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委員長挨拶

今年で藝祭は６６回目を迎えます。
例年に比べ、準備が忙しく、一週間が短すぎると、地球の軌道を呪った日も何度かありました。
それだけトラブルが多く、時間が掛かりました。
今年から新しく始めたことがいくつかあります。楽しんでいただけたら幸いです。
零れちゃったこともありましたが、注いだ想いはしっかり今年も、個性の強い藝祭をつくり上げ
ました。
我々の大切な作品です。
どうかお酒はほどほどに、お楽しみください。

                                                                    　　　2013 年度藝祭委員長 半田悠人

Hello everyone, my name is Yuto Handa and I'm a committee chairman of Geisai

First of all, I'd like to thank you for all for coming today.

This year, the event will celebrate its 66th anniversary. Therefore, to celebrate this anniversary, 

we tried some new challenges. However, these new challenges gave us many troubles and a lack 

of time in the preparation period but we all pulled together and achieved our goal.

Ｉ appreciate all the people’s cooperation

And we also hope you will enjoy this event

Thank you very much indeed."

                                                       　　　 The Chairman of Geisai in 2013   Handa, Yûto

    

Contents
学内地図

藝祭委員長挨拶

ご挨拶
テーマ説明

イベント

 演奏
 展示
 模擬店
 特集

協賛

藝祭委員名簿

開口一番
神輿パレード
 神輿・法被紹介
  神輿制作過程
 ステージイベント
  学内イベント
 秋の芸術まつり

        協賛ギャラリー MAP
    協賛企業 MAP 
協賛企業一覧

  空想委員会インタビュー
ヴィヴィアン佐藤インタビュー

２

５

６

８

１１

２２

２２

２２

２２

２２

２２



 
 

今年の藝祭のテーマは「眩暈するくらい」。
なかなか深みのあるテーマであると思います。
そもそも藝祭とは、東京藝大を多くの方々にアピールする場所でもあります。ある意味ではオー  プンキャンパスと
いえるでしょう。
はちきれんばかりの若さや、芸術を志す真摯な学生としての姿を、3 日間に込めて表現する場であります。驚きや
喜びや感動を様々な形で表わしてください。
訪れた方々が、東京藝大の藝祭はなんと面白い、また心引きつけるものであるかということを感じてもらえるよう
な 3 日間になってもらえたら嬉しいと思います。
諸君の一人一人が、芸術がなんであるかということをしっかりと認識し、この藝祭に臨み、そして、一生心に残る
素敵な場面となるよう、精一杯参加してもらいたい。
藝祭の大成功を祈っております。
                                                                                             学長

This year, the main theme of Geisai, the school festival of Tokyo University of Arts, is "To the extent that we get dizzy." 

I think that it is a very deep theme. 

First of all, Geisai is a place which advertises the Tokyo University of Arts to many people. It can be regarded as an open 

campus in a sense.

 For these three days, the students of TUA express their youngness or the figures as earnest students who aspires after art as 

much as they can. Please represent surprise, joy, and impression in various ways.

I would be happy if visitors feel how interesting and attractive Geisai of TUA is during these three days.

I want each of you to recognize what art exactly is, and to participate Geisai as fully as possible so that Geisai becomes such 

great event as remains in your heart throughout life. 

I wish Geisai will be a great success. 

                                                                                                                                                    President   MIYATA, Ryôhei

ご挨拶 2013 年の藝祭、開催おめでとうございます。

いま世の中で必要とされているのは「リーダーシップ」だと思います。自ら主体となって企画を練り、仲間／他者
とかかわり、冷静に現実と折り合いをつけながら、しぶとく実現を目指していくこと。藝祭は参加するすべての人
にとって、リーダーシップを磨くためのすばらしい機会となるでしょう。成功体験も失敗経験も、きっと大切な財
産になると思います。

すてきな「眩暈」をどれだけ起こせるか、皆さんのチャレンジに期待しています！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　副学長（教育担当）

Congratulations on the holding of Geisai in 2013. 

I believe what is needed now in the world is “leadership”, aiming at realization stubbornly, thinking over a plan with oneself at 

the center, communicating with friends/others, and understanding the real situation calmly.

For all the participants, Geisai will serve as a wonderful opportunity for improving “leadership”. I also believe not only 

successful experiences, but also failures can be very valuable. 

I’m excited to see just how much "dizziness” you can make through this festival. 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Vice President(Education)    KOSHIKAWA, Michiaki

「眩暈するくらい」というテーマ。まず、眩暈にはルビをふって欲しかった。何をかくそう、私はこれを「めまい」
とは読めなかった。目眩なら分かったと思うが。
　「めまい」と言うと、私の年代なら動悸、息切れ、ほてり、肩こり等とともに更年期の諸症状のひとつととらえて
しまうが、若い学生諸君の「めまいするくらい」と言うのは、これまで体験した事がないほどの芸術世界に我が身
を委ねるようなワクワク・ドキドキを予感させてくれる。
　とは言え、アルコールに身を委ねすぎたり、野外ステージでの熱中症によるめまいで、救急車のお世話になった
りすることがないよう、くれぐれも気をつけて！
　なんだか祝辞のはずが、すっかりお小言になってしまったが、とにかく藝祭の大成功を祈ります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　副学長（研究担当）

The main theme of Geisai, “To the extent that you get dizzy." 

First of all, I wanted to have ruby characters above “ 眩暈 ”, since I couldn’t figure out how to read these Chinese characters 

memai. Though I think I could have read it if it was written as 目眩 , the other way to write memai.

To my generation, we may regard memai as one of the symptoms relating to menopause, such as palpitation, breathlessness, 

hot flashes, stiffness of the shoulders and so on. On the contrary, for you students who are young, “to the extent that you get 

dizzy.” gives a feeling of excitement as if we leave our body to the art world which we have never experienced before. 

However, please be sure not to consume too much alcohol, nor become so dizzy from heatstroke on an open-air stage that you 

find yourself in need of an ambulance.

Somehow, this congratulatory address became a scolding completely, but I wish for a great success of Geisai anyhow. 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Vice President (Research)    SAWA, Kazuki



2013 年度藝祭テーマ

『眩暈するくらい』
もの凄い芸術に出逢ったときの驚嘆、感動、衝動、歓喜、高揚、興奮……
そして、眩暈。

「眩暈するくらい」
これは、異素材が共鳴し合う芸術の場「藝祭」で五感が刺激され、その非日常的で特異な空間に
くらくらと引き込まれていくことを象徴したテーマです。

「くらい」には【「cry」＝芸術の叫び】【「位」＝藝大という最高峰の芸術大学で学ぶ学生の「位」
から発信する芸術】といった意味もかけています。

「眩暈するくらい」の先に何を見いだすのか、それを探るのはあなたです。
ようこそ、藝祭へ。
芸術の渦に身を任せ、眩暈するくらいご堪能ください。

                                                                            2013 年度藝祭副委員長　安藤悠希

“To the extent that you feel dizzy”, the main theme of Geisai, the school festival of TUA, in 2013. 

When you happen to meet a tremendous art, various kinds of sentiments occur, admiration, 

impression, an impulse, joy, an upsurge, excitement .... and dizziness.  

“To the extent that you get dizzy.”    

This theme symbolizes that the five senses are stimulated at Geisai, artistic place, where a 

different material resonates each other, and that we are drawn into this unusual and unique space 

with dizzily. 

“Kurai”, ordinarily means “to the extent of”, also has other meanings, ["cry" = a shout of art] and 

[Kurai, a rank = the art created by the students who learn at the greatest art university in Japan.]  

It is you who explore what can be found beyond "to the extent that you get dizzy." 

Thank you for coming to Geisai.  

Please enjoy this festival “to the extent that you get dizzy’ by leaving your body to the whirlpool 

of art.

                                                                  The Vice Chairman of Geisai in 2013    Ando,Yûki



Even
ts

12:40　　開始　委員長挨拶

12:45　　サンバ部による演奏

13:00　　学長スピーチ

       　　神輿表彰式開始　
13:10   　各賞の発表・授与

　　　　 ハピコレのパフォーマンス順
13:40　　決定のための綱引き

14:10　　終了

商店街から与えられる賞　
・上野商店街連合会賞（大賞）
・上野六丁目商店街連合会賞（六丁目賞）
・上野中通商店街賞（上中賞）
・アメ横賞
・上野中央通商店街賞

その他の団体から与えられる賞
・神田明神賞
・上野松坂屋　　　　　　　　
・マケット賞

学長賞 
　学長の気分次第で、
   当日出すかどうか決定されます

Opening Ceremony

９月６日(金)１２：４０〜１４：１０
 会場   野外ステージ

開
口
一
番

ステージイベント

秋の芸術まつり

Events

神輿パレード日程

  神輿・法被紹介

   神輿制作過程

Geidai Kawaii Live!!!!!

ミス藝大 2013

くぼたまさとーく

ヴィヴィアン佐藤の美々談義

　　　　『非建築という視点』

 空想委員会

 めまいするくらい夜

学内イベント

主催 上野商店街連合

渡御＆サンバパレード

法被コレクション

神輿展示

開口一番

2013
神輿パレード

５号館

東京国立博物館
東京都美術館

上野恩賜公園竹の台広場

野外ステージ

上野駅

総合工房棟



  

パレード終了後には表彰式を行い、 

神輿を校内に 展示 いたします。

授賞式　12:50 〜　
上野恩賜公園竹の台広場野外ステージ
開口一番後、授賞式に移る。
神輿の出来を審査し、各賞を決定する。

（パレード後に審査予定）
賞を受けた団体には、それぞれ賞金が贈られる。

神輿パレードルート

パ輿 レード神
神輿パレード は

 藝祭のオープニングイベントとして、

 2 0 年
以上の歴史 を持つ伝統的なイベ ントです。

     音楽学部と美術学部の各科の一年生が協力して作った 法被 を着て、

     サンバ隊 を先頭に各団体が神輿を担ぎ上野公園内を練り歩きます。

※小雨決行
※悪天候により、パレードの開催が困難であると判断された場合は翌日に順延します。
 ( その場合、ルート・時刻に変更の可能性もあります。ご了承ください )

９月６日（金）１０：００  〜 １５：００

今年も音校と美校の各科が以下の組み合わせでチームを作り、 
計 8 基の神輿を製作する。
　神輿パレードの開始時の順番 
　　１・工芸＆楽理
　　２・建築＆声楽
　　３・芸術学＆弦楽器
　　４・彫刻＆管楽器＆ピアノ
　　５・先端芸術表現＆音楽環境創造
　　６・日本画＆邦楽
　　７・デザイン＆作曲
　　８・油画＆指揮＆打楽器＆オルガン＆チェンバロ

神
2013 年度
藝祭委員

メインビジュアルから着想を得ました。

風に舞う花びらに、眩暈感のある図形を模様に落とし込み、掛け合わせました。

  



  

  

  

  

派手さと斬新さ、神輿だけでなく模擬店と
の世界観を統一しました。
本来平面的である法被の中にもその世界が
立体的に広がるよう、形・柄 共に思い切っ
たデザインにしました。袖だけでなく、身
頃の部分にもこだわりました。
是非太陽の下で見て、雷神 ( 神輿 ) を取り巻
く空模様を感じていただきたい！

ーー煌く空に轟く雷鳴　

閃光眩暈　夢か現か…ッ！

『…星ニ啼ク雨背負イ今…芸術旋風

巻キ起コス…』

ウルトラ、上野に。超参上

油画
指揮  打楽器

オルガン
チェンバロ

日本画
邦楽

「冷たい雨が君の心に降っても
底をのぞいてごらん
Dance Dance Dance Dance with me! 
泳ごうよ!
鮒は生じゃ喰えないはずさ泥臭い生臭い Fish! 
Fish! Fish!
鯉は洗いで喰えるくせに甘露煮鮒ずしだけな
のね」

大祭の晩 不忍池の　ほとりへかけて　
あやしき鳥あらわれ　その鳴くこへ　
甚た哀れなり　或時諸織のものども

嘉肴をととのへ　酒もりしける座中より　
太母の肴をつかひとり　はるかに舞登りけり　

まことのふしぎの事共なり これ定て
深き意味のある事なるへけれとも　

その次第をしれる　もの更になければ
人びと深くあやしみけりと　そのちかならす　

おもひあたる事たるへしと互いふ

アステカには、自らを生贄に捧げ
美しい鳥として蘇った神がいたとされていま
した。
私たちはその神をモチーフに 
この法被をデザインしました。
日々の制作の中で挫けそうになったとき、こ
の神のように蘇り、華々しく輝きたいという
願いを込めて作りました。

私達は表現することで
既存の概念に抗う戦士です。

表現への意識が高まりつつ　ある今日、
私達は表現者として

立ち上がらなければなりません。
この神輿は、かつてスペイン人に侵略を受

けたアステカの戦士が、彼らの祀る
創造神に扮して戦う様子を作りました。

私達はこれからも創造することで戦い続け
ます。「眩暈するくらい」！

神輿の ”蟲神様 ”を祀る、
荘厳さと神々しさを
纏った美しい法被です。

デザイン
作曲

少し癖のある藝祭の音、耳を傾け
深い安らぎ、酔いしれる

あたしはかぶとむし
琥珀纏いしその姿、

息切れすら覚える鼓動
生涯忘れることはないでしょう

彫刻
管楽器



  

  

  

  

工芸　
楽理

吼えろ！暴れろ！彩れ！飾れ！
俺らの背中を彩る猿は、
天下無敵のマンドリル！！

波に乗って、ノリに乗って、
酒に酔って、神輿登って、

猿になって、バカになって！
年に一度の藝術祭！

飲めや騒げや踊らにゃ損損！

先端芸術表現
音楽環境創造

60〜80 年代の子供たちが夢中になっていた
SF映画やTVアニメなどの世界観を参考に新
しい法被の形を考えた。機械のように精密に
形取られた三角形の袖やヒーローコスチュー
ムをイメージした配色。「レトロフューチャー」
時代の文化要素を取り入れ、再構築し、新た
な時代を切り開くに相応しい法被を作った。

戦後、60〜80年代、人々が想像した現代がある。
空飛ぶ車やお手伝いロボット、当時の人たちは
未来に夢を見ていた。数々の発展、成長ときに
は失敗もありながら実際に訪れた今、2013 年
は、そうした未来にどれほど近づけただろう？
今、私たちがあの頃の生き生きとした社会に
着目し、神輿を作り練り歩くことで、見る人
達と共にもう一度未来に大きな期待と希望を
持って生きていこうという表現。これが私たち
の考える『レトロフューチャー』だ！

建築
声楽

和舟、波頭、古い漁具。
海に魅せられた声楽と建築。

大漁。

涼しげな法被で
アツアツのラーメンを

上野に突如、巨大なラーメンどんぶりがあら
われた！熱いスープをぶちまけながら

飛び出そうとしているのは、巨大な・・・豚？
新たな世界へ、飛び出せ豚さん！

芸術学
弦楽器



神輿制作過程

まず神輿のコンセプトが「宇宙」に決まり、スケッチや粘土な
どでイメージを固めていく。大事なのは無重力感、構造を考え
ながら形を模索する。形が決まったら微修正をしながらスタイ
ロで本マケット制作をする。

建築科の宇宙飛行士はオー
ソドックスな制作法と違
い、個別にパーツを作って
それらを組み上げる方式。
その分バランス調整が必要
なのでひとまず置いてみ
る。

2.
頭の球体を削りだす。時々円
の型をはめながら微調整の繰
り返し。3.

4.

1.

胴体に四肢などをくっ
つけて大まかに形を削
りだす。

5. 胴体の形が出来たら
下地の塗装。

頭の部分が完成。顔に張っ
た鏡面シートを保護する新
聞紙で覆い、そこに今年度
の実行委員長になった半田
君が落書きした。こういう
遊び心が神輿制作には大事
なのである。

手足などの細かいパーツ
も作り込んでいく。

7.

胴体と頭部をドッキングさ
せる。いよいよ宇宙飛行士

らしくなってきた。

8.

完成したパーツを高さや位置、角
度を調整しつつどんどん付けてい
く。

9.

煙部分も作りこ
こからは色と細
かい部分を詰め
るだけになった。
完成も間近、喜
びがこみ上げて
くる。

10.
11.

藝祭神輿パレード当日！！一夏かけた神
輿の晴れ舞台。それぞれの想いを胸に神
輿を担ぎ上野公園を練り歩いていく。建
築同期を始め、一緒に頑張ってきた全団
体の仲間と担いだパレードは夢のような
時間でした。お疲れ様、皆ありがとう！！

出来たもので、可能なところから組み立て構成
を微調整していく。重いので組み立ては一苦労。

12.6.

昨年度大賞、建築科の場合



Life imitates art far 
more than art imitates 
life.

