
人名 種別 書名 著者/出演者 出版者/レーベル名 出版年 資料番号 請求記号

アイシェ・エルクメン 図書 Ｌａ　Ｂｉｅｎｎａｌｅ　ｄｉ　Ｖｅｎｅｚｉａ　54 Ｍａｒｓｉｌｉｏ 2011 9120118437 T702.07/B41e/54

青木美紅 雑誌 美術手帖　2019年6月 ８０年代★日本のアート 美術出版社 2019 9510365032 //

今村洋平 図書 点と線の宇宙 喜田早菜江 藤沢市アートスペース 2019

イム・ミヌク 図書 瀬戸内国際芸術祭2016
北川フラム監修，瀬戸内国際芸術
祭実行委員会監修

現代企画室 2017.6 9110560359 T702.07/Se93e/2017

図書 ヨコハマトリエンナーレ２０１１記録集 美術出版社 2012.8 9110525260 702.07/Y75b/

図書 ヨコハマトリエンナーレ 横浜トリエンナーレ組織委員会監修 美術出版社 2011 9110498350 T702.07/Y75y/2011

図書 ヨコハマトリエンナーレ２０１１記録集 美術出版社 2012.8 9110525260 702.07/Y75b/

図書 ヨコハマトリエンナーレ 横浜トリエンナーレ組織委員会監修 美術出版社 2011 9110498350 T702.07/Y75y/2011

図書 恵比寿映像祭第4回 東京都写真美術館 ｃ２０１２ 9110555475 T778/E15t/4

図書 世界制作の方法
クリストファー・スティヴンズ和文英
訳

国立国際美術館 ｃ２０１１ 9110500118 T702.07/Se22k/2011

雑誌
美術手帖瀬戸内国際芸術祭２０１３　公
式ガイドブック　アートをめぐる旅　春完全
版

美術出版社 2013 9510320836 //

雑誌
美術手帖瀬戸内国際芸術祭２０１３　公
式ガイドブック　アートをめぐる旅　夏・秋

美術出版社 2013 9510324577 //

小田原のどか 図書 彫刻の問題
白川昌生著，金井直著，小田原の
どか著，ペンギン翻訳

トポフィル 2017 9110554600 710.4/C53T/

カタリーナ・ズィディエー
ラー

図書 Ｌａ　Ｂｉｅｎｎａｌｅ　ｄｉ　Ｖｅｎｅｚｉａ　53 Ｍａｒｓｉｌｉｏ 2009 9120118384 T702.07/B41e/53-2

図書 蜘蛛の糸
蜘蛛の糸展実行委員

会
ｃ２０１６ 9110558065 T702.9/Ku39t/2016

図書 他人の時間
アンドリュー・マークル和文英訳，平
野真弓英文和訳　ほか

東京都現代美術館 2015.4 9110549146 T702.07/Ta88t/2015

キャンディス・ブレイツ 雑誌 美術手帖　2011年6月 ピクシブ　チームラボ 美術出版社 2011 9510307333 //

越後正志

エキソニモ

加藤翼

あいちトリエンナーレ2019 出演者関連資料
展示期間：2019/07/18～2019/09/17

国際現代美術展

岩崎貴宏

ウーゴ・ロンディノーネ

参考



人 種別 書名 著者/出演者 出版者/レーベル名 出版年 資料番号 請求記号

雑誌 美術の窓　2014年5月 新人大図鑑2014 生活の友社 2014 9510341578 //

雑誌 美術手帖　2015年5月 日本のアート、最前線！！ 美術出版社 2015 9510340365 //

図書
高嶺格[大きな休息] 明日のためのｶﾞｰﾃﾞ
ﾆﾝｸﾞ1095㎡

