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３．その他の研究

1　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

21. 4.19～ 4.24 UNITAR広島事務所
会議「世界遺産の管理と保全に関するシリーズ
（第６回）」出席

秋枝ユミ
イザベル

21. 8.30～ 9. 5
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

秋枝ユミ
イザベル

21. 9.11～ 9.12 なべくら高原森の家
里山シンポジウム2009柄山「里山の再生とその
未来」パネリスト

飯島満 21. 6. 3 国立劇場 日本芸術文化振興会専門委員会出席

飯島満 21. 9. 9 国立劇場
平成21年度文化庁委託事業「歌舞伎公演の舞台
写真のデジタル化と公開」写真監修会議出席

飯島満 22. 3. 8～ 3. 9 国立文楽劇場 国立劇場文楽賞選考委員会出席

飯島満 22. 3.12～ 3.13 金沢蓄音器館
フィルモン型音声再生装置並びにフィルモン音
帯の所蔵調査

飯島満 22. 3.18 国立劇場 日本芸術文化振興会専門委員会出席

石崎武志 21. 4. 4～ 4. 5
史跡虎塚古墳、

埋蔵文化財調査センター
虎塚古墳石室内点検、史跡保存対策委員会出席

石崎武志 21. 5.13 国際高等研究所
「文化財保全技術」に関する先導的研究開発委
員会での講演

石崎武志 21. 6.18 キャンパスプラザ京都
科学研究費「中近東・北アフリカにおけるビザ
ンティン建築遺産の記録、保存、公開に関する
研究」に関する今年度研究計画の打合せ

石崎武志 21. 6.26 奈良大学 日本文化財科学会第１回運営会議出席

石崎武志 21. 9.28
文化財建造物保存技術協
会

平成21年度文化財建造物保存事業技術者養成研
修第８回講師

石崎武志 22. 2.12 千足古墳 千足古墳の石室及び石障にかかる調査・指導

犬塚将英 21. 4. 4～ 4. 5
史跡虎塚古墳、

埋蔵文化財調査センター
虎塚古墳石室内点検、史跡保存対策委員会出席

犬塚将英 21. 4.17, 4.21 史跡虎塚古墳 虎塚古墳石室内調査

犬塚将英 21. 6.19
明治大学アカデミーコモ
ン

虎塚古墳作業部会出席

犬塚将英 21. 9. 4 国立民族学博物館 平成21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 21. 9. 8～ 9. 9 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 21. 9.29～ 9.30
長谷寺、

倉吉市教育委員会
鳥取県指定有形民俗文化財「長谷寺の絵馬群」
の保存環境について助言

犬塚将英 21.10.13 史跡虎塚古墳 虎塚古墳石室内調査

犬塚将英 21.11.23
史跡虎塚古墳、

埋蔵文化財調査センター
虎塚古墳石室内点検、史跡保存対策委員会出席

犬塚将英 21.12.10 国立民族学博物館 平成21年度国立民族学博物館共同研究会出席

犬塚将英 21.12.14～12.16
長谷寺、

倉吉市教育委員会
鳥取県指定有形民俗文化財「長谷寺の絵馬群」
の保存環境について助言

犬塚将英 21.12.22 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 22. 2.16～ 2.17
熊本城天守閣内の熊本博
物館分

館内環境調査

犬塚将英 22. 3.23 史跡虎塚古墳 虎塚古墳石室点検作業

岡田健 21. 7. 3 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 22. 1.27～ 1.30 同志社大学
「データ科学の新領域の開拓」国際シンポジウ
ムでの講演および研究打合せ