このバンドは Funk や HipHop、
R＆B、Jazz の要素を取り入れ

たユニークなサウンドを持って
おり、日本の若手ジャムバンド

でトップの座を手に入れつつあ
ります。やばいです。激アツです。

お楽しみに！！！

INNOCENCE

15:30

高校の同級生で結成した同人音楽制作
サークル兼バンド。まだ目立った活動

歴はないが、一度聞いたら忘れないバン
ド名、メンバーの個性の強さ、そして楽

曲のキャッチ―さからか、身内間から密
かにファンを獲得し続けている。メンバー

の幅広い音楽性を武器に、本格的なアニソ
ン＆メタルサウンドをお送りします。
http://firebrothers.web.fc2.com/index.html 　

横浜のジャズフェスティバルを皮切りに、各種
イベントで KOREA の伝統的な打楽器をコンテン
ポラリーにアレンジして演奏活動を行なっている。

国内外を問わず、公演先ではワークショップ等草の
根文化交流も行なう。

ウリパラムはハングルで「私たちの風」という意味。

Key. サクランボ加藤、Bs. アガペー中井、Dr. もっこり森本
によるインプロヴィゼイション・トリオ。
リビドーな夏に鳴り響く、プラトニックな僕らの音楽。

Fire Brothers

The・石若 Band

uriparam

Cherry Meets Non Virgin
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16:30

現 在、 邦 楽 女 子 で 組 ん で い る H I P H O P グ ル ー プ
「Zeeeep ( ジップ )」です！まだ個人団体ですが、もし今
回のステージを見て興味がでた方は一緒にサークルとして
活動してみませんか？☆かっこよくてかわいいダンスパ
フォーマンスをお楽しみに！

Zeeeep

芸大の軽音部です！　音楽系部活はサンバ部が有名
ですが、軽音部もちゃんといますよ！！　様々なバ
ンド、ラッパー、目立ちたがり、人見知りなどが
所属しています。個性派オリジナルから学生らし
いコピーバンドまでゴチャまぜカオスなステージ
をぜひお楽しみください！！！！！

軽音楽研究部

振付・小山柚香 ( 横浜ダンスコレクションファ
イナリスト )、演出・佐藤朋子、音響／作曲・
水口聡／中村明日香によるパフォーマンス
グループ。
都内で公演を重ねている。ラストパフォー
マンス／中野 RAFT。DANCENEST 出場。
informationcomp.wordpress.com

COMP.

ハワイアンだけがウクレレじゃな
い。新しいウクレレの可能性を広
げた演奏をお楽しみください。
www.ukuleleda1.com/

Ukulele DA1

長年活動を続けてき
た P.D.F.。

チームを再編成し藝祭
のステージに出演しま
す！

メンバーに院２が２名い
るので、これをやらなきゃ

修了できません。飲んで踊
るロックバンド。飲ませて

踊らせる P.D.F. ！
(ポイズン・デブ・ファッカーズ！！)

P.D.F.

情熱溢れるアツい男が、藝祭で熱
唱！ちゃっかりファンキーな５人

が奏でるバンドサウンドは、夏を
さらにヒートさせちゃうかも！？　

Funky Five

スペシャルゲスト

　  空想委員会

こんにちは、
ACDc( アートちゃんとダンスちょっと ) です！

今年は結成５周年☆今年も学部、学年問わず、踊り
たい人がたくさん集まりました！

いろんなジャンルのいろんな踊りがいろいろ観れるよ
たのしいよ☆★☆

ACDc

今年もやって参りました！！新感覚創作舞踊！！吉原を舞
台とする花魁と新造が華やかに藝祭の夜のステージを色ど

ります！！江戸で一番の美しき世界が今夜甦ります！！是非
是非足をお運び下さい！！

づーま

 イベント
 Geidai
 Kawaii
 Live！！！！！

13:00

　  日

12:15

11:20

10:00

15:30

18:30

10:30

16:00

18:00



    日

はじめまして曇ヶ原です。東京都杉並区高円寺などで主に
ライヴを行う四人組です。メンバーに藝大生はひとりしか
いませんが他の人は知る人ぞ知るすごい人たちです。あま
り晴れやかではなくジメジメ或いは殺伐としていますが、
がんばって演奏致します。

曇ヶ原

　 イベント

ミス藝大 2013

バグパイプやアイルランド
の笛・太鼓などを使って、
ケルト音楽を演奏します。
もともとはパブで陽気に
演奏される音楽。
お酒を片手に聴くも良
し、おしゃべりするも
良し、踊るも良し！
熱くて涼しいケルト
音楽の世界をお楽し
み下さい。

miontas

あの伝説の二人が
帰って来た！今年も

踊ります。暴れます。
あの感動をもう一度。

今回のテーマは体力が
限界にきたとき、人はど

こまで踊れるか、です。
品 の あ る 踊 り と エ ネ ル
ギッシュなパフォーマンス

を見逃すな！

夏祭祭色男若衆

現代音楽に分類される『ミニ
マルミュージック』をポップに

解釈し演奏する楽団。メンバー
は 4~20 人と、コンセプトやライ

ブ会場によって編成を変えながら
活動。また、これまでに様々なアー

ティストと共演を重ねる。

東京塩麹

院に受かったので今年も出演します

Peroritas

去年デビューした３ピースロックバンドです。
ポニーキャニオン内に自らのレーベルを設

立させる。今年の 10 月にはボーカルのアー
ティスト活動とバンド活動を両立させる企画

展覧会を銀座にあるギャラリーで開催。
メディア露出、フェス参加等多数あり。
hagureyagi.com

ハグレヤギ

毎年この祭りのために集まる、音楽学部 4 人組の
アニソンバンド☆

藝祭出演もなんと今回でラスト！
昨年に引き続き我々の世代ド直球な、90 年代などの

アニメの曲を中心に歌います！！
今年も貴方に、二次元的ゆとり空間をっ♪

M.kiss

こんにちは！芸大サンバパーティーです !!!! 今年もサンバ
の季節がやってきました !! 神輿パレード、ゲリラサンバ、

ステージで演奏します !! ステージ演奏のときは、檀上に登ら
ない、登ったら降りる！でお願いします！
ドン！ヘイ！ドン！ヘイ！ドドドドドドドン !!

OPA ーーーーーー !!!!!!!!!!!!!!　

芸大サンバパーティー

都内を中心に活動する学生ジャズマンが
藝大に集合。この夏にふさわしいラテン
ジャズをお届けします。

Azucenas Unidas

滋賀県を中心に活動する笑顔が素敵
なシンガーソングライター、本庄
礼佳さんと、邦楽の４年尺八吹き
の平野将義とのコラボステージで
す。透き通るような歌声と尺八
の音色を、お楽しみください。

ひらのバンド

10:00

15:30

17:00

13:00

18:30

14:15

13:30

17:45

16:15

14:45

11:00



■出演
　杏窪彌
　愛☆まどんな
　ホナガヨウコ企画
■ぜんざ
　東京塩麹 (Kawaii 編成 )
■司会
　竹下ジャパン
　（甘噛みマガジン編集長）
■メインフライヤーデザイン
　愛☆まどんな
■宣伝美術
　マドモアゼルあんな
■企画・構成
　ぬかたまさし

学内イベント

Geidai
Kawaii
Live！！！！！！
日時  9月7日(土) 13:00 〜 15:30
会場  総合工房棟前メインステージ  

司会
竹下ジャパン（甘噛みマガジン編集長）
1988 年生まれ。2012 年、アイドルや若手女優をフィー
チャーしたウェブマガジン「甘噛みマガジン」をリリー
ス。他のメディアと一線を画した熱量を持った記事構
成にコアな人気を集めている。その他、ライターとし
ても活動中。これまで「サイゾー」「Quick Japan」「Bounce」
などに寄稿する他、アイドルイベントの司会業なども
おこなっている。

ホナガヨウコ企画
ダンスパフォーマーであり振付家のホナガヨウコが
企画・構成・振付をつとめる音体パフォーマンスカ
ンパニー。2009 年 12 月結成。現在 8 人のダンサー
とヘアメイクアーティスト、スタイリスト、デザイ
ナーというメンバーで構成されている。主に音と体
の関係にこだわり、ミュージシャンとコラボレーショ
ンして生演奏で踊るパフォーマンスが多い。前衛的
でありつつもポップでキャッチーな作風が特徴。近
年は " ふりつけされたえんげき " と称してより物語
性の強い作品も作っている。気軽に音楽を楽しむよ
うに、子供から大人から外国人まで広く親しまれる
作品づくりを目指す。
http://www.honagayoko.com/works/da_stage.
html

愛☆まどんな
嫌われない程度に愛されたい女
流美家 美少女は自らの愛を代弁
する究極のモチーフコピーはそ
こに降りてくるものロリコン美
少女幕の内くさっても！ロリコ
ン生まれ変わっても Like a virgin
http://ai-madonna-pro.jp/

ぜんざ　
東京塩麹 (Kawaii 編成 )
http://tokyoshiokoji.tumblr.com

企画・構成
ぬかたまさし
1992 年生まれ。アートとサブカルチャーが交差した
ライブイベントの企画を中心に活動。ミニマルミュー
ジックの作・編曲も行い、ミニマルミュージック楽
団『東京塩麹』にて作曲＆打楽器を担当。東京藝術
大学音楽学部在。

宣伝美術
マドモアゼルあんな
東京藝術大学日本画専攻。
kawaii を追求したイラストで活動中。
http://www.mademoiselleanna.org
twitter@thisis3rd

杏窪彌 ( アンアミン )

2011 年結成。台湾出身 MIN 擁する、台
北生まれ・東京育ちのエキゾチック
ポップバンド。観光気分でなつかしい
未来を唄う、東洋一のネオ歌謡。MIN ; 
Vo. 台北出身 玲生 ; Gt. まんが 翔 ; ベー
ス幹 ; 肉まんドラマー
http://www.un-amin.com/

今、『Kawaii』がアツい。
日本のカルチャーを代表する言葉として、世界共通言語となりつつある『Kawaii』
その領域もファッションから、音楽、アート、インテリア、ダンス etc…とジャン
ルを超えたムーブメントと化しています。そこで今回、『アート』の中心地・芸大で、

『音楽・美術・舞台芸術』ー３ジャンルより Kawaii アーティストをお招きしたライ
ブイベントを開催！パフォーマンスのみならず、イベント中には出演者勢揃いの
トークタイムも！肝心のトークテーマは藝大生より大募集！さらに、女流美術家・
愛☆まどんなとの共同制作による舞台美術も！ ? はたまた、アーティスト同士の
コラボもあるかも…？時代を彩る、アートで Kawaii カルチャーライブイベント！

【審査方法】
事前 Web 投票、当日の TwitterRT 合戦、当日審査員投票の 3 つを総合して、
今年のミス藝大を決定します！

【特設ページ】
ミス藝大 2013 特設 Web ページでは、各チームの進行状況を随時アップしていきます！
ショー当日までの参加者たちのリアルな制作状況が垣間見れるかも！？
投票ページから気になるチームに投票しよう！！
※ イベント当日の 9/8( 日 )11:00 頃、ミス藝大 2013 Twitter 公式ア
カウント (@miss_geidai_13) で各モデルの名前をツイートし
ます。投票したいモデルの名前が書いてあるツイート
を公式リツイートしていただき、その RT 数を
競う「当日 RT 合戦投票」を行う予定です。

日頃から美術や音楽の作品を制作している学生が在籍する東京藝術大学で、
『ミス藝大 2013』を開催致します！！ [ モデル ] × [ 美術担当 ] × [ 音楽担当 ]
の 3 人一組でチームを組み、『ミス藝大』というひとつの作品を作り上げます。
各々のチームが、その 3 人でしかできない美しさを目指し、競いあいます。

日時　9 月 8 日 ( 日 )11:00 〜 13:00
会場　総合工房棟前メインステージ

＜ TEAM6 ＞
モデル・脇田 あすか  ASUKA WAKIDA
音楽・蓮尾美沙希　美術・松川雅 
美術学部デザイン科　学部 2 年
生年月日：1993/3/2　
出身地：愛知県名古屋市　血液型：A 型
コメント：こんにちは！デザイン科二年、脇田
あすかです！原宿の古着屋さんでアクセサリー
を販売したり、根津にあるバーで働いたり、た
まにヘアモデルをしたりしています。藝祭では
布部で、可愛いアクセサリーや靴下など売る予
定です。わたし、ただの豚がどれだけ素敵なミ
スコンになれるかが見所です！頑張ります！よ
ろしくお願いしま〜す！

ミス藝大

　　 201
3

<TEAM ５>
モデル・吉田安梨沙  ARISA YOSHIDA
音楽・中島夏樹 　美術・城山みなみ
音楽学部声楽科アルト専攻　学部 2 年
生年月日：1994/1/11　
出身地：千葉県　血液型：A 型 
コメント：千葉生まれ横浜育ち。顔も体もまん
まるで貫禄がありますがぴちぴちの 19 歳です。
好きな食べ物はいちご。あだ名は顎。
藝祭を愛するお祭り女です。昨年は髪の毛を五
色に染めました。今年は『LA VOCE』の店長を
やっております。皆様是非お越し下さい！
素材で劣る分は、藝大らしく音楽監督、美術監
督のお二人とステージで補いたいです。よろし
くお願いします。
Twitter アカウント→ @arisa1vo

＜ TEAM ２＞
モデル・大田 茉里　MARI OHTA 
音楽・森脇涼　美術・矢崎花
音楽学部声楽科ソプラノ専攻　学部１年
生年月日：199 4 / 8 / 2 5　
出身地：東京都新宿区　血液型：Ａ型　
コメント：最近は変顔キャラが定着。
リクエストされれば全力で応えます。
好きなことは、食べること。喋ること。
可愛い女の子を眺めること。
いまだに何故ミスコンに出ることになったのか
まったく理解できてませんが、
出るからには精一杯盛り上げていくのでよろし
くお願いしますっっっ！

＜ TEAM １＞
モデル・青木 シモーヌ SIMONE AOKI　
音楽・善養寺彩代　美術・都平遊花
音楽学部音楽環境創造科 学部３年
生年月日：1993/2/10　　
出身地：東京都　　血液型：A 型
コメント：音環でなめくじやってます♪ 好き
な作曲家はショスタコーヴィチ！好きな画家
は鴨井玲！
超新星爆発めざして頑張ります☆☆☆

＜ TEAM ３＞
モデル・酒匂 彩名　AYANA SAKOH 　
音楽・伊東珠里　美術・瀧澤 章太郎
美術学部工芸科 修士 1 年
生年月日：1989/3/4　
出身地：神奈川県横浜市出身　血液型：A 型 
コメント：はじめまして。こんにちは。酒匂彩
名 ( さこう あやな ) と申します。現在、工芸科
の彫金研究室に在籍しております。大学院 1 年
です。普段はコンテポラリージュエリーと言わ
れる日本ではあまり馴染みのないジャンルの
ジュエリー制作をしております。みなさんに投
票していただけるよう、素敵なステージになる
ようメンバー全員で努力しますので、応援のほ
どよろしくお願いします。

＜ TEAM ４＞
モデル・ババロア　BAVAROIS　　
音楽・卑弥呼 　美術・めけめけ 
絵画学部油画科　学部 2 年
生年月日：1990/10/5　
出身地：TOKYO　血液型：B 型 
コメント：私お嫁さんになりたい。



夏、といえば藝祭。

藝祭、といえば夏。

だから藝祭は暑いものだと思っていませんか？

夜には夜の、魅力があります。

日が暮れた後の藝祭にも、イベントは盛りだくさん。

“夜の藝祭”、どうぞお楽しみください。

くぼたまさとーく
日時    9 月 6 日（金）16:30 〜 18:00
会場   音楽学部５号館1階5-109教室 (入場無料)
ゲスト　久保田雅人さん
 ＊ 9 月 6 日 ( 金 )14:30 〜音楽学部 5-109 教室前で整理券を配布致します。
　なくなり次第終了となります。また、立ち見はできませんのでご了承ください。

ワクワクさんとしておなじみの久
保田雅人さんをゲストにお迎え
し、創作についてのお話や、今年
放送終了を迎えた番組『つくって
あそぼ』にまつわる裏エピソー
ドなど、普段は絶対に聞くこと
のできない貴重なお話をして頂き
ます。さらに！今回はトークと合
わせてワクワクさんによるワーク
ショップも展開していただきま
す！

• イベント内容の関係上、お子様　
のご入場はご遠慮ください。
• トークイベントと合わせてワー
クショップを開催しますので、途
中退場はご遠慮いただきますよう
お願い致します。
• イ ベ ン ト の 中 で 行 う ワ ー ク
ショップでは、ハサミとホッチキ
スを使用します。運営側でも用意
はしておりますが、お持ちの方は
当日ご持参くださいますようお願
い致します。

ヴィヴィアン佐藤の美々談義
「非建築という視点」

日時    9 月 6 日（金）18:00 〜 19:30
会場   総合工房棟４階　
　　　  ファクトリーミュージアムメディアスタジオ  
         ( 入場無料 )
ゲスト  ヴィヴィアン佐藤さん
※ 当日の整理券配布は行いません。先着順でご案内致します。

