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国際交流

International Exchange

平成25年度招聘者

氏名［英文］
（所属）
目的
滞在期間

ジョセフ・クーデルカ［Josef Koudelka］
フランス／写真家

「ジョセフ・クーデルカ展」展示打合せ、展示指導および開会式出席のため
滞在期間：平成26年6月4日〜6月8日、10月28日〜11月5日

工藤紅衛［Kudo Koei］

アメリカ／工藤哲巳遺族
「あなたの肖像−工藤哲巳回顧展」展示指導および開会式出席のため
滞在期間：平成26年1月29日〜2月4日
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平成25年度来館者

Visitors

平成25年4月27日

李柱生
（韓国／社団法人韓国映画照明監督協会理事長）

平成25年4月27日

馬龍天
（韓国／社団法人韓国映画照明監督協会顧問）

平成25年6月1日
平成25年6月12日

マルヒン・ロハール
（オランダ／映画監督）
ジュディット・ルヴォー＝ダロンヌ（フランス／ポン
ピドゥー・センター映画プログラム担当）
ブノワ・ジニスティー（フランス／国際映画製作者連
盟会長）
宋桓昌
（韓国／
『ともだち』
主演）
ラルフ・シェンク
（ドイツ／DEFA財団理事長）
趙思源（中国／西安外事学院文化産業学院、影視学院
副院長／
『春夢』
主演）
アレクサンダー・ツァールテン（ドイツ／ハーヴァー
ド大学准教授）
ステファヌ・ドゥロルム（フランス／
「カイエ・デュ・
シネマ」
誌編集長）
スティーブン・オカザキ
（アメリカ／映画監督）
マクシム・パヴロフ（ロシア／ロシア映画博物館副館
長）

平成25年7月17日
平成25年7月21日
平成25年10月22日
平成25年12月18日
平成25年12月27日
平成26年1月26日
平成26年2月27日
平成26年3月26日

Lee Joo Saeng（Korea / President，Korea Film Lighting
Directors Society)
April 27, 2013
Ma Young-Chun（Korea /Adviser，Korea Film Lighting
Directors Society)
June 1, 2013
Margien Rogaar（The Netherlands / Filmmaker)
June 12, 2013
Judith Revault dʼAllonnes（France / Pompidou Centre)
July 17, 2013
Benoit Ginisty（France /Director General of the International
Federation of Film Producersʼ Associations)
July 21, 2013
Song Hwang-Chang（Korea / Actor)
October 22, 2013 Ralf Schenk（Germany /President，DEFA-Stiftung)
December 18, 2013 Zhao Si Yuan（China / Xi`an International University)
December 27, 2013 Alexander Zahlten（Germany / Associate Professor，Harvard
University)
January 26, 2014
Stéphane Delorme（France / Chief Editor of Les Cahiers
du cinéma）
February 27, 2014 Stephen Okazaki（USA / Filmmaker)
March 26, 2014
Maxim Pavlov（Russia /Deputy Director，Musei Kino)
April 27, 2013
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日誌
（レセプション、行幸啓、委員会等記載） Record of Events

□平成25年6月6日
優秀映画鑑賞推進事業実施委員会開催
□平成25年6月13日
特別展「プレイバック・アーティスト・
トーク」展の開会式およびレセプションを
挙行
□平成25年6月18日
平成25年度第1回評議員会（映画部会）開
催
□平成25年6月28日
平成25年度第1回評議員会（美術・工芸部
会）開催
□平成25年8月19日
平成25年度第1回美術作品購入等選考委
員会（美術部門）開催
□平成25年9月2日
共催展「竹内栖鳳展 近代日本画の巨人」
展の開会式およびレセプションを挙行
□平成25年10月31日
特別展「現代のプロダクトデザイン―
Made in Japanを生む」展の開会式およびレ
セプションを挙行
□平成25年11月5日
特別展「ジョセフ・クーデルカ展」の開会
式およびレセプションを挙行
□平成25年12月3日
平成25年度第1回美術作品購入等選考委
員会（工芸・デザイン部門）開催
□平成25年12月20日
共催展「日本伝統工芸展60回記念 工芸
からKŌGEIへ」の開会式およびレセプショ
ンを挙行
□平成26年2月3日
共催展「あなたの肖像―工藤哲巳回顧展」
の開会式およびレセプションを挙行
□平成26年2月17日
平成25年度第2回評議員会（美術・工芸部
会）開催
□平成25年2月25日
平成25年度第2回評議員会（映画部会）開
催
□平成26年3月3日
平成25年度第2回美術作品購入等選考委
員会（美術部門）開催
□平成26年3月5日
平成25年度第2回美術作品購入等選考委
員会（工芸・デザイン部門）開催
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□平成26年3月13日
平成25年度美術作品購入等選考委員会
（写真部門）開催

3
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予算

Expenditure

平成25年度歳出予算一覧

事項

1
2

3

4
5

予算額（単位：千円）

一般管理費
収集・保管事業費
陳列品購入費
資料収集整備費
展示事業費
特別展経費
企画展経費
常設展経費
常設設備充実経費
所蔵品名品巡回展経費
展覧会調査経費
調査研究事業費
教育普及事業費
合計

254,058
553,227
524,351
28,876
641,106
87,141
8,575
286,281
250,000
7,949
1,160
74,342
150,873
1,673,606
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名簿

Nominal List

東京国立近代美術館評議員（美術・工芸部会）
（平成26年3月31日現在）

現職

氏名

公益財団法人石橋財団理事長
国際交流基金文化事業部企画役
横浜美術館長
美術評論家
東京都写真美術館事業企画課長
一般社団法人芸術資源マネージメント研究所代表理事
平塚市美術館長
世田谷美術館学芸部長
山梨県立美術館長
武蔵野美術大学造形学部教授、武蔵野美術大学美術館・
図書館長
公益財団法人うつのみや文化創造財団常務理事、
宇都宮美術館長
株式会社よみうりランド常務取締役
大田区立出雲中学校長
独立行政法人国立文化財機構東京国立博物館学芸企画部長
神奈川県立近代美術館長

石橋寛
伊東正伸
逢坂恵理子
岡部あおみ
笠原美智子
加藤恒夫
草薙奈津子
清水真砂
白石和己
田中正之
谷新
谷矢哲夫
林憲吾
松本伸之
水沢勉
（五十音順）
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東京国立近代美術館評議員（映画部会）
（平成26年3月31日現在）

現職

氏名

公益財団法人川喜多記念映画文化財団代表理事
映画史家
社団法人日本映画製作者連盟事務局長
早稲田大学文学学術院教授
明治学院大学文学部教授
映画監督、日本映画監督協会理事長
映画評論家
立命館大学映像学部准教授
公益社団法人映像文化製作者連盟事務局長
映像作家
映画プロデューサー、ユーロスペース代表取締役
アテネ・フランセ文化センター主任
日本大学芸術学部教授
東京大学大学院 情報学環・学際情報学府教授
東京大学 大学総合教育研究センター長
映画評論家

岡田正代
大場正敏
華頂尚隆
小松 弘
斉藤綾子
崔 洋一
杉浦孝昭
冨田美香
中嶋清美
中島 崇
堀越謙三
松本正道
宮澤誠一
吉見俊哉
渡辺祥子
（五十音順）
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