勝木言一郎 21. 9.28 東京国立博物館
「文化財高精細画像運用管理システム一式」の
仕様策定委員会出席

加藤雅人 21. 9.29～ 9.30
長谷寺、

倉吉市教育委員会
鳥取県指定有形民俗文化財「長谷寺の絵馬群」
の保存環境について助言

加藤雅人 21.11. 5 台東区立駒形中学校 「文化財の保存修復」講演会の講師

加藤雅人 21.12.14～12.16
長谷寺、

倉吉市教育委員会
鳥取県指定有形民俗文化財「長谷寺の絵馬群」
の保存環境について助言

川野邊渉 21. 4.22～ 4.23 高瀬石仏、大分市役所 平成21年度第１回高瀬石仏調査委員会出席

川野邊渉 21. 5.16 奈良県立万葉文化館
春期特別展「キトラ古墳壁画四神―青龍白虎
―」記念講演会および鼎談

川野邊渉 21. 5.18～ 5.19 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

川野邊渉 21. 6. 8～ 6.10 元町石仏 石仏析出物収集および観測カメラ設置

川野邊渉 21. 7.10 京都国立博物館
平成21年度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 21. 8. 7 石川県立美術館
平成21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 21. 8.20～ 8.21 厳島神社 厳島神社大鳥居柱脚補修の修理指導



― 180 ―

氏　名 期　　間 調　査　先 目　　　　　的

川野邊渉 21. 9.25 京都国立博物館
平成21年度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 21. 9.27～ 9.28 臼杵磨崖仏 現地調査指導

川野邊渉 21.10.17 京都国立博物館
平成21年度修理技術者資格試験第２次試験の立
会い

川野邊渉 21.10.20～10.22 高瀬石仏、大分市役所 平成21年度第２回高瀬石仏調査委員会出席

川野邊渉 21.10.27～10.28 沖縄県那覇市
重要文化財「新垣家住宅・登窯」保存修理方法、
修復材料に関する指導・助言

川野邊渉 21.12.15～12.16 臼杵磨崖仏 現地調査指導

川野邊渉 21.12.23～12.24 大塚オーミ陶業株式会社 キトラ古墳壁画複製品の製作に係る指導・助言

川野邊渉 22. 1. 7～ 1. 8 高瀬石仏
環境調査測定作動状況確認および観測データ分
析

川野邊渉 22. 1.19～ 1.20 大塚オーミ陶業株式会社 キトラ古墳壁画複製品の製作に係る指導・助言

川野邊渉 22. 2. 6～ 2. 7 臼杵磨崖仏 現地調査指導

川野邊渉 22. 2.16～ 2.17
熊本城天守閣内の熊本博
物館分

館内環境調査

川野邊渉
22. 2.18～ 2.19,
22. 3. 8～ 3. 9

大塚オーミ陶業株式会社 キトラ古墳壁画複製品の製作に係る指導・助言

川野邊渉 22. 3.25 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

木川りか 21. 6.19, 6.26
自治労会館、
神戸市立博物館

第31回文化財の虫菌害・保存対策研修会講師

木川りか 21. 7. 6 国立歴史民俗博物館
国立歴史民俗博物館資料保存環境検討委員会平
成21年度第１回委員会出席

木川りか 21. 8.11 広島県立美術館 広島県美術館ネットワークの研修会講師

木川りか 21. 8.25 学士会館
文化財虫害研究所・総合的防除対策検討委員会
出席

木川りか 21. 9. 3～ 9. 4 九州国立博物館
ミュージアムIPM支援者育成プログラム策定会
議出席

木川りか 21. 9. 8～ 9. 9 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 21.10.22 文部科学省
第４回文化財（美術工芸品）修理技術者講習会
の講師

木川りか 21.10.29～10.30 国際高等研究所
「文化財保全技術」に関する先導的研究開発委
員会国際シンポジウムでの講演
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氏　名 期　　間 調　査　先 目　　　　　的

木川りか 21.11. 6 国立公文書館 平成21年度公文書館専門職員養成課程の講師

木川りか 21.11.28～11.29 九州国立博物館
平成21年度文化庁美術館・博物館活動基盤整備
支援事業「市民と共に　ミュージアムIPM」公
開シンポジウムにおける講演、座談会の出席

木川りか 21.12.10～12.11 国立民族学博物館 平成21年度国立民族学博物館共同研究会出席

木川りか 21.12.22 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 22. 1.20～ 1.21 九州国立博物館
第２回ミュージアムIPM支援者育成プログラム
策定会議出席