ヴィヴィアン佐藤
美術家、非建築家、映画批評家、プロモーター、ドラァ
グクイーン、、と様々な顔を持つ。
ジャンルを横断していき独自の見解で「トーキョー」
と「現代」を乗りこなす。自身の作品制作のみなら
ず、「同時代性」をキーワードに映画や演劇、ライ
ヴなどを単なる受け取る側としてではないプロモー
ション活動も展開。バーニーズ NY、ヴーヴクリコ、
LANVIN、MILKFED などのディスプレイや作品を提供。
野宮真貴や故山口小夜
子、故野田凪、古澤巌な
ど個性派美学を持つアー
ティストとの仕事も多
い。2012 年 か ら vantan
バンタンデザイン研究所
で教鞭を持つ。

ドラァグクイーン、美術家、そして非建築家であるヴィヴィアン佐藤さんをゲストにお招きし、トー
クイベントを開催致します。テーマは、『非建築という視点』。さまざまな顔をもつヴィヴィアン
佐藤さんの普段の制作活動について、そして ” 非建築 ” という視点から見た美術の世界について
お話をうかがいます。トーク終了後には、ご希望の来場者の方に、ヴィヴィアン佐藤さんの作品 ”
オーラの似顔絵 ” の実演イベントも企画しております。皆様のご来場、お待ちしております。

の
藝
祭

夜夜



めまいするくらい夜
日時：9月7日(土）18:00 〜19:30
会場：上野公園野外ステージ 

Jim O'Rourke 
（ジム・オルーク）
1969 年シカゴ生まれ。 　
10 代後半にデレク・ベイリーと出会い、ギターの即興演奏を本格的に始める。同時に、
実験的要素の強い自身の作品を発表。一方で、マース・カニンハム舞踏団の音楽を担当す
る。 　
99 年にはフォークやミニマル音楽などをミックスしたソロ・アルバム『ユリイカ』 を発表。
インディーズからのリリースだが、日本でも数万枚を記録。近年ではソニック・ユースの
メンバー兼音楽監督としても活動し、数枚のアルバムに参加、より広範な支持を得る。(2005
年末に脱退 )
2004 年には、"Wilco/A ghost is born" のプロデューサーとして、グラミー賞を受賞。本国
でも現代アメリカ音楽シーンを代表するクリエーターとして、高く評価されている。ヨー
ロッパでも数々のアーティストをプロデュースしている。日本文化への造詣も深く、「く
るり」のプロデュースを始めとして、坂田明、映画監督ヴェルナー・ヘルツォーク、オリヴィ

エ・アサイヤス、青山真治、若松考二の過去作品の評論など様々な活動を行っている。

※ 雨天時には、屋内開場での開催を予定しております。
※ 雨天時のみ当日夕方に整理券の配布を行わせて頂く場合がございます。
　　（整理券をお持ちでない方はご入場出来ない場合がございますのでご了承ください。）
※ 雨天時の屋内開場の場所、整理券配布場所・時間、入場方法の詳細につきましては Web・フライヤー等をご参照ください。
※ 泥酔者、または他のお客様のご迷惑となられる方のご入場はお断りさせていただく場合がございますのでご了承ください。

『めまいする位、暗い、Cry......』
コンポーザーとして、プロデューサーとして、マルチプレイヤーとしてあらゆるシーンで異彩
を放ち続ける Jim O’Rourke。多数のアーティストと創造的なコラボレーションを展開し続ける、
タブラプレイヤー・U-zhaan。
そして、邦楽・ケルト音楽を深く探求する藝大生たちが色鮮やかな饗宴を繰り広げる、一晩限
りのクワイエットでサイケデリックな『夜』！！

U-zhaan
（ユザーン）
オニンド・チャタルジー、ザキール・フセインの両氏からインドの打楽器「タブラ」を師事。
'00 年より ASA-CHANG& 巡礼に加入し、『花』『影の無いヒト』など 4 枚のアルバムを発表。
'10 年に同ユニットを脱退後に、U-zhaan × rei harakami として「川越ランデヴー」「ミス
ターモーニングナイト」を自らのサイトから配信リリース。タブラ 100% テクノユニット、
salmon cooks U-zhaan の名義で 3 枚のアルバムを配信している。
その他 yanokami、七尾旅人、UA、HIFANA、小室哲哉など数多くのアーティストの作品
にもタブラ奏者として参加している。
著書に『ムンバイなう。』。
出演者名：松下尚暉（尺八）、林正典（箏）、岩田桃楠（三味線）、ケルト音楽研究部 
g-celt

共感したら負け組？！
究極の低恋愛偏差値が奏でるギターロックバンド。

2010 年より現メンバーで活動開始。
2 枚の自主盤『回顧録』『懺悔録』をリリース。
主にインターネット上の口コミで噂となり瞬く間に知名度を上げ、ライブ会場やディスクユニ
オン等で 2011 年に 2000 枚以上を売り上げる。
2011 年 12 月 28 日、初の全国リリース。
タワレコのイチオシアーティストの証であるタワレコメンも獲得し、その後タワレコメン年間
チャート 1 位を獲得。
以降のリリース 3 作品も全てオリコンインディーズチャート一桁にランクイン。
2013 年は、デビューから僅か 1 年 4 ヶ月で恵比寿 LIQUIDROOM でのワンマンライブを開催
熊本 HAPPY JACK や SAKAE-SP 等、出演したサーキットフェスは軒並み入場規制
夏には、サマーソニック大阪といった野外フェスイベントにも出演が決まるなど、新世代バン
ドとして注目を集めている。 

空想委員会
日時：9月７日（土）16:30 〜 18:00
会場：総合工房棟前メインステージ

スペシャルゲスト

の
藝
祭

夜夜
の

藝
祭

夜夜



芸術まつ
り秋

渡御
１１：２０〜１２：３０
 場所　　上野 U ロード

　藝祭 × 商店街コラボレーションの華！
　今年も神輿が商店街を練り歩く。
　通りすがりのそこのアナタも、一緒に
　わっしょいしませんか！？

　協賛　上野六丁目商店街連合会

神輿展示               　　　　　　　

　    六丁目商店街賞受賞神輿
　　　１０：２０〜１６：００
　　　　　場所　六丁目商店街（U ロード）
　
　　　上中賞受賞神輿
　　　１０：１０〜１６：００
　　　　　場所　上野中通り商店街　ABAB 横

　　 　中央通り商店街賞受賞神輿＆アメ横商店街賞
　　　９：５０〜１６：００
　　　　　場所　袴腰広場 

協賛　上野六丁目商店街連合会　上野中通商店街振興組合
上野中央通り商店会　アメ横商店街連合会

法被コレクション  
　

音校、美校の１年生合同の８チームが、法被を着てコンテストを行います！
藝大生も、商店街でお買い物のお客様も投票できる、藝大と商店街のコラボ企画です。
特設ステージでの、個性豊かなパフォーマンスもお楽しみください！
※法被への投票は、パフォーマンスと異なる場所、異なる時間で行われるので、ご注意ください。

協賛　上野中通商店街振興組合

サンバパレード            
１３：００〜１３：３０
 場所　上野中通り商店街
　　　　　　　　〜アメ横商店

今年もサンバ隊が商店街にやってくる！
サンバの音が聞こえてきたらワクワクするこ
とでしょう。身体を動かしたくてウズウズす
ることでしょう。
これは…参加するしかない！！
みなさん一緒に、踊って騒いで盛り上がりま
しょう！！
せーのっ、OPA 〜☆

協賛　アメ横商店街連合会

藝祭×上野商店街
コラボグッズ販売
◎藝祭、商店街イベント開催時間に準ずる
◎藝祭開催期間中、上野公園内
　藝祭受付テント横で販売
◎３日目のみ、商店街イベント会場でも販売
　（販売場所・販売時間の詳細に関しては、
　当日藝祭スタッフにお尋ねください。）

今までありそうでなかった、藝祭 × 上野商店
街のコラボグッズを販売！
ピンバッジ、エコバッグ、瓦せんべい、うち
わに扇 etc…
上野商店街渾身の商品に、藝大所属のアーティ
ストのたまごたちが新たな生命を吹き込みま
す！藝祭にお立ち寄りの際には商店街コラボ
グッズをぜひ！

協賛　上野商店街連合会

主催 上野商店街連合会

９/8 (日）

商店街に君臨する、選ばれし 4 基の藝祭神輿たち…
商店街賞を受賞した神輿たちが、みなさまをお待ちしております！

一般投票　　　　１３：３０〜１４：００
　場所　　上野中通り商店街　ABAB 横

パフォーマンス　１４：１０〜１６：００
　場所　　袴腰広場特設ステージ

秋の
芸術まつり



concerts

１号館１号館

５号館５号館

事務局事務局

大学会館大学会館
食堂食堂

４号館４号館３号館３号館

本部本部

音校音校

美校美校

野外ステージ野外ステージ

野外
ステージ

奏楽堂、ホールの演奏会を聴くには、
整理券が必要です。

【奏楽堂】
配布時刻…午前公演　8:45
　　　　　午後公演　12:00
配布場所…奏楽堂前
　＊お１人様１枚とさせていただきます。

【ホール】
配布は１日３回に分けて行います。
配布時刻については各公演の欄をご参照下さい。
配布場所…１ホール→音楽学部校舎３号館１階
　　　　　２ホール→音楽学部校舎３号館２階
　　　　　４ホール→音楽学部校舎１号館１階

＊ お１人様２枚までとさせていただきます。
※９時台の公演は、ホールに直接お並び下さい。
※能、オルガン教室公演については整理券はありません。

整理券制度について整理券制度について

ホール館ホール館２号館２号館

奏楽堂奏楽堂



こぱんだ

ビックバンドのビートにのってダンサーが
素敵なステージをつくります！8日15時〜
こぱんだ生みの親のぱんだウインドオーケ
ストラ奏楽堂デビュー公演、見逃すな！

野外ステージ

Small PANDA Beat

Bloom Brass

Bloom Brassの演奏会へようこそ！本日は「ミ
ス・サイゴン」を始め多彩な曲目を瑞々しい
音色でお届け！あなたの心に素敵な音楽の花
を咲かせます。

15:15

16:15

17:20

18:40

D 年ガラコンサート

声楽科 2 年生有志によるオペラガラコン
サートです。W・A・モーツァルト等のアリア、
重唱をオーケストラと共にお送りします！　

院 2

どっこいストリングス祭り！
院 2 年の Vn 科を中心に、バイオリンのみ
のアンサンブルからカルテット名曲まで
いっきに弾いちゃいます。

ばいおりんず

13:10

14:10

14:40

15:45

Ensemble Pastel

美女♡イケメン♡ 揃いで有名な ( ？ )
Ensemble Pastel ♡ (笑)芸祭出演は今年で
3度目です！見た目だけ？いやいや。
楽器持たせたらもっとすごいよ…？

16:15

17:15

バロックダンス部

今年はイギリスがテーマです！エリザベス
朝からヘンデルが活躍した時代までの
ダンスを実際に踊ります！
是非ご覧下さい！

18:15

19:15

１ホール　     ２ホール　     

ポン・デ・
クラリネット

毎年恒例のポン・デ・クラリネッ
ト！今年はデュオからクワイヤー
まで幅広い編成での演奏をお届け
します！クラリネットの柔らか
な音色に癒されてみては？   

13:15

14:45

作曲科 3 年有志

演奏曲は作曲科学生による新
作ばかり！様々な編成で皆様
を新しい音響空間へ誘います。
ライブエレクトロニクス
は必聴！

作曲科試演会Ⅰ

15:25

16:55

芸大シューベルト
アンサンブル

シューベルト：八重奏
交響曲のような雄大な響きと室
内楽独特の洗練された色彩。歌
曲王の旋律を味わえる名曲をお
楽しみ下さい。

18:00

19:00

奏楽堂

11:00

13:15 

邦楽大演奏会

筝、長唄、日本舞踊、尺八、雅楽
による邦楽大演奏会。邦楽をたっ
ぷり堪能できる演奏会なので、
ぜひ聞きに来て下さい。

邦楽科大演奏会

16:50

19:00 

E 年オペラ

藝祭の伝統ともなりつつあるE年
オペラ公演！今年はモーツァルト
作曲のオペラ「フィガロの結婚」を、
E年声楽科中心にお送りします！

E 年オペラ 
フィガロの結婚

17:15

19:00 

ピロティ

19:30

20:00 

日

MANTO VIVO
管打楽器を専攻する学生を中
心に結成された伝統あるビッ
グバンド。普段はクラシック
音楽を学ぶ学生たちが本気で
ジャズに取り組みます！ご期
待あれ！

開演時間

終演時間

MANTO VIVO
管打楽器を専攻する学生を中
心に結成された伝統あるビッ
グバンド。普段はクラシック
音楽を学ぶ学生たちが本気で
ジャズに取り組みます！ご期
待あれ！

Bloom Brass

D 年ガラコンサート

Ensemble Pastel

バロックダンス部

ポン・デ・クラリネット

芸大シューベルトアンサンブル18:00

17:00

※雨天時 9 月 8 日に延期

※雨天時 9 月 8 日に延期

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

19:00

11:00

12:00

10:00

11:00

17:00

9:00

10:00

14:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

12:0013:00

16:00

15:00

15:00

16:00

13:00

15:00

17:00

12
:00

12
:00

15
:00

15
:00

12
:00

12
:00

15
:00

12
:00

8:4
5

演奏会名

紹介文

団体名

整
理
券
配
布
時
間



日　

野外ステージ

ケルト音楽
研究部 (g-celt) ※予備

g-celt　藝祭　LIVE!! 10:40

11:20 

藝祭ビックバンド

管打楽器専攻生によるビックバンド
ステージやアンサンブルを今年は野
外ステージでやっちゃいます！
お見逃しなく！

12:15

13:15

口笛アンサンブル 14:10

14:30 

ケルト音楽研究部 OB&OG

ケルト音楽研究部の４年生や院生
がアイリッシュ音楽を演奏します。
うきうき、わくわく、ときどき切
ないおとなのケルトをお楽しみに。

おとなのケルト 15:40

16:20

口笛と共に育った 20 年 ... 全てはこ
の日の為に。良い意味で期待を裏
切ることを約束します。最後は皆
さんご一緒に ...（＾ω＾）…むふ

めまいするくらい夜

実験ポップの巨人・ジム・オルーク、
タブラ界の奇才・ユザーン、そし
て藝大生による一夜限りの共演！

18:00

19:30

9:10

9:45

10:10

11:45

12:30

13:15 

１ホール　     

シュテルン室内管弦楽団

第1回シュテルン室内
管弦楽団演奏会

1 年有志の室内オケ「シュテルン
室内管弦楽団」は、初々しいモー
ツァルトと元気いっぱいの
ストラヴィンスキーで
初ステージを飾りま す！ 

Creare 室内楽団

Sax, Harp などを含む珍しい編成
の室内楽団！様々な音楽を提供し
つつも演奏の質は最高のものを
約束します !! ラジオ体操 
ブラームス：二台 ピアノの
ためのソナタ　ほか

芸大ミュージカルエクスプレス

芸大ミュージカル
エクスプレス芸祭公演

ミュージカルエクスプレスが珠玉
のミュージカルナンバーを
歌って踊って、みなさまに
お届けいたします！
いつ見るの !?
今でしょ！

14:05

14:55 

わをん会

邦楽科の４年演奏会です！みんな
でやるのは初めてだけど、楽しく
面白い会にしたいと思います。
邦楽の素晴らしさをお伝え
出来ればと、、、

15:40

17:10 

 山田流筝曲
自主演奏会

山田流は山田検校が創始した
筝曲の流派です。私たちはその
山田流筝曲を勉強しており、
本日はその成果を発表
したいと思います。

17:30

19 :10 

尺八自主演奏会

日頃は古典を中心に勉強している
のですが、この芸術祭では、現代
邦楽曲、西洋楽器とのコラボ
レーション等を演奏します。

２ホール　     

9:30

10:10 

東京芸大ジャワ
ガムランクラブ　
Titik Suara

インドネシアジャワ島ソロ地方の
ガムランを演奏いたします。
柔らかい音色のする伝統音楽の
響きをぜひお楽しみください。                

11:10

11:50 
エールスト木管合奏団

エールスト木管合奏団です。奏者
は 1 年で構成し、作曲 1 年の
永井秀和君とプーランクの
6 重奏 (Pf ＋木 5) を
演奏します。

木管 6 重奏の戯れ

12:30

13:05 

Live　NUJAWAXi
新作個展！ピアノと弦楽器の編成
で、古風なものから現代的な
ものまで様々な音楽を四曲
お聴かせします。
是非お越しください♪

15:00

16:00 

西洋中世古楽会

2013年はJ．ダウランド生誕450年。 
12〜17 世紀初頭のイングランド 
音楽を、歌と器楽の演奏で
お楽しみください。

イングランド音楽〜
中世vs
ルネサンスきき比べ

16:20

17:20 

トロンボーン科

トロンボーントリオから、大編成(14
本位)まで、様々な編成で演奏します。
毎年恒例 1、2年生による1発芸も　
お届け致します。 

18:40

19:20 

Teatro　Matsukawa
歌劇『カヴァレリア・ルスティカー
ナ』ハイライト公演。合唱、演技
を導入し、本格的なオペラを
お届けします。全曲ピアノ
伴奏、指揮者あり。

４ホール　     

11:00

14:00 

能楽自主公演

能楽専攻生による自主公演です。
本年は舞囃子４番と仕舞６番です。
４ホールの能舞台にて行います。
ぜひともこの機会にご覧下さい。

奏楽堂

11:30

13:05 

オルガン科有志

みなさんこんにちは！今年もやっ
てきましたオルガン科有志です♪　
奏楽堂で待ってまーす♡♡♡

17:15

18:30

A.Schnittke 記念オーケストラ

シュニトケのこの作品に込めた原爆
を二度と繰り返すな！というメッ
セージを大規模なオケと合唱とパイ
プオルガンに乗せてお聴き下さい。

死と変容
〜原爆から平和へ〜

ピロティ

14:00

15:00

MANTO VIVO

管打楽器を専攻する学生を中心
に結成された伝統あるビッグバ
ンド。普段はクラシック音楽を
学ぶ学生たちが本気でジャズに
取り組みます！ご期待あれ！

18:30

20:00

藝祭ビックバンド

口笛アンサンブル

めまいするくらい夜

Creare 室内楽団

尺八自主演奏会

山田流筝曲自主演奏会

わをん会

東京芸大ジャワガムランクラブ　
Titik Suara

Live　NUJAWAXi

トロンボーン科

Teatro　Matsukawa

能楽自主公演

オルガン科有志

MANTO VIVO

MANTO VIVO

管打楽器を専攻する学生を中心
に結成された伝統あるビッグバ
ンド。普段はクラシック音楽を
学ぶ学生たちが本気でジャズに
取り組みます！ご期待あれ！

MANTO VIVO
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※ 8 日が雨の場合のみ公演

※雨天時 8 日に延期

※雨天時 8 日に延期



日

野外ステージ

9:10

9:30 

口笛アンサンブル  

10:45

11:45 

こぱんだ   ※予備
Small PANDA Beat

12:40

13:20 

ケルト音楽研究部 (g-celt)　

アイルランドの伝統音楽を中心に、
今回は野外ステージでダンスを交
えて演奏致します。楽しい音楽を
是非聴きにいらしてください！

g-celt  藝祭  LIVE!!