高嶺格[作] せんだいﾒﾃﾞｨｱﾃｰｸ 2009 9110482646 T719/TA43S/2008

図書 ﾂﾅｶﾞﾙｼｸﾐ 反応連鎖 藤浩志[作] 青森公立大学 2011 9110526615 T702.07/A94K/2010

図書 あいちトリエンナーレ２０１０
あいちトリエンナーレ実

行委員会
ｃ２０１０ 9110495591 T702.07/A23a/2010

雑誌 美術手帖　２０１８年８月 ポスト・パフォーマンス 美術出版社 2018 9510359966 //

図書 ｷｭﾚｰﾀｰになる! ｱｰﾄを世に出す表現者 住友文彦編 ﾌｨﾙﾑｱｰﾄ社 2009 9110478616 706.9/KY8F/

図書 芸術と労働 白川昌生編 水声社 2018 9110573689 701.3/G32S/

図書
共にいることの可能性､その試み､その記
録 田中功起による､水戸芸術館での､ｹｰ
ｽｽﾀﾃﾞｨとして

水戸芸術館現代美術ｾﾝﾀｰ企画 ｸﾞﾗﾑﾌﾞｯｸｽ 2016 9110571002 719/TA84T/

図書
Abstract speaking sharing uncertainty
& collective acts

Koki Tanaka Japan Foundation 2013 9120121209 T719/TA84J/2013

図書 ヨコハマトリエンナーレ２０１１記録集 美術出版社 2012.8 9110525260 702.07/Y75b/

雑誌 美術手帖　２０１８年８月 ポスト・パフォーマンス 美術出版社 2018 9510359966 //

図書
Ａｎ　Ａｍｅｒｉｃａｎ　ｉｎｄｅｘ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｈｉｄｄ
ｅｎ　ａｎｄ　ｕｎｆａｍｉｌｉａｒ

Ｔａｒｙｎ　Ｓｉｍｏｎ Ｓｔｅｉｄｌ 2007 9120115711 T748/SI6W/2007

雑誌 美術手帖　２０１８年８月 ポスト・パフォーマンス 美術出版社 2018 9510359966 //

毒山凡太郎 雑誌 美術手帖　2016年12月 ニューカマー・アーティスト100 美術出版社 2016 9510350719 //

ドラ・ガルシア 図書 Ｌａ　Ｂｉｅｎｎａｌｅ　ｄｉ　Ｖｅｎｅｚｉａ　54 Ｍａｒｓｉｌｉｏ 2011 9120118437 T702.07/B41e/54

雑誌 美術手帖　2016年12月 ニューカマー・アーティスト100 美術出版社 2016 9510350719 //

図書 恵比寿映像祭第10回
東京都歴史文化財団
東京都写真美術館

ｃ２０１８ 9110572805 T778/E15t/10

ハビエル・テジェス 図書 Whitney Ｂｉｅｎｎｉａｌ　2008
ｅｎｒｉｅｔｔｅ　Ｈｕｌｄｉｓｃｈ，Ｓｈａｍｉｍ　Ｍ
ほか

Ｗｈｉｔｎｅｙ　Ｍｕｓｅｕｍ
ｏｆ　Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ａｒｔ

ｃ２００８ 9120117055 Ｔ702.53/Ｂ４１ｗ/２００８

永田康祐

高嶺格

田中功起

タリン・サイモン

キュンチョメ



人 種別 書名 著者/出演者 出版者/レーベル名 出版年 資料番号 請求記号

図書 芸術と労働 白川昌生編 水声社 2018 9110573689 701.3/G32S/

図書
ﾘﾌﾚｸｼｮﾝ/映像が見せる“もうひとつの世
界"

