
2011年度

<도>

中央館

<법>

法  

<서>

法  

<차>

中央館  

<:>

工  

<A>

工  

理  

中央館 理  

Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry. -- Vol. 1, no. 1 (Apr. 1985)-. -- Japan
Society for Analytical Chemistry, 1985-.(日本分析化学会)[月刉]

Acoustical science and technology / edited by the Acoustical Society of Japan. -- Vol. 22, no. 1 (Jan. 2001)-. -- Acoustical Society
of Japan, 2001-.(Acoustical Society of Japan)[隔月刉]

<AA10812245> ISSN:13434373

Advances in mathematical sciences and applications. -- Vol. 1, no. 1 (1992)-. -- Gakkotosho, 1992-.(Gakko Tosho)[年2回刉]

<AA10500785> ISSN:09106340

次世代人文社會研究 / 韓日次世代學術Forum [編]. -- 創刉號 ([2005.3])-. -- 한일차세대학술포럼, 2005.3-.(東西大学校日本研究
センター内 日・韓次世代学術FORUM事務局)[年刉]

<AN1037961X> ISSN:

JA : the Japan architect. -- 1巻1号 (1991.1)- = [通号] 1 (1991.1)-. -- 新建築社, 1991-.(新建築社)[季刉]

<AA11501808> ISSN:13463969

법제연구 / 한국법제연구원 = / Korea Legislation Research Institute. -- 한국법제연구원.[年2回刉]

<AA12078769> ISSN:1598222X

서울대학교 法學. -- 서울대학법학연구소.(ソウル大学法学研究所)[季刉]

<AA12023927> ISSN:17386470

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 1

<AA11908543> ISSN:10112073

도서관 / [국립중앙도서관編]. -- 국립중앙도서관.(国立中央図書館)[隔月刉]

<AA12083714> ISSN:12263664



2011年度

医

文  

農  

中央館  

農  

情基セ  

<B>

工  

農  

<AA10824164> ISSN:09168451

Bioscience, biotechnology, and biochemistry. -- Vol. 56, no. 1 (Jan. 1992)- = 通巻628号 (Jan. 1992)-. -- Japan Society for
Bioscience, Biotechnology, and Agrochemistry, 1992-.(日本農芸化学会)[月刉]

<AA12402379> ISSN:

ASCII.technologies = 月刉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
キー・メディアワークス)[月刉]

<AA00095330> ISSN:03857417

Behaviormetrika / the Behaviormetric Society of Japan. -- No. 1 (July 1974)-no. 30 (July 1991) ; V. 19, no. 1 (Jan. 1992)-. -- Japan
Publications Trading.(日本行動計量学会)[年2回刉]

<AA12295133> ISSN:18820778

Applied physics express. -- Vol. 1, no. 1 (Jan. 2008)-. -- Japan Society of Applied Physics through Institute of Pure and Applied
Physics, 2008-.(日本物理学会)[月刉]

<AA1068990X> ISSN:09149465

Archives of histology and cytology. -- Vol. 51, no. 1 (Mar. 1988)-. -- Japan Society of Histological Documentation, c1988-.(日本組織
学記録会)[隔月刉]

<AA10915022> ISSN:09187960

Anthropological science : journal of the Anthropological Society of Nippon. -- Vol. 101, no. 1 (Jan. 1993)-. -- Anthropological Society
of Nippon, c1993-.(ANTHROPOLOGICAL SOCIETY OF NIPPON)[年3回刉]

<AA00543238> ISSN:00036862

Applied entomology and zoology. -- Vol. 1 (June 1966)-. -- Japanese Society of Applied Entomology and Zoology, 1966-
.(Springer)[季刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 2

<AA11619036> ISSN:14476959

Anatomical science international / Japanese Association of Anatomists. -- Vol. 77, issue 1 (Mar. 2002)-. -- Blackwell Publishing,
2002-.(日本解剖学会)[季刉]



2011年度

医保健

農  

中央館  

農 工 中央館 理

経研セ  

経済  

附学校  

<C>

工  

Be-pal : outdoor life magazine = ビーパル. -- 1巻1号 (昭56.7)-. -- 小学館, 1981-.(小学館)[月刉]

<AN10338339> ISSN:03884708

C & D. -- No. 5, v. 1 (Aug. 1970)-. -- C&D同人, 1970. 8-.(C&D同人)[季刉]

Business & economic review / 日本総研 [編]. -- Vol. 15, no. 7 (2005.7)- = 通巻177号 (2005.7)-. -- 日本総合研究所, 2005.6-.(日本
総合研究所)[月刉]

<AN10014202> ISSN:09121552

Business research. -- 739号 (1986.1)-. -- 企業研究会, 1986.1-.(企業研究所)[隔月刉]

<AN10288263> ISSN:

BT : 美術手帖 : bijutsu techo : monthly art magazine / 美術出版社. -- Vol. 40, no. 600 (Oct. '88)-. -- 美術出版社, 1988-.(美術出版
社)[月刉]

<AA00580132> ISSN:00092673

Bulletin of the Chemical Society of Japan / Chemical Society of Japan. -- Vol. 1, no. 1 (Jan. 1926)-. -- Chemical Society of Japan,
1926-.(日本化学会)[月刉]

<AA1204347X> ISSN:18803482

Brain nursing. -- Vol. 1, no. 1 (1984. 11)-. -- メディカ出版.(メディカ出版)[月刉]

<AA11353132> ISSN:13447610

Breeding science / Japanese Society of Breeding. -- Vol. 44, no. 1 (Mar. 1994)-. -- Japanese Society of Breeding, 1994-.(Japanese
Society of Breeding)[季刉]

<AN10310657> ISSN:02872218

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 3

<AN10067639> ISSN:09108459



2011年度

医

農 中央館 工 理

法  

中央館  

理  

<D>

附学校  

医  

太陽研  

<AA12322983> ISSN:18820719

Dental medicine research / Showa University Dental Society. -- Vol. 28, no. 1 (Mar. 2008)-. -- 昭和大学・昭和歯学会, 2008-.(昭和
歯学会)[年3回刉]

<AN10527080> ISSN:1344686X

Dos/v power report = ドスブイパワーレポート. -- インプレス.(インプレス)[月刉]

<AA00607148> ISSN:00098574

Clay science / the Clay Research Group of Japan. -- Vol. 1, no. 1/2 (1960)-. -- Clay Research Group of Japan, 1960-.(日本粘土学
会)[年2回刉]

<AA11934463> ISSN:

Days Japan. -- 1巻1号 (2004.4)- = 通巻1号 (2004.4)-. -- デイズジャパン, 2004.3-.(デイズジャパン)[月刉]

<AA11993859> ISSN:

Chukyo lawyer / 中京大学法科大学院法曹養成研究所 = / Law Institute School of Law Chukyo University. -- 創刉[1]号 (Sept.
2004)-. -- 中京大学法科大学院法曹養成研究所, 2004-.(中京大学法科大学院法曹養成研究所)[不明]

<AA12218325> ISSN:

CISTECジャーナル / 安全保障貿易情報センター [編]. -- 安全保障貿易情報センター.(安全保障貿易情報センター)[隔月刉]

<AA00602100> ISSN:00092363

Chemical & pharmaceutical bulletin. -- Vol. 6, no. 1 (Feb. 1958)-. -- Pharmaceutical Society of Japan, 1958-.(日本薬学会)[月刉]

<AA00603318> ISSN:03667022

Chemistry letters / Chemical Society of Japan. -- 1972, no. 1 (1972)-2002, no. 12 (Dec. 2002) ; Vol. 32, No. 1 (Jan. 2003)- = No. 373
(Jan. 2003)-. -- Chemical Society of Japan, 1972-.(日本化学会)[月刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 4



2011年度

<E>

理 太陽研

教育 情言  

文  

農 工  

医  

中央館  

<G>

工  

中央館  

Gender and sexuality : journal of Center for Gender Studies, ICU. -- 国際基督教大学ジェンダー研究センター.(国際基督教大学ジェンダー
研究センター)[年刉]

Estudios hispánicos / 大阪外国語大学イスパニア語研究室 [編]. -- 1 (1968.3)-. -- 大阪外国語大学イスパニア語研究室, 1968-.(大阪外
国語大学スペイン・イスパノアメリカ研究室)[年刉]

<AN10400556> ISSN:

GA Japan. -- 創刉号 (autumn 1992)-. -- エーディーエー・エディタ・トーキョー.(A.D.A.EDITA TOKYO)[隔月刉]

<AA12163540> ISSN:18804764

Environment control in biology / Japanese Society of Environment Control in Biology, Japanese Society of High Technology in
Agriculture, Biotron Insttute[sic. i.e. Institute], Kyushu University. -- Vol. 43, no. 1 (Mar. 2005)-. -- Japanese Society of Envir

<AN00001485> ISSN:03855716

Equilibrium research / 日本平衡神経科学会. -- Vol. 27 (Nov. 1970)-. -- 日本平衡神経科学会, [1970]-.(日本平衡神経科学会)[隔月
刉]

<AN00001463> ISSN:02882418

Educational technology research / Japan Council of Educational Technology Centers, Educational Technology Journal Association of
Japan. -- Vol. 1 (Mar. 1977)-. -- Center for Educational Technology, Tokyo Gakugei Univesity, 1977-.(日本教育工学雑誌刉行会)[年
刉]

<AA10760469> ISSN:09183701

English linguistics : journal of the English Linguistic Society of Japan. -- Vol. 1 (Nov. 1984)-. -- English Linguistic Society of Japan,
1984-.(Published by the English Linguistic Society of Japan at Kaitakusha)[年刉]

<AA12029220> ISSN:1880554X

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 5

<AA11211921> ISSN:13438832

Earth, planets and space. -- Vol. 50, no. 1 (1998)-. -- Terra Scientific, C1998-.(Terra Scientific)[月刉]

<AA00174437> ISSN:03877434



2011年度

農

理  

医保健  

附学校  

<H>

中央館  

<I>

教育 中央館 教育

医  

工 理  

<AN10546799> ISSN:03879569

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)[月
刉]

<AN00002138> ISSN:03890511

IDE / 民为教育協会. -- No. 13 (1962.10)-. -- 民为教育協会, 1962.10-.(IDE大学協会)[月刉]

<AN10382862> ISSN:09191011

Infection control : the Japanese journal of infection control. -- Vol. 1, no. 1 (1992)- = 通巻1号 (1992)-. -- メディカ出版, 1992-.(メディカ
出版)[月刉]

<AA11466875> ISSN:

Go!go!guitar : ゴー!ゴー!ギター. -- 1号 (1998.10)-16号 (2000.1) ; 3巻2号 (2000.2)-. -- ヤマハミュージックメディア, 1998.9-.(ヤマハミュージックメ
ディア)[月刉]

<AA1161095X> ISSN:13476343

HELES journal. -- 1 (2001)-. -- 北海道[英語]教育学会, 2001.12-.(北海道英語教育学会)[年刉]

<AA00654975> ISSN:00167002

Geochemical journal : journal of the Geochemical Society of Japan / the Geochemical Society of Japan. -- Vol. 1, no. 1 (Dec. 1966)-
. -- Geochemical Society of Japan, 1966-.(日本地球化学会)[隔月刉]

<AN00001769> ISSN:03871088

Geriatric medicine / ライフサイエンス社. -- 9巻1号 (昭46.4)-. -- [ライフサイエンス社], [1971]-.(ライフ・サイエンス)[月刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 6

<AA11077421> ISSN:13417568

Genes & genetic systems / the Genetics Society of Japan. -- Vol. 71, no. 1 (Feb. 1996)-. -- Genetics Society of Japan, 1996-.(日本
遺伝学会)[隔月刉]



2011年度

国開

医 医保健  

医  

<J>

中央館  

経研セ  

理 情言  

医  

中央館  

Japan Medical Association journal : JMAJ. -- Vol. 44, no. 4 (Apr. 2001)-. -- Japan Medical Association, 2001.4-.(Japan Medical
Association)[隔月刉]

<AA10634533> ISSN:02883570

The Japanese journal of American studies. -- No. 1 (1981)-. -- Japanese Association for American Studies, 1981-.(アメリカ学会)[年
刉]

Japan company handbook. -- Autumn 2007 (autumn 2007) = 189号 (autum 2007)-. -- Toyo Keizai Inc., 2007-.(東洋経済新報社)[季
刉]

<AA10799861> ISSN:09167005

Japan journal of industrial and applied mathematics. -- Vol. 8, no. 1 (Feb.1991)-. -- Kinokuniya, 1991-.(Springer)[年3回刉]

<AA11543375> ISSN:13468650

Isotope news / 日本放射性同位元素協会. -- 174号 (昭44.1)-. -- 日本放射性同位元素協会, 1969.1-.(日本アイソトープ協会)[月刉]

<AA10457584> ISSN:02872420

JALT journal : journal of the Japan Association of Language Teachers. -- Vol. 1, no. 1&2 (Nov. 1979)-. -- Japan Association of
Language Teachers, 1979-.(全国語学教育学会事務局)[年2回刉]

