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都市とアートが響き合う、３年に一度の国際芸術祭。現代美術と舞台公演、世界の最先端が集結します。 

あいちトリエンナーレ2010 
 
 
2010年8月、新しいアートの動向を愛知から世界へと発信する国際芸術祭、「あいちトリエンナーレ」がいよいよ
開幕を迎えました。 
第一回となる今回は、「都市の祝祭 Arts and Cities」をテーマに、国内外131組のアーティスト・団体が参加し、
現代美術、ダンスや演劇等のパフォーミング・アーツやオペラなどの世界最先端の現代アートをご紹介します。 
作品の多くはここ愛知でしか見られない新作または日本初演で、美術館や劇場のみならずまちなかへも飛び出し、都
市の日常風景の中に魅惑的な光景を出現させます。 
まさに街を歩くほどに体感できるアートの力。 
街がまるごとアート空間となるスリリングな都市の祝祭にぜひお出かけください。 
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 開催概要                                                                              
 
 
名称：あいちトリエンナーレ2010／Aichi Triennale 2010 
 
テーマ：都市の祝祭 Arts and Cities 
 
芸術監督：建畠 晢 
 
会期：2010年（平成22年）8月21日（土）- 10月31日（日）[72日間] 
 
会場：愛知芸術文化センター、名古屋市美術館、長者町会場、納屋橋会場 
   その他、名古屋城、オアシス21、中央広小路ビル、七ツ寺共同スタジオなど 
 
主催：あいちトリエンナーレ実行委員会、愛知芸術文化センター、名古屋市美術館 
 
 

特別協力：国際交流基金 
 

後援：文化庁/オーストラリア大使館/ベルギー王国大使館/ベルギーフランドル交流センター/東京日仏学院 
 
助成：(財)地域創造/芸術文化振興基金/Australia Council for the Arts/CULTURESFRANCE/Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur/ 

State Corporation For Spanish Cultural Action Abroad (SEACEX)/ブリティッシュ・カウンシル/ 
   オーストリア大使館／オーストリア文化フォーラム/(社)私的録音補償金管理協会(sarah)/フランス大使館/ 
   公益財団法人三菱ＵＦＪ信託芸術文化財団/Mexico Conaculta/Geothe-Institut Japan in Kyoto／ドイツ文化センター（京都）/  
      (財)東海テレビ国際基金/Arts Council England/関西日仏交流会館 ヴィラ九条山/ La République et Canton de Genève/ 
      La Ville de Genève/Pro Helvetia/Ville de Lille/La Fondazione del Collegio Artistico Venturoli di Bologna/ 
      Wallonie-Bruxelles Internationl 
 
 
協賛： 

(社)愛知県医師会/トヨタ自動車株式会社/イオン株式会社/(社)愛知県歯科医師会/愛知県私学協会/東海旅客鉄道株式会社/ 
株式会社ナゴヤキャッスル/(社)愛知県宅地建物取引業協会/中部電力株式会社/東和不動産株式会社/長澤順子/(社)愛知県私立幼稚園連盟/ 
キリックスグループ/ (社)愛知県薬剤師会/名港海運株式会社/名古屋南ロータリークラブ/株式会社JTB中部/株式会社宇佐美鉱油/ 
岡谷綱機株式会社/菊水化学工業株式会社/株式会社コンステック/株式会社資生堂/東邦ガス株式会社/株式会社ニッショー/ 
モリシン工業株式会社 

 
協力： 

カリモク家具株式会社/セントラル画材株式会社/株式会社竹中工務店/名古屋鉄道株式会社/株式会社リボンワールド/積水ハウス株式会社/ 
三菱地所株式会社/株式会社東海インタービジョン/株式会社ウィルコム/株式会社サクラクレパス 

 
会場提供：株式会社アサヒ ファシリティズ/NTT都市開発株式会社/料亭河文/喫茶クラウン/スターネットジャパン株式会社/瀧定名古屋株式会社/

株式会社多湖不動産コンサルタント/中愛株式会社/東陽倉庫株式会社/豊島株式会社/丹羽幸株式会社/株式会社二葉/堀田商事株式会社/
八木兵株式会社/山本洋品雑貨株式会社/吉田商事株式会社/株式会社綿覚商店/ゑびすビル 

 
（平成22年8月13日現在） 
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 開催概要                                                                              
 
 
実行委員会組織： 

[運営会議]  
神田真秋愛知県知事(会長)/河村たかし名古屋市長(副会長)/細谷孝利名古屋商工会議所専務理事/山内拓男(社)中部経済連合会専務理事/ 
大島寅夫中日新聞社代表取締役社長/木田幸紀ＮＨＫ名古屋放送局長/櫻井友行国際交流基金理事/島田章三愛知芸術文化センター総長/ 
大久保裕司愛知県県民生活部長/鈴木邦尚名古屋市市民経済局長/池田善次(財)愛知県文化振興事業団理事長/ 
相羽規充(財)名古屋市文化振興事業団理事長/馬場駿吉名古屋ボストン美術館館長/磯見輝夫愛知県立芸術大学学長/高階秀爾大原美術館館長/ 
峯村敏明多摩美術大学名誉教授/北爪道夫国立音楽大学教授/野田邦弘鳥取大学教授 
 
[顧問]  

