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1986 【現場‘86】、展カタログ（実行委員会刊）
　　　　斉藤文春：「美術の現場－現場の美術」、河北新聞12月7日号

1987 【TAKIZAWA  ART  FIELD‘87 】、展カタログ（実行委員会刊）　
 【いわきの新鋭10人展】、カタログ（実行委員会刊）
 【現場‘87】、展カタログ（実行委員会刊）

1989 【TAKIZAWA  ART  FIELD ‘89】、展カタログ（実行委員会刊）　
 【希望の森の秋‘89】、展カタログ（実行委員会刊）

1990 【いわきの新鋭9人展】、カタログ（実行委員会刊）
 【ART LANDSCAPE IN IWAKI ‘90】、展カタログ（実行委員会刊）

1991 【New Art　Scene　In　Iwaki/Infinite　Light】、個展カタログ
 （いわき市立美術館）・平野明彦：［聖なる空間としてのミュ－ジアム］　
 【いわき市美術展20年の歩み展】、カタログ（いわき市立美術館）
 ［若手作家に発表の場　市立美術館］、いわき民報新聞　6月3日号夕刊
 ［キラリ輝く若いセンス『ニュ－ア－ト展』開く］、読売新聞　6月9日号
 ［見事な光の芸術を披露新しい美術模索若手作家の吉田さん］、福島民報6月10日
 ［生と死見事に表現　吉田重信さんの作品展］、福島民友新聞　10月14日号
 ［画廊の空間生かし　死に偏った生表現］、いわき民報新聞　10月19日号夕刊

1992 ［NEW ART SCENE IN IWAKIについて－企画に寄せられた4作家の言葉ー］
 （いわき市立美術館ニュ－ス　THE GALLERY　17号）

1993 平野明彦：［親愛なる吉田君へ］、『うえいぶ』1月号（いわき地域学会刊）
 【光跡】、カタログ（自費出版）

1994－【クオリテリオム/Bio-Morph】、個展カタログ（水戸芸術館）
 渡部誠一：［再生の光］
 小泉晋弥：［吉田重信の表現］、『うえいぶ』7月号（いわき地域学会刊）
 （座談会）：［吉田重信の光から］、安藤栄作・鈴木蛙土・平野明彦
 『うえいぶ』7月号（いわき地域学会刊）
 杉浦友治：［個展によせて］、すまいギャラリ－個展案内状
 【光と影－うつろいの詩学】、展カタログ（広島市現代美術館）
 小田るな：作家評論

1995 ［吉田重信展－光跡－］、『月刊ギャラリ－』5月号
 田辺恭臣：［俳句の無限回路］、『未定』67号
 星　雅樹：［僕らにも虹できるんだ］、下野新聞　9月14日号
 【地球大美術】、『美術手帳』11月号
 青木　徹：［ワ－ク・ショップ　虹ヲアツメル］、美育文化　12月1日号
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1996 青木　徹：［ワ－ク　ショップの試み・開かれた学校を目指して］ 教育美術　1月1日号　
 青木　徹：［ワ－ク　ショップ「虹ヲアツメル」と美術教育における想像力］ 美育文化　1月1日号
 星　雅樹：［虹の作品の試みの一端を紹介］、下野新聞　3月26日号
 Holger Drees：［SOLAR ART］、『NEW OBSERVATIONS』111
 【光へのまなざし－佐藤時啓+吉田重信】、展カタログ（いわき市立美術館）
 平野明彦：［震える－吉田重信のインスタレイションについて］　
 ［写真と太陽の幻想的な世界を］、福島民友新聞　11月26日号
 ［現れ消えゆく人間を光で表現］、朝日新聞 11月26日号
 平野明彦：［光へのまなざし－佐藤時啓と吉田重信の場合］
 （いわき市立美術館ニュース　The　Gallery　25号）

1997 田中三蔵：［森ニイマス展・美術を身近に、意思が見える］朝日新聞　8月7日号
 ［森ニイマス］、『月刊ギャラリ－』7月号
 石川健次：［森ニイマス・全身体験優先し楽しむ］毎日新聞　8月7日号夕刊
 【森ニイマス】、展カタログ（宇都宮美術館）
 岡本康明：作家評論・谷　新：作家評論
 鈴木蛙土：［未知なる光］、（いわき市立美術館ニュ－ス　The Gallery 27号）
 三浦俊彦：［自然公園の中の人工森林浴］、『太陽』11月号　NO.443（株）平凡社
 【光をつかむ－素材としての光の現れ】、展カタログ（O美術館）
 天野一夫：作家評論
 ［我をまぶしくてらしたまえ。光ばかりの展覧会］、『nikker art』　12月号
 ［光のア－ト］、読売新聞　11月25日号
 宝田正彦：［光にも思索的なほの暗さ］日本経済新聞　12月10日号
 谷　新：【日本近代美術の潮流】、展カタログ（宇都宮美術館）
 【ART TOWER MITO Contemporary Art Center & ART WORDS 90s】
 （水戸芸術館現代美術センター）

1998 吉崎桂子：［光をつかむ－素材としての光の現れ　展］、美育ニュ－ス
 『美育文化』　2月1日号　美育文化協会刊
 山本郁夫：［ここまでできる!最新ミュ－ジアム・エデュケ－ション］
 『ミュ－ジアム・マガジンDOME 36』日本文教出版（株）
 和田光孝［“吉田重信に"］個展カタログ（Gallery SOL）
 【手のわざ・時のわざ】、展カタログ（ハラ ミュ－ジアム ア－ク）
 坪内雅美：作家評論
 坪内雅美：［手のわざ・時のわざ］（Hara Museum REVIEW.no.41）
　　　 日影育子：［光とあそぼう!影とあそぼう!］
 （月刊ク－ヨン 11月号）クレヨンハウス
 坪内雅美：［手のわざ・時のわざ展　回想］（Hara Museum REVIEW.no.42）
 ［第10回CSデザイン賞］（日経デザイン　9月号）日経BP社

1999 【ART-ING TOKYO 1999：21×21】、展カタログ（セゾンアートプログラム）
 彦坂尚嘉：［1999年現代日本美術史論「アートイング東京1999：21×21を見て」］

 セゾンアートプログラム・ジャーナル　2号　SAP

2000 平野明彦：［ある美術館の試み、いわき市立美術館の場合］
 セゾンアートプログラム・ジャーナル　4号　SAP
 【旅籠町　町屋プロジェクト】、展カタログ
 ［旅籠町　町屋プロジェクト］『ギャラリ－Gallery』5月号
 提髪明男：［INTERCOMMUNICATION］『書道界』7月号
 【境界を超えてーpart2】、展カタログ（いわき市立美術館）
 杉浦友治：作家評論
 ［人工の虹できた－御厩小でワ－クショップ］福島民友　3月9日号
 ［御厩小でワ－クショップ］Times いわきインタ－ネット新聞　3月10日号
 【吉田重信　個展】、展カタログ（エキジビション・スペ－ス）
 小泉晋弥：作家評論
 高山れおな：［吉田重信のプリズム特急］『芸術新潮』11月号
 2001－［市美展30周年記念］（いわき市立美術館ニュ－ス　THE GALLERY　34号）
 ［不思議アートに興味津々－狛江児童センタ－］読売新聞　3月20日号　
 【FACTS OF LIFE】展カタログ（Hayward Gallery  London  UK） 
 【from Arkhipov to Zittel】Selected Ikon Off-site Projects 2000-2001　
 （IKON Gallery Birmingham UK）
 ［英国立美術館－日本展に招待出品］いわき民報社　10月18日号
 ［英の風景写真－吉田重信展］福島民報　12月5日号
 ［にじ色に舞う車窓－吉田重信展］朝日新聞　12月6日号
 ［ロンドンの町並みを］いわき民報社　12月8日号
 【虹ヲアツメル・虹ノカンサツ】パンフレット（岩手県立美術館）

2002 ［水と鏡で虹を作り出す］盛岡タイムス　1月15日号
 ［わたしをかたる－吉田重信］朝日サリ－vol.163 号
 ［10月にア－トさんぽ］いわき民報社　8月16日号
 【吉田重信展】パンフレット（中京大学ア－トギャラリ－C・スクエア）
 【和泉シティプラザア－トワ－ク】パンフレット（和泉シティプラザ　大阪）
 ［PROJECTIONS WORKS IN PROGRESS］THE JAPAN ARCHITECT JA45（新建築社）
 2003－【宮城県美術館年報】公開制作虹ヲアツメルインスタタレ－ション（宮城県美術館）
 ［日本―トルコ友好の掛け橋に］福島民報新聞社　9月13日号
 ［トルコで日本現代美術展］いわき民報社　9月20日号
 【UFUK 現代日本美術展】カタログ（実行委員会刊）
 【TURKEY Koinobori Project】カタログ（自費出版）
 2004－［個性あふれる芸術 発信］福島民友　3月8日号
 ［5人がグル－プ展］いわき民報　3月23日号
 ［再び始まる美術の夢］福島民報　3月30日号
 【Now、Here and As Bars As Can Be】展カタログ（AKBANK Gallery Istanbul Turkey）
 【色の博物誌　黄】展カタログ（目黒区美術館）
 奥村雄樹：［ギャラリ－レビュ－］『美術手帖』2005　1月号

