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OR00000016

年2回刊 国際開発 紀伊国屋中部 国開雑３Ａ

OR00000381

月刊 経済学部 日本経営科学研究所 経共通雑誌

OR00000046

季刊 農学部 日本メンデル協会 農共通和雑

OR00000137

隔月刊 経・研究セ 丸善名古屋 経セ雑誌

OR00017272

日刊 国際開発 フィナンシャル・タイムズ 国開雑研

OR00017528

週刊 情報・言語 名大生協 国言学生多元

OR00017531

週刊 図・本館 名大生協 中（情）

OR00017529

週刊 情報・言語 名大生協 国言学生多元

OR00017530

週刊 図・本館 名大生協 中（情）

OR00446962

年刊 情報・言語 名大生協 環竹内恒夫

OR00555906

月刊 太陽地球研 名大生協 太陽太陽圏１

OR00498708

月刊 情基セ 名大生協 情基セ

OR00401226

隔月刊 法学部 名大生協 法中野富

OR00000233

月刊 農学部 丸善名古屋 農共通和雑

OR00555751

年刊 文学部 名大生協 文西史

OR00557028

季刊 エコトピア 運輸政策研究 エコ融合奥田

OR00001744

年刊 医保健 名大生協 保健図書和雑

OR00000920

月刊 工学部 名大生協 工化工図書

OR00446950

季刊 情報・言語 環境情報科学センター 環竹内恒夫

OR00446955

年刊 情報・言語 環境情報科学センター 環竹内恒夫

OR00000960

月刊 医学部 大竹書店 医院看護

OR00000959

月刊 医保健 名大生協 保健図書和雑

OR00000523

月刊 文学部 崑崙書房 文中哲

OR00001070

月刊 農学部 名大生協 農共通和雑

OR00001111

月刊 文学部 燎原愛知 文中文

OR00016363

月刊 経済学部 名大生協 経家森

OR00001018

月刊 工学部 名大生協 工IV系図書

OR00247647

月刊 情基セ 名大生協 情基セ

OR00000580

月刊 附属学校 やましん書店 附校国研

OR00017234

月刊 経・研究セ 愛知第一官報 経セ雑誌

OR00505545

月刊 附属学校 やましん書店 附校数研

OR00242498

月刊 経・研究セ 名大生協 経セ雑誌

OR00001228

隔月刊 文学部 崑崙書房 文中文

OR00404194

月刊 図・本館 名大生協 中（産学官）

OR00001146

月刊 教育学部 子どもの遊びと手の労働教・教育共通

購入中止リスト
発注年度：2011   和洋区分：和   

Asian ethnology. -- Vol. 67, no. 1 (2008)-. -- Nanzan Institute for Religion and Culture, 2008-.The Society

DE

Computer report / 総合生産技術研究所. -- 1 (昭35.4)-. -- 総合生産技術研究所, 1960-.日本経営科学研究所

MA

Cytologia : international journal of cytology. -- Vol. 1, no. 1 (Aug. 1929)-.国際細胞学会

MA

Economy, culture & history Japan spotlight bimonthly. -- Vol. 23, no. 1 (Jan./Feb. 2004)- = 133rd issue (Jan./Feb. 2004)-. -- Japan Economic Foundation, 2004.1-.Japan Economic Foundation

MA

The Financial times. -- No. 1 (Feb. 13, 1888)-. -- MacRae, Curtice & Co.

DE

International press : semanario en Español. -- スペイン語版. -- International Press.International Press

DE

International press : semanario en Español. -- スペイン語版. -- International Press.International Press

DE

International press : o journal brasileiro no Japầo. -- ポルトガル語版. -- International Press.International Press

DE

International press : o journal brasileiro no Japầo. -- ポルトガル語版. -- International Press.International Press

DE

Journal of environmental information science. -- Vol. 32, no. 5 (2004)-. -- Center for Environmental Information Science, 2004-.環境情報科学センター

