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��dOCUMENTA(13) 
 

＞会期 
2012 年 6 月 9 日-9 月 16 日：カッセル 
2012 年 6 月 20 日-7 月 19 日：カブール 
2012 年 7 月 1 日-7 月 8 日：アレクサンドリア/カイロ 
2012 年 8 月 2 日-8 月 15 日：バンフ 
 
＞Carolyn Christov-Bakargiev (キャロライン・クリストフ=バカルギエフ) 
1957 年、ブルガリア=イタリア系移民の両親の元、アメリカ・ニュージャージー州に生まれる。
1981 年にイタリア・ピサ大学を卒業。卒業研究はフランク・オハラと抽象表現主義を通しての 1950
年代のアメリカにおける詩と美術の関係性について。卒業後はローマの新聞社に勤めながら美術批
評家としてのキャリアをスタートさせる。1999 年にはアルテ・ポーヴェラ運動についての書籍を
出版。ウィリアム・ケントリッジ（1996 年）、ジャネット・カーディフ(2001 年)などの研究論文
を発表。キュレーターとしては、PS1 シニア・キュレーター(1999-2001 年)、トリノ・リーヴォリ
城現代美術館チーフ・キュレーター(2001-2009 年)、第 16 回シドニー・ビエンナーレキュレータ
ー(2008 年)、ドクメンタ 13 芸術監督(2012 年)、第 14 回イスタンブール・ビエンナーレキュレー
ター(2015 年)などを歴任。 
 
＞100 Notes ‒ 100 Thoughts (2010-2012)  
��Preface 
＞This book 〔…〕is the result of a slow process. 
＞By commissioning essays over two years, we have progressively published texts so that 
each auther might read what was already there before writing a new text, thus creating a 
cumulative form of writing. 
＞it is based on the wish to publish the unpublishable. 
＞In dOCUMENTA(13), the physical world plays an important role, as does the precise, 
experimental, and non-specific knowledge of artistic practice. Through techniques of 
embodiment, witnessing, and engagement of text, even art history becomes physical, and 
discourse remains material.〔…〕as a temporary rapture in discursive intelligence;〔…〕 
 

�� “The dance was very frenetic, lively, rattling, clanging, rolling, contorted, and lasted for a 
long time” (2012) 
＞メインステートメント 
＞ The four conditions that are put into play within the mental space and the real spaces 
of the project 

     / Under siege. I am encircled by the other, besieged by others. 
     / On retreat. I am withdrawn, I choose to leave the others, I sleep.  
     / In a state of hope, or optimism. I dream, I am the dreaming subject of anticipation. 
     / On stage. I am playing a role, I am a subject in the act of reperforming. 
��“Letter to a Friend” (2010) 
�� “On the Destruction of Art-or Conflict and Art, or Trauma and the Art of Healing” (2011) 
�� “Mark Lombardi : A Selection of His Index Cards” (2011) 
＞Mark Lombardi(マーク・ロンバルディ、1951-2000)のイントロダクション 

�� “Notes on Perceptual Thinking and Its Possibilities Today” (2012) 
＞Rudolf Arnheim（ルドルフ・アルンハイム,1904-2007）のイントロダクション 

 
 


