
タイトル 著者 出版社 請求記号 資料番号

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 702.07/A23A/2010 9110490488

アートボランティア横浜スタイル 美術出版社 706.9/A94B/ 9110480140

アートはまだ始まったばかりだ 用美社（発売） 706.9/A94I/ 9110229380

ビエンナーレの現在 暮沢剛巳編著 青弓社 706.9/KU59B/ 9110423879

大地の芸術祭 北川フラム著 角川グループパブリッシング（発売） 719/KI63D/ 9110486743

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 T702.07/A23A/2010 9110495608

Ｌａ　Ｂｉｅｎｎａｌｅ　ｄｉ　Ｖｅｎｅｚｉａ　１ｓｔ　ｅｄ． Ｍａｒｓｉｌｉｏ T702.07/B41E/54 9120118437

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 T702.07/Y75Y/2011 9110498350

大地の芸術祭 北川フラム監修 現代企画室（発売） T719/D14N/2009 9110485423

タイトル 著者 出版社 請求記号 資料番号

でも、これがアートなの？ シンシア・フリーランド著 星雲社 701/F46D/ 9110467229

アートという戦場　ソーシャルアート入門 フィルムアート社編 フィルムアート社 702.07/Ａ94Ｆ/ 9110444206

現代芸術をみる技術 江藤光紀著 東洋書店 702.07/E78G/ 9110488470

現代アート、超入門！ 藤田令伊著 集英社 702.07/F67G/ 9110476818

現代アート事典 美術手帖編 美術出版社 702.07/Ｇ34Ｂ/ 9110476809

女の子のための現代アート入門 長谷川祐子著 淡交社 702.07/Ｈ36Ｏ/ 9110484355

快読・現代の美術 神原正明著 勁草書房 702.07/KA32K/ 9110324001

現代アートナナメ読み 暮沢剛巳著 東京書籍 702.07/KU59G/ 9110426093

現代美術のキーワード１００ 暮沢剛巳著 筑摩書房 702.07/KU59G/ 9110478948

アート “芸術”が終わった後の“アート” 松井みどり著 朝日出版社 702.07/MA77A/ 9110324567

現代芸術入門 中原佑介著 美術出版社 702.07/N33G/ 9110040798

メディア・アート創世記 坂根厳夫著 工作舎 702.07/SA34M/ 9110488864

現代アートとは何か 菅原教夫著 丸善 702.07/SU28G/ 9110199020

現代芸術は難しくない 田淵晉也著 世界思想社 702.07/TA12G/ 9110448994

体験！現代美術 視覚デザイン研究所・編集室編 視覚デザイン研究所 702.07/ＴＡ22Ｓ/ 9110132245

駆けぬける現代美術 田中三蔵著 岩波書店 702.07/TA84K/ 9110488873

美術館からの逃走 勅使河原純著 現代企画室 702.07/TE82B/ 9110224679

現代アートの舞台裏 サラ・ソーントン著 ランダムハウス講談社 702.07/TH8G/ 9110479471

現代美術コテンパン トム・ウルフ著 晶文社 702.07/W84G/ 9110023287

アートを学ぼう 岡林洋監修 ランダムハウス講談社 704/A94R/ 9110429157

複製技術時代の芸術 ヴァルター・ベンヤミン著 晶文社 704/B35F/ 9110109695

美術×映像 松本俊夫編 美術出版社 704/B42B/ 9110496178

文学・芸術は何のためにあるのか？ 吉岡洋編 東信堂 704/Ｂ89Ｔ/ 9110476916

アートピック・サイト 暮沢剛巳著 美学出版 704/KU59A/ 9110485559

芸術回帰論 港千尋著 平凡社 704/MI39G/ 9110520970

反アート入門 椹木野衣著 幻冬舎 704/SA97H/ 9110486108

アートを書く！クリティカル文章術 杉原賢彦編 フィルムアート社 707.9/A94F/ 9110461280

アート・リテラシー入門 フィルムアート社編 フィルムアート社 707.9/A94F/ 9110369362

これからのアートマネジメント 中川真編 フィルムアート社 709/KO79F/ 9110489745

明るい部屋 ロラン・バルト［著］ みすず書房 740.1/B25A/ 9110096720
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タイトル 著者 出版社 請求記号 資料番号