NHKラジオラジオ英会話. -- 日本放送出版協会. 日本放送出版協会

Web creators = ウェブ・クリエイターズ. -- エムディエヌコーポレーション. インプレスコミュニケイションズ

Works = ワークス. -- 創刊[1巻1]号 (Apr.-May 1995)- = No. 1 (Apr.-May 1995)-. -- [リクルート], 1995-.リクルートワークス研究所

アジア経済 / アジア経済研究所. -- Vol. 1, no. 1 (1960)-. -- アジア経済研究所, 1960.5-.アジア経済研究所

MA

アメリカ史研究 / アメリカ史研究会. -- 1号 (1978)-. -- アメリカ史研究会, 1978-.日本アメリカ史学会

運輸政策研究 / 運輸政策研究機構 [編] = Transport policy studies' review / Institute for Transport Policy Studies. -- Vol. 1, no. 1 (summer 1998)- = 通巻1号 (summer 1998)-. -- 運輸政策研究機構, 1998.7-.運輸政策研究機構

音楽療法 : JMT / 「音楽療法」編集委員会 [編集]. -- Vol. 1 (1991)-. -- 日本臨床心理研究所, 1991-.日本臨床心理研究所

DE

化学装置 / 工業調査会. -- 1巻1号 (昭34.4)-. -- 工業調査会. 工業調査会

DE

環境情報科学 = Environmental information science / 環境情報科学センター [編]. -- 1巻1号 (1972)-. -- 環境情報科学センター, 1972.5-.環境情報科学センター

環境情報科学. 別冊, 環境情報科学論文集 / 環境情報科学センター [編集] = Environmental information science. Extra, Papers on environmental information science. -- 環境情報科学センター.環境情報科学センター

看護學雜誌 / 醫學書院 [編]. -- 1 (昭21)-. -- 醫學書院, 1946-. 医学書院

DE

看護學雜誌 / 醫學書院 [編]. -- 1 (昭21)-. -- 醫學書院, 1946-. 医学書院

DE

学术月刋. -- 1957年1期 (1957)- = 总1期 (1957)-. -- 上海人民出版社, 1957.1-.上海市社会科学界聯合会・上海

MA

機械の研究. -- 1巻1号 (1949.1)-. -- 養賢堂, 1949-. 養賢堂

DE

今古傳奇 / 《今古伝奇》叢刊編輯部編輯. -- 《今古伝奇》叢刊編輯部.<今古伝奇>編集部

MA

金融労働調査時報 : 理論と現場と知の周辺 = Bulletin of the labour in financial industries / 銀行労働研究会 [編]. -- No. 612 (2001. 1)-. -- 銀行労働研究会, 2001.1-.銀行労働研究会

DE

計測と制御 = Journal of the Society of Instrument and Control Engineers / 計測自動制御学会. -- 1巻1号 (1962.1)-. -- 計測自動制御学会.計測自動制御学会

DE

月刊 Computer world = 月刊 コンピュータ ワールド. -- 創刊号(2004年1月号)-. -- IDG ジャパン, 2004-.IDG ジャパン

月刊国語教育. -- 創刊号 (1981)-. -- 東京法令出版. 東京法令出版

DE

月刊株価便覧. -- -39巻12号 (平22.12). -- 中和印刷, -2010.12. 中和印刷株式会社

DE

高校への数学. -- 東京出版. 東京出版

航政研シリーズ / 航空政策研究会 [編]. -- 64号 (昭49.1)-. -- 航空政策研究会, 1974-.航空政策研究会

红楼梦学刊 = Hong lou meng xue kan / 文化部文学艺术研究院红楼梦学刊编辑委员会编. -- 1979年1輯 (1979.5)- = [总1輯] (1979.5)-. -- 百花文艺出版社, 1979.5-.百花文芸出版社・天津

MA

国際商事法務 = Journal of the Japanese Institute of International Business Law : kokusai shōji hōmu. -- Vol. 1, no. 1 (1973)-. -- 国際商事法研究所, 1973.1-.国際商事法研究所

子どもの遊びと手の労働 / 子どもの遊びと手の労働研究会 [編]. -- 156号 (1986.8)-. -- 子どもの遊びと手の労働研究会, 1986-.子どもの遊びと手の労働研究会