<AA12223278> ISSN:02889307

Interface humanities. -- 01 ([2003.3])-07 ([2006.11]). -- 「インターフェイスの人文学」研究開発委員会, 2003.3-2006.11.(「インターフェイス
の人文学」研究開発委員会)[不明]

<AN10431797> ISSN:13404520

IVR : interventional radiology / IVR誌編集委員会. -- Vol. 8, no. 2 (Nov. 1993)-. -- 日本血管造影・IVR研究会, 1993-.(日本インターベン
ショナルラジオロジー学会)[季刉]

<AN00002400> ISSN:02855518

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 7

<AA11820395> ISSN:



2011年度

中央館

理 情言  

医 農  

医  

医  

医  

文 教育  

法  

<AA00239634> ISSN:00215368

Japanese psychological research. -- No. 1 (Mar. 1954)-no. 9 (Mar. 1960) ; V. 2, no. 1 (Apr. 1960)-. -- Japanese Psychological
Association, 1954-.(東京大学出版会)[季刉]

<AA12385815> ISSN:18839959

Japanese yearbook of international law / International Law Association of Japan. -- Vol. 51 (2008)-. -- International Law
Association of Japan, c2009-.(International Law Association Japan)[年刉]

<AN10131749> ISSN:03852385

The Japanese journal of nephrology / 日本腎臓学会 [編集]. -- Vol. 13, no. 1 (Jan. 1971)-. -- 日本腎臓学会, 1971-.(The Japanese
journal of nephrology)[月刉]

<AA12375935> ISSN:18671071

Japanese journal of radiology : the official journal of the Japan Radiological Society / Japan Radiological Society. -- Vol. 27, no. 1
(Jan. 2009)-. -- Japan Radiological Society, c2009-.(Japan Radiological Society)[月刉]

<AN00002626> ISSN:03682781

The Japanese journal of antibiotics / 日本抗生物質学術協議会 [編]. -- 21巻1号 (昭43.2)-. -- 日本抗生物質学術協議会, 1968-.(日
本抗生物質学術協議会)[隔月刉]

<AN10236882> ISSN:09148922

Japanese journal of interventional cardiology. -- Vol. 2, no. 3 (1988)-v. 24, no. 3 (2009). -- 日本心血管形成術研究会, 1988-2009.(日
本心血管インターベンション学会)[隔月刉]

<AA12295836> ISSN:00214922

Japanese journal of applied physics. -- Vol. 47, no. 1 (Jan. 2008)-. -- Japan Society of Applied Physics through the Institute of Pure
and Applied Physics, 2008-.(日本物理学会)[月刉]

<AA12130756> ISSN:02892316

Japanese journal of mathematics. 3rd series / the Mathematical Society of Japan. -- Vol. 1, no. 1 (2006)-. -- Springer-Verlag Tokyo,
2006-.(日本数学会)[年2回刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 8



2011年度

国開

国開  

工  

国開  

医保健 医  

医  

医  

国開  

Journal of Asian women's studies / Kitakyushu Forum on Asian Women. -- Vol. 1 (Mar. 1992)-. -- Kitakyushu Forum on Asian
Women.(Kitakyushu Forum on Asian Women)[不明]

JOHNS : journal of Otolaryngology, Head & Neck Surgery. -- 1巻1号 (1985.3)-. -- 東京医学社.(東京医学社)[月刉]

<AA12467498> ISSN:18848842

JOSKAS / Japanese Orthopaedic Society of Knee, Arthroscopy and Sports Medicine. -- 34巻3号 (2009)-. -- 日本関節鏡・膝・スポー
ツ整形外科学会, 2009-.()[]

<AA11090408> ISSN:09188568

JICA's world. -- No. 01 (2008.10)-. -- 国際協力機構, 2008.10-.(国際協力機構)[月刉]

<AN10039371> ISSN:09123741

JJNスペシャル : A to Z nursing. -- No. 1 (1986. 6)-. -- 医学書院, 1986-.(医学書院)[季刉]

<AN10039757> ISSN:09106820

JBIC国際調査室報 / 国際協力銀行 [編] = Journal of JBIC International Research Office / Japan Bank for International
Cooperation. -- No. 1 (Feb. 2009)-. -- 日本政策金融公庫国際協力銀行国際経営企画部国際調査室, 2009.2-.(日本政策金融公庫国
際協力銀行国際経営企画部国際調査室)[不明]

<AA12293218> ISSN:18824889

JCMSI : SICE journal of control, measurement, and system integration (SICE JCMSI). -- Vol. 1, no. 1 (Jan. 2008)-. -- Society of
Instrument and Control Engineers (SICE), 2008.1-.(計測自動制御学会)[隔月刉]

<AA12352554> ISSN:18832768

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 9

<AA12140749> ISSN:

JATAN news. -- 熱帯林行動ネットワーク.(熱帯林行動ネットワ-ク)[季刉]

<AA12385327> ISSN:18834264



2011年度

医

工  

工  

中央館  

水循環  

理  

中央館  

農  

<AA11809133> ISSN:13447882

Journal of applied glycoscience / Japanese Society of Applied Glycoscience. -- 50巻1号 (2003.1)- = 通巻189号 (2003.1)-. -- 日本
応用糖質科学会, 2003.1-.()[季刉]

<AA11460926> ISSN:13456296

Journal of mineralogical and petrological sciences. -- Vol. 95, no. 4 (2000. 4)-. -- Mineralogical Society of Japan.(日本岩石鉱物鉱床
学会、日本鉱物学会)[隔月刉]

<AA10684655> ISSN:09148035

The journal of American and Canadian studies / Sophia University, Institute of American and Canadian Studies. -- No. 1 (spring
1988)-. -- Sophia University, Institute of American and Canadian Studies, 1988-.(Sophia University, Institute of American and Ca

<AN10102230> ISSN:0915101X

Journal of library and information science / the Society of Library and Information Science, Aichi-Shukutoku College. -- Vol. 2 (Mar.
1987)-. -- 愛知淑徳大学図書館情報学会, 1987-.(愛知淑徳大学)[年刉]

<AA00702524> ISSN:00261165

Journal of the Meteorological Society of Japan. Ser. II / the Meteorogical Society of Japan. -- Vol. 43, no. 1 (Feb. 1965)-. --
Meteorogical Society of Japan, [1965]-.(日本気象学会)[隔月刉]

<AA11047555> ISSN:13411268

Journal of global environment engineering. -- Vol. 1 (Mar. 1995)-. -- Japan Society of Civil Engineers, 1995-.(Japan Society of Civil
Engineers)[年刉]

<AA1045915X> ISSN:09122508

Journal of hydroscience and hydraulic engineering. -- Vol. 1, no. 1 (Apr. 1983)-. -- Japan Society of Civil Engineers, 1983-.(土木学
会)[年2回刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 10

<AN10070473> ISSN:09145087

Journal of cardiology / 日本心臓病学会. -- 17巻1号 (1987.3)-. -- 日本心臓病学会, 1987-.(日本心臓病学会)[月刉]



2011年度

農

医保健  

中央館  

農  

農  

農  

農  

医  

Journal of insect biotechnology and sericology. -- Vol. 70 no. 1 (2001)-. -- Japanese Society of Sericultural Science, 2001-.()[年3回
刉]

<AA11252383> ISSN:13450069

Journal of Nara Medical Association. -- Vol. 49, no. 3 (June 1998)-. -- 奈良医学会, 1998.6-.()[隔月刉]

Journal of general and applied microbiology. -- Vol. 1, no. 1 (Jan. 1955)-. -- Institute of Applied Microbiology, University of Tokyo,
1955-.(応用微生物学研究奨励会)[隔月刉]

<AA11449093> ISSN:13452630

Journal of general plant pathology : JGPP / the Phytopathological Society of Japan. -- Vol. 66, no. 1 (Feb. 2000)-. --
Phytopathological Society of Japan, 2000-.(日本植物病理学会)[隔月刉]

<AA11558849> ISSN:13468073

Journal of East Asian studies / GSEAS. -- No. 1 (Dec. 2002)-. -- Graduate School of East Asian Studies, Yamaguchi University,
[2002]-.(山口大学大学院東アジア研究科)[年刉]

<AA11074682> ISSN:13416979

Journal of forest research / Japanese Forestry Society. -- Vol. 1, no. 1 (1996)-. -- Japanese Forestry Society, 1996-.(Japanese
Forestry Society)[隔月刉]

<AA00698664> ISSN:00221260

Journal of bioscience and bioengineering. -- Vol. 87, no. 1 (Jan. 1999)-. -- Society for Bioscience and Bioengineering, Japan, 1999-
.(Society for Bioscience and Bioengineerin)[月刉]

<AN10391433> ISSN:09185259

Journal of clinical rehabilitation. -- Vol. 1, no. 1 (1992. 4)- = 通巻1号 (1992. 4)-. -- 医歯薬出版, 1992-.(医歯薬出版(株))[月刉]

<AA11831154> ISSN:13479415

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 11

<AA11307678> ISSN:13891723



2011年度

農

医  

中央館 工  

農  

理 情言  

中央館  

国開  

中央館  

<AA11868416> ISSN:

The journal of Pacific Asia / the Committee for Research on Pacific Asia. -- Vol. 7 (2001)-. -- Committee for Research on Pacific
Asia, c2001-.(The Committee for Research on Pacific Asia)[年刉]

<AA00704814> ISSN:00319015

Journal of the Physical Society of Japan. -- Vol. 1 (July/Dec. 1946)-. -- Physical Society of Japan, 1946-.(日本物理学会)[月刉]

<AA0070177X> ISSN:00255645

Journal of the Mathematical Society of Japan. -- Vol. 1, no. 1 (Sept. 1948)-. -- Mathematical Society of Japan, 1948-.(日本数学
会)[季刉]

<AA11503337> ISSN:13458957

Journal of oleo science / Japan oil chemists' society. -- Vol. 50, no. 1 (2001)-. -- Japan oil chemists' society, 2001.1-.(日本油化学
会)[月刉]

<AA11590615> ISSN:13468804

Journal of the Japan Petroleum Institute. -- Vol. 45, no. 1 (Jan. 2002)-. -- Japan Petroleum Institute, 2002-.(The Japan Petroleum
Institute)[隔月刉]

<AA12177046> ISSN:18823351

Journal of the Japanese Society for Horticultural Science. -- Vol. 76, no. 1 (Jan. 2007)-. -- Japanese Society for Horticultural
Science, 2007-.(Japanese Society for Horticultural Science (園芸学会))[季刉]

<AA11818622> ISSN:1348589X

Journal of pesticide science / Pesticide Science Society of Japan. -- Vol. 28, no. 1 (2003)-. -- 日本農薬学会, 2003.2-.(日本農薬学
会)[季刉]

<AA12447049> ISSN:18847137

Journal of spine research. -- Vol. 1, no. 1 (2010) -. -- 日本脊椎脊髄病学会, 2010.1-.()[月刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 12



2011年度

中央館

<K>

国開  

法  

文  

中央館  

農  

<L>

医  

中央館  

Language & literature (Japan) / 愛知淑徳大学大学院英文学専攻 [編]. -- 3号 (1994)-. -- 愛知淑徳大学大学院英文学研究室,
1994.3-.(愛知淑徳大学大学院英文学研究室)[年刉]

Kateigaho : Japan's arts & culture magazine = 家庭画報. -- International ed. -- Inaugural issue [no. 0] (2003)-. -- Sekai Bunka
Publishing, 2003-.(世界文化社)[季刉]

<AA11579656> ISSN:13459147

LABIO21 : ラビオ21 / 日本実験動物協会 [編]. -- [No. 1] (July 2000)-. -- 日本実験動物協会, 2000-.(日本実験動物協会)[季刉]

<AN10591283> ISSN:

Kodai : journal of ancient history. -- Vol. 1 (1990)-. -- Editorial Board of Kodai, 1990-.(Editorial Board of Kodai)[不明]

<AN00002976> ISSN:03883639

Kyoritsu review / 共立女子大学大学院文芸学研究科 [編]. -- No. 1 (1973)-. -- 共立女子大学大学院文芸学研究科, 1973.3-.(共立
女子大学大学院文芸学研究科)[年刉]

<AA11900439> ISSN:

Keio SFC Journal. -- 慶應義塾大学湘南藤沢学会, 2002.6-.(慶應義塾大学湘南藤沢学会)[年2回刉]

<AA11497223> ISSN:

Keisatsu koron. -- 56巻1号 (2001.1)-. -- 立花書房, 2001.1-.(立花書房)[月刉]

<AA10857549> ISSN:09183655

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 13

<AA11879434> ISSN:13499726

Journal of studies for the integrated text science : SITES : 21st century COE program / Graduate School of Letters, Nagoya
University. -- Vol. 1, no. 1 (2003)-v. 4, no. 2 (2006). -- Graduate School of Letters, Nagoya University, 2003-2006.(Graduate School

<BA59372087> ISSN:13472828



2011年度

中央館

法  

法  

中央館  

中央館  

医  

中央館  

<M>

農  

<WS01173915> ISSN:

