
申請数 採択数 採択率

280 66 23.6%

361 60 16.6%

１年派遣 216 54 25.0%

２年派遣 42 8 19.0%

３年派遣 4 1 25.0%

特別派遣 12 1 8.3%

１５歳以上１８歳未満の部 6 2 33.3%

※　下線の数値は前年度

平成29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２９年度　新進芸術家海外研修制度研修員一覧
平成29年4月3日現在

国・地域 都市

1年 玉井　祥子 日本画 アメリカ合衆国 ニューヨーク

1年 湯浅　ひろみ 油絵 イタリア フィレンツェ

1年 坂本　和也 絵画 台湾 台北

1年 松本　奈央子 絵画 ドイツ ミュンスター

1年 平井　晴香 絵画 ドイツ ベルリン

1年 長嶋　由季 銅板画 フィンランド ユヴァスキュラ

1年 古橋　まどか 現代美術 メキシコ
オアハカ
メキシコシティ

1年 常信　明子 工芸（七宝） イギリス エジンバラ

1年 鈴木　りん 保存・修復（陶磁器） オランダ アムステルダム

1年 池崎　拓也 現代美術 アメリカ合衆国 ニューヨーク

1年 イノウエ　みゆき 現代美術 オランダ アムステルダム

1年 谷山　恭子 インスタレーション ドイツ ベルリン

1年 石井　香菜子 現代美術 ドイツ ベルリン

1年 小鷹　拓郎 現代美術 タイ チェンマイ

1年 柴山　拓郎 サウンドアート ドイツ カールスルーエ

1年 春木　麻衣子 現代美術・写真 フランス パリ

1年 村上　華子 現代美術・写真 アメリカ合衆国
ロサンゼルス
ニューヨーク

1年 柳井　信乃 現代美術・写真 イギリス ロンドン

1年 佐脇　三乃里 アートマネジメント オランダ デンハーグ

1年 西尾　玲子 建築 カナダ バンクーバー

1年 津川　恵理 建築 アメリカ合衆国 ニューヨーク

1年 横尾　真 建築 セルビア ベオグラード

2年 中野　晋介 ファッションデザイン イギリス ロンドン

2年 ナイル・ケティング 現代美術 ドイツ ベルリン

2年 津田　純佳 アートマネジメント, 美術教育 イタリア レッジョ・エミリア

特別（80日） 谷　昭佳 写真史, 写真保存修復 イギリス ロンドン

1年 佐藤　優子 ソプラノ イタリア ミラノ

1年 山田　花織 ソプラノ イタリア
ミラノ
サロンノ

1年 金澤　桃子 メゾソプラノ フランス パリ

1年 水野　秀樹 テノール イタリア ボローニャ

1年 深瀬　廉 バリトン ドイツ ベルリン

1年 粂原　裕介 指揮 イタリア ミラノ

1年 飯塚　茉莉子 ソプラノ イタリア ローマ

1年 神吉　ひかる ピアノ ドイツ ハノーファー

1年 木村　友梨香 ピアノ ドイツ ベルリン

1年 中川　愛梨 ピアノ ロシア モスクワ

1年 三原　未紗子 ピアノ オーストリア ザルツブルク

1年 和田　絢子 ピアノ ドイツ ミュンヘン

1年 龍田　優美子 オルガン アメリカ合衆国 ブルーミントン

研修期間 専門分野

美術（26名）

研修先
氏名分野

音楽（19名）



平成２９年度　新進芸術家海外研修制度研修員一覧
平成29年4月3日現在

国・地域 都市
研修期間 専門分野

研修先
氏名分野

1年 長山　恵理子 ヴァイオリン イギリス ロンドン

1年 山澤　慧 チェロ ドイツ フランクフルト

2年 石川　友香理 チェンバロ フランス リヨン

2年 齋藤　澪緒 ヴァイオリン ドイツ ニュルンベルク

2年 高瀬　真吾 打楽器 ドイツ カールスルーエ

3年 友滝　真由 ヴァイオリン ドイツ ベルリン

1年 工藤　朋子 フラメンコ スペイン セビージャ

1年 田村　陽子 フラメンコ舞踊 スペイン セビージャ

1年 小倉　藍歌 舞踊家, 振付・指導 ドイツ ベルリン

1年（15歳以上
18歳未満）

五十嵐　脩 クラシックバレエ オーストラリア メルボルン

1年（15歳以上
18歳未満）

中村　淳之介 クラシックバレエ カナダ トロント

2年 レゲット 瑛美 コンテンポラリー・ダンス ベルギー ブリュッセル

2年 土田　貴好 振付・演出・芸術監督 ドイツ ベルリン

1年 叶　雄大 劇作・演出 イギリス バーミンガム

1年 森　新太郎 演出 シンガポール シンガポール

1年 秋草　瑠衣子 俳優 フランス パリ

1年 西村　壮悟 俳優 イギリス ロンドン

1年 齋藤　啓 演劇制作 イギリス エジンバラ

1年 鳥海　咲 舞台照明 イギリス ロンドン

1年 筆谷　亮也 照明 ベルギー ブリュッセル

1年 河内　崇
舞台監督,
プロダクションマネージャー

カナダ モントリオール

1年 林　弘樹 映画監督 イタリア ベネツィア

1年 關根　靖享 映画・撮影監督 アメリカ合衆国 ロサンゼルス

1年 福井　一夫 プロダクションマネジメント アメリカ合衆国 ニューヨーク

1年 根岸　純子 アニメーション イギリス マンチェスター

1年 赤岩　やえ メディア・アート アメリカ合衆国 ニューヨーク

1年 伊東　玄己 映像演出 アメリカ合衆国 ニューヨーク

メディア芸術
（3名）

映画（3名）

舞台美術
（3名）

舞踊（7人）

演劇（5名）

音楽（19名）