日髙昇愛知県議会議長/中野直輝愛知県市長会会長/江戸滿愛知県町村会会長/岡田邦彦名古屋商工会議所会頭/川口文夫(社)中部経済連合会会長 
 
[参与]  
鈴木愿愛知県議会総務県民委員長/徳光彰二中京テレビ放送代表取締役社長/大石幼一中部日本放送代表取締役社長/ 
浅野碩也東海テレビ放送代表取締役社長/秋山光人日本経済新聞社専務執行役員名古屋支社代表/渡会文化毎日新聞中部本社代表/ 
井川隆明読売新聞東京本社執行役員中部支社長/高橋肇名古屋音楽大学学長/竹本義明名古屋芸術大学学長/高北幸矢名古屋造形大学学長/ 
江本隆愛知県小中学校長会会長/山田賢一愛知県公立高等学校長会会長/松本朋充名古屋市立小中学校長会会長/石田正城愛知県私学協会会長/ 
松尾稔(財)科学技術交流財団理事長/藤井知昭愛知芸術文化協会理事長/牧野研一郎愛知県美術館館長/松永恒裕名古屋市美術館館長 
 
[アドバイザー]  
伊東正伸国際交流基金文化事業部企画役 
 
[監事]  
加藤純利加藤税理士事務所長/中谷光孝(社)愛知県産業廃棄物協会専務理事 
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 企画内容                                                                             
 
 
あいちトリエンナーレ2010の開催目的                                   
 ○新たな芸術の創造・発信により、世界の文化芸術の発展に貢献します。 
 ○現代芸術等の普及・教育により、文化芸術の日常生活への浸透を図ります。 
 ○文化芸術活動の活発化により、地域の魅力の向上を図ります。 

 
■主催事業                                                
 
１、現代美術（ヴィジュアル・アーツ）の国際展 
 ○世界各国から75組のアーティストが出品する最先端の現代美術を紹介する日本最大規模の国際的な展覧会。 
 ○愛知芸術文化センターを中心に名古屋市美術館、長者町会場、納屋橋会場など、まちなかにも展示。 
 ○愛知・名古屋を象徴するオアシス21（草間彌生）や名古屋城（池田亮司）などでも、スペクタクルな作品を展示。（p.5参照） 
 ○日本で初めて紹介されるアーティストが数多く、あいちトリエンナーレでしか見ることができない新作を数多く展示。 
  
２、パフォーミング・アーツ 
 ○21組の気鋭のアーティストが集結。国内外の最先端かつジャンルを超えた先鋭的複合的なパフォーミング・アーツをほぼ毎週末
開催。 

 ○これまで日本でほとんど紹介されていなかった、ヴィジュアル・アーツとパフォーミング・アーツの境界領域に位置する作品を
多数紹介。(p.６参照） 

 ○愛知芸術文化センターのフォーラム（吹き抜け空間）や搬入口、長者町会場などの都市空間などにおいて、ダンス、音楽などの
パフォーマンスを実施。 

 
３、あいちトリエンナーレ２０１０プロデュースオペラ 
 ○あいちトリエンナーレ２０１０プロデュースによる、新制作のオペラ オッフェンバック作曲「ホフマン物語」を上演。愛知芸術
文化センター大ホールの機構を使った、ここでしか見られないオペラ公演。 

 
４、映像プログラム 
 ○「映像の第二世紀に向けて」をテーマに、世界各国の先端的な長短編映像約30作品を愛知芸術文化センター小ホールで9/28(火)
から10/10(日)まで上映。また、長者町会場においても若手映像作家による作品を8/21(土)から10/31(日)まで上映。 

 
５、企画コンペによる展覧会 
 ○公募によって選ばれた、他の国際展等には見られない多角的でユニークな視点による企画展が集合。 
   愛知芸術文化センター展示：応募総数204企画（国内139企画、海外24カ国65企画）から9企画を選定。 

   長者町会場展示：応募総数300企画（国内271企画、海外11カ国29企画）から12企画を選定。 

 
６、普及・教育 
 ○子どもたちが自由に創作活動ができる空間「デンスタジオ」を愛知芸術文化センター8階に開設。（キッズトリエンナーレ） 
 ○子ども向けのトリエンナーレ鑑賞ツアーや、一般向けガイドツアーを行う。 
 ○子どもたちに現代アートに親しんでもらえるよう、県内の学校にアーティストを派遣。 

 
■共催事業（p.13参照）                                                  
 
１、国際交流基金との共催事業 
 ○国際展シンポジウム「国際展のミッション-東アジアからの展望」 
 ○西京人（さいきょうじん）による作品展示 
２、七ツ寺共同スタジオとの共催事業 
３、東海テレビとの共催事業 
４、祝祭ウィークにおける公募共催事業 
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 主な特徴（１）                                                                       
 
 
１、祝祭性                                                 
 
■愛知・名古屋のシンボリックな都市空間で、スペクタクルな作品を展開。 
 
○草間彌生  
 愛知・名古屋の中心・栄地区の都市公園「オアシス 21」の屋上にある「水の宇宙船」に、マゼンタ地に黒色の水玉模様の浮島
15個を浮かべた≪命の足跡(あしあと)≫と、大小3種類のカーブミラー120個を水底に沈めた≪求道(きゅうどう)の輝く宇宙≫の２
つの作品を展示。風によって漂う浮島、テレビ塔など街の風景や雲などを映し込むカーブミラーが普段とは異なる空間を演出する。
また、昼と夜とでその表情が変わり、時間変化も感じさせる大規模な作品。 
○池田亮司  
 光と音のサイトスペシフィック※・インスタレーション≪spectra [nagoya]≫を、名古屋城二の丸広場にて9/24（金）・25（土）
の2日間 オールナイトで実施。（※特定の場所に帰属する性質を示すこと。） 
 成層圏まで到達する64 台のサーチライトによる強烈な白色光と、10 台のスピーカーから出力される音の波とを組み合わせた
インスタレーション。都会の中心に突如出現するこの巨大な光のタワーは、雲の動きや雨によって常に変化し続け、その姿を街の
どこからでも見ることができる。この「spectra」シリーズは、2008年にアムステルダムとパリで、今年6月にスペインのバル
セロナで行われ、好評を博した。日本では、あいちトリエンナーレ2010で初公開する。 

