
2004年国内雑誌購入中止リスト

タイトル 出版社 ISSN 部局

Acoustical Science and Technology 日本音響学会 13463969 中央館
Computer Today サイエンス社 02893509 情報・言語
Computer today サイエンス社 02893509 情連セ
Computer today サイエンス社 02893509 工学部
Computer today サイエンス社 02893509 工学部
Development,Growth and Differentiation 日本発生生物学会 00121592 理・臨海
Dos/v magazine ソフトバンク 工学部
e・コロンブス ティ・エー・シー企画 02885727 工学部
Ecological Research 日本生態学会 09123814 文学部
English Linguistics 開拓社 09183701 中央館
Interface = インターフェース CQ出版社 03879569 工学部
Japan review of international affairs The Institute 09138773 国際開発
Materials science research international Society of Materials Science,

Japan
13411683 農学部

Materials science research international 13411683 工学部
Nature Nature Japan 00280836 アイソ・セ
Nature Nature Japan 00280836 理・臨海
Open design CQ出版 工学部
Open design CQ出版社 多元数理
Open design,オープンデザイン CQ出版 情連セ
Poetica 三省堂 02871629 中央館
Rural and environmental engineering : REE Japanese Society of Irrigation,

Drainage and Reclamation
Engineering

02878607 農学部

Security マガジン 翔泳社 情連セ
Software design 技術評論社 09166297 工学部
Software design 技術評論社 09166297 工学部
SUN WORLD IDGコミュニケ-ションズ 工学部
Sunworld : the independent journal of Sun and SPARC
systems

IDGコミュニケーションズ 09185453 情連セ

The journal of Pacific Asia 世織書房 国際開発
Try!PC,トライピーシー CQ出版社 情連セ
UNIX MAGAZINE アスキー 09130748 工学部
UNIX USER ソフトバンク株式会社 工学部
UNIX user ソフトバンク 工学部
XML Press 技術評論社 工学部
Zoological Science 日本動物学会 02890003 理・臨海
シネ・フロント シネ・フロント社 02866315 情報・言語
シネビ・エイジ 共立通信社 情報・言語
デザインの現場 = Designers' workshop 美術出版社 09101950 工学部
トライポロジスト 日本潤滑学会 09151168 工学部
トランジスタ技術 CQ出版 00409413 理・図書
トランジスタ技術 CQ出版社 00409413 工学部
パリテイ 丸善 09114815 工学部
プレジデント プレジデント社 00327751 工学部
マスコミ市民 マスコミ市民 情報・言語
映画時報 映画時報社 情報・言語
映画藝術 編集プロダクション映芸 情報・言語
応用声学 中国応用声学 1000310X 中央館
化学 増刊号 化学同人 03685470 工学部
化学 増刊号 化学同人 03685470 中央館
科学 岩波書店 00227625 アイソ・セ
科学技術文献速報ーエネルギー・原子力工学編ー 工学部
科学史集刊 地質出版社・北京 文学部
科学新聞 科学新聞社 農学部
科技史文集 上海 文学部
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革命回憶録 北京 文学部
革命史資料 文史資料出版社・北京 文学部
学林漫録 中華書局・北京 文学部
蒲松齢研究集刊 山東 文学部
季刊考古学 雄山閣出版 02885956 情報・言語
戯曲研究 文化芸術出版社・北京 文学部
訓詁研究 北京師範大学出版社・北京 文学部
経営史学 東京大学出版会 03869113 情報・言語
経済・産業ジャーナル 通商産業調査会 13462172 工学部
月刊スキージャーナル スキージャーナル 中央館
月刊テニスジャーナル スキージャーナル 中央館
月刊環境自治体 日本工業新聞社 13456539 情報・言語
月刊環境自治体 日本工業新聞社 13456539 工学部
月刊自治フォーラム : 地方自治を語るみんなの広場 自治大学校・地方自治研究資料

