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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

22. 9.17～ 9.26
立命館大学、兵庫県篠山市
重要伝統的建造物群保存地

区内集会所など

Lecture10「 Assessment Survey and 
Recommendations for an Action Plan」講
義 お よ びTeam Project「Formulating DRM 
Plan for Case Study Sites」の指導など

有村誠 22.12.16 筑波大学
プレ戦略イニシアティブ・筑波大学西アジア文
明研究センター国際シンポジウム参加

石崎武志 22. 5.14 奈良大学 日本文化財科学会運営会議出席

石崎武志 22. 5.25 長浜市曳山博物館 長浜曳山祭行事・曳山保存専門委員会出席

石崎武志 22. 5.27
京都国立博物館

文化財保存修理所
文化財保存修復学会新理事打合せ会出席

石崎武志 22. 7.20 岡山市役所 史跡造山古墳第五古墳保存整備委員会出席

石崎武志 22. 9. 6 三千院 収蔵庫の維持管理についての指導

石崎武志 22. 9.10 千足古墳 千足古墳の石室および石障にかかる調査・指導

石崎武志 22. 9.14～ 9.15
函館市縄文文化交流

センター建設地
函館市縄文文化交流センター館内保存環境調査
に係る指導

石崎武志 22.11.22
史跡造山古墳第五古墳、

岡山市立高松公民館
第２回史跡造山古墳第五古墳保存整備委員会出
席

石崎武志 22.12.15 岡山市埋蔵文化財センター
第２回史跡造山古墳第五古墳石室・石障保存措
置検討委員会出席

石崎武志 23. 1. 5～ 1. 6 北海道開拓記念館 収蔵庫の保存環境についての助言

石崎武志 23. 1.17 奈良大学 日本文化財科学会運営会議出席

石崎武志 23. 1.28 千足古墳 千足古墳の石室および石障にかかる調査・指導

石崎武志 23. 3. 3 奈良大学 日本文化財科学会運営会議、評議員会出席

石崎武志 23. 3.11 ほっとプラザ大供
第3回史跡造山古墳第五古墳保存整備委員会出
席

石崎武志 23. 3.21～ 3.22 遠軽町埋蔵文化財センター 館内環境の調査

犬塚将英 22. 4.11 史跡虎塚古墳 虎塚古墳石室点検調査

犬塚将英
22. 5.28～ 5.29、
22. 6.10

法隆寺 文化財のカビ被害の分析及び保存環境の改善
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氏　名 期　　間 調　査　先 目　　　　　的

犬塚将英 22. 6.17～ 6.18
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. 6.28 東京国立博物館
第7回指定文化財（美術工芸品）企画・展示セ
ミナー講師

犬塚将英 22. 7. 7
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 22.10.12～10.13 ポーラ美術館
レオナール・フジタ（藤田嗣治）絵画作品のX
線調査

犬塚将英 22.10.20～10.21 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 22.10.30 史跡虎塚古墳 虎塚古墳石室内点検

