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３．その他の研究

⑴　所外経費による調査指導
　運営費交付金・文部科学省科学研究費補助金・受託調査研究費などの経費によらずに調査指導等を行った
事例は下記の通りである。

氏　名 期　　間 調　査　先 目　　　　　的

秋枝ユミイ
ザベル 20.11. 3～11.11 立命館大学歴史都市防災

研究センター
「文化遺産と危機管理」国際研修における研修
者講師指導

有村誠 20. 6.23～ 6.24 総合地球環境学研究所
研究プロジェクト「農業が環境を破壊するとき
―ユーラシア農耕史と環境―」に関するプロ
ジェクト打合せ

有村誠 20.11.22 同志社大学
研究プロジェクト「農業が環境を破壊するとき
―ユーラシア農耕史と環境―」に関するユーラ
シアセミナー出席

飯島満 20. 6.20 国立劇場 日本芸術文化振興会専門委員会出席

飯島満 20. 8.15 国立劇場 平成20年度文化デジタルライブラリーコンテン
ツの選考

飯島満 21. 3.12～ 3.13 国立文楽劇場 国立劇場文楽賞選考委員会出席

飯島満 21. 3.18 国立劇場 日本芸術文化振興会本館文楽公演専門委員会出
席

石崎武志 20. 5.20 長浜市曳山博物館 曳山祭行事・曳山保存専門委員会出席

石崎武志 20. 6.18 フェルケール博物館 館内環境調査

石崎武志 20. 8.12～ 8.13 高松塚古墳、キトラ古墳、
奈良文化財研究所 古墳壁画保存活用検討会出席

石崎武志 20.10. 8 奈良文化財研究所 古墳壁画保存活用検討会保存技術ワーキンググ
ループ出席

石崎武志 20.11.28 東京国立博物館 「文化財収蔵場所環境情報管理システム」企画
提案選定委員会出席

犬塚将英 20. 4.15～ 4.16 法隆寺 文化財のカビ被害分析および保存環境の改善

犬塚将英 20. 4.25 史跡虎塚古墳、埋蔵文化
財調査センター 虎塚古墳石室公開後の点検

犬塚将英 20. 6. 5～ 6. 6 法隆寺 展示室内の温湿度と建築部材などの温度測定

犬塚将英 20. 8. 1 日本液炭株式会社 平成20年度国立民族学博物館共同研究会出席

犬塚将英 20. 9.10 東京工業大学 講師

犬塚将英 20. 9.24～ 9.25 法隆寺 文化財のカビ被害の分析及び保存環境の改善

犬塚将英 20.10.24 史跡虎塚古墳、埋蔵文化
財調査センター 虎塚古墳石室公開に伴う事前点検

犬塚将英 20.11.20 国立民族学博物館 平成20年度国立民族学博物館共同研究会出席
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氏　名 期　　間 調　査　先 目　　　　　的

