
申請数 採択数 採択率

454 64 14.1%

313 79 25.2%

１年派遣 328 53 16.2%

２年派遣 67 5 7.5%

３年派遣 16 1 6.3%

特別派遣 36 4 11.1%

１５歳以上１８歳未満の部 7 1 14.3%

※ 下線の数値は前年度

平成26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２６年度 新進芸術家海外研修制度研修員一覧

国 都市

1年 水野 暁 洋画 スペイン マドリッド

1年 藤本 易代 工芸 インドネシア ソロ

1年 三枝 一将 工芸（鋳金） イタリア カッラーラ

1年 加藤 大介 漆芸・彫刻 ドイツ ベルリン・ミュンスター

1年 近藤 健一
現代美術、アートマネージメン
ト

ドイツ ベルリン

1年 高橋 瑞木
現代美術、アートマネージメン
ト、美術教育

イギリス ロンドン

1年 辻 泰岳 アートマネジメント アメリカ ニューヨーク

1年 森 真理子
アートマネジメント（コミュニ
ティ・アート）

マレーシア クアラルンプール

1年 栗林 隆 現代美術 インドネシア ジャカルタ

1年 雨宮 庸介 現代美術 オランダ アムステルダム

1年 冨井 大裕 彫刻 アメリカ ニューヨーク

1年 荒川 医
現代美術、パフォーマンス・
アート及びインスタレーション

アメリカ ニューヨーク

1年 北上 紘太郎 建築設計 中国 武漢市

1年 川村 格夫 グラフィックデザイン アメリカ ニューヨーク

1年 足立 元 評論 イギリス ロンドン

2年 柴田 智明 日本画 アメリカ ロサンゼルス

2年 加藤 翼 現代美術 アメリカ シアトル

2年 太田 麻里 絵画、パフォーマンス ドイツ ベルリン

特別 上松 和夫 彫刻 イタリア フィレンツェ

特別 安喜 万佐子 絵画 アメリカ ノーザンプトン

特別 瀧本 光國 彫刻 イタリア アルビッソーラ・マリーナ

1年 竹多 倫子 ソプラノ イタリア ミラノ

1年 田中 絵里加 ソプラノ イタリア ミラノ

1年 今野 沙知恵 ソプラノ ドイツ ニュルンベルク

1年 新海 康仁 テノール イタリア カターニャ

1年 又吉 秀樹 テノール オーストリア ウィーン

1年 木村 善明 テノール ドイツ シュトゥットガルト

1年 門間 信樹 バスバリトン アメリカ ニューヨーク

1年 岩村 雅人 アートマネジメント アメリカ サンタフェ、ニューヨーク

1年 梅村 知世 ピアノ ドイツ ベルリン

1年 立上 舞 ヴァイオリン ドイツ ベルリン

1年 迫間 野百合 バロックヴァイオリン オランダ デンハーグ

1年 大野 若菜 ヴィオラ ドイツ ベルリン

1年 伊藤 悠貴 チェロ イギリス ロンドン

1年 川井 真由美 チェロ ドイツ ミュンヘン

1年 本間 達朗 コントラバス オーストリア ウィーン

1年 宮西 純 チューバ フランス パリ

2年 北爪 裕道 作曲 フランス パリ

2年 深井 愛記音 リコーダー オーストリア ウィーン

3年 松本 紘佳 ヴァイオリン オーストリア ウィーン

研修先
氏名

美術（21名）

音楽（19名）

研修期間 専門分野
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平成２６年度 新進芸術家海外研修制度研修員一覧

国 都市
研修先

氏名研修期間 専門分野

1年 川崎 陽子 アートマネージャー ドイツ ベルリン

1年 小倉 由佳子 アートマネジメント イギリス ロンドン

1年 船木 こころ コンテンポラリーダンス オランダ アムステルダム

1年 川合 杏奈 コンテンポラリーダンス ドイツ ヴィースバーデン、ベルリン

1年 田中 恵美理 コンテンポラリーダンス ドイツ ベルリン

1年 佐合 萌香 クラシックバレエ 大韓民国 ソウル

1年 竹下 暁子 舞台作品のプロデュース イギリス ブリストル

1年 高橋 純一 舞踊 フィンランド ヘルシンキ

1年（15歳以
上18歳未満）

野崎 沙帆 バレエ イギリス バーミンガム

1年 古元 道広 演劇制作 アメリカ ニューヨーク

1年 美波 俳優 フランス パリ

特別 あごう さとし 演出、芸術監督 フランス パリ

1年 賀澤 礼子 照明 ドイツ ベルリン、他

1年 早川 すみれ 舞台衣裳デザイナー ベルギー アントワープ、ブリュッセル

1年 山口 英峰
舞台監督、技術監督、プロダ
クションマネージャー

カナダ ケベック

1年 香坂 奈奈 舞台美術デザイン ドイツ ベルリン

1年 鈴木 伸和 映像アーカイブ カンボジア プノンペン

1年 富田 克也 映画、演出 タイ バンコク

1年 熊切 和嘉 映画(映画監督) フランス パリ

1年 清村 俊幸 撮影 フランス パリ

1年 木津 俊彦 撮影、照明 アメリカ ロサンゼルス

1年 鈴木 一真 俳優 アメリカ ロサンゼルス

1年 久保 雄太郎 アニメーション カナダ バンクーバー

1年 有川 滋男 映像 オランダ アムステルダム

メディア芸術
（2名）

映画（6名）

舞踊（9名）

演劇（3名）

舞台美術等
（4名）
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