Macpeople = マックピープル : マックがもっと楽しくなる情報マガジン. -- アスキー.(アスキー出版)[月刉]

<AN10424532> ISSN:09195742

The Lung perspectives. -- Vol. 1, no. 1 (1993. 10)- = 通巻1号 (1993. 10)-. -- メディカルレビュー社, 1993.10-.(メディカルレビュー社)[季刉]

<AN00003414> ISSN:09185054

Lynkeus / 日本大学文理学部独文研究室桜門ドイツ文学会. -- 1号 (1960.5)-.(日本大学文理学部独文研究室桜門ドイツ文学会)[年刉]

<AN00003152> ISSN:03734447

Library and information science / Mita Society of Library and Information Science. -- No. 6 (1968)-. -- 三田図書館・情報学会,
1968-.(三田図書館・情報学会)[年2回刉]

<AN10197521> ISSN:09159649

Lingua / Foreign Languages in General Education, Sophia University = / 上智大学一般外国語 [編]. -- No. 1 (1990)-. -- 上智大学一
般外国語为事室, 1990.7-.(上智大学一般外国語教育センター)[年刉]

<AA12201515> ISSN:18838529

Law and practice / 早稲田大学大学院法務研究科臨床法学研究会 [編]. -- 1号 (2007.3)-. -- 早稲田大学大学院法務研究科臨床法
学研究会, 2007.3-.(早稲田大学大学院法務研究科臨床法学研究会)[不明]

<AA1150298X> ISSN:13419498

Libra : the Tokyo Bar Association journal / 東京弁護士会 [編]. -- Vol. 1, no. 1 (Jan. 2001)-. -- 東京弁護士会, 2001.1-.(東京弁護士
会)[月刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 14

<AN10446637> ISSN:

Language, information, text / 東京大学大学院総合文化研究科言語情報科学専攻 [編]. -- 1巻1号 (Apr. 1993-1994)-. -- 東京大学大
学院総合文化研究科言語情報科学専攻, 1994.3-.(東京大学大学院総合文化研究科言語情報科学専攻)[年刉]



2011年度

中央館

医  

工  

中央館  

医  

中央館  

国開  

中央館  

Monthly Jica. -- 通巻1号 (2005.10)-36号 (2008.9). -- 国際協力機構.(国際協力機構)[月刉]

<AA11168629> ISSN:

Mac fan / 毎日コミュニケーションズ [編集]. -- 1巻1号 (1993.5)- = 通巻1号 (1993.5)-. -- 毎日コミュニケーションズ, 1993-.(毎日コミュニケー
ションズ)[月刉]

Medical post-graduates. -- Vol. 1, no. 1 (Jan. 1963)-v. 48, no. 1 (2010). -- [日本ブラッド・バンク], [1963]-2010.1.(医学書房)[季刉]

<AA11153712> ISSN:13427202

Memoirs of the School of Biology-Oriented Science and Technology of Kinki University. -- No. 1 (Feb. 1997)-. -- School of Biology-
Oriented Science and Technology of Kinki University, 1997-.(近畿大学生物理工学部)[年2回刉]

<AA12072740> ISSN:18811086

Materials transactions. -- Vol. 42, no. 1 (Jan. 2001)-. -- Japan Institute of Metals, 2001-.(The Japan Institute of Metals)[月刉]

<AA11419434> ISSN:13452770

Mathesis Universalis : bulletin of the Department of Language and Culture / Department of Language and Culture, Faculty of Foreign
Languages, Dokkyo University. -- Vol. 1, no. 1 (Dec. 1999)-. -- 獨協大学外国語学部言語文化学科, 1999.12-.(獨協大学外国語学部
言語文化学科)[年2回刉]

<AN00003593> ISSN:02854716

Macro review / 日本マクロエンジニアリング学会 [編]. -- 1巻1号 (1988)-22巻2号 (2010) = [通巻1]号 (1988)-38号 (2010). -- 日本マクロエ
ンジニアリング学会, 1988.9-2010.2.(日本マクロエンジニアリング学会)[年刉]

<AA11648770> ISSN:13473182

Magnetic resonance in medical sciences : MRMS. -- Vol. 1, no. 1 (2002)-. -- 日本磁気共鳴医学会, 2002.4-.(日本磁気共鳴医学
会)[季刉]

<AA1151294X> ISSN:13459678

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 15

<AN10434999> ISSN:09150560



2011年度

<N>

中央館

農  

医  

理  

経研セ  

中央館  

経済  

中央館  

<AA11573434> ISSN:13466097

NUCB journal of economics and information science / Nagoya University of Commerce and Business Administration. -- Vol. 46, no. 1
(July 2001)-. -- 名古屋商科大学総合経営・経営情報学部, 2001.7-.()[年2回刉]

<AA12365294> ISSN:

Nagoya mathematical lectures = 多元数理講義録. -- Vol. 1 ([1998.2])-. -- [名古屋大学大学院多元数理科学研究科], 1998-.()[年刉]

<AN10389737> ISSN:

NGOと農林業協力 : 育てよう草の根の協力 / 国際農林業協力協会. -- Vol. 1 (1992)-v. 38 (2010). -- 国際農林業協力協会, 1992-
2010.(社団法人国際農林業協力協会)[年2回刉]

<AA12029344> ISSN:18802192

NIME研究報告 / メディア教育開発センター [編]. -- 1号 (2005)-. -- メディア教育開発センター, 2005.3-.(メディア教育開発センター)[不明]

<AN00334896> ISSN:03012603

Neurological surgery. -- 8巻1号 (1980.1)-. -- 医学書院, 1980.1-.(医学書院)[月刉]

<AN00364478> ISSN:02860651

Newton : graphic science magazine = ニュートン / 教育社 [編]. -- 1巻0号 (昭56)-. -- 教育社, 1981-.(教育社)[月刉]

<AA12303129> ISSN:

Nagoya University : Bulletin / Nagoya University. -- Nagoya University.(International Affairs Division Nagoya University)[年刉]

<AA12415279> ISSN:

Nematological research / the Japanese Nematological Society. -- Vol. 39, no. 1 (June 2009)-. -- 日本線虫学会, 2009.7-.(Japanese
Nematological Society (日本線虫学会))[年2回刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 16



2011年度

<O>

国開

医  

中央館  

<P>

理  

理  

情基セ  

工  

農  

Plant production science. -- Vol. 1, no. 1 (Mar. 1998)-. -- Crop Science Society of Japan, 1998-.(日本作物学会)[季刉]

PC fan = ピーシーファン. -- 毎日コミュニケーションズ.(毎日コミュニケーションズ)[月刉]

<WS01588308> ISSN:

PC fan = ピーシーファン. -- 毎日コミュニケーションズ.(毎日コミュニケーションズ)[月刉]

<AA11162156> ISSN:1343943X

Paleontological research. -- Vol. 1, no. 1 (Apr. 1997)-. -- Palaeontological Society of Japan, 1997-.(The Paleontological Society of
Japan)[季刉]

<AA1082896X> ISSN:00046264

PASJ : publications of the Astronomical Society of Japan. -- Vol. 44, no. 1 (1992)-. -- Astronomical Society of Japan, National
Astronomical Observatory, c1992-.(Astronomical Society of Japan (日本天文学会))[隔月刉]

<WS01588308> ISSN:

Okinawan heart journal : official journal of the Okinawan Heart Society / 琉球大学医学部附属病院. -- Vol. 1, no. 1 (May 1982)-. --
琉球大学医学部附属病院, 1982-.()[年刉]

<AN00004417> ISSN:03871827

Otsuka review / the English Society of the Graduate School, Tokyo University of Education. -- No. 1 (1964)-. -- 東京教育大学大学
院英文学会, 1964-.(大塚英文学会)[年刉]

<AA11137385> ISSN:13428144

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 17

<AN00267609> ISSN:

OISCA / オイスカ・インターナショナル. -- 148号 (1974)-. -- [オイスカ・インターナショナル], [1974]-.([オイスカ・インターナショナル])[月刉]

<AN00187452> ISSN:0914515X



2011年度

中央館

農  

中央館  

理 中央館  

文 教育 情言

<R>

中央館  

経研セ  

医  

<AN00351589> ISSN:00338303

Radioisotopes / 日本放射性同位元素協会 [編]. -- 1巻1号 (昭27.5)-. -- 日本放射性同位元素協会, 1952.5-.(日本アイソトープ協
会)[月刉]

<AN10569524> ISSN:13423819

Research reports on information science and electrical engineering of Kyushu University / Faculty of Information Science and
Electrical Engineering, Kyushu University. -- Vol. 1, no. 1 (Sept. 1996)-. -- Graduate School of Information Science and Electrica

<AA12080603> ISSN:13497170

RIETI highlight. -- No. 1 (Jan. 2005)-. -- 経済産業研究所, 2005-.(経済産業研究所)[季刉]

<AA00791455> ISSN:0033068X

Progress of theoretical physics. -- Vol. 1, no. 1 (July 1946)-. -- Akitaya Co. Ltd., 1946-.(理論物理学刉行会)[月刉]

<AA00345187> ISSN:00332852

Psychologia : an international journal of psychology in the Orient / Department of Psychology, Kyoto University. -- Vol. 1 (1957)-. --
Psychologia Society, 1957-.(プシコロギア会)[季刉]

<AA00785452> ISSN:00214280

Proceedings of the Japan Academy. -- Vol. 21, no. 3 (Mar. 1945)-v. 53, no. 3 (Mar. 1977). -- Japan Academy, 1945-1977.(日本学士
院)[月刉]

<AA12018938> ISSN:13498614

Progress in informatics : PI / National Institute of Informatics. -- No. 1 (Mar. 2005)-. -- Research Organization of Information and
Systems, National Institute of Informatics, 2005.3-.(National Institute of Inforamtics)[年2回刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 18

<AN10448020> ISSN:13404245

PRIME / 明治学院大学国際平和研究所 [編]. -- 1号 (1994.4)-. -- 明治学院大学国際平和研究所, 1994.4-.(明治学院大学国際平和
研究所)[年2回刉]



2011年度

<S>

中央館

工  

中央館  

中央館  

医  

<T>

工  

国開  

農  

Trial & error. -- 1号 (昭55.12)-. -- 日本国際ボランティアセンターJVC東京事務所, 1980-.(日本国際ボランティアセンタ-)[隔月刉]

<AA12326645> ISSN:18828450

Tropical agriculture and development. -- Vol. 52, no. 1 (Mar. 2008)-. -- Japanese Society for Tropical Agriculture, 2008-.(日本熱帯
農業学会)[季刉]

Sysmex journal / 東亜医用電子学術センター. -- 1巻1号 (昭53.4)-.()[年刉]

<AA0086707X> ISSN:05493811

Transactions of the Japan Society for Aeronautical and Space Sciences. -- 2 (1959)-.(日本航空宇宙学会)[季刉]

<AN10095736> ISSN:02896680

Studi di Cultura Italo-Giapponese / 日伊學會 [編]. -- 1號 ( [昭15.6] )-19號 ( [昭19.7] ) ; 復刉1号 (昭29.5)-. -- 日伊學會, 1940.6-
.(日伊協會)[年刉]

<AN00005238> ISSN:03856755

Studia humana et naturalia / 京都府立医科大学 [編]. -- 13 (1979.12)-. -- 京都府立医科大学(進学課程), 1979-.(京都府立医科大学
(教養教育))[年刉]

<AN00005318> ISSN:03865509

Science reports of Tokyo Woman's Christian University. -- Nos. 39〜41 (1976)- = 27巻3号 (1976)-. -- Tokyo Woman's Christian
University, 1977-.(Tokyo Woman's Christian University)[年刉]

<AA00700879> ISSN:00380806

Soil and foundation / the Japanese Society of Soil Mechanics and Foundation Engineering. -- Vol. 1, no. 1 (Apr. 1960)-. -- Japanese
Society of Soil Mechanics and Foundation Engineering, 1960-.(地盤工学会)[隔月刉]

<AN00184068> ISSN:02881802

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 19

<AA11361276> ISSN:03864006



2011年度

<U>

工

<W>

中央館  

国開  

<[>

中央館  

<◆>

中央館  

<１>

中央館  

<Ａ>

工 中央館  

国開  

<AN00000325> ISSN:03899160

A+U : architecture and urbanism : 建築と都市 / エー・アンド・ユー. -- 1巻1号 (1971. 1)-3巻12号 (1973. 12) ; 4巻37号 (1974. 1)-4巻40
号 (1974. 4) ; 41号 (1974. 5)-. -- エー・アンド・ユー, 1971.1-.(エー・アンド・ユー)[月刉]

<AA11125025> ISSN:13428578

APCアジア太平洋研究 / アジア太平洋センター [編]. -- 創刉号 (1997.3)-. -- アジア太平洋センター, 1997.3-.(アジア太平洋センター)[年2回
刉]

<AN10484738> ISSN:12250449

한글 / 조선어 학회. -- 朝鮮語學會.([ハングル学会])[季刉]