 佐藤竜平：［ART REPORT］『美術の窓』2005　1月号
 【アトリエ美術館vol.8 吉田重信】記録集（枚方市立御殿山美術センタ－）　

2005 【虹がいっぱい吉田重信展】パンフレット（安曇野ちひろ美術館2005）
 ［美術館・友の会だより］No.36 （安曇野ちひろ美術館）
 ［Breathing Light 吉田重信］福島民友　6月24日号
 ［光素材に映像一堂に］福島民友　6月30日号
 ［壁にゆらゆら「虹」のア－ト］信濃毎日新聞　7月9日号
 ［虹つかまえた］市民タイムス　7月9日号
 ［鏡と水で虹づくり］大糸タイムス　7月9日号
 【－虹がいっぱい－吉田重信展】No.37（安曇野ちひろ美術館） 
 ［光欲び幻想美 映し出す］朝日新聞　9月22日号
 【吉田重信の十年】（座談会）安藤栄作 織田千代 小泉晋也 平野明彦
 『うえいぶ』34号 いわき地域学会刊
 【－虹がいっぱい－吉田重信展　活動報告】No.38 （安曇野ちひろ美術館）
 【2005 安曇野ちひろ美術館の教育普及活動】No.39 （安曇野ちひろ美術館）　
 平野明彦：【絵画のちからについて－吉田重信の作品から】いわき民報社
 11月24日号/12月1日号/12月8日号

2006 【虹をつくろう】（ずかん百科 科学）　株式会社学習研究社
 【いわきの美術状況】創造44号 いわき未来づくりセンタ－（いわき市役所）
 【ア－トで遊ぶ丸の内】Marunouchi Euent BOX vol.16 （株）菱芸出版　
 【吉田重信　個展『寂光』】展カタログ（エキジビション・スペ－ス）
 『寂光』非物質的な光への道・清水敏男：作家評論
 【ART WORKS for aiina】いわて県民情報交流センタ－　岩手県
 【福島現代美術ビエンナ－レ】mon mo2006No.9 （株）ふくしまを楽しむ大人の情報誌
 ［光の作家］いわき民報　9月9日号
 【来ぶらり南郷　大東市立図書館・大東市立生涯学習ル－ム】近代建築7 Vol・60 July 2006
 【いわきの美術の今－渦巻く光、吉田重信】楠　いわき市立美術館友の会通信 Vol・43
 【光と影】展カタログ（東京都写真美術館）

2007 【美術1】（高等学校用芸術教科書）　光村図書出版株式会社　2月5日発行

2009 【IMAGET×INAGE】展カタログ（千葉大学・千葉市美術館）
 稲毛のイメ－ジについて・半田滋男：評論
 【世界のアプロ－チ】展 ギャラリ－・ガイド（いわき市立美術館）
 1999年4月30日、Bordeaux・杉浦友治：作家評論
 平野明彦［ニュ－ア－トシ－ン・インいわきに登場した作家たち　吉田重信］いわき民報3月11日号
 ［世界へのアプロ－チ］展　いわき民報　4月9日号
 ［吉田重信］展　Richer  2009 MAY　京阪神エルマガジン社　5月号
 小吹隆文：［映像で見る彼岸の光・吉田重信］展　京都新聞社　4月11日号
 ［世界へのアプロ－チ］展開幕：いわき市立美術館　いわき民報社　4月11日号

 ［虹ヲアツメル］ワ－クショップ：いわき市立美術館　いわき民報社　4月13日号
 ［吉田重信　ヒカリノミチ］展　ぴあ関西版　4月16日発行
 ［RAINBOW FIELD 吉田重信］展パンフレット（りょうぜんこどもの村ミュ－ジアム）

2010 【吉田重信　個展『臨在の光』】展カタログ（エキジビション・スペ－ス）
 『臨在の光』モノクロ－ムの謎・港千尋：写真家/多摩美術大学教授
 【いつも静に笑っている】展カタログ（元気なア－トプロジェクト実行委員会）
 ［吉田重信個展］　いわき民報　4月27日号
 ［青いアクリルで光を表現・吉田重信個展］　福島民報　4月27日号
 佐々木吉晴：［吉田重信が平和願い諸国から］　いわき民報　5月6日号
 ［アクアマリン・潮風ア－ト茶会・潮風受けてお茶楽しむ］いわき民報　5月18日号
 ［アクアマリン・潮風ア－ト茶会・趣向を楽しみ一服］　福島民報　5月18日号
 ［アクアマリン・潮風ア－ト茶会・感性楽しみ一服］　福島民友　5月18日号
 ［芸術家いわきに集結・10月にARTトリエンナ－レ］　福島民報　8月22日号
 ［吉田重信展・心ノ虹］　小吹隆文ア－トのこぶ ブログ　9月13日
 ［吉田重信展・心ノ虹］　art scape 小吹隆文のレビュ－　9月13日
 ［美術でいわきにインパクトを!総勢76人が参加するア－トの祭典］いわき民報　9月15日号
 ［若手芸術家いわきに集合・トリエンナ－レ］　福島民報　10月1日号
 ［若手芸術家が競演・トリエンナ－レ2010］　福島民友　10月2日号
 ［若手芸術家「やる気」表現］　福島民友　10月3日号
 ［芸術家77人・ア－ト共演］　福島民報　10月3日号
 ［若手芸術家の感性光る・開幕のARTトリエンナ－レ］　福島民報　10月4日号
 ［芸術の世界会場包む・IWAKI ARTトリエンナ－レ］　福島民友　10月号
 ［ARTトリエンナ－レ閉幕］　福島民報　10月13日号  
 ［現代美術、可能性語る・トリエンナ－レ、青空シンポ］　福島民友　10月15日号
 ［ア－ティスト77人が作品展示・IWAKIトア－トリエンナ－レ］いわき民報　10月18日号
 【gallerism・画廊の視点】展カタログ（gallerism2010実行委員会）
 ［会津・漆の芸術祭 まちなかア－ト空間］福島県広報課　福島民報　 9月26日号
 ［うるしのくに会津・芸術祭でア－トと出会う/其の三］情報ナビTime　福島民報11月4日号
 ［特集・地域づくり考－いわきア－トトリエンナ－レ2010］日々の新聞　10月15日号
 ［会津・漆の芸術祭］ 福島県内イベント案内　ふくしま文化情報　10月号
 ［いわき/福島/会津 ア－ト・トライアングルを語る］チラシ（会津・漆の芸術祭事務局）
 【会津・漆の芸術祭】展ガイドブック（会津・漆の芸術祭事務局） 
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 （座談会）：［吉田重信の光から］、安藤栄作・鈴木蛙土・平野明彦
 『うえいぶ』7月号（いわき地域学会刊）
 杉浦友治：［個展によせて］、すまいギャラリ－個展案内状
 【光と影－うつろいの詩学】、展カタログ（広島市現代美術館）
 小田るな：作家評論

1995 ［吉田重信展－光跡－］、『月刊ギャラリ－』5月号
 田辺恭臣：［俳句の無限回路］、『未定』67号
 星　雅樹：［僕らにも虹できるんだ］、下野新聞　9月14日号
 【地球大美術】、『美術手帳』11月号
 青木　徹：［ワ－ク・ショップ　虹ヲアツメル］、美育文化　12月1日号

1996 青木　徹：［ワ－ク　ショップの試み・開かれた学校を目指して］ 教育美術　1月1日号　
 青木　徹：［ワ－ク　ショップ「虹ヲアツメル」と美術教育における想像力］ 美育文化　1月1日号
 星　雅樹：［虹の作品の試みの一端を紹介］、下野新聞　3月26日号
 Holger Drees：［SOLAR ART］、『NEW OBSERVATIONS』111
 【光へのまなざし－佐藤時啓+吉田重信】、展カタログ（いわき市立美術館）
 平野明彦：［震える－吉田重信のインスタレイションについて］　
 ［写真と太陽の幻想的な世界を］、福島民友新聞　11月26日号
 ［現れ消えゆく人間を光で表現］、朝日新聞 11月26日号
 平野明彦：［光へのまなざし－佐藤時啓と吉田重信の場合］
 （いわき市立美術館ニュース　The　Gallery　25号）

1997 田中三蔵：［森ニイマス展・美術を身近に、意思が見える］朝日新聞　8月7日号
 ［森ニイマス］、『月刊ギャラリ－』7月号
 石川健次：［森ニイマス・全身体験優先し楽しむ］毎日新聞　8月7日号夕刊
 【森ニイマス】、展カタログ（宇都宮美術館）
 岡本康明：作家評論・谷　新：作家評論
 鈴木蛙土：［未知なる光］、（いわき市立美術館ニュ－ス　The Gallery 27号）
 三浦俊彦：［自然公園の中の人工森林浴］、『太陽』11月号　NO.443（株）平凡社
 【光をつかむ－素材としての光の現れ】、展カタログ（O美術館）
 天野一夫：作家評論
 ［我をまぶしくてらしたまえ。光ばかりの展覧会］、『nikker art』　12月号
 ［光のア－ト］、読売新聞　11月25日号
 宝田正彦：［光にも思索的なほの暗さ］日本経済新聞　12月10日号
 谷　新：【日本近代美術の潮流】、展カタログ（宇都宮美術館）
 【ART TOWER MITO Contemporary Art Center & ART WORDS 90s】
 （水戸芸術館現代美術センター）

1998 吉崎桂子：［光をつかむ－素材としての光の現れ　展］、美育ニュ－ス
 『美育文化』　2月1日号　美育文化協会刊
 山本郁夫：［ここまでできる!最新ミュ－ジアム・エデュケ－ション］
 『ミュ－ジアム・マガジンDOME 36』日本文教出版（株）
 和田光孝［“吉田重信に"］個展カタログ（Gallery SOL）
 【手のわざ・時のわざ】、展カタログ（ハラ ミュ－ジアム ア－ク）
 坪内雅美：作家評論
 坪内雅美：［手のわざ・時のわざ］（Hara Museum REVIEW.no.41）
　　　 日影育子：［光とあそぼう!影とあそぼう!］
 （月刊ク－ヨン 11月号）クレヨンハウス
 坪内雅美：［手のわざ・時のわざ展　回想］（Hara Museum REVIEW.no.42）
 ［第10回CSデザイン賞］（日経デザイン　9月号）日経BP社