犬塚将英 22.11.15 史跡虎塚古墳 虎塚古墳石室点検作業

犬塚将英 23. 1.28
熊本城天守閣内の

熊本博物館分
館内環境調査

犬塚将英 23. 2.25 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

勝木言一郎 22. 8.24 東京国立博物館
「高精細画像運用管理システムサーバコン
ピュータ他　一式」仕様策定委員会出席

亀井伸雄 22. 4.11 読売新聞大阪本社
文化財保存・修復「読売あをによし賞」第4回
選考委員会出席

亀井伸雄 22. 5.30 読売新聞大阪本社
文化財保存・修復「読売あをによし賞」表彰式・
記念フォーラム出席

亀井伸雄 22. 7.12 ホテル白鳥（松江市） 第１回松江城調査研究委員会出席

亀井伸雄 22. 8.31～ 9. 1 日南市生涯学習センター 日南市歴史文化基本構想等策定委員会出席

亀井伸雄 22. 9.22 奈良市内 第一次大極殿院建造物復原整備検討委員会出席

亀井伸雄 22.11.15 学士会館 文化財虫害研究所評議員会出席

亀井伸雄 22.11.24 日南市生涯学習センター 日南市歴史文化基本構想等策定委員会出席

亀井伸雄 22.11.28 都市センターホテル 第２回松江城調査研究委員会出席

亀井伸雄 22.12. 9
文化財建造物
保存技術協会

第２回第一次大極殿院建造物復原整備検討委員
会出席

亀井伸雄 23. 1.26～ 1.28 奈良県新公会堂ほか
国際会議「伝統技術の継承と人材育成　建造物
修理における法制度と木工」出席

亀井伸雄 23. 2. 1 学士会館 文化財虫害研究所評議員会出席

亀井伸雄 23. 2. 7 島根県東京事務所 第１回松江城調査研究委員会構造部会出席

亀井伸雄 23. 2.25～ 2.26 日南市生涯学習センター
日南市歴史文化基本構想等策定委員会および
ワーキンググループ合同委員会出席
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氏　名 期　　間 調　査　先 目　　　　　的

亀井伸雄 23. 3.23 都市センターホテル 第３回松江城調査研究委員会出席

川野邊渉 22. 5.25 京都国立博物館
第32回京都国立博物館文化財保存修理所運営委
員会出席

川野邊渉 22. 5.30 明日香村立中央公民館
春期特別展「キトラ古墳壁画四神」特別公開記
念文化庁・奈良文化財研究所主催講演・討論会
での基調講演並びに討論会のパネリスト

川野邊渉 22. 6.30 石川県立美術館
平成22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 22. 7. 9 京都国立博物館
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 22. 9. 3 日本建築学会建築会館
平成22年度文化財建造物修理主任技術者講習会

（普通コース・後期）の講師

川野邊渉 22. 9.13 京都国立博物館
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 22. 9.22 京都国立博物館
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 22. 9.25 京都国立博物館 修理技術者資格試験第１次試験の立会い

川野邊渉 22.10. 1 文化庁
近代行政文書の保存活用にかかる意見聴取（第
１回）出席

川野邊渉 22.10.27 文部科学省
第５回文化財（美術工芸品）修理技術者講習会
の講師

川野邊渉
22.11.24～11.25、
22.12.13～12.14

臼杵磨崖仏 現地調査指導

川野邊渉 22.12.17 京都国立博物館
修理技術者初級講習会における講義「文化財修
理と倫理」

木川りか 22. 4.28 文化庁
「重要文化財（美術工芸品）防災施設等整備推
進事業」に関する調査打合せ

木川りか 22. 4.30～ 5. 1 三千院 収蔵庫の維持管理についての指導

木川りか
22. 5.28～ 5.29、
22. 6.10～ 6.11

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. 7. 2 自治労会館 第32回文化財の虫菌害・保存対策研修会講師

木川りか 22. 8. 2 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22年度第１回委員会出席

木川りか 22. 9.21～ 9.22 仁和寺 仁和寺収蔵庫内環境整備事業に関わる調査

木川りか 22.10. 1 国立オリンピックセンター 第30回文化財防虫防菌処理実務講習会講師
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氏　名 期　　間 調　査　先 目　　　　　的

木川りか 22.10.15～10.16 九州国立博物館
第１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 22.10.20～10.21 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 22.11.19 国立公文書館 平成22年度公文書館専門職員養成課程の講師

木川りか 22.11.22 東京文化財研究所
公開承認施設緊急会議での講演「博物館施設に
おける生物被害発生時の対応と手法選択」

木川りか 22.12.10 三千院 収蔵庫の維持管理についての指導

木川りか 23. 2.10 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22年度第２回委員会出席

菊池理予 22. 6.15 丸紅大阪支社
丸紅コレクションの染織品調査（文化ファッ
ション研究機構調査）

菊池理予 22. 6.30、7. 1 大倉集古館 大倉集古館所蔵能小道具調査および写真撮影

菊池理予 22. 7.11 株式会社林原 林原収蔵品データベース作成

菊池理予 22. 7.12 女子美術大学美術館
女子美術大学美術館における染織品調査（文化
ファッション研究機構調査）

菊池理予 22. 8.16 国立歴史民俗博物館
国立歴史民俗博物館における染織品調査（服飾
文化共同研究拠点調査）

菊池理予 22.10.29～10.31 高井琮玄宅（福岡県） 「三井家のきものと下絵」に関する調査

菊池理予 22.11.27 株式会社千總 「三井家のきものと下絵」に関する調査

菊池理予 23. 1.13 東京大学史料編纂所 林原収蔵品データベース作成

菊池理予 23. 2. 3 高井琮玄宅（福岡県） 「三井家のきものと下絵」に関する調査

北野信彦 22. 4.28 呉市海事歴史科学館 資料の保存過程における現地指導

北野信彦 22. 5.20 向島百花園 向島百花園石碑の修復・保存方法など指導

北野信彦 22. 5.20 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 22. 5.28
松江城下町遺跡
発掘調査事務所