<AA12315106> ISSN:18827578

19世紀学研究 / 19世紀学学会, 19世紀学研究所 [編]. -- 1号 (2008.3)-. -- 19世紀学学会, 2008-.(19世紀学学会)[年刉]

<AN1009216X> ISSN:

World watch / ワールドウオッチジャパン. -- 日本語版. -- Vol. 2, no. 4 (July/Aug. 1989)-v. 23, no. 4 (July/Aug. 2010). -- ワールドウオッチ
ジャパン.(ワ-ルド・ウオッチ・ジャパン)[隔月刉]

<G1100006> ISSN:12294039

[言語] = Korean journal of linguistics. -- The Linguistic Society of Korea ,.(The Linguistic Society of Korea)[季刉]

<AA11381160> ISSN:13433350

Universal design. -- 創刉準備号 (1997.10)-. -- ジイー・バイ・ケイUD編集室, 1997-.(ユニバーサルデザイン コンソーシアム)[季刉]

<AA12017990> ISSN:13497766

Waseda global forum / School of International Liberal Studies, Waseda University. -- No. 1 (2004)-. -- 早稲田大学国際教養学部,
2005-.(早稲田大学国際教養学部)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 20



2011年度

太陽研 工 工 工 工 工 工 工

中央館  

附学校 農  

情言 工  

<Ｂ>

医  

農  

医 医保健  

経研セ 教育  

Business labor trend = ビジネス・レーバー・トレンド / 労働政策研究・研修機構 [編]. -- 2003年11月号 (2003.11)- = 通巻344号
(2003.11)-. -- 労働政策研究・研修機構, 2003.10-.(労働政策研究・研修機構)[月刉]

Birder : バードウォッチング・マガジン : バーダー. -- 5巻6号 (1991.6)- = 通巻53号 (1991.6)-. -- 文一総合出版, 1991.6-.(文一総合出版)[月
刉]

<AN00144970> ISSN:18816096

Brain and nerve = 脳と神経. -- Vol. 32, no. 1 (Jan. 1980)-. -- 医学書院, 1980-.(医学書院)[月刉]

<AA11869033> ISSN:1348785X

Axis : 季刉デザイン誌アクシス. -- 1巻 (1981.9)-. -- アクシス, 1981-.(アクシス)[隔月刉]

<AN10427541> ISSN:09198237

BIO clinica = バイオクリニカ. -- Vol. 9, no. 1 (Jan. 1994)- = 通巻96号 (Jan. 1994)-. -- 北隆館, 1994. 1-.(北隆館)[月刉]

<AN10308305> ISSN:09135219

Aera = アエラ / 朝日新聞社編. -- No. 0 (1988.1.1)-no. 00 (1988.3) ; 1巻1号 (1988.5)-. -- 朝日新聞社, 1988-.(朝日新聞社)[週刉]

<AN10033069> ISSN:09148833

Aera = アエラ / 朝日新聞社編. -- No. 0 (1988.1.1)-no. 00 (1988.3) ; 1巻1号 (1988.5)-. -- 朝日新聞社, 1988-.(朝日新聞社)[週刉]

<AN00376105> ISSN:02858223

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 21

<AA12402379> ISSN:

ASCII.technologies = 月刉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
キー・メディアワークス)[月刉]

<AN10033069> ISSN:09148833



2011年度

<Ｃ>

経研セ

法  

中央館  

経済  

医保健  

農  

中央館  

<Ｄ>

中央館  

<AA12395932> ISSN:13422405

D.H.ロレンス研究 / 日本ロレンス協会 [編]. -- No. 1 (1991.3)-. -- 日本ロレンス協会, 1991.3-.(日本ロレンス協会)[年刉]

<AA11863117> ISSN:13487175

Coastal bioenvironment / Coastal Bioenvironment Center, Saga University. -- Vol. 1 (2003)-. -- 佐賀大学海浜台地生物環境研究セ
ンター, 2003.7-.()[年刉]

<AA12050034> ISSN:18800467

Core ethics : コア・エシックス / 立命館大学大学院先端総合学術研究科 [編]. -- Vol. 1 (2005)-. -- 立命館大学大学院先端総合学術研
究科, 2005.3-.(立命館大学大学院先端総合学術研究科)[年刉]

<AN10564407> ISSN:

Chain store age : チェーンストアエイジ / ダイヤモンド・フリードマン社. -- 22巻7号 (1991.4)- = 通巻520号 (1991.4)-. -- ダイヤモンド・フリードマ
ン社, 1991-.(ダイヤモンド・フリ-ドマン社)[月2回刉]

<AN10041012> ISSN:02890585

Clinical neuroscience : 月刉臨床神経科学. -- Vol. 1, no. 1 (1983. 10)-. -- 中外医学社, 1983.10-.(中外医学社)[月刉]

<AA11439114> ISSN:

CIPICジャーナル / 日本関税協会知的財産情報センター [編]. -- Vol. 24 (1994)-. -- 日本関税協会知的財産情報センター, 1994-.(日本関
税協会 知的財産情報センター)[隔月刉]

<AN00254822> ISSN:00078964

CQ ham radio. -- CQ出版社.(CQ出版)[月刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 22

<AA11829458> ISSN:13492799

CE建設業界 : civil engineering / 日本土木工業協会 [編]. -- [52]巻4号 (2003.4)-60巻3号 (2011.3) = 通巻611号 (2003.4)-通巻705号
(2011.3). -- 日本土木工業協会, 2003.4-2011.3.(日本土木工業協会)[月刉]



2011年度

経研セ

医  

医  

<Ｅ>

国開  

経研セ 国開  

医保健  

情言 情言  

経研セ  

Eneco : business i. : 月刉ビジネスアイエネコ : エネルギーと地球環境の明日を考える経済専門誌. -- 43巻4号 (2010.4)- = 通巻506号
(2010.4)-. -- 日本工業新聞新社, 2010.4-.(日本工業新聞社)[月刉]

<AN10464515> ISSN:13435647

Estrela = エストレーラ / 統計情報研究開発センター [編]. -- No. 1 (1994. 4)-. -- 統計情報研究開発センター, 1994-.(統計情報研究開発
センター)[月刉]

ERINA report / 環日本海経済研究所編. -- Vol. 1 (1994.2)-. -- 環日本海経済研究所, 1994.2-.(環日本海)[隔月刉]

<AA11995118> ISSN:13496557

Emergency care = エマージェンシー・ケア. -- 18巻1号 (2005.1)- = 通巻213号 (2005.1)-. -- メディカ出版, 2005.1-.(メディカ出版)[月刉]

<AA1246317X> ISSN:

Drug delivery system / DDS研究会. -- Vol. 1, no. 1 (1986)-. -- 医薬ジャーナル社, 1986-.(日本DDS学会)[隔月刉]

<AA11853962> ISSN:13474146

ERINA booklet = エリナブックレット / Economic Research Institute for Northeast Asia. -- Vol. 1 (2002.6)-v. 6 (2007.3). -- 環日本海経済
研究所(ERINA)広報・企画室, 2002-2007.(環日本海経済研究所(ERINA)広報・企画室)[年2回刉]

<AN10459901> ISSN:13434225

DIR market bulletin = ダイワマーケットブリティン. -- Vol. 1 (2004.7)-v. 26 (2010.10.1). -- 大和総研資本市場調査本部, 2004.7-2010.10.(大
和総研資本市場調査本部)[季刉]

<AN0000118X> ISSN:03036057

Diabetes journal : 糖尿病と代謝. -- Vol. 1, no. 1 (1973)-. -- ディアベテス・ジャーナル社, 1973. 5-.()[季刉]

<AN10084591> ISSN:09135006

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 23

<AA11972870> ISSN:13493930



2011年度

中央館

中央館  

医保健  

情基セ  

<Ｆ>

情言  

農 農  

<Ｇ>

工  

中央館  

<AN0037623X> ISSN:03890066

GA document. -- 記念号 (1980.8)-. -- エーディーエー・エディタ・トーキョー.(エーディー・エディタ・トーキョー)[隔月刉]

<AN00001725> ISSN:03874486

Gallia / 大阪大学文学部フランス文学研究室編輯. -- 1号 (1953)-. -- 大阪大学文学部フランス文学研究室, 1953.11-.(大阪大学フランス
語フランス文学会)[年刉]

<AA12078179> ISSN:

FCT gazette : メディア社会を生きる市民の情報誌. -- ―88 (2006.3). -- FCT市民のメディア・フォーラム.(FCT市民のメディア・フォーラム)[年3回
刉]

<AA12285606> ISSN:18823971

Functional food : 機能性食品の基礎から臨床へ. -- 1巻1号 (2007)- = 通巻1号 (2007)-. -- フジメディカル出版, 2007.10-.(フジメディカル出
版)[季刉]

<AN10066873> ISSN:09110194

Expert nurse. -- Vol. 1, no. 1 (1985. 5)-. -- 照林社.(小学館)[月刉]

<AA11735332> ISSN:02885727

e・コロンブス. -- 28巻11号 (2002)-. -- ティ・エー・シー企画, 1975-2002.10.(ティー・エー・シー企画)[月刉]

<AN0000150X> ISSN:03887103

Evergreen / 愛知淑徳大学英文学会 [編] = / the Society of English Literature, Aichi Shukutoku College. -- Vol. 1 (昭54)-. -- 愛知淑
徳大学英文学会, 1979-.(愛知淑徳大学英文学会)[年刉]

<AA1147580X> ISSN:

Ex : エクス : 言語文化論集 / 関西学院大学経済学部 [編]. -- 創刉号 (2000)-. -- 関西学院大学経済学部, 2000-.(関西学院大学経済
学部)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 24



2011年度

<Ｈ>

経済

医保健  

<Ｉ>

法 経済  

国開  

医  

中央館  

医 医保健  

経研セ  

Int'lecowk : 国際経済労働研究 / 国際経済労働研究所 [編]. -- Vol. 48, 5/6 (1993.5/6)- = 通巻830号 (1993.5/6)-. -- 国際労働経済
研究所, 1993-.(国際経済労働研究所)[月刉]

ICU比較文化 / 国際基督教大学比較文化研究会 [編]. -- 1号 (1980.10)-. -- [国際基督教大学比較文化研究会], 1980-.(国際基督教
大学比較文化研究会)[年2回刉]

<AN10039655> ISSN:09138919

Innervision = インナービジョン : 医療と画像の総合情報誌. -- Vol. 1, no. 1 (1986.12)-. -- マグブロス出版, 1986.11-.(医療科学社)[月刉]

<AN10409120> ISSN:09197729

ICD news : 法務省法務総合研究所国際協力部報. -- 創刉号 (2002.1)-. -- 法務省法務総合研究所国際協力部, 2002.1-.(法務省法務
総合研究所国際協力部)[不明]

<AN00002091> ISSN:03891194

ICUとCCU. -- 1巻1号 (1977.2)-. -- 医学図書出版.(医学図書)[月刉]

<AN00334885> ISSN:03895475

Heart nursing : ハートナーシング. -- Vol. 1, no. 1 (1987. 11)-. -- メディカ出版, 1987-.(メディカ出版)[月刉]

<AN00002069> ISSN:03861104

IATSS review : 国際交通安全学会誌 / 国際交通安全学会 [編]. -- Vol. 1, no. 1 (昭50. 9)-. -- 国際交通安全学会, 1975.9-.(国際交通
安全学会)[季刉]

<AA11624750> ISSN:13473662

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 25

<AA11485698> ISSN:03854272

Harvard business review : Diamondハーバード・ビジネス・レビュー. -- 25巻6号 (2000.11)- = 通巻146号 (2000.11)-. -- Harvard business
review, 2000.11-.(ダイヤモンド社)[月刉]

<AN10082734> ISSN:09142819



2011年度

中央館 情基セ 工 工 工 工

法  

アイソ 工  

<Ｊ>

国開  

経研セ  

法  

医  

医  

<AN10394828> ISSN:0917138X

JIM : journal of integrated medicine. -- Vol. 1, no. 0 (1991. 3)-. -- 医学書院, 1991.2-.(医学書院)[月刉]

<AN00327303> ISSN:03863042

JCAジャーナル / 国際商事仲裁協会. -- 19巻4号 (昭47.4)-. -- 国際商事仲裁協会.(日本商事仲裁協会)[月刉]

<AA11384839> ISSN:13442147

JHAC : Japan hospital administrator conference : 日本病院会病院管理者協議会会誌. -- Vol. 4, no. 1 (1998.9)-. -- 日本病院会病院
管理者協議会, 1998-.()[年2回刉]

<AA12208671> ISSN:02858673

JACET journal = 紀要 / the Japan Association of College English Teachers. -- No. 44 (2007)-. -- Japan Association of College
English Teachers, 2007-.(Japan Association of College English Teachers)[年2回刉]

<AA12385327> ISSN:18834264

JBIC国際調査室報 / 国際協力銀行 [編] = Journal of JBIC International Research Office / Japan Bank for International
Cooperation. -- No. 1 (Feb. 2009)-. -- 日本政策金融公庫国際協力銀行国際経営企画部国際調査室, 2009.2-.(日本政策金融公庫国
際協力銀行)[不明]