木川りか 22. 2.15 文化財虫害研究所 評議員選定委員会出席

木川りか 22. 2.25 国立歴史民俗博物館
国立歴史民俗博物館資料保存環境検討委員会平
成21年度第２回委員会出席

木川りか 22. 3. 5
埼玉県立歴史と民俗の博
物館

埼玉県博物館連絡協議会資料保存研修会の講師

北野信彦 21. 4. 6 京都市埋蔵文化財研究所
共同研究「京都市内出土資料の文化財科学的な
調査研究」に係る打合せ

北野信彦 21. 4.20 京都市埋蔵文化財研究所
共同研究「京都市内出土資料の文化財科学的な
調査研究」に係る調査

北野信彦 21. 5. 1 本光寺 出土副葬品の修復、保存、管理の指導

北野信彦 21. 5. 8 鹿苑寺 鹿苑寺不動堂石室発掘調査指導

北野信彦 21. 5.12
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. 5.19 奈良大学総合研究所
日本文化財科学会第１回学会表彰選考委員会出
席

北野信彦 21. 5.19 鹿苑寺 鹿苑寺不動堂石室発掘調査指導

北野信彦 21. 6. 5 京都市埋蔵文化財研究所
共同研究「京都市内出土資料の文化財科学的な
調査研究」に係る調査

北野信彦 21. 7. 5
東北大学学術資源研究公
開センター植物園

公開市民講座「漆器の考古学」講師

北野信彦 21. 7.18 兵庫陶芸美術館
特別展「Made in TAMBA丹波の里のやきも
のづくり」にかかる記念講演会講師

北野信彦 21. 8.12～ 8.13 京都市埋蔵文化財研究所
共同研究「京都市内出土資料の文化財科学的な
調査研究」に係る調査

北野信彦 21. 9.26 明治大学
漆にかかわる講演「桃山期に使われたタイ漆の
謎」
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氏　名 期　　間 調　査　先 目　　　　　的

北野信彦 21.10.16, 19, 30 京都市埋蔵文化財研究所
共同研究「京都市内出土資料の文化財科学的な
調査研究」に係る調査

北野信彦 21.11.25
春日社古墳出土革盾保存
処理作業現場、京都科学

春日社古墳出土革盾保存処理作業の助言・指導

北野信彦 21.11.26 京都市埋蔵文化財研究所
共同研究「京都市内出土資料の文化財科学的な
調査研究」に係る調査

北野信彦 21.12. 1～12. 2 東京文化財研究所
文化遺産の保護に資する研修2009（個人研修・
モンゴル）講師

北野信彦 21.12.15～12.16
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 21.12.22 慈照寺 国宝建造物の保存修理工事にかかる技術指導

北野信彦 22. 1. 5～ 1. 6
松浦市鷹島開発総合セン
ター

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 22. 1.14 本光寺 忠雄公墓所整理部会出席

北野信彦 22. 2. 4, 12, 26 京都市埋蔵文化財研究所
共同研究「京都市内出土資料の文化財科学的な
調査研究」に係る調査

北野信彦 22. 3.15～ 3.16 瑞巌寺 瑞巌寺本堂彩色調査

朽津信明 21. 6. 9～ 6.10
横山、井寺、

大戸鼻南古墳など
装飾古墳モニタリングの指導、助言

朽津信明 21. 9.24
国史跡・清戸 横穴、

双葉町役場
第１回清戸 横穴保存委員会における現地調査
ならびに審議

朽津信明 21.10.19 文部科学省
第４回文化財（美術工芸品）修理技術者講習会
の講師

朽津信明 21.11.13
国史跡・清戸 横穴、
双葉町歴史民俗資料館

第２回清戸 横穴保存委員会における現地調査
ならびに審議

朽津信明 21.11.15 九州国立博物館 公開講演会「装飾古墳と科学」講師

朽津信明 22. 2. 5
国史跡・清戸 横穴、
双葉町歴史民俗資料館

第３回清戸 横穴保存委員会における現地調査
ならびに審議

佐野千絵 21. 5. 1 三重県庁 博物館建築設計にかかる指導、助言

佐野千絵 21. 5.14
社会教育実践研究セン
ター

平成21年度博物館学芸員専門講座の講師

佐野千絵 21. 5.20 三千院 保存環境調査

佐野千絵 21. 5.25 千葉県立美術館 平成21年度第１回千葉県文化財保護審議会出席

佐野千絵 21. 6. 3～ 6. 4 山内会館 第３回山内家資料の保存等検討委員会出席
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氏　名 期　　間 調　査　先 目　　　　　的

