
申請数 採択数 採択率

261 59 22.6%

１年派遣 194 43 22.2%

２年派遣 32 6 18.8%

３年派遣 4 0 0.0%

特別派遣 16 5 31.3%

１５歳以上１８歳未満の部 15 5 33.3%

（参考）昨年度（令和元年度）は申請数238名，採択数47名，採択率19.7％

令和２年度「新進芸術家海外研修制度（長期研修）」申請及び採択状況

事業名等

新進芸術家海外研修制度



令和２年度 新進芸術家海外研修制度（長期研修）研修員一覧

国・地域 都市

1年 大﨑 のぶゆき 現代美術 ドイツ シュトゥットガルト

1年 大野 洋平 現代美術 中華人民共和国 上海

1年 小川 希 アートマネジメント オーストリア ウィーン

1年 北川 貴好 現代美術 イギリス・北アイルランド ベルファスト

1年 是恒 さくら 現代美術 ノルウェー オスロ

1年 澤山 遼 美術評論 アメリカ ニューヨーク

1年 杉下 浩平 建築 アメリカ ニューヨーク

1年 鈴木 貴徳 現代美術 オランダ アムステルダム

1年 鈴木 光 現代美術 アルゼンチン ブエノスアイレス

1年 鷹野 健 版画 カナダ エドモントン

1年 中村 愛子 ステンドグラス フランス パリ

1年 濱野 怜子 現代美術 メキシコ グアダラハラ

1年 東方 悠平 現代美術 ベトナム フエ

1年 丸山 純子 現代美術 ドイツ ベルリン

2年 井上 麻由美 テキスタイル造形 フランス
①パリ
②サン＝クルー

2年 杉藤 良江 絵画 アメリカ ニューヨーク

特別 石塚 元太良 写真 フィンランド ケミヤルビー

特別 吉賀 あさみ 日本画 インド ベンガルール

1年 大川 博 声楽（バリトン） イタリア トリエステ

1年 大梅 慶子 声楽（ソプラノ） ドイツ ミュンヘン

1年 上島 緑 声楽（メゾ・ソプラノ） イタリア クレモナ

1年 中江 早希 声楽（ソプラノ） オーストリア ウィーン

1年 野町 知弘 声楽（バリトン） イタリア ミラノ

1年 平野 柚香 声楽（ソプラノ） スイス ルガーノ

1年 濱松 孝行 声楽（テノール） イタリア ミラノ

1年 湯川 亜也子 声楽（メゾ・ソプラノ） フランス パリ

1年 秋山 友貴 ピアノ伴奏 フランス パリ

1年 大崎 由貴 ピアノ オーストリア ザルツブルク

1年 奥田 ななみ ピアノ フランス パリ

1年 会所 幹也 リュート ドイツ フランクフルト

1年 黒崎 拓海 ピアノ ドイツ ワイマール

1年 竹本 百合子 ヴァイオリン ドイツ ベルリン

1年 田中 杏菜 ヴァイオリン スペイン マドリード

1年 樋口 奈穂 ハープ ドイツ ハンブルク

1年 廣田 響子 ピアノ オーストリア ザルツブルク

1年 松本 歩弓 ピアノ イタリア
①ローマ
②パルマ

1年 山影 頼楓 ヴァイオリン オーストリア ウィーン

研修期間 分野 氏名 専門分野
研修先

音楽（21名）

美術（18名）
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令和２年度 新進芸術家海外研修制度（長期研修）研修員一覧

国・地域 都市
研修期間 分野 氏名 専門分野

研修先

2年 小川 栞奈 声楽(ソプラノ) イタリア ミラノ

2年 横山 和美 声楽(ソプラノ) オーストリア ウィーン

1年 藤村 港平 コンテンポラリーダンス ドイツ ベルリン

1年 山形 ゆり香 コンテンポラリーバレエ イギリス ロンドン

1年（15歳以上18
歳未満の部） 柴田 英里 バレエ イギリス ロンドン

1年（15歳以上18
歳未満の部） 須藤 千尋 バレエ スイス チューリッヒ

1年（15歳以上18
歳未満の部） パティントン エリザベス バレエ フランス ナンテール

1年（15歳以上18
歳未満の部） 淵山 隼平 バレエ アメリカ ボカラトン

1年（15歳以上18
歳未満の部） 山本 涼杏 バレエ ロシア モスクワ

1年 雄貴 俳優 カナダ バンクーバー

1年 小林 春世 俳優 アメリカ ニューヨーク

1年 橋本 裕介 アートマネジメント アメリカ ニューヨーク

2年 朴 建雄 ドラマトゥルク ポーランド
①ヴロツワフ
②ワルシャワ

特別 稲葉 賀恵 演出 フランス パリ

2年 守山 真利恵
舞台監督、プロダクションマネー
ジャー

ロシア サンクトペテルブルク

特別 二村 周作 舞台美術 イギリス ロンドン

1年 大矢 英代 ドキュメンタリー映画 アメリカ バークレー

1年 松井 宏 プロデューサー フランス パリ

1年 森永 泰弘 映画音楽・サウンドデザイン ポルトガル リスボン

特別 御木 茂則 映画撮影 フランス パリ

1年 津田 道子 インスタレーション、パフォーマンス アメリカ ニューヨーク

1年 三浦 陽平 ネットワーク ドイツ ベルリン

舞台美術
（2名）

映画（4名）

メディア芸術
（2名）

音楽（21名）

舞踊（7人）

演劇（5名）
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