15:10

16:20 

ケルト音楽研究部OB&OG ※予備

16:50

18:10

BloomBrass　　

おとなのケルト

9:10

10:50 

作曲科 1 年　

作曲科1年生の自作15曲を演奏し
ます。私たちにとって初めての
試演会、一人でも多くの方に聴
いていただければ幸いです。

作曲科一年生による
作品発表会

１ホール　     

11:20

12:00 

ブラームス演奏し隊

ロマン派を代表するBrahms が27
才の時に作曲した若々しく情熱的な
メロディーが印象的なsextet no1
を学部生と院生が演奏します！

12:40

13:20 

東京芸術大学
バッハ
カンタータクラブ

設立の目的は、バッハのカン
タータを演奏する事。様々
な専攻の学生が多数在籍す
る、芸大で最も大きい規模の
サークルである。本公演では
BWV8、38 の 2 曲を
演奏予定。

バッハカンタータクラブ 
芸術祭公演

13:50

15:10 

J'aime le solfege ！
2013
ソルフェージュの中心で愛を叫び
続けて 8 年目。ルネサンスから現
代までの作品を面白く〜楽しく〜        
今年もやります！みんなで〜
いらして「クレ」♪

16:00

16:50 

天使のハーモニー
藝祭公演 第3弾 演奏者 × ダンサー 
× クリエイターによるいま・
ここで生まれる即興表現
ご覧あれ！

17:35

18:05 

Choir de Charpentier

声楽科 8 人と小編成オケにより、
シャルパンティエのマニフィカト
を演奏します。2 群合唱と
弦楽器によるフランス
バロックの響きを
お楽しみ下さい。

M.A. シャルパンティエ8声
と8楽器のマニフィカト

18:40

19:40

C 年合唱
J.S.Bach・W.A.Mozart・J.Rutter の
宗教曲を小編成オケ・ブラスと
合唱で、1 年生らしい元気で
フレッシュな演奏を
お届けします♪

10:30

12:00

作曲 2 年有志

作曲科2年生による、作品試演会で
す。様々な編成の、個性豊かな
作品の数々をどうぞ
お楽しみください。 

作曲科試演会Ⅱ

２ホール　     

12:40

13:20

作曲科アニメ研究室上野支部
今年もやりますこの企画！誰もが
知っている有名なアニメの曲を演奏
しちゃうぞ☆管楽器主体の編成に
て、作曲科が編曲した名曲の
数々をお楽しみ下さい♪

アニソンはじめました
−2nd season−

14:10

15:05

オクテットっと
お祭り！藝祭！オクテット！！メン
デルスゾーンとショスタコーヴィチ
の弦楽八重奏曲を熱く
 演奏します！

15:40

16:50

上野水族館ミュージカル広報室
今話題のミュージカル『リトル・マー
メイド』の音楽の魅力を、実演を含む
レクチャーコンサート形式で
お伝えします！他の
ディズニー作品も登場。

ミュージカル『リトル
マーメイド』をもっ
と楽しむためのレク
チャーコンサート

17:25

18:35

芸大コレギウム・ムジクム

3年有志による室内管弦楽団！
バッハ：ブランデンブルグ協奏曲第3番、
管弦楽組曲第3番、
シューベルト：『死と乙女』
(マーラーによる弦楽合奏編曲版)

19:00

20:00 

アンサンブル・ハイジ

モーツァルト：
管楽器とピアノの為の五重奏曲 
プーランク：管楽器とピアノの
為の六重奏曲 
室内楽曲史上に輝く二つの
名作をこころゆくまで。

４ホール　     

9:10

10:50

日本舞踊
自主演奏会

日本舞踊専攻の学生によ
る自主演奏会です。今年
も長唄から大和楽まで幅
広いジャンルを取り扱
います。ぜひとも
ご鑑賞下さい。

12:10

12:55

雅楽専攻
自主演奏会

雅楽専攻生による自主公
演。今年は管絃演奏と、右
方の舞、『納曾利』を演奏
します。２匹の龍が
戯れる舞をお楽し
みください。

13:45

14:55

長唄自主演奏会

邦楽科長唄三味線＆邦楽
科囃子専攻による演奏会
です。繊細かつ勢いの
ある演奏を、ぜひ
ご堪能ください!!

15:55

17:10

生田会
邦楽科筝曲生田流専攻の
生徒が企画する演奏会で
す。日頃学ぶ事を学年ご
とに演奏いたします。
[ 曲目：飛鳥の夢・
新娘道成寺・文様・
吼　等 ]

17:40

18:55

生田自主演奏会

今年は生田会に引き続き自
主演奏会をいたします！古
典局から現代曲までバラエ
ティ豊かにお届けしま
す。[青柳・さらし
風手事・文様 等]

11:15

12:55

C年・F年オーケストラ

若さ溢れる１年オーケス
トラと貫禄ある４年オー
ケストラ。異なる魅力を
持ったオーケストラがそ
れぞれプログラムの前半
・後半を演奏し、
１つの演奏会を
作ります。

奏楽堂  　     

C 年・F 年
オーケストラ
合同演奏会

 
16:15

17:40

ぱんだウインドオーケストラ

あのぱんだが藝祭公演！
パントマイム (solo 佐藤
采香 )、宇宙の音楽等、オー
ル吹奏楽オリジナル曲！
本格派吹奏楽をお楽
しみください！

ぱんだウインド
オーケストラ
第二回藝祭公演
@奏楽堂

2-2-9/2-2-8  　     

10:00

11:30

オルガン科 1・2 年生

オルガン科1・2年生による
コンサート。２台のオルガ
ンとバロックから現代に至
る多彩なプログラムで
お待ちしています！

パイプオルガン
教室コンサート

15:00

16:00

ピロティ

11:00

12:00

MANTO VIVO

管打楽器を専攻する学生を
中心に結成された伝統ある
ビッグバンド。普段はクラ
シック音楽を学ぶ学生たち
が本気でジャズに取り組み
ます！ご期待あれ！

17:30

19:00

15:00

17:00

LA VOCE

Buongirono!  LA VOCE で
す。パスタやビールを味
わいながら、野外ステー
ジでの演奏も味わうこと
ができる、耳も美味しい
お店です。ご来店お待ち
しております！

口笛アンサンブル   ※予備

BloomBrass   ※予備 　

' 

J'aime le solfege ！2013'  

ブラームス演奏し隊

天使のハーモニー

C 年合唱

オクテットっと

芸大コレギウム・ムジクム

アンサンブル・ハイジ

日本舞踊自主演奏会

雅楽専攻自主演奏会

長唄自主演奏会

生田会

生田自主演奏会

オルガン科 1・2 年生

オルガン科1・2年生による
コンサート。２台のオルガ
ンとバロックから現代に至
る多彩なプログラムで
お待ちしています！

パイプオルガン
教室コンサート
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MANTO VIVO

管打楽器を専攻する学生を
中心に結成された伝統ある
ビッグバンド。普段はクラ
シック音楽を学ぶ学生たち
が本気でジャズに取り組み
ます！ご期待あれ！

MANTO VIVO

LA VOCE

ホ
ー
ル
に
直
接
 

お
並
び
下
さ
い

8:4
5

8:4
5

12
:00

12
:00

15
:00

15
:00

8:4
5

8:4
5

12
:00

12
:00

15
:00

15
:00

ホ
ー
ル
に
直
接
 

お
並
び
下
さ
い

8:4
5

12
:00

15
:00

15
:00

8:4
5

12
:00

教
室
に
直
接
 

お
並
び
下
さ
い

9:00

10:00

12:00

15:00

9:00

11:00

17:00

9:00

11:00

12:00

13:00

15:00

10:00

11:00

13:00

14:00

15:00

16:00

18:00

19:00

9:00

11:00

12:00

13:00

14:00

17:00

18:00

19:00

9:00

10:00

14:00

17:00

9:00

10:00

13:00

14:00

9:00

14:00

※７日が雨の場合のみ公演
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※６日が雨の場合のみ公演



すりました。そして今年も版画集
をつくりました。
予約受付中☆

版画廊
代表者　千島麻耶

版画研究室展

2F

絵画棟
Painting 
 bldg.

藝祭において油画１年生のなか
より自ら進み出た 20 人による
展示が催される。
それは伝説のはじまりだった。

絵画棟 1F 立体工房
代表者　久保田智広

油画１年生展

1F

 Exhibition
s

展示場所
　 　5 号館 
　　大学会館
　　総合工房棟 中央棟
　　絵画棟
　　彫刻棟
　　金工棟
　　大浦食堂 & 漆芸ギャラリー
　学外 上野恩賜公園特設テント
　　　 上野ステーションギャラリー　

公開時間  10:00 〜 17:00
 ※藝祭の終了時間に関係なく
　　3日間を通してこの時間です。

スタンプラリー
 　展示者索引のあとにスタンプ　　　

　　を押すページがあります。

総合工房棟

絵画棟

大学会館

５号館

大浦食堂
金工棟

彫刻棟



東京藝術大学絵画科油画専攻
4 年生有志の展示です。

絵画棟 7F
代表者　瀬川祐美子

油画 4 年生展

502、506 〜 508 にて油画科 2 年有志展示。
「人々が寝静まる中、夜を徹して街を歩く」
503 にてデアルカナイト展示。

絵画棟 5F
油画科アトリエ (502,503,506,507,508)
代表者　久保埜　那奈

油画科 2 年有志展示
油画 3 展示

絵画棟 6F アトリエ  5F 演習室
代表者　飯岡陸

油画専攻 3 年展示

5F

6F

7F

絵画棟
Painting
 bldg.

学部４年生の展示になります。
是非御覧ください。

絵画棟 4F 407
代表者　山崎美季

日本画学部４年生展示

２年生日本画展こんなに成長しまし展

日本画科修士一年生 10 名の展
示です。場所は絵画棟４階の端
のアトリエになります。
ご高覧頂ければ幸いです。

絵画棟 4F 405
代表者　北原小麦

日本画修士１年展

今年合格したばかりの新一年
生、小滝啓太君とそのクラスメ
イトの展示です。

絵画棟 3F 307
代表者　林嘉信

日本画一年生展示

3F

4F

日本画科学部 2 年生による作
品展示になります。
よろしければご高覧ください。
日本画科 2 年学生一同

絵画棟 3F 309 308
代表者　古家野雄紀

こんなに成長しましてん。
日本画 3 年 25 人による展示で
す。是非ご高覧くださいませ。
ほな。

絵画棟 3F 308 4F 408
代表者　吉澤光子



デザイン科２年によるクラス
の展示です。ぜひお越し下さ
い。

総合工房棟 3F
デザイン科 2 年アトリエ
代表者　安達佑佳

デザイン科院二の展示で
す。もうすぐ卒業です

総合工房棟 3F
B-303,304,305,307
デザイン科研究室
代表者　筑井秀行

デザイン科視覚伝達研究室の
修士 1 年による作品展示。
共通のテーマで各々の視覚表
現に取り組む。

視覚伝達研究室
代表者　鈴木葉音野

デザイン科４年有志の展示です。
よろしければ是非お越し下さい。

総合工房棟 3F
プレゼンテーションルーム
代表者　東條彩美

innni デザイン科二年生展

視覚伝達研究室 デザイン科４年有志展示

この藝祭が、私たちの作品を多くの方
に知っていただけるはじめての機会で
す。それぞれが創り出す世界を、ど
うぞご覧下さい。

総合工房棟 3FB-307 デザイン科研究
室

デザイン科１年はじめまし展

3F

デザイン科修士1年群展示
新たな学友を迎えてグレードアップし
た、デザイン科修士 1 年による展示で
す。分野をこえた表現者たちの新しい作
品を、その眼でお楽しみください。

総合工房棟 3FB-304 デザイン科研究室
代表者　瀬木文

デザイン科有志で来年度のカレ
ンダーを制作して展示
各月ごとにお気に入りの一枚を
見つけてくださいね☆

総合工房棟 3F 廊下
代表者　中祥子

カレンダー展

総合工房棟

Factory 
Complex.

デザイン科３年生です。やっぱりい
くつになっても、つくることが好き
なわたしたちの展示です。

総合工房棟 2F デザイン科３年アトリエ
代表者　佐々木慎太朗

デザイン科３ねんせい

建築科の有志展示です。おにぎり
は都築響子の個人的な趣味です△
△△好きな具はなんですか？

総合工房棟 4F
ファクトリーミュージアムメディアスタジオ
代表者　都築響子

建築展
〜 feat.▽     　studio onigiri △〜

2F

4F



工芸科有志によるグループ展示。
日々、素材と向き合いながら作品
制作に取り組む工芸の学生達が、
専攻の垣根を越えて集まりまし
た。漆芸、染織、鋳金。

大浦食堂 & 漆芸ギャラリー
代表者　宮本靖子

工芸科有志展示
大浦食堂

Oura
 Refectory.

彫刻科２年生と３年生の有志に
よる合同展示です。

木彫室
江藤佑一

彫刻科2年3年有志展
彫刻棟

Sculpture 
 bldg.

藝大
ショートフィルムフェス
2013

音校
５号館

 Building 5.