   
参考画像： 
左、中：草間彌生 （≪命の足跡(あしあと)）） 
右：池田亮司（《spectra [paris]》Produced by Le Troisième Pôle / Eva Albarran & Co., co-produced by Forma Commissioned as part of La Nuit Blanche 2008 for the City of Paris  
  Photo: Marc Domage） 

 
■街や地域に溶け込んだ展示やパフォーマンス 
○約30組のアーティストが長者町会場などのまちなかで作品を展示。店舗の庇をスクリーンにした志村信裕による作品や、店先、
日よけなど様々な場所で色のグラデーションを見せるルシア・コッホによる作品など、街の歴史や風景を取り込んだ展示を行う。 
○通常 11 月に開催される長者町の「ゑびす祭」が、今年はトリエンナーレ会期中の 10/23(土)・24(日)に開催される。祭では
KOSUGE1-16が制作した山車の練り歩きなどを行いながら、訪れた多くの人々に現代美術の展示やパフォーマンスを楽しんで
いただく。 

   
参考画像：左：志村信裕 《赤い靴》 2009 黄金町バザール2009での展示風景 中：「ゑびす祭2009」での山車ねり歩き 右：KOSUGE1-16 《長者町山車プロジェクトのためのドローイング》 
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 主な特徴（２）                                                                        
 
 
２、先端性                                                  
 
○現代美術からは75組が参加。作品のほとんどは世界初または日本初紹介となり、世界最先端の作品を鑑賞可能。これにより、日常
を越えた新鮮な体験を促す。 
○パフォーミング・アーツにおいては、平田オリザ＋石黒浩研究所（大阪大学）によるロボットと俳優が共演する科学とのコラボレ
ーションした舞台をはじめ、既存ジャンルの枠に収まらない２１組のアーティストによる世界初演、日本初演となる最先端の公演
を実施。 
 

   
左：蔡國強 《Wind Shadow》 中：ピップ& ポップ 《Under the Crystal Sky》 2009 Japan Foundation, Sydney Australia 右：平田オリザ＋石黒浩研究室（大阪大学） 《働く私》 2008 

 
 
３、複合性                                                  
 
○現代美術（ヴィジュアル・アーツ）を中心にパフォーミング・アーツやオペラなども行い、ジャンルを横断した展開を実施。 
○ジャンルを超えた出会いの場を創出するようなパフォーマンスやインスタレーションを展開。特に愛知芸術文化センター８階ギャ
ラリーGではラ・リボットによる言葉の断片をコラージュする≪Laughing Hole≫やスティーブン・コーヘンによる南アフリカのス
ラム街を舞台にアイデンティティに潜む疑問をテーマとした≪Chandelier≫など、パフォーミング・アーツとヴィジュアル・アー
ツとが複合化した境界領域に位置する実験的表現を紹介。 
 

   
左：ラ・リボット 《Laughing Hole》 中：スティーブン・コーヘン《Chandelier》©John Hogg 右：ヤン・ファーブル 《Another Sleepy Dusty Delta Day》 撮影：Jean Pierre Stoop 
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 主な特徴（３）                                                                           
 
 
４、国際性                                                  
 
○ 24の国と地域からアーティスト・団体が参加する日本最大級の国際展である。  
○ アジアの主要な国際展（横浜トリエンナーレ、上海ビエンナーレ、広州トリエンナーレ、光州ビエンナーレ、釜山
ビエンナーレ）が幅広く連携したシンポジウムを開催する。 

 
 
５、普及・教育                                               
 
○ キッズトリエンナーレ 
 子どもたちが自由に創作活動ができる空間「デン※スタジオ」を愛知芸術文化センター8階に開設し、そこで週末を中心に子どもた
ちとアーティストが一緒に創作活動をするなどユニークな取組を実施。 
※子どもたちの秘密の遊び場などの意味 
 

     
 
プログラム 
・未就学児童を対象とした現代アートの紙芝居や様々な素材を使った造形ワークショップを実施。 
・アーティストと一緒に美術やパフォーマンスなどのワークショップ、造形講師による地元の素材を使ったワークショップを開催。 
・子ども向けのトリエンナーレ鑑賞ツアーを実施。 
・子どもたちに現代アートに親しんでもらうため、愛知県内の学校にアーティスト（島袋道浩、ジュー・チュンリン等）を派遣し、
アーティストが学校で実際に授業を行う。さらに、そこで出来上がった作品などをあいちトリエンナーレ2010のメイン会場である
愛知芸術文化センターに展示。 
 
○ ガイドツアー 
 愛知芸術文化センター、名古屋市美術館、長者町会場においてボランティアによるガイドツアーを実施。 
 
○ 学校向け教育プログラム 
 愛知芸術文化センター、名古屋市美術館において学校団体向け鑑賞プログラムを実施。 
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 主な会場                                                     
 
 
■愛知芸術文化センター 
愛知県美術館とオペラハウス機能をもつ大ホール、小ホールやコンサートホールなどが複合した、日本
屈指の大規模公立文化施設。1992年開館。 
展示、公演アーティスト：草間彌生/蔡國強/ハンス・オプ・デ・ビーク/ヤン・ファーブル/ラ・リボット 他 

名古屋市東区東桜1-13-2 TEL(052)-971-5511 火・水・日 10:00-18:00 木・金・土10:00-20:00 月休(月曜日が祝日の場合は翌日休館) 

