特別研究員

法政大学、日本女子大学、青山学院女子短期大学 非常勤講師
ポン＝タヴェンの文化政策 ――― ゴーガンの受容史と美術館創設
15世紀後半ヴェネツィアにおける画家と詩人 ベッリーニとツォヴェンツォーニ ：
東北大学大学院 文学研究科 専門研究員
彩飾写本の贈答にみる制作経緯
初期近代西欧の建築空間における知識表象と記憶術の応用の問題について Kunsthistorisches Institut in Florenz 研究生

15世紀フィレンツェにおける美術と地理学

東北学院大学、宮城学院女子大学、東北生活文化大学

−フランチェスコ・ロッセッリの地図制作と都市イメージ−

源氏物語絵を通してみた近世上流階級の住宅観に関する研究

非常勤講師、東北大学大学院 文学研究科 専門研究員
日本学術振興会 特別研究員 SPD

―古代寝殿造への憧憬と復古表現を支えた考証過程―

東京都写真美術館 学芸員

日本における初期写真の受容と伝播、日本美術との融合

戦後日本のパフォーマンス・アート研究 ―実験工房からフルクサスまで―

ルネサンスの図像文化における奇跡・分身・予言 ――― イメージ人類学的研究試論

神奈川県立近代美術館 非常勤学芸員
京都造形芸術大学 芸術学部 教授

（独行）国立文化財機構 奈良文化財研究所

奈良時代における建築意匠に対する認識とその機能

都城発掘調査部遺構研究室 研究員

生活文化の形成と近代デザイン史 家具を中心として

東洋美術学校 デザイン研究室 専任講師

ゴールドサンドウィッチガラス碗における截金技法研究

東京藝術大学大学院 美術研究科 文化財保存学専攻 助教／

フランスにおけるモダニズム芸術の形成と展開に関する研究

京都嵯峨芸術大学、帝塚山学院大学、神戸芸術工科大学、

日本における写真の芸術性認識の成立過程に関する研究

日本大学 芸術学部 非常勤講師（欧米写真史担当）

―大英博物館蔵「金箔入りガラス碗」を中心として―

愛知県立芸術大学 非常勤講師

―フェルナン・レジェの制作活動とキュビスムの変容―

大阪成蹊大学、関西外国語大学、宝塚大学 非常勤講師

ロレンツォ・デ・メディチ晩年の美術パトロネージに関する研究
初期フランドル絵画の祈禱者像研究

京都造形芸術大学 芸術学部（通信教育部）芸術教養学科 非常勤講師
大阪大谷大学 文学部 准教授

科 学 技 術 部 門 ／ 化 学・物 理 学 分 野
助成 年度

氏名

近藤 満
森口 勇

1998
中井浩巳
平成10年度
八尋秀典
中村浩次
塚原 聡
西川雄大
1999
山下良之
平成11年度
水野清義
水畑 穣
中野 実

2000

久本秀明

平成12年度 宮田隆志
田畑 仁

渡邊一也
2001
川崎晋司
平成13年度 村上裕人
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研究題目

所属

静岡大学 理学部

配位高分子の無機 - 有機骨格を用いた外場応答型ガス吸着物質の構築
分子集合体界面を利用した無機物の構造制御に関する基礎的研究

長崎大学 工学部

早稲田大学 理工学部

理論化学による触媒反応のメカニズム解明と反応設計

愛媛大学 工学部

構造が規程された微空間中に生成した金属クラスターの構造と物性

北海道大学 触媒化学研究センター

磁性体探針・試料間に働く交換相互作用の検出法の考察

非混合液体界面における特異的錯形成反応の非線形分光計測

細胞培養におけるマイクロパターン化された接着面の効果に関する研究
原子レベルで制御された < 機能性有機分子 / シリコン > ハイブリッド構造の創世と物性探索

走査トンネル顕微鏡探針を利用したナノスケール表面スピン分析器の開発
異相共存場効果を利用した新しい疑似固体型複合材料の創製

液相微小空間における液液界面化学反応の速度論的解析と集積化分析システムへの応用

抗原応答性ゲル膜の調製とそのインテリジェント物質透過制御機能
表面化学修飾電極および導電性原子間力顕微鏡を用いた DNA1分子の電気伝導現象の解明

新規両親媒性フラーレン脂質の合成と水中における会合挙動および薄膜特性

東京大学 物性研究所

九州大学大学院 総合理工学研究科

京都大学大学院 薬学研究科

― 新規液晶微粒子 “ キュボソーム ” の調製 ―

界面活性剤ミセルを出発とするカーボンナノマテリアルの合成

北海道大学 電子科学研究所

神戸大学 工学部

脂質非二分子膜構造の両親媒性高分子による分散安定化

コヒーレントフォノン制御による固体表面反応の研究

大阪大学大学院 理学研究科

東京大学大学院 工学系研究科
関西大学 工学部

大阪大学 産業科学研究所

総合研究大学院大学 先導科学研究科

信州大学 繊維学部
長崎大学 工学部

助成年度

氏名

前田康博
2001
平成13年度 前田公憲
谷田 肇
藤塚守
出口 茂
2002
今西哲士
平成14年度
鈴木正浩
太田一史
吉越章隆
久田研次
2003
友田基信
平成15年度
松井文彦
栄長泰明
黒崎 健

三浦信広
2004
中西周次
平成16年度
山口 央
岡嶋孝治
竹内大介
木口 学
2005
矢貝史樹
平成17年度
松原弘樹
内橋貴之
小幡 誠
手老龍吾
2006
羽曾部 卓
平成18年度
藤田典史
石田竜弘
篠原正典
三浦佳子
2007
前田大光
平成19年度
青柳里果
植村一広
中谷昌史
須崎友文
2008
岸村顕広
平成20年度
古海誓一
宇田亮子
内藤昌信
丸山達生
2009
湊 丈俊
平成21年度
北畑裕之
高瀬雅祥
中川勝統
佐藤陽子
2010
大久保貴広
平成22年度
中村芳明
宮元展義
高草木達
和達大樹
2011
平成23年度 寺田典子
田中大輔
星野 友
都 英次郎
並河英紀
2012
大山陽介
平成24年度
牧浦理恵
平原 徹
2013
石井大佑
平成25年度 清水智子