音校
大学会館
University 

Hall. 学内で募集した短編映像作品を
上映 いたします。

音楽学部５号館 5-109

2F

1F

先端芸術表現科学部 2 年有志による展示を
開催致します。
絵画、立体、写真、映像、音、インスタレーショ
ンなど多様なメディアの作品を発表します。

大学会館２F 展示室・談話室
代表者　長田雛子

先端Ⅱ展

1F

1F



愛甲次郎　　　日本画２年　　　　　　絵画棟　3F309 308
青木ナナ　　　先端芸術表現１年　　　上野恩賜公園特設テント
青木日紗子　　先端芸術表現２年　　　大学会館　2F展示室・談話室
青木理紗　　　油画２年　　　　　　　絵画棟　5Fアトリエ(502,503,506,507,508)
青山希望　　　デザイン２年　　　　　総合工房棟　3Fデザイン科２年アトリエ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ステーションギャラリー
赤池龍星　　　油画３年　　　　　　　絵画棟　６Fアトリエ、５F演習室
赤木あずさ　　デザイン修士１年　　　総合工房棟　3FB-304デザイン科研究室
縣健司　　　　油画４年　　　　　　　絵画棟　7Ｆ
　　　　　　　版画研究室　　　　　　版画廊
赤沼夏希　　　デザイン３年　    　　  総合工房棟　2Fデザイン科３年アトリエ
麻生啓史　　　デザイン２年　　　　　総合工房棟　3Fデザイン科２年アトリエ
安達佑佳　　　デザイン２年　　　　　総合工房棟　3Fデザイン科２年アトリエ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　総合工房棟　3F廊下
熱田未帆　　　工芸２年　　　　　　　絵画棟　アートスペース
甘原千聖　　　油画３年　　　　　　　絵画棟　６Fアトリエ、５F演習室
網谷湖香里　　油画２年　　　　　　　絵画棟　5Fアトリエ(502,503,506,507,508)
新井健　　　　彫刻２年　　　　　　　木彫室
新井友梨　　　油画４年　　　　　　　絵画棟　7Ｆ　　
荒井由美　　　工芸４年　　　　　　　大浦食堂 & 漆芸ギャラリー
荒木秀進　　　彫刻２年　　　　　　　木彫室
阿良田蓉　　　デザイン３年    　　　　総合工房棟　2F デザイン科３年アトリエ
安西砂織　　　デザイン３年    　　  　総合工房棟　2F デザイン科３年アトリエ
安藤美緒子　　デザイン３年　      　　総合工房棟　2F デザイン科３年アトリエ

飯岡陸　　　　油画３年　　　　　　　絵画棟　６Fアトリエ、５F演習室
五十嵐泉　　　日本画修士１年　　　　絵画棟　4F 405
生永麻衣　　　デザイン４年　　　　　総合工房棟　3F  プレゼンテーションルーム
池尻貴尚　　　デザイン修士１年　　　総合工房棟　3F  B-304デザイン科研究室
池田莉帆　　　工芸３年　　　　　　　大浦食堂 & 漆芸ギャラリー
池田奈津子　　デザイン３年　　　　　総合工房棟　2F デザイン科３年アトリエ
池田光輝　　　先端芸術表現２年　　　大学会館　2F　展示室・談話室
石ケ森和香　　油画２年　　　　　　　絵画棟　5Fアトリエ(502,503,506,507,508)
石田萌　　　　デザイン２年　　　　　総合工房棟　3F　デザイン科２年アトリエ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ステーションギャラリー
石塚嘉宏　　　油画３年　　　　　　　絵画棟　６Fアトリエ、５F演習室
石山諒　　　　日本画１年　　　　　　絵画棟　3F 307
泉美菜子　　　デザイン３年　　　　　総合工房棟　2F デザイン科３年アトリエ
磯崎菜那　　　日本画２年　　　　　　絵画棟　3F 309 308
　　　　　　　　　　　　　　　　　　絵画棟　アートスペース
磯村暖　　　　油画２年　　　　　　　絵画棟　5Fアトリエ(502,503,506,507,508)
井田幸昌　　　油画科２年　　　　　　絵画棟　5Fアトリエ(502,503,506,507,508)
板垣夏樹　　　日本画２年　　　　　　絵画棟　3F 309 308
市川優衣　　　版画研究室　　　　　　版画廊
一乗ひかる　　デザイン３年　　　　　総合工房棟　2F デザイン科３年アトリエ
市橋泉　　　　工芸３年　　　　　　　大浦食堂 & 漆芸ギャラリー
市原昇　　　　建築２年　　　　　　　総合工房棟　4Fファクトリーミュージアムメディアスタジオ
伊藤沙月　　　油画２年　　　　　　　絵画棟　5Fアトリエ(502,503,506,507,508)
伊東春香　　　日本画４年　　　　　　絵画棟　4F 407
伊藤みなみ　　日本画４年　　　　　　絵画棟　4F 407
稲垣美侑　　　油画４年　　　　　　　絵画棟　7Ｆ
井上有里　　　油画２年　　　　　　　絵画棟　5Fアトリエ(502,503,506,507,508)
今井侑　　　　油画３年　　　　　　　絵画棟　６Fアトリエ、５F演習室
色川美江　　　油画３年　　　　　　　絵画棟　６Fアトリエ、５F演習室
岩崎紗也加　　油画３年　　　　　　　絵画棟　６Fアトリエ、５F演習室
岩崎広大　　　油画１年　　　　　　　絵画棟　1F 立体工房
岩谷晃太　　　日本画２年　　　　　　絵画棟　3F 309 308

上田美緒　　　デザイン１年    　　  　総合工房棟　3F　B-307　デザイン科研究室
植田裕貴　　　工芸４年　　　　　　　大浦食堂 & 漆芸ギャラリー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　総合工房棟　オープンアトリエ
上竹真菜美　　油画４年　　　　　　　絵画棟　7Ｆ
宇崎弘美　　　デザイン４年　　　　　総合工房棟　3F  プレゼンテーションルーム
宇佐美明音　　デザイン２年　　　　　総合工房棟　3F　デザイン科２年アトリエ
内河佐絵子　　日本画４年　　　　　　絵画棟　4F 407
内田亘　　　　デザイン３年　　　　　総合工房棟　2F デザイン科３年アトリエ
内田里奈　　　工芸染色修士１年　　　総合工房棟　オープンアトリエ
畝見謙人　　　デザイン１年　　　　　総合工房棟　3F　B-307　デザイン科研究室
うのあずさ　　油画４年　　　　　　　絵画棟　7Ｆ
海野林太郎　　先端芸術表現２年　　　大学会館　2F　展示室・談話室

江口真理菜　　デザイン修士１年　　　総合工房棟　3F  B-304デザイン科研究室
江藤佑一　　　彫刻３年　　　　　　　木彫室
榎田進之介　　彫刻３年　　　　　　　木彫室
榎本佑香　　　彫刻３年　　　　　　　木彫室
海老澤ふりあ　建築４年　　　　　　　上野恩賜公園特設テント

大岩雄典　　　デザイン１年　　　　　音楽学部　5号館　5-109
大柿鈴子　　　油画４年　　　　　　　絵画棟　7Ｆ
扇割美咲　　　油画３年　　　　　　　絵画棟　６Fアトリエ、５F演習室
大久保里美　　デザイン４年　　　　　総合工房棟　3F  プレゼンテーションルーム
大久保恵　　　デザイン３年　　　　　総合工房棟　2F デザイン科３年アトリエ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　総合工房棟　3F廊下
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須賀美保子　　彫刻２年　　　　　　木彫室
菅雄嗣　　　　油画４年　　　　　　絵画棟　7Ｆ
菅沼美里衣　　日本画３年　　　　　絵画棟　3F 309 308
杉本真吾　　　油画３年　　　　　　絵画棟　６Fアトリエ、５F演習室
杉山佳　　　　日本画３年　　　　　絵画棟　3F 308　4F 408
鈴木暁人　　　日本画２年　　　　　絵画棟　3F 309 308
鈴木花歩　　　油画科２年　　　　　絵画棟　5Fアトリエ(502,503,506,507,508)
鈴木弦人　　　彫刻３年　　　　　　木彫室
鈴木沙知子　　油画２年　　　　　　絵画棟　5Fアトリエ(502,503,506,507,508)
鈴木七実　　　日本画１年　　　　　絵画棟　3F 307
鈴木葉音野　　デザイン修士１年　　総合工房棟　視覚伝達研究室M1アトリエ
鈴木寛人　　　油画３年　　　　　　絵画棟　６Fアトリエ、５F演習室
鈴木悠太　　　油画２年　　　　　　絵画棟　5Fアトリエ(502,503,506,507,508)
鈴木祐斗　　　日本画１年　　　　　絵画棟　3F 307
須藤栞奈　　　油画４年　　　　　　絵画棟　7Ｆ

瀬尾侑之　　　油画２年　　　　　　絵画棟　5Fアトリエ(502,503,506,507,508)
瀬川祐美子　　油画４年　　　　　　絵画棟　7Ｆ
瀬木文　　　　デザイン修士１年　　総合工房棟　3F  B-304デザイン科研究室
　　　　　　　　　　　　　　　　　総合工房棟　3F廊下
関水美穂　　　工芸修士２年　　　　大浦食堂 & 漆芸ギャラリー
先崎了輔　　　デザイン４年　　　　総合工房棟　3F  プレゼンテーションルーム
　　　　　　　　　　　　　　　　　総合工房棟　3F　廊下

副島泰平　　　彫刻２年　　　　　　木彫室
添田いづみ　　建築３年　　　　　　総合工房棟　4Fファクトリーミュージアムメディアスタジオ
袖山遥　　　　油画３年　　　　　　絵画棟　６Fアトリエ、５F演習室

高世百合　　　デザイン２年　　　　総合工房棟　3F　デザイン科２年アトリエ
田上碧　　　　先端芸術表現２年　　大学会館　2F　展示室・談話室
高見澤峻介　　先端芸術表現２年　　大学会館　2F　展示室・談話室
高橋愛　　　　油画３年　　　　　　絵画棟　６Fアトリエ、５F演習室
高橋梓　　　　油画２年　　　　　　絵画棟　5Fアトリエ(502,503,506,507,508)
髙木髙麻衣　　　油画２年　　　　　　絵画棟　5Fアトリエ(502,503,506,507,508)
高橋万実子　　デザイン４年　　　　総合工房棟　3F  プレゼンテーションルーム
高橋瑞稀　　　日本画１年　　　　　絵画棟　3F 307
高橋里花　　　油画４年　　　　　　絵画棟　7Ｆ
高橋臨太郎　　油画３年　　　　　　絵画棟　６Fアトリエ、５F演習室
瀧亜沙子　　　デザイン４年　　　　総合工房棟　3F  プレゼンテーションルーム
竹内ひかり　　日本画２年　　　　　絵画棟　3F 309 308
　　　　　　　　　　　　　　　　　金工棟　オープンギャラリー
竹之内洋平　　デザイン３年　　　　総合工房棟　2F デザイン科３年アトリエ
竹村麗良　　　油画３年　　　　　　絵画棟　６Fアトリエ、５F演習室
竹久万里子　　油画４年　　　　　　絵画棟　7Ｆ
田﨑礼朗　　　デザイン２年　　　　総合工房棟　3F　デザイン科２年アトリエ
　　　　　　　　　　　　　　　　　音楽学部　5号館　5-109
田嶋晃子　　　デザイン３年　　　　総合工房棟　2F デザイン科３年アトリエ
多田恋一朗　　油画２年　　　　　　絵画棟　5Fアトリエ(502,503,506,507,508)
立花清美　　　油画１年　　　　　　絵画棟　１F 立体工房
田中純　　　　デザイン２年　　　　総合工房棟　3F　デザイン科２年アトリエ
田中晴菜　　　油画３年　　　　　　絵画棟　６Fアトリエ、５F演習室
田中実保　　　日本画２年　　　　　絵画棟　3F 309 308
田中美穂　　　油画３年　　　　　　絵画棟　６Fアトリエ、５F演習室
田中良枝　　　デザイン修士２年　　総合工房棟　3F  B-303,304,305,307  デザイン科研究室
田中館亜美　　工芸３年　　　　　　大浦食堂 & 漆芸ギャラリー
谷口洸　　　　油画２年　　　　　　絵画棟　5Fアトリエ(502,503,506,507,508)
谷脇理子　　　デザイン２年　　　　総合工房棟　3F　デザイン科２年アトリエ
田畑有美　　　油画４年　　　　　　絵画棟　7Ｆ
田村五月桃　　デザイン３年　　　　総合工房棟　2F デザイン科３年アトリエ
丹下裕之　　　デザイン１年　　　　総合工房棟　3F　B-307　デザイン科研究室

千島麻耶　　　版画研究室　　　　　版画廊
千野安菜　　　油画３年　　　　　　絵画棟　６Fアトリエ、５F演習室
千葉里織　　　日本画４年　　　　　絵画棟　4F 407
千葉小夜子　　油画２年　　　　　　絵画棟　5Fアトリエ(502,503,506,507,508)
千葉真理　　　工芸修士１年　　　　大浦食堂 & 漆芸ギャラリー

塚崎安奈　　　日本画３年　　　　　絵画棟　3F 308　4F 408
　　　　　　　　　　　　　　　　　上野恩賜公園特設テント
塚田楓　　　　デザイン１年　　　　総合工房棟　3F　B-307　デザイン科研究室
塚本理恵子　　彫刻３年　　　　　　木彫室
筑井秀行　　　デザイン修士２年　　総合工房棟　3F  B-303 ,B-304 ,B-305 ,B-307　
　　　　　　　　　　　　　　　　　音楽学部　5号館　5-109
都築響子　　　建築３年　　　　　　総合工房棟　4Fファクトリーミュージアムメディアスタジオ
都築拓磨　　　油画２年　　　　　　絵画棟　5Fアトリエ(502,503,506,507,508)
堤原詩萌　　　油画２年　　　　　　絵画棟　5Fアトリエ(502,503,506,507,508)
津田恭子　　　デザイン４年　　　　総合工房棟　3F  プレゼンテーションルーム
角川菜穂子　　デザイン４年　　　　総合工房棟　3F  プレゼンテーションルーム
角田友麻　　　日本画２年　　　　　絵画棟　3F 309 308
角田里紗　　　彫刻３年　　　　　　木彫室
坪井郁弥　　　日本画１年　　　　　絵画棟　3F 307
坪井龍之介　　デザイン１年　　　　総合工房棟　3F　B-307　デザイン科研究室

寺尾美穂　　　日本画１年　　　　　絵画棟　3F 307
寺門章利　　　デザイン２年　　　　総合工房棟　3F　デザイン科２年アトリエ
寺本悠里子　　日本画３年　　　　　絵画棟　3F 308　4F 408

土井捺稀　　　デザイン２年　　　　総合工房棟　3F　デザイン科２年アトリエ
　　　　　　　　　　　　　　　　　音楽学部　5号館　5-109  
東條彩美　　　デザイン４年　　　　総合工房棟　3F  プレゼンテーションルーム
　　　　　　　　　　　　　　　　　総合工房棟　3F廊下
東條陽太　　　油画４年　　　　　　絵画棟　7Ｆ
徳岡光海　　　デザイン１年　　　　総合工房棟　3F　B-307　デザイン科研究室
都平遊花　　　先端芸術表現２年　　大学会館　2F　展示室・談話室
冨田佳菜子　　彫刻３年　　　　　　木彫室
富永晃代　　　日本画４年　　　　　絵画棟　4F 407
土門杜衣　　　デザイン４年　　　　総合工房棟　3F  プレゼンテーションルーム

内藤京平　　　油画３年　　　　　　絵画棟　６Fアトリエ、５F演習室
中祥子　　　　デザイン４年　　　　総合工房棟　3F  プレゼンテーションルーム
　　　　　　　　　　　　　　　　　総合工房棟　3F廊下
中井伶美　　　油画３年　　　　　　絵画棟　６Fアトリエ、５F演習室
中垣拓磨　　　油画３年　　　　　　絵画棟　６Fアトリエ、５F演習室
中川百合　　　デザイン１年　　　　総合工房棟　3F　B-307　デザイン科研究室
中静志帆　　　工芸修士１年　　　　大浦食堂 & 漆芸ギャラリー
長久保華子　　工芸４年　　　　　　大浦食堂 & 漆芸ギャラリー
中澤尊幸　　　彫刻３年　　　　　　木彫室
中沢悠華子　　油画３年　　　　　　絵画棟　６Fアトリエ、５F演習室
中島淳志　　　日本画２年　　　　　絵画棟　3F 309 308
中島万美　　　油画３年　　　　　　絵画棟　６Fアトリエ、５F演習室
長島亜希子　　デザイン２年　　　　総合工房棟　3F　デザイン科２年アトリエ
長瀬万純　　　デザイン２年　　　　総合工房棟　3F　デザイン科２年アトリエ
中田みのり　　デザイン１年　　　　総合工房棟　3F　B-307　デザイン科研究室
中谷奈緒子　　デザイン２年　　　　総合工房棟　3F　デザイン科２年アトリエ
　　　　　　　　　　　　　　　　　総合工房棟　3F　廊下
中西智美　　　日本画１年　　　　　絵画棟　3F 307
中根航輔　　　日本画３年　　　　　絵画棟　3F 308　4F 408
　　　　　　　　　　　　　　　　　総合工房棟　オープンアトリエ
中根唯　　　　油画２年　　　　　　絵画棟　5Fアトリエ(502,503,506,507,508)
永野祐子　　　デザイン２年　　　　総合工房棟　3F　デザイン科２年アトリエ
中橋恵美子　　先端芸術表現２年　　大学会館　2F　展示室・談話室
中村哲太郎　　デザイン１年　　　　総合工房棟　3F　B-307　デザイン科研究室
中村桃子　　　日本画４年　　　　　絵画棟　4F 407
中本那由子　　彫刻２年　　　　　　木彫室
中屋明子　　　デザイン３年　　　　総合工房棟　2F デザイン科３年アトリエ
南雲希央　　　日本画２年　　　　　絵画棟　3F 309 308
夏井萌子　　　油画２年　　　　　　絵画棟　5Fアトリエ(502,503,506,507,508)
生田目典子　　日本画１年　　　　　絵画棟　3F 307