地下鉄東山線、名城線「栄」徒歩２分、名鉄瀬戸線「栄町」徒歩２分 

 
■名古屋市美術館 
名古屋市中心の緑豊かな白川公園の中にある美術館。黒川紀章の代表作として名高い。1988年開館。 
展示アーティスト：ジェラティン/塩田千春/島袋道浩/トム・フリードマン/フランツ・ヴェスト 他 

名古屋市中区栄2-17-25 TEL(052)-212-0001 火～木・土・日9:30-17:00 金9:30-20:00 月休(月曜日が祝日の場合は翌日休館) 

地下鉄東山線/鶴舞線「伏見」徒歩８分、地下鉄鶴舞線「大須観音」徒歩７分、地下鉄名城線「矢場町」徒歩10分 

 
■長者町会場 
江戸時代中期から昭和初期までは花街として賑わい、戦後は日本三大繊維問屋街の一つとして発展。空
きビルや駐車場用地等をトリエンナーレのスペースに活用する。サポーターズクラブ(LOVEトリーズ)
によるカフェもオープン。 
展示アーティスト：淺井裕介/ジュー・チュンリン/トーチカ/ナウィン・ラワンチャイクン/ルシア・コッホ/渡辺英司 他 

名古屋市中区錦2 11:00-19:00 (金のみ11:00-20:00）無休 

地下鉄東山線/鶴舞線「伏見」徒歩５分、地下鉄桜通線/鶴舞線「丸の内」徒歩５分 

 
■ 納屋橋会場 
堀川沿い、納屋橋の東端に位置する施設。ボウリング場などとして使用されてきたユニークな建物。 
展示・公演アーティスト：小金沢健人/カーメン・ストヤノフ/ヤン・フードン/ボリス・シャルマッツ 他 

名古屋市中区栄1-2-45  11:00-19:00 (金のみ11:00-20:00) 無休 

地下鉄東山線/鶴舞線「伏見」徒歩５分 

 

※その他、名古屋城、オアシス21、中央広小路ビル、七ツ寺共同スタジオ等の都市空間で展開するほか、様々な文化芸術施設等と連携して開催。 
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 開催スケジュール                                                                 
国際美術展スケジュール 
会場 内容 開催日 

愛知芸術文化センター 
（愛知県美術館、アートスペース） 

国際美術展、企画コンペ 

名古屋市美術館 国際美術展 
長者町会場 国際美術展、企画コンペ 
納屋橋会場 国際美術展 

 
 
8/21(土)～10/31(日) 
 

名古屋城、オアシス21、中央広小路ビル、七ツ寺共同
スタジオ、トリエンナーレ会場周辺などの都市空間 

国際美術展 
池田亮司≪spectra[nagoya]≫ 

8/21(土)～10/31(日) 
9/24(金)～25(土) 

 
パフォーミング・アーツ（愛知芸術文化センター大ホールでの公演）スケジュール 
団体名等 演目 開催日 

ローザス製作 アンヌ・テレサ・ドゥ・ケースマイケル ＋ ジ
ェローム・ベル ＋ アンサンブル・イクトゥス 

『 3Abschied ドライアップシート  
（３つの別れ） 』(日本初演)  

10/30(土)、31(日) 

 
パフォーミング・アーツ（愛知芸術文化センター小ホールでの公演）スケジュール 
団体名等 演目 開催日 

平田オリザ + 石黒浩研究室（大阪大学） ロボット版『森の奥』(世界初演) 8/21(土)～24(火) 

デルガド・フッシュ 『桃色のズボンと赤いヌバックの先の尖ったハイヒールをは

いて、襟ぐりが緩んだセーターの上に着た空色のウールのロン

グコート』(日本初演) 

9/3(金)、4(土) 

梅田宏明 『Adapting for Distortion (日本初演)  /  Haptic』 9/11(土)、12(日) 

ヤン・ファーブル 『Another Sleepy Dusty Delta Day ～またもけだ
るい灰色のデルタデー』（日本初演） 

9/18(土)～20(月祝) 

チェルフィッチュ 『わたしたちは無傷な別人である』（世界初演） 9/24(金)～26(日) 

ニブロール  『THIS IS WEATHER NEWS』（世界初演） 10/22(金)～24(日) 
ローザス ＜前売完売＞ 『ローザス・ダンス・ローザス Rosas danst Rosas』 

(愛知単独公演)   
10/26(火)～28(木)  

 
パフォーミング・アーツ（愛知芸術文化センター8階 ギャラリーGでの公演）スケジュール 
団体名等 演目 開催日 

ラ・リボット ①『Laughing Hole』 ②『PARAichi-Distinguida』 ①8/21(土)、②8/28(土)～29(日) 

ソニア・クーラナ 『Lying-down-on-the-ground: additional notes』 9/4(土) 

フォースド・エンターテイメント 『Quizoola!』 9/18(土)  

ティム・エッチェルス＆ヴラトゥカ・ホルヴァ 『Over the Table』 9/22(水)～26(日) 

アントニア・ベアー ①『Over The Shoulder』 ②『Laugh』 ①9/25(土)～26(日)、②10/1(金)～2(土) 

スティーブン・コーヘン ①『The Wandering Jew（仮）』 ②『Chandelier』 ①10月下旬、②10/23(土)～24(日) 

山川冬樹 『Pneumonia』 10/30（土）～31日（日） 
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開催スケジュール                                                                 
パフォーミング・アーツ（まちなかでの公演）スケジュール 
会場 団体名等 開催日 

名古屋市立冨士中学校プール 
愛知芸術文化センター（フォーラム） 
～長者町会場（丹羽幸（株）ミクス館） 
納屋橋会場（東陽倉庫テナントビル）等 
愛知芸術文化センター（搬入口B） 
長者町会場（料亭河文） 
長者町会場（旧モリリン名古屋支店ビル） 