1999 【ART-ING TOKYO 1999：21×21】、展カタログ（セゾンアートプログラム）
 彦坂尚嘉：［1999年現代日本美術史論「アートイング東京1999：21×21を見て」］

2

 セゾンアートプログラム・ジャーナル　2号　SAP

2000 平野明彦：［ある美術館の試み、いわき市立美術館の場合］
 セゾンアートプログラム・ジャーナル　4号　SAP
 【旅籠町　町屋プロジェクト】、展カタログ
 ［旅籠町　町屋プロジェクト］『ギャラリ－Gallery』5月号
 提髪明男：［INTERCOMMUNICATION］『書道界』7月号
 【境界を超えてーpart2】、展カタログ（いわき市立美術館）
 杉浦友治：作家評論
 ［人工の虹できた－御厩小でワ－クショップ］福島民友　3月9日号
 ［御厩小でワ－クショップ］Times いわきインタ－ネット新聞　3月10日号
 【吉田重信　個展】、展カタログ（エキジビション・スペ－ス）
 小泉晋弥：作家評論
 高山れおな：［吉田重信のプリズム特急］『芸術新潮』11月号
 2001－［市美展30周年記念］（いわき市立美術館ニュ－ス　THE GALLERY　34号）
 ［不思議アートに興味津々－狛江児童センタ－］読売新聞　3月20日号　
 【FACTS OF LIFE】展カタログ（Hayward Gallery  London  UK） 
 【from Arkhipov to Zittel】Selected Ikon Off-site Projects 2000-2001　
 （IKON Gallery Birmingham UK）
 ［英国立美術館－日本展に招待出品］いわき民報社　10月18日号
 ［英の風景写真－吉田重信展］福島民報　12月5日号
 ［にじ色に舞う車窓－吉田重信展］朝日新聞　12月6日号
 ［ロンドンの町並みを］いわき民報社　12月8日号
 【虹ヲアツメル・虹ノカンサツ】パンフレット（岩手県立美術館）

2002 ［水と鏡で虹を作り出す］盛岡タイムス　1月15日号
 ［わたしをかたる－吉田重信］朝日サリ－vol.163 号
 ［10月にア－トさんぽ］いわき民報社　8月16日号
 【吉田重信展】パンフレット（中京大学ア－トギャラリ－C・スクエア）
 【和泉シティプラザア－トワ－ク】パンフレット（和泉シティプラザ　大阪）
 ［PROJECTIONS WORKS IN PROGRESS］THE JAPAN ARCHITECT JA45（新建築社）
 2003－【宮城県美術館年報】公開制作虹ヲアツメルインスタタレ－ション（宮城県美術館）
 ［日本―トルコ友好の掛け橋に］福島民報新聞社　9月13日号
 ［トルコで日本現代美術展］いわき民報社　9月20日号
 【UFUK 現代日本美術展】カタログ（実行委員会刊）
 【TURKEY Koinobori Project】カタログ（自費出版）
 2004－［個性あふれる芸術 発信］福島民友　3月8日号
 ［5人がグル－プ展］いわき民報　3月23日号
 ［再び始まる美術の夢］福島民報　3月30日号
 【Now、Here and As Bars As Can Be】展カタログ（AKBANK Gallery Istanbul Turkey）
 【色の博物誌　黄】展カタログ（目黒区美術館）
 奥村雄樹：［ギャラリ－レビュ－］『美術手帖』2005　1月号

 佐藤竜平：［ART REPORT］『美術の窓』2005　1月号
 【アトリエ美術館vol.8 吉田重信】記録集（枚方市立御殿山美術センタ－）　

2005 【虹がいっぱい吉田重信展】パンフレット（安曇野ちひろ美術館2005）
 ［美術館・友の会だより］No.36 （安曇野ちひろ美術館）
 ［Breathing Light 吉田重信］福島民友　6月24日号
 ［光素材に映像一堂に］福島民友　6月30日号
 ［壁にゆらゆら「虹」のア－ト］信濃毎日新聞　7月9日号
 ［虹つかまえた］市民タイムス　7月9日号
 ［鏡と水で虹づくり］大糸タイムス　7月9日号
 【－虹がいっぱい－吉田重信展】No.37（安曇野ちひろ美術館） 
 ［光欲び幻想美 映し出す］朝日新聞　9月22日号
 【吉田重信の十年】（座談会）安藤栄作 織田千代 小泉晋也 平野明彦
 『うえいぶ』34号 いわき地域学会刊
 【－虹がいっぱい－吉田重信展　活動報告】No.38 （安曇野ちひろ美術館）
 【2005 安曇野ちひろ美術館の教育普及活動】No.39 （安曇野ちひろ美術館）　
 平野明彦：【絵画のちからについて－吉田重信の作品から】いわき民報社
 11月24日号/12月1日号/12月8日号

2006 【虹をつくろう】（ずかん百科 科学）　株式会社学習研究社
 【いわきの美術状況】創造44号 いわき未来づくりセンタ－（いわき市役所）
 【ア－トで遊ぶ丸の内】Marunouchi Euent BOX vol.16 （株）菱芸出版　
 【吉田重信　個展『寂光』】展カタログ（エキジビション・スペ－ス）
 『寂光』非物質的な光への道・清水敏男：作家評論
 【ART WORKS for aiina】いわて県民情報交流センタ－　岩手県
 【福島現代美術ビエンナ－レ】mon mo2006No.9 （株）ふくしまを楽しむ大人の情報誌
 ［光の作家］いわき民報　9月9日号
 【来ぶらり南郷　大東市立図書館・大東市立生涯学習ル－ム】近代建築7 Vol・60 July 2006
 【いわきの美術の今－渦巻く光、吉田重信】楠　いわき市立美術館友の会通信 Vol・43
 【光と影】展カタログ（東京都写真美術館）

2007 【美術1】（高等学校用芸術教科書）　光村図書出版株式会社　2月5日発行

2009 【IMAGET×INAGE】展カタログ（千葉大学・千葉市美術館）
 稲毛のイメ－ジについて・半田滋男：評論
 【世界のアプロ－チ】展 ギャラリ－・ガイド（いわき市立美術館）
 1999年4月30日、Bordeaux・杉浦友治：作家評論
 平野明彦［ニュ－ア－トシ－ン・インいわきに登場した作家たち　吉田重信］いわき民報3月11日号
 ［世界へのアプロ－チ］展　いわき民報　4月9日号
 ［吉田重信］展　Richer  2009 MAY　京阪神エルマガジン社　5月号
 小吹隆文：［映像で見る彼岸の光・吉田重信］展　京都新聞社　4月11日号
 ［世界へのアプロ－チ］展開幕：いわき市立美術館　いわき民報社　4月11日号

 ［虹ヲアツメル］ワ－クショップ：いわき市立美術館　いわき民報社　4月13日号
 ［吉田重信　ヒカリノミチ］展　ぴあ関西版　4月16日発行
 ［RAINBOW FIELD 吉田重信］展パンフレット（りょうぜんこどもの村ミュ－ジアム）

2010 【吉田重信　個展『臨在の光』】展カタログ（エキジビション・スペ－ス）
 『臨在の光』モノクロ－ムの謎・港千尋：写真家/多摩美術大学教授
 【いつも静に笑っている】展カタログ（元気なア－トプロジェクト実行委員会）
 ［吉田重信個展］　いわき民報　4月27日号
 ［青いアクリルで光を表現・吉田重信個展］　福島民報　4月27日号
 佐々木吉晴：［吉田重信が平和願い諸国から］　いわき民報　5月6日号
 ［アクアマリン・潮風ア－ト茶会・潮風受けてお茶楽しむ］いわき民報　5月18日号
 ［アクアマリン・潮風ア－ト茶会・趣向を楽しみ一服］　福島民報　5月18日号
 ［アクアマリン・潮風ア－ト茶会・感性楽しみ一服］　福島民友　5月18日号
 ［芸術家いわきに集結・10月にARTトリエンナ－レ］　福島民報　8月22日号
 ［吉田重信展・心ノ虹］　小吹隆文ア－トのこぶ ブログ　9月13日
 ［吉田重信展・心ノ虹］　art scape 小吹隆文のレビュ－　9月13日
 ［美術でいわきにインパクトを!総勢76人が参加するア－トの祭典］いわき民報　9月15日号
 ［若手芸術家いわきに集合・トリエンナ－レ］　福島民報　10月1日号
 ［若手芸術家が競演・トリエンナ－レ2010］　福島民友　10月2日号
 ［若手芸術家「やる気」表現］　福島民友　10月3日号
 ［芸術家77人・ア－ト共演］　福島民報　10月3日号
 ［若手芸術家の感性光る・開幕のARTトリエンナ－レ］　福島民報　10月4日号
 ［芸術の世界会場包む・IWAKI ARTトリエンナ－レ］　福島民友　10月号
 ［ARTトリエンナ－レ閉幕］　福島民報　10月13日号  
 ［現代美術、可能性語る・トリエンナ－レ、青空シンポ］　福島民友　10月15日号
 ［ア－ティスト77人が作品展示・IWAKIトア－トリエンナ－レ］いわき民報　10月18日号
 【gallerism・画廊の視点】展カタログ（gallerism2010実行委員会）
 ［会津・漆の芸術祭 まちなかア－ト空間］福島県広報課　福島民報　 9月26日号
 ［うるしのくに会津・芸術祭でア－トと出会う/其の三］情報ナビTime　福島民報11月4日号
 ［特集・地域づくり考－いわきア－トトリエンナ－レ2010］日々の新聞　10月15日号
 ［会津・漆の芸術祭］ 福島県内イベント案内　ふくしま文化情報　10月号
 ［いわき/福島/会津 ア－ト・トライアングルを語る］チラシ（会津・漆の芸術祭事務局）
 【会津・漆の芸術祭】展ガイドブック（会津・漆の芸術祭事務局） 