犬塚将英 20.11.24 史跡虎塚古墳、埋蔵文化
財調査センター ひたちなか市史跡保存対策委員会出席

犬塚将英 21. 1.21 中尊寺 国宝「中尊寺金色堂」保存環境調査

犬塚将英 21. 1.28～ 1.29 法隆寺 文化財のカビ被害分析および保存環境の改善

犬塚将英 21. 3.29～ 3.30 長谷寺 鳥取県指定有形民俗文化財「長谷寺の絵馬群」
の保存環境調査

宇野朋子 20.11.26～11.29 京都大学 平成20年度JSPS拠点大学交流事業「環境科学」
第３回包括セミナー出席

宇野朋子 20.12. 6 筑波大学 「文化遺産を活用した地域再生のための学びな
おし研修」に関する講演、実習及び事前準備

岡田健 20. 7. 7 早稲田大学 寄附講座「シルクロード文化財保護」講師

岡田健 21. 3.10～ 3.11 奈良国立博物館 「奈良時代の仏教美術と東アジアの文化交流」
に係る研究会出席

加藤雅人 20. 7.23～ 7.24 岐阜県産業技術センター
他 和紙製造法の技術革新のための調査

加藤雅人 21. 3.29～ 3.30 長谷寺 鳥取県指定有形民俗文化財「長谷寺の絵馬群」
の絵馬修復

川野邊渉 20. 4.14 日光山輪王寺宝物殿 劣化工芸品の修復に関する指導助言

川野邊渉 20. 4.23～ 4.24 臼杵磨崖仏 現地調査指導

川野邊渉 20. 4.29～ 4.30 高瀬石仏、大分市役所 平成20年度第１回高瀬石仏調査委員会出席およ
び現地視察

川野邊渉 20. 5.17 奈良県立万葉文化館 春期特別展「キトラ古墳壁画十二支―子・丑・
寅―」記念講演会での講演

川野邊渉 20. 5.20～ 5.21 高瀬石仏 測定器設置に伴う現地指導

川野邊渉 20. 5.27～ 5.28 九州国立博物館 九州国立博物館文化財保存修復施設運営委員会
出席

川野邊渉 20. 6.11～ 6.12 日光山輪王寺宝物殿 日光山輪王寺宝物殿

川野邊渉 20. 7.11 京都国立博物館 国宝修理装潢師連盟修理技術者資格制度委員会
「第１回試験準備委員会」出席

川野邊渉 20. 7.14 熊野磨崖仏 保存及び環境調査

川野邊渉 20. 7.24～ 7.25 日光山輪王寺宝物殿 日光山輪王寺所蔵厨子の修復に伴うＸ線撮影

川野邊渉 20. 7.30 石川県立美術館 平成20年度第１回石川県文化財保存修復工房運
営委員会出席

川野邊渉 20. 8. 1 京都国立博物館 重要文化財養源院杉戸絵に付着する物質の除去
方法に関しての指導



― 164 ―

氏　名 期　　間 調　査　先 目　　　　　的

川野邊渉 20. 8.12～ 8.13 高松塚古墳、キトラ古墳、
奈良文化財研究所 古墳壁画保存活用検討会出席

川野邊渉 20. 8.29 京都市文化財建造物保存
技術研修センター

平成20年度文化財建造物修理主任技術者講習会
（上級コース）の講師

川野邊渉 20. 9.16 京都国立博物館 国宝修理装潢師連盟修理技術者資格制度委員会
「第２回試験準備委員会」出席

川野邊渉 20. 9.17～ 9.18 臼杵磨崖仏 現地調査指導

川野邊渉 20. 9.19 京都国立博物館 国宝修理装潢師連盟修理技術者資格制度委員会
「第３回試験準備委員会」出席

川野邊渉 20.10. 7～10. 8 奈良文化財研究所 古墳壁画保存活用検討会保存技術ワーキンググ
ループ出席

川野邊渉 20.10.11 京都国立博物館 平成20年度国宝修理装潢師連盟修理技術者資格
試験

川野邊渉 20.10.22～10.23 高瀬石仏 環境調査測定機器設置状況確認および観測デー
タ分析

川野邊渉 20.10.24 東京文化財研究所 第４回文化財（美術工芸品）修理技術者講習会
講師

川野邊渉 20.11.18～11.19
臼杵磨崖仏 現地調査指導

川野邊渉 21. 1.26～ 1.27

川野邊渉 21. 1.28～ 1.30 江袋教会 江袋教会の焼損調査と修復指導

川野邊渉 21. 2.17～ 2.18 臼杵磨崖仏 現地調査指導

川野邊渉 21. 2.27 平和記念公園
第６回原爆ドーム健全度調査実施に伴う史跡原
爆ドーム保存技術指導委員会による現地指導及
び意見交換

川野邊渉 21. 3.12 奈良国立博物館 奈良国立博物館文化財保存修理所運営委員会出
席

川野邊渉 21. 3.26～ 3.27 臼杵磨崖仏 現地調査指導

木川りか 20. 4.15～ 4.16 法隆寺 文化財のカビ被害分析および保存環境の改善

木川りか 20. 4.21 東京国立近代美術館 「生誕100年東山魁夷展」に出品の唐招提寺障壁
画調査

木川りか 20. 6. 5～ 6. 6 法隆寺 カビ被害の分析及び保存環境の改善

木川りか 20. 7.18 自治労会館 第30回文化財の虫菌害・保存対策研修会講師

木川りか 20. 8. 1 日本液炭株式会社 平成20年度国立民族学博物館共同研究会出席

木川りか 20. 8.22～ 8.23 九州国立博物館
「平成20年度九州国立博物館環境ボランティア
研修会　市民協同型IPM活動に関する第２回研
究会」での特別講演
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氏　名 期　　間 調　査　先 目　　　　　的