野村誠 
まことクラヴ 
 
ボリス・シャルマッツ 
コンタクト・ゴンゾ 
平山素子 ＜完売＞ 
Open Reel Ensemble 

8/28(土) 
9/4(土)、5(日) 
 
8/21(土)～10/31(日) 
9/18(土)、19(日)、20(月祝) 
10/3(日)  
10/16(土)、17(日) 

 
プロデュースオペラスケジュール 
会場 演目 開催日 

愛知芸術文化センター 大ホール オッフェンバック作曲「ホフマン物語」（新制作） 
指揮＝アッシャー・フィッシュ 
演出＝粟國淳 

9/18(土)、20(月・祝) 

 
映像プログラムスケジュール 
会場 内容 開催日 

愛知芸術文化センター 小ホール 9/28(火)～10/10(日) 

長者町会場 

映像の第二世紀に向けて 

8/21(土)～10/31(日) 

 
シンポジウム等スケジュール 
会場 内容 開催日時 

愛知芸術文化センター 
 アートスペースA 

オープニングシンポジウムⅠ「国際展のミッションー東アジアからの展望」（P.13参照） 8/21(土) 13：00～ 

愛知芸術文化センター 
 アートスペースA 

オープニングシンポジウムⅡ「クロストーク～国際展の現場」 
コーディネーター 
藤川 哲（山口大学人文学部准教授） 
パネリスト 
建畠 晢（あいちトリエンナーレ2010芸術監督） 
ピエル・ルイジ・タッツィ（あいちトリエンナーレ2010キュレーター） 
ヨヘン・フォルツ（あいちトリエンナーレ2010キュレーター） 
エマニュエル・ドゥ・モンガソン（あいちトリエンナーレ2010ゲストキュレーター） 

8/22(日) 13：30～ 

愛知芸術文化センター 
 小ホール 

オープニングシンポジウムⅢ「劇場における国際芸術祭の可能性」 
パネリスト 
 平田オリザ（劇作家、演出家、青年団主宰、大阪大学教授） 
 宮城聰（演出家、SPAC芸術監督） 
 下山久（キジムナー・フェスタ＜国際児童・青少年演劇フェスティバルおきなわ＞ 

プロデューサー） 
 久野敦子（公益財団法人セゾン文化財団プログラムディレクター） 
 唐津絵理（あいちトリエンナーレ2010キュレーター＜パフォーミング・アーツ＞） 
司会 
 藤井明子（あいちトリエンナーレ2010コーディネーター＜パフォーミング・アーツ＞） 

8/22(日) 16：30～ 

愛知芸術文化センター 
 アートスペースA 

第13回アジア太平洋パフォーミングアーツセンター連盟（ＡＡＰＰＡＣ）総会 
（P.15参照） 

９/15(水)～17(金) 

※その他、ATカフェ等でアーティストやキュレーター等とのトークイベントも多数開催します。 
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 参加アーティスト一覧 （すべてアルファベット順。）                              
★：2010年3月発表アーティスト ☆：2010年6月発表アーティスト ★：20107月発表アーティスト 
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 参加アーティスト一覧 （すべてアルファベット順。）                              
★：2010年3月発表アーティスト ☆：2010年6月発表アーティスト ★：2010年7月発表アーティスト 
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 共催事業                                                                         
 
 
■共催事業                                                  
１ 国際交流基金との共催事業（日中韓文化交流フォーラム関連事業） 
○国際展シンポジウム「国際展のミッション-東アジアからの展望」 
開催日時：８/21（土）13:00～15:30（12:30開場） 
開催場所：愛知芸術文化センター12階 アートスペースA 
主催：国際交流基金、あいちトリエンナーレ実行委員会 
基調講演：福原義春((株)資生堂名誉会長、東京都写真美術館館長) 
パネルディスカッション：建畠晢（あいちトリエンナーレ2010芸術監督）/李尚燮(釜山ビエンナーレ事務局長)/李龍雨(光州ビエ

ンナーレ財団CEO)/羅一平(広州トリエンナーレ代表、広東美術館館長)/張晴(上海ビエンナーレ事務局
長、上海美術館副館長)/伊東正伸(横浜トリエンナーレ2008事務局長) 

 ※当日先着順（定員180名）  ※入場無料 
 
○西京人（さいきょうじん）による作品展示 
小沢剛（日本）、チェン・シャオション（中国）、ギムホンソック（韓国）の3名からなるアーティストユニット。個人として各地
の国際展等で活躍する中で出会い、2007年よりユニットとしての活動を開始。東京でも北京でも南京でもない「西京国」という
仮想国家の住人という設定の下で、国家や社会という枠組みに対する批評的な視線を彼ら独自のユーモアや皮肉を織り交ぜて表
現する作品を発表してきた。今回は、2008年に発表した「第二章ここは西京／旅路は彼方の世界へ」をあいちトリエンナーレ2010 
にあわせてリメイクした新作を発表する。 

  
参考画像：西京人「Welcome+to Xijing Xijing Olympics 2008」ほか 

 
２ 七ツ寺共同スタジオとの共催事業 
○七ツ寺共同スタジオプロジェクト「往還̶地熱の荒野から̶」 
前衛芸術の拠点として古くから知られる七ツ寺共同スタジオとの共催により、現代美術と演劇のコラボレーション企画を実施する。 
9/10(金)-12(日)  三田村光土里展《青い誘惑》 
9/15(水)-16(木)  米山和子展《こめのゆめ 2010 七ツ寺共同スタジオ》公開制作 
9/17(金)-19(日)   米山和子展《こめのゆめ 2010 七ツ寺共同スタジオ》 
9/24(金)-10/3(日) 栗本百合子展《the lighting》(9/27(月)は休み) 
9/26(日)      ポエトリー・リーディングの夕べ（野村喜和夫、馬場駿吉、建畠晢、市川武史（アーティスト）） 
9/29(水)-10/3(日) 栗本百合子展＋演劇《4時48分サイコシス／渇望》原作／サラ・ケイン、演出／にへいたかひろ 
10/21(木)-25(月)  演劇《りすん》原作／諏訪哲史 演出：天野天街 