1986 【現場‘86】、展カタログ（実行委員会刊）
　　　　斉藤文春：「美術の現場－現場の美術」、河北新聞12月7日号

1987 【TAKIZAWA  ART  FIELD‘87 】、展カタログ（実行委員会刊）　
 【いわきの新鋭10人展】、カタログ（実行委員会刊）
 【現場‘87】、展カタログ（実行委員会刊）

1989 【TAKIZAWA  ART  FIELD ‘89】、展カタログ（実行委員会刊）　
 【希望の森の秋‘89】、展カタログ（実行委員会刊）

1990 【いわきの新鋭9人展】、カタログ（実行委員会刊）
 【ART LANDSCAPE IN IWAKI ‘90】、展カタログ（実行委員会刊）

1991 【New Art　Scene　In　Iwaki/Infinite　Light】、個展カタログ
 （いわき市立美術館）・平野明彦：［聖なる空間としてのミュ－ジアム］　
 【いわき市美術展20年の歩み展】、カタログ（いわき市立美術館）
 ［若手作家に発表の場　市立美術館］、いわき民報新聞　6月3日号夕刊
 ［キラリ輝く若いセンス『ニュ－ア－ト展』開く］、読売新聞　6月9日号
 ［見事な光の芸術を披露新しい美術模索若手作家の吉田さん］、福島民報6月10日
 ［生と死見事に表現　吉田重信さんの作品展］、福島民友新聞　10月14日号
 ［画廊の空間生かし　死に偏った生表現］、いわき民報新聞　10月19日号夕刊

1992 ［NEW ART SCENE IN IWAKIについて－企画に寄せられた4作家の言葉ー］
 （いわき市立美術館ニュ－ス　THE GALLERY　17号）

1993 平野明彦：［親愛なる吉田君へ］、『うえいぶ』1月号（いわき地域学会刊）
 【光跡】、カタログ（自費出版）

1994－【クオリテリオム/Bio-Morph】、個展カタログ（水戸芸術館）
 渡部誠一：［再生の光］
 小泉晋弥：［吉田重信の表現］、『うえいぶ』7月号（いわき地域学会刊）
 （座談会）：［吉田重信の光から］、安藤栄作・鈴木蛙土・平野明彦
 『うえいぶ』7月号（いわき地域学会刊）
 杉浦友治：［個展によせて］、すまいギャラリ－個展案内状
 【光と影－うつろいの詩学】、展カタログ（広島市現代美術館）
 小田るな：作家評論

1995 ［吉田重信展－光跡－］、『月刊ギャラリ－』5月号
 田辺恭臣：［俳句の無限回路］、『未定』67号
 星　雅樹：［僕らにも虹できるんだ］、下野新聞　9月14日号
 【地球大美術】、『美術手帳』11月号
 青木　徹：［ワ－ク・ショップ　虹ヲアツメル］、美育文化　12月1日号

1996 青木　徹：［ワ－ク　ショップの試み・開かれた学校を目指して］ 教育美術　1月1日号　
 青木　徹：［ワ－ク　ショップ「虹ヲアツメル」と美術教育における想像力］ 美育文化　1月1日号
 星　雅樹：［虹の作品の試みの一端を紹介］、下野新聞　3月26日号
 Holger Drees：［SOLAR ART］、『NEW OBSERVATIONS』111
 【光へのまなざし－佐藤時啓+吉田重信】、展カタログ（いわき市立美術館）
 平野明彦：［震える－吉田重信のインスタレイションについて］　
 ［写真と太陽の幻想的な世界を］、福島民友新聞　11月26日号
 ［現れ消えゆく人間を光で表現］、朝日新聞 11月26日号
 平野明彦：［光へのまなざし－佐藤時啓と吉田重信の場合］
 （いわき市立美術館ニュース　The　Gallery　25号）

1997 田中三蔵：［森ニイマス展・美術を身近に、意思が見える］朝日新聞　8月7日号
 ［森ニイマス］、『月刊ギャラリ－』7月号
 石川健次：［森ニイマス・全身体験優先し楽しむ］毎日新聞　8月7日号夕刊
 【森ニイマス】、展カタログ（宇都宮美術館）
 岡本康明：作家評論・谷　新：作家評論
 鈴木蛙土：［未知なる光］、（いわき市立美術館ニュ－ス　The Gallery 27号）
 三浦俊彦：［自然公園の中の人工森林浴］、『太陽』11月号　NO.443（株）平凡社
 【光をつかむ－素材としての光の現れ】、展カタログ（O美術館）
 天野一夫：作家評論
 ［我をまぶしくてらしたまえ。光ばかりの展覧会］、『nikker art』　12月号
 ［光のア－ト］、読売新聞　11月25日号
 宝田正彦：［光にも思索的なほの暗さ］日本経済新聞　12月10日号
 谷　新：【日本近代美術の潮流】、展カタログ（宇都宮美術館）
 【ART TOWER MITO Contemporary Art Center & ART WORDS 90s】
 （水戸芸術館現代美術センター）

1998 吉崎桂子：［光をつかむ－素材としての光の現れ　展］、美育ニュ－ス
 『美育文化』　2月1日号　美育文化協会刊
 山本郁夫：［ここまでできる!最新ミュ－ジアム・エデュケ－ション］
 『ミュ－ジアム・マガジンDOME 36』日本文教出版（株）
 和田光孝［“吉田重信に"］個展カタログ（Gallery SOL）
 【手のわざ・時のわざ】、展カタログ（ハラ ミュ－ジアム ア－ク）
 坪内雅美：作家評論
 坪内雅美：［手のわざ・時のわざ］（Hara Museum REVIEW.no.41）
　　　 日影育子：［光とあそぼう!影とあそぼう!］
 （月刊ク－ヨン 11月号）クレヨンハウス
 坪内雅美：［手のわざ・時のわざ展　回想］（Hara Museum REVIEW.no.42）
 ［第10回CSデザイン賞］（日経デザイン　9月号）日経BP社

1999 【ART-ING TOKYO 1999：21×21】、展カタログ（セゾンアートプログラム）
 彦坂尚嘉：［1999年現代日本美術史論「アートイング東京1999：21×21を見て」］

 セゾンアートプログラム・ジャーナル　2号　SAP

2000 平野明彦：［ある美術館の試み、いわき市立美術館の場合］
 セゾンアートプログラム・ジャーナル　4号　SAP
 【旅籠町　町屋プロジェクト】、展カタログ
 ［旅籠町　町屋プロジェクト］『ギャラリ－Gallery』5月号
 提髪明男：［INTERCOMMUNICATION］『書道界』7月号
 【境界を超えてーpart2】、展カタログ（いわき市立美術館）
 杉浦友治：作家評論
 ［人工の虹できた－御厩小でワ－クショップ］福島民友　3月9日号
 ［御厩小でワ－クショップ］Times いわきインタ－ネット新聞　3月10日号
 【吉田重信　個展】、展カタログ（エキジビション・スペ－ス）
 小泉晋弥：作家評論
 高山れおな：［吉田重信のプリズム特急］『芸術新潮』11月号
 2001－［市美展30周年記念］（いわき市立美術館ニュ－ス　THE GALLERY　34号）
 ［不思議アートに興味津々－狛江児童センタ－］読売新聞　3月20日号　
 【FACTS OF LIFE】展カタログ（Hayward Gallery  London  UK） 
 【from Arkhipov to Zittel】Selected Ikon Off-site Projects 2000-2001　
 （IKON Gallery Birmingham UK）
 ［英国立美術館－日本展に招待出品］いわき民報社　10月18日号
 ［英の風景写真－吉田重信展］福島民報　12月5日号
 ［にじ色に舞う車窓－吉田重信展］朝日新聞　12月6日号
 ［ロンドンの町並みを］いわき民報社　12月8日号
 【虹ヲアツメル・虹ノカンサツ】パンフレット（岩手県立美術館）

2002 ［水と鏡で虹を作り出す］盛岡タイムス　1月15日号
 ［わたしをかたる－吉田重信］朝日サリ－vol.163 号
 ［10月にア－トさんぽ］いわき民報社　8月16日号
 【吉田重信展】パンフレット（中京大学ア－トギャラリ－C・スクエア）
 【和泉シティプラザア－トワ－ク】パンフレット（和泉シティプラザ　大阪）
 ［PROJECTIONS WORKS IN PROGRESS］THE JAPAN ARCHITECT JA45（新建築社）
 2003－【宮城県美術館年報】公開制作虹ヲアツメルインスタタレ－ション（宮城県美術館）
 ［日本―トルコ友好の掛け橋に］福島民報新聞社　9月13日号
 ［トルコで日本現代美術展］いわき民報社　9月20日号
 【UFUK 現代日本美術展】カタログ（実行委員会刊）
 【TURKEY Koinobori Project】カタログ（自費出版）
 2004－［個性あふれる芸術 発信］福島民友　3月8日号
 ［5人がグル－プ展］いわき民報　3月23日号
 ［再び始まる美術の夢］福島民報　3月30日号
 【Now、Here and As Bars As Can Be】展カタログ（AKBANK Gallery Istanbul Turkey）
 【色の博物誌　黄】展カタログ（目黒区美術館）
 奥村雄樹：［ギャラリ－レビュ－］『美術手帖』2005　1月号
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 佐藤竜平：［ART REPORT］『美術の窓』2005　1月号
 【アトリエ美術館vol.8 吉田重信】記録集（枚方市立御殿山美術センタ－）　

