
山﨑 行夫 様 2万円
井橋 光平 様 2万円
小寺 秀仁 様 2万円
磯貝 紀枝 様 1万円
根田 穂美子 様 1万円
鈴木 隆司 様 1万円
望月 光 様 1万円
三𠮷 浩樹 様 1万円
玉置 保子 様 1万円

お問い合わせは総務課渉外事業企画室：050-5525-2400　 
藝大基金 WEB サイト：  http://fund.geidai.ac.jp/

《個人の皆様》
小田 式子 様 100万円
北野 寛子 様 100万円
貫 行子 様 100万円
古沢 昭 様 30万円
植木 武裕 様 30万円
松村 一義 様 10万円
八木 健 様 5万円
藤間 勢波 様 5万円
木邨 系紀 様 3万円

「藝大通信」編集部では、皆様からのご意
見・ご感想などをお待ちしています。
今号の内容についてのご感想や、今後の
ご要望などありましたら、こちらまでお
寄せください。
〒110-8714　
東京都台東区上野公園12-8　
東京藝術大学総務課内　藝大通信編集部
FAX: 03-5685-7760
E-mail: toiawase@ml.geidai.ac.jp

編集部より

展覧会・演奏会の最新情報は、
東京藝術大学公式 Web サイト

（http://www.geidai.ac.jp/）
をご覧ください。

■ 展覧会についてのお問い合わせ先
・ 東京藝術大学大学美術館
  Tel. 03-5777-8600
  （NTT ハローダイヤル）

■ 演奏会についてのお問い合わせ先
・ 東京藝術大学演奏藝術センター
 Tel. 050-5525-2300

■ 演奏会チケットの取り扱い
・  藝大アートプラザ
  Tel 050-5525-2102
  （※2015.3.29（日）まで）
・  東京芸術大学生活協同組合
  Tel 03-3828-5669
  （※2015.4.1（水）より、店頭販売のみ）
・ ヴォートル・チケットセンター
 Tel. 03-5355-1280
・  東京文化会館チケットサービス
  Tel. 03-5685-0650
・ チケットぴあ
 Tel. 0570-02-9999
  （一部携帯電話・PHS・IP 電話は
  ご利用いただくことができません）
 ・  イープラス（e+）
  http://eplus.jp/

 内容 入場者数
 モーニング・コンサート第10回　藤田 華（Cl）、鈴木 梨香（Vn） 691
 モーニング・コンサート第11回　大久保 祐奈（Fl）、高橋 奈緒（Vn） 770
 モーニング・コンサート第12回　石若 駿（Per）、三輪 莉子（Vn） 929
 藝大オペラ定期　第60回　第1日 636
 藝大オペラ定期　第60回　第2日 595
 藝大21 和楽の美　邦楽絵巻「義経記～静と義経を巡って」 576
 上野の森オルガン・シリーズ2014 異国の J.S.BACH フランス編 507
 ピアノ・シリーズ「音楽の至宝」Vol.2  「ベートーヴェンのソナタ」 第3回 傑作の森 720
 ピアノ・シリーズ「音楽の至宝」Vol.2 「ベートーヴェンのソナタ」 第4回 ウィーン時代後期 782
 藝大フィルハーモニア定期演奏会（第365回藝大定期） 527 「生誕150年 オール・R．シュトラウス・プログラム」 
 ウィーンの魔笛　ヘンリク・ヴィーゼを迎えて 456
 「シェイクスピア ～人とその時代」 第3回 時空を越えたシェイクスピア 378
 うたシリーズ2014 生誕150年リヒャルト・シュトラウスの歌曲とオペラ 697
 藝大学生オーケストラ第51回定期演奏会（藝大定期第366回） 1051
 藝大フィルハーモニア・合唱定期（藝大定期第367回） 906
 藝大定期吹奏楽　第81回 1094
 「シェイクスピア ～人とその時代」 第４回東西が響き合うシェイクスピア 396
 邦楽定期演奏会　第81回 849
 藝大定期室内楽　第41回　第1日 548

開催日
2014年9月10日（水）

11月13日（木）
11月27日（木）
10月4日（土）
10月5日（日）
10月8日（水）

10月12日（日）
10月13日（月）
10月19日（日）

10月24日（金）

10月26日（日）
11月1日（土）
11月7日（金）

11月15日（土）
11月22日（土）
11月23日（日）
11月30日（日）
12月3日（水）

2015年1月31日（土）

東京藝術大学奏楽堂　2014年 9月〜 2015年 1月　入場者数報告

 会期 内容 来館者数
 8月30日（土）～ 9月14日（日） 第2回国際木版画会議特別企画展 6038  「木版ぞめき—日本でなにが起こったか—」
 9月12日（金）～10月26日（日） 台灣の近代美術—留学生たちの青春群像（1895–1945） 10493
 9月23日（火・祝）～10月19日（日）  平櫛田中コレクション—つくる・みる・あつめる— 6944

 10月31日（金）～ 11月3日（月・祝）
 美術教育研究会第20回大会企画展 

1975
   つくったり 考えたり—美術教育からのメッセージ—

 11月13日（木）～ 11月26日（水）
 河北秀也　東京藝術大学退任記念　

  地下鉄10年を走りぬけて　iichiko デザイン30年展 
9462

 12月18日（木） ～ 12月25日（木） 東京藝術大学 大学院美術研究科　博士審査展 4616
 1月26日（月）～1月31日（土） 第63回　東京藝術大学卒業・修了作品展 13246

東京藝術大学大学美術館　2014年 9月〜 2015年 1月　来館者数報告

編集後記

「藝大通信」は本号より「GEIDAI TSUSHIN」
と表記を改め、全体の大幅リニューアルを
図りました。「研究室探訪」や「卒業生に聞
く」などの人気の連載は、ページを増やし
読み応えのあるものとしましたが、何より、
年に2回という機会に、大学として紙媒体
で伝えるべきメッセージは何なのかを吟
味し、それを毎号「特集」という形で掲載す
るようにしました。初回の試みとなる本号
では、音・美を横断して行われる「障がい
とアーツ」のプロジェクトを取り上げまし
た。どうぞこれからの「GEIDAI TSUSHIN」
にもご期待ください。

藝大基金寄附者ご芳名 [2014.8–2015.1]

　東京藝術大学基金（藝大基金）へ温かいご支援を賜りました皆様に、心より深謝申し上げます。本号では、2014年8月
から2015年1月末日までに寄附申込いただいた皆様を掲載させていただきます（掲載をご承諾いただけた方のみ）。
　東京藝術大学は、皆様からのご支援により支えられています。末永くご支援・ご協力を賜りますよう、よろしくお願
い申し上げます。

《法人の皆様》
株式会社 平成建設 様 6000万円
株式会社 スタートトゥデイ 様 50万円
株式会社 東都文化財保存研究所 様 30万円
中川特殊鋼株式会社 様 20万円

鞍馬 邦明 様 1万円
坂口 悰治朗 様 1万円
古川 誠 様 1万円
石黒 秀子 様 1万円
岡本 達三 様 1万円
谷村 秀 様 1万円
田所 厚一郎 様 1万円
佐藤 節子 様 1万円
嬉野 紀子 様 6000円

飯田 豊子 様 5000円
岩根 雄次郎 様 5000円
三上 一郎 様 5000円
川名 節子 様 3000円
千葉 一彦 様
花﨑 範子 様
清水 晴雄 様

30