佐野千絵 21. 6. 5～ 6. 6 那覇市内
「御後絵（国王肖像画）復元事業」調査の中間
報告および打合せ

佐野千絵 21. 6.18～ 6.19 宗像市役所 第２回宗像市史跡保存整備審議会出席

佐野千絵 21. 6.29 東京国立博物館
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 21. 7.27 三千院 収蔵庫の維持管理について現地指導等

佐野千絵 21. 8. 6 群馬県庁 第１回群馬県文化財保護審議会出席

佐野千絵 21. 9. 8 南房総市谷頭、吾妻神社
平成21年度文化財調査（豊田の人形芝居首及び
衣装、吾妻神社の馬だし祭用具）

佐野千絵 21. 9. 9 新潟市美術館 保存環境調査

佐野千絵 21. 9.15 千葉県文書館 平成21年度第２回千葉県文化財保護審議会出席

佐野千絵 21. 9.17 山内会館 第４回山内家資料の保存等検討委員会出席

佐野千絵 21. 9.28～10. 1 那覇市内
御後絵（国王肖像画）復元事業にかかる絵画等
の調査及び打合せ

佐野千絵 21.10.20 出雲弥生の森博物館 館内環境の調査

佐野千絵 21.10.22 文部科学省
第４回文化財（美術工芸品）修理技術者講習会
の講師

佐野千絵 21.10.26 吾妻神社
平成21年度文化財調査（吾妻神社の馬だし祭用
具）

佐野千絵 21.11. 9 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
ミナーの講師

佐野千絵 21.11.10～11.11 山内会館 第５回山内家資料の保存等検討委員会出席

佐野千絵 21.11.25 新九州歴史資料館 館内環境の調査

佐野千絵 22. 1.19 桜京古墳、宗像市役所 第３回宗像市史跡保存整備審議会出席

佐野千絵 22. 1.22 千葉県文書館 平成21年度第４回千葉県文化財保護審議会出席

佐野千絵 22. 2. 2 群馬県庁 第２回群馬県文化財保護審議会出席

佐野千絵 22. 2.12
社会教育実践研究セン
ター

平成21年度社会教育主事講習［B］の講師

佐野千絵 22. 3. 5 鹿児島県上野原縄文の森
遺跡保存館・地層観察館の現地指導および企画
展示室環境調査

佐野千絵 22. 3.11～ 3.12 都城島津伝承館 館内環境の調査

佐野千絵 22. 3.25～ 3.26 高知県立歴史民俗資料館 公開承認施設申請のための館内環境調査

塩谷純 21.11.20 熊本県立美術館 「細川家の至宝展」出品依頼
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塩谷純 22. 3.22～ 3.23 熊本県立美術館 「細川家の至宝展」作品集荷

清水真一 21. 4. 4 中央合同庁舎
第５回平泉の文化遺産世界遺産登録推薦書作成
委員会出席、第２回海外専門家の招聘・打合せ

清水真一 21. 5.28 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部
会出席

清水真一 21. 6.16 中央合同庁舎
第６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. 7.10 国立歴史民俗博物館
平泉遺跡群調査整備指導委員会遺構検討部会復
元作業部会出席

清水真一 21. 7.16～ 7.17 平泉文化遺産センター
平成21年度第１回平泉遺跡群調査整備指導委員
会出席

清水真一 21. 8. 7
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 21. 8.18 平泉文化遺産センター
第７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. 9. 7～ 9. 8 出雲大社 島根県指定文化財候補物件の調査