新居俊浩　　　デザイン１年　　　　総合工房棟3F　B-307　デザイン科研究室
二家本帆菜　　先端芸術表現２年　　大学会館2F　展示室・談話室
　　　　　　　　　　　　　　　　　音楽学部5号館5-109
西澤絵里子　　工芸修士２年　　　　大浦食堂漆芸ギャラリー
西村友里　　　油画２年　　　　　　絵画棟5Fアトリエ(502,503,506,507,508)
西山恭　　　　デザイン２年　　　　総合工房棟3F　デザイン科２年アトリエ
　　　　　　　　　　　　　　　　　絵画棟アートスペース

沼倉真理　　　デザイン３年　　　　総合工房棟2F デザイン科３年アトリエ
沼田裕介　　　油画１年　　　　　　絵画棟１F 立体工房

根本篤志　　　油画３年　　　　　　絵画棟６Fアトリエ、５F演習室

野口大地　　　油画３年　　　　　　絵画棟６Fアトリエ、５F演習室
能登真理亜　　日本画２年　　　　　絵画棟3F 309 308

麦衍鴻　　　　デザイン修士１年　　視覚伝達研究室M1アトリエ
長谷川朋子　　油画１年　　　　　　絵画棟１F 立体工房
長谷川笙子　　デザイン３年　　　　総合工房棟2F デザイン科３年アトリエ
長谷川雅子　　油画２年　　　　　　絵画棟5Fアトリエ(502,503,506,507,508)
八賀史子　　　油画２年　　　　　　絵画棟5Fアトリエ(502,503,506,507,508)
羽室暁　　　　デザイン１年　　　　総合工房棟3F　B-307　デザイン科研究室
早川綾　　　　デザイン修士１年　　総合工房棟3F  B-304デザイン科研究室
林祥平　　　　デザイン４年　　　　総合工房棟3F  プレゼンテーションルーム
林加奈　　　   建築２年　　　　　  総合工房棟４F ファクトリーメディアスタジオ
林宏樹　　　　日本画３年　　　　　絵画棟3F 308　4F 408
林嘉信　　　　日本画１年　　　　　絵画棟3F 307
林田季節　　　油画２年　　　　　　絵画棟5Fアトリエ(502,503,506,507,508)
速水駿　　　　日本画１年　　　　　絵画棟3F 307
春田さら　　　油画１年　　　　　　絵画棟１F 立体工房
半田悠人　　　建築２年　　　　　　総合工房棟4Fファクトリーミュージアムメディアスタジオ

大作皐紀　　　デザイン４年　　　　総合工房棟　3F  プレゼンテーションルーム
　　　　　　　　　　　　　　　　　総合工房棟　3F　廊下
大澤茜　　　　デザイン３年　　　　総合工房棟　2F　デザイン科３年アトリエ
　　　　　　　　　　　　　　　　　総合工房棟　3F　廊下
大澤真積　　　デザイン２年　　　　総合工房棟　3F　デザイン科２年アトリエ
大杉拓真　　　音楽環境創造２年　　絵画棟　アートスペース
太田馨　　　　油画４年　　　　　　絵画棟　7Ｆ
太田友貴　　　油画４年　　　　　　絵画棟　7Ｆ
大谷皇月　　　油画３年　　　　　　絵画棟　６F　アトリエ　５F演習室
大谷洋平　　　日本画３年　　　　　絵画棟　3F　308　4F　408
大塚浩二郎　　デザイン２年　　　　総合工房棟　3F　廊下
　　　　　　　　　　　　　　　　　金工棟　オープンギャラリー
大塚なつ実　　日本画３年　　　　　絵画棟　3F　308　4F　408
大橋未季　　　デザイン４年　　　　総合工房棟　3F  プレゼンテーションルーム
大岩雄典　　　デザイン１年　　　　総合工房棟　3F　B-307　デザイン科研究室
大西利佳　　　油画４年　　　　　　絵画棟　7Ｆ
大人倫奈　　　油画２年　　　　　　金工棟　オープンギャラリー
大山大介　　　デザイン３年　　　　総合工房棟　2F　デザイン科３年アトリエ
大家朋之　　　デザイン２年　　　　ステーションギャラリー
大和田千晴　　日本画２年　　　　　絵画棟　3F 309 308
岡﨑伊緒　　　彫刻３年　　　　　　木彫室
岡田麻里恵　　工芸修士１年　　　　大浦食堂 & 漆芸ギャラリー
岡村貴正　　　彫刻科２年　　　　　木彫室
岡村尚美　　　デザイン４年　　　　総合工房棟　3F  プレゼンテーションルーム
岡本征子　　　デザイン４年　　　　総合工房棟　3F  プレゼンテーションルーム
岡嶋恵　　　　工芸修士２年　　　　大浦食堂 & 漆芸ギャラリー
小川和俊　　　日本画３年　　　　　絵画棟　3F　308　4F　408
小川珠実　　　日本画修士１年　　　絵画棟　4F 405
奥田朝子　　　デザイン３年　　　　総合工房棟　2F デザイン科３年アトリエ
尾崎美代子　　油画２年　　　　　　絵画棟　5Fアトリエ(502,503,506,507,508)
長田雛子　　　先端芸術表現２年　　大学会館　2F　展示室・談話室
落合安奈　　　油画２年　　　　　　絵画棟　5Fアトリエ(502,503,506,507,508)
落合祥子　　　日本画１年　　　　　絵画棟　3F 307
小原緋沙子　　デザイン２年　　　　総合工房棟　オープンアトリエ
オムジヨン　　デザイン修士２年　　総合工房棟　3F B-303、304、305、307

角谷紀章　　　日本画１年　　　　　絵画棟　3F 307
数永真太郎　　工芸３年　　　　　　大浦食堂 & 漆芸ギャラリー
勝見泰里　　　デザイン４年　　　　総合工房棟　3F  プレゼンテーションルーム
小畑朱里　　　日本画３年　　　　　絵画棟　3F 308　4F 408
加減真央　　　油画３年　　　　　　絵画棟　６Fアトリエ、５F演習室
粕谷亞美　　　デザイン２年　　　　総合工房棟　3F　デザイン科２年アトリエ
　　　　　　　　　　　　　　　　　絵画棟　アートスペース
勝俣美菜　　　油画３年　　　　　　絵画棟　６Fアトリエ、５F演習室
勝美真鈴         油画１年　　　　　　絵画棟　１F 立体工房　
加藤てまり　　デザイン２年　　　　総合工房棟　3F　デザイン科２年アトリエ
加藤菜月　　　デザイン３年　　　　総合工房棟　2F デザイン科３年アトリエ
加藤佑一　　　工芸３年　　　　　　大浦食堂 & 漆芸ギャラリー
上遠野幹弥　　デザイン２年　　　　総合工房棟　3F　デザイン科２年アトリエ
　　　　　　　　　　　　　　　　　ステーションギャラリー
金井萌々　　　デザイン修士２年　　総合工房棟　3F B-303、304、305、307
金丸遥　　　　デザイン修士２年　　総合工房棟　3F B-303、304、305、307
神谷渡海　　　日本画１年　　　　　絵画棟　3F 307
金城彩子　　　デザイン２年　　　　総合工房棟　3F　デザイン科２年アトリエ
金田郁美　　　デザイン１年　　　　総合工房棟　オープンアトリエ
亀田茂　　　　油画３年　　　　　　絵画棟　６Fアトリエ、５F演習室
川上奈々　　　デザイン３年　　　　総合工房棟　2F デザイン科３年アトリエ
河上真理　　　デザイン修士１年　　総合工房棟　3F  B-304デザイン科研究室
河口実乃里　　デザイン１年　　　　総合工房棟　3F　B-307　デザイン科研究室
川崎美波　　　デザイン３年　　　　総合工房棟　2F デザイン科３年アトリエ
川村そら　　　油画３年　　　　　　絵画棟　６Fアトリエ、５F演習室
川村雪　　　　油画３年　　　　　　絵画棟　６Fアトリエ、５F演習室
川本悠肖子　　日本画３年　　　　　絵画棟　3F 308　4F 408
唐澤絵里　　　デザイン修士１年　　総合工房棟　3F  B-304デザイン科研究
川中瑶子　　　日本画１年　　　　　絵画棟　3F 307
河原佳幸　　　日本画４年　　　　　絵画棟　4F 407

菊池匠　　　　日本画３年　　　　　絵画棟　3F 308　4F 408
　　　　　　　　　　　　　　　　　上野恩賜公園特設テント
木下武　　　　日本画４年　　　　　絵画棟　4F 407
　　　　　　　　　　　　　　　　　金工棟　オープンギャラリー
木下真彩　　　デザイン３年　　　　総合工房棟　2F デザイン科３年アトリエ
北澤龍　　　　日本画修士１年　　　絵画棟　4F 405
北原小麦　　　日本画修士１年　　　絵画棟　4F 405
キムテウク　　デザイン修士２年　　総合工房棟　3F B-303、304、305、307
木村有沙　　　油画２年　　　　　　絵画棟　5Fアトリエ(502,503,506,507,508)
木村遥名　　　油画３年　　　　　　絵画棟　６Fアトリエ、５F演習室

久我遼祐　　　デザイン２年　　　　総合工房棟　3F　デザイン科２年アトリエ
　　　　　　　　　　　　　　　　　絵画棟　アートスペース
草壁一美　　　デザイン修士１年　　総合工房棟　3F  B-304デザイン科研究室
日下部岳　　　油画２年　　　　　　絵画棟　5Fアトリエ(502,503,506,507,508)
工藤功太　　　デザイン修士２年　　総合工房棟　3F 303、304、305、307 
久保あずさ　　デザイン３年　　　　総合工房棟　2F デザイン科３年アトリエ

久保万里子　　工芸３年　　　　　　大浦食堂 & 漆芸ギャラリー
久保埜那奈　　油画２年　　　　　　絵画棟　5Fアトリエ(502,503,506,507,508)
久保木愁也　　油画１年　　　　　　　絵画棟　1F 立体工房　
久保田智広　　油画１年　　　　　　絵画棟　1F 立体工房
倉持叡子　　　デザイン１年　　　　総合工房棟　3F　B-307　デザイン科研究室
栗原あずさ　　デザイン２年　　　　総合工房棟　3F　デザイン科２年アトリエ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ステーションギャラリー
栗原綾子　　　デザイン修士２年　　総合工房棟　3F B-303、304、305、307
黒尾智也　　　デザイン４年　　　　総合工房棟　3F  プレゼンテーションルーム
黒川悦史　　　デザイン修士１年　　総合工房棟　3F  B-304デザイン科研究室
黒坂裕　　　　油画１年　　　　　　絵画棟　1F 立体工房

小池俊起　　　デザイン修士１年　　総合工房棟　視覚伝達研究室M1アトリエ
肥沼智礼　　　油画３年　　　　　　絵画棟　６Fアトリエ、５F演習室
鯉淵　　　　　工芸修士１年　　　　大浦食堂 & 漆芸ギャラリー
河口沙月　　　日本画３年　　　　　絵画棟　3F 308　4F 408 
古賀千香子　　油画３年　　　　　　絵画棟　６Fアトリエ、５F演習室
小金澤京　　　デザイン修士２年　　総合工房棟　3F B-303、304、305、307
小柴翼　　　　彫刻３年　　　　　　木彫室
小滝啓太　　　日本画１年　　　　　絵画棟　3F 307
後藤瞳　　　　彫刻２年　　　　　　木彫室
小坂大　　　　油画４年　　　　　　絵画棟　7Ｆ
小坂勇太　　　デザイン１年　　　　総合工房棟　3F　B-307　デザイン科研究室
児島無有　　　油画３年　　　　　　絵画棟　６Fアトリエ、５F演習室
児玉慶多　　　油画１年　　　　　　　絵画棟　1F 立体工房
後藤宙　　　　デザイン２年　　　　総合工房棟　3F　デザイン科２年アトリエ
小松美穂　　　彫刻２年　　　　　　木彫室
五味はるか　　デザイン４年　　　　総合工房棟　3F  プレゼンテーションルーム
小林千夏　　　先端芸術表現２年　　大学会館　2F　展示室・談話室
小林のんき　　芸術学２年　　　　　絵画棟　アートスペース
                                                     ステーションギャラリー
小林みなみ　　油画３年　　　　　　絵画棟　６Fアトリエ、５F演習室
古家野雄紀　　日本画２年　　　　　絵画棟　3F 309 308
コラス愛　　　油画２年　　　　　　絵画棟　5Fアトリエ(502,503,506,507,508)

齋田絵莉子　　油画３年　　　　　　絵画棟　６Fアトリエ、５F演習室
齊藤可那子　　油画３年　　　　　　絵画棟　６Fアトリエ、５F演習室
斉藤慶一　　　デザイン２年　　　　総合工房棟　3F　デザイン科２年アトリエ
齋藤なつみ　　油画１年　　　　　　絵画棟　1F 立体工房
齋藤弘光　　　日本画修士１年　　　絵画棟　4F 405
斉藤陽介　　　日本画３年　　　　　絵画棟　3F 308　4F 408
齋藤理紗　　　油画１年　　　　　　絵画棟　１F 立体工房
酒井一樹　　　版画研究室　　　　　版画廊
酒井祥子　　　デザイン２年　　　　金工棟　オープンギャラリー
坂牧可菜美　　工芸４年　　　　　　大浦食堂 & 漆芸ギャラリー
佐川翠里　　　デザイン２年　　　　総合工房棟　3F　デザイン科２年アトリエ
　　　　　　　　　　　　　　　　　上野恩賜公園特設テント
                                                     ステーションギャラリー
櫻場学　　　　油画３年　　　　　　絵画棟　６Fアトリエ、５F演習室
佐々木敬介　　日本画３年　　　　　絵画棟　３F 308　4F 408
　　　　　　　　　　　　　　　　　金工棟　オープンギャラリー
佐々木慎太朗　デザイン３年　　　　総合工房棟　2F デザイン科３年アトリエ
佐々木崇人　　デザイン４年　　　　総合工房棟　3F  プレゼンテーションルーム
佐々木拓也　　油画２年　　　　　　絵画棟　5Fアトリエ(502,503,506,507,508)
佐々木成美　　油画４年　　　　　　絵画棟　7Ｆ
佐々木祥景　　油画４年　　　　　　絵画棟　7Ｆ
佐藤絵里子　　デザイン２年　　　　総合工房棟　3F　デザイン科２年アトリエ
佐藤熊弥　　　油画３年　　　　　　絵画棟　６Fアトリエ、５F演習室
佐藤果林　　　日本画１年　　　　　絵画棟　3F 307
佐藤朋子　　　先端芸術表現２年　　大学会館　2F　展示室・談話室
佐藤亮介　　　油画４年　　　　　　絵画棟　7Ｆ
猿渡真緒　　　彫刻３年　　　　　　木彫室
澤岡布紀　　　油画３年　　　　　　絵画棟　６Fアトリエ、５F演習室
澤﨑華子　　　日本画３年　　　　　絵画棟　3F 308　4F 408
山東龍太　　　デザイン３年　　　　総合工房棟　2F デザイン科３年アトリエ

ジ　セヒ　　　先端芸術表現２年　　大学会館　2F　展示室・談話室
椎野倫奈　　　日本画２年　　　　　絵画棟　3F 309 308
　　　　　　　　　　　　　　　　　絵画棟　アートスペース
鹿間麻衣　　　日本画修士１年　　　絵画棟　4F 405
敷根功士朗　　彫刻２年　　　　　　木彫室
篠原詩織　　　油画３年　　　　　　絵画棟　６Fアトリエ、５F演習室
治部亜美香　　工芸博士１年　　　　絵画棟　アートスペース
島田彩加　　　先端芸術表現２年　　大学会館　2F　展示室・談話室
島田沙菜美　　日本画４年　　　　　絵画棟　4F 407
嶋田佑紀　　　デザイン１年　　　　総合工房棟　3F B-307　デザイン科研究室
島峰藍　　　　デザイン修士２年　　総合工房棟　3F B-303、304、305、307
清水啓悟　　　日本画修士１年　　　絵画棟　4F 405
下側有美子　　デザイン２年　　　　音楽学部　5号館　5-109
下村奈那　　　デザイン３年　    　  総合工房棟　2F デザイン科３年アトリエ
下村舞　　　　日本画２年　　　　　絵画棟　3F 309 308
上滝玲子　　　油画３年　　　　　　絵画棟　６Fアトリエ、５F演習室
上西亜弥　　　デザイン３年　　　　総合工房棟　2F デザイン科３年アトリエ
白井絢奈　　　デザイン３年　　　　総合工房棟　2F デザイン科３年アトリエ
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スタンプを集めて藝祭グッズをもらおう！
各展示場所に設置されたスタンプをこの台紙に１０個集めると素敵な景品と交換できます。

