
申請数 採択数 採択率

361 60 16.6%

357 74 20.7%

１年派遣 274 47 17.2%

２年派遣 54 3 5.6%

３年派遣 10 1 10.0%

特別派遣 14 5 35.7%

１５歳以上１８歳未満の部 9 4 44.4%

※ 下線の数値は前年度

平成28年度「新進芸術家海外研修制度」申請及び採択状況

事業名等

新進芸術家海外研修制度



平成２８年度 新進芸術家海外研修制度研修員一覧

国 都市

1年 今林 明子 洋画 ポーランド クラクフ

1年 境澤 邦泰 現代絵画 アメリカ合衆国 ニューヨーク

1年 戸田 麻子 油彩絵画 ベルギー ブリュッセル

1年 蓜島 伸彦 洋画 スロヴァキア ブラチスラヴァ

1年 堀 園美 彫刻 フランス パリ

1年 三谷 理華 日仏文化交流史 フランス パリ

1年 大野 公士 彫刻 オランダ デルフト

1年 寺江 圭一朗 現代美術 中華人民共和国 重慶

1年 蓮沼 昌宏 現代美術 ドイツ フランクフルト

1年 林 加奈子 現代美術 ドイツ ベルリン

1年 山本 高之 美術 イギリス ロンドン

1年 河合 智子 写真 ドイツ ベルリン

1年 川久保ジョイ 写真・現代美術 イギリス ロンドン

1年 神谷 修平 建築 デンマーク コペンハーゲン

1年 森 弘子 建築 フィンランド ヘルシンキ

1年 橘 匡子 アートマネジメント イギリス ロンドン

2年 大久保 如彌 絵画 アメリカ合衆国 ニューヨーク

2年 利部 志穂
現代美術，彫刻，インスタレーショ
ン

イタリア ミラノ

特別 新恵 美佐子 日本画 インド コルカタ

特別 薬師寺 章雄 版画 イタリア ミラノ

特別 三田村 光土里 視覚・空間芸術 ドイツ ヴィスバーデン

1年 谷垣 千沙 ソプラノ ドイツ シュトゥットガルト

1年 種谷 典子 ソプラノ・リリコ・レッジェーロ スイス ルガーノ

1年 竹下 裕美 ソプラノ オーストリア ウィーン

1年 藤井 麻美 メゾソプラノ イタリア ペーザロ

1年 藤田 彩歌 メゾソプラノ イタリア ミラノ

1年 伊藤 達人 テノール ドイツ ベルリン

1年 谷 郁 合唱指揮 オーストリア グラーツ

1年 中谷 彩花 ピアノ ロシア モスクワ

1年 仁田原 祐 ピアノ オーストリア ザルツブルク

1年 伏木 唯 ピアノ ドイツ ベルリン

1年 湯上 かおり チェンバロ フランス リヨン

1年 福本 茉莉 オルガン，教会音楽 ドイツ ハンブルク

1年 清永 あや ヴァイオリン アメリカ合衆国 ロサンゼルス

1年 秋月 沙奈美 チェロ ドイツ フランクフルト

1年 原川 翔太郎 ホルン ドイツ ベルリン

1年 森岡 佐和 トロンボーン オランダ アムステルダム

1年 小暮 浩史 クラシックギター フランス ストラスブール

2年 野崎 剛右 リコーダー（古楽） フランス パリ

3年 藤江 扶紀 ヴァイオリン フランス パリ

研修先
氏名分野

音楽（19名）

研修期間 専門分野

美術（21名）
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平成２８年度 新進芸術家海外研修制度研修員一覧

国 都市
研修先

氏名分野研修期間 専門分野

1年 加賀谷 葵 現代舞踊 イスラエル エルサレム

1年（15歳以
上18歳未満）

有明 歩 現代舞踊 アメリカ合衆国 ニューヨーク

1年（15歳以
上18歳未満）

海藤 優丞 バレエ，モダンダンス スイス チューリッヒ

1年（15歳以
上18歳未満）

長谷川 諒太 クラシックバレエ イギリス ロンドン

1年（15歳以
上18歳未満）

安村 秀熙 バレエ ドイツ ハンブルク

特別 池上 直子 振付，芸術監督 ドイツ レーゲンスブルグ

特別 伊藤 範子 振付 イタリア ミラノ

1年 大澤 遊 演出 イギリス ダービー

1年 神里 雄大 演出・劇作 アルゼンチン ブエノスアイレス

1年 河田 園子 演出 イギリス ブリストル

1年 長田 紫乃 ドラマトゥルク ドイツ ドレスデン

1年 南保 大樹 俳優 フランス エタンプ

1年 松山 立 演技，俳優トレーニング イギリス ロンドン

1年 池宮城 直美 舞台美術 イギリス ロンドン

1年 百合山 真人 舞台音響 大韓民国 慶尚南道密陽市

1年 定者 如文 撮影 アメリカ合衆国 ロサンゼルス

1年 村岡 伸一郎 プロデューサー マレーシア ジョボール・バル

1年 池田 武史 映像メディア，パフォーマンス オランダ アムステルダム

1年 木村 悟之 メディアアート ドイツ ケルン

1年 今野 恵菜 インタラクションデザイン アメリカ合衆国 サンフランシスコ

舞台美術
（2名）

舞踊（7人）

演劇（6名）

メディア芸術
（3名）

映画（2名）
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