「松江歴史館整備事業に伴う近世出土漆工品の
文化財科学的な共同調査研究」事前協議

北野信彦 22. 5.31～ 6. 1 高知県埋蔵文化財センター
西弘小路遺跡出土漆製品の整理および分析に関
する指導

北野信彦 22. 6. 4 都久夫須麻神社本殿ほか
国宝都久夫須麻神社本殿の彩色についての共同
調査

北野信彦 22. 6. 6～ 6. 7 呉市海事歴史科学館
資料の保存過程における現地指導（海水より引
揚げられた旧海軍の高角機銃を保存するための
過程）



― 183 ―

氏　名 期　　間 調　査　先 目　　　　　的

北野信彦 22. 7. 7 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. 7.16 伊丹市教育委員会
有岡城跡・伊丹郷町遺跡316次発掘調査出土の
漆器鑑定

北野信彦 22. 7.23 上智大学
東南アジア考古研究会にて「桃山文化期におけ
る東南アジア産輸入漆の調達と使用」について
発表

北野信彦 22. 7.30 東京文化財研究所 漆を科学する会第26回研究発表討論会講師

北野信彦 22. 8. 2 統計数理研究所跡地 遺構標本整備の指導

北野信彦 22. 8.31～ 9. 1
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 22. 9. 3 日本建築学会建築会館
平成22年度文化財建造物修理主任技術者講習会

（普通コース・後期）の講師

北野信彦 22. 9.10 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 22.10.23
明治大学駿河台校舎
アカデミーコモン

漆の講座「漆の歴史を探る」講師

北野信彦 22.10.29～10.30
松浦市立鷹島埋蔵
文化財センター

鷹島海底遺跡出遺物（漆製品）の調査、実見

北野信彦
22.12.14、
22.12.22～12.26

都久夫須麻神社 国宝都久夫須麻神社本殿の蒔絵の修理

北野信彦
23. 1. 7～ 1.10、
23. 1.15～ 1.17、
23. 1.22～ 1.23

都久夫須麻神社 国宝都久夫須麻神社本殿の蒔絵の修理

北野信彦 23. 1.24～ 1.26
松浦市鷹島開発
総合センター

第1回松浦市鷹島海底遺跡調査指導委員会合同
会議出席

北野信彦 23. 1.27 熊本博物館
熊本博物館所蔵　赤色顔料付着瓦の調査（顔料
分析など）

北野信彦
23. 1.29～ 1.30、
23. 2. 4～ 2. 7

都久夫須麻神社 国宝都久夫須麻神社本殿の蒔絵の修理

北野信彦 23. 2.15 東京都庁 東京都文化財保護審議会第2回総会出席

北野信彦 23. 2.18～ 2.20 都久夫須麻神社 国宝都久夫須麻神社本殿の蒔絵の修理

北野信彦 23. 2.24～ 2.25
鎌倉市下馬周辺遺跡、

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 23. 2.26～ 2.27 都久夫須麻神社 国宝都久夫須麻神社本殿の蒔絵の修理
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氏　名 期　　間 調　査　先 目　　　　　的

北野信彦 23. 3. 3 奈良大学 日本文化財科学会評議員会出席

北野信彦 23. 3. 4～ 3. 7 都久夫須麻神社 国宝都久夫須麻神社本殿の蒔絵の修理

北野信彦 23. 3. 8～ 3.10
かながわ考古学財団

下馬周辺遺跡
下馬周辺遺跡出土の鎧の取り上げ・保存処理に
ついて現地指導

北野信彦
23. 3.12～ 3.13、
23. 3.17～ 3.21

都久夫須麻神社 国宝都久夫須麻神社本殿の蒔絵の修理

北野信彦 23. 3.24
かながわ考古学財団

下馬周辺遺跡
下馬周辺遺跡出土の鎧の取り上げ・保存処理に
ついて現地指導

北野信彦 23. 3.25～ 3.27 都久夫須麻神社 国宝都久夫須麻神社本殿の蒔絵の修理

朽津信明 22. 4.23
国史跡・清戸廹横穴、
双葉町歴史民俗資料館

平成22年度第１回清戸廹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 22. 5.11～ 5.12 呰見大塚古墳 呰見大塚古墳の顔料分析