（数に限りがございます。）

引き換え場所：美術学部側、藝祭委員本部受付

日恵野真生　　日本画４年　　　　　絵画棟　4F 407
　　　　　　　　　　　　　　　　　絵画棟　アートスペース
曳地聡美　　　日本画４年　　　　　絵画棟　4F 407
日田七恵　　　先端芸術表現２年　　大学会館　2F　展示室・談話室
美童夏目　　　先端芸術表現１年　　絵画棟　アートスペース
平井美沙　　　デザイン修士２年　　総合工房棟　3F  B-303,304,305,307 
平野由美子　　日本画３年　　　　　絵画棟　3F 308　4F 408
平本恵理　　　油画１年　　　　　　絵画棟　１F 立体工房

福岡絵美　　　油画３年　　　　　　絵画棟　６Fアトリエ、５F演習室
福田郁　　　　デザイン修士２年　　総合工房棟　3F  B-303,304,305,307 デザイン科研究室
福本悦子　　　油画３年　　　　　　絵画棟　６Fアトリエ、５F演習室
藤江いづみ　　工芸修士２年　　　　大浦食堂 & 漆芸ギャラリー
藤倉慶子　　　工芸修士１年　　　　大浦食堂 & 漆芸ギャラリー
藤木貴子　　　日本画３年　　　　　絵画棟　3F 308　4F 408
藤田クレア　　先端芸術表現２年　　大学会館　2F　展示室・談話室
藤谷沙耶　　　デザイン１年　　　　総合工房棟　3F　B-307　デザイン科研究室
藤ノ木拓磨　　油画１年　　　　　　絵画棟　１F 立体工房
藤本あゆみ　　先端芸術表現２年　　大学会館　2F　展示室・談話室
二見泉　　　　デザイン１年　　　　総合工房棟　3F　B-307　デザイン科研究室
布施琳太郎　　油画１年　　　　　　絵画棟　１F 立体工房
船越観月　　　日本画１年　　　　　絵画棟　3F 307
古川温　　　　デザイン４年　　　　総合工房棟　3F  プレゼンテーションルーム
古山結　　　　日本画２年　　　　　絵画棟　3F 309 308

星絵美子　　　油画３年　　　　　　絵画棟　６Fアトリエ、５F演習室
細田麻理奈　　デザイン修士１年　　総合工房棟　3F  B-304デザイン科研究室
堀江佳耶子　　日本画４年　　　　　絵画棟　4F 407
堀内悠希　　　油画３年　　　　　　絵画棟　６Fアトリエ、５F演習室
堀岡暦　　　　油画２年　　　　　　絵画棟　5Fアトリエ(502,503,506,507,508)
堀川卓也　　　デザイン修士２年　　総合工房棟　3F  B-303,304,305,307 デザイン科研究室
堀口健斗　　　油画３年　　　　　　絵画棟　６Fアトリエ、５F演習室
本田愛　　　　デザイン４年　　　　総合工房棟　3F  プレゼンテーションルーム
本多瑛理加　　デザイン４年　　　　総合工房棟　3F  プレゼンテーションルーム
本多恵之　　　デザイン３年　　　　総合工房棟　2F デザイン科３年アトリエ
本多翔　　　　日本画修士１年　　　絵画棟　4F 405

前川ひな　　　デザイン４年　　　　総合工房棟　3F  プレゼンテーションルーム
前田美紗　　　デザイン４年　　　　総合工房棟　3F  プレゼンテーションルーム
前田怜右馬　　デザイン１年　　　　総合工房棟　3F  B-307　デザイン科研究室
牧雄一郎　　　デザイン修士２年　　総合工房棟　3F  B-303,304,305,307 
槇野結　　　　デザイン１年　　　　総合工房棟　3F　B-307　デザイン科研究室
槙野文花　　　油画２年　　　　　　絵画棟　5Fアトリエ(502,503,506,507,508)
増田真由子　　デザイン修士１年　　総合工房棟　3F  B-304デザイン科研究室
松浦みどり　　デザイン３年　　　　総合工房棟　2F デザイン科３年アトリエ
松浦泰顕　　　日本画２年　　　　　絵画棟　3F 309 308
松﨑美里　　　デザイン３年　　　　総合工房棟　2F デザイン科３年アトリエ
松島志野　　　日本画２年　　　　　絵画棟　3F 309 308
　　　　　　　　　　　　　　　　　総合工房棟　オープンアトリエ
松島勇祐　　　彫刻２年　　　　　　木彫室
松田沙代子　　デザイン修士１年　　総合工房棟　視覚伝達研究室M1アトリエ
松村遼飛　　　デザイン３年　　　　総合工房棟　2F デザイン科３年アトリエ
松本憲昌　　　日本画２年　　　　　絵画棟　3F 309 308
松本美玲　　　油画１年　　　　　　絵画棟　１F 立体工房
丸茂陸　　　　日本画２年　　　　　絵画棟　3F 309 308
丸山太郎　　　彫刻２年　　　　　　木彫室

三枝愛　　　　油画２年　　　　　　絵画棟　5Fアトリエ(502,503,506,507,508)
三上真代　　　デザイン２年　　　　総合工房棟　3F　デザイン科２年アトリエ
                                                      ステーションギャラリー
水谷栄希　　　日本画３年　　　　　絵画棟　3F 308　4F 408
水谷麻柚　　　工芸３年　　　　　　大浦食堂 & 漆芸ギャラリー
水野香菜　　　日本画４年　　　　　絵画棟　4F 407
南佑依　　　　油画２年　　　　　　絵画棟　5Fアトリエ(502,503,506,507,508)
宮尾真由　　　油画１年　　　　　　絵画棟　１F 立体工房
三宅世梨菜　　日本画１年　　　　　絵画棟　3F 307
宮川繭子　　　先端芸術表現２年　　大学会館　2F　展示室・談話室
宮下咲　　　　油画１年　　　　　　絵画棟　１F 立体工房
宮嶋広祐　　　油画３年　　　　　　絵画棟　６Fアトリエ、５F演習室
宮永友里恵　　工芸修士２年　　　　大浦食堂 & 漆芸ギャラリー
宮本樹里　　　日本画４年　　　　　絵画棟　4F 407
宮本靖子　　　工芸修士１年　　　　大浦食堂 & 漆芸ギャラリー
　　　　　　　　　　　　　　　　　上野恩賜公園特設テント
三好風太　　　日本画４年　　　　　絵画棟　4F 407
　　　　　　　　　　　　　　　　　絵画棟　アートスペース
三吉瑠美衣　　日本画２年　　　　　絵画棟　3F 309 308
三輪奈月　　　油画１年　　　　　　絵画棟　１F 立体工房

向井菜月　　　デザイン３年　　　　総合工房棟　2F デザイン科３年アトリエ
牟田芙佐子　　日本画４年　　　　　絵画棟　4F 407
村尾優華　　　日本画４年　　　　　絵画棟　4F 407
村岡佑樹　　　彫刻２年　　　　　　木彫室
村上紀行　　　デザイン２年　　　　総合工房棟　3F　デザイン科２年アトリエ
　　　　　　　　　　　　　　　　　絵画棟　アートスペース

村松大毅　　　油画１年　　　　　　絵画棟　１F 立体工房
村松由貴　　　油画４年　　　　　　絵画棟　7Ｆ
村山千枝子　　油画３年　　　　　　絵画棟　６Fアトリエ、５F演習室

最上あや　　　デザイン１年　　　　総合工房棟　3F　B-307　デザイン科研究室
茂木瑶　　　　油画４年　　　　　　絵画棟　7Ｆ
百田暁　　　　デザイン１年　　　　総合工房棟　3F　B-307　デザイン科研究室
森志保　　　　デザイン４年　　　　総合工房棟　3F  プレゼンテーションルーム
森茉衣子　　　デザイン１年　　　　総合工房棟　3F　B-307　デザイン科研究室
森友紀恵　　　日本画３年　　　　　絵画棟　3F 308　4F 408
盛田亜耶　　　油画４年　　　　　　絵画棟　7Ｆ
森永大貴　　　デザイン２年　　　　総合工房棟　3F　デザイン科２年アトリエ
諸岡亜侑未　　彫刻３年　　　　　　木彫室

薬師神知美　　油画２年　　　　　　絵画棟　5Fアトリエ(502,503,506,507,508)
矢崎花　　　　デザイン１年　　　　総合工房棟　3F　B-307　デザイン科研究室
安田敬　　　　油画３年　　　　　　絵画棟　６Fアトリエ、５F演習室
矢田遊也　　　彫刻３年　　　　　　木彫室
谷津有紀　　　日本画３年　　　　　絵画棟　3F 308　4F 408
矢野佑貴　　　油画２年　　　　　　絵画棟　5Fアトリエ(502,503,506,507,508)
山岸千穂　　　デザイン修士１年　　総合工房棟　3F  B-304デザイン科研究室
山口美波　　　日本画１年　　　　　絵画棟　3F 307
山口雄貴　　　日本画４年　　　　　絵画棟　4F 407
山崎裕乃　　　油画４年　　　　　　絵画棟　7Ｆ
山崎美季　　　日本画４年　　　　　絵画棟　4F 407
松下大一　　　日本画４年　　　　　絵画棟　4F 407
山下林造　　　油画３年　　　　　　絵画棟　６Fアトリエ、５F演習室
山田勇魚　　　デザイン４年　　　　総合工房棟　3F  プレゼンテーションルーム
山田みちる　　日本画１年　　　　　絵画棟　3F 307
山田有美　　　デザイン修士２年　　総合工房棟　3F  B-303,304,305,307 
矢部翔太　　　デザイン４年　　　　上野恩賜公園特設テント
薮本晶子　　　デザイン１年　　　　総合工房棟　3F　B-307　デザイン科研究室
山本小百合　　デザイン４年　　　　総合工房棟　3F  プレゼンテーションルーム
山本直　　　　デザイン４年　　　　総合工房棟　3F  プレゼンテーションルーム

行正衣里　　　日本画２年　　　　　絵画棟　3F 309 308
湯浅啓輔　　　日本画３年　　　　　絵画棟　3F 308　4F 408

楊博　　　　　油画１年　　　　　　絵画棟　１F 立体工房
横田晋平　　　彫刻３年　　　　　　木彫室
横山綾子　　　工芸４年　　　　　　大浦食堂 & 漆芸ギャラリー
横山麻衣　　　版画研究室　　　　　版画廊
　　　　　　　　　　　　　　　　　総合工房棟　オープンアトリエ
吉川詩歩　　　油画２年　　　　　　絵画棟　5Fアトリエ(502,503,506,507,508)
　　　　　　　　　　　　　　　　　上野恩賜公園特設テント
吉川浩平　　　油画４年　　　　　　絵画棟　7Ｆ
吉澤光子　　　日本画３年　　　　　絵画棟　3F 308　4F 408
吉田俊介　　　日本画３年　　　　　絵画棟　3F 308　4F 408
吉田有作　　　デザイン３年　　　　総合工房棟　2F デザイン科３年アトリエ
吉田侑加　　　日本画修士１年　　　絵画棟　4F 405
吉田由貴　　　日本画３年　　　　　絵画棟　3F 308　4F 408
吉野はるか　　油画３年　　　　　　絵画棟　６Fアトリエ、５F演習室
吉原美香　　　日本画２年　　　　　絵画棟　3F 309 308
吉村みなみ　　デザイン修士１年　　総合工房棟　3F  B-304デザイン科研究室

李彦蓁　　　　版画研究室　　　　　版画廊

六本木百合香　デザイン修士１年　　総合工房棟3F  B-304デザイン科研究室 

若狭藍子　　　彫刻２年　　　　　　木彫室
若松明　　　　デザイン４年　      　総合工房棟　3F  プレゼンテーションルーム
脇田あすか　　デザイン２年　　　　総合工房棟　3F　デザイン科２年アトリエ
　　　　　　　　　　　　　　　　　音楽学部　5号館　5-109
和田宙士　　　日本画１年　　　　　絵画棟　3F 307
渡邉彩　　　　デザイン修士２年　　総合工房棟　3F  B-303,304,305,307 
渡辺志桜里　　彫刻３年　　　　　　木彫室
渡邉志保　　　日本画２年　　　　　絵画棟　3F 309 308
渡部智子　　　版画研究室　　　　　版画廊
渡辺万莉菜　　版画研究室　　　　　版画廊
渡邉ゆう　　　日本画３年　　　　　絵画棟　3F 308　4F 408
　　　　　　　　　　　　　　　　　金工棟　オープンギャラリー
渡邉庸平　　　油画３年　　　　　　絵画棟　3Fアトリエ、5F演習室
王木易　　　　版画研究室　　　　　版画廊
　　　　　　　　　　　　　　　　　総合工房棟　オープンアトリエ

Nieto Carlos Alberto      版画研究室　  版画廊
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藝祭フリーマーケット

6日(金) 〜 8日(日)  9:00 〜 18:00 
6 日 ( 金 )：上野公園内藝祭野外ステージ周辺 . 東京都美術館東門前道路にて
7 日 ( 土 )、8 日 ( 日 )：上野公園内藝祭野外ステージ周辺 . 旧奏楽堂前道路にて

毎年おなじみ藝祭フリマが、今年は奇跡の超・拡大仕様で登場です。
上野公園内にて、学生有志によるフリーマーケットを行います。
フリマといっても、そこは藝大。手作りのオリジナル作品がいっぱいです。
アクセサリー、T シャツ、ポストカード、などなど。すてきな一点ものに出会うチャンス。
連日 100 を超える出店団体がみなさまの来場をお待ちしております。是非ぜひお立ち寄りください !

開店時間   ６日：１３：００〜１８：３０
　　　　      ７・８日：   ９：００〜１８：３０
                                ＊ラストオーダー：１８：００

大浦食堂

金工棟

中央棟

彫刻棟

絵画棟

大学美術館

図書館

生協

アートプラザ

陳列館

２号館

食堂

５号館

本部

４号館
３号館

ホール館
１号館

奏楽堂

本部

事務局

大学会館

総合工房棟

上野動物園 東京都美術館

旧奏楽堂

国立西洋美術館

国立科学博物館

東京国立博物館

噴水

日

日

野外
ステージ

東京藝術大学

美術学部

東京藝術大学

音楽学部



ぺったんこ
ワッフル型のお餅に、アイスク
リームとお好きな物をトッピング
した “ もっふる ” を販売します◆
店員にリクエストしたら歌ってく
れる…カモ◆お待ちしてます♪

声楽科 1 年 
井口 理

Manto Vivo
管 . 弦 . 打 . 指揮科の 1 〜 3 年生で
構成され、代々受け継がれる老舗、
MANTO VIVO!! 店内はビックバン
ド等の演奏で盛り上がっておりま
す。是非お越し下さいませ (^0^)

管弦打指揮専攻 1 〜 3 年生
秋生智之

Y's Kitchen
工芸 2、3 年のお店です☆
お好み焼き☆もつ煮☆枝豆☆漬け
物☆キムチ豆腐☆ビール☆サワー
各種☆
きてね☆＼ (^o^) ／☆

工芸科 2・3 年有志
村松　由麻

ボイラールーム
踊れるお店です

美術学部三年有志
岡崎伊緒

スペースペニーズ
ナウでヤングな僕らのペニーズが
帰って来た！あれから三年、宇宙
に飛び出したスペースペニーズに
行かなきゃこの夏は終われない‼

美術学部四年有志
岸本達郎

ぎょうれつができる
まりな
当店ではこだわり餃子、厳選され
たアルコール類、ちょっと贅沢で
オトナなアイスなどを取り揃えて
おります。
心に残るひとときを、あなたにも。
まりな

工芸科一年生
岩上　満里奈

LA VOCE
Buongiorno!! LA VOCE は声楽科 2
年による陽気なイタリアンのお店
です。パスタ、ピッツァ、ジェラー
ト、ドリンク、そして歌！お酒も
あります！皆で飲んで食って歌い
ましょう！

声楽科二年全員
吉田 安梨沙

梅林食堂
我が部のモットー

【ポテンシャルで勝負】が通じな
い世界があると知った最近

野球部
福山格

スナック異邦人
ビールと唐揚げのセットが超お得
♡美味しいお酒と音楽があなたを
お待ちしております♡うふふ♡

野球部、デザイン科、工芸科、建
築科、など
福田郁

東京藝術大学
裏千家茶道部秋季茶会

藝祭恒例、茶道部秋季茶会です。
（藝祭二・三日目　大学会館２階
の和室）おいしいお抹茶を用意し
て部員一同お待ちしておりますの
で、ぜひいらして下さい！

東京藝術大学裏千家茶道部
林 春薫

コラス愛ス
コラス愛（アイ）スは日常の小さ
な感動（good）を創造するアイス
クリームです。（アイスとワイン）

絵画科油画専攻２年有志
コラス愛

くんせいくん
油画科一年が美味しい燻製作りま
す。豆腐の燻製オススメです！美
味しいビールも用意しています。
ぜひ起こしくださいませ！

油画科 1 年
岩崎広大
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手作りソーセージ
ナナカベ
80 年度に油画専攻を卒業された
先輩が那須高原で手作りしたソー
セージを芸祭のために特別提供し
てくださいました！ビールほか各
種お酒とご一緒にお召し上がりく
ださい！