 
３ 東海テレビとの共催事業 
○グラン・ドリーム・バレエ・フェス   
バレエに高い関心を有するこの地域において、地元バレエ界が従来のバレエ団の枠を超え横断的に参加するバレエの祭典を東海テ
レビとの共催により実施する。 
公演日：９/25(土)・26(日) 会場：愛知芸術文化センター大ホール 
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 共催事業                                                                           
 
 
４ 祝祭ウィークにおける公募共催事業 
 
祝祭ウィーク（10/11(月)～17(日)）に、公募選考した地元芸術団体と共催で伝統芸能、音楽、舞踊などの公演を行う。 
 
【愛知芸術文化センター大ホール】 
10/11(月・祝) 大祭2010（大治太鼓） 
10/13(水) BALLET SELECTIONS 2010（川口節子バレエ団） 
10/14(木) 躍動の祭典 コンテンポラリーダンス 2010 （社団法人現代舞踊協会中部支部） 
10/16(土) 日本舞踊名花撰 （日本舞踊名花撰制作実行委員会） 
10/17(日) 「ジゼル」全幕（越智インターナショナルバレエ） 
 

【愛知芸術文化センターコンサートホール】 
10/11（月・祝）Macbeth（マクベス）（狂言共同社） 
10/12（火） パイプオルガンと2本のトランペットの華麗なる祭典 
        ～ブラヴィッシモ Bravissimo!アイチッシモAichissimo!!（吉田 文） 
10/13（水） 光の記憶 HIKARI（グループクレアティフＫ 倉知可英＆児玉たまみ） 
10/14（木） Powerful Senior フェスティバルコンサート（蒲郡市シニア吹奏楽団） 
10/15（金） 矢野としゑ指揮による合唱音楽と美術の共演（コール・フロイデ） 
10/16（土） あいちトリエンナーレ特別演奏会  
        ～吹く、奏でる、楽しむ そして 歌い踊る～（ナゴヤディレクターズバンド） 
10/17（日） 和・洋・楽・驚・響 ～和洋協演の響き～（名古屋三曲連盟） 

 
【愛知芸術文化センター小ホール】 
10/11（月・祝） 森さちこピアノコンサート ゲスト：新澤隆志氏（森 祥子） 
10/13（水）   F・J・J・S（afterimage） 
10/15（金）   あゆみ（ままごと） 
10/16、17（土、日） 彩・祀・祭 ～SAI～（彩・祀・祭制作実行委員会） 
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 連携事業                                                                           
 
 
■第13回アジア太平洋パフォーミングアーツセンター連盟（ＡＡＰＰＡＣ）総会 
 
あいちトリエンナーレ2010開催にあわせ、アジア太平洋地域の劇場関係者が一堂に会し、年次総会を行うとともに、パフォーミ 
ングアーツに関する情報交換や意見交換を行う。 
 
 開催日  9/15（水）～17（金） 
 開催場所 愛知芸術文化センター12階 アートスペースＡ 
 主催   アジア太平洋パフォーミングアーツセンター連盟 
 内容    ・基調講演「アジア太平洋地域における文化交流圏の形成について」 
            （講師：青木保（青山大学特任教授、第１８代文化庁長官）） 
      ・年次総会 
・ ディスカッション「先進的・先端的な作品へのアプローチ」 など 
 参加者  約50人 
     ※アジア太平洋パフォーミングアーツセンター連盟（ＡＡＰＰＡＣ） 
    アジア太平洋地域の芸術・文化を発展させるため、作品、ノウハウ、スタッフの情報交換を行うための非政府的、非政治的、