竹久侑執筆
水戸芸術館現代美術

ｾﾝﾀｰ
2010 9110513279 T719/R23M/2010

図書
共にいることの可能性､その試み､その記
録 田中功起による､水戸芸術館での､ｹｰ
ｽｽﾀﾃﾞｨとして

水戸芸術館現代美術ｾﾝﾀｰ企画 ｸﾞﾗﾑﾌﾞｯｸｽ 2016 9110571002 719/TA84T/

図書
歴史の構築は無名のものたちの記憶に
捧げられる 青森市所蔵作品展

藤井光ｹﾞｽﾄ・ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ
青森公立大学国際芸

術ｾﾝﾀｰ青森
2015 9110559634 T702.192/R25K/2015

藤原葵 雑誌 美術手帖　2017年11月 GENDER IS OVER!? 美術出版社 2017 9510356169 //

図書 ＶＯＣＡ展
「ＶＯＣＡ展」実行委員会編集　ほ
か

日本美術協会、上野
の森美術館　ほか

ｃ2013 9110511514 T723.1/G34u/2013

図書 アーツ・チャレンジ2011
新進アーティストの発
見ｉｎあいち実行委員

会
2011.3 9110496267 T702.16/Sh91s/2011

図書 ポジション２０１２名古屋発現代美術
ポジション２０１２名古
屋発現代美術展実行

委員会
ｃ２０１２ 9110523060 T702.16/P76n/2012

図書 あいちトリエンナーレ２０１０
あいちトリエンナーレ実

行委員会
ｃ２０１０ 9110495591 T702.07/A23a/2010

ホー・ツーニェン 図書 Ｌａ　Ｂｉｅｎｎａｌｅ　ｄｉ　Ｖｅｎｅｚｉａ　54 Ｍａｒｓｉｌｉｏ 2011 9120118437 T702.07/B41e/54

袁廣鳴 図書 記憶の円環
榮榮［撮影］，映里［撮影］，袁廣鳴
［作］，西沢三紀訳

水戸芸術館現代美術
センター

2016 9110570248 T748/ＫＩ49Ｍ/2016

雑誌 美術手帖　2016年12月 ニューカマー・アーティスト100 美術出版社 2016 9510350719 //

図書
平成29年度川崎市岡本太郎美術館年
報

2017.4-2018.3
川崎市岡本太郎美術

館
2018 9510362433 //

梁志和 雑誌 美術手帖　2001年9月
国際現代美術展　最新リポート
2001

美術出版社 2001 9510178138 //

レジーナ・ホセ・ガリント 図書 Ｌａ　Ｂｉｅｎｎａｌｅ　ｄｉ　Ｖｅｎｅｚｉａ　49
Ｈａｒａｌｄ　Ｓｚｅｅｍａｎｎ，　Ｃｅｃｉｌｉａ　Ｌ
ｉｖｅ　ｒｉｅｒｏ　Ｌａｖｅｌｌｉ　ほか

Ｅｌｅｃｔａ ｃ２００１ 9120096714 Ｔ702.07/Ｂ41ｅ/49-1

鷲尾友公 チラシ

文谷有佳里

弓指寛治

藤井光

参考愛知県美術館　アイチアートクロニクル2019-2020



人 種別 書名 著者/出演者 出版者/レーベル名 出版年 資料番号 請求記号

雑誌 美術手帖　2016年12月 ニューカマー・アーティスト100 美術出版社 2016 9510350719 //

雑誌 美術手帖　2017年2月 アウトサイダー・アート 美術出版社 2017 9510351260 //

図書 年鑑代表シナリオ集’０７
シナリオ作家協会年鑑代表シナリ
オ集編纂委員会編

シナリオ作家協会 2009 9110478053 912.7/Ｎ64Ｓ/2007

図書 年鑑代表シナリオ集’11
シナリオ作家協会年鑑代表シナリ
オ集編纂委員会編

シナリオ作家協会 2012 9110522545 912.7/Ｎ64Ｓ/2011

図書 年鑑代表シナリオ集’17
シナリオ作家協会年鑑代表シナリ
オ集編纂委員会編

シナリオ作家協会 2018 9110575914 912.7/Ｎ64Ｓ/2017

人 種別 書名 著者/出演者 出版者/レーベル名 出版年 資料番号 請求記号

市原佐都子 図書
ＡＡＦ戯曲賞受賞作品 愛知県文化振興
事業団戯曲コンクール 第１１回（平成２
３年度）

市原佐都子著
愛知県文化振興事業

団
2012 9110497596 912.6/E27A/2012

図書
プレイ！プレイ！プレイ！劇団うりんこ上
演戯曲集

劇団うりんこ編 晩成書房 1993 9110167652 912.6/P97B/

映像 愛知芸術文化センター　活動記録ビデオ
K942050018～
K942050029

別紙にて詳細掲示

図書
おもしろければOKか? 増補版 現代演劇
考

三浦基著 五柳書院 2016 9110550933 775.1/MI67O/

図書 土方巽 言葉と身体をめぐって 山田せつ子責任編集
角川ｸﾞﾙｰﾌﾟﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝ
ｸﾞ(発売) 角川学芸出