2005 【虹がいっぱい吉田重信展】パンフレット（安曇野ちひろ美術館2005）
 ［美術館・友の会だより］No.36 （安曇野ちひろ美術館）
 ［Breathing Light 吉田重信］福島民友　6月24日号
 ［光素材に映像一堂に］福島民友　6月30日号
 ［壁にゆらゆら「虹」のア－ト］信濃毎日新聞　7月9日号
 ［虹つかまえた］市民タイムス　7月9日号
 ［鏡と水で虹づくり］大糸タイムス　7月9日号
 【－虹がいっぱい－吉田重信展】No.37（安曇野ちひろ美術館） 
 ［光欲び幻想美 映し出す］朝日新聞　9月22日号
 【吉田重信の十年】（座談会）安藤栄作 織田千代 小泉晋也 平野明彦
 『うえいぶ』34号 いわき地域学会刊
 【－虹がいっぱい－吉田重信展　活動報告】No.38 （安曇野ちひろ美術館）
 【2005 安曇野ちひろ美術館の教育普及活動】No.39 （安曇野ちひろ美術館）　
 平野明彦：【絵画のちからについて－吉田重信の作品から】いわき民報社
 11月24日号/12月1日号/12月8日号

2006 【虹をつくろう】（ずかん百科 科学）　株式会社学習研究社
 【いわきの美術状況】創造44号 いわき未来づくりセンタ－（いわき市役所）
 【ア－トで遊ぶ丸の内】Marunouchi Euent BOX vol.16 （株）菱芸出版　
 【吉田重信　個展『寂光』】展カタログ（エキジビション・スペ－ス）
 『寂光』非物質的な光への道・清水敏男：作家評論
 【ART WORKS for aiina】いわて県民情報交流センタ－　岩手県
 【福島現代美術ビエンナ－レ】mon mo2006No.9 （株）ふくしまを楽しむ大人の情報誌
 ［光の作家］いわき民報　9月9日号
 【来ぶらり南郷　大東市立図書館・大東市立生涯学習ル－ム】近代建築7 Vol・60 July 2006
 【いわきの美術の今－渦巻く光、吉田重信】楠　いわき市立美術館友の会通信 Vol・43
 【光と影】展カタログ（東京都写真美術館）

2007 【美術1】（高等学校用芸術教科書）　光村図書出版株式会社　2月5日発行

2009 【IMAGET×INAGE】展カタログ（千葉大学・千葉市美術館）
 稲毛のイメ－ジについて・半田滋男：評論
 【世界のアプロ－チ】展 ギャラリ－・ガイド（いわき市立美術館）
 1999年4月30日、Bordeaux・杉浦友治：作家評論
 平野明彦［ニュ－ア－トシ－ン・インいわきに登場した作家たち　吉田重信］いわき民報3月11日号
 ［世界へのアプロ－チ］展　いわき民報　4月9日号
 ［吉田重信］展　Richer  2009 MAY　京阪神エルマガジン社　5月号
 小吹隆文：［映像で見る彼岸の光・吉田重信］展　京都新聞社　4月11日号
 ［世界へのアプロ－チ］展開幕：いわき市立美術館　いわき民報社　4月11日号

 ［虹ヲアツメル］ワ－クショップ：いわき市立美術館　いわき民報社　4月13日号
 ［吉田重信　ヒカリノミチ］展　ぴあ関西版　4月16日発行
 ［RAINBOW FIELD 吉田重信］展パンフレット（りょうぜんこどもの村ミュ－ジアム）

2010 【吉田重信　個展『臨在の光』】展カタログ（エキジビション・スペ－ス）
 『臨在の光』モノクロ－ムの謎・港千尋：写真家/多摩美術大学教授
 【いつも静に笑っている】展カタログ（元気なア－トプロジェクト実行委員会）
 ［吉田重信個展］　いわき民報　4月27日号
 ［青いアクリルで光を表現・吉田重信個展］　福島民報　4月27日号
 佐々木吉晴：［吉田重信が平和願い諸国から］　いわき民報　5月6日号
 ［アクアマリン・潮風ア－ト茶会・潮風受けてお茶楽しむ］いわき民報　5月18日号
 ［アクアマリン・潮風ア－ト茶会・趣向を楽しみ一服］　福島民報　5月18日号
 ［アクアマリン・潮風ア－ト茶会・感性楽しみ一服］　福島民友　5月18日号
 ［芸術家いわきに集結・10月にARTトリエンナ－レ］　福島民報　8月22日号
 ［吉田重信展・心ノ虹］　小吹隆文ア－トのこぶ ブログ　9月13日
 ［吉田重信展・心ノ虹］　art scape 小吹隆文のレビュ－　9月13日
 ［美術でいわきにインパクトを!総勢76人が参加するア－トの祭典］いわき民報　9月15日号
 ［若手芸術家いわきに集合・トリエンナ－レ］　福島民報　10月1日号
 ［若手芸術家が競演・トリエンナ－レ2010］　福島民友　10月2日号
 ［若手芸術家「やる気」表現］　福島民友　10月3日号
 ［芸術家77人・ア－ト共演］　福島民報　10月3日号
 ［若手芸術家の感性光る・開幕のARTトリエンナ－レ］　福島民報　10月4日号
 ［芸術の世界会場包む・IWAKI ARTトリエンナ－レ］　福島民友　10月号
 ［ARTトリエンナ－レ閉幕］　福島民報　10月13日号  
 ［現代美術、可能性語る・トリエンナ－レ、青空シンポ］　福島民友　10月15日号
 ［ア－ティスト77人が作品展示・IWAKIトア－トリエンナ－レ］いわき民報　10月18日号
 【gallerism・画廊の視点】展カタログ（gallerism2010実行委員会）
 ［会津・漆の芸術祭 まちなかア－ト空間］福島県広報課　福島民報　 9月26日号
 ［うるしのくに会津・芸術祭でア－トと出会う/其の三］情報ナビTime　福島民報11月4日号
 ［特集・地域づくり考－いわきア－トトリエンナ－レ2010］日々の新聞　10月15日号
 ［会津・漆の芸術祭］ 福島県内イベント案内　ふくしま文化情報　10月号
 ［いわき/福島/会津 ア－ト・トライアングルを語る］チラシ（会津・漆の芸術祭事務局）
 【会津・漆の芸術祭】展ガイドブック（会津・漆の芸術祭事務局） 



1986 【現場‘86】、展カタログ（実行委員会刊）
　　　　斉藤文春：「美術の現場－現場の美術」、河北新聞12月7日号

1987 【TAKIZAWA  ART  FIELD‘87 】、展カタログ（実行委員会刊）　
 【いわきの新鋭10人展】、カタログ（実行委員会刊）
 【現場‘87】、展カタログ（実行委員会刊）

1989 【TAKIZAWA  ART  FIELD ‘89】、展カタログ（実行委員会刊）　
 【希望の森の秋‘89】、展カタログ（実行委員会刊）

1990 【いわきの新鋭9人展】、カタログ（実行委員会刊）
 【ART LANDSCAPE IN IWAKI ‘90】、展カタログ（実行委員会刊）

1991 【New Art　Scene　In　Iwaki/Infinite　Light】、個展カタログ
 （いわき市立美術館）・平野明彦：［聖なる空間としてのミュ－ジアム］　
 【いわき市美術展20年の歩み展】、カタログ（いわき市立美術館）
 ［若手作家に発表の場　市立美術館］、いわき民報新聞　6月3日号夕刊
 ［キラリ輝く若いセンス『ニュ－ア－ト展』開く］、読売新聞　6月9日号
 ［見事な光の芸術を披露新しい美術模索若手作家の吉田さん］、福島民報6月10日
 ［生と死見事に表現　吉田重信さんの作品展］、福島民友新聞　10月14日号
 ［画廊の空間生かし　死に偏った生表現］、いわき民報新聞　10月19日号夕刊

1992 ［NEW ART SCENE IN IWAKIについて－企画に寄せられた4作家の言葉ー］
 （いわき市立美術館ニュ－ス　THE GALLERY　17号）

1993 平野明彦：［親愛なる吉田君へ］、『うえいぶ』1月号（いわき地域学会刊）
 【光跡】、カタログ（自費出版）

1994－【クオリテリオム/Bio-Morph】、個展カタログ（水戸芸術館）
 渡部誠一：［再生の光］
 小泉晋弥：［吉田重信の表現］、『うえいぶ』7月号（いわき地域学会刊）
 （座談会）：［吉田重信の光から］、安藤栄作・鈴木蛙土・平野明彦
 『うえいぶ』7月号（いわき地域学会刊）
 杉浦友治：［個展によせて］、すまいギャラリ－個展案内状
 【光と影－うつろいの詩学】、展カタログ（広島市現代美術館）
 小田るな：作家評論

1995 ［吉田重信展－光跡－］、『月刊ギャラリ－』5月号
 田辺恭臣：［俳句の無限回路］、『未定』67号
 星　雅樹：［僕らにも虹できるんだ］、下野新聞　9月14日号
 【地球大美術】、『美術手帳』11月号
 青木　徹：［ワ－ク・ショップ　虹ヲアツメル］、美育文化　12月1日号