朽津信明 22. 7. 2
国史跡・清戸廹横穴、
双葉町歴史民俗資料館

平成22年度第２回清戸廹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 22. 7.13～ 7.14 御霊塚古墳、永安寺西古墳 装飾古墳モニタリングの指導、助言

朽津信明 22. 8. 5～ 8. 6 国史跡船迫窯跡 国史跡船迫窯跡の保存修理に関する指導

朽津信明 22.11.19
国史跡・清戸廹横穴、
双葉町歴史民俗資料館

平成22年度第３回清戸廹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 23. 2.16 餓鬼堂横穴墓群
第23号横穴玄室壁面および天井の観察等につい
ての指導

朽津信明 23. 2.17
国史跡・清戸廹横穴、
双葉町歴史民俗資料館

平成22年度第４回清戸廹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 22. 4. 2～ 4. 3 仙台市博物館
聖地チベット展に係る燻蒸及び展示環境管理に
関する指導

佐野千絵 22. 4.28 文化庁
「重要文化財（美術工芸品）防災施設等整備推
進事業」に関する調査打合せ

佐野千絵 22. 5.24 千葉県庁 平成22年度第１回千葉県文化財保護審議会出席

佐野千絵 22. 6.28 東京国立博物館
第７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 22. 7.14 九州歴史資料館 館内環境の調査

佐野千絵 22. 7.27 阿弥陀寺
国宝鉄宝塔ほか美術工芸品保存活用整備事業に
ついて現地指導

佐野千絵 22. 8. 2 群馬県庁 第１回群馬県文化財保護審議会出席

佐野千絵 22. 8.10 板橋区公文書館 既存施設を活用した公文書館施設の調査
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佐野千絵
22. 8.24～ 8.25、 
9. 7～ 9. 8

熊本市現代美術館
企画展「小泉八雲生誕160年記念・来日120年記
念へるんさんの秘めごと」における借用作品調
査

佐野千絵 22. 9.29 松本市文書館 既存施設を活用した公文書館施設の調査

佐野千絵 22.10.20
宗像市役所、

宗像ユリックス
宗像市史跡保存整備審議会出席

佐野千絵 22.11. 4 東京大学
企業史料協議会主催第15回ビジネスアーキビス
ト研修講座での講義

佐野千絵 22.11.22 東京文化財研究所
公開承認施設緊急会議での講演「博物館施設に
おける生物被害発生時の対応と手法選択」、質
疑応答

佐野千絵 22.11.30～12. 1 九州国立博物館
九州国立博物館のIPMメンテナンスについての
指導・助言

佐野千絵 22.12.17 柏市手賀 手賀教会堂聖画の調査

佐野千絵 22.12.22 宗像市役所 宗像市史跡保存整備審議会出席

佐野千絵 23. 1.13～ 1.14 熊本市現代美術館 借用作品調査

佐野千絵 23. 1.27～ 1.28
国史跡桜京古墳、

宗像市役所
桜京古墳石室開放調査に伴う指導、宗像市史跡
保存整備審議会出席

佐野千絵 23. 2.21～ 2.22 山内会館
新資料館基本設計（建築）委託業務および新資
料館基本設計（展示）委託業務に関するプロ
ポーザルの審査

佐野千絵 23. 2.28～ 3. 1 北代縄文広場（富山県）
第２回史跡北代遺跡復元建物修理検討専門家会
議出席

塩谷純 22. 6.14～ 6.15 熊本県立美術館 「細川家の至宝展」作品返却

塩谷純 22. 8.29～ 8.30 岩手県立美術館
「近代日本洋画の巨匠・黒田清輝展」作品撤収
の立会い、指導

塩谷純 22.10.23 一茶双樹記念館双樹亭
秋元洒汀没後65年記念展『秋元洒汀と菱田春草』
における講演会講師

塩谷純 22.11. 1～11. 2 薬師寺
特別展「仏教伝来の道　平山郁夫と文化財保護」
薬師寺所蔵「大唐西域壁画」の作品調査

塩谷純 23. 3.20 福井県立美術館 講演会「島田墨仙と近代の日本画」講師

清水真一 22. 4.19 長勝寺 重要文化財長勝寺専門委員会出席

清水真一 22. 6. 4 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
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清水真一 22. 6.30
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. 7.11～ 7.12 ホテル白鳥（松江市） 第1回松江城調査研究委員会出席