版
2011 9110496150 769.12/H56H/

図書
小泉明郎　捕われた声は静寂の夢を見
る

小泉明郎［作］ 現代企画室 2015 9110535937 T719/KO38A/2015

図書 蜘蛛の糸
蜘蛛の糸展実行委員

会
ｃ２０１６ 9110558065 T702.9/Ku39t/2016

図書 あいちトリエンナーレ２０１０
あいちトリエンナーレ実

行委員会
ｃ２０１０ 9110495591 T702.07/A23a/2010

雑誌 美術手帖　2017年11月 GENDER IS OVER!? 美術出版社 2017 9510356169 //

雑誌 美術手帖　2015年5月 日本のアート、最前線！！ 美術出版社 2015 9510340365 //

雑誌 美術の窓　2014年5月 新人大図鑑2014 生活の友社 2014 9510341578 //

高山明 映像 「山口市営Ｐ」ＤＯＣＵＭＥＮＴ 高山明構成，演出
山口情報芸術セン

ター
2009 9430000949 7R//

小森はるか

富田克也

小泉明郎

サエボーグ

劇団うりんこ

映像プログラム

パフォーミングアーツ

三浦基



人 種別 書名 著者/出演者 出版者/レーベル名 出版年 資料番号 請求記号

図書 Yesterday Today Tomorrow 日比野克彦著 ﾘﾄﾙﾓｱ 2006 9110450974 723N/H54I/

図書 ひ Essay of Katsuhiko Hibino 日比野克彦著 淡交社 1999 9110280023 723N/H54H/

図書
Hibino A collection of the works of
Katsuhiko Hibino

日比野克彦著 朝日出版社 2002 9110359070 723N/H54H/

図書
HIBINO EXPO 2005日比野克彦の一人
万博

日比野克彦[作]
水戸芸術館現代美術

ｾﾝﾀｰ
2006 9110467013 T723N/H54M/2005

図書 Hibino on side off side 日比野克彦展 日比野克彦[作]
川崎市岡本太郎美術

館
2013 9110530734 T723N/H54K/2013

図書
日比野克彦ｱｰﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 「ﾎｰﾑ→ｱﾝﾄﾞ
←ｱｳｪｰ」方式

日比野克彦〔作〕 金沢21世紀美術館 2008 9110477305 T723N/H54K/2007

図書
日比野克彦展 ある時代の資料としての
作品たち

ｱｰﾄﾃﾞｨﾚｸﾀｰ,日比野克彦 毎日新聞社 2001 9110430819 T723N/H54I/2001

図書
HIBINO DNA AND… 日比野克彦応答せ
よ!!

日比野克彦[作] 岐阜県美術館 2006 9110470402 T723N/H54G/2006

図書 Hibino line 日比野克彦著 二玄社 1998 9110273806 723N/H54H/

図書
ﾋﾟｯｼﾞｮｯﾋﾟｼﾞｮｯﾋﾟ ｱｼﾞｱ太平洋こども会
議・ｲﾝ福岡の15年

日比野克彦著 朝日出版社 2004 9110369390 723N/H54P/

図書 １２人の挑戦
水戸芸術館現代美術センター企
画・監修，大橋紀生編集

茨城新聞社 2002 9110359203 T702.07/B41i/

雑誌 美術手帖　2013年03月増刊
瀬戸内国際芸術祭２０１３　公式ガ
イドブック　アートをめぐる旅　完全版

美術出版社 2013 9510320836 //

雑誌 美術手帖　2013年07月増刊
瀬戸内国際芸術祭２０１３　公式ガ
イドブック　アートをめぐる旅　夏・秋

美術出版社 2013 9510324577 //

日比野克彦

ラーニング



※愛知※
種別 書名 著者/出演者 出版者/レーベル名 出版年 資料番号 請求記号

図書 あいちトリエンナーレ広報活動報告書 あいちトリエンナーレ実行委員会事務局編集 あいちトリエンナーレ実行委員会 2011.3 9110490497 702.07/A23A/2010