研究題目
所属
Thiacalix[4]arene をレセプター部位とする新規人工イオンチャネルの設計、合成、
名古屋市立大学 薬学部
及び膜透過性制御機能の研究
筑波大学 化学系
スピン化学的手法を用いた超分子界面の光化学反応制御
全反射 XAFS 法による水溶液表面の解析
（財）高輝度光科学研究センター (Spring-8) 利用促進部門
東北大学 多元物質科学研究所
有機超微粒子内部および表面の光誘起ダイナミクスの解明
超臨界水中でのコロイド分散液の挙動
海洋科学技術センター 極限環境生物フロンティア研究システム
大阪大学大学院 基礎工学研究科 化学系専攻
非平衡固液界面におけるナノ構造メカニズムの解明と制御
信州大学大学院 工学研究科
低分子化合物によるハイドロゲルの創製と応用
初期細胞接着性の向上を目指したアパタイト系表面のエッチング技術の開発 茨城大学大学院 理工学研究科 サテライトベンチャービジネスラボラトリー
高輝度軟 X 線放射光光電子分光による表面化学反応のリアルタイム観察 日本原子力研究所 関西研究所 放射光科学研究センター
福井大学 工学部 生物応用化学科
圧電体界面による有機超薄膜の誘導変形を利用した物質輸送表面の開発
10GHz 表面音響波伝播現象のピコ秒時間分解２次元実時間イメージング 北海道大学大学院 工学研究科 量子物理工学専攻
直線偏光二次元光電子分光による三次元価電子帯マッピングと
奈良先端科学技術大学院大学
原子軌道解析システムの構築
物質創成科学研究科 物質創成科学専攻
光応答性分子集合体を利用した光磁性制御
慶應義塾大学 理工学部 化学科
ナノスケールでの物質操作を実現する酸化物ナノ針の開発
大阪大学大学院 工学研究科
赤外放射光を用いた分子集合体表面における動的水和構造の解明と振動励起による反応促進
立命館大学 COE 推進機構
自己組織的な界面活性剤の固体表面への周期的吸着脱離により誘起される超格子構造
大阪大学大学院 基礎工学研究科
第二高調波発生分光法を用いた脂質二分子膜中の分子拡散挙動の解明
東北大学大学院 理学研究科
液中・非接触原子間力顕微鏡の開発
北海道大学 電子科学研究所
東京工業大学 資源化学研究所
新しい合成法による両親媒性環状ポリマーの界面活性分子としての応用
強磁性金属ナノワイヤーにおける電子、スピン伝導の制御
北海道大学大学院 理学研究科
有機光電材料を指向した色素型オルガノゲルの創製
千葉大学 工学部
九州大学大学院 理学研究院
流体界面での濡れ−非濡れ転移と線張力測定から表面間相互作用への展開研究
金沢大学大学院 自然科学研究科
水和力の2次元分布計測のための高速フォースマッピング法の開発
糖鎖を細胞表面への Homing Devise とする光線力学療法用光増感剤の開発
奈良女子大学大学院 人間文化研究科
固体表面機能を利用した平面脂質二重膜の物性制御とその評価
自然科学研究機構 分子科学研究所
高次に組織化されたカーボンナノチューブと色素分子による
北陸先端科学技術大学院大学
材料科学研究科
複合分子クラスターの形成とその薄膜化による高効率光電変換デバイスへの応用
九州大学大学院 工学研究院
精密構造制御されたコア―シェル型有機ナノ粒子を用いたフルカラー発光材料の開発
ポリマー修飾ナノ微粒子の組織・細胞反応性とバイオ応用に関する研究 徳島大学大学院 ヘルスバイオサイエンス研究部
表面水素の反応制御によるダイアモンド・ライク・カーボン薄膜のプラズマ化学気相堆積の制御
長崎大学 工学部
自己組織性樹状高分子による生体分子の再構築と機能制御
北陸先端科学技術大学院大学 マテリアルサイエンス研究科
立命館大学 理工学部
超分子ポリマーを基盤としたナノ構造形成と制御
島根大学 生物資源科学部
固定化タンパク質配向性および構造変化評価法の開発
山口大学大学院 理工学研究科
ゲル結晶化法を利用した多孔性配位高分子分離膜の合成
水素吸蔵特性を利用した L10-FePt ナノ粒子の直接合成法確立と容易軸配向制御
筑波大学 数理物質科学等支援室
軽金属酸化物表面における機能性の探索
東京工業大学 応用セラミックス研究所
静電相互作用に基づく自己組織化中空微粒子 PICsome への
東京大学大学院 工学系研究科
新規物質封入法の開発とナノリアクターへの応用
高分子コロイド粒子による微小光共振器の作製と高効率なフレキシブルレーザーへの展開 物質・材料研究機構 ナノセラミックスセンター
光応答性ベシクルの融合を用いたマイクロリアクターへの応用
奈良工業高等専門学校 物質化学工学科
奈良先端科学技術大学院大学 物質創成科学研究科
円偏光発光性を有する半導体微粒子の創成
神戸大学大学院 工学研究科
エレクトロスプレーを用いた薬剤高封入型ジャイアントベシクル作成技術の開発
高速電気化学走査プローブ顕微鏡による固液界面反応の原子レベルでの解明
東北大学 国際高等教育研究機構
表面張力により駆動される Marangoni 対流のモード分岐
千葉大学大学院 理学研究科
規則的なナノサイズ空孔を有する含窒素グラフェンシートの構築
首都大学東京大学院 理工学研究科
名古屋工業大学大学院 つくり領域
光合成のアンテナ系たんぱく質色素複合体の配向を制御した基板上への固定化
東北大学大学院 工学研究科
機能性人工膜タンパク質の合成およびリポソームを用いた1分子解析法の開発
疎水性ナノ制約下における異方的水和構造の安定化機構
岡山大学大学院 自然科学研究科
大阪大学大学院 基礎工学研究科
不揮発性メモリ機能を有する鉄酸化物ナノ微粒子の創成とその機能評価
福岡工業大学 工学部
粘土鉱物系無機ナノシート液晶の温度応答および電場応答の検討
金属原子数を厳密に制御した精密担持金属ナノクラスター触媒の開発と構造・機能評価 北海道大学 触媒化学研究センター
放射光 X 線で明らかにする強相関遷移金属酸化物界面、
東京大学大学院 工学系研究科附属
特にリチウム二次電池界面の電子状態とダイナミクス
量子相エレクトロニクス研究センター
カーボンナノチューブ、酸化チタンナノチューブによる歯科用インプラントの表面改質 新潟大学大学院 医歯学総合研究科
スピンクロスオーバー配位高分子を利用した表面誘起相転移型センサーデバイスの開発
大阪大学大学院 理学研究科
抗体に代わる次世代合成ナノ材料 “ モノクローナルプラスチック抗体 ” 調製・単離技術の確立
九州大学大学院 工学研究院
カーボンナノチューブ−リポソーム超分子複合材料の開発
産業技術総合研究所 健康工学研究部門
非線形反応で駆動される化学波に対する空間的制約効果
山形大学 理学部
広島大学大学院 工学研究院
新型Ｄ - π-A 蛍光性色素を用いた TypeII 型色素増感太陽電池の開発
配位化合物を基盤材料とした多孔性ナノ薄膜の細孔構造制御と大面積化
大阪府立大学 21世紀科学研究機構
非磁性体表面における新奇なスピン輸送現象測定手法の開発
東京大学大学院 理学系研究科
機能性無機ドメイン融合超撥水表面の創成と選択吸着による組成分離プロセスの構築 名古屋工業大学 若手研究イノーベータ養成センター
表面吸着分子の印加電流により生じる力の解明
理化学研究所 基幹研究所
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助成 年度

2013
平成25年度

2014
平成26年度

氏名

電気化学的傾斜的表面修飾と傾斜ポリマーブラシ創製

高橋竜太

酸化物単結晶薄膜のフレキシブル化

千坂光陽

所属

東京工業大学大学院 総合理工学研究科

固体高分子形燃料電池用複合酸窒化物ナノ粒子触媒の反応機構解明に関する研究

渡邉 智

アレイ導波路格子で制御した超長寿命フレキシブル２次元ディスプレイの創製

濱田 勉

相分離リポソームの時空間ダイナミクスと機能制御

邨次 智
酒田陽子
坂本良太

菱田真史
河村暁文

2015

研究題目

稲木信介

柳澤実穂

平成27年度 浦田千尋
伊藤良一
重野真徳
福井有香

2016
竹澤悠典
平成28年度 上谷幸治郎
栗原顕輔
弓場英司

河野雄樹
2017
小林裕一郎
平成29年度
鈴木康介
田邉一郎
片瀬貴義
松井公佑
2018
東海林竜也
平成30年度
石井 智
甲斐洋行
石田洋平
安藤和也
2019
中畑雅樹
令和元年度
江島広貴
数間恵弥子

弘前大学大学院 理工学研究科
東京大学 物性研究所

単糖類の触媒的化学変換を志向したモレキュラーインプリンティング触媒表面の創製

東京理科大学 基礎工学部

名古屋大学大学院 理学研究科

北陸先端科学技術大学院大学 マテリアルサイエンス研究科

神戸大学大学院 理学研究科

新規極性変換型分子モジュールを用いた光応答性インターフェースの構築

東京大学大学院 理学系研究科

エレクトロニクスを志向した「ボトムアップ型」金属錯体ナノシートの創成

筑波大学 数理物質系

テラヘルツ分光法のコロイド界面化学への展開：生体膜融合と水の相互関係

関西大学 化学生命工学部

コロイドフォトニック結晶の構築を指向した分子応答性高分子ナノ粒子の創製

東京農工大学大学院 工学研究院

細胞形状に学ぶミクロゲルの自発的な構造形成機構の解明

ゾル−ゲル法による精緻共縮重合反応を利用したはつ液性の連続制御 産業技術総合研究所 サステナブルマテリアル研究部門
次世代型革新高出力蓄電池「リチウム空気電池」の開発と

その表面反応の科学がもたらすエネルギー創生の仕組みの解明
固体表面における分子クラスターの自己触媒反応

東北大学
原子分子材料科学高等研究機構（AIMR)

骨形成機構から学んだ生体膜由来ナノカプセルの創製と骨疾患治療用キャリアへの応用

金属配位子型人工ＤＮＡ鎖を鋳型とした金属ナノ粒子合成

東北大学大学院 薬学研究科

慶應義塾大学 理工学部

化学的リボソームシステムを内包するジャイアントベシクルの創成

氏名

伊藤寿樹

安元研一
1998
脇田久史
平成10年度
疋田正喜
檜枝洋記
松木正人
福本 敏
1999
斉藤正夫
平成11年度
宮村佳典
高石樹朗
佐藤 隆
藤田英明
2000
河本正次
平成12年度
佐藤保則
小笠原康悦
櫻井照明
塚本康浩
2001
山口幸洋
平成13年度
小林信彦
松本 哲
安東嗣修
2002
山崎 創
平成14年度 磯貝善蔵
波多野 豊
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研究題目

熊本大学 医学部

東北大学医学部 医学生物科学講座

浜松医科大学 医学部
岡山大学 工学部

末梢における抗体産生細胞の新規な多様性獲得機構の解明

大阪大学大学院 理学研究科

毛包形成初期における上皮組織の形態形成・分化と細胞接着システムの制御

京都府立医科大学付属病院

皮膚におけるトランスグルタミナーゼファミリーの機能解析と分子病態に関する研究

糖脂質変異マウスを用いたスフィンゴ糖脂質による皮膚炎症反応の制御機構の解析
上皮角 L 細胞の分化とアポトーシスにおける ASK1− MAP キナーゼ系の役割

長崎大学 歯学部

東京医科歯科大学 歯学部
名古屋大学 医学部

連鎖解析法による遺伝性対側性色素異常症原因遺伝子座位の解明

富山医科薬科大学 医学部

表皮角化細胞の増殖・分化を制御する分子機構の解明

培養ハムスター脂腺細胞における皮脂産生調節の分子機構に関する生化学的研究

メラノソーム形成機構の解明

アトピー性皮膚炎モデルマウスにおける病態制御の分子機構

サイトカインによる皮膚創傷治癒の制御に関する研究 ―皮膚再生医学の端緒として
転写因子 IRF-2欠損マウスを用いた炎症性皮膚疾患発症の分子機構の解明

東京薬科大学 薬学部

表皮細胞の酸化ストレスによるヒトα1，6フコース転移酵素（α1，6FucT）の発現増加の機序解明
異なる種類のメラニン色素の紫外線誘発 DNA 損傷防御効果の解析