終わりの建築／始まりの建築 五十嵐太郎著 ＩＮＡＸ出版 520.4/I23O/ 9110356918

建築と植物 五十嵐太郎編 ＩＮＡＸ出版 520.4/KE41I/ 9110475285

リノベーション・スタディーズ 五十嵐太郎編 ＩＮＡＸ出版 520.4/R45I/ 9110410057

建築の書物／都市の書物 五十嵐太郎編 ＩＮＡＸ出版 520/I23K/ 9110337707

現代建築のパースペクティブ 五十嵐太郎著 光文社 523.1/I23G/ 9110442829

昭和モダン建築巡礼 磯達雄文 日経ＢＰ出版センター（発売） 523.1/I85S/ 9110483376

建築家が選んだ名建築ガイド 日経アーキテクチュア編 日経ＢＰ出版センター（発売） 523.1/KE41N/ 9110439126

窓から読みとく近代建築 酒井一光著 学芸出版社 523.1/SA29M/ 9110454641

境界線上の現代建築 川向正人著 彰国社 523/KA95K/ 9110279686

現代建築の見かた 鈴木博之著 王国社 523/SU96G/ 9110282850

ＩＮＡＸ　ＢＯＯＫＬＥＴ　名古屋のモダニズム
ＩＮＡＸギャラリー名古屋企画委員会
［企画］

雑誌 9510072021

タイトル 著者 出版社 請求記号 資料番号

パフォーマンス研究のキーワード 高橋雄一郎編 世界思想社 701.3/P14S/ 9110496060

身体化される知 高橋雄一郎著 せりか書房 701.3/TA33S/ 9110439716

身体の現在形芸術はからだからだ フォト・リーワード編集
愛知芸術文化センター
開館記念事業実行委員会

704/SH69A/ 9110155965

現代音楽を読み解く８８のキーワード ジャン＝イヴ・ボスール著 音楽之友社 762.07/B66G/ 9110473315

ダンス・クリティーク 尼ケ崎彬著 勁草書房 769.04/A42D/ 9110363510

どうせダンスなんか観ないんだろ！？ 乗越たかお著 ＮＴＴ出版 769.04/N96D/ 9110471114

ダンス・バイブル 乗越たかお著 河出書房新社 769/N96D/ 9110488111

歩きながら考えた。 川村毅著 五柳書院 770.4/KA95A/ 9110465734

劇の希望 太田省吾著 筑摩書房 770.4/O81G/ 9110021596

現代演劇のゆくえ 渡辺淳著 丸善 770.4/W46G/ 9110343956

舞台芸術への招待 青山昌文編著 ［ＮＨＫ出版（発売）］ 770/A58B/ 9110489997

演劇学のキーワーズ 佐和田敬司編 ぺりかん社 770/E61P/ 9110462572

タイトル 著者 出版社 請求記号 資料番号

世界の教会 ピーピーエス通信社写真 ピエ・ブックス 526.1/SE22P/ 9110471965

ヤノベケンジ：ドキュメント子供都市計画 ヤノベケンジ著 美術出版社 702.16/Y58D/ 9110446407

ツーアート ビートたけし著 光文社 704/B48T/ 9110489155

マティスのロザリオ礼拝堂 マティス［作］ 光琳社出版 723F/MA721M/1 9110228598

世界のステンドグラス ピーピーエス通信社写真 ピエ・ブックス 751.5/SE22P/ 9110482931

ヤノベケンジ ヤノベケンジ著 青幻舎 T702.16/Y58T/2005 9110477127

ＵＬＴＲＡ ＫＥＮＪＩ　ＹＡＮＯＢＥ［作］ 豊田市美術館 T702.16/Y58T/2009 9110494496

幻燈夜会（ファンタスマゴリア） ヤノベケンジ［作］ 大原美術館 T719/Y58O/2010 9110496660

マティスとボナール　地中海の光の中へ マティス〔画〕，ボナール〔画〕 東京新聞 Ｔ723Ｆ/MA721K/2008 9110476068

芸術新潮　2005年9月号 新潮社 雑誌

美術手帖　2009年7月号　 美術出版社 雑誌 9510292651

美術手帖　2011年1月号 美術出版社 雑誌 9510309347

美術手帖　2005年4月号 美術出版社 雑誌 9510202402

美術手帖　2003年1月号 美術出版社 雑誌 9510188063

美術手帖　2011年12月号 美術出版社 雑誌 9510310544

美術手帖　2010年7月号 美術出版社 雑誌 9510300127

美術手帖　2002年7月号 美術出版社 雑誌 9510185393
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