清水真一 21. 9. 9～ 9.10
ユネスコ・アジア文化セ
ンター文化遺産保護協力
事務所

「アジア太平洋地域文化遺産保護研修2009（集
団研修）―木造建造物の保存と修復―」講師

清水真一 21. 9.11
文化財建造物保存技術協
会

平成21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 21. 9.11 東京国立博物館
平成21年度文化財保存修復専門家養成実践セミ
ナーでの講義

清水真一 21.10. 1 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部
会出席

清水真一 21.10.20 長勝寺 重要文化財長勝寺専門委員会出席

清水真一 21.10.21 文部科学省
第４回文化財（美術工芸品）修理技術者講習会
の講師

清水真一 21.10.22 塩尻市楢川支所
平成21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 21.11. 6 文化庁
第８回平泉の文化遺産世界遺産登録推薦書作成
委員会事前検討会出席

清水真一 21.11.13
勝興寺保存修理現場事務
所

平成21年度文化財建造物木工技能者研修（普通
コース第16回）認定審査委員会出席

清水真一 21.11.16～11.17 サンラポーむらくも 島根県文化財保護審議会出席
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清水真一 21.11.26 中央合同庁舎
第８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 21.12.10 岩波書店
平泉遺跡群調査整備指導委員会整備遺構合同部
会出席

清水真一 22. 1.20 石川県行政庁舎
第６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 22. 1.27～ 1.30 奈良県新公会堂ほか
ACCU2009国際会議「文化遺産保護と人材養
成」出席

清水真一 22. 2. 4
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 22. 2. 9～ 2.10
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 22. 2.16 塩尻市楢川支所
平成21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 22. 2.18～ 2.19 岩手県庁
平成21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 22. 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 21. 8. 7～ 8.11 奈良国立博物館、泉湧寺 国際シンポジウム及びワークショップ参加

城野誠治 21.12.14 武蔵野美術大学
美術作品の研究を目的としたデジタル画像の活
用及び画像処理に関する助言・指導

城野誠治 22. 1. 5 半田九清堂
重要文化財東福門院入内図屏風の光学調査およ
び光学調査に対する助言・指導

城野誠治 22. 3. 1～ 3. 5 奈良国立博物館 仏教美術等の光学的調査

鈴木規夫 21. 7.23 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 22. 1.29 山梨県立博物館 山梨県文化財保護審議会有形文化財部会出席

鈴木規夫 22. 3.11 山梨県庁 平成21年度第２回山梨県文化財保護審議会出席

田代亜紀子 21. 6.24 上智大学
平成21年度学術研究振興資金「ナショナリズム
復興のなかの文化遺産」研究会出席

田代亜紀子 21. 9. 6～ 9.10
京都大学東南アジア研究
所および滋賀県朽木、椋
川、針畑

API Regional Project ワークショップ参加

田代亜紀子 22. 1.26～ 1.30 奈良県新公会堂ほか
ACCU2009国際会議「文化遺産保護と人材養
成」出席

田中淳 21. 5.31 佐倉市立美術館 佐倉市立美術館運営協議会出席



― 186 ―

氏　名 期　　間 調　査　先 目　　　　　的

田中淳 21. 7.16～ 7.17 島根県立石見美術館
「近代日本洋画の巨匠黒田清輝展」の内覧会出
席

田中淳 21.10.19 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 21.10.26 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 21.11.13～11.14 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 21.12. 4～12. 5 東京国立博物館
アート・ドキュメンテーション学会創設20周年
記念フォーラム出席

田中淳 22. 1.31 佐倉市立美術館 佐倉市立美術館運営協議会出席

田中淳 22. 2.19 茨城県近代美術館
平成21年度茨城県近代美術館美術資料審査委員
会出席

田中淳 22. 2.23～ 2.24 岩手県立美術館 平成21年度美術品収集評価委員会出席

田中淳 22. 3. 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 22. 3.23 小杉放菴記念日光美術館 小杉放菴記念日光美術館第３回評議員会出席