木川りか 20. 9.11 国立国会図書館 第19回保存フォーラム講師

木川りか 20. 9.18 国立歴史民俗博物館 資料保存環境検討委員会出席

木川りか 20. 9.24～ 9.25 法隆寺 文化財のカビ被害の分析及び保存環境の改善

木川りか 20.10. 8 奈良文化財研究所 古墳壁画保存活用検討会保存技術ワーキンググ
ループ出席

木川りか 20.11.20 国立民族学博物館 平成20年度国立民族学博物館共同研究会出席

木川りか 20.11.21 国立公文書館 平成20年度公文書館専門職員養成課程の講師

木川りか 21. 2.27～ 2.28 九州国立博物館 X線CTを用いた文化財の調査結果に係る助言

菊池理予 20. 7.24～ 7.25 泉屋博古館分館 伝統的縫製技術及び伝統的織技術調査

菊池理予 21. 2.25～ 2.27
大倉集古館 大倉集古館所蔵能装束写真撮影

菊池理予 21. 3. 4, 3. 6

北野信彦 20. 4. 4

京都市埋蔵文化財研究所

平成20年度保存処理の方針全般に係る指導

北野信彦 20. 4.21
木製品保存処理に関する現地指導

北野信彦 20. 4.28

北野信彦 20. 5.14 春日社古墳出土革盾保存
処理作業現場 春日社古墳出土革盾保存処理作業の助言・指導

北野信彦 20. 5.20～ 5.21
京都市埋蔵文化財研究所

修羅の移動に関する現地指導

北野信彦 20. 5.30 共同研究に係る木製品保存処理に関する現地指
導

北野信彦 20. 6.17 東京大学埋蔵文化財調査
室 資料の保存処理に係る指導

北野信彦 20. 6.27 京都市埋蔵文化財研究所 木製品保存処理に関する現地指導

北野信彦 20. 7. 8～ 7. 9 春日社古墳出土革盾保存
処理作業現場 春日社古墳出土革盾保存処理作業の助言・指導

北野信彦 20. 7.15～ 7.17 松浦市立鷹島埋蔵文化財
センター

第１回松浦市鷹島海底遺跡調査指導委員会保存
処理専門部会出席

北野信彦 20. 8.18 兵庫県立考古博物館 宮内堀脇遺跡出土の漆器に関する指導

北野信彦 20. 8.19 高砂市中央公民館兼伊保
公民館、生石神社

入江家漆器資料の保管・修理・保存活用方法の
指導、石の宝殿保存活用の指導

北野信彦 20. 8.20 くらしき作陽大学 平成20年度岡山県高等学校家庭科教員研修会の
講師

北野信彦 20. 8.28～ 8.29、
20. 9. 4 京都市埋蔵文化財研究所 木製品保存処理実施に関わる現地指導、学芸員

実習生に対する保存科学研修

北野信彦 20. 9.11 港区立障害保健福祉セン
ター

港区南麻布４丁目所在石見津和野藩亀井家屋敷
跡遺跡出土瓦の理化学的分析調査
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氏　名 期　　間 調　査　先 目　　　　　的