清水真一 22. 7.16
文化財建造物
保存技術協会

平成22年度文化財建造物木工技能者研修（上級
コース）認定審査委員会出席

清水真一 22. 8. 3 塩尻市楢川支所
平成22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 22. 8.30
文化財建造物
保存技術協会

平成22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 22.10.12
平泉文化遺産センター、

無量光院跡、中尊寺大池跡
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 22.10.24～10.25 富山県中新川郡立山町内
「白岩堰堤砂防施設」の保存管理計画案策定に
向けた、現役の防災施設と重要文化財の両立性
と保存方策の考え方に関する助言

清水真一 22.10.26～10.27
沖縄県立芸術大学、

円覚寺跡
円覚寺跡復元整備委員会出席

清水真一 22.11. 8 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 22.11.17 砂防会館
「白岩堰堤砂防施設」の保存管理計画案策定に
向けた、現役の防災施設と重要文化財の両立性
と保存方策の考え方に関する助言

清水真一 22.11.26 小田原市郷土文化館
平成22年度第１回史跡小田原城跡調査・整備委
員会出席

清水真一 22.11.28 都市センターホテル 第2回松江城調査研究委員会出席

清水真一 22.12.22 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 23. 1.17 東京国際センター
平成22年度（国別研修）中国「歴史的建築物保
全保護研修コース」に係る研修講師

清水真一 23. 2. 7～ 2. 8
首里城公園管理センター、

円覚寺跡
第２回円覚寺跡整備委員会出席

清水真一 23. 2. 9～ 2.10
柳之御所遺跡、

無量光院跡、岩手県民会館
平成22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 23. 2.23 小田原市民会館
平成22年度第２回史跡小田原城跡調査・整備委
員会出席

清水真一 23. 3. 9 長勝寺 重要文化財長勝寺専門委員会出席

清水真一 23. 3.16 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 23. 3.18 砂防会館
「白岩堰堤砂防施設」の保存管理計画案策定に
向けた、現役の防災施設と重要文化財の両立性
と保存方策の考え方

清水真一 23. 3.23 都市センターホテル 第３回松江城調査研究委員会出席

城野誠治 22. 7.13～ 7.16 佐野市立吉澤記念美術館
蛍光X線による顔料調査および高精細デジタル
画像撮影

城野誠治 22. 7.29～ 7.31 京都国立博物館 仏教美術等の光学的調査

高桑いづみ 22.12.10 国立国会図書館
音楽資料・情報担当者セミナー（平成22年度）
講師

田中淳 22. 5. 7
川口市立アート

ギャラリー・アトリア
川口市立アートギャラリー春の企画展関連鑑賞
講座の講師

田中淳 22. 5.14 国際交流基金 評価会議出席

田中淳 22. 7.20 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. 7.23～ 7.24 岩手県立美術館 「萬鉄五郎作品研究会」講師

田中淳 22. 8. 7 佐倉市立美術館 佐倉市立美術館運営協議会出席

田中淳 22.11.10 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 22.11.16 目黒区美術館
目黒区美術館資料価格評価専門員としての作品
の実見と価格の評価

田中淳 22.11.26 小杉放菴記念日光美術館
平成22年度小杉放菴記念日光美術館第２回評議
員会出席

田中淳 22.11.28 調布市東部公民館
調布市武者小路実篤記念館開館25周年記念特別
展講演会『「自己を生かす道」を歩んだ画家た
ち―岸田劉生を中心に』講師

田中淳 23. 1.26～ 1.27 岩手県立美術館 平成22年度美術品収集評価委員会出席

田中淳 23. 2. 2 茨城県近代美術館
平成22年度茨城県近代美術館美術資料審査委員
会出席

田中淳 23. 2. 7 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

津田徹英 22. 4. 2 西本願寺 「法然と親鸞ゆかりの名品」打合せ

津田徹英 22. 6. 2 ホテルポートプラザちば
平成22年度関東地区博物館協会第１回研究会講
師

津田徹英 22.10.22 文部科学省 美術工芸品買取鑑査会議出席

津田徹英 23. 1.11 文化庁 美術工芸品買取鑑査会議出席
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土屋貴裕 22. 5.24
千葉大学東京