アトピー性皮膚炎における I 型アレルギー反応の役割 ― STAT6欠損 NC/Nga マウスを用いた解析 ―

掻痒発症への皮膚ケラチノサイト遊離物質の役割と掻痒発症への皮膚伝達機構の解析
新規 NF-κB 制御因子 IκB −ζの皮膚形成・分化における機能解明と皮膚疾患治療を目指した基礎的研究

光老化真皮におけるマイクロファイブリルの構造と機能
表皮におけるセラミド合成に対する Th1、Th2サイトカインの影響

九州大学大学院 薬学研究科

広島大学大学院 先端物質科学研究科

慢性砒素中毒における皮膚癌発症の分子機構に関する研究
皮膚の創傷治癒および腫瘍形成における細胞接着分子 gicerin の機能解析とその臨床応用

2005

平成17年度 平林 享

田中智之

所属

表皮角化細胞重層化へのスフィンゴ糖脂質の関与

竹内裕子

自然科学研究機構 分子科学研究所

（岡崎統合バイオサイエンスセンター）
pH 応答性ヒアルロン酸誘導体修飾リポソームを用いる免疫細胞特異的 DDS の構築
大阪府立大学大学院 工学研究科
産業技術総合研究所 材料・化学領域
イオン液体／水混合系の構造設計による動的ミクロ界面の創出
大阪大学大学院 理学研究科
ポリロタキサンを用いた硬質材料の直接接着へ向けた新規接着システムの開発
東京大学大学院 工学系研究科
孤立ナノ表面を用いた複合酸化物の精密合成に基づく高機能触媒の開発
大阪大学大学院 基礎工学研究科
電気化学環境下での電極界面におけるイオン液体ダイナミクスと電子状態の解明
多孔質薄膜の水和イオンを電気化学的に制御した電気・磁気情報記憶デバイスの開発 東京工業大学 フロンティア材料研究所
名古屋大学大学院 理学研究科
オペランド XAFS 解析を利用した PEFC 電極触媒の高活性・高耐久材料の探索
半導体ナノ構造を用いた新規光ピンセット法の開発
大阪市立大学大学院 理学研究科
窒化チタンの光励起電荷生成過程の解明とその応用
物質・材料研究機構 国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
東北大学 工学研究科
親水性の階層的パターニングによる汗収集フィルムの開発
北海道大学大学院 工学研究院
金属クラスターを擬光合成色素とする新規人工光合成モデルの構築
慶應義塾大学 理工学部
スピンオービトロニクス素子の表面・界面エンジニアリング原理開拓
大阪大学大学院 基礎工学研究科
アミノ酸モノマーをビルディングブロックとしたバイオインターフェースの構築
東京大学大学院 工学系研究科
生体微粒子の表面エンジニアリングと一粒子計測
理化学研究所 開拓研究本部
プラズモンが誘起するアルコール分解反応の単分子レベル検証

遺伝性光線過敏症の原因遺伝子の単離及び複製、転写に共役した修復機構の解明
転写因子 MITF によるメラニン色素生合成系酵素遺伝子の発現調節機構

橋本 満
2003
鳥居征司
平成15年度 中野英樹
白石一乗
西山 成
奥本寛治
2004
増田章男
平成16年度
川上 茂
武田壮一
藤本充章

吉田健一

科 学 技 術 部 門 ／ 医 学・生 物 学 分 野
助成 年度

氏名

阿部理一郎

東京大学大学院 理学系研究科
立教大学 理学部

表面協奏的制御法による異方性ナノコロイドの秩序構造発現

助成年度
2002

金沢大学 医学部

東京大学大学院 医学系研究科
東京薬科大学 生命科学部

大阪府立大学大学院 農学生命科学研究科
兵庫医科大学 生化学講座

奈良県立医科大学 皮膚科学教室
東京理科大学 生命科学研究所

富山医科薬科大学 薬学部

九州大学大学院 医学研究院

名古屋市立大学 医学部皮膚科学
大分医科大学附属病院皮膚科

小笠原道生

中村由和
2006
片野坂友紀
平成18年度
山口智広
西田基宏
島田昌之
末次志郎
2007
平成19年度 鈴木淳史
小柴琢己

研究題目

末梢血由来線維芽細胞 (fibrocyte) を用いた創傷治癒、特に糖尿性潰瘍に対する治療法の開発

エステル化プロドラッグ開発への応用を目的としたヒトカルボキシルエステラーゼの基質認識機構の解明 熊本大学 薬学部 病態薬効解析学講座
色素異常マウスを用いたメラノソーム輸送機構の解析
皮下リンパ節における T 細胞反応抑制性樹状細胞の同定と機能解析

群馬大学 生体調節研究所 遺伝子発現分野

東邦大学 医学部 免疫学講座

放射線照射次世代マウスにおける遺伝的不安定性と遅延突然変異誘発の分子機構 大阪府立大学 先端化学研究所 放射線科学総合センター

アルドステロンによって生じる細胞障害機序の解明

香川医科大学 医学部

九州大学大学院 理学研究院

ペルオキシソームマトリクスタンパク質輸送におけるタンパク質翻訳後修飾の役割

LPS による気道アレルギー性炎症増悪における、マスト細胞の役割

名古屋大学大学院 医学系研究科附属神経疾患・
腫瘍分子医学研究センター

メラノーマに対する新しい DNA ワクチン製剤の開発

京都大学大学院 薬学研究科

国立循環器病センター研究所 心臓生理部

血管内皮細胞特異的アポトーシス誘導機構の解明

プラコードに由来する感覚器の形成における熱ショック転写因子群の役割

山口大学大学院 医学部研究科

ケージド化合物とパッチクランプ法の同時適用による

大阪大学大学院

神経細胞内情報伝達因子のリアルタイム測定と動向解明

生命機能研究科

東京医科歯科大学大学院

イムノグロブリンスーパーファミリーに属する細胞接着分子による
上皮細胞間の物質の透過性制御機構の解析

紫外線照射により発現誘導される新規細胞周期関連遺伝子群の発現および機能解析
進化発生学的アプローチによる咽頭上皮分化のダイナミクス

細胞内脂肪滴における脂肪分解機構：脂肪組織から表皮まで保存された分子メカニズム 兵庫県立大学大学院 生命理学研究科

機械的伸展刺激により活性化される G タンパク質共役型受容体の解析

九州大学大学院 薬学研究院

卵管内における精子、卵子、初期胚、卵丘細胞、卵管上皮細胞のネットワーク
〜 Tool-Like receptor による環境認識とサイトカインによる情報伝達〜

広島大学大学院 生物圏科学研究科
東京大学 分子細胞生物学研究所

上皮細胞の細胞膜と細胞骨格を結ぶアンカリング機構の解析

内胚葉性幹細胞の実態究明と消化器系臓器幹細胞システムの理解に向けた、
フローサイトメトリーによる腸幹 / 前駆細胞の分離・回収と機能解析

理化学研究所

発生・再生科学総合研究センター

自然免疫における異物パターン認識の分子基盤解析

小腸上皮細胞の内腔面への膜蛋白輸送に関わる分子のノックアウトマウスの作製と解析

佐藤 卓
2010
浅川和秀
平成22年度
沼田朋大
高橋弘雄
丹治貴博
金子奈穂子
2011
上窪裕二
平成23年度
森 麻美
大垣隆一
齊藤康弘
藤田靖幸
2012
穂積俊矢
平成24年度
一戸猛志
倉石貴透
古谷和春
夏賀 健
2013
大澤志津江
平成25年度
笹井美和
宮地孝明
池ノ内順一
2014
伊沢久未
平成26年度 小野寺康仁
佐藤 伸

千葉大学 理学部

岡山大学大学院 医歯薬総合研究科

佐藤隆史
2008
石丸喜朗
平成20年度
平田普三
吉原誠一
齋藤大介
平山 順
2009
日下部杜央
平成21年度
中台枝里子
定方哲史

明治大学 農学部

東京薬科大学 生命科学部

イノシトールリン脂質代謝系による表皮、毛包、脂腺形成機構の解明
心不全発症における Ca2+ 輸送体の役割

ホスファチジルイノシトール 3リン酸5ーキナーゼによるトランスサイトーシス制御機構の解析

井上 浄

医歯学総合研究科

武庫川女子大学 薬学部

ヒアルロン酸による成熟マスト細胞の機能制御機構の解明

高須賀俊輔

山口英樹

所属

北海道大学医学附属病院

上皮系癌細胞による浸潤突起形成の分子メカニズムの解析

九州大学大学院 理学研究院

秋田大学 医学部

東京薬科大学 生命科学部

群馬大学 生体調節研究所

味覚受容体群の分子進化・表現型の解析とその食品の甘味増強・酸味抑制機能の検証 東京大学大学院 農学生命科学研究科

皮膚における触覚の仕組み

ヒト滑脳症原因遺伝子 Arx による神経細胞の移動制御機構の解明
血管発生における動脈サブタイプの決定とケモカインシグナル
腸管内酸化還元状態の変化による概日リズム制御の分子機構