非営利的な国際団体。愛知芸術文化センターは設立当初メンバー。（現在正会員11か国１地域32団体） 
 
■並行企画                                                  
 
あいちトリエンナーレ2010と同時期に開催される、愛知県内の下記会場での企画展やコンサートを「並行企画」として、一体的
かつ相互に広報展開を図る。 
 

各企画の内容（平成22年８月13日現在） 
名古屋ボストン美術館 ザ・風景 ―変貌する現代の眼 4/24-9/12 風景をテーマにした現代コレクシ

ョンを紹介 
http://www.nagoya-boston.or.jp/ 時の遊園地 4/24-6/27 

7/3-9/12 
櫃田伸也氏を含む現代作家の展覧
会 

豊田市美術館 
http://www.museum.toyota.aichi.jp 

森村泰昌 
－なにものかへのレクイエム 

6/26-9/５ 日本を代表する現代作家の個展 

 石上純也 9/18-12/26 若手現代建築家の個展 
愛知県立芸術大学芸術資料館 
http://http://www.aichi-fam-u.ac.jp 

「アイチ・ジーン」 
AICHI GENE ‒some 
floating affairs- 

9/14-10/3 愛知県ゆかりの若手作家を中心と
した現代美術展 

電気文化会館 迷宮の愉楽－ヴェネツィアに 10/6 ヴェネツィアにちなむ現代音楽の
コンサート 

中京大学 アートギャラリーＣ・スクエア 
http://www.chukyo-u.ac.jp/c-square/top.html 

冨岡奈津江 9/21～10/23 動物を象る若手現代陶芸作家の展
覧会 

碧南市藤井達吉現代美術館 
http://www.city.hekinan.aichi.jp/tatsukichimuseum/ 

庄司達 8/24～10/3 愛知県を代表する現代造形作家の
個展 

Fragmentation／フラグメ
ンテーション 

9/27～10/8 伏木啓によるイメージの断片化と
時間をモチーフとする映像作品展 

名古屋大学教養教育院プロジェクトギャラリー「clas」 
http://www.vision.ss.is.nagoya-u.ac.jp/clas/ 

ダムタイプ《S/N》アーカイ
ブ 

10/25～11/1 ダムタイプの《S/N》に関連した
映像アーカイブの展示 

愛知県陶磁資料館 
http://www.pref.aichi.jp/touji/ 

現代の陶芸-あいちトリエン
ナーレ2010によせて- 

4/1～3/31 当館所蔵の現代陶芸作品を中心に
多様な現代陶芸を紹介 

アーバンリサーチ名古屋店3階ギャラリー 
 

都市の断片 8/21～10/31 トリエンナーレ出品作家を含む現
代アーティスト（映像・立体）に
よる展覧会 

 
 
■あいちトリエンナーレ2010 パートナーシップ事業                             
  
 ○民間企業や自治体、地元文化芸術団体等が行う文化芸術事業を募集し、ホームページ等で相互に広報協力を行う。 
 ○チケット半券の提示などにより相互割引を行う。 
 ○現在、498件がパートナーシップ事業に決定。 
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 チケット販売情報                                                               
 
 
■国際美術展（現代美術） 
 
○前売券 販売期間5/1～8/20 
 普通チケット      一般 ￥1,400 大学生 ￥1,000 高校生 ￥500 
 ペアチケット      一般 ￥2,600 
 団体割引チケット    一般 ￥1,100 大学生 ￥800  高校生 ￥300 
 フリーパス       一般 ￥3,000 大学生 ￥2,000 高校生 ￥1000 
 
○当日券 販売期間8/21～10/31 
 普通チケット      一般 ￥1,800 大学生 ￥1,300 高校生 ￥700 
 団体割引チケット    一般 ￥1,400 大学生 ￥1,000 高校生 ￥400 
 フリーパス       一般 ￥3,500 大学生 ￥2,500 高校生￥1,200 
 
○チケット取り扱い 
 愛知芸術文化センター内プレイガイド TEL：052-972-0430 
 チケットぴあ             TEL：0570-02-9999（Pコード764-093） 
 イープラスe+                    http://eplus.jp/  
 ローソン               前売券（Lコード42731）当日券（Lコード42732） 
  
 ※他サークルKサンクス、ファミリーマートほか主要プレイガイドにて取り扱い。 
 ※中学生以下無料。 
 ※普通チケット1枚で全ての会場の国際美術展に入場可（各会場、入場当日に限り再入場可。会場毎に日を替えて入場可）。 
※ペアチケットは普通チケット2枚綴り、切り離して利用可。 
※フリーパスは、実券に記名の本人に限り、全ての会場の国際美術展に、何度でも入場可。 
  
 お問い合わせ先 あいちトリエンナーレ入場券管理センター TEL:052-202-1531（平日10:00－17:00 受付） 
         http://aichitriennale.jp/ 
 
 
■パフォーミング・アーツ 
  
 各公演の日程、会場、料金等はホームページでご確認ください。 
 http://aichitriennale.jp/ 
 
○チケット取り扱い 
 愛知芸術文化センター内プレイガイド TEL：052-972-0430 
 チケットぴあ            TEL：0570-02-9999  http://t.pia.jp/ 
 イープラスe+                       http://eplus.jp/ （愛知芸術文化センター大ホール・小ホール公演のみ） 
 ローソンチケット                   TEL : 0570-084-004  http://l-tike.com/（愛知芸術文化センター大ホール・小ホール公演のみ） 
 JCDNダンスリザーブ              http://dance.jcdn.org/ （愛知芸術文化センター大ホール・小ホール公演のみ） 
 
※ チケットぴあPコード、ローソンチケットLコードについてはホームページをご覧ください。 

 
 
 お問い合わせ先 あいちトリエンナーレ入場券管理センター TEL:052-202-1531（平日10:00－17:00 受付） 
         http://aichitriennale.jp/ 
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 チケット販売情報                                                            
 
 
■プロデュースオペラ「ホフマン物語」 公演日 9/18（土）、20（月・祝） 
S ￥13,000円（ペア￥23,000） A ￥9,000（ペア ￥16,200） B ￥7,000（ペア ￥12,600） 
C ￥5,000（ペア ￥9,000）   D ￥3,000（学生 ￥2,000） 
 
○チケット取り扱い場所 
 愛知芸術文化センター内プレイガイド TEL：052-972-0430 
 チケットぴあ            TEL：0570-02-9999（Pコード348-673） 
 イープラスe+                       http://eplus.jp/ 
 
 お問い合わせ先：（財）愛知県文化振興事業団 TEL：052-971-5609（平日9:00－17:30 受付） 
         http://www.aac.pref.aichi.jp/sinkou/event/hoffmann2010/index.html 
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 企画体制                                                                           
 
 
■芸術監督 
建畠 晢（国立国際美術館館長） 
1947年京都府生まれ。早稲田大学文学部仏文学科卒業後、文化庁、国立国際美術館研究官、多摩美術大学教授を経て、2005年から国立国際美術館 
館長。1990年と93年に、ヴェネツィア・ビエンナーレ日本コミッショナーを務めたほか、2001年横浜トリエンナーレアーティスティック・ディレク
ター。その他、釜山ビエンナーレエキジビション・ディレクティングを務めるなど、国際的な芸術祭の経験多数。 
 
■キュレーター 
ピエル・ルイジ・タッツィ（美術評論家、インディペンデント・キュレーター、イタリア在住） 
ヨヘン・フォルツ（インオティム現代美術センターディレクター、ブラジル在住） 
拝戸雅彦  （愛知県美術館主任学芸員） 
笠木日南子（名古屋市美術館学芸員） 
越後谷卓司 [映像担当]（愛知県文化情報センター主任学芸員） 
唐津絵理   [パフォーミング･アーツ担当]（愛知県文化情報センター主任学芸員） 
 
■ゲストキュレーター 
エマニュエル・ドゥ・モンガソン（インディペンデント・キュレーター、フランス在住） 
 
■アソシエイトキュレーター 
波岡冬見  （インディペンデント・キュレーター、スイス在住） 
原 久子   （大阪電気通信大学教授） 
 
■プロデューサー 
大脇可子   [オペラ担当]（(財)愛知県文化振興事業団主査） 
 
■コーディネーター 
藤井明子   [パフォーミング・アーツ担当]（愛知県文化情報センター主任学芸員） 
水野 学    [音楽担当]（(財）愛知県文化振興事業団主任） 
 
■エデュケーター 
伊藤優子   [美術担当]（フリーランス・エデュケーター） 
 
■アーキテクト 
武藤 隆  （アーキテクト、大同大学准教授） 
 
■アシスタントキュレーター（現代美術） 
林 育正 (インディペンデント・キュレーター)/吉田有里 (インディペンデント・キュレーター)/岡村知子 (インディペンデント・キュレーター) / 
副田一穂 (愛知県美術館学芸員)/野口絵里子 (愛知県国際芸術祭推進室主事)/小澤京子 (インディペンデント・キュレーター)/ 
赤井あずみ (愛知県国際芸術祭推進室主事） 
 
■アシスタントキュレーター（パフォーミング・アーツ） 
山口佳子 [パフォーミング・アーツ担当]（NPO法人アルファルファ代表）/本多康紀（愛知県国際芸術祭推進室主事）/岩佐暁子（愛知県国際芸術祭推進室主事） 
 
■企画コンペコーディネーター 
野田路子 (愛知県国際芸術祭推進室主事) /田中由紀子 (フリーランス・コーディネーター） 
 
■アシスタントエデュケーター 
鵜飼幸代 (中学校非常勤講師)/一柳初恵 (小学校造形講師)/近藤令子（愛知県国際芸術祭推進室主事）/松村淳子 (フリーランス・エデュケーター) 
徳重道朗（フリーランス・エデュケーター） 
 
■ アシスタント・アーキテクト 
赤坂知也 (アーキテクト） 
 
■ エディター 
中西園子 (愛知県国際芸術祭推進室主事)/かないみき（フリーランス・エディター） 
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サポート体制                                                                            
 
 
■ボランティア 
トリエンナーレの会場運営、ガイドツアー、アーティストサポートなどの業務を、広く一般から募ったボランティアがサポート。トリエンナーレを盛
り上げる。現在、延べ2,173名が登録 
 
■あいちトリエンナーレ・サポーターズクラブ 
「あいちトリエンナーレ2010」のファンクラブともいうべき「あいちトリエンナーレ・サポーターズクラブ（LOVEトリーズ）」を設置。会員が企画・
運営にも関わり、楽しみながら参加できる様々な事業を通して、トリエンナーレを支えていく仕組み作りを行い、次回トリエンナーレに向けた継続的
な活動を目指す。 
7月1日、会員募集を開始し、8月11日現在390人が登録。7月17日、長者町会場万勝S館（名古屋市中区錦二丁目10番30号）に、会員の交流などを目
的としたたまり場（ATカフェ）をオープンし、トリエンナーレスクール、アートイベントや独自企画を随時実施中。 
 
■トリエンナーレスクール 
4月以降6月末まで、トリエンナーレ参加アーティストの紹介などを内容とした春期トリエンナーレスクールを、あいちトリエンナーレ実行委員会が主
催して５回実施。計574人が参加。７月以降は、あいちトリエンナーレ・サポーターズクラブが主催し、会員がトリエンナーレに楽しみながら参加し
ていただけるよう、アーティストや専門家などによるレクチャー＋勉強会などを、長者町会場万勝S館で月２回程度計７回開催中。 
 

 
 

お問い合わせ                                                          
 
 
あいちトリエンナーレ2010概要など全体ついてのお問い合わせ 
 
あいちトリエンナーレ実行委員会事務局 
（愛知県県民生活部文化芸術課国際芸術祭推進室内） 
 
〒461-8525愛知県名古屋市東区東桜1-13-2 愛知芸術文化センター6階 
代表：052-971-6111（コールセンター） 
 なお、下記ダイヤルインを採用しておりますのでご利用ください。 
  広報全般：052-971-6114 
国際美術展、現代美術展企画コンペ、映像プログラム：052-971-6113  
パフォーミング・アーツ：052-971-6124（愛知芸術文化センター大ホール・小ホールでの公演） 

    052-971-6113（愛知芸術文化センター８階ギャラリーGでの公演）  
    052-971-6125（まちなかでの公演） 

プロデュースオペラ：052-971-5609 
普及・教育：052-971-6131 

 
FAX：052-971-6115 
E-mail：geijutsusai@pref.aichi.lg.jp 
http://aichitriennale.jp/ 
 
 
画像他、広報資料等についてのお問い合わせ 
ナンジョウアンドアソシエイツ 
 
〒150-0033東京都渋谷区猿楽町30-8 ツインビル代官山B-102 
TEL：03-3461-0975 FAX：03-3780-0753 
E-mail：aichi@nanjo.com（担当：西山、市川） 

 