北野信彦 20. 9.12 京都市埋蔵文化財研究所 保存処理、分析実務に関する現地指導

北野信彦 20.10. 8 奈良文化財研究所 古墳壁画保存活用検討会保存技術ワーキンググ
ループ出席

北野信彦 20.10. 9
京都市埋蔵文化財研究所

保存処理、分析実務に関する現地指導

北野信彦 20.11.28 共同研究に係る木製品保存処理に関する現地指
導

北野信彦 20.11.28 春日社古墳出土革盾保存
処理作業現場 春日社古墳出土革盾保存処理作業の助言・指導

北野信彦 21. 1. 5
京都市埋蔵文化財研究所 共同研究に係る木製品保存処理に関する現地指

導北野信彦 21. 1.16

北野信彦 21. 1.17 京都市勧業館「みやこめっ
せ」

地方の元気再生事業で実施する漆産業振興に係
るワークショップファシリテーター

北野信彦 21. 1.29 醍醐寺
特別史跡・特別名勝醍醐寺三宝院庭園出土の木
樋の取り上げ方法及び保存処理に関する現地指
導

北野信彦 21. 2.24～ 2.26 松浦市立鷹島埋蔵文化財
センター

第２回松浦市鷹島海底遺跡調査指導委員会保存
処理専門部会出席

北野信彦 21. 2.27 兵庫陶芸美術館 「Made in TAMBA―丹波の里のやきものづく
り―」展にかかる丹波焼の分析の打合せ

北野信彦 21. 3.30 京都市埋蔵文化財研究所 共同研究に係る木製品保存処理に関する現地指
導

朽津信明 20. 6.17 国史跡・清戸迫横穴 国史跡・清戸迫横穴の保存にかかわる現地基礎
調査

朽津信明 20. 6.21 加古川市公民館
科研費研究会「御影石製中世石造物の分布調査
とその学際的研究―中四国・九州を中心に―」
における専門的立場からの報告

朽津信明 20. 8.26～ 8.27

玉名市慶専寺、植木町円
台寺、八代市米家、人吉
市願成寺・翠蘭楼、湯前
町城泉寺など

石塔に付着する顔料の非破壊分析、及び硬度測
定

朽津信明 21. 3. 4 市川市役所 市川市指定有形文化財常夜灯の組み立てに際す
る現地指導

佐野千絵 20. 5. 1～ 5. 2 長野県信濃美術館 保存環境調査

佐野千絵 20. 6. 5 千葉県立美術館 平成20年度第１回千葉県文化財保護審議会出席

佐野千絵 20. 6.24～ 6.27 那覇市内 御後絵（国王肖像画）復元事業に係る絵画資料
の理化学調査

佐野千絵 20. 7.18 自治労会館 第30回文化財の虫菌害・保存対策研修会講師
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氏　名 期　　間 調　査　先 目　　　　　的

佐野千絵 20. 7.22～ 7.23 真木大堂 収蔵庫改修事業について現地指導

佐野千絵 20. 7.31 群馬県庁 平成20年度「第１回群馬県文化財保護審議会」
出席

佐野千絵 20. 8.19 日本原子力研究開発機構
高崎量子応用研究所 原子力体験セミナーの講師

佐野千絵 20. 9.12 香美市立美術館 館内環境の調査

佐野千絵 20.10. 8 奈良文化財研究所 古墳壁画保存活用検討会保存技術ワーキンググ
ループ出席

佐野千絵 20.10.10 珍敷塚古墳 国指定史跡珍敷塚古墳保存管理に関する現地指
導

佐野千絵 20.10.24 新勝寺、成田山霊光館 文化財調査

佐野千絵 20.10.27 千葉県立中央博物館 平成20年度第２回千葉県文化財保護審議会出席

佐野千絵 20.11.10 京都国立博物館 第６回指定文化財（美術工芸品）企画・展示セ
ミナー講師

佐野千絵 20.11.19～11.20 那覇市内 御後絵（国王肖像画）復元事業検討委員会出席

佐野千絵 20.12.17 山内会館 山内家資料の保存等検討委員会出席

佐野千絵 21. 1.22 珍敷塚古墳 国指定史跡珍敷塚古墳保存管理に関する現地指
導

佐野千絵 21. 1.23 桜京古墳、宗像市役所 国指定史跡桜京古墳の装飾壁画調査

佐野千絵 21. 2. 5 山内会館 第２回山内家資料の保存等検討委員会出席

皿井舞 20. 7.25, 7.28 本久寺 文化財調査に係る指導及び助言

塩谷純 20. 8.31～ 9. 1 神戸市立小磯記念美術館 「黒田清輝展」の撤去立会い、梱包立会い作業等

島津美子 21. 3.18～ 3.20 龍谷大学 古典籍デジタルアーカイブ研究センター2008年
度研究集会出席

清水真一 20. 5. 1 源昌寺薬師堂、福王寺薬
師堂、旧安土巡査駐在所 滋賀県文化財保護審議会（建造物部会）出席

清水真一 20. 6. 2 東漸寺 東漸寺観音堂及び仁王門修理工事事業委員会出
席

清水真一 20. 6. 6 石川県行政庁舎 第４回石川県文化遺産学術調査委員会白山部会
出席

清水真一 20. 6.17～ 6.18 塩尻市役所楢川支所 平成20年度第１回伝統的建造物群保存地区保存
審議会出席

清水真一 20. 6.19 岩波書店アネックス 平泉遺跡群調査整備指導委員会整備・遺構合同
専門部会出席
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清水真一 20. 8.26 文化財建造物保存技術協
会