名古屋大学大学院 理学研究科

奈良県立医科大学 先端医学研究機構

奈良先端科学技術大学院大学 バイオサイエンス研究科
東京医科歯科大学 難治疾患研究所

京都大学大学院 生命科学研究科

初期胚予定外胚葉において表皮と神経の運命分岐を制御する新規分子の機能解析
極長鎖アシル CoA シンテターゼの表皮バリアー形成における役割の解析

―線虫 C. elegans を用いた機能解析―
カチオン性脂質と合成オリゴ DNA を用いたワクチンシートの開発および経皮投与型ワクチンへの応用

東京女子医科大学 医学部
北里大学 理学部

有芯小胞はゴルジ膜表面にどのように生まれ、細胞膜表面にてどのように分泌されるか？ 理化学研究所 脳科学総合研究センター

表皮幹細胞の機能維持におけるインターフェロンシグナル制御機構の解析

東京医科歯科大学 難治疾患研究所

皮膚への触覚刺激によって反射運動が起こるしくみ

上皮細胞における高浸透圧によって活性化されるカチオンチャネルの分子同定とその生理的役割の解明

マウス嗅覚において危機感知に関わる神経回路の解析

国立遺伝学研究所 個体遺伝研究系

京都大学大学院 工学研究科

奈良県立医科大学 先端医学研究機構

栄養状態が制御する腸細胞オルガネラの維持・崩壊とその仕組み

脳室壁に存在する神経幹細胞によるニューロン再生機構の解析
細胞膜表面における受容体相互作用による G タンパク質共役型受容体の輸送制御
緑内障モデルラットにおける網膜血管内皮機能障害機序の解明
表皮バリア形成に必須の新規リパーゼ様タンパク質 mYEH2の役割

岩手医科大学 薬学部

名古屋市立大学大学院 医学研究科

順天堂大学 医学部
北里大学 薬学部

大阪大学大学院 医学系研究科

ピロリ菌がんタンパク質 CagA における胃上皮細胞内プロセッシングの病態生理学的意義の解明

東京大学大学院 医学系研究科

血管内皮細胞から造血幹細胞に分化する過程での DEAD-box タンパク質の機能解析
NLRP3のミトコンドリアを介した抗ウイルス免疫制御機構の解析

広島大学大学院 理学研究科

重症先天性皮膚疾患に対する細胞療法の開発

自然免疫を調節する新規受容体 Gyc76C の腸管免疫における役割

スフィンゴ脂質によって阻害されるカリウムチャネルの解析
基底膜による皮膚細菌叢の制御機構の解明

細胞老化を介したがん微小環境制御の遺伝的基盤
II 型インターフェロンによる粘膜上皮細胞での抗ウイルス機構の解明

痛風発症因子である尿酸排出トランスポーターの同定と生理的意義
上皮間葉転換における脂質代謝変化の解析

両生類の四肢再生に必須な再生特異的上皮の誘導過程を明らかにする

九州大学大学院 医学研究院
東北大学大学院 薬学研究科

大阪大学 臨床医工学融合研究教育センター
北海道大学病院 皮膚科

神戸大学大学院 医学研究科
大阪大学 微生物病研究所

岡山大学 自然生命科学研究支援センター

マスト細胞に発現するヒトLMIR3/CD300f による脂質認識と皮膚の炎症制御機構
糖の取り込み調節による上皮細胞の癌化抑制メカニズムの解析

北海道大学病院 皮膚科

九州大学大学院 理学研究院
東京大学 医科学研究所

北海道大学大学院 医学研究科

岡山大学 異分野融合先端研究コア
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助成 年度
2014

氏名

佐藤 荘

生島弘彬

山川智子
2015
加藤哲久
平成27年度
平島剛志
坂根亜由子
津田佐知子
柴田幹大
2016
氣駕恒太朗
平成28年度
久保輝文
長柄育江

有馬康伸

有井 潤
2017
新澤直明
平成29年度
中嶋悠一朗
鮎川友紀
中尾裕之
中村勇規
2018
一條 遼
平成30年度
山口陽子
中田雄一郎
丸山健太
諸石寿朗
2019
堀 亜紀
令和元年度
久保田晋平
中島友紀

研究題目

所属

アレルギー応答に関与する M2マクロファージの制御機構の解明

大阪大学 免疫学フロンティア研究センター

皮膚悪性腫瘍に対する免疫監視が担うがん発生抑制機構の解明と制御

大阪大学大学院 理学研究科
京都大学 再生医科学研究所

国際純正応用化学連合

東京大学 医科学研究所

臓器深部で血管内皮細胞が出合うロジックの解明

組織修復・再生やがん転移に関わる集団的細胞運動の制御機構を分子構造変化から解く 徳島大学大学院 ヘルスバイオサイエンス研究部

体性感覚受容における小脳区画の神経基盤と、その構築メカニズム

高速原子間力顕微鏡によるナノスケールで見る神経細胞スパイン表面のリアルタイムイメージング

埼玉大学 研究機構 研究企画推進室

金沢大学 理工学研究域

ピロリ菌の外膜小胞に含まれる RNA の同定とその機能解明
気管支喘息の発症と慢性化メカニズムにおける

自治医科大学 医学部

札幌医科大学附属病院 病理診断科

気管支上皮バリア・免疫応答ダイナミクスの分子病理学的解析
網膜血管形成における新規4回膜貫通タンパク質 Tspan18の機能解析

慶應義塾大学 医学部

北海道大学 遺伝子病制御研究所

過剰ストレスによる血管内皮細胞活性化を介した炎症誘導機構の解析
単純ヘルペスウイルスによる細胞間結合認識機構の解明

東京大学 医科学研究所

大阪大学 微生物病研究所

百日咳の咳発作における「咳毒素」と宿主気道の相互作用解析

東北大学 学際科学フロンティア研究所

細胞分裂方向による上皮組織の恒常性と可塑性の動的制御機構の解明
細胞‐細胞外マトリックス間相互作用を介した新たな PCP 制御機構の解明

秋田大学大学院 医学系研究科

リン脂質フリップフロップ促進因子の解明とそれに基づく小胞体膜スクランブラーゼの同定
マスト細胞における概日リズム性遺伝子群の同定とアレルギーにおける機能解析
表皮幹細胞の分化コミットメント機構と老化による破綻

円口類ヌタウナギの鰓と腎臓の機能、およびその内分泌制御に関する研究
ヒストン脱メチル化酵素 UTX による膀胱上皮細胞のエピゲノム制御機構の解明
腸骨連関を制御する新しいメカノセンシング機構の解明と応用
組織修復・再生を担う Hippo シグナルの全貌解明

富山大学大学院 医学薬学研究部
山梨大学 大学院総合研究部

京都大学 ウイルス・再生医科学研究所
島根大学 学術研究院農生命科学系
広島大学 原爆放射線医科学研究所

大阪大学 免疫学フロンティア研究センター
熊本大学 大学院生命科学研究部

腸管上皮における化学感覚シグナルを介した宿主生理機能調節

金沢大学 医薬保健研究域薬学系

東京大学 医学系研究科

組織透明化によるがん微小環境ネットワークの解明

九州大学 稲盛フロンティア研究センター

哺乳類細胞の全能性と原始および栄養外胚葉分化機構

国際会議
助成 年度

主催者

1997
（財）大阪バイオサイエンス研究所
平成9年度 （社）色材協会
第4回国際口腔インプラント学会
日本学術振興会ゲノムテクノロジー第164委員会
科学技術と社会に関する国際会議組織委員会、
（社）日本工学会
第５回国際胸腔鏡学会組織委員会
第7回バイオテクノロジーにおける計算機の応用に関する国
際会議組織委員会
国際枯草菌シンポジウム組織委員会
日本外科代謝・栄養学会、国際シンポジウム「腸管障害と成
長因子・栄養素」実行委員会
第6回インド洋・太平洋地域国際法、医・法科学会総会組織委員会
第13回国際細胞学会組織委員会
1998
第18回生体系磁気共鳴 国際会議組織委員会
平成10年度
日本寄生虫学会、日本学術会議
東京慈恵会医科大学整形外科学教室
第30回国際小児がん学会日本組織委員会、日本小児がん学会
分子科学研究所
国際コンピューター心電学会
性と健康を考える女性専門家の会
日本学術振興会ゲノムテクノロジー第164委員会
奈良先端科学技術大学院大学
日本学術会議、日本女性科学者の会、日本女性技術者フォーラム
新エネルギー関係学会連合会、NESCʼ99組織委員会、大阪大学
プラズマ応用科学研究会
1999
第21回原子衝突物理学国際会議組織委員会
平成11年度
第3回高分子医薬治療並びに医用高分子の最先端に関する
国際シンポジウム組織委員会
日本理学療法士協会、日本学術会議
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会議名称

