
申請数 採択数 採択率

274 64 23.4%

280 66 23.6%

１年派遣 213 50 23.5%

２年派遣 29 6 20.7%

３年派遣 5 0 0.0%

特別派遣 15 5 33.3%

１５歳以上１８歳未満の部 12 3 25.0%

※ 下線の数値は前年度

平成30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30年度 新進芸術家海外研修制度研修員一覧

国・地域 都市

1年 髙木 大地 絵画 オランダ ハールレム

1年 益永 梢子 絵画，現代美術 アメリカ合衆国 ニューヨーク

1年 伊藤 知宏 絵画 アメリカ合衆国 ニューヨーク

1年 池田 真理子 絵画 イギリス ロンドン

1年 野村 康生 絵画，現代美術 アメリカ合衆国 ニューヨーク

1年 山上 渡
絵画，立体，インスタレーショ
ン

インドネシア
ジョグジャカルタ
マゲラン

1年 水谷 一 現代美術 ドイツ ベルリン

1年 坂井 淳二 版画 スペイン バルセロナ

1年 黒田 大祐 彫刻 アメリカ合衆国
テキサス
フォートワース

1年 名倉 達了 彫刻，工芸 イギリス エジンバラ

1年 橋本 麻里 保存・修復（絵画） アメリカ合衆国 ニューヨーク

1年 八鳥 綾乃 現代美術 イギリス ロンドン

1年 坂本 夏海 現代美術 イギリス アバティーン

1年 近藤 愛助 現代美術 アメリカ合衆国 サンフランシスコ

1年 進藤 詩子 現代美術 アメリカ合衆国 サンタフェ

1年 大田黒 衣美 現代美術 ドイツ ベルリン

1年 播磨 みどり 現代美術（インスタレーション） 中国 香港

1年 山本 篤
現代美術（映像，パフォーマン
ス）

ベトナム フエ

1年 村上 友重 写真 オランダ アムステルダム

1年 宇多村 英恵
現代美術（パフォーマンス，映
像インスタレーション）

アメリカ合衆国 ニューヨーク

1年 田熊 隆樹 建築 台湾 宜蘭

1年 細野 達哉 造園，庭園文化 アメリカ合衆国 オレゴン州ポートランド市

2年 大山 エンリコイサム 壁画，絵画，ストリートアート アメリカ合衆国 ニューヨーク

特別（80日） 本間 純 現代美術 ドイツ ベルリン

1年 砂田 愛梨 声楽（ソプラノ） スイス ルガーノ

1年 隠岐 彩夏 声楽（ソプラノ） アメリカ合衆国 ニューヨーク

1年 鈴木 望 声楽（メゾ・ソプラノ） イタリア ヴェネツィア

1年 中嶋 俊晴 声楽（カウンターテナー） オランダ アムステルダム

1年 清水 勇磨 声楽（バリトン） イタリア パルマ

1年 村松 恒矢 声楽（バリトン） イタリア ローマ

1年 大鹿 由希 ヴァイオリン オーストリア ウィーン

1年 今川 こころ ヴァイオリン ロシア モスクワ

1年 三井 静 チェロ オーストリア ザルツブルク

1年 菅沼 希望 コントラバス ドイツ フランクフルト

1年 小金丸 章斗 コントラバス アメリカ合衆国 ボストン

1年 椎名 朋美 フルート オーストリア ウィーン

1年 山田 圭祐 ホルン ドイツ ミュンヘン

研修期間 専門分野

美術（24名）

研修先
氏名分野

音楽（20名）



平成30年度 新進芸術家海外研修制度研修員一覧

国・地域 都市
研修期間 専門分野

研修先
氏名分野

1年 綱川 淳美 打楽器 ドイツ フライブルク

1年 青柿 将大 作曲 フランス パリ

1年 石井 楓子 ピアノ スイス バーゼル

1年 井上 貴世子 ピアノ，ピアノ伴奏 フランス
ルエイユマウメゾン
パリ

2年 秋本 悠希 声楽（メゾ・ソプラノ） イギリス ロンドン

2年 久保 哲朗 作曲 イタリア ミラノ

2年 石井 敏貴 ピアノ ポーランド ビドゴシチ

1年 太田 玲子 コンテンポラリーダンス オランダ ロッテルダム

1年 大橋 美帆 現代舞踊 イスラエル ナハリヤ

1年 江上 万絢
現代舞踊，コンテンポラリーダ
ンス

イギリス ロンドン

1年（15歳以上
18歳未満）

土屋 景衣子 バレエ イギリス ロンドン

1年（15歳以上
18歳未満）

氏原 瑠之介 バレエ オランダ ハーグ

1年（15歳以上
18歳未満）

佐々木 須弥奈 バレエ スイス チューリッヒ

1年 林 立騎 制作，ドラマトゥルク，評論 ドイツ
フランクフルト
ボーフム

1年 永井 誠 演出 イギリス ロンドン

1年 西本 由香 舞台演出 ドイツ ベルリン

2年 黒永 郁美
アートマネジメント（プロデュー
サー，企画制作）

アメリカ合衆国 ニューヨーク

特別 川田 夏実
アートマネジメント
（舞台作品制作）

イギリス リーズ

特別
舞台美術
（1名）

賀澤 礼子 照明 ドイツ ベルリン

1年 真利子 哲也 監督 アメリカ合衆国 ケンブリッジ

1年 松永 大司 監督 アメリカ合衆国 ロサンゼルス

2年 慶野 優太郎 映画演出 ポーランド ウッチ

特別 中西 克之 照明 アメリカ合衆国 ロサンゼルス

特別 山崎 惠子 ヘアメイク，衣装，スタイリスト 中華人民共和国 上海市

1年 円香 アニメーション アメリカ合衆国 ロサンゼルス

1年 山田 遼志 アニメーション ドイツ リュードビックスブルグ

1年 菅沼 聖
メディア教育，ミュージアムエデュ
ケーション，アートマネジメント

フィンランド ヘルシンキ

メディア芸術
（3名）

映画（5名）

舞踊（6人）

演劇（5名）

音楽（20名）