<AN10148639> ISSN:

Interjurist / 日本国際法律家連絡協会. -- No. 1 (昭54. 9)-. -- 日本国際法律家連絡協会, 1979-.(日本国際法律家協会)[不明]

<AN00002400> ISSN:02855518

Isotope news / 日本放射性同位元素協会. -- 174号 (昭44.1)-. -- 日本放射性同位元素協会, 1969.1-.(日本アイソトープ協会)[月刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 26

<AN10546799> ISSN:03879569

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)[月
刉]



2011年度

工 工

医  

医  

中央館  

<Ｋ>

中央館  

中央館  

工  

<Ｌ>

法  

Kanrin : 咸臨 : 日本船舶海洋工学会誌 : bulletin of the Japan Society of Naval Architects and Ocean Engineers. -- 1号 (2005.7)-. --
日本船舶海洋工学会, 2005-.(日本船舶海洋工学会)[隔月刉]

<AN10073700> ISSN:1346812X

L&T : law & technology : 先端技術と法を結ぶ専門情報誌. -- 1巻1号 (Mar. 1989)-2巻6号 (Mar. 1991) ; No. 13 (2001.10)-. -- 民事法情
報センター, 1989-.(民亊法研究会)[季刉]

KGゲルマニスティク : 関西学院大学文学部ドイツ文学科研究室年報. -- 創刉号 (1996)- = 37 (1996)-. -- 関西学院大学文学部ドイツ文学
科研究室, 1997.4-.(関西学院大学文学部ドイツ文学科研究室)[年刉]

<AN00350269> ISSN:02879808

KURRI-TR / 京都大学原子炉実験所. -- 1 (1965.3.1)-. -- 京都大学原子炉実験所, 1965.3-.(京都大学原子炉実験所)[その他]

<AA12057860> ISSN:18803725

Journal of smooth muscle research = 日本平滑筋学会機関誌 / 日本平滑筋学会 [編]. -- Vol. 27, no. 1 (Feb. 1991)-. -- 日本平滑筋
学会, 1991.2-.(日本平滑筋学会)[隔月刉]

<AA12442588> ISSN:18844766

JunCture : 超域的日本文化研究. -- 1号 (2010)-. -- 名古屋大学大学院文学研究科附属日本近現代文化研究センター, 2010.1-.(名古
屋大学大学院文学研究科附属日本近現代文化研究センター)[年刉]

<AA11162848> ISSN:13430696

JSSC鋼構造論文集 : steel construction engineering / 論文集編集小委員会. -- 1巻1号 ('94.3)-. -- 日本鋼構造協会, 1994.3-.(日本
鋼構造協会)[季刉]

<AA11889584> ISSN:13461176

Japanese journal of medical ultrasonics / the Japan Society of Ultrasonics in Medicine = 超音波医学 / 日本超音波医学会 [編]. --
31巻1号 (2004.1)- = 通巻219号 (2004.1)-. -- 日本超音波医学会, 2004.1-.(日本超音波医学会)[隔月刉]

<AN10364204> ISSN:09168737

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 27

<AN10461153> ISSN:18809928



2011年度

中央館

中央館  

工  

中央館  

中央館  

医  

<Ｍ>

医  

中央館  

<AN10039123> ISSN:09100474

Mebio = メビオ : graphic medical magazine. -- Vol. 1, no. 1 (1984. 10)-. -- メジカルビュー社, 1984. 10-.(メジカルビュー社)[月刉]

<AN1013957X> ISSN:13458817

MJ無線と実験 : stereo technic soft & hard. -- 71巻5号 (1984.5)- = 通巻735号 (1984.5)-. -- 誠文堂新光社, 1984-.(誠文堂新光社)[月
刉]

<AN00343219> ISSN:09170839

Leo / 東京学芸大学大学院英語科 [編]. -- 1号 (1970)-. -- 東京学芸大学大学院英語科, 1970-.(東京学芸大学大学院英語研究
会)[年刉]

<AN1045778X> ISSN:13408836

LiSA : life support and anesthesia : 麻酔を核とした総合誌. -- 創刉 [1巻] 0号 (1994.9)-. -- メディカル・サイエンス・インターナショナル,
1994.9-.(メディカル・サイエンス・インターナショナル)[月刉]

<AN10534246> ISSN:13414747

Landscape design : 季刉[ランドスケープデザイン] / マルモ・プランニング [編]. -- No. 1 (summer 1995)-. -- マルモ出版, 1995-.(マルモ出
版)[隔月刉]

<AA11908248> ISSN:13498053

Language education : 江戸川大学・江戸川短期大学語学教育研究所紀要 / Edogawa University, Edogawa Junior College, Edogawa
Institute of Language Education. -- 江戸川大学.(江戸川大学)[年刉]

<AN10528061> ISSN:13418106

LISN : library & information science news : リスン / キハラ株式会社マーケティング室 [編集]. -- No. 85 (1995. 12)-. -- キハラ株式会社マー
ケティング室, 1995-.(木原正三堂)[年3回刉]

<AN10439529> ISSN:13403834

Laguna : 汽水域研究 / 島根大学汽水域研究センター [編] = / Research Center for Coastal Lagoon Environments, Shimane University.
-- No. 1 (Mar. 1994)-. -- 島根大学汽水域研究センター, 1994.3-.(島根大学汽水域研究センター)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 28



2011年度

経研セ

中央館  

医  

中央館  

医保健  

医  

法  

中央館  

Motor magazine = モーターマガジン. -- 29巻9号 (1983. 8)-. -- モーターマガジン社, 1983-.(モーターマガジン社)[月刉]

Medicina : 内科雑誌メディチーナ. -- Vol. 1, no. 1 (1964.4)- = 19巻4号 (1964.4)-. -- 医学書院, 1964-.(医学書院)[月刉]

<AA11353008> ISSN:

Mergers & acquisitions research report : MARR : 企業がわかるM&Aに出会う月刉M&A情報誌 : マール / レコフ事務所 [編集]. -- -v. 6, no.
6 (2000.6) = -通巻68号 (2000.6) ; 通巻69号 (2000.7)-. -- レコフ事務所.(レコフ事務所)[月刉]

<AN10347271> ISSN:

Medical science digest : MSD = メディカル・サイエンス・ダイジェスト. -- 28巻4号 (2002.4)- = 通巻353号 (2002.4)-. -- ニュー・サイエンス社,
2002.4-.(ニューサイエンス社)[月刉]

<AN00003684> ISSN:03891887

Medical technology / 医歯薬出版. -- 1巻1号 (昭48.4)-. -- 医歯薬出版.(医歯薬出版)[月刉]

<AN00003742> ISSN:00257699

Medianet / 慶應義塾大学メディアネット. -- No. 1 (1993)-. -- 慶應義塾大学メディアネット本部, 1993.11-.(慶應義塾大学メディアセンター本
部)[年刉]

<AN1051395X> ISSN:13419927

Medical journal of Japanese Red Cross Society Wakayama Medical Center = 日本赤十字社和歌山医療センター医学雑誌 / 日本赤十
字社和歌山医療センター学術委員会 [編集]. -- Vol. 13 (1995)-. -- 日本赤十字社和歌山医療センター, 1996.1-.(日本赤十字社和歌山
医療センター学術委員会)[年刉]

<AA1160854X> ISSN:13474340

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 29

<AN10118547> ISSN:

MTECジャーナル / エムティービーインベストメントテクノロジー研究所. -- 創刉号 (1988.10)-. -- エムティービーインベストメントテクノロジー研究
所, 1988-.(三菱UFJトラスト投資工学研究所)[年刉]

<AN10424408> ISSN:09198474



2011年度

文

<Ｎ>

中央館  

法  

中央館  

農  

法  

国開  

医保健  

<AN10438945> ISSN:13414577

Neonatal care : 新生児医療と看護専門誌. -- Vol. 7, no. 5 (1994. 5)- = 通巻90号 (1994.5)-. -- メディカ出版, 1994-.(メディカ出版)[月刉]

<AA11826267> ISSN:09101594

NHK放送文化研究所年報 = The annual bulletin of NHK Broadcasting Culture Research Institute / NHK放送文化研究所 [編]. -- 47
集 (2002)-. -- 日本放送協会放送文化研究所, 2003.3-.(日本放送出版協会)[年刉]

<AA11834866> ISSN:

NPOジャーナル. -- 創刉号 (2003.5)-. -- 関西国際交流団体協議会, 2003.5-.(関西国際交流団体協議会)[季刉]

<AN00330567> ISSN:02854139

NEC技報 = NEC technical journal. -- 34巻3号 (昭56. 4)- = 通巻139号 (昭56.4)-. -- 日電図書, 1981.4-.(日本電気株式会社)[月刉]

<AN10280589> ISSN:

NHK趣味の園芸 / 日本放送協会. -- 1号 ( [昭和48.] 4)-. -- NHKサービスセンター, 1973-.(日本放送協会)[月刉]

<AA11503960> ISSN:

NAIST電子図書館レポート / 奈良先端科学技術大学院大学附属図書館 [編]. -- 1997 (1997)-. -- 奈良先端科学技術大学院大学附属
図書館.(奈良先端科学技術大學大学院大学附属図書館)[年刉]

<AN00326785> ISSN:02879670

NBL = エヌ・ビー・エル / 商事法務研究会 [編]. -- 25号 (1972.10.1)-. -- 商事法務研究会, 1972-.(商事法務研究会)[月2回刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 30

<AN00004122> ISSN:00274003

Museum = ミューゼアム : 国立博物館美術誌. -- No. 1 (1951.4)-. -- 美術出版社, 1951-.(美術出版社)[月刉]



2011年度

経済

中央館  

理 太陽研 情基セ 医保健 農 工 附学校 中央館

附学校 農  

<Ｏ>

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

Odysseus : 東京大学大学院総合文化研究科地域文化研究専攻紀要. -- 1号 (1996)-. -- 東京大学大学院総合文化研究科地域文化
研究専攻, 1997.3-.(東京大学大学院総合文化研究科地域文化研究専攻)[年刉]

<AA12462279> ISSN:13450557

Odysseus : 東京大学大学院総合文化研究科地域文化研究専攻紀要. 別冊. -- 1 (2009)-. -- 東京大学大学院総合文化研究科地域文
化研究専攻, 2010.2-.(東京大学大学院総合文化研究科地域文化研究専攻)[年刉]

O-CHA学 / 静岡産業大学O-CHA学研究センター [編]. -- 1号 ([2009.3])-. -- 静岡産業大学情報学部O-CHA学研究センター, 2009.3-
.(静岡産業大学)[年刉]

<AN10304133> ISSN:09162429

OTEC : 佐賀大学理工学部附属海洋熱エネルギー変換実験施設報告 / 佐賀大学理工学部附属海洋熱エネルギー変換実験施設 [編]. --
1巻1号 (昭61.12)-. -- 佐賀大学理工学部附属海洋熱エネルギー変換実験施設 [ほか], 1986-.(佐賀大学理工学部附属海洋熱エネルギー
変換実験施設 [ほか])[その他]

<AA1118777X> ISSN:13450557

Newton : graphic science magazine = ニュートン / 教育社 [編]. -- 1巻0号 (昭56)-. -- 教育社, 1981-.(教育社)[月刉]

<AN1012055X> ISSN:0287900X

Number : sports graphic = ナンバー : スポーツグラフィック / 文藝春秋. -- 1巻1号 ( [昭55.4] )-. -- 文芸春秋, 1980-.(文芸春秋社)[月2回
刉]

<AA12407179> ISSN:

New finance. -- Vol.16, no.1 (昭61.1)-. -- 地域金融研究所, 1986-.(地域金融研究所)[月刉]

<AN10500663> ISSN:02860651

Newton. 別冊 : graphic science magazine = ニュートン. -- (1984)-. -- 教育社, [1984]-.(教育社)[月刉]

<AN00364478> ISSN:02860651

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 31

<AN1003358X> ISSN:09120874
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中央館

医保健  

理  

中央館  

<Ｐ>

医  

医  

医  

中央館  

<AN10042412> ISSN:02895803

Pharma medica / メディカルレビュー社. -- Vol. 1, no. 1 (1983)-. -- メディカルレビュー社.(メディカルレビュー社)[月刉]

<AN00167295> ISSN:05540690

Philosophia / 早稲田大學哲學會. -- 15號 (昭22.12)-. -- 光の書房.(早稲田大學哲學會)[年刉]

<AN10195934> ISSN:09158588

Pain research : the journal of the Japanese Society for the Study of Pain = 日本疼痛学会誌 / 日本疼痛学会編. -- Vol. 5, no. 1 (May
1990)-. -- 日本疼痛学会, 1990. 5-.()[季刉]

<AN10506841> ISSN:

PasKen journal : 京都パストゥール研究所研究報告. -- 7-8号 (1995)-. -- 京都パストゥール研究所, 1995.8-.(京都パストゥール研究所)[年
刉]