分野

日本学術振興会磁気記録第144委員会、
（社）日本応用磁気学会 第4回垂直磁気記録国際会議
（財）大阪腎臓バンク、大阪市立大学医学部第二内科
第2回国際骨粗鬆症会議
日本比較内分泌学会

第13回国際比較内分泌学会議
国際シンポジウム Bioscience Forum ʼ98
創立70周年記念国際会議

第4回国際口腔インプラント会議
第1回国際ワークショップ「ゲノム研究の最先端」

情報
生命
生命
生命

物質・材料

物質・材料・生命
生命

科学技術と社会に関する国際会議

生命・環境

第5回国際胸腔鏡学会
第7回バイオテクノロジーにおける

生命

情報・生命

計算機の応用に関する国際会議
国際枯草菌シンポジウム

生命

国際シンポジウム「腸管障害と成長因子・栄養素」

生命

第6回インド洋・太平洋地域国際法医・法科学会総会
第13回国際細胞学会

生命
生命

第18回生体系磁気共鳴国際会議
第9回国際寄生虫学会

生命
生命

第3回日米加欧整形外科基礎学会合同会議
第30回国際小児がん学会総会

生命

有機固体の伝導および光伝導に関する第6回日中シンポジウム
国際コンピューター心電学会 ʼ99大会

国際シンポジウム「かわりゆく社会と女性医療 ―２１世紀に向けての提言」
第2回国際ゲノム会議

ナノ・バイオテクノロジーに関する国際シンポジウム
第11回国際女性技術者・科学者会議
第4回新エネルギーシステム国際会議
第2回プラズマ応用科学国際シンポジウム

主催者

国連大学高等研究所、アリゾナ大学意識科学研究センター、

ラドフォード大学脳情報科学研究センター 他
第17回国際色素細胞会議組織委員会

東京大学 生産技術研究所

ショウジョウバエを介した小胞体膜ダイナミクスの研究
単純ヘルペスウイルス Us3プロテインキナーゼが司る表面分子発現制御の網羅的解析

助成年度

生命

物質・材料
生命
生命
生命

物質・材料・生命
環境

物質・材料・環境
物質・材料

第21回原子衝突物理学国際会議
物質・材料・環境
第3回高分子医薬治療並びに医用高分子の最先端に関する
物質・材料
国際シンポジウム
第13回世界理学療法連盟学会
生命

日本学術会議、
（社）日本化学会、溶液化学研究会、

第6回 ARISE 国際シンポジウム組織委員会
1999
平成11年度 音楽の神経科学：国際シンポジウム1999組織委員会
昭和大学
赤堀コンファレンス組織委員会
京都国際心臓カンファレンス実行委員会、
（財）難病医学研究財団
大阪大学、通産省工業技術院大阪工業技術研究所、
オランダ総領事館
第12回共焦点顕微鏡国際会議組織委員会
東京大学、京都大学
マクロファージ分子細胞生物学研究会
第4回国際脂肪酸・脂質学会組織委員会
ISHPC2K Organizing Committee
2000
（社）応用物理学会
平成12年度
日本学術振興会磁気記録 第144委員会、
（社）日本応用磁気学会
日本学術振興会ゲノムテクノロジー第164委員会
International Union for Vacuum Science, Technique, and Applications
東アジア化学反応ワークショップ組織委員会
日本学術会議、
（社）化学工学会 他
応用物理学会、日本物理学会、電気学会 他
第6回地球環境汚染物質としての水銀に関する国際会議組織委員会
日本発生生物学会・第14回国際発生生物学会議組織委員会
日本学術会議、日本物理学会、日本生物物理学会
滋賀県、
（財）国際湖沼環境委員会
2001
日本地球化学会
平成13年度
第10回海洋天然物化学国際シンポジウム組織委員会
Society of Environmental Toxicology and Chemistry/Asia-Pacific
第5回国際循環器病予防会議組織委員会
ESR 応用計測研究会
山形大学
日本学術振興会ゲノムテクノロジー第164委員会
日本植物脂質科学研究会
日本血管細胞生物学会
第8回国際シェーグレン症候群シンポジウム・第11回日本シェーグレン
症候群シンポジウム・第21回ドライ・アイ研究会共同開催組織委員会
レーザー加工学会、理化学研究所 他
第8回ヒト脳機能マッピング国際会議組織委員会
マクロファージ分子細胞生物学研究会
X 線考古科学研究会
IPS 国際組織委員会
応用物理学会
2002
北陸先端科学技術大学院大学
平成14年度
多結晶半導体国際会議組織委員会
慶應義塾大学先端生命科学研究所
北陸先端科学技術大学院大学
第5回国際法医学シンポジウム組織委員会
「大脳辺縁系と連合皮質系：基礎、臨床および計算論」に関
する国際シンポジウム組織委員会
第14回国際ラット遺伝システムワークショップ国内組織委員会
UNSAT-ASIA2003準備委員会
有機固体研究会
ISE2003組織委員会
応用物理学会
第3回乱流・剪断流現象国際シンポジウム実行委員会
日本学術会議、日本動脈硬化学会 他
2003
日本学術振興会ゲノムテクノロジー第164委員会
平成15年度 爆発および反応系の力学に関する国際学会
第16回国際環境生物地球化学シンポジウム組織委員会
第7回アジア・オセアニア国際老年学会議組織委員会
日本学術会議、界面科学技術機構

会議名称

分野

脳と意識に関する Tokyoʼ99国際会議

生命

第17回国際色素細胞会議

生命

第26回溶液化学国際会議

生命

第6回 ARISE 国際シンポジウム「楽しみと嗜好品を科学するシン

ポジウム―QOL の向上を目指して」
音楽の神経科学：国際シンポジウム1999

生命
生命
生命

第4回唇裂口蓋裂アジア太平洋地区会議
第8回赤堀コンファレンス

心筋症2000：第7回アントワープ・ラホヤ・京都国際心臓カンファレンス
日蘭友好 400 周年記念「ハラタマ（GRATAMA）ワークショップ」
持続可能な社会を目指す化学と化学技術
第12回共焦点顕微鏡国際会議

生命
生命
環境
生命

第11回光音響・光熱変換現象国際会議
第9回マクロファージ分子細胞生物学国際シンポジウム

物質・材料

第25回半導体物理学国際会議
第5回垂直磁気記録国際会議（2000年）

物質・材料

電子の関与する表面動的現象
第5回東アジア化学反応ワークショップ

物質・材料

第4回国際脂肪酸・脂質学会
International Symposium on High Performance Computing 2000

生命
情報
情報
生命

第3回国際ゲノム会議

第9回物性相平衡国際会議
第25回電離気体現象国際会議

生命

物質・材料・生命・環境

第6回地球環境汚染物質としての水銀に関する国際会議
第14回国際発生生物学会議

第4回生物理学国際会議
第9回世界湖沼会議

日本地球化学会2001年年会
第10回海洋天然物化学国際シンポジウム

物質・材料
物質・材料
環境
生命
生命
環境
環境

生命
SETAC/AP シンポジウム2001
環境
第5回国際循環器病予防会議
生命
電子スピン共鳴（ESR）放射線量計測と年代測定国際シンポジウム
環境
先端高分子材料と成形加工に関する国際会議
物質・材料
第4回国際ゲノム会議
生命
第15回国際植物皮質シンポジウム
物質・材料
第12回国際血管生物学会
生命
第8回国際シェーグレン症候群シンポジウム

生命

第3回レーザー精密微細加工国際シンポジウム LPM2002

物質・材料

第1回 X 線考古科学国際シンポジウム
第14回太陽エネルギーの化学的変換と貯蔵に関する国際会議

物質・材料

第8回ヒト脳機能マッピング国際会議
第11回マクロファージ分子細胞生物国際シンポジウム

生命
生命
環境

第13回イオンビームによる材料改質 国際会議（IBMM2002）
物質・材料
第3回超並列・分散コンピューティングの応用技術に関する国際会議
情報
多結晶半導体国際会議2002
物質・材料
第7回国際会議「リボヌクレアーゼ H」

アジア太平洋科学技術研究フォーラム - アジア・太平洋地域の持続的発展
第5回国際法医学シンポジウム

生命
環境
生命

大脳辺縁系と連合皮質系：基礎、臨床および計算論

生命

第14回国際ラット遺伝システムワークショップ
第2回不飽和土アジア地域会議

生命

フタロシアニン 〜その歴史と展望〜
第9回国際エラストマーセミナー
（ISE2003）
第5回窒化物半導体国際会議
第3回乱流・剪断流現象国際シンポジウム
第13回国際動脈硬化学会学術会議
第5回国際ゲノム会議

第19回爆発と反応系の力学の国際コロキアム
第16回国際環境生物地球化学シンポジウム

第7回アジア・オセアニア国際老年学会議
第1回バイオ・ナノインターフェイス国際会議

環境

物質・材料
物質・材料
物質・材料
環境
生命
生命

環境
環境
生命
生命
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助成 年度

主催者

東北大学超臨界溶媒工業研究センター

マクロファージ分子細胞生物学研究会
第11回国際原核光合成生物シンポジウム組織委員会
エコデザイン学会連合

2003
平成15年度

会議名称

実験力学の最先端技術に関する国際会議2003実行委員会 実験力学の最先端技術に関す国際会議2003
ISOM XV 運営委員会
第15回オレフィンメタセシスおよび関連化学国際シンポジウム