図書 あいちトリエンナーレ記録写真集 あいちトリエンナーレ実行委員会 Ｃ2011 9110490488 702.07/A23A/2010

図書 あいちトリエンナーレ２０１０ダイジェスト あいちトリエンナーレ実行委員会著 あいちトリエンナーレ実行委員会 2011.3 9110497120 702.07/A23A/2010

図書 あいちトリエンナーレ２０１０開催報告書 あいちトリエンナーレ実行委員会事務局編集 あいちトリエンナーレ実行委員会 2011.3 9110488327 702.07/A23A/2010

図書 あいちトリエンナーレ広報活動報告書 あいちトリエンナーレ実行委員会事務局編集 あいちトリエンナーレ実行委員会 2014.3 9110507736 702.07/A23A/2013

図書 あいちトリエンナーレ２０１３ダイジェスト あいちトリエンナーレ実行委員会著 あいちトリエンナーレ実行委員会 ［2013］ 9110507852 702.07/A23A/2013

図書 あいちトリエンナーレ２０１３開催報告書 あいちトリエンナーレ実行委員会事務局編集 あいちトリエンナーレ実行委員会 2014.3 9110507763 702.07/A23A/2013

図書 あいちトリエンナーレ２０１３ あいちトリエンナーレ実行委員会 Ｃ2013 9110503817 T702.07/A23A/2013

図書 あいちトリエンナーレ２０１６公式ガイドブック ぴあ株式会社中部支局 2016.8 9110557667 702.07/A23P/2016

図書 虹のキャラヴァンサライ創造する人間の旅 あいちトリエンナーレ実行委員会編 平凡社 2016 9110552624 T702.07/A23A/2016

雑誌 美術手帖　2013年9月増刊号 あいちトリエンナーレ２０１３ 美術出版社 2013 9510325180 //

雑誌 美術手帖　2010年8月号 あいちトリエンナーレ２０１０ 美術出版社 2010 9510301133 //

※全国※
種別 書名 著者/出演者 出版者/レーベル名 出版年 資料番号 請求記号

雑誌 美術手帖　2010年6月増刊号
瀬戸内国際芸術祭２０１０　公式ガイド
ブック　アートをめぐる旅・完全ガイド

美術出版社 2010 9510300118 //

雑誌 美術手帖　2011年8月号増刊 瀬戸内・直島アートの旅ガイドブック 美術出版社 2011 9510308813 //

雑誌 美術手帖　2012年7月増刊号
大地の芸術祭　越後妻有アートトリエン
ナーレ２０１２

美術出版社 2012 9510315442 //

雑誌 美術手帖　2014年9月増刊号 国東半島芸術祭公式ガイドブック 美術出版社 2014 9510334770 //

雑誌 美術手帖　2015年10月増刊号 神戸ビエンナーレ２０１５公式ガイドブック 美術出版社 2015 9510342403 //

雑誌 美術手帖　2017年7月号 アートフェスティバルを楽しもう！ 美術出版社 2017 9510353882 //

雑誌 美術手帖　2017年8月号 種子島宇宙芸術祭　公式ガイドブック 美術出版社 2017 9510356202 //

雑誌 美術手帖　2017年4月増刊号 いちはらアート×ミックス２０１７ 美術出版社 2017 9510352043 //

芸術祭



種別 タイトル 再生時間 資料番号

映像 人間讃歌　四季                                              80 K942050018

映像 田の久わらい旅　阿波の一座の物語                            105 K942050019

映像 宮沢賢治大運動会                                            70 K942050020

映像 いつも鞄にパラダイス                                        103 K942050021

映像 ロビンソンとクルーソー                                      110 K942050022

映像 夢見のちゃら平                                              109 K942050023

映像 ロボットカミイ                                              80 K942050024

映像 おどる虎                                                    74 K942050025

映像 王さまばんざい                                              94 K942050026

映像 空とぶ大どろぼう                                            76 K942050027

映像 空とぶ大どろぼうと宇宙人ゴニョゴニョ                        98 K942050028

映像 おばあちゃんは宇宙人？                                      102 K942050029

愛知芸術文化センター活動記録ビデオより

劇団うりんこ