<AN00360954> ISSN:09115943

O plus E / O plus E編集同人会. -- No. 5 (1980. 4)-. -- 新技術コミュニケーションズ, 1980-.(新技術コミュニケーションズ)[月刉]

<AN00004392> ISSN:13487841

Osaka literary review / 大阪大学大学院英文学談話会. -- 1号 (1962)-. -- 大阪大学大学院英文学談話会, 1962-.(O.L.R.同人会)[年
刉]

<AN10554505> ISSN:13432168

Oliva / 関東学院大学英語英米文学会 [編]. -- No. 1 (1994)-. -- 関東学院大学英語英米文学会, 1995-.(関東学院大学英語英米文学
会)[年刉]

<AN10042296> ISSN:09135014

Ope nursing : the Japanese journal of operating room nursing = オペナーシング : 周手術期の専門看護誌. -- Vol. 1, no. 1 (1986)-. -- メ
ディカ出版, 1986-.(メディカ出版)[月刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 32
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医保健

<Ｑ>

中央館 法  

<Ｒ>

経研セ  

アイソ 医保健  

理  

中央館  

中央館  

中央館  

Résonances : レゾナンス : 東京大学大学院総合文化研究科フランス語系学生論文集. -- 創刉号 (2002)-. -- 東京大学教養学部フランス
語部会『Résonances』編集委員会, 2003.3-.(東京大学教養学部フランス語部会)[年刉]

Review of economics and information studies / 岐阜聖徳学園大学経済情報学会 [編]. -- Vol. 1, no. 1/2 (July 1999)-. -- 岐阜聖徳
学園大学経済情報学会, 1999-.(岐阜聖徳学園大学経済情報学部)[季刉]

<AA11414871> ISSN:13464825

Rikkyo American studies / the Institute for American Studies, Rikkyo University = 立教アメリカン・スタディーズ / 立教大学アメリカ研究所
[編]. -- 21号 (1999.3)-. -- 立教大学アメリカ研究所, 1999-.(立教大学アメリカ研究所)[年刉]

<AA11829210> ISSN:13482262

Radioisotopes / 日本放射性同位元素協会 [編]. -- 1巻1号 (昭27.5)-. -- 日本放射性同位元素協会, 1952.5-.(日本アイソトープ協
会)[月刉]

<AN10141130> ISSN:03878538

Reports of the Faculty of Science and Engineering, Saga University. Mathematics = 佐賀大学理工学部集報 / the Faculty of Science
and Engineering, Saga University. -- No. 1 (Mar. 1973)-. -- 佐賀大学理工学部, 1973-.(佐賀大学理工学部)[年刉]

<AA11833171> ISSN:13453998

Quadrante : クヴァドランテ : 四分儀 : 地域・文化・位置のための総合雑誌 / 東京外国語大学海外事情研究所 [編]. -- No. 1 (1999.3)-. --
東京外国語大学海外事情研究所, 1999.3-.(東京外国語大学海外事情研究所)[年刉]

<AN10181805> ISSN:09160191

RIM : 環太平洋ビジネス情報 / 三五銀総合研究所環太平洋研究センター [編]. -- 創刉号 (1988.4)-no. 52 (2001.1) ; V. 1, no. 1 (2001.4)-
. -- 三五銀総合研究所, 1988-.(日本総研調査部環太平洋研究センター)[季刉]

<AN00351589> ISSN:00338303

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 33

<WS01279702> ISSN:

Pre-mo [ プレモ Pre-mother ].(为婦の友)[月刉]

<AA11387101> ISSN:13445987
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<Ｓ>

経研セ

経研セ  

法  

工  

医保健  

情基セ 工 工 工 工 理 中央館 理 工 太陽研

法  

中央館  

<AN00391266> ISSN:

Study series / 一橋大学社会科学古典資料センター [編] = / Center for Historical Social Science Literature, Hitotsubashi University.
-- No. 1 (Mar. 1982)-. -- 一橋大学社会科学古典資料センター, 1982.3-.(一橋大学社会科学古典資料センター)[不明]

<AN10382669> ISSN:09166297

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)[月刉]

<AA11964114> ISSN:

Sophia = ソフィア : 名古屋弁護士会会報 / 名古屋弁護士会. -- 46巻4号 (平16.4)- = 通巻518号 (平16.4)-. -- 名古屋弁護士会, 2004-
.(名古屋弁護士会)[月刉]

<AA11225438> ISSN:09199632

School amenity = 月刉スクールアメニティ. -- ボイックス.(ボイックス)[月刉]

<AA11504555> ISSN:

Sexuality = 季刉セクシュアリティ. -- No. 1 (Jan. 2001)-. -- エイデル研究所, 2001.1-.(エイデル研究所)[季刉]

<AN10424033> ISSN:

SERIまんすりー / 静岡経済研究所 [編]. -- 31巻9月号 (1993.9)-. -- 静岡経済研究所, 1993-.(静岡経済研究所)[月刉]

<AA12469198> ISSN:18848494

SFJ金融・資本市場研究 / 流動化・証券化協議会 = / Securitization Forum of Japan. -- 1号 (2010.4)-. -- 流動化・証券化協議会,
2010.4-.(流動化・証券化協議会)[年2回刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 34

<AA11324101> ISSN:

SERI経済ファイル / 静岡経済研究所編. -- Vol. 1 (1996)-. -- 静岡経済研究所, 1996.1-.(静岡経済研究所)[不明]



2011年度

中央館

<Ｔ>

法  

医  

経研セ 中央館  

農  

中央館  

保体セ  

<Ｕ>

経研セ  

Training journal = 月刉トレーニング・ジャーナル. -- 創刉1号 (1979. 10)-. -- ブックハウスHD, 1979-.(ブックハウスHD)[月刉]

<AA11735569> ISSN:

UIゼンセンコンパス : UIゼンセン同盟中央機関誌. -- 52巻11月号 (2002.11)- = 通巻546号 (2002.11)-. -- UIゼンセン同盟, 2002.11-.(UIゼン
センコンパス)[隔月刉]

Tokai Walker = 東海ウォーカー. -- 1996, no1 = 1巻1号 (1996.7.16) -. -- 角川書店, 1996.7.16-.(角川書店)[隔週刉]

<AN00355036> ISSN:02899906

Tracer / 名古屋大学アイソトープ総合センター [編]. -- 1号 (1978)-. -- 名古屋大学アイソトープ総合センター, 1978.10-.(名古屋大学アイソ
トープ総合センター)[年2回刉]

<AN00388385> ISSN:0388192X

The Kitakanto medical journal / the Kitakanto Medical Society = 北関東医学 / 北関東医学会 [編]. -- 47巻1号 (1997.1.1)-. -- 北関
東医学会, 1997-.(北関東医学会)[季刉]

<AN10042693> ISSN:02898772

The community : コミュニティ / 地域社会研究所 [編]. -- No. 84 (1988)-. -- 地域社会研究所, 1988.11-.(地域社会研究所)[年2回刉]

<T2920000> ISSN:

Synthesiology = 構成学 / シンセシオロジー編集委員会 [編]. -- 1巻1号 (2008.1)- = 通巻1号 (2008.1)-. -- 産業技術総合研究所,
2008.1-.(産業技術総合研究所)[年3回刉]

<AN10580356> ISSN:13471643

TKC税研情報 / TKC税務研究所 [編]. -- TKC税務研究所.(TKC税務研究所)[隔月刉]

<AN10585677> ISSN:13432826

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 35

<AA12294844> ISSN:18826229
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中央館

<Ｖ>

中央館  

中央館  

<Ｗ>

工 情基セ 工

中央館  

<ｎ>

農 附学校 国開

<ア>

中央館  

中央館  

<AA11567996> ISSN:13462601

アート・リサーチ / 立命館大学アート・リサーチセンター [編]. -- 創刉 [1] 号 (2001.3)-. -- 立命館大学アート・リサーチセンター, 2001.3-.(立命
館大学アート・リサーチセンター)[不明]

<AN10470890> ISSN:13409301

アーバン・アドバンス / 名古屋都市センター. -- No. 4 (1994. 11)-. -- 名古屋都市センター, 1994.11-.(名古屋都市センター)[年2回刉]

<AA1215306X> ISSN:

Works review : リクルートワークス研究所研究報告. -- Vol .1 (2006)-. -- リクルートワークス研究所, 2006.7-.(リクルート ワークス研究所)[年
刉]

<AN10479159> ISSN:13408399

National geographic = ナショナルジオグラフィック. -- 日本版. -- 創刉前特別[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)[月刉]

<AN00340695> ISSN:13469061

Verba : 鹿児島独仏文学論集. -- 1号 (1975)-. -- 鹿児島大学教養部ドイツ語研究室, 1975.3-.(鹿児島大学言語文化研究会)[年刉]

<AA1183307X> ISSN:

Web+DB press = ウェブDBプレス. -- 技術評論社.(技術評論社)[隔月刉]

<AN00361538> ISSN:09133291

UP / 東京大学出版会. -- 1巻1号 (昭47. 11)-. -- 東京大学出版会.(東京大学出版会)[月刉]

<AA12392581> ISSN:18834949

Venture review = ベンチャーレビュー : 日本ベンチャー学会誌 / 日本ベンチャー学会編集. -- No. 12 (Sept. 2008)-. -- 日本ベンチャー学会,
2008.9-.(日本ベンチャ-学会)[年2回刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 36
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中央館

中央館  

医  

医  

法  

経済  

医  

法  

愛知学院大学宗教法制研究所紀要 / 愛知学院大学宗教法制研究所. -- 1号 (1964)-. -- 愛知学院大学宗教法制研究所.(愛知学院
大学宗教法制研究所)[]

愛知学院大学論叢. 商学研究 / 愛知学院大学商学会. -- 6巻1号 (1958)-.()[年3回刉]

<AN00006467> ISSN:00446912

愛知学院大学歯学会誌 = The Aichi-Gakuin journal of dental science / 愛知学院大学歯学会. -- Vol. 1, no. 1 (Mar. 1964)-. -- 愛知
学院大学歯学会.(愛知学院大学歯学会)[季刉]

<AN00006478> ISSN:02859076

愛知医報. -- 1 (昭31.6)-. -- 愛知医報社, [1956]-.(愛知医報社)[月2回刉]

<AA11205769> ISSN:1343957X

愛知学院大学国際研究センター紀要 = Journal of the Centre for International Studies, Aichi Gakuin University. -- 創刉号 (Mar.
1998)-. -- 愛知学院大学国際研究センター, 1998.3-.(愛知学院大学国際研究センター)[隔年刉]

<AN00006536> ISSN:02858932

愛知 : υ ι λ ο σ ο υ ι α  / 神戸大学哲学懇話会. -- 創刉号 (1984)-. -- 神戸大学哲学懇話会, 1984-.(神戸大学哲学懇話会)[年
刉]

<AN00006365> ISSN:03010902

愛知医科大学医学会雑誌 = The journal of the Aichi Medical University Association / 愛知医科大学医学会 [編]. -- 1巻1号 (昭
48.1)-. -- 愛知医科大学医学会, 1973-.(愛知医科大学医学会)[季刉]

<AN00006423> ISSN:

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 37

<AA1135787X> ISSN:1344705X

愛国学園大学人間文化研究紀要 / 愛国学園大学人間文化学部 [編]. -- 1号 (1999.3)-. -- 愛国学園大学人間文化学部, 1999.3-.(愛
国学園大学人間文化学部)[年刉]

<AN10292566> ISSN:



2011年度

法

中央館  

教育  

中央館  

中央館  

中央館  

農 医  

医  

<AN00007040> ISSN:

愛知県衛生年報 / 愛知県衛生部保健予防課. -- 昭和22年 (昭22)-昭和63年 (昭63) ; 平成元年 (平1)-.(愛知県衛生部保健予防
課)[年刉]

<AA11709070> ISSN:13468359

愛知教育大学保健体育講座研究紀要. -- 25 (2000)-. -- 愛知教育大学保健体育講座, 2001.3-.(愛知教育大学保健体育講座)[年刉]

<AN00267857> ISSN:05157803

愛知県衛生研究所報 / 愛知県衛生研究所. -- 7号 (昭31)-. -- [愛知県衛生研究所].()[不明]

<AN0000681X> ISSN:03653722

愛知教育大学研究報告. 自然科学 / 愛知教育大学 [編]. -- 26輯 (1977.3)-58輯 (2009.3). -- 愛知教育大学, 1977-2009.(愛知教育大
学)[年刉]

<AA11528269> ISSN:13461818

愛知教育大学研究報告. 芸術・保健体育・家政・技術科学・創作編. -- 50輯 (2001.3)-. -- 愛知教育大学, 2001.3-.(愛知教育大学)[年
刉]

<AA11896036> ISSN:13490567

愛知学泉大学・短期大学紀要. -- 38号 (2003)-. -- 愛知学泉大学, 2003.12-.(愛知学泉大学・短期大学)[年刉]

<AA11232717> ISSN:13442597

愛知教育大学教育実践総合センター紀要 / 愛知教育大学教育実践総合センター [編]. -- 創刉[1]号 (1998.3)-13号 (2010.2). -- 愛知教
育大学教育実践総合センター, 1998.3-2010.2.(愛知教育大学教育実践総合センター)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 38