MA
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契約番号 タイトル 出版者

刊行頻度 部局名 納入者 予算部署 輸送区分

OR00001226

月刊 農学部 崑崙書房 農共通和雑

OR00000664

年刊 文学部 燎原愛知 文中文

OR00096556

季刊 文学部 崑崙書房 文中文

OR00001945

月刊 情報・言語 名大生協 環増沢陽子

OR01001393

月刊 環境医学研 名大生協 環分子制御

OR00090939

季刊 農学部 名古屋ＮＧＯセンター 農学国際

OR00139752

年2回刊 文学部 名大生協 文国史

OR00002169

季刊 工学部 名大生協 工社会基盤（土木）

OR00016346

隔月刊 文学部 燎原愛知 文中哲

OR00002151

月刊 文学部 名大生協 文哲学

OR00498645

週刊 情報・言語 名大生協 環増沢陽子

OR00002293

季刊 文学部 崑崙書房 文中文

OR00002082

季刊 文学部 崑崙書房 文中文

OR00555835

月刊 環境医学研 名大生協 環分子制御

OR00555780

月刊 工学部 名大生協 工応化岡崎

OR00000424

隔月刊 文学部 崑崙書房 環地理

OR00001552

隔月刊 工学部 日本知能情報ファジイ学会工IV系図書

OR00002606

季刊 文学部 崑崙書房 文中文

OR00002559

月刊 教育学部 全日本中学校長会 教・教育共通

OR00002571

隔月刊 文学部 燎原愛知 文中文

OR00002578

隔月刊 文学部 崑崙書房 文中文

OR00002453

月刊 文学部 燎原愛知 環地理

OR00002392

月刊 文学部 燎原愛知 文中哲

OR00000432

月刊 工学部 名大生協 工材料高井

OR00017560

季刊 工学部 名大生協 情シ集１

OR00056169

月刊 法学部 名大生協 法雑誌

OR00002466

隔年刊 文学部 燎原愛知 文中文

OR00016344

隔月刊 文学部 燎原愛知 文中哲

OR00002525

月刊 法学部 名大生協 法雑誌

OR00002528

月刊 工学部 名大生協 工社会基盤（土木）

OR00139643

月刊 工学部 名大生協 情シ集１

OR00556168

隔週刊 工学部 ちくさ正文館 工材料安田

OR00139586

月刊 情基セ 名大生協 情基セ

OR00556172

隔月刊 工学部 名大生協 工材料安田

OR00556162

月刊 理学部 名大生協 理物理Ｎ研

購入中止リスト
発注年度：2011   和洋区分：和   

昆蟲學報 / 中國昆蟲學會編輯. -- 2卷1期 (1952.3)-. -- 中國科學院, 1952-.朋友書店

MA

語言學論叢 / 北京大学中国語言文学系編. -- 1輯 (1957)-. -- 新知識出版社, 1957.10-.商務印書館・北京

DE

语言研究. -- 总1期 (1981.7)-总49期 (2002.11) ; 23卷1期 (2003.3)- = 总50期 (2003.3)-. -- 华中工学院出版社, 1981.7-.華中工学院出版社

最高裁判所判例集 / 最高裁判所判例調査會. -- 1巻1号 (昭22. 11)-. -- 最高裁判所判例調査會.最高裁判所判例調査会

DE

細胞工学 = Cell technology. -- Vol. 1, no. 1 (昭57.10)-. -- 秀潤社, 1982.10-.秀潤社

さんぐりあ. -- 名古屋NGOセンター. 名古屋NGOセンター

時衆文化 / 時衆文化研究会[編]. -- 創刊号 (2000.4)-. -- 時衆文化研究会.時衆文化研究会

自然災害科学 / 自然災害科学会 [編集]. -- Vol. 1, no. 1 (1982)-. -- 自然災害科学会, 1982-.日本自然災害学会

MA

四川文物 / 《四川文物》編輯部編.

