
出版年 種別 書名/展覧会名 著者 出版社 請求記号 資料番号 貸出/場所

～1992 愛知県文化会館

1955 雑誌 窓口　昭和３０－３３年 愛知県文化会館 9510097030 // 書庫/禁

1986 和書 愛知県新文化会館の実現をめざして
愛知県総務部新文化会
館建設事務局編集

愛知県総務部新文
化会館建設事務局

9110417890 526/A23A/ 書庫/禁

1988 和書
愛知県新文化会館（仮称）
設計競技（栄地区）応募作品集

愛知県総務部新文化会
館建設事務局編集

愛知県総務部新文
化会館建設事務局

9110210969 G526/A23A/ 書庫/禁

1990 雑誌 ＮＡＧＯＹＡ発 名古屋市 9510112136 // 書庫/禁

1991 雑誌 Ｃ＆Ｄ　再見　愛知県文化会館 名古屋ＣＤフォーラム 9510249024 // 書庫/禁

1992 愛知芸術文化センター誕生

1992 和書 愛知を彩る 愛知県文化会館 9110212079 706.915/A23A/ 開架/禁

1992 和書 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 9110155965 704/SH69A/ 書庫/可

1992 和書 東海の作家たち
中日新聞社文化事業部
編集

中日新聞社 9110184706 T702.195/TO28A/1992 書庫/禁

1992 雑誌 ＡＡＣ:ＡＩＣＨＩ　ＡＲＴＳ　ＣＥＮＴＥＲ 　１ 愛知芸術文化センター 9510220554 // 書庫/禁

1992 雑誌 ＡＡＣ:ＡＩＣＨＩ　ＡＲＴＳ　ＣＥＮＴＥＲ　２ 愛知芸術文化センター 9510220563 // 書庫/禁

1992 雑誌 美術手帖　１９９２年１０月号　吉原治良／変革する自己 美術出版社 9510034970 // 書庫/禁

1992 雑誌 日経アーキテクチュア　さらば、「総論賛成」の景観行政 日経ＢＰ社 9510215760 // 書庫/禁

1992 雑誌 建築文化　愛知芸術文化センター 彰国社 9510069287 // 書庫/禁

1992 雑誌 新建築 新建築社 9510044715 // 書庫/禁

ｃ1992 和書 フォーヴィスムと日本近代洋画 愛知県美術館編集 愛知県美術館 9110210762 T723.1/F36A/1992 書庫/可

［1992］ 和書 愛知芸術文化センター 愛知芸術文化センター 9110354548 526/A23A/ 書庫/禁

1993 和書 パブリック・アートの現在（いま）
愛知県文化情報センター
編集

愛知県文化情報センター 9110211151 518.8/P11A/ 書庫/可

1993 和書 愛知県文化会館
愛知県建築部営繕課
編集

愛知県建築部営繕課 9110211115 526/A23A/ 書庫/禁

1993 和書 愛知芸術文化センター 日経アーキテクチュア編 日経ＢＰ社 9110213479 526/A23N/ 書庫/禁

1993 和書 ２０世紀　愛知の美術 愛知県美術館編集 愛知県美術館 9110210790 T702.195/N73A/1993 書庫/可

1993 和書 愛知芸術文化センターパブリックアート・データベース 愛知県文化情報センター 9110211170 R518.8/P11A/ 書庫/禁

1993 雑誌
きざし　創刊号　
オペラの発見　わたしとオペラとの出会いを巡って

愛知県文化振興事業団 9510267372 // 書庫/禁

1993 雑誌 ＡＡＣ:ＡＩＣＨＩ　ＡＲＴＳ　ＣＥＮＴＥＲ　３ 愛知芸術文化センター 9510220572 // 書庫/禁

1993 雑誌 ＡＡＣ:ＡＩＣＨＩ　ＡＲＴＳ　ＣＥＮＴＥＲ　４ 愛知芸術文化センター 9510220581 // 書庫/禁

1993 雑誌 ＡＡＣ:ＡＩＣＨＩ　ＡＲＴＳ　ＣＥＮＴＥＲ　５ 愛知芸術文化センター 9510220590 // 書庫/禁

1993 雑誌 ＡＡＣ:ＡＩＣＨＩ　ＡＲＴＳ　ＣＥＮＴＥＲ　６ 愛知芸術文化センター 9510220607 // 書庫/禁

1993 雑誌
ＡＡＣ:ＡＩＣＨＩ　ＡＲＴＳ　ＣＥＮＴＥＲ　臨時増刊　
活動する文化施設　愛知芸術文化センター開館１周年レポート

愛知芸術文化センター 9510221041 // 書庫/禁

ｃ1993 和書 ミュージアムワークシート 愛知県美術館編 愛知県美術館 9110259511 707.9/MY5A/1 書庫/禁

1994 和書 パブリック・アートの実験
愛知県文化情報センター
編集

愛知県文化情報センター 9110211213 518.8/P11A/ 書庫/可

1994 雑誌 愛知県文化情報センター自主事業報告書　平成５年度