サテライトオフィス
研究会への出席（研究報告と討議、および研究
打合せ）

土屋貴裕 22. 6. 3～ 6. 4 三重県立斎宮歴史博物館 熟覧および資料調査補助

土屋貴裕 22. 7.14～ 7.17 岩手県立美術館
「近代日本洋画の巨匠・黒田清輝展」作品点検、
展示指導

土屋貴裕 22. 7.27 根津美術館
「地蔵菩薩霊験記絵」の熟覧・調査および打合
せ

土屋貴裕 22. 8.29～ 8.30 岩手県立美術館
「近代日本洋画の巨匠・黒田清輝展」作品撤収
の立会い、指導

土屋貴裕 22.10. 9～10.10 京都造形芸術大学 非常勤講師

友田正彦 23. 1.26 次大夫堀公園民家園
平成22年度（国別研修）中国「歴史的建築物保
全保護研修コース」に係る研修講師

鳥光美佳子 22. 7.13～ 7.16 佐野市立吉澤記念美術館
蛍光X線による顔料調査および高精細デジタル
画像撮影

鳥光美佳子 22. 7.29～ 7.31 京都国立博物館 仏教美術等の光学的調査

中野照男 22. 7.28 四街道市教育委員会 平成22年度第１回文化財審議会出席

中山俊介 22. 5.13 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. 5.19～ 5.20
佐渡島開発総合センター、

史跡佐渡金山遺跡
平成22年度史跡佐渡金山遺跡保存管理計画策定
委員会出席

中山俊介 22. 8.18～ 8.19 臼杵磨崖仏 現地調査指導

中山俊介 22. 9.13 新潟県自治会館
平成22年度第２回史跡佐渡金山遺跡保存管理計
画策定委員会出席

中山俊介 22.12.13 島與会館
平成22年度第３回史跡佐渡金山遺跡保存管理計
画策定委員会出席

中山俊介 23. 1.19～ 1.20
県指定有形文化財

明治橋
現地調査指導

中山俊介 23. 2.14 島與会館
平成22年度第４回史跡佐渡金山遺跡保存管理計
画策定委員会出席

中山俊介 23. 3.22～ 3.23 国指定史跡萩反射炉
国指定史跡萩反射炉保存修理にかかる方針等に
ついての現地指導

早川典子 22. 4. 2 京都国立博物館
新入社員研修会における講義の講師「修理技術
者に必要な自然科学」

早川典子 22. 5.26 大阪大学 第73回レーザ加工学会講演会での講演
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早川典子 22. 7.10 京都国立博物館
中級講習会における講義の講師「修理技術者に
必要な自然科学」

早川典子 22.10.29 文部科学省
第5回文化財（美術工芸品）修理技術者講習会
の講師

早川泰弘 22. 5.21 日光東照宮
平成22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 22. 6. 9 奈良大学 日本文化財科学会2009年度会計監査出席

早川泰弘 22. 6.30～ 7. 1
名古屋市市民経済局
文化観光部名古屋城

総合事務所

名古屋城本丸御殿天井板絵の蛍光X線分析によ
る顔料調査

早川泰弘 22. 8.30～ 9. 1 日光東照宮
平成22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 22. 9. 7～ 9. 8 熊本市現代美術館
企画展「小泉八雲生誕160年記念・来日120年記
念へるんさんの秘めごと」における借用作品調
査

早川泰弘 22.12. 9～12.10
沖縄県立埋蔵文化財

センター
平成22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

早川泰弘 23. 2. 8～ 2.10 広島市立大学
広島市立大学特別講義「文化財科学調査の現場
から」講師、芸術資料館収蔵作品調査、広島県
立美術館収蔵作品「六角紫水」漆芸作品調査