東北大学流体科学研究所

日本分析化学会Ｘ線分析研究懇談会、大阪市立大学
マリンバイオテクノロジー国際会議2003組織委員会

分子熱力学ならびに分子シミュレーション国際会議
第12回マクロファージ分子細胞生物学国際シンポジウム

第11回国際原核光合成生物シンポジウム
エコデザイン2003 第３回環境調和型設計と

（社）情報処理学会、IEEE computer society
第15回有機合成化学国際会議組織委員会、

国際純正化学連合、
（社）日本化学会

アジア歯科審美学会

大阪大学、
（財）国際高等研究所

第1回生命化学国際シンポジウム
The 24th International Conference on Distributed

Computing Systems
第15回有機合成化学国際会議
第8回アジア歯科審美学会学術大会

ナノスピントロニクスのデザインと創製に関する国際会議
国際脳電磁図トポグラフィー学会第15回国際会議組織委員会 国際脳電磁図トポグラフィー学会第15回国際会議
NIME 04実行委員会、静岡文化芸術大学
音楽 / 芸術表現のための新インターフェース
第6回大気汚染物質と地球環境変化に対する植物の反応に 第6回大気汚染物質と地球環境変化に対する

関する国際シンポジウム日本組織委員会

物質・材料
環境
生命

生命・環境

環境
インバースマニュファクチャリングに関する国際シンポジウム
第3回国際シンポジウム「複雑系における非常にゆっくりとした緩和現象の解明」 物質・材料
TXRF サテライトミーティング
物質・材料

マリンバイオテクノロジー国際会議2003
第５回環太平洋セラミック国際会議組織委員会、
（社）日本セラミックス協会 第5回環太平洋セラミック国際会議
第8回 IUMRS 先進材料国際会議
日本 MRS
日本化学会生命化学研究会

分野

物質・材料

植物の反応に関する国際シンポジウム

環境

物質・材料
物質・材料
生命
情報
物質・材料
生命

物質・材料
生命
情報
環境

情報
（社）電子情報通信学会、通信ソサイエティ・エレクトロニクスソサイエティ 第９回光エレクトロニクス・光通信国際会議／第３回光インターネット国際会議
物質・材料
日本希土類学会
希土類 ʼ04 奈良、日本
第7回国際植物寒冷適応会議
生命
第7回国際植物寒冷適応会議組織委員会

レーザ加工学会
2004
第10回世界微生物株保存会議実行委員会
平成16年度
日本味と匂学会
International Task Group for Active Monitoring, IASPEI, IUGG
第19回ヒマラヤ - カラコラム - チベット ワークショップ組織委員会
（社）応用物理学会
近畿大学原子力研究所、放射線医学総合研究所
日本動物遺伝育種学会
（社）応用物理学会
（社）日本公園緑地協会
（特非）日本国際生命科学協会
日本セラミックス協会
日本ペプチド学会
分子科学研究所

第5回レーザ精密微細加工国際シンポジウム
第10回世界微生物株保存会議

14回嗅覚・味覚国際シンポジウム
第1回地殻の能動監視に関する国際ワークショップ
第19回ヒマラヤ - カラコラム - チベット ワークショップ
第11回アクティブマトリクス液晶ディスプレイ国際会議
第6回高自然放射線とラドン国際会議
第29回国際動物遺伝学会議
第15回非弾性イオン表面衝突国際ワークショップ
公園レクリエーション世界大会 in 浜松
Vahouny-ILSI Japan 難消化性糖質国際シンポジウム
第3回エンジニアリングセラミックスの科学に関する国際会議
第1回アジア - 太平洋国際ペプチドシンポジウム
第8回日中合同シンポジウム
The First International Conference on Complex Medical
複合医工学インスティテュート
Engineering-CME2005
HGM2005 第10回国際ヒトゲノム会議
HGM2005組織委員会
伊勢志摩海洋国際会議実行委員会
第3回伊勢・志摩 海洋国際会議
第11回組織化された分子膜国際会議
第11回組織化された分子膜国際会議組織委員会
（社）日本応用磁気学会、米国電気電子協会応用磁気学会 2005年国際応用磁気会議
SciCADE05, 2005 International Conference on Scientific
SciCADE05組織委員会
Computation and Differential Equations
第23回半導体中の欠陥に関する国際会議
第23回半導体中欠陥国際会議組織委員会
第12回環太平洋臨床薬理遺伝学会
第12回環太平洋臨床薬理遺伝学会
自治医科大学救急医学教室
第13回アジア太平洋呼吸療法学会
名古屋大学21世紀 COE プログラム 情報社会を担うマイクロナノメ 2005年 IEEE 先端ロボット技術とその社会的影響に関する
2005
カトロニクス・ナノテクノロジー学会／ IEEE ナノテクノロジー学会 ワークショップ／第5回 IEEE テクノロジーに関する国際会議
平成17年度
国際労働衛生学会「仕事の組織と心理社会的要因」科学委員
第2回 ICOH 仕事とストレスに関する国際会議
会、第2回 ICOH 仕事とストレスに関する国際会議組織委員会
マクロファージ分子細胞生物学研究会
第14回マクロファージ分子細胞生物学国際シンポジウム
生命の起源およびアストロバイオロジーに関する
生命の起源およびアストロバイオロジーに関する
国際シンポジウム運営委員会
国際シンポジウム
第5回国際酸化触媒会議
第5回国際酸化触媒会議組織委員会
第5回近接場光学に関連するアジア・太平洋会議運営委員会 第5回近接場光学に関連するアジア・太平洋会議
応用物理学会
第11回微小光学国際会議
第5回国際3R（複製、修復、組換え）
シンポジウム
第5回国際3R シンポジウム組織委員会
林原フォーラム2005「生命の戦略：生き延びる分子情報ネットワーク」
（社）林原共済会
International Workshop Sequence Design and its
Organizing Committee of IWSDA ʼ05
Applications in Communications
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物質・材料
生命
生命
環境
環境
情報
生命
生命

物質・材料
環境
生命

物質・材料
生命

物質・材料
生命
生命
環境

物質・材料
物質・材料
情報
物質・材料
生命
生命
情報
生命
生命
生命
物質・材料
情報
情報
生命
生命
情報

助成年度

2005
平成17年度

主催者

東京工業大学
第21回 IUPAC 光化学国際シンポジウム組織委員会

Local Committee of POLYCHAR-14
日本学術会議、日本生化学会、日本分子生物学会
国際高分子加工学会第22回年次大会組織委員会
マクロファージ分子細胞生物学研究会
日本化学会、コロイドおよび界面化学部会
第14回分子線エピタキシ国際会議組織委員会、日本応用物理学会
東北大学多元物質科学研究所
（社）高温学会内レーザ加工学会
JLPS-Japan Laser Processing Society
新潟大学大学院 医歯学総合研究科 細胞機能講座 分子細胞病理学分野
名古屋大学大学院工学研究科、IUTAM
第12回レチナールタンパク質国際会議組織委員会
Organization committee for Sendai International Symposium
on Molecular Cluster Spectroscopy（シンポジウム組織委員会）
（社）日本鉄鋼協会
近畿化学協会、国際純正・応用化学連合（IUPAC）