土屋貴裕 21.11. 2 千葉大学
研究会「もの」とイメージを介した文化伝播に
関する研究への出席（研究報告と討議）

鳥光美佳子 21. 8. 7～ 8.11 奈良国立博物館、泉湧寺 国際シンポジウム及びワークショップ参加

鳥光美佳子 21.12.14 武蔵野美術大学
美術作品の研究を目的としたデジタル画像の活
用及び画像処理に関する助言・指導

鳥光美佳子 22. 1. 5 半田九清堂
重要文化財東福門院入内図屏風の光学調査およ
び光学調査に対する助言・指導

鳥光美佳子 22. 3. 1～ 3. 5 奈良国立博物館 仏教美術等の光学的調査

中野照男 21. 7.13 四街道市教育委員会 平成21年度第１回文化財審議会出席

中野照男 21. 8.26, 8.28 東京国立博物館
平成21年度法隆寺献納宝物特別調査「聖徳太子
絵伝」の調査会出席

中野照男 21.12. 3～12. 4 日本学術振興会 平成21年度第３回特別研究員等審査会出席

中山俊介 21. 9.24～ 9.25 大佐渡総合開発センター 佐渡金銀山遺跡及び資史料の保存・整備

中山俊介 22. 2. 9 所沢航空発祥記念館
「九一式実物資料活用評議委員会」第５回委員
会出席

中山俊介 22. 2.12 船の科学館
日本機械学会　技術と社会部門―交通・物流部
門　部門連携活動企画「合同見学会及び意見交
換会」に向けた話題提供のため
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中山俊介 22. 2.13 物流博物館
近代文化遺産と産業遺産に関連した研究室の取
組みについて講演

早川典子 21. 9.11 京都国立博物館 国宝三十帖冊子の調査

早川典子 21.10.23 文部科学省
第４回文化財（美術工芸品）修理技術者講習会
の講師

早川典子 21.12. 2 坂田墨珠堂
重要文化財紙本金地著色松図12面のうち戸襖貼
付４面の調査および合成樹脂の取扱いに関する
助言

早川典子 22. 1.19 大塚オーミ陶業株式会社 キトラ古墳壁画複製品の製作に係る指導・助言

早川典子 22. 2.16～ 2.17
熊本城天守閣内の熊本博
物館分

館内環境調査

早川泰弘 21. 6. 4～ 6. 5 奈良国立博物館
人体解剖模型（金沢大学医学部所有）の顔料調
査

早川泰弘 21. 6.17 奈良大学 日本文化財科学会会計監査出席

早川泰弘 21. 7.16～ 7.17 沖縄県立博物館・美術館
平成21年度沖縄のガラス・玉等製品関係資料調
査に係る現地調査

早川泰弘 21. 8.26 静岡理工科大学 第18回機器分析講座講師

早川泰弘 21. 8.26～ 8.28 東京国立博物館
平成21年度法隆寺献納宝物特別調査「聖徳太子
絵伝」の調査会出席

早川泰弘 21. 9. 3～ 9. 4 京都国立博物館 国宝三十帖冊子の装幀の非破壊調査

早川泰弘 21. 9.28～10. 1 那覇市内
御後絵（国王肖像画）復元事業にかかる絵画等
の調査及び打合せ

早川泰弘 21.11. 4～11. 6 広島市立大学
広島市立大学特定研究「文化財学、保存修復に
関する研究、教育プログラム導入に関する調
査・研究」に係る特別講義

早川泰弘 22. 2.16～ 2.17
沖縄県埋蔵文化財セン
ター、沖縄県立博物館・美
術館、南城市教育委員会

平成21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、並びに第５回現地調査の
実施

俵木悟 21. 7. 5～ 7. 6 国立民族学博物館
人間文化研究機構連携研究第１回研究会出席お
よび研究打合せ

俵木悟 21. 8.24～ 8.25 萩市総合福祉センター 地域伝統文化伝承事業専門委員会出席

俵木悟 22. 1. 8～ 1. 9 広島県立文化芸術ホール
無形文化遺産（神楽・歌舞伎）に関する調査、
見学
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俵木悟 22. 3.27 国立民族学博物館
人間文化研究機構連携研究「ユーラシアにおけ
る音楽・芸能と交流のイメージ」班第２回研究
会出席および研究成果報告書作成の打合せ