平成20年度文化財建造物修理工事報告書等顕彰
審査委員会出席

清水真一 20. 9.22 金融庁 第１回平泉の文化遺産世界遺産登録推薦書作成
委員会出席

清水真一 20.10.28 サンラポーむらくも 島根県文化財保護審議会出席

清水真一 20.10.30 首里城公園管理センター、
円覚寺跡 円覚寺跡復元整備委員会出席

清水真一 20.11.21 日本建築専門学校 平成20年度文化財建造物木工技能者研修（普通
コース第15回）認定審査委員会出席

清水真一 20.11.27 岩波書店アネックス 平泉遺跡群調査整備指導委員会遺構専門部会出
席

清水真一 20.12. 5 しもつけ風土記の丘資料
館 史跡下野国分寺跡保存整備委員会出席

清水真一 20.12.23 中央合同庁舎 第３回平泉の文化遺産世界遺産登録推薦書作成
委員会出席

清水真一 21. 1.22 岩手県庁 平成20年度第２回平泉遺跡群調査整備指導委員
会出席

清水真一 21. 1.28 塩尻市役所楢川支所 平成20年度第２回伝統的建造物群保存地区保存
審議会出席

清水真一 21. 2. 2 石川県行政庁舎 第５回石川県文化遺産学術調査委員会白山部会
出席

清水真一 21. 3. 5～ 3. 6 円覚寺跡内 円覚寺跡の石牆の保存整備に伴う指導助言

清水真一 21. 3.13 中央合同庁舎 第４回平泉の文化遺産世界遺産登録推薦書作成
委員会出席

清水真一 21. 3.17～ 3.18 サンラポーむらくも 島根県文化財保護審議会出席

城野誠治 20. 7. 8 MOA美術館 国宝「紅白梅図屏風」第２次調査研究会議出席

城野誠治 20. 7.15～ 7.17 東京藝術大学大学美術館 東京藝術大学所蔵「阿弥陀三尊来迎図」蛍光Ｘ
線分析および高精細デジタル撮影

鈴木規夫 20. 6.27 奈良県経済倶楽部ビル 平成20年度「文化遺産保護協力事業運営審議
会」出席

鈴木規夫 20. 9. 5～ 9. 6 ホテルフジタ京都 『日本の美術』監修会議出席

鈴木規夫 20.10.16 富士吉田市歴史民俗博物
館ほか 山梨県文化財保護審議会有形文化財部会出席

鈴木規夫 20.12.11 ホテルメトロポリタンエ
ドモント

平成20年度無形文化遺産保護パートナーシップ
プログラム第２回無形文化遺産保護のための集
団研修開会式出席

鈴木規夫 20.12.18 山梨県庁 平成20年度第１回山梨県文化財保護審議会出席
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鈴木規夫 21. 1.15 東京藝術大学大学美術館 「浄瑠璃寺吉祥天厨子絵」修復検討委員会出席