会議名称

分野

第7回エレクトロニクス材料・実装国際会議
第21回 IUPAC 光化学国際シンポジウム

物質・材料

国際高分子加工学会第22回年次大会
第15回マクロファージ分子細胞生物学国際シンポジウム

物質・材料

高分子特性会議
第20回国際生化学 ･ 分子生物学会議

物質・材料
物質・材料
生命
生命

第59回コロイドおよび界面化学討論会・国際シンポジウム
第14回分子線エピタキシ国際会議

物質・材料

第4回レーザ先端材料加工国際会議

物質・材料

非周期結晶国際会議2006

第13回国際肝類洞壁細胞シンポジウム
乱流における計算物理とその新展開
第12回レチナールタンパク質国際会議

物質・材料
物質・材料

生命

地球環境

生命
Sendai International Symposium on Molecular Cluster
物質・材料
Spectroscopy
2006年アジアスチール国際会議
物質・材料
第7回機能性π電子国際会議
物質・材料
2006
Tsukuba satellite symposium on
生命、
組織委員会（産業技術総合研究所）
“Single Molecule and Tip-enhanced Raman Scattering ”
平成18年度
物質・材料
分子熱力学・分子シミュレーション国際シンポジウム組織委員会 第4回分子熱力学・分子シミュレーション国際シンポジウム
（MTMS06） 物質・材料
The Pacific Center of Thermal-Fluid Engineering
17th International Symposium on Transport Phenomena
物質・材料
ISOCS-22 国際運営委員会
第22回有機硫黄化学国際シンポジウム
生命、物質・材料、地球環境
グリーン ･ サスティナブルケミストリーネットワーク
第1回 GSC アジア・オセアニア会議
地球環境
第5回国際シアロ糖鎖科学会議2006
第5回国際シアロ糖鎖科学会議2006組織委員会
生命
ゼオライト学会 (Japan Association of Zeolite)
ゼオライトおよびミクロポーラス結晶に関する国際シンポジウム 物質・材料
第3回若手研究討論会：材料におけるハイブリッド化をどう進めるか？ 物質・材料
長岡技術科学大学
福岡ワークショップ実行委員会
凝縮系物体の高圧下における新現象
生命
第6回双翅目国際会議
第6回双翅目国際会議組織委員会
生命
京都大学
燃焼・焼却 / 熱分解・排出制御に関する第4回国際会議
地球環境
日本動物細胞工学会
第19回日本動物細胞工学会2006年度国際会議
生命
IBA2006 日本開催実行委員会
第17回国際クマ学会
生命・地球環境
第10回東京大学物性研究所国際シンポジウム“ 表面におけるナノサイエンス” 物質・材料
東京大学物性研究所
再生可能エネルギー2006国際会議組織委員会
再生可能エネルギー2006国際会議
地球環境
千葉大学公共研究センター
国際ワークショップ「サービサイズ−その可能性と障壁−」
地球環境
（社）応用物理学会
シリコンカーバイド及び関連材料に関する国際会議
物質・材料
第9回植物の嫌気応答に関する国際会議―作物と野生植物の冠水適応生物学
日本 ISPA 組織委員会
生命
北海道大学大学院 理学研究院
荷電界面に関する国際会議 2007
物質・材料
国際ヒトレトロウイルス学会
第13回国際ヒトレトロウイルス会議
生命
第6回国際動物実験代替法会議運営委員会、日本動物実験
第6回国際動物実験代替法会議
生命
代替法学会、日本学術会議
北海道大学
第5回飼料作物および芝草の分子育種に関する国際シンポジウム 地球環境
国際植物ミトコンドリア科学会議組織委員会
国際植物ミトコンドリア科学会議
生命
プラズマ応用科学会
第6回プラズマ応用科学国際シンポジウム
物質・材料
気泡と気液界面の力学、物理、化学に関する第1回国際コロッ 気泡と気液界面の力学、物理、化学に関する
物質・材料
キウム国際会議組織委員会、北海道大学大学院工学研究科 第1回国際コロッキウム
第14回有機合成指向有機金属化学国際会議
第14回有機合成指向有機金属化学国際会議組織委員会
物質・材料
第13回毒性評価国際シンポジウム
第13回毒性評価国際シンポジウム実行委員会
地球環境
（社）日本機械学会エンジンシステム部門
第13回国際スターリングエンジン会議
地球環境
2007
東アジア国際分子科学ワークショップ
（独）理化学研究所 鈴木化学反応研究室
物質・材料
第12回高分子錯体に関する IUPAC 国際会議（MMC-12）
平成19年度 MMC-12組織委員会（高分子学会・超分子研究会）
物質・材料
国際静脈学会アジア部会
国際静脈会議 アジア部会
生命
国際生態心理学会
第14回知覚と行為に関する国際会議
文理融合
ISME アジア地域会議
国際微生物生態学会
生命・地球環境
7th ICTPPO 組織委員会
第7回光合成生物におけるテトラピロール受光体に関する国際会議 生命・地球環境
NDNC 実行委員会
ニューダイヤモンドとナノカーボン国際会議
物質・材料
放射化分析研究会
第12回「放射化分析の最近の動向」に関する国際会議
物質・材料
日本マクロファージ分子細胞生物学研究会
第16回マクロファージ分子細胞生物学国際シンポジウム
生命
Asian Joint Committee on Plasma Surface Engineering 第6回アジア・ヨーロッパプラズマ表面工学に関する国際会議
物質・材料
組紐国際会議運営委員会
組紐国際会議
文理融合
ICOST2007実行委員会
第5回知的住宅と遠隔医療に関する国際会議（ICOST2007）
文理融合
ICCE2007組織委員会
第15回コンピュータと教育に関する国際会議
文理融合
日本真空協会 スパッタリングおよびプラズマプロセス国際
第9回スパッタリングおよびプラズマプロセス国際シンポジウム 物質・材料
シンポジウム実行委員会
第7回国際頭足類シンポジウム実行委員会
第7回国際頭足類シンポジウム
生命・地球環境
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助成 年度

主催者
会議名称
日本学術会議 (Science Council of Japan) 、日本化学会
第12回新芳香族化学国際会議
(The Chemical Society of Japan)

2007
平成19年度 日本学術振興会マイクロビームアナリシス第141委員会

分野
物質・材料

6th International Symposium on Atomic Level
生命、
Characterizations for New Materials and Devices ʼ07 (ALCʼ07) 物質・材料
STeLA（Science and Technology Leadership Association) STeLA Leadership Forum 2007 in Tokyo
文理融合
第6回ホウ酸ガラス、結晶ならびに融体に関する国際会議
（財）高輝度光科学研究センター
（JASRI/Spring-8）
物質・材料
日本樹状細胞研究会
第10回国際樹状細胞シンポジウム
生命
ICPEPA2008実行委員会
第6回光励起プロセスとその応用に関する国際会議
物質・材料
IWRDD-10 組織委員会
第10回 DNA 放射線損傷国際ワークショップ
生命
国際地下圏微生物シンポジウム
（ISSM2008実行委員会） 国際地下圏微生物シンポジウム
地球環境
千葉県がんセンター
（研究所）
第13回国際神経芽腫学会
生命
日本動物細胞工学会
第21回日本動物細胞工学会国際会議（JAACT2008）
生命
組織酸素輸送国際学会
組織酸素輸送に関する国際会議2008
生命
第7回国際法医学シンポジウム組織委員会
第7回国際法医学シンポジウム
生命
テクノロジーを利用した外国語教育第3回世界大会
外国語教育メディア学会（LET）
文理融合
国際植物メタボロミクス委員会
第5回国際植物メタボロミクス会議
生命
第11回世界乳幼児精神保健学会世界大会日本組織委員会 第11回世界乳幼児精神保健学会世界大会
文理融合
日本プロテインホスファターゼ研究会
第8回国際プロテインホスファターゼカンファレンス
生命
（社）日本水産学会、内閣府日本学術会議
第5回世界水産学会議
地球環境
2008
International Union Crystallography
XXI Congress of the International Union of Crystallography 生命、物質・材料、地球環境
平成20年度 第二回アジア液体混合会議 実施委員会
第二回アジア液体混合会議
物質・材料
11th Czech - Japan Seminar on Date Analysis and
チェコ・ジャパン・セミナー2008 実行委員会
文理融合
Decision Making under Uncertainty
生命
日韓植物シンポジウム実行委員会
日韓シンポジウム「植物の成長とシグナル伝達」
生命
第16回生体磁気国際会議
第16回生体磁気国際会議組織委員会
物質・材料
島根大学
機能性材料と構造物の力学に関するアジア会議
生命
第12回赤堀コンファレンス（2008年）日独ペプチド科学シンポジウム
赤堀コンファレンス協会
地球環境
国際森林研究機関連合（ブナの生体と育林技術に関する作業部会） 第8回 IUFRO 国際ブナシンポジウム
MPSA2008組織委員会、IAPSAP
第17回国際タンパク質化学構造解析会議
生命
International Symposium on Polymer Physics
高分子物理国際シンポジウム組織委員会
物質・材料
日本結晶成長学会 文部科学省 科学研究費補助金 特定領域研究 第2回 III 族窒化物結晶成長国際シンポジウム
物質・材料
国際脂質過酸化反応シンポジウム組織委員会
国際脂質過酸化反応シンポジウム
生命
第21回国際結晶学会（IUCr2008）
サテライト会議組織委員会 第21回国際結晶学会（IUCr2008）サテライト会議
物質・材料
日本膜学会
第10回国際無機膜会議
物質・材料
国際生物学の歴史・哲学・社会学会ワークショップ
国際生物学の歴史・哲学・社会学会（ISHPSSB）
生命、文理融合
多目的森林管理に関する国際研究集会組織委員会
多目的森林管理に関する国際研究集会
地球環境
Kyoto T cell Conference
The 5th International Workshop of Kyoto T Cell Conference
生命
応用物理学会
第5回高分解能深さプロファイリングに関する国際研究集会
物質・材料
国際園芸学会、日本農業気象学会園芸工学研究部会
「光と園芸」国際シンポジウム
生命
D −アミノ酸研究会
International Conference of D-Amino Acid Research (IDAR)
生命
（社）高温学会内レーザ加工学会
第5回レーザ先端材料加工国際会議
物質・材料
Ecological Volatiles 国際シンポジウム組織委員会
International Symposium on Ecological Volatiles
生命
第14回国際生物無機化学会議組織委員会、日本学術会議、
第14回国際生物無機化学会議
生命、物質・材料
錯体化学会、日本化学会
15th International Workshops on Campylobacter,
CHRO2009
生命
Helicobacter, and Related Organisms (CHRO2009)
ASCB − JSCB − RIKEN CDB Joint Meeting on “Building
ASCB − JSCB − RIKEN CDB Joint Meeting 組織委員会 the Body Plan: How Cell Adhesion, Signaling, and
生命
Cytoskeletal Regulation Shape Morphogenesis ”
2009
AIWQ5組織委員会
第5回準結晶に関するアジア国際ワークショップ
物質・材料
平成21年度 第9回 VIP ／ PACAP 関連ペプチド国際シンポジウム組織委員会 第9回 VIP ／ PACAP 関連ペプチド国際シンポジウム
生命
ISEPEP3組織委員会
第3回外温動植物の環境生理学に関する国際シンポジウム 生命、地球環境
第8回国際ゲノム会議
（独）日本学術振興会 ゲノムテクノロジー第164委員会
生命
複合系の光機能研究会
第18回配位化合物の光化学・光物理国際シンポジウム 物質・材料、地球環境
物質・材料、地球環境
（独）産業技術総合研究所、
（社）エコデザイン学会連合
エコデザイン2009国際シンポジウム
東京工業大学応用セラミックス研究所・フロンティア研究セン
物質・材料
第3回先進セラミックス材料の科学と技術に関する国際会議
ター・材料系 G-COE・工学部無機材料工学科
生命、物質・材料、地球環境
第5回国際アントシアニンワークショップ開催実行委員会
第5回国際アントシアニンワークショップ
生命
第16回シトクロム P450国際会議
第16回シトクロム P450国際会議組織委員会
第4回機能性色素および先端材料に関する東アジアシンポジウム 物質・材料
近畿化学協会 機能性色素部会・エレクトロニクス部会
生命
九州大学大学院歯学研究院 第6回日韓若手交流セミナー組織委員会 細胞シグナリングに関する第6回日韓若手交流セミナー
International Symposium on Theory of Molecular
物質・材料
諸熊博士誕生日記念シンポジウム組織委員会
Structure, Function and Reactivity
IWA（国際水協会）、IAHR（国際水理学会）、東京大学
地球環境
第8回都市排水モデリング国際会議
PBFC2009国際会議組織委員会
物質・材料
第4回ポリマーバッテリーと燃料電池に関する国際会議
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助成年度