センター
09161767 法学部

月刊双康保健ダイジェスト 光映出版株式会社 附属学校
月刊中小企業 ダイヤモンド社 経・研究セ
元史論叢 北京 文学部
古代文学理論研究 上海古籍出版社・上海 文学部
古典文学論叢 上海人民出版社・上海 文学部
固体物理 アグネ技術センター 04544544 工学部
湖南歴史資料 湖南省 文学部
語言論集 中国人民大学出版社 文学部
語文学習 〈語文学習〉編輯委員会・上海 10018468 中央館
考古 科学出版社・北京 04532899 文学部
国家学会雑誌 有斐閣 情報・言語
細胞 = The cell 03864766 多元数理
詞学 上海 文学部
時事英語研究 研究社出版 中央館
写真工業 写真工業出版社 03710106 医保健
取締役の法務 商事法務研究会 法学部
将棋世界 日本将棋連盟 附属学校
上海博物館集刊 上海 文学部
辛亥革命史叢刊 中華書局・北京 文学部
図書館研究シリーズ 国立国会図書館 04541960 中央館
数学セミナー. 別冊 日本評論社 工学部
数学セミナー. 別冊, 数学のたのしみ 日本評論社 中央館
数学のたのしみ 日本評論社 附属学校
生物と気象 日本農業気象学会 13465368 農学部
声学学報 科学出版社・北京 03710025 中央館
蛋白質 核酸 酵素 共立出版 00399450 多元数理
蛋白質・核酸・酵素 共立出版 00399450 環境医学研
地域開発 日本地域開発センター 03856623 文学部
地球科学 地学団体研究会 03666611 文学部
中学語文教学 人民教育出版社 10025154 中央館
中国古典文学研究論叢 社会科学 綫編集部 文学部
中国社会科学院経済研究所集刊 北京 文学部
中国証券監督管理委員会公告 中国金融出版社 法学部
著作権四季報 日本著作権協議会 中央館
通商広報 日本貿易振興会 13445766 国際開発
天気 日本気象学会 05460921 文学部
天津文史資料選輯 天津 文学部
都市計画 日本都市計画学会 04959280 文学部
都市問題 東京市政調査会 03873382 文学部
都市問題研究 都市問題研究会 03873390 文学部
南京博物院集刊 南京 文学部
日経eco21 日経ホーム出版社 工学部
日経Internet Solutions 日経BP社 13476580 情報・言語
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日経Linux 日経BP社 13450182 工学部
日経インターネットソリューション 日経BP社 13476580 情連セ
日経サイエンス,Scientific American 日本版 日経サイエンス社 0917009X 工学部
日経サイエンス:Scientific American 日本語版 日経サイエンス社 0917009X 工学部
日経バイオビジネス 日経BP社 工学部
日経パソコン 日経BP社 02879506 工学部
日経ベンチャー 日経BP社 02896516 情報・言語
日経ベンチャー=Nikkei venture 日経BP社 02896516 工学部
日経情報ストラテジー 日経BP社 09175342 情報・言語
日独法学 日独法学会 02865351 法学部
日本の美学 ぺりかん社 02899272 文学部
日本の美学 燈影舎 02899272 情報・言語
日本語教育 日本語教育学会 03894037 情報・言語
日本産科婦人科学会雑誌 日本産科婦人科学会 03009165 医保健
日本生態学会誌 日本生態学会 00215007 文学部
日本不妊学会雑誌 日本不妊学会 00290629 医分館
日本物理学会誌 日本物理学会 00290181 情報・言語
日本物理學會誌 日本物理学会 00290181 理・図書
日本民俗学 日本民俗学会 04288653 文学部
脳の科学,Brain Science 星和書店 13434144 医分館
農業経済論叢 農業出版社・北京 文学部
農史研究 北京 文学部
農村計画学会誌 農村計画学会 09129731 文学部
文学論集 新華書店・北京 文学部
文芸論叢 新華書店・上海 文学部
文史集萃 文史資料出版社・北京 文学部
文物 文物出版社・北京 05114772 中央館
文藝春秋 文藝春秋 工学部
別冊FMfan 共同通信社 中央館
暮しの手帖 暮しの手帖社 附属学校
放射線科学 実業公報社 04412540 医分館
民間文学 人民文学出版社・北京 情報・言語
民族学研究(北京) 北京 文学部
歴史地理 中国地理学会歴史地理編集委

員会・上海
文学部

歴史文献研究 北京燕山出版社 文学部
魯迅研究文叢 湖南人民出版社・長沙 文学部
労働運動 法学部
論座 朝日新聞社 国際開発
藝術新潮 04351657 工学部
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