DE

思想 / 岩波書店. -- 創刊号 (大10.10)-. -- 岩波書店, [1921]-. 岩波書店

DE

週刊エネルギーと環境. -- No. 902 (1986. 4. 3)-. -- エネルギージャーナル社, 1986-.エネルギージャーナル社

書目季刊 = Bibliography quarterly. -- 32巻1期 (民国87.6)-. -- 書目季刊社, 1998.3-.台北

DE

新文学史料. -- [波文書局版]. -- 1輯 (1978)-. -- 波文書局, 1978-.人民文学出版社・北京

MA

実験医学 = Experimental medicine. -- Vol. 1, no. 1 (1983)-. -- 羊土社, 1983-.羊土社

数理科学 = Mathematical sciences. -- 1巻1号 (昭38.7)- = No. 1 (昭38.7)-. -- ダイヤモンド社, 1963.7-.数理科学社

第四纪研究 = Quaternary sciences / 中国第四纪研究委员会, 中国科学院地质研究所主办. -- -1999年6期 (1999) ; 20巻1期 (2000)-. -- 科学出版社.科学出版社・北京

DE

知能と情報 : 日本知能情報ファジィ学会誌 : journal of Japan Society for Fuzzy Theory and Intelligent Informatics / 日本知能情報ファジィ学会 [編]. -- Vol. 15, no. 1 (Feb. 2003)- = 通巻76号 (Feb. 2003)-. -- 日本知能情報ファジィ学会, 2003.2-.日本知能情報ファジィ学会

MA

中華文史論丛. -- -8輯 (1978.10) ; 1979年1輯 (1979.1)-1989年2期 (1989.9) = 总9輯 (1979.1)-总45輯 (1989.9) ; 46輯 (1990.12)-. -- 上海古籍出版社.上海古籍出版社・上海

DE

中学校 / 全日本中学校長会. -- 1号 (昭28.2)-. 全日本中学校長会

MA

中國现代文学研究丛刊. -- 北京出版社. 作家出版社・北京

DE

中國語文. -- 創刋 [1] 號 (1952.7)-. -- 人民教育出版社, 1952.7-. 中国社会科学出版社・北京

MA

地理研究 = Geographical research / 《地理研究》编辑委员会 [编辑]. -- 1巻1期 (1982.3)-. -- 科学出版社, 1982-.科学出版社・北京

MA

哲學研究 / 哲學研究編輯委員會編. -- 科学出版社. 人民出版社・北京

MA

電子材料 = Electronic Materials and Parts / 工業調査会 [編] ; 日本電子材料技術協会監修. -- 1巻1号 (昭37. 6)-. -- 工業調査会, 1962. 6-.工業調査会

DE

ディジタル・デザイン・テクノロジ = Digital design technology. -- 1巻1号 (2009 spring)-. -- CQ出版, 2009.5-.CQ出版社

DE

登記インターネット. -- 1号 (平11.12) ; 2巻1号(平成12.1) = 通巻2号 (平成12.1) - 12巻6号 = 通巻126号 (平22.6). -- 民事法情報センター, 1999.12-2010.6.民事法情報センター

MA

唐代文學研究 / 中国唐代文学学会, 西北大学中文系, 山西人民出版社主编. -- 1辑 (1988)-. -- 山西人民出版社, 1988-.山西省新華書店

DE

東南文化. -- 1輯 (1985.10)-3輯 ([1987]) ; 1987年1期 (1987)- = 总62期 (1987)-. -- 江苏古籍出版社, 1985-.南京博物院<東南文化>雑誌社

DE

都市問題研究 / 都市問題研究會 [編]. -- 1集 (昭24.2)-24集 (昭26.12) ; 4巻1号 (昭27.2)-62巻3号 (平22.3). -- 都市問題研究會, 1949-2010.都市問題研究会

DE

都市問題研究 / 都市問題研究會 [編]. -- 1集 (昭24.2)-24集 (昭26.12) ; 4巻1号 (昭27.2)-62巻3号 (平22.3). -- 都市問題研究會, 1949-2010.都市問題研究会

DE

トランジスタ技術. -- 1巻1号 (昭39.10)-. -- CQ出版社. CQ出版社

日経エレクトロニクス = Nikkei electronics / 日経マグロウヒル社. -- 1号 (昭46.4.12)-. -- 日経マグロウヒル社, 1971-.日経BP社