主催者

会議名称

国際脈管学会アジア部会組織委員会

国際脈管学会アジア部会
Post-genomic Advances in the Physiology of Smooth Muscle

名古屋市立大学大学院医学研究科細胞生理学分野

2009
日本光学会 微小光学研究グループ
平成21年度 日本脂質生化学会
日本糖質学会
IFMSS2010実行委員会

第29回国際胎児医学・外科学会

生命

生命

花 王 科 学 賞 受 賞 者（ 化 学・物 理 学 分 野 ）
氏名

君塚信夫
中田 聡

研究題目

界面化学と分子認識の融合による新しい分子組織化学の開拓

中山知信

非線形ダイナミクスを活用した膜・表面の機能増幅に関する研究
C60,CaF 単層結晶膜の形成と欠陥導入の原子プロセス研究

田中敬二

高分子膜表面のガラス転移に関する研究

村越 敬

後藤真宏

所属

九州大学大学院 工学研究科物質総合工学研究科

奈良教育大学 教育学部

理化学研究所 表面界面工学研究室

電子の流れを制御する電気化学表面ナノ構造形成

大阪大学大学院 基礎工学研究科

九州大学大学院 工学研究科 応用化学部門

近藤 寛

高分子膜表面へのマイクロレーザー分子注入システムの開発
走査型トンネル顕微鏡と放射光 X 線分光法による自己組織化膜の構造と分子プロセスの解明

甲賀研一郎

界面における水の構造と相転移

福井賢一
松浦和則

コロイドアモルファスが示す角度依存性のない構造色発現機能の発見

栄長泰明

界面の化学制御を利用した光制御可能な磁性材料の開発

矢貝史樹

制御された単分子接合における電子伝導特性の解明

谷口正輝

超分子色素モジュール化による機能性ソフトマテリアルの創製
1分子 DNA シークエンサーの開発

大場友則

疎水性ナノ空間中水分子の特異水素結合形成機構の解明

植村卓史
杉本宜昭

東京大学大学院 理学系研究科

岡山大学大学院 自然科学研究科

生体分子のプログラム自己集合による新しいナノ構造体の構築

竹岡敬和
木口 学

物質・材料研究機構 材料研究所

金属酸化物・炭化物触媒表面における微視的反応プロセスの可視化とその解明 東京工業大学大学院 理工学研究科
九州大学大学院 工学研究院 応用化学部門
名古屋大学大学院 工学研究科

東京工業大学大学院 理工学研究科 化学専攻
慶應義塾大学 理工学部

千葉大学大学院 工学研究科
大阪大学 産業科学研究所

金属錯体ナノ細孔内での高分子化学

京都大学大学院 工学研究科

千葉大学大学院 理学研究科

唯 美津木

原子間力顕微鏡による単原子分子計測技術の開発
固体触媒の分子レベル表面構築と XAFS イメージング

生越友樹

柱型環状分子ピラーアレーンの創成と機能性空間材料への展開 金沢大学 新学術創成研究機構 ナノ生命科学研究所

丸山達生

高島義徳

東京大学大学院 新領域創成科学研究科

名古屋大学 物質科学国際研究センター

新規低分子ゲルの革新的機能の提案

神戸大学大学院 工学研究科

超分子特有の架橋構築による革新的材料設計学の創成

顕彰

大阪大学高等共創研究院・大学院 理学研究科

花 王 科 学 賞 受 賞 者（ 医 学・生 物 学 分 野 ）

顕彰年度
氏名
1999 平成11年度 室 慶直
2000 平成12年度 森田和政

2001 平成13年度 山口裕史
2002 平成14年度
2003 平成15年度
2004 平成16年度
2005 平成17年度
2007 平成19年度
2008 平成20年度
2009 平成21年度
2010 平成22年度
2011 平成23年度
2012 平成24年度
2013 平成25年度
2014 平成26年度
2015 平成27年度
2016 平成28年度
2017 平成29年度
2018 平成30年度
2019 令和元年度

生命

第15回微小光学国際会議（MOCʼ09）
物質・材料
第4回ホスホリパーゼ A2と脂質メディエーターに関する国際会議
生命
第25回国際糖質シンポジウム
生命

顕彰
顕彰年度
1998 平成10年度
1999 平成11年度
2000 平成12年度
2001 平成13年度
2002 平成14年度
2003 平成15年度
2004 平成16年度
2005 平成17年度
2006 平成18年度
2007 平成19年度
2008 平成20年度
2009 平成21年度
2010 平成22年度
2011 平成23年度
2012 平成24年度
2013 平成25年度
2014 平成26年度
2015 平成27年度
2016 平成28年度
2017 平成29年度
2018 平成30年度
2019 令和元年度

分野

加藤昌志
椛島健治
森井英一
福田光則
國澤 純

西野邦彦
中江 進

日比野 浩
小柴琢己
生沼 泉

久保田義顕

研究題目

所属
名古屋大学 医学部付属病院

膠原病患者の自己抗体とその対応抗原の分子生物学的解析

皮膚におけるタイトジャンクションに関する研究

上皮−間葉系相互作用を介した手掌足底型（掌蹠型）皮膚の再生機序及び掌蹠
創傷治癒への臨床応用に関する研究
RET により制御される皮膚メラノサイト増殖とメラニン産生機序の解析
皮膚・粘膜免疫におけるプロスタノイドの役割の包括的解明

京都大学大学院 医学研究科

大阪大学大学院 医学系研究科
名古屋大学大学院 医学系研究科

京都大学大学院 医学研究科

大阪大学大学院 医学系研究科
皮膚におけるマスト細胞の数と機能を制御する因子の解析
東北大学大学院 生命科学研究科
Rab27A エフェクター分子群によるメラノソーム輸送の分子メカニズムの解明
粘膜表層を介した粘膜免疫制御機構の解明と免疫療法への応用 東京大学 医科学研究所 感染・免疫部門 炎症免疫学分野
薬剤輸送と病原性発現に関与する膜蛋白質機能の解明
肺および皮膚免疫における IL-17の役割の解析

大阪大学 産業科学研究所 感染制御学研究分野

東京大学 医科学研究所 フロンティア研究拠点（中江グループ）

新潟大学大学院 医歯学総合研究科
上皮による内耳内リンパ液の特殊電位環境の成立機構の解明
ミトコンドリアの膜ダイナミックス制御とその生理機能的役割に関する研究 九州大学大学院 理学研究院 生物科学部門
京都大学大学院 生命科学研究科 生体システム学分野
神経軸索ガイダンス因子の情報伝達経路の解明
腫瘍血管内皮細胞特異的な分子メカニズムの解明

慶應義塾大学 医学部

濱崎洋子

自治医科大学 分子病態研究部
血管内皮細胞における動的な生体維持と破綻メカニズム：二光子顕微鏡を用いた可視化解析
NLRP3 inflammasome による新しいウイルス認識機構の解明 東京大学 医科学研究所 感染症国際研究センター
京都大学 iPS 細胞研究所
中枢性自己寛容を保証する胸腺髄質上皮細胞の発生と維持に関する研究

森本 充

管腔臓器の特徴的な形態を作る間充織細胞の極性化と分化の研究

西村 智

一戸猛志
七田 崇
杉村 薫

脳血管障害における自然免疫メカニズムの解明
上皮組織発生の力学制御の解明

東京都医学総合研究所 生体分子先端研究分野

理化学研究所 呼吸器形成研究チーム
京都大学 高等研究院
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