1996 青木　徹：［ワ－ク　ショップの試み・開かれた学校を目指して］ 教育美術　1月1日号　
 青木　徹：［ワ－ク　ショップ「虹ヲアツメル」と美術教育における想像力］ 美育文化　1月1日号
 星　雅樹：［虹の作品の試みの一端を紹介］、下野新聞　3月26日号
 Holger Drees：［SOLAR ART］、『NEW OBSERVATIONS』111
 【光へのまなざし－佐藤時啓+吉田重信】、展カタログ（いわき市立美術館）
 平野明彦：［震える－吉田重信のインスタレイションについて］　
 ［写真と太陽の幻想的な世界を］、福島民友新聞　11月26日号
 ［現れ消えゆく人間を光で表現］、朝日新聞 11月26日号
 平野明彦：［光へのまなざし－佐藤時啓と吉田重信の場合］
 （いわき市立美術館ニュース　The　Gallery　25号）

1997 田中三蔵：［森ニイマス展・美術を身近に、意思が見える］朝日新聞　8月7日号
 ［森ニイマス］、『月刊ギャラリ－』7月号
 石川健次：［森ニイマス・全身体験優先し楽しむ］毎日新聞　8月7日号夕刊
 【森ニイマス】、展カタログ（宇都宮美術館）
 岡本康明：作家評論・谷　新：作家評論
 鈴木蛙土：［未知なる光］、（いわき市立美術館ニュ－ス　The Gallery 27号）
 三浦俊彦：［自然公園の中の人工森林浴］、『太陽』11月号　NO.443（株）平凡社
 【光をつかむ－素材としての光の現れ】、展カタログ（O美術館）
 天野一夫：作家評論
 ［我をまぶしくてらしたまえ。光ばかりの展覧会］、『nikker art』　12月号
 ［光のア－ト］、読売新聞　11月25日号
 宝田正彦：［光にも思索的なほの暗さ］日本経済新聞　12月10日号
 谷　新：【日本近代美術の潮流】、展カタログ（宇都宮美術館）
 【ART TOWER MITO Contemporary Art Center & ART WORDS 90s】
 （水戸芸術館現代美術センター）

1998 吉崎桂子：［光をつかむ－素材としての光の現れ　展］、美育ニュ－ス
 『美育文化』　2月1日号　美育文化協会刊
 山本郁夫：［ここまでできる!最新ミュ－ジアム・エデュケ－ション］
 『ミュ－ジアム・マガジンDOME 36』日本文教出版（株）
 和田光孝［“吉田重信に"］個展カタログ（Gallery SOL）
 【手のわざ・時のわざ】、展カタログ（ハラ ミュ－ジアム ア－ク）
 坪内雅美：作家評論
 坪内雅美：［手のわざ・時のわざ］（Hara Museum REVIEW.no.41）
　　　 日影育子：［光とあそぼう!影とあそぼう!］
 （月刊ク－ヨン 11月号）クレヨンハウス
 坪内雅美：［手のわざ・時のわざ展　回想］（Hara Museum REVIEW.no.42）
 ［第10回CSデザイン賞］（日経デザイン　9月号）日経BP社

1999 【ART-ING TOKYO 1999：21×21】、展カタログ（セゾンアートプログラム）
 彦坂尚嘉：［1999年現代日本美術史論「アートイング東京1999：21×21を見て」］

 セゾンアートプログラム・ジャーナル　2号　SAP

2000 平野明彦：［ある美術館の試み、いわき市立美術館の場合］
 セゾンアートプログラム・ジャーナル　4号　SAP
 【旅籠町　町屋プロジェクト】、展カタログ
 ［旅籠町　町屋プロジェクト］『ギャラリ－Gallery』5月号
 提髪明男：［INTERCOMMUNICATION］『書道界』7月号
 【境界を超えてーpart2】、展カタログ（いわき市立美術館）
 杉浦友治：作家評論
 ［人工の虹できた－御厩小でワ－クショップ］福島民友　3月9日号
 ［御厩小でワ－クショップ］Times いわきインタ－ネット新聞　3月10日号
 【吉田重信　個展】、展カタログ（エキジビション・スペ－ス）
 小泉晋弥：作家評論
 高山れおな：［吉田重信のプリズム特急］『芸術新潮』11月号
 2001－［市美展30周年記念］（いわき市立美術館ニュ－ス　THE GALLERY　34号）
 ［不思議アートに興味津々－狛江児童センタ－］読売新聞　3月20日号　
 【FACTS OF LIFE】展カタログ（Hayward Gallery  London  UK） 
 【from Arkhipov to Zittel】Selected Ikon Off-site Projects 2000-2001　
 （IKON Gallery Birmingham UK）
 ［英国立美術館－日本展に招待出品］いわき民報社　10月18日号
 ［英の風景写真－吉田重信展］福島民報　12月5日号
 ［にじ色に舞う車窓－吉田重信展］朝日新聞　12月6日号
 ［ロンドンの町並みを］いわき民報社　12月8日号
 【虹ヲアツメル・虹ノカンサツ】パンフレット（岩手県立美術館）

2002 ［水と鏡で虹を作り出す］盛岡タイムス　1月15日号
 ［わたしをかたる－吉田重信］朝日サリ－vol.163 号
 ［10月にア－トさんぽ］いわき民報社　8月16日号
 【吉田重信展】パンフレット（中京大学ア－トギャラリ－C・スクエア）
 【和泉シティプラザア－トワ－ク】パンフレット（和泉シティプラザ　大阪）
 ［PROJECTIONS WORKS IN PROGRESS］THE JAPAN ARCHITECT JA45（新建築社）
 2003－【宮城県美術館年報】公開制作虹ヲアツメルインスタタレ－ション（宮城県美術館）
 ［日本―トルコ友好の掛け橋に］福島民報新聞社　9月13日号
 ［トルコで日本現代美術展］いわき民報社　9月20日号
 【UFUK 現代日本美術展】カタログ（実行委員会刊）
 【TURKEY Koinobori Project】カタログ（自費出版）
 2004－［個性あふれる芸術 発信］福島民友　3月8日号
 ［5人がグル－プ展］いわき民報　3月23日号
 ［再び始まる美術の夢］福島民報　3月30日号
 【Now、Here and As Bars As Can Be】展カタログ（AKBANK Gallery Istanbul Turkey）
 【色の博物誌　黄】展カタログ（目黒区美術館）
 奥村雄樹：［ギャラリ－レビュ－］『美術手帖』2005　1月号

 佐藤竜平：［ART REPORT］『美術の窓』2005　1月号
 【アトリエ美術館vol.8 吉田重信】記録集（枚方市立御殿山美術センタ－）　

2005 【虹がいっぱい吉田重信展】パンフレット（安曇野ちひろ美術館2005）
 ［美術館・友の会だより］No.36 （安曇野ちひろ美術館）
 ［Breathing Light 吉田重信］福島民友　6月24日号
 ［光素材に映像一堂に］福島民友　6月30日号
 ［壁にゆらゆら「虹」のア－ト］信濃毎日新聞　7月9日号
 ［虹つかまえた］市民タイムス　7月9日号
 ［鏡と水で虹づくり］大糸タイムス　7月9日号
 【－虹がいっぱい－吉田重信展】No.37（安曇野ちひろ美術館） 
 ［光欲び幻想美 映し出す］朝日新聞　9月22日号
 【吉田重信の十年】（座談会）安藤栄作 織田千代 小泉晋也 平野明彦
 『うえいぶ』34号 いわき地域学会刊
 【－虹がいっぱい－吉田重信展　活動報告】No.38 （安曇野ちひろ美術館）
 【2005 安曇野ちひろ美術館の教育普及活動】No.39 （安曇野ちひろ美術館）　
 平野明彦：【絵画のちからについて－吉田重信の作品から】いわき民報社
 11月24日号/12月1日号/12月8日号

2006 【虹をつくろう】（ずかん百科 科学）　株式会社学習研究社
 【いわきの美術状況】創造44号 いわき未来づくりセンタ－（いわき市役所）
 【ア－トで遊ぶ丸の内】Marunouchi Euent BOX vol.16 （株）菱芸出版　
 【吉田重信　個展『寂光』】展カタログ（エキジビション・スペ－ス）
 『寂光』非物質的な光への道・清水敏男：作家評論
 【ART WORKS for aiina】いわて県民情報交流センタ－　岩手県
 【福島現代美術ビエンナ－レ】mon mo2006No.9 （株）ふくしまを楽しむ大人の情報誌
 ［光の作家］いわき民報　9月9日号
 【来ぶらり南郷　大東市立図書館・大東市立生涯学習ル－ム】近代建築7 Vol・60 July 2006
 【いわきの美術の今－渦巻く光、吉田重信】楠　いわき市立美術館友の会通信 Vol・43
 【光と影】展カタログ（東京都写真美術館）

2007 【美術1】（高等学校用芸術教科書）　光村図書出版株式会社　2月5日発行

2009 【IMAGET×INAGE】展カタログ（千葉大学・千葉市美術館）
 稲毛のイメ－ジについて・半田滋男：評論
 【世界のアプロ－チ】展 ギャラリ－・ガイド（いわき市立美術館）
 1999年4月30日、Bordeaux・杉浦友治：作家評論
 平野明彦［ニュ－ア－トシ－ン・インいわきに登場した作家たち　吉田重信］いわき民報3月11日号
 ［世界へのアプロ－チ］展　いわき民報　4月9日号
 ［吉田重信］展　Richer  2009 MAY　京阪神エルマガジン社　5月号
 小吹隆文：［映像で見る彼岸の光・吉田重信］展　京都新聞社　4月11日号
 ［世界へのアプロ－チ］展開幕：いわき市立美術館　いわき民報社　4月11日号