鈴木規夫 21. 3.11 身延町総合文化会館ほか 山梨県文化財保護審議会有形文化財部会出席

鈴木規夫 21. 3.16 日本出版クラブ会館 第３回「無形文化遺産保護パートナーシッププ
ログラム」に関する懇談会出席

鈴木規夫 21. 3.30 山梨県議会議事堂 平成20年度第２回山梨県文化財保護審議会出席

高桑いづみ 20. 6.24 常寂光寺、平等寺 「紀州徳川家伝来楽器コレクションの研究」に
関わる調査高桑いづみ 20. 6.29～ 6.30 彦根城博物館

高桑いづみ 20. 8.18～ 8.20 国立歴史民俗博物館 「紀州徳川家伝来楽器コレクションの研究」に
関わる会議出席

高桑いづみ 20.12.14 今治市村上水軍博物館 「瀬戸内しまなみ大学水軍講座」講師

高桑いづみ 21. 2.26 国立歴史民俗博物館 「紀州徳川家伝来楽器コレクションの研究」に
関わる会議出席

高桑いづみ 21. 3. 6 国立歴史民俗博物館 国立歴史民俗博物館鑑査委員会出席

田代亜紀子 20. 9. 9～ 9.11 滋賀県高島市 APIフェローシップRegional Project会議出席

田代亜紀子 21. 2.28～ 3. 1 京都大学東南アジア研究
所 API国内ワークショップ参加

田中淳 20. 7.18 神戸市立小磯記念美術館 「黒田清輝展」の開会式出席、テープカット等

田中淳 20. 7.27 神戸市立小磯記念美術館 特別展「黒田清輝」展講演会講師

田中淳 20. 8.16 佐倉市立美術館 佐倉市立美術館運営協議会出席

田中淳 20. 9. 8 東京国立近代美術館 東京国立近代美術館美術作品購入等選考委員会
（美術部門）出席

田中淳 20.10.17 三菱UFJ信託銀行本店 倫雅美術奨励基金運営委員会出席

田中淳 20.11.13 愛知県美術館 愛知県美術館美術品収集委員会出席

田中淳 21. 1.29～ 1.30 岩手県立美術館 平成20年度美術品収集評価委員会出席

田中淳 21. 2.15 佐倉市立美術館 佐倉市立美術館運営協議会出席

田中淳 21. 2.19 都道府県会館 平成20年度茨城県近代美術館美術資料審査委員
会出席

田中淳 21. 2.23 東京国立近代美術館 東京国立近代美術館美術作品購入等選考委員会
（美術部門）出席

田中淳 21. 3.19 東京国立博物館 平成20年度事業報告会に伴う列品解説の講師

津田徹英 20. 6.12～ 6.13 清凉寺 清凉寺釈迦如来立像に関する写真撮影および調
査

津田徹英 20. 7. 4～ 7. 6 岩手県平泉町 中尊寺諸像及び平泉町内の石仏に関する写真撮
影および調査
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津田徹英 20. 7.18 三光院 群馬県下諸寺の仏像に関する写真撮影および調
査

津田徹英 20. 7.25、 7.28 本久寺 文化財調査に係る指導及び助言

津田徹英 20. 8. 4～ 8. 6 安国寺 安国寺阿弥陀三尊像に関する写真撮影および調
査

津田徹英 20. 8.18 蟹満寺 蟹満寺釈迦如来像に関する写真撮影および調査

津田徹英 20. 9.28～ 9.30 佛光寺、知恩院 佛光寺聖徳太子立像・了源上人坐像、知恩院善
導大師立像に関する写真撮影および調査

津田徹英 20.12.19 東京国立博物館 文化財の買収評価会出席

土屋貴裕 20. 8.10 千葉大学 研究会への出席

土屋貴裕 20. 8.22～ 8.23 徳川美術館、大和文華館 絵巻調査

土屋貴裕 20. 8.25、 8.30 千葉大学 研究会への出席

土屋貴裕 20. 9. 5～ 9. 6 和泉市久保惣記念美術館 絵巻調査

土屋貴裕 21. 3. 3～ 3. 5 智積院 合戦絵調査およびフィールド調査

土屋貴裕 21. 3. 8～ 3. 9 京都国立博物館 絵巻調査

土屋貴裕 21. 3.13 清浄光寺 絵巻調査

豊島久乃 20. 6.18～ 6.19 島根県大田市大森町、温
泉津町他 石見銀山遺跡テーマ別調査研究共同検討会出席

豊島久乃 20. 8.20～ 8.22 島根県大田市大森町他 石見銀山遺跡第１回客員共同検討会出席

豊島久乃 20. 8.22～ 8.25、
11. 5～11. 9

島根県大田市温泉津町温
泉津

大田市温泉津伝統的建造物群保存地区保存対策
調査

中野照男 20. 4.21～ 4.22 四天王寺 科研基盤Ｂのための実地調査、資料収集、研究
会参加

中野照男 20. 7.10 四街道市青少年育成セン
ター 平成20年度第１回文化財審議会出席

中野照男 20. 9.22 四街道市鹿渡地区、四街
道市教育委員会 史料調査（四街道市鹿渡地区の屏風）

中野照男 20.10.11 四街道市文化センター 四街道市民大学講座講師

中野照男 21. 3.17 四街道市青少年育成セン
ター 平成20年度第２回文化財審議会出席

中山俊介 20. 4.14 日光山輪王寺宝物殿 劣化工芸品の修復に関する指導助言

中山俊介 20. 6. 5 京都国立博物館 第30回京都国立博物館文化財保存修理所運営委
員会出席

中山俊介 20. 6.11～ 6.12
日光山輪王寺宝物殿

日光山輪王寺所蔵漆芸品修復のための調査

中山俊介 20. 7.24～ 7.25 日光山輪王寺所蔵厨子の修復に伴うＸ線撮影
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中山俊介 20. 8.26 京都市文化財建造物保存
技術研修センター