愛知県文化情報センター
企画事業実行委員会 9510188116 // 書庫/禁

1995 和書 都市景観と彫刻
愛知県文化情報センター
企画・編集

愛知県文化情報センター 9110211189 518.8/P11A/ 書庫/可

1995 雑誌 愛知芸術文化協会年鑑　１９９４ 愛知芸術文化協会 9510102588 // 書庫/禁

1996 和書 都市景観と彫刻
愛知県文化情報センター
企画・編集

愛知県文化情報センター 9110254088 518.8/P11A/2 書庫/可

［1996］ 和書 愛知芸術文化センターパブリックアート・データベース 愛知県文化情報センター 9110254453 R518.8/P11A/2 書庫/禁

愛知芸術文化センター開館30周年記念展示
展示期間：2022年9月22日（木）～11月13日（日）



出版年 種別 書名/展覧会名 著者 出版社 請求記号 資料番号 貸出/場所

1997 芸文センター5周年

1997 雑誌 ＡＡＣ:ＡＩＣＨＩ　ＡＲＴＳ　ＣＥＮＴＥＲ　２０ 愛知芸術文化センター 9510220741 // 書庫/禁

1999 雑誌 愛知芸術文化年鑑　１９９９ 愛知芸術文化協会 9510160080 R703.5// 書庫/禁

2000 雑誌 きざし　今、演劇の場面で何が起きているのか? 愛知県文化振興事業団 9510267603 // 書庫/禁

2002 芸文センター10周年

2000-
2004

雑誌 MUSE　ミューズ 愛知県文化振興事業団 9510293040 // 書庫/禁

2003 雑誌 ＡＡＣ:ＡＩＣＨＩ　ＡＲＴＳ　ＣＥＮＴＥＲ　３５ 愛知芸術文化センター 9510220877 // 書庫/禁

2003 雑誌 ＡＡＣ:ＡＩＣＨＩ　ＡＲＴＳ　ＣＥＮＴＥＲ　３６ 愛知芸術文化センター 9510220886 // 書庫/禁

2004 雑誌 AAF通信　１　創刊号 愛知県文化振興事業団 9510221533 // 書庫/禁

2005 和書
ゴッホ展　孤高の画家の原風景
ファン・ゴッホ美術館／クレラー＝ミュラー美術館所蔵

東京国立近代美術館
［ほか］編集

ＮＨＫほか 9110419141 T723F/G571A/2005 書庫/可

2007 芸文センター15周年

ｃ2007 和書 ２０世紀美術の森 愛知県美術館編 愛知県美術館 9110465510 T702.07/N73A/2007 書庫/可

2008 雑誌 ＡＡＣ:ＡＩＣＨＩ　ＡＲＴＳ　ＣＥＮＴＥＲ　５６ 愛知芸術文化センター 9510282440 // 書庫/禁

c2010 和書 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

9110495608 T702.07/A23A/2010 書庫/可

2012 芸文センター20周年

ｃ2012 和書 魔術／美術
中日新聞社 
愛知県美術館

9110521341 T702.06/MA32A/2012 書庫/可

ｃ2012 和書 生誕１５０年記念クリムト黄金の騎士をめぐる物語 愛知県美術館[ほか]編集 中日新聞社 9110513321 T723F/KL61A/2012 書庫/可

2013 雑誌 ＡＡＣ:ＡＩＣＨＩ　ＡＲＴＳ　ＣＥＮＴＥＲ　７５ 愛知芸術文化センター 9510321824 // 書庫/禁

2013 雑誌 AAF通信　３９ 愛知県文化振興事業団 9510327185 // 書庫/禁

ｃ2013 和書 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

9110513466 T702.07/A23A/2013 書庫/可

ｃ2013 和書 円山応挙展 円山応挙［画］
円山応挙展
実行委員会

9110529143 T721.6/MA59A/2013 書庫/可

2014 和書 栄公園史 名古屋市編集 栄公園振興 名古屋市 9110516074 518.8/SA27N/ 書庫/禁

2016 和書 あいちトリエンナーレ２０１6 平凡社 9110552633 T702.07/A23A/2016 書庫/可

2017 芸文センター25周年

2017 雑誌 ＡＡＣ:ＡＩＣＨＩ　ＡＲＴＳ　ＣＥＮＴＥＲ　９３ 愛知芸術文化センター 9510356955 // 書庫/禁

ｃ2017 和書 ⾧沢芦雪展 ⾧沢芦雪［画］ ⾧沢芦雪展実行委員会 9110561294 T721.6/N22A/2017 書庫/可

2020 和書 あいちトリエンナーレ２０１9
あいちトリエンナーレ
実行委員会

9110576751 T702.07/A23A/2019 書庫/可