邊牟木尚美 22. 3.18 国立民族博物館
エジプト国大エジプト博物館保存修復センター
プロジェクト国立民族博物館との打合せ

宮田繁幸 21. 5.29 旧文部省庁舎
平成21年度「伝統文化こども教室」関連事業企
画委員会出席

宮田繁幸 21. 6. 4 国立劇場 日本芸術文化振興会専門委員会出席

宮田繁幸 21. 7.15 京都ガーデンパレス
文化遺産保護国際貢献事業「無形文化遺産保護
パートナーシッププログラム」に係る「第３回
無形文化遺産保護のための集団研修」講師

宮田繁幸 21.10.20～10.21 檀紙小学校
「プロジェクト未来遺産」選考のための現地視
察調査

宮田繁幸 22. 3.25 国立劇場 日本芸術文化振興会専門委員会出席

森井順之 21. 7.21～ 7.22 国立西洋美術館
J.Pゲッティ美術館・国立西洋美術館共催国際
シンポジウムでの講演「GISを用いた文化財情
報システムによる博物館防災」

森井順之
21.11.23～11.24
21.12.14～12.16

臼杵磨崖仏 現地調査指導

森井順之 22. 1.12～ 1.14 福島県南相馬市
福島県南相馬市所在の小高石仏等の保存修理に
関する実態調査研究

森井順之 22. 1.15 栃木県日光市山内
世界遺産モニタリングにかかる環境データ採取
のため

山内和也 22. 3.18 国立民族博物館
エジプト国大エジプト博物館保存修復センター
プロジェクト国立民族博物館との打合せ

山梨絵美子 21. 6. 8 静岡県立美術館
平成21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 21. 7.12～ 7.13 京都国立近代美術館
「前衛都市モダニズムの京都展」出品作品返却
に伴う点検、梱包指導

山梨絵美子 21. 7.14～ 7.17 島根県立石見美術館 「近代日本洋画の巨匠黒田清輝展」の展示指導

山梨絵美子 21. 7.31～ 8. 1 島根県立石見美術館 講演会「日本絵画の近代化と黒田清輝」講師

山梨絵美子 21. 8.31～ 9. 2 島根県立石見美術館
「近代日本洋画の巨匠黒田清輝展」の撤去作業
指導

山梨絵美子 21.10. 5 静岡県立美術館 静岡県立美術館専門委員会出席
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山梨絵美子 21.10.30～10.31 石橋美術館
美術講座「ランキングで楽しむ石橋美術館」講
師

山梨絵美子 21.11.27 大分市美術館 大分市美術館美術品収集委員会出席

山梨絵美子 21.11.28～11.29 平野政吉美術館
ギャラリートーク「平野政吉コレクションの魅
力」

山梨絵美子 22. 1.19 千秋美術館
平成21年度秋田市立千秋美術館協議会美術作品
等評価審査委員会出席

山梨絵美子 22. 3. 2 山形県庁 山形県文化財保護審議会出席

吉田直人 21. 6. 4 群馬県立館林美術館 収蔵庫の空気環境調査

吉田直人 21. 6. 5～ 6. 7 那覇市内
「御後絵（国王肖像画）復元事業」調査の中間
報告および打合せ

吉田直人 21. 9. 3～ 9. 4 京都国立博物館 国宝三十帖冊子の装幀の非破壊調査

吉田直人 21. 9.28～10. 1 那覇市内
御後絵（国王肖像画）復元事業にかかる絵画等
の調査及び打合せ

吉田直人 22. 2.19 千葉県文書館
平成21年度第３回千葉県史料保存活用連絡協議
会研修会講師

吉田直人 22. 3.15～ 3.16 山内会館
こうちミュージアムネットワーク研修会「文化
財保存環境“光と照明”基礎講座」講師

吉田直人 22. 3.24
（仮称）是川縄文館（八戸
市）

館内環境の調査

綿田稔 21. 7.10～ 7.11 山口県立美術館 平成21年度雪舟研究会会議出席