日経サイエンス : Scientific American日本版 / 日経サイエンス社. -- 20巻10号 (1990.10)- = 229号 (1990.10)-. -- 日経サイエンス社, 1990-.日経サイエンス社

日経automotive technology. -- -2007年spring ([2007.4]) ; 1号 (2007.7)-. -- 日経BP社.日経BP社

日経Linux = Nikkei Linux / 日経BP社. -- 1巻1号 (1999.10)- = 通巻1号 (1999.10)-. -- 日経BP社, 1999-.日経BP社
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契約番号 タイトル 出版者

刊行頻度 部局名 納入者 予算部署 輸送区分

OR00450471

月刊 工学部 名大生協 情メ音２

OR00338602

月刊 情報・言語 ちくさ正文館 環涌田幸宏

OR00001583

月刊 農学部 名大生協 農共通和雑

OR00001584

月刊 工学部 名大生協 工IV系図書

OR00001588

月刊 農学部 名大生協 農共通和雑

OR00001589

月刊 工学部 名大生協 工IV系図書

OR00001587

月刊 工学部 名大生協 工化工図書

OR00001592

月刊 農学部 名大生協 農共通和雑

OR00001594

月刊 工学部 名大生協 工IV系図書

OR00001548

月刊 文学部 名大生協 文言語

OR00017518

年刊 情報・言語 名大生協 環境行動

OR00091111

季刊 医学部 名大生協 医耳鼻

OR00016804

隔月刊 農学部 名大生協 農共通和雑

OR00016900

月刊 文学部 燎原愛知 文中哲

OR00002340

隔月刊 文学部 燎原愛知 文中哲

OR01001894

隔月刊 文学部 燎原愛知 文中文

OR00000651

隔月刊 文学部 燎原愛知 文中文

OR00000668

月刊 文学部 燎原愛知 文中文

OR00002573

月刊 文学部 燎原愛知 文中文

OR00002533

月刊 文学部 燎原愛知 文中文

OR00000334

月刊 文学部 燎原愛知 文中文

OR00002584

月刊 文学部 燎原愛知 文中文

OR00000325

隔月刊 文学部 崑崙書房 文中文

OR00000323

隔月刊 文学部 崑崙書房 文中文

OR00000343

季刊 文学部 崑崙書房 文中文

OR00000333

月刊 文学部 崑崙書房 文中文

OR00000335

隔月刊 文学部 崑崙書房 文中文

OR00000351

季刊 文学部 崑崙書房 文中文

OR00000354

月刊 文学部 崑崙書房 文中文

OR00001808

月刊 理学部 名大生協 理物理学図書委員会

OR00556167

月刊 法学部 名大生協 法商法

OR00002684

年2回刊 文学部 崑崙書房 文中文

OR00002686

月刊 農学部 名大生協 農共通和雑

OR00555909

月刊 太陽地球研 名大生協 太陽太陽圏１

OR00016453

季刊 農学部 名大生協 農共通和雑

購入中止リスト
発注年度：2011   和洋区分：和   

日経winPC = 日経ウインピーシー / 日経BP社 [編]. -- 1巻1号 (1995.5)- = 通巻1号 (1995.5)-. -- 日経BP社.日経BP社

日経エコロジー : Ecology. -- 創刊準備号 (1999.4) -. -- 日経BP社, 1999.3-.日経BP社

日本機械学會論文集. A編 = Transactions of the Japan Society of Mechanical Engineers. A / 日本機械学会. -- 45巻389号 (昭54.1)-. -- 日本機械学会, 1979-.日本機械学会

MA

日本機械学會論文集. A編 = Transactions of the Japan Society of Mechanical Engineers. A / 日本機械学会. -- 45巻389号 (昭54.1)-. -- 日本機械学会, 1979-.日本機械学会

DE

日本機械学會論文集. B編 = Transactions of the Japan Society of Mechanical Engineers. B / 日本機械学会. -- 45巻389号 (昭54.1)-76巻772号 (平22.12). -- 日本機械学会, 1979-2010.日本機械学会