油画第 7 研究室 ＆ 壁画第 2 研究室
有馬莉菜

ふなむし
こんにちは！毎度御馴染みふなむ
しです！
おかげさまで２０周年を迎えるこ
とができました
本年度もファンキーに元気よく
焼き鳥焼いています！ぜひぜひき
てね！！

ふな美デザ工有志
大塚浩二郎

IMA 屋のケバブ
いっぱいモリモリあっざす！！
オリジナルのケバブを販売して
る YO ！！味付け・トッピング
は自由だから、自分好みのケバ
ブが食べれる YO ！！

美術学部 先端芸術表現学科２年
原田誠一朗

がっくり亭
今年も、楽理科伝統の「がっく
り亭」が登場します！夏にぴっ
たりなイメージの国…タイ！！
とてもおいしい、一風変わった
タイ風焼きそば「パッタイ」を
皆様にお届けします♪

楽理科 1 年
三上まろい

はたて
東京芸大の剣道部のお店です。
本格！高級！な焼き鳥を、炭火で
焼いてます。たまらない美味し
さ！
ニワトリのはたてんちょう ( 店長 )
がたまに出没します。

剣道部
大谷皇月

環々館
やるぜかき氷かけるぜカシオレ。
美味しいカクテルかき氷とともに
ライブを楽しもう！特設ステージ
でお待ちしています。

音楽環境創造科有志
橋本彩香

図書館

本部
大学美術館

総合工房棟

大浦食堂

中央棟
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芸大ラーメン一代
あの伝説の「ラーメン一代」が再
び開店！！

デザイン科有志
内藤あゆ

犬浦食堂
デザイン科有志による犬浦食堂は
今年で 25 周年を迎えます。 
例年同様、看板メニューの角煮丼
と豊富なドリンクを取り揃えてお
待ちしております。

デザイン科有志
山田悠太朗

PUB-SHAMROCK
熱い藝祭には、
冷たいアイリッシュビール！
アイルランド音楽の生演奏とダン
スでお迎えいたします。
アイルランドの珍しいお酒と、美
味しい食べ物を片手にお楽しみく
ださい！

ケルト音楽研究部
櫟原千寿帆

FU
声楽科４年有志による、ファッ
ショナブルなフランクフルトのお
店！どうぞお立ち寄り下さいま
せ！

音楽学部 声楽科４年有志
唐澤萌香

光琳
日本画の伝統店舗『光琳』、今年
はジャージャー麺です！暑い夏に
も食欲そそる甘辛の肉みそに、腰
のある麺が絶妙なおいしさです。
是非お越し下さい！

日本画学部２年
板垣夏樹

アゴゴカフェ
Eu espero pelo senhor em frente a 
uma biblioteca!!!!

芸大サンバパーティー
中井陽介

たけりーや
オーラ！タコスだよ！アツアツの
トルティーヤに、ジューシーなお
肉と、フレッシュな野菜をもりこ
んだよ！ビール片手にタコスにか
ぶりつけば、きっとアナタも元気
モリモリ！

建築科２年有志
市原 昇
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図書館

Area.

かき永
今年も藝祭はかき永のかき氷！

デザイン科２、３年有志
廣田美波

チャイナイト
謎のサークル『デアルカナイト』
がついに模擬店進出
さらに絵画棟にて夜をテーマに企
画展も行っています。
餃子にチャーハン、お酒も安いで
アルヨ！
お得なセットもアルヨ！

デアルカナイト
南 佑依

一蹴
世界各国数十種類のビールを集め
ました！芸祭に来て普通のビール
なんてもったいない！女子に人気
のフルーツビールもご用意してい
ます。是非お越しあれ！

サッカー部
島津速人

たこっちゃんと
みんとちゃん
今年もたこっちゃんがんばりま
す。みんとちゃんもたこ焼き作り
ます。みんな、食べにきてみんっ

バドミントン部
下里杏奈

葵
邦楽科１、２年生による伝統的
な居酒屋です。もしかしたら
浴衣姿の女の子に会えるかも
…！！ぜひ「葵」にいらして下
さい！お待ちしております！

邦楽科１，２年有志
関根祥丸

Miss Shot
昨年度大好評だったバジルソー
セージが再登場！伝統のカレー
も用意し
ています。和気あいあいとした
硬式テニス部一同でお迎えしま
す！みんなきてね！

硬式テニス部
橋本吉史

Beer Bar 一蹴

ばっくはうす
長年受け継がれてきたピアノ科
の「ばっくはうす」。
今年もたこやきをメインに出店
します。エビスビールやフロー
ズンなど、冷たい飲み物も揃え
ています。ぜひお越しを！

器楽科ピアノ専攻 1･2 年有志
白河俊平

総合工房棟

図書館

ノットリリース
夏だ！アイスだ！ラグビーだ！
80 年以上もの歴史を持つ東京芸
大ラグビー部は炎天下の藝祭で今
年もアイス屋だ !!!!  
ウラメニューも用意してるので是
非ともお店にこいよ！
\\ ノットリリースで僕と握手!!!!!!!!//

ラグビー部
鳥井祥太

メ
イ
ン

ス
テ
ー
ジ

総合工房棟

メ
イ
ン

ス
テ
ー
ジ

誠美堂
もちもちトッポギ
ふわふわ綿あめ
藝大合格祈願カクテル

（ノンアルコール有）
藝大合格祈願カクテル

（ノンアルコール有）
おいでませ誠美堂

埼玉美術学院 OBOG 一同
畠山聡  藤田永子

飯庵
暑い夏に欠かせないかき氷、がっ
つり食べたい焼きそば、そして気
分を盛り上げるお酒 ( ソフトドリ
ンクも有 ) を提供する、その名も
飯庵 ( メシアン ) ！ご来店お待ち
しております♪

作曲科 1 年
藤川 大晃

くじら
おいしいくじら おいしいたべもの 
インザ たてもの 白めの！
ギョウザ、おいしいギョウザ 売る 
甘めの…辛めの そして 普通の！
家具の展示販売なども行っており
ます。

横田晋平

彫兵衛
今年もやります彫刻科の居酒屋
彫兵衛ですっ 数ある芸祭模擬店
の中でもトップクラスの歴史を
持つ彫兵衛が今年もやってきま
す！メニューも豊富なので是非
お気軽に来てください！

美術学部 彫刻科 2 年
丸山太郎

ブランダ・ラボ
当店ではソフトドリンクやお酒、
及びそれらを研究・ブレンドした
計 20 以上のドリンクをご用意し
ています。トッピングのフルーツ
と味わう冷たいドリンクは格別！
お試しあれ！

デザイン科 1 年
嶋田祐紀

居酒屋みよちゃん
冷たいビールとおいしい手料理の
店

日本画科 ･ 工芸科有志
三好風太

芸大寮
  〜フローズンビール
           ×伝統のとり串〜 
今年で閉寮の芸大寮。 38 年の伝
統を受け継いできた伝統のとり
串を、キンキンに冷えたフローズ
ン ビールとともにお楽しみくだ
さい。 ※ほかにも多くの伝統メ
ニューがあります♪ 

東京芸大石神井寮有志 
稲葉友汰 

馬鈴処
藝祭でカレーといったら、馬鈴処
のキーマカレー！大容量ビールと
カクテルも 100 種類以上！売り切
れ必至！是非お越し下さい！ 

バレーボール部
川ノ上拓馬
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協賛ギャラリー地図

世代を超えて鑑賞できる作品をセ
レクト。時代性を纏った、ストー
リー・コミュニケ―ションをある
ギャラリーを目指す。彫刻家・中
野浩二や画家・木原千春など、若
手を中心に扱う。年間 5 回程度の
企画展を予定。

建物は谷中で残したい建物 100 選に
選ばれました。浮世絵版画作品の美
術館としてだけでなく、貸しギャラ
リーとしても利用できます。広い空
間で、学生割引もあり。

プロジェクターやスピーカーも完備。
現代アーティストの発信地として、
芸術家と多くの方々との橋渡しとし
て、2012 年の 3 月 11 日にオープン。

美術大学の学生・卒業生だけでなく、
独自に作品を作り続けている人など
幅広い方が利用できます。光の入る開
放的な空間が特徴。学生割引あり。

日本画を専門とする画商として百貨
店等で、催事やグループ展の企画・
販売を行う。明治以降の近代巨匠作
家から、現在活躍する若手作家まで
幅広く取り扱っている。
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企画 
委員長     半田悠人     建築２   
    
副委員長            安藤悠希     楽理２   
  　　　　　　　　　　　　 
会計     古橋果林     楽理２   
   
野外ステージ     中川優子      楽理２   
   会計補佐      柏木実佳     楽理１   
   
企画補佐      中山裕佳     楽理１   
   
企画補佐      横山響         楽理１ 
    
 
神輿 

代表     増渕健太      建築２   
   
副代表     鷲野愛未      デザイン２   
   
会計     月村紀乃      芸術学２   
                                                               小泉立 　建築２   
                              島津速人 　建築２   
   
                           新井久礼太　工芸２   
   
                           菊池美夏 　工芸２   
   
                           平戸亜海 　工芸２   
   
                           鳥井祥太 　先端２   
   
                           日田七惠 　先端２   
   
                           新井健 　彫刻２   
   
                           中本那由子 　彫刻２   
   
                           粕谷亞未 　デザイン２   
                                   
 　　　　　　　 後藤宙 　デザイン２   
                                   
 　　　　　　　 岩谷晃太 　日本画２   
                                    　　　　　　　　角田友麻 　日本画２   
                                    
　　　　　　　　松本憲昌 　日本画２   
                                   
 　　　　　　　　行正衣里 　日本画２   
                                    
　　　　　　　　南由依 　油画２   
   
                                 黒石紗弥子 　音環１   
　　　　　　　　藤木美沙 　音環１  
    

商店街 
代表 　 難波岬 　芸術学２   
 　　　　　　　　　　　　  　　副代表 　 片山瑞貴 　楽理２
会計 　辻角香与 　芸術学２      
会計 　曽村みずき 　楽理２ 
　　　　　　　　薬袋桃子 　音環２   
   　　　　　　　　槙野文花 　油画２
　　　　　　　　上野能寛 　邦楽３   
   　　　　　　　　馬場加奈子 　邦楽３   
   
　　　　　　　　山本雄一 　作曲１   
   
　　　　　　　　畦池沙也加 　先端１      
　　　　　　　　松岡里奈 　先端１
　　　　　　　　長谷川将也 　邦楽１   
   

模擬店 

代表 　地田早織 芸術学２   
   副代表 　追川礼章 楽理２   
 　  会計 　國島由子 芸術学２   
   
　　　　　　　 西城菜都子 楽理２   
   
　　　　　　　 水野明人 楽理２   
   
　　　　　　　 八賀史子 油画２   
   
　　　　　　　 阿久津大夢 楽理１   
   
　　　　　　　 小口梨菜 楽理１   
   
　　　　　　　 金香穂 楽理１   
   
　　　　　　　 杉山まどか 楽理１   
   
　　　　　　　 角直之 楽理１   
   
　　　　　　　 原香奈恵 器楽１   
   
　　　　　　　 世良田明日香 芸術学１   
   
　　　　　　　 平川友貴 芸術学１   
  　 
　　　　　　　 真子千絵美 芸術学１   
   

ステージ 
代表 　中野佑紀 　芸術学２   
   
副代表 　河野美咲 　楽理２   
   
会計 　安藤優花 　芸術学２   
   
　　　　　　　 鈴木実幸 　楽理２   
      　野本かもめ 　デザイン２ 
                           飛塚周 　先端２   
                           加藤亜実 　音環１   
     染野拓 　音環１   

     森山公稀 　　音環１   
     芦田淳美 　　楽理１   
  　　   
     伊藤綾夏 　　楽理１   
  　　                                  川口ほたる 　　建築１    
                            櫻井なつき 　　建築１                                        徐森 　　建築１                                             多田周平 　　建築１                                           船越観月 　　日本画１               

イベント 
代表 　ニカモトハンナ  先端２            副代表 　鈴木七海     　音環２            会計 　石橋鼓太郎 　　音環２　　          　　　　　　　 窪田薫 　　音環２                　　　　　　　 黒川岳 　　音環２    　　　　　        　　　　　　　 高橋紗知 　　音環２    　        　　　　　　　 藤本あゆみ 　　先端２            　　　　　　　 額田大志 　　音環３            
　　　　　　　 阿部壮志 　　音環１            　　　　　　　 伊藤優里 　　音環１ 
　　　　　　　 辻かよ子 　　音環１　　　　　　　　　　　　 
           　　　　　　　 松本日向子 　　音環１　　　　　　　　　　
　　　　　　　 渡辺千加 　　音環１            　　　　　　　 加藤美季 　　楽理１            　　　　　　　 松橋輝子 　　楽理１            　　　　　　　 三上まろい 　　楽理１            　　　　　　　 米本有里 　　楽理１            　　　　　　　 荘司紘 　　建築１            　　　　　　　 小野龍一 　　作曲１    　　        　　　　　　　 富田彩友美 　　先端１         　   
      
展示 

代表 　小林のんき 　　芸術学２　　  
副代表 　櫟原千寿帆 　　芸術学２   
     会計 　田口仁 　　芸術学２  
　　　　　　　 山口菜月 　　建築２   
 　　　　　　　 美童夏目 　　先端１   
  　　　　　　　 近藤悠歩 　　先端１        　　　　　　　 佐藤双葉 　　芸術学１  
　　　　　　　 関根萌美 　　芸術学１   

演奏 

代表 　佐橋奏子 　　楽理２   
         副代表 　吉田万紀 　　楽理２   
    会計 　中村ひかる 　　楽理２　       
 　　　　　　　 岸美咲 　　楽理２　       　　　　　　　 島野聖香 　　楽理２    　　　 　　       　　　　　　　 中塚友理奈 　　楽理２            　　　　　　　 市川桜子 　　楽理１            　　　　　　　 上原茜 　　楽理１            　　　　　　　 木村すみれ 　　楽理１            　　　　　　　 福見果林 　　楽理１            　　　　　　　 大森彩加 　　声楽１            
警備清掃 
代表 　石坂玲 　　芸術学２            副代表 　海野ひかり 　　油画２            会計 　久野円 　　芸術学１            　　　　　　　 伊能朝陽 　　油画２   
         　　　　　　　 高橋麻衣 　　油画２        　　　　　　　 清水潤 　　先端１            
　　　　　　　 冨所美穂 　　先端１   
     
    レン資 　 
代表　　　　　 小澤佑斗 　　芸術学２  
副代表 　吉田一馬 　　芸術学２            
会計 　河野碧 　　芸術学２   
         　　　　　　　 宮澤大 　　芸術学２            
　　　　　　　 小山和 　　楽理１            　　　　　　　 木原天彦 　　芸術学１            
　　　　　　　 堀川詩保子 　　先端１    　    

    

広告プランニング 
代表 青山希望 デザイン２            
副代表 三上真代 デザイン２      会計 小原緋咲子 デザイン２      会計 酒井祥子 デザイン２      
AD 栗原あずさ デザイン２      
WEB 班長 安達えりな デザイン２   
   
WEB 下側有美子 デザイン２   
   
グッズ班長 石田萌 デザイン２   
   
グッズ 宇佐美明音 デザイン２   
   グッズ 王怡文 デザイン２   
   
グッズ 金井みのり デザイン２      
グッズ 熱田未帆 工芸２      グッズ 板坂留五 建築２      
グッズ 北薗綾乃 音環１      
グッズ 岩井明 楽理１   
   
グッズ 原晶穂 楽理１   
   
グッズ 李天歌 デザイン１   
   
グッズ 細野桜子 邦楽１   
   
ヴィジュアル
班長 大家朋之 デザイン２   
   ヴィジュアル 麻生啓史 デザイン２      
ヴィジュアル 佐藤絵里子 デザイン２      
ヴィジュアル 土井捺稀 デザイン２      ヴィジュアル 長島亜希子 デザイン２   
   
ヴィジュアル 長瀬萬純 デザイン２   
   
ヴィジュアル 松下由希子 デザイン２   
   
ヴィジュアル 脇田あすか デザイン２      
ヴィジュアル 愛甲次郎 日本画２   
   
パンフ班長 杉本明香 デザイン２   
   
パンフ 上遠野幹弥 デザイン２   
   
パンフ 佐川翠里 デザイン２   
   
パンフ 村江文華 デザイン２   
   

広報 

代表 内海千佳 楽理２      
副代表 増田菜々 楽理２      
会計 松浦知也 音環１      
　　　　　　　青柳呂武 音環１      
　　　　　　　川添咲 音環１      　　　　　　　田中克 音環１ 
　　　　　　　冨士直斗 楽理１   

   

　　　　　　　　　　　　計１６２名   
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杉本明香　村江文華　佐川翠里　上遠野幹弥

杉本明香　大家朋之

松岡史織　小口梨菜

栗原あずさ　大家朋之　ニカモトハンナ

小原緋咲子　青山希望　酒井祥子
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