4

 ［虹ヲアツメル］ワ－クショップ：いわき市立美術館　いわき民報社　4月13日号
 ［吉田重信　ヒカリノミチ］展　ぴあ関西版　4月16日発行
 ［RAINBOW FIELD 吉田重信］展パンフレット（りょうぜんこどもの村ミュ－ジアム）

2010 【吉田重信　個展『臨在の光』】展カタログ（エキジビション・スペ－ス）
 『臨在の光』モノクロ－ムの謎・港千尋：写真家/多摩美術大学教授
 【いつも静に笑っている】展カタログ（元気なア－トプロジェクト実行委員会）
 ［吉田重信個展］　いわき民報　4月27日号
 ［青いアクリルで光を表現・吉田重信個展］　福島民報　4月27日号
 佐々木吉晴：［吉田重信が平和願い諸国から］　いわき民報　5月6日号
 ［アクアマリン・潮風ア－ト茶会・潮風受けてお茶楽しむ］いわき民報　5月18日号
 ［アクアマリン・潮風ア－ト茶会・趣向を楽しみ一服］　福島民報　5月18日号
 ［アクアマリン・潮風ア－ト茶会・感性楽しみ一服］　福島民友　5月18日号
 ［芸術家いわきに集結・10月にARTトリエンナ－レ］　福島民報　8月22日号
 ［吉田重信展・心ノ虹］　小吹隆文ア－トのこぶ ブログ　9月13日
 ［吉田重信展・心ノ虹］　art scape 小吹隆文のレビュ－　9月13日
 ［美術でいわきにインパクトを!総勢76人が参加するア－トの祭典］いわき民報　9月15日号
 ［若手芸術家いわきに集合・トリエンナ－レ］　福島民報　10月1日号
 ［若手芸術家が競演・トリエンナ－レ2010］　福島民友　10月2日号
 ［若手芸術家「やる気」表現］　福島民友　10月3日号
 ［芸術家77人・ア－ト共演］　福島民報　10月3日号
 ［若手芸術家の感性光る・開幕のARTトリエンナ－レ］　福島民報　10月4日号
 ［芸術の世界会場包む・IWAKI ARTトリエンナ－レ］　福島民友　10月号
 ［ARTトリエンナ－レ閉幕］　福島民報　10月13日号  
 ［現代美術、可能性語る・トリエンナ－レ、青空シンポ］　福島民友　10月15日号
 ［ア－ティスト77人が作品展示・IWAKIトア－トリエンナ－レ］いわき民報　10月18日号
 【gallerism・画廊の視点】展カタログ（gallerism2010実行委員会）
 ［会津・漆の芸術祭 まちなかア－ト空間］福島県広報課　福島民報　 9月26日号
 ［うるしのくに会津・芸術祭でア－トと出会う/其の三］情報ナビTime　福島民報11月4日号
 ［特集・地域づくり考－いわきア－トトリエンナ－レ2010］日々の新聞　10月15日号
 ［会津・漆の芸術祭］ 福島県内イベント案内　ふくしま文化情報　10月号
 ［いわき/福島/会津 ア－ト・トライアングルを語る］チラシ（会津・漆の芸術祭事務局）
 【会津・漆の芸術祭】展ガイドブック（会津・漆の芸術祭事務局） 



1986 【現場‘86】、展カタログ（実行委員会刊）
　　　　斉藤文春：「美術の現場－現場の美術」、河北新聞12月7日号

1987 【TAKIZAWA  ART  FIELD‘87 】、展カタログ（実行委員会刊）　
 【いわきの新鋭10人展】、カタログ（実行委員会刊）
 【現場‘87】、展カタログ（実行委員会刊）

1989 【TAKIZAWA  ART  FIELD ‘89】、展カタログ（実行委員会刊）　
 【希望の森の秋‘89】、展カタログ（実行委員会刊）

1990 【いわきの新鋭9人展】、カタログ（実行委員会刊）
 【ART LANDSCAPE IN IWAKI ‘90】、展カタログ（実行委員会刊）

1991 【New Art　Scene　In　Iwaki/Infinite　Light】、個展カタログ
 （いわき市立美術館）・平野明彦：［聖なる空間としてのミュ－ジアム］　
 【いわき市美術展20年の歩み展】、カタログ（いわき市立美術館）
 ［若手作家に発表の場　市立美術館］、いわき民報新聞　6月3日号夕刊
 ［キラリ輝く若いセンス『ニュ－ア－ト展』開く］、読売新聞　6月9日号
 ［見事な光の芸術を披露新しい美術模索若手作家の吉田さん］、福島民報6月10日
 ［生と死見事に表現　吉田重信さんの作品展］、福島民友新聞　10月14日号
 ［画廊の空間生かし　死に偏った生表現］、いわき民報新聞　10月19日号夕刊

1992 ［NEW ART SCENE IN IWAKIについて－企画に寄せられた4作家の言葉ー］
 （いわき市立美術館ニュ－ス　THE GALLERY　17号）

1993 平野明彦：［親愛なる吉田君へ］、『うえいぶ』1月号（いわき地域学会刊）
 【光跡】、カタログ（自費出版）

1994－【クオリテリオム/Bio-Morph】、個展カタログ（水戸芸術館）
 渡部誠一：［再生の光］
 小泉晋弥：［吉田重信の表現］、『うえいぶ』7月号（いわき地域学会刊）
 （座談会）：［吉田重信の光から］、安藤栄作・鈴木蛙土・平野明彦
 『うえいぶ』7月号（いわき地域学会刊）
 杉浦友治：［個展によせて］、すまいギャラリ－個展案内状
 【光と影－うつろいの詩学】、展カタログ（広島市現代美術館）
 小田るな：作家評論

1995 ［吉田重信展－光跡－］、『月刊ギャラリ－』5月号
 田辺恭臣：［俳句の無限回路］、『未定』67号
 星　雅樹：［僕らにも虹できるんだ］、下野新聞　9月14日号
 【地球大美術】、『美術手帳』11月号
 青木　徹：［ワ－ク・ショップ　虹ヲアツメル］、美育文化　12月1日号

1996 青木　徹：［ワ－ク　ショップの試み・開かれた学校を目指して］ 教育美術　1月1日号　
 青木　徹：［ワ－ク　ショップ「虹ヲアツメル」と美術教育における想像力］ 美育文化　1月1日号
 星　雅樹：［虹の作品の試みの一端を紹介］、下野新聞　3月26日号
 Holger Drees：［SOLAR ART］、『NEW OBSERVATIONS』111
 【光へのまなざし－佐藤時啓+吉田重信】、展カタログ（いわき市立美術館）
 平野明彦：［震える－吉田重信のインスタレイションについて］　
 ［写真と太陽の幻想的な世界を］、福島民友新聞　11月26日号
 ［現れ消えゆく人間を光で表現］、朝日新聞 11月26日号
 平野明彦：［光へのまなざし－佐藤時啓と吉田重信の場合］
 （いわき市立美術館ニュース　The　Gallery　25号）

1997 田中三蔵：［森ニイマス展・美術を身近に、意思が見える］朝日新聞　8月7日号
 ［森ニイマス］、『月刊ギャラリ－』7月号
 石川健次：［森ニイマス・全身体験優先し楽しむ］毎日新聞　8月7日号夕刊
 【森ニイマス】、展カタログ（宇都宮美術館）
 岡本康明：作家評論・谷　新：作家評論
 鈴木蛙土：［未知なる光］、（いわき市立美術館ニュ－ス　The Gallery 27号）
 三浦俊彦：［自然公園の中の人工森林浴］、『太陽』11月号　NO.443（株）平凡社
 【光をつかむ－素材としての光の現れ】、展カタログ（O美術館）
 天野一夫：作家評論
 ［我をまぶしくてらしたまえ。光ばかりの展覧会］、『nikker art』　12月号
 ［光のア－ト］、読売新聞　11月25日号
 宝田正彦：［光にも思索的なほの暗さ］日本経済新聞　12月10日号
 谷　新：【日本近代美術の潮流】、展カタログ（宇都宮美術館）
 【ART TOWER MITO Contemporary Art Center & ART WORDS 90s】
 （水戸芸術館現代美術センター）

1998 吉崎桂子：［光をつかむ－素材としての光の現れ　展］、美育ニュ－ス
 『美育文化』　2月1日号　美育文化協会刊
 山本郁夫：［ここまでできる!最新ミュ－ジアム・エデュケ－ション］
 『ミュ－ジアム・マガジンDOME 36』日本文教出版（株）
 和田光孝［“吉田重信に"］個展カタログ（Gallery SOL）
 【手のわざ・時のわざ】、展カタログ（ハラ ミュ－ジアム ア－ク）
 坪内雅美：作家評論
 坪内雅美：［手のわざ・時のわざ］（Hara Museum REVIEW.no.41）
　　　 日影育子：［光とあそぼう!影とあそぼう!］
 （月刊ク－ヨン 11月号）クレヨンハウス
 坪内雅美：［手のわざ・時のわざ展　回想］（Hara Museum REVIEW.no.42）
 ［第10回CSデザイン賞］（日経デザイン　9月号）日経BP社

1999 【ART-ING TOKYO 1999：21×21】、展カタログ（セゾンアートプログラム）
 彦坂尚嘉：［1999年現代日本美術史論「アートイング東京1999：21×21を見て」］