MA

日本機械学會論文集. B編 = Transactions of the Japan Society of Mechanical Engineers. B / 日本機械学会. -- 45巻389号 (昭54.1)-76巻772号 (平22.12). -- 日本機械学会, 1979-2010.日本機械学会

DE

日本機械学會論文集. B編 = Transactions of the Japan Society of Mechanical Engineers. B / 日本機械学会. -- 45巻389号 (昭54.1)-76巻772号 (平22.12). -- 日本機械学会, 1979-2010.日本機械学会

DE

日本機械学會論文集. C編 = Transactions of the Japan Society of Mechanical Engineers. C / 日本機械学会. -- 45巻389号 (昭54.1)-. -- 日本機械学会, 1979-.日本機械学会

MA

日本機械学會論文集. C編 = Transactions of the Japan Society of Mechanical Engineers. C / 日本機械学会. -- 45巻389号 (昭54.1)-. -- 日本機械学会, 1979-.日本機械学会

DE

日本語学 / 明治書院 [編]. -- 1巻1号 (1982.11)-. -- 明治書院, 1982-.明治書院

DE

日本社会心理学会大会発表論文集 / 日本社会心理学会 [編]. -- 日本社会心理学会大会準備委員会.日本社会心理学会大会準備委員会

MA

日本鼻科学会会誌 / 日本鼻科学会. -- Vol. 21, no. 1 (1982)-. -- 日本鼻科学会.日本鼻科学会

農業機械學會誌 / 農業機械學會. -- 1巻1号 (昭12.9)-. -- 農業機械學會, 1937.9-.農業機械學會

DE

復印報刊資料. B5, 中国哲学. -- 1997年3期 (1997.3)-. -- 中国人民大学書報資料中心, 1997-.中国人民大学書報資料中心

DE

復印報刊資料. B9, 宗教. -- 1994年1期 ( [1994.3] )-. -- 中国人民大学書報資料中心, 1994. 3-.中国人民大学書報資料社

DE

复印报刊资料. J5, 舞台艺术,音楽,舞台. -- 2010年1期 (2010.1)-. -- 中国人民大学书报资料中心, 2010-.中国人民大学書報資料中心

复印报刊资料. J5, 舞台艺术,戏曲,戏剧. -- 2010年1期 (2010.1)-. -- 中国人民大学书报资料中心, 2010-.中国人民大学書報資料中心

DE

复印报刊资料. H1, 语言文字学. -- 中国人民大学书报资料社. 中国人民大学書報資料社・北京

DE

復印報刊資料. J3, 中国現代,当代文学研究. -- 中国人民大学書報資料中心.中国人民大学書報資料社・北京

DE

复印报刊资料. G9, 图书馆学情报学 : library science and information science / 中国人民大学書報資料中心 [编辑]. -- 2009年1期 (2009)-. -- 中国人民大学书报资料中心, 2009-.中国人民大学書報資料社

DE

復印報刊資料. J1, 文芸理論. -- 中国人民大学書報資料中心. 中国人民大学書報資料社・北京

DE

復印報刊資料. J2, 中国古代,近代文学研究. -- 中国人民大学書報資料中心.中国人民大学書報資料社・北京

DE

文學遺産. -- 中華書局. 中華書局・北京

MA

文学評論. -- 1959年1期 ([1959.2])-. -- 人民文学出版社, 1959-. 中国社会科学出版社・北京

MA

文献. -- 1辑 (1979)-22辑 (1984) ; 1985年1期 (1985)- = 总23期 (1985)-. -- 书目文献出版社, 1979.12-.書目文献出版社・北京

MA

文藝研究 / 文芸研究編輯部編. -- 文化芸術出版社. 人民文学出版社・北京

MA

文蓻理論研究. -- 华东师范大学出版社. 全国高等学校文芸理論研究会・上海

MA

文史 / 中華書局編輯部編. -- 1輯 ( [1962.10] )- 45輯 ( [1998.9] ) ; 1999年1輯 (1999)- = 總46輯 (1999)-. -- 中華書局, 1962-.中華書局・北京