平成20年度文化財建造物修理主任技術者講習会
（上級コース）の講師

中山俊介 21. 1.15 東京農工大学 東京農工大学科学博物館の繊維機械類の評価

中山俊介 21. 2.28 産業技術記念館 シンポジウム「日本の技術史をみる眼」におけ
る講演講師及びパネリスト

早川典子 20. 4. 4 京都国立博物館 新入社員研修会における講義の講師

早川泰弘 20. 4.16～ 4.18 奈良国立博物館文化財保
存修理所 蛍光X線調査

早川泰弘 20. 6.24～ 6.26 那覇市内 御後絵（国王肖像画）復元事業に係る絵画資料
の理化学調査

早川泰弘 20. 7. 8 MOA美術館 国宝「紅白梅図屏風」第２次調査研究会議出席

早川泰弘 20. 7.15～ 7.17 東京藝術大学大学美術館 東京藝術大学所蔵「阿弥陀三尊来迎図」蛍光Ｘ
線分析および高精細デジタル撮影

早川泰弘 20. 8.13～ 8.15 東京国立博物館 平成20年度法隆寺献納宝物特別調査「聖徳太子
絵伝」調査会

早川泰弘 20. 8.25～ 8.26 ホテルホップイン 第150回「エネルギーと環境」講座における講
師

早川泰弘 20.10.21～10.23 名古屋城 名古屋城本丸御殿復元に関する金具・蒔絵の組
成成分分析

早川泰弘 20.11. 4 今帰仁村歴史文化セン
ター

沖縄のガラス・玉等製品関係資料調査にかかる
現地予備調査

早川泰弘 21. 1.23 金沢美術工芸大学 非常勤講師

早川泰弘 21. 2.12～ 2.13 沖縄県立博物館・美術館、
安冨祖公民館

平成20年度沖縄のガラス・玉等製品関係資料調
査に係る第２回会議出席、現地調査

早川泰弘 21. 3. 4 奈良大学 日本文化財科学会第２回評議員会の出席

早川泰弘 21. 3.18～ 3.19 MOA美術館 国宝「紅白梅図屏風」第２次調査研究会議出席

俵木悟 20. 4.26 明治大学アカデミーコモ
ン博物館

人間文化研究機構2008年度連携研究第１回研究
会開催および研究会打合せ

俵木悟 20. 5.18～ 5.19 国立民族学博物館 平成20年度国立民族学博物館共同研究会出席

俵木悟 20. 6.20 千葉県庁 平成20年度第１回みのこ踊り映像記録作成委員
会出席

俵木悟 20. 7. 1 諏訪神社他 館山市「波左間のミノコオドリ」の調査及び撮
影

俵木悟 20. 7.11 南房総市千倉町川口 南房総市千倉町「川口のミノコオドリ」の調査
及び撮影

俵木悟 20. 7.17～ 7.18 初木神社 初島鹿島踊の現地調査及び写真撮影等
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俵木悟 20. 8.20～ 8.21 千葉県館山市洲崎 千葉県館山市「洲崎踊り」の調査及び撮影

俵木悟 20. 8.23 川口青年館、洲崎神社社
務所 「安房のみのこ踊り」型の撮影

俵木悟 20. 8.24 国立民族学博物館
人間文化研究機構2008年度連携研究シンポジウ
ム「パフォーマンスと文化―ユーラシアにおけ
る交流と表象―」に向けての検討

俵木悟 20. 8.29～ 9. 3 鹿児島県三島村硫黄島、鹿
児島県三島村役場 鹿児島県三島村硫黄島の八朔踊の調査

俵木悟 20.11. 3 明治大学アカデミーコモ
ン

国際シンポジウムに向けての準備のための研究
会

俵木悟 21. 1.15 南房総市とみうら元気倶
楽部

平成20年度第２回みのこ踊り映像記録作成委員
会出席

俵木悟 21. 3.28～ 3.29 国立歴史民俗博物館
人間文化研究機構連携研究年度末シンポジウム
「パフォーマンスと文化―ユーラシアと日本に
おける交流と表象―」出席および打合せ