 セゾンアートプログラム・ジャーナル　2号　SAP

2000 平野明彦：［ある美術館の試み、いわき市立美術館の場合］
 セゾンアートプログラム・ジャーナル　4号　SAP
 【旅籠町　町屋プロジェクト】、展カタログ
 ［旅籠町　町屋プロジェクト］『ギャラリ－Gallery』5月号
 提髪明男：［INTERCOMMUNICATION］『書道界』7月号
 【境界を超えてーpart2】、展カタログ（いわき市立美術館）
 杉浦友治：作家評論
 ［人工の虹できた－御厩小でワ－クショップ］福島民友　3月9日号
 ［御厩小でワ－クショップ］Times いわきインタ－ネット新聞　3月10日号
 【吉田重信　個展】、展カタログ（エキジビション・スペ－ス）
 小泉晋弥：作家評論
 高山れおな：［吉田重信のプリズム特急］『芸術新潮』11月号
 2001－［市美展30周年記念］（いわき市立美術館ニュ－ス　THE GALLERY　34号）
 ［不思議アートに興味津々－狛江児童センタ－］読売新聞　3月20日号　
 【FACTS OF LIFE】展カタログ（Hayward Gallery  London  UK） 
 【from Arkhipov to Zittel】Selected Ikon Off-site Projects 2000-2001　
 （IKON Gallery Birmingham UK）
 ［英国立美術館－日本展に招待出品］いわき民報社　10月18日号
 ［英の風景写真－吉田重信展］福島民報　12月5日号
 ［にじ色に舞う車窓－吉田重信展］朝日新聞　12月6日号
 ［ロンドンの町並みを］いわき民報社　12月8日号
 【虹ヲアツメル・虹ノカンサツ】パンフレット（岩手県立美術館）

2002 ［水と鏡で虹を作り出す］盛岡タイムス　1月15日号
 ［わたしをかたる－吉田重信］朝日サリ－vol.163 号
 ［10月にア－トさんぽ］いわき民報社　8月16日号
 【吉田重信展】パンフレット（中京大学ア－トギャラリ－C・スクエア）
 【和泉シティプラザア－トワ－ク】パンフレット（和泉シティプラザ　大阪）
 ［PROJECTIONS WORKS IN PROGRESS］THE JAPAN ARCHITECT JA45（新建築社）
 2003－【宮城県美術館年報】公開制作虹ヲアツメルインスタタレ－ション（宮城県美術館）
 ［日本―トルコ友好の掛け橋に］福島民報新聞社　9月13日号
 ［トルコで日本現代美術展］いわき民報社　9月20日号
 【UFUK 現代日本美術展】カタログ（実行委員会刊）
 【TURKEY Koinobori Project】カタログ（自費出版）
 2004－［個性あふれる芸術 発信］福島民友　3月8日号
 ［5人がグル－プ展］いわき民報　3月23日号
 ［再び始まる美術の夢］福島民報　3月30日号
 【Now、Here and As Bars As Can Be】展カタログ（AKBANK Gallery Istanbul Turkey）
 【色の博物誌　黄】展カタログ（目黒区美術館）
 奥村雄樹：［ギャラリ－レビュ－］『美術手帖』2005　1月号

 佐藤竜平：［ART REPORT］『美術の窓』2005　1月号
 【アトリエ美術館vol.8 吉田重信】記録集（枚方市立御殿山美術センタ－）　

2005 【虹がいっぱい吉田重信展】パンフレット（安曇野ちひろ美術館2005）
 ［美術館・友の会だより］No.36 （安曇野ちひろ美術館）
 ［Breathing Light 吉田重信］福島民友　6月24日号
 ［光素材に映像一堂に］福島民友　6月30日号
 ［壁にゆらゆら「虹」のア－ト］信濃毎日新聞　7月9日号
 ［虹つかまえた］市民タイムス　7月9日号
 ［鏡と水で虹づくり］大糸タイムス　7月9日号
 【－虹がいっぱい－吉田重信展】No.37（安曇野ちひろ美術館） 
 ［光欲び幻想美 映し出す］朝日新聞　9月22日号
 【吉田重信の十年】（座談会）安藤栄作 織田千代 小泉晋也 平野明彦
 『うえいぶ』34号 いわき地域学会刊
 【－虹がいっぱい－吉田重信展　活動報告】No.38 （安曇野ちひろ美術館）
 【2005 安曇野ちひろ美術館の教育普及活動】No.39 （安曇野ちひろ美術館）　
 平野明彦：【絵画のちからについて－吉田重信の作品から】いわき民報社
 11月24日号/12月1日号/12月8日号

2006 【虹をつくろう】（ずかん百科 科学）　株式会社学習研究社
 【いわきの美術状況】創造44号 いわき未来づくりセンタ－（いわき市役所）
 【ア－トで遊ぶ丸の内】Marunouchi Euent BOX vol.16 （株）菱芸出版　
 【吉田重信　個展『寂光』】展カタログ（エキジビション・スペ－ス）
 『寂光』非物質的な光への道・清水敏男：作家評論
 【ART WORKS for aiina】いわて県民情報交流センタ－　岩手県
 【福島現代美術ビエンナ－レ】mon mo2006No.9 （株）ふくしまを楽しむ大人の情報誌
 ［光の作家］いわき民報　9月9日号
 【来ぶらり南郷　大東市立図書館・大東市立生涯学習ル－ム】近代建築7 Vol・60 July 2006
 【いわきの美術の今－渦巻く光、吉田重信】楠　いわき市立美術館友の会通信 Vol・43
 【光と影】展カタログ（東京都写真美術館）

2007 【美術1】（高等学校用芸術教科書）　光村図書出版株式会社　2月5日発行

2009 【IMAGET×INAGE】展カタログ（千葉大学・千葉市美術館）
 稲毛のイメ－ジについて・半田滋男：評論
 【世界のアプロ－チ】展 ギャラリ－・ガイド（いわき市立美術館）
 1999年4月30日、Bordeaux・杉浦友治：作家評論
 平野明彦［ニュ－ア－トシ－ン・インいわきに登場した作家たち　吉田重信］いわき民報3月11日号
 ［世界へのアプロ－チ］展　いわき民報　4月9日号
 ［吉田重信］展　Richer  2009 MAY　京阪神エルマガジン社　5月号
 小吹隆文：［映像で見る彼岸の光・吉田重信］展　京都新聞社　4月11日号
 ［世界へのアプロ－チ］展開幕：いわき市立美術館　いわき民報社　4月11日号

 ［虹ヲアツメル］ワ－クショップ：いわき市立美術館　いわき民報社　4月13日号
 ［吉田重信　ヒカリノミチ］展　ぴあ関西版　4月16日発行
 ［RAINBOW FIELD 吉田重信］展パンフレット（りょうぜんこどもの村ミュ－ジアム）

2010 【吉田重信　個展『臨在の光』】展カタログ（エキジビション・スペ－ス）
 『臨在の光』モノクロ－ムの謎・港千尋：写真家/多摩美術大学教授
 【いつも静に笑っている】展カタログ（元気なア－トプロジェクト実行委員会）
 ［吉田重信個展］　いわき民報　4月27日号
 ［青いアクリルで光を表現・吉田重信個展］　福島民報　4月27日号
 佐々木吉晴：［吉田重信が平和願い諸国から］　いわき民報　5月6日号
 ［アクアマリン・潮風ア－ト茶会・潮風受けてお茶楽しむ］いわき民報　5月18日号
 ［アクアマリン・潮風ア－ト茶会・趣向を楽しみ一服］　福島民報　5月18日号
 ［アクアマリン・潮風ア－ト茶会・感性楽しみ一服］　福島民友　5月18日号
 ［芸術家いわきに集結・10月にARTトリエンナ－レ］　福島民報　8月22日号
 ［吉田重信展・心ノ虹］　小吹隆文ア－トのこぶ ブログ　9月13日
 ［吉田重信展・心ノ虹］　art scape 小吹隆文のレビュ－　9月13日
 ［美術でいわきにインパクトを!総勢76人が参加するア－トの祭典］いわき民報　9月15日号
 ［若手芸術家いわきに集合・トリエンナ－レ］　福島民報　10月1日号
 ［若手芸術家が競演・トリエンナ－レ2010］　福島民友　10月2日号
 ［若手芸術家「やる気」表現］　福島民友　10月3日号
 ［芸術家77人・ア－ト共演］　福島民報　10月3日号
 ［若手芸術家の感性光る・開幕のARTトリエンナ－レ］　福島民報　10月4日号
 ［芸術の世界会場包む・IWAKI ARTトリエンナ－レ］　福島民友　10月号
 ［ARTトリエンナ－レ閉幕］　福島民報　10月13日号  
 ［現代美術、可能性語る・トリエンナ－レ、青空シンポ］　福島民友　10月15日号
 ［ア－ティスト77人が作品展示・IWAKIトア－トリエンナ－レ］いわき民報　10月18日号
 【gallerism・画廊の視点】展カタログ（gallerism2010実行委員会）
 ［会津・漆の芸術祭 まちなかア－ト空間］福島県広報課　福島民報　 9月26日号
 ［うるしのくに会津・芸術祭でア－トと出会う/其の三］情報ナビTime　福島民報11月4日号
 ［特集・地域づくり考－いわきア－トトリエンナ－レ2010］日々の新聞　10月15日号
 ［会津・漆の芸術祭］ 福島県内イベント案内　ふくしま文化情報　10月号
 ［いわき/福島/会津 ア－ト・トライアングルを語る］チラシ（会津・漆の芸術祭事務局）
 【会津・漆の芸術祭】展ガイドブック（会津・漆の芸術祭事務局） 
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