<AN00006569> ISSN:04393252

愛知学院大学論叢. 法學研究 / 愛知学院大学法学会. -- 創刉号 (1958)-. -- 愛知学院大学法学会, 1958.10-.(愛知学院大学法学
会)[季刉]
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医 中央館

農  

中央館  

農  

中央館  

農  

中央館  

中央館  

愛知県立芸術大学紀要 / 愛知県立芸術大学. -- No. 1 (1970)-. -- 愛知県立芸術大学, 1971.3-.(愛知県立芸術大学)[年刉]

<AN00007765> ISSN:13425285

愛知県立大学文学部論集. 社会福祉学科編 / 愛知県立大学文学部社会福祉学科, 愛知県立女子短期大学児童福祉科 [編]. -- 21号
(1970)-. -- 愛知県立大学文学部, 1970.12-.(愛知県立大学文学部)[年刉]

愛知県図書館事業年報 / 愛知芸術文化センター愛知県図書館 [編集]. -- 平成6年度 (平6)-. -- 愛知芸術文化センター愛知県図書館,
1994-.(愛知芸術文化センター愛知県図書館)[年刉]

<AN00381852> ISSN:03887995

愛知県農業総合試験場研究報告 = Research bulletin of the Aichi-ken Agricultural Research Center / 愛知県農業総合試験場. --
11号 (昭54.11)-. -- 愛知県農業総合試験場, 1979.10-.()[年刉]

<AN00007619> ISSN:03898369

愛知県史研究 / 愛知県 [編]. -- 創刉号 (平9.3)-. -- 愛知県, 1997.3-.(愛知県)[年刉]

<AN10425954> ISSN:09197494

愛知県水産試験場研究報告. -- 1号 (平5.10)-. -- 愛知県水産試験場, 1993-.()[年刉]

<AA11396317> ISSN:

愛知県環境調査センター所報 = Bulletin of Aichi Environmental Research Center / 愛知県環境調査センター [編]. -- 23号 (1995)-. --
愛知県環境調査センター, 1996.3-.(愛知県環境調査センター)[年刉]

<AA11825741> ISSN:13479296

愛知県産業技術研究所研究報告 / 愛知県 [編] = / Aichi Industrial Technology Institute (AITEC). -- 1号 (平14.12)-. -- 愛知県産業
技術研究所, 2002-.()[年刉]

<AA11122151> ISSN:18833799

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 39

<AA11152050> ISSN:
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教育

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

<AA12386374> ISSN:18838952

愛知淑徳大学論集. コミュニケーション学部・心理学研究科篇. -- 9号 (2009)-. -- 愛知淑徳大学, 2009.3-.(愛知淑徳大学コミュニケーション
学部)[年刉]

<AA12132740> ISSN:

愛知淑徳大学論集. ビジネス学部・ビジネス研究科篇. -- 2号 (2006)-. -- 愛知淑徳大学, 2006.3-.(愛知淑徳大学)[年刉]

<AA12337561> ISSN:18833217

愛知工業大学研究報告. -- 43号 (Mar. 2008)-. -- 愛知工業大学, 2008.3-.(愛知工業大学)[年刉]

<AA12061584> ISSN:18811922

愛知淑徳大学論集. 現代社会学部・現代社会研究科篇. -- 10号 (2005)-. -- 愛知淑徳大学, 2005.3-.(愛知淑徳大学)[年刉]

<AA12459911> ISSN:18848915

愛知県立大学日本文化学部論集. 歴史文化学科編 / 愛知県立大学日本文化学部歴史文化学科 [編集]. -- 1号 (2009)-. -- 愛知県
立大学文学部, 2010.3-.(愛知県立大学日本文化学部歴史文化学科)[年刉]

<AA1134039X> ISSN:13457187

愛知県立大学文学部論集. 日本文化学科編 / 愛知県立大学文学部日本文化学科 [編集]. -- 1号 (1998)-11号 (2008) = 47号 (1998)-
57号 (2008). -- 愛知県立大学文学部, 1999-2009.(愛知県立大学文学部)[年刉]

<AN00007685> ISSN:02862824

愛知県立大学児童教育学科論集 / 愛知県立大学児童教育学科 [編]. -- 1号 (1968.3)-. -- [愛知県立大学児童教育学科], [1968]-
.(愛知県立大学)[年刉]

<AA12464445> ISSN:18848923

愛知県立大学日本文化学部論集. 国語国文学科編 / 愛知県立大学日本文化学部国語国文学科 [編]. -- 1号 (2009)- = 通巻58号
(2009)-. -- 愛知県立大学日本文化学部, 2010.3-.(愛知県立大学日本文化学部国語国文学科)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 40



2011年度

中央館

経済  

経済  

経済 法  

中央館  

中央館  

法  

中央館  

愛知圖書舘協会会報. -- 愛知図書舘協会.(愛知図書館協会)[年2回刉]

愛知大學文學論叢 / 愛知大學文學會. -- 1輯 (昭24.11)-.(愛知大学文学会)[年3回刉]

<AN10128722> ISSN:09165673

愛知大学法学部法經論集 / 愛知大学法経学会 [編]. -- 120・121合併号 (1989.12)-. -- 愛知大学法経学会, 1989.12-.(愛知大学法学
会)[年3回刉]

<AN10192415> ISSN:

愛知大学国際問題研究所紀要 / 愛知大学国際問題研究所. -- 26号 (1958.12)-.()[年2回刉]

<AA1228181X> ISSN:

愛知大学史研究 = The journal of the history of Aichi University. -- 創刉[1]号 (2007)-. -- 愛知大学東亜同文書院大学記念センター,
2007.10-.(愛知大学東亜同文書院大学記念センター)[年刉]

<AN00007925> ISSN:02870835

愛知大学経営学部愛知経営論集 = Aichi journal of business / 愛知大学法経学会. -- 120・121合併号 (1990.2)-. -- 愛知大学法経学
会, 1990.2-.()[年2回刉]

<AN10139365> ISSN:09165681

愛知大学経済論集 / 愛知大学法経学会 [編]. -- 120・121合併号 (1989.12)-. -- 愛知大学法経学会, 1989-.()[年3回刉]

<AN00007867> ISSN:05157781

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 41

<AA12120606> ISSN:13463330

愛知淑徳大学論集. 文化創造学部・文化創造研究科篇. -- 6号 (2006)-. -- 愛知淑徳大学, 2006.3-.(愛知淑徳大学)[年刉]

<AN10149347> ISSN:0916569X



2011年度

農

中央館  

医 医保健  

法  

情言  

中央館  

教育  

法  

<AN10033069> ISSN:09148833

Aera = アエラ / 朝日新聞社編. -- No. 0 (1988.1.1)-no. 00 (1988.3) ; 1巻1号 (1988.5)-. -- 朝日新聞社, 1988-.(朝日新聞社)[週刉]

<AN00008134> ISSN:03856348

アイヌ文化 / アイヌ無形文化伝承保存会. -- 創刉号 (1976.9)-32号 (2008.3), 1976-2008.(アイヌ無形文化伝承保存会)[年刉]

<AN10033069> ISSN:09148833

Aera = アエラ / 朝日新聞社編. -- No. 0 (1988.1.1)-no. 00 (1988.3) ; 1巻1号 (1988.5)-. -- 朝日新聞社, 1988-.(朝日新聞社)[週刉]

<AN00008010> ISSN:02896419

愛知論叢 / 愛知大学大学院院生協議会. -- 1号 (1966.3)-.(愛知大学大学院院生協議会)[年2回刉]

<AN00376626> ISSN:00191299

アイデア : デザイン・宣伝・販売 = Idea. -- No. 1(July 1953)-79号 (昭41.11) ; 14巻1号 (昭42.1)-. -- 誠文堂新光社, 1953-.(誠文堂新光
社)[隔月刉]

<AA1140225X> ISSN:13444433

愛知文教大学論叢 / 愛知文教大学学術委員会 [編]. -- 1巻 (1998)-. -- 愛知文教大学, 1998.12-.(愛知文教大学)[年刉]

<AN10156717> ISSN:09170162

愛知母性衛生学会誌 = Aichi journal of maternal health / 愛知県母性衛生学会. -- 6号 (1988.10)-. -- 愛知県母性衛生学会,
1988.10-.(愛知県母性衛生学会)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 42

<AN10119641> ISSN:

愛知農林水産統計年報 / 農林省愛知統計調査事務所編. -- 4次 (昭31)-56次 (平成20/21). -- 愛知農林統計協会, 1957.12-
2010.3.()[年刉]



2011年度

中央館

中央館  

中央館  

法  

経済  

経済  

法 経済  

経済 法  

青山国際政経論集 / 青山学院大学国際政治経済学会 [編集]. -- 創刉号 (1984.3)-. -- 青山学院大学国際政治経済学会, 1984-.(青
山学院大学国際政治経済学会)[不明]

<AN00008972> ISSN:02863901

青山社会科学紀要 / 青山学院大学大学院 [編]. -- 1号 (1973.3)-. -- 青山大学大学院, 1973.3-.()[年2回刉]

青山経営論集 / 青山学院大学経営学会. -- 創刉 [1巻1〜2合併] 号 (1966.9)-. -- [青山学院大学経営学会].()[季刉]

<AN00008892> ISSN:03856798

青山經濟論集 / 青山學院大學經濟學會. -- 1巻1号 (1949.11)-.()[季刉]

<AN10004672> ISSN:02895129

青森中央学院大学研究紀要 / 青森中央学院大学 [編]. -- Vol. 1 (1999.3)-. -- [青森中央学院大学経営法学部], [1999]-.()[年刉]

<AA11479469> ISSN:13458094

青森法政論叢 / 青森法学会 [編集]. -- 1号 (2000)-. -- 青森法学会, 2000.8-.(青森法学会)[年刉]

<AN00008870> ISSN:05871654

青森公立大学紀要 = Journal of Aomori Public College. -- 1巻1号 (1996.3)-. -- 青森公立大学紀要編集委員会, 1996.3-.(青森公立大
学紀要編集委員会)[年2回刉]

<AN10521765> ISSN:13419404

青森公立大学経営経済学研究 = Aomori Public College journal of management & economics. -- 1巻1号 (1996.3)-. -- 青森公立大学
経営経済学研究編集委員会, 1996.3-.(青森公立大学経営経済学研究編集委員会)[年2回刉]

<AA11396623> ISSN:13449990

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 43

<AN10521710> ISSN:13419412



2011年度

教育

法  

法  

中央館  

中央館  

中央館  

医  

医  

<AN00009294> ISSN:03866106

秋田医学 / 秋田医学会 [編]. -- Vol. 1, no. 1 (1974. 4)-. -- 秋田医学会, 1974-.(秋田医学会)[季刉]

<AN10421283> ISSN:09182179

秋田組合総合病院年報 = The medical journal of Akita Kumiai Hospital. -- 1号 (平4.4)-. -- 秋田組合総合病院, 1992.4-.(秋田組合総
合病院)[年刉]

<AN00032999> ISSN:03898458

アカデミア. 人文・社会科学編 / 南山大学. -- 36号 (1982.9)-. -- 南山大学, 1982.9-.(南山大学)[年2回刉]

<AN00009239> ISSN:03898431

アカデミア. 文学・語学編 / 南山大学. -- 22集 (1975.3)-. -- 南山大学, 1975.3-.(南山大学)[年2回刉]

<AA1246155X> ISSN:21850631

青山法務研究論集 = Aoyama law journal / 青山学院大学法務研究学会 [編]. -- 1号 (2010.3)-. -- 青山学院大学法務研究学会,
2010.3-.(青山学院大学法務研究学会)[年2回刉]

<AN00132224> ISSN:0288500X

アカデミア. 自然科学・保健体育編 : 南山大学紀要. -- 1巻 (1983.3.24)-. -- 南山学会, 1983.3-.(南山大学)[年刉]

<AA1164957X> ISSN:1347569X

青山心理学研究 = The AGU journal of psychology / 青山学院大学心理学会 [編]. -- 1号 (2001)-. -- 青山学院大学心理学会,
2002.3-.(青山学院大学心理学会)[年刉]

<AN00009024> ISSN:05181208

青山法学論集 / 青山学院大学法学会. -- 1巻1・2号 (1959.11)-. -- 青山学院大学法学会, 1959.11-.(青山学院大学法学会)[季刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 44



2011年度

医

農  

中央館  

中央館  

中央館  

法  

経研セ  

中央館 農  

アサヒカメラ. -- 1巻1号 (1926.4)-. -- 朝日新聞社, 1926-.(朝日新聞社)[月刉]

秋田法学 / 秋田経済大学法律政治研究所. -- Vol. 1, no. 1 (1981)-3巻2号 (1983) ; 5号 (1984)-. -- 秋田経済大学法律政治研究所,
1981-.(秋田経済法科大学総合研究センター法学研究所)[年2回刉]

<AN10194589> ISSN:

あけぼの / 全国電気通信労働組合中央本部. -- 1巻1号 (1983.10)- = 通巻1号 (1983.10)-. -- 全国電気通信労働組合中央本部, 1983-
.(NTT労働組合)[月刉]

<AN00376648> ISSN:00449148

秋田大学教育文化学部研究紀要. 自然科学 / 秋田大学 [編]. -- 54集 (平11.3)-. -- 秋田大学教育文化学部, 1999.3-.(秋田大学教育
文化学部)[年刉]

<AA11458593> ISSN:1348527X

秋田大学教育文化学部研究紀要. 人文科学・社会科学 / 秋田大学 [編]. -- 54集 (平11.3)-. -- 秋田大学教育文化学部, 1999.3-.(秋
田大学教育文化学部)[年刉]

<AN00010395> ISSN:02862859

秋田県総合食品研究センター報告 = Bulletin of the Akita Research Institute of Food and Brewing : ARIF / 秋田県総合食品研究セン
ター [編]. -- 12号 (平22)-. -- 秋田県総合食品研究センター, 2010.10-.()[年刉]

<AA11458538> ISSN:13485288

秋田大学教育文化学部研究紀要. 教育科学 / 秋田大学 [編]. -- 54集 (平11.3)-. -- 秋田大学教育文化学部, 1999.3-.(秋田大学教育
文化学部)[年刉]

<AA11458582> ISSN:13485296

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 45

<AN00009556> ISSN:02867656

秋田県医師会雑誌 / 秋田県医師会. -- 1 (昭24)-.(秋田県医師会)[年3回刉]

<AA12503864> ISSN:21856699



2011年度

中央館

経済  

中央館  

経済  

法  

法  

農 中央館  

農  

<AN10375299> ISSN:0917866X

麻布大学生物科学総合研究所紀要 = Report of Research Institute of Biosciences, Azabu University. -- No. 1 (Mar. 1991)-. -- 麻布
大学生物科学総合研究所, 1991.3-.()[不明]

<AN1002165X> ISSN:09150072

朝日法学論集 / 朝日大学法学部. -- 1号 (1988.7)-. -- 朝日大学法学部, 1988-.(朝日大学法学会)[不明]

<AA11561468> ISSN:13465880

麻布大学雑誌 = Journal of Azabu University / 麻布大学 [編集]. -- 1・2巻 (2000)-. -- 麻布大学, 2001.3-.()[年2回刉]

<AN10012342> ISSN:09133712

朝日大学経営論集 / 朝日大学経営学部 [編]. -- 1巻1号 (昭62.1)-. -- 朝日大学経営学部, 1987-.()[年2回刉]

<AA11177142> ISSN:1344297X

朝日大学大学院法学研究論集 / 朝日大学大学院法学研究科 [編]. -- 創刉[1]号 (1997)-. -- 朝日大学大学院法学研究科, 1997.12-
.(朝日大学大学院法学研究科)[年刉]

<AA12396640> ISSN:02863863

旭川大学経済学部紀要. -- 65・66号 (2008.12)-. -- 旭川大学, 2008-.()[年2回刉]

<AN10469472> ISSN:13413589

朝日大学一般教育紀要. -- 19号 (1993)-. -- 朝日大学一般教育研究協議会, 1993-.(朝日大学一般教育研究協議会)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 46

<AA11500816> ISSN:13460102

旭川医科大学研究フォーラム = Asahikawa Medical College research bulletin. -- Vol. 1 (2000.12)-. -- 旭川医科大学, 2000.12-.(旭川医
科大学)[年2回刉]



2011年度

経済

経済  

経済  

中央館  

中央館  

中央館  

国開  

国開  

亞州週刉 = The international Chinese newsweekly. -- 明報雑誌有限公司.(明報雑誌有限公司)[週刉]

<AN10153479> ISSN:02868369

アジア・アフリカ研究 / アジア・アフリカ研究所 [編]. -- 26巻4号 (1986.4)- = 通巻300号 (1986.4)-. -- アジア・アフリカ研究所, 1986-.(アジア・
アフリカ研究所)[季刉]

アジアの歴史と文化 / 山口大学歴史と文化を考える会 [編]. -- 1輯 ( [平4.3] )-. -- 山口大学歴史と文化を考える会, 1992.3-.(山口大学ア
ジア歴史・文化研究会)[その他]

<AN0001149X> ISSN:03853233

芦屋大学論叢 / 芦屋大学 [編]. -- 創刉号 (1976)-. -- 芦屋大学, 1976.3-.(芦屋大学)[年2回刉]

<AN10511182> ISSN:10155015

亜細亜大学大学院経済学研究論集 / 亜細亜大学大学院経済学研究科 [編]. -- 創刉号 (1977)-. -- 亜細亜大学大学院経済学研究
科.()[年刉]

<AA11562992> ISSN:13466224

アジア太平洋論叢 / アジア太平洋研究会 [編集]. -- 9号 (1999)-. -- アジア太平洋研究会, 1999.3-.(アジア太平洋研究会)[年刉]

<AA11457885> ISSN:

亜細亜大学経営論集 / 亜細亜大学商学部 [編]. -- 創刉号 (1966.11)-. -- 亜細亜大学商学部編集委員会, 1966-.()[年2回刉]

<AN00069966> ISSN:03854604

亜細亜大学経濟學紀要 / 亜細亜大学経済学部. -- 創刉号 (1966)-14号 (1976) ; 2巻1号 (1976. 10)-. -- 亜細亜大学経済学部, 1966.
12-.()[年3回刉]

<AN00070080> ISSN:03886654

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 47

<AN00069208> ISSN:0388662X



2011年度

国開

中央館  

中央館  

国開 経研セ 法

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

<AA12051809> ISSN:18801102

アジア現代女性史 = Contemporary women's history in Asia / アジア現代女性史研究会 [編]. -- 創刉 [1] 号 (2005)-. -- アジア現代女
性史研究会, 2005.6-.(アジア現代女性史研究会)[年刉]

<AA11472506> ISSN:13461567

アジア社会文化研究 / アジア社会文化研究会 [編]. -- 1号 (2000.3)-. -- アジア社会文化研究会, 2000-.(アジア社会文化研究会)[年刉]

<AA11487059> ISSN:13458450

アジア研究 / 高千穂商科大学アジア研究交流センター [編] = / Asia Rsearch Center of Takachiho. -- No. 1 (2000.9)-. -- 高千穂商科
大学アジア研究交流センター, 2000.9-.(高千穂商科大学アジア研究交流センター)[その他]

<AN00011183> ISSN:03850439

アジア研究所紀要 / 亜細亜大学アジア研究所. -- 創刉号 (1974)-. -- 亜細亜大学アジア研究所, 1975.3-.(亜細亜大学アジア研究所)[年
刉]

<AN00010883> ISSN:03872807

アジア・アフリカ言語文化研究 / 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所 [編]. -- 1号 (1968)-. -- 東京外国語大学アジア・アフリカ
言語文化研究所, 1968-.(東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所)[年2回刉]

<AN00011026> ISSN:00022942

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)[月刉]

<AA11551227> ISSN:13462466

アジア・アフリカ地域研究 = Asian and African area studies / 京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科 [編]. -- 1号 (2001)-. -- 京
都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科, 2001.3-.(京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科)[不明]

<AA12175889> ISSN:18813283

アジア・アフリカの言語と言語学 / 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所 [編] = Asian and African languages and linguistics /
Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa (ILCAA) Tokyo University of Foreign Studies. -- 1 (2006)-. -- 東京
外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所, 2006.9-.(東京

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 48



2011年度

中央館

医 国開  

国開  

国開 中央館 法

中央館  

中央館  

経済  

中央館  

アジア地域文化研究 = Komaba journal of Asian studies, the University of Tokyo / 東京大学大学院総合文化研究科アジア地域文化研
究会 [編]. -- 1号 (2004)-. -- 東京大学大学院総合文化研究科・教養学部アジア地域文化研究会, 2005.3-.(東京大学大学院総合文化
研究科アジア地域文化研究会)[年刉]

亜細亜大学国際関係紀要 / 亜細亜大学国際関係学会, 亜細亜学園創立50周年記念学術論文集編纂小委員会. -- 1巻1号
(1991.11)-. -- 亜細亜大学国際関係学会, 1991.11-.(亜細亜大学国際関係研究所)[年2回刉]

<AA11713883> ISSN:13476041

亜細亜大学大学院経営学研究論集 / [亜細亜大学]大学院経営学研究科 [編]. -- [CD-ROM版]. -- 26号 (2002)-. -- 亜細亜大学大
学院経営学研究論集編集委員会, 2002.7-. w.()[年刉]

<AA12055548> ISSN:18800602

アジア太平洋討究 / 早稻田大學アジア太平洋研究センター [編]. -- 創刉号 ( [2000.1] )-. -- 早稲田大学アジア太平洋研究センター図書・
編集委員会, 2000.1-.(早稲田大学アジア太平洋研究センター)[年刉]

<AA12036962> ISSN:13497278

アジア太平洋レビュー = Asia Pacific review / 大阪経済法科大学 [編]. -- 1号 (2004)-. -- 大阪経済法科大学アジア太平洋研究センター,
2004.12-.(大阪経済法科大学アジア太平洋研究センター)[年刉]

<AN1037023X> ISSN:09173935

アジア女性研究 / アジア女性交流・研究フォーラム = Journal of Asian women's studies / Kitakyushu Forum on Asian Women. -- 創刉号
(1992. 3)-. -- アジア女性交流・研究フォーラム, 1992. 3-.(アジア女性交流・研究フォーラム)[年刉]

<AN10006940> ISSN:09138439

アジア太平洋研究 / 成蹊大学アジア太平洋研究センター = Journal of Asian and Pacific studies / Seikei University Center for Asian
and Pacific Studies. -- No. 2 (1985)-. -- 成蹊大学アジア太平洋研究センター, c1986-.(成蹊大学アジア太平洋研究センター)[年刉]

<AA11430980> ISSN:1347149X

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 49

<AA11821966> ISSN:13482149

アジア情報室通報 / 国立国会図書館 [編] = Bulletin of Asian Resources Room / National Diet Library. -- 1巻1号 (2003.3)-. -- 国立
国会図書館, 2003.3-.(国立国会図書館)[季刉]

<AN10432370> ISSN:09188290



2011年度

中央館

中央館  

中央館  

法  

国開  

経研セ 工 国開

医  

中央館  

<AA11825843> ISSN:

あそび文化研究 : こども・こころ・からだ / [東京純心女子大学] こども文化学科準備委員会 [編]. -- 創刉準備 [0] 号 ([2003.3])-. -- 東京
純心女子大学こども文化学科準備委員会, 2003.3-.(東京純心女子大学こども文化学科)[年刉]

<AN10472524> ISSN:13413406

アジ研ワールド・トレンド : 発展途上国の明日を展望する分析情報誌. -- 1巻1号 (1995.4)- = 通巻1号 (1995.4)-. -- アジア経済研究所広報
部広報課, 1995-.(アジア経済研究所研究支援部)[月刉]

<AA11903903> ISSN:09152776

明日の臨床 = Clinical medicine in tomorrow / 愛知県保険医協会 [編]. -- 愛知県保険医協会.()[年2回刉]

<AN00011398> ISSN:03886611

亜細亜法學 / 亜細亜大学法学部 [編]. -- 1巻1号 (1966)-. -- 亜細亜大学法学部「亜細亜法学」編集委員会, 1966.12-.(亜細亜大学法
学研究所)[年2回刉]

<AA11346614> ISSN:

アジア遊学 = Intriguing Asia. -- No. 1 (1999.2)-. -- 勉誠出版, 1999.2-.(勉誠社)[月刉]

<AA11575338> ISSN:

アジア文化研究所論集 / 中京女子大学アジア文化研究所 [編]. -- 中京女子大学アジア文化研究所.(中京女子大学アジア文化研究
所)[年刉]

<AA12127423> ISSN:1881350X

アジア文化交流研究 / 関西大学アジア文化交流研究センター [編]. -- 1号 (2006.3)-. -- 関西大学アジア文化交流研究センター, 2006.3-
.(関西大学アジア文化交流研究センター)[不明]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 50

<AA1191288X> ISSN:18801714

アジア文化研究所研究年報 / 東洋大学アジア文化研究所 [編]. -- 38号 (2003)-. -- アジア文化研究所, 2004.2-.(東洋大学アジア文化研
究所)[年刉]



2011年度

経研セ

中央館  

中央館  

法  

医  

国開  

教育  

中央館  

アメリカ教育学会紀要 / アメリカ教育学会事務局 [編]. -- 1号 (1989)-. -- アメリカ教育学会事務局, 1989-.(アメリカ教育学会事務局)[年
刉]

<AN00012211> ISSN:03872815

アメリカ研究 = The American review / the Japanese Association for American Studies. -- 1号 (1967)-. -- アメリカ学会, 1967-.(アメリカ
学会)[年刉]

アニテックス : laboratory animal technology and science. -- Vol. 1, no. 1 (1989)-. -- 研成社.(研成社)[隔月刉]

<AA11940998