DE

文史知識 = Wenshi zhishi / 《文史知識》編輯部編輯. -- 中華書局. 中華書局・北京

MA

プラスチックス = Japan plastics / プラスチックス協会. -- Vol. 1, no. 1 (1950)-. -- プラスチックス協会, 1950-.工業調査会

DE

民事法情報 = Private law information. -- 創刊号 (1986.10)- No.284 (2010. 5). -- 民事法情報センター, 1986- 2010. 5.民事法情報センター

野草 / 中国文芸研究会. -- 1号 (1970.秋)-. -- 中国文芸研究会, 1970.10-.崑崙書店

DE

用水と廃水 / 産業用水調査会. -- 1巻1号 (昭34.4)-. 産業用水調査会

DE

ラジオ英会話 = Radio english conversation. -- NHKサービスセンター. t.NHKサービスセンター

林経協季報杣径 / 日本林業経営者協会 [編]. -- No. 1 (2006.6)-. -- 日本林業経営者協会, 2006-.日本林業経営者協会

MA
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契約番号 タイトル 出版者

刊行頻度 部局名 納入者 予算部署 輸送区分

OR01001369

月刊 医学部 大竹書店 医院検査

OR00001886

月刊 医学部 大竹書店 医分館雑誌

OR00001885

月刊 医保健 名大生協 保健図書和雑

OR00001933

月刊 文学部 燎原愛知 文中文

OR00452081

年3回刊 法学部 名大生協 法その他Ａ

OR00002649

月刊 工学部 名大生協 情シ集１

OR00145055

季刊 情報・言語 グループ・わいふ 情言図書

OR00139635

月刊 工学部 名大生協 情シ集１

OR00016374

月刊 附属学校 やましん書店 附校図書室

OR00139703

月刊 工学部 名大生協 情シ集１

OR00017228

季刊 文学部 名大生協 環地理

OR00446880

月刊 理学部 ちくさ正文館 理ダイナミックス

購入中止リスト
発注年度：2011   和洋区分：和   

臨床脳波 : 筋電図・脳波と臨床神経生理. -- 1巻1号 (昭34. 6)-. -- 永井書店, 1959-.永井書店

臨床脳波 : 筋電図・脳波と臨床神経生理. -- 1巻1号 (昭34. 6)-. -- 永井書店, 1959-.永井書店

DE

臨床脳波 : 筋電図・脳波と臨床神経生理. -- 1巻1号 (昭34. 6)-. -- 永井書店, 1959-.永井書店

DE

魯迅研究月刊. -- 1990年1期 (1990)- = 总93期 (1990)-. -- 北京魯迅博物館, 1990-.北京魯迅博物館・北京

MA

ワセダアジアレビュー : アジアを研究するすべての人のために = Waseda Asia review / 早稲田大学アジア研究機構 [編]. -- No. 1 (2007)-. -- 日経BP企画, 2007-.日経BP企画

ASCII.technologies = 月刊アスキードットテクノロジーズ. -- 14巻7号 (2009.7)- = 通巻159号 (2009.7)-. -- アスキー・メディアワークス.アスキ-・メディアワークス

DE

Femme politique = ファムポリティク. -- 創刊準備号 ([1993.9])-69号 (2010.秋). -- グループわいふ, 1993.9-2010.9.政策を提言する女性の会

Interface = インターフェース / CQ出版 [編]. -- 22巻1号 (1996.1/2)- = 通巻224号 (1996.1/2)-. -- CQ出版社, 1996. 1-.CQ出版社

蛍雪時代. -- 旺文社. 旺文社

DE

Software design = ソフトウェアデザイン. -- 1号 (1990.11)- = 通巻67号 (1990.11)-. -- 技術評論社, 1990-.技術評論社

Tropics / 日本熱帯生態学会編集委員会 [編集]. -- 1巻1号 (1991.6)-. -- 日本熱帯生態学会編集委員会, 1991-.日本熱帯生態学会編集委員会

MA

National geographic = ナショナルジオグラフィック. -- 日本版. -- 創刊前特別[0]号 ([1994])-. -- 日経ナショナルジオグラフィック社, c1994-.日経ナショナルジオグラフィック社
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