二神葉子 20.12.19 立命館大学歴史都市防災
研究センター 第30回京都歴史災害研究会講師

宮田繁幸 20.11.18 日本芸術文化振興会 芸術文化振興基金運営委員会専門委員会出席

宮田繁幸 21. 2. 4～ 2. 5 福岡県庁講堂 平成20年度「伝統文化こども教室」研究協議会
における助言者

宮田繁幸 21. 2.13 日本芸術文化振興会 芸術文化振興基金運営委員会専門委員会及び部
会出席

宮田繁幸 21. 3.16 日本出版クラブ会館 第３回「無形文化遺産保護パートナーシッププ
ログラム」に関する懇談会出席

宮田繁幸 21. 3.17 文部科学省 国際民俗芸能フェスティバル企画委員会出席

宮田繁幸 21. 3.18 国立劇場 日本芸術文化振興会民俗芸能・琉球芸能公演専
門委員会出席

森井順之 20. 5. 8～ 5. 9 臼杵磨崖仏 現地調査指導

森井順之 20.11.21 日光二社一寺 世界遺産モニタリングにかかる環境データ採取
のため

森井順之 20.12.15 臼杵磨崖仏 現地調査指導

森井順之 20.12.16 熊野磨崖仏 保存調査

森井順之 21. 1.26～ 1.28、
2.17～ 2.18 臼杵磨崖仏 現地調査指導

森井順之 21. 2.18～ 2.20 熊野磨崖仏 保存及び環境調査

森井順之 21. 3. 4 市川市役所 市川市指定有形文化財常夜灯の組み立てに際す
る現地指導



― 173 ―

氏　名 期　　間 調　査　先 目　　　　　的

森井順之 21. 3. 5 日光二社一寺 世界遺産モニタリングにかかる環境データ採取
のため

山梨絵美子 20. 5.19 静岡県立美術館 平成20年度静岡県立美術館研究活動評価委員会
出席

山梨絵美子 20. 6.17 個人宅（愛知県） 「田園讃歌―近代絵画に見る自然と人間」展作
品返却指導のため

山梨絵美子 20. 7.15～ 7.17 神戸市立小磯記念美術館 「黒田清輝展」の開梱立会い、展示立会い作業等

山梨絵美子 20. 9.14 神奈川県立歴史博物館 特別展「五姓田のすべて―近代絵画への架け橋
―」講演会講師

山梨絵美子 20.10. 9 静岡県立美術館 平成20年度静岡県立美術館研究活動評価委員会
出席

山梨絵美子 20.10.10 大分市美術館 平成20年度大分市美術館美術品収集委員会出席

山梨絵美子 20.11.10 静岡県立美術館 静岡県立美術館専門委員会出席

山梨絵美子 20.11.15～11.16 金沢美術工芸大学 非常勤講師

山梨絵美子 20.11.21 川島織物文化館 東京国立博物館収蔵品である大画面カンバス油
彩画「武士の山狩」の修理に伴う調査および打
合せ山梨絵美子 21. 1.26～ 1.27 京都工芸繊維大学

山梨絵美子 21. 1.31 国際基督教大学 シンポジウム「明治：近代性とノスタルジア」
講師

吉田直人 20. 6.24～ 6.27 那覇市内 御後絵（国王肖像画）復元事業に係る絵画資料
の理化学調査

吉田直人 20.10.16～10.17 松山市考古館 館内環境に関する調査及び講義

吉田直人 21. 2. 6～ 2. 7 沖縄県立芸術大学 「紅型型紙の科学的調査」の指導

吉田直人 21. 2.26 国立西洋美術館 保存環境調査および助言

吉田直人 21. 3. 9～ 3.10 北九州市立美術館 館内環境調査

吉田直人 21. 3.16～ 3.17 高知県立美術館 館内環境調査

吉田直人 21. 3.31 国立西洋美術館 保存環境調査および助言

綿田稔 20. 6.20～ 6.21 山口県立美術館 平成20年度雪舟研究会会議出席