早川泰弘 23. 3.24～ 3.25 広島市立大学
広島市立大学保存修復導入研究公開研究会にお
ける特別講師

俵木悟 22. 5.17 静岡県庁 「伊豆の民俗文化財調査」委員会出席

俵木悟 22. 7.17～ 7.18 初木神社
初木神社例大祭での鹿島踊の現地調査および写
真撮影

俵木悟 22. 7.22～ 7.23 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. 8. 6
島根県立古代出雲

歴史博物館
テーマ研究「石見神楽と地域創造」にかかる客
員研究員検討会出席

俵木悟 22. 8.21～ 8.22 伊仙町歴史民俗資料館 徳之島の芸能関係者との打合せ

俵木悟 22. 9. 8～ 9.10 三島村役場硫黄島出張所
三島村の芸能に関わる映像制作のための調査と
打合せ

俵木悟 22.10.26～10.27 鹿島神社 鹿島神社例大祭での鹿島踊の現地調査

俵木悟 22.12.25～12.28 徳之島 徳之島各地の民俗芸能の映像取材

俵木悟 23. 3. 2 東北歴史博物館 宮城県地域伝統文化活性化推進委員会出席
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俵木悟 23. 3.22～ 3.23 島根県古代文化センター
テーマ研究「石見神楽と地域創造」にかかる客
員研究員検討会出席

二神葉子 22. 5.22 大谷大学
エルデニゾープロジェクト2010年度第1回研究
集会参加ならびに口頭発表

二神葉子 22. 9.10 国立国語研究所 第4回人間文化研究情報資源共有化研究会参加

邊牟木尚美 23. 3.24 国立民族学博物館
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学博物館との打合せ

宮田繁幸 22. 8.18～ 8.19 農村歌舞伎祗園座
「プロジェクト未来遺産」現地調査：みんなで
かぶこう！！プロジェクト～農村歌舞伎祗園座

森井順之 22. 6. 8～ 6. 9 東大寺 東大寺所蔵文化財の地震対策についての指導

森井順之
22. 8.18～ 8.19、
22.11.24～11.25

臼杵磨崖仏 現地調査指導

山梨絵美子 22. 4.15～ 4.16
三菱重工業株式会社

長崎造船所
展覧会「三菱が夢見た美術館　岩崎家と三菱ゆ
かりのコレクション」展示作品調査

山梨絵美子 22. 6. 1 静岡県立美術館 静岡県立美術館美術品収集委員会出席

山梨絵美子 22. 6.29 静岡県立美術館
平成22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 22. 7.14～ 7.17 岩手県立美術館
「近代日本洋画の巨匠・黒田清輝展」作品点検、
展示指導

山梨絵美子 22. 7.31～ 8. 1 岩手県立美術館
企画展「近代日本洋画の巨匠　黒田清輝展」に
係る講演会「黒田清輝の生涯と画業」講師

山梨絵美子 22.10. 6 千秋美術館
平成22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 22.10. 7 静岡県立美術館 「ロボットと美術」展の評価

山梨絵美子 22.11.22 静岡県立美術館 静岡県立美術館専門委員会議出席

山梨絵美子 22.11.26 大分市美術館 平成22年度大分市美術館美術品収集委員会出席

山梨絵美子 23. 2. 4 江戸東京博物館
企画展「140年前の江戸城を撮った男―横山松
三郎」関連講座『幕末明治初期、絵に求められ
たこと』講師

吉田直人 22. 9. 7～ 9. 8 熊本市現代美術館
企画展「小泉八雲生誕160年記念・来日120年記
念へるんさんの秘めごと」における借用作品調
査

吉田直人 22.11.16～11.17
松山市立

埋蔵文化財センター

松山市立埋蔵文化財センター（松山市考古館）
特別展示室・特別収蔵庫の環境整備事業につい
ての指導
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氏　名 期　　間 調　査　先 目　　　　　的

吉田直人 23. 1.13～ 1.14 熊本市現代美術館 借用作品調査

吉田直人 23. 1.24～ 1.25
皇學館大学佐川記念

神道博物館
館内環境の調査

綿田稔 23. 2. 7～ 2. 8
相国寺承天閣美術館、

醍醐寺三宝院
桃山末～江戸初期における蓮表現の研究のた
め、様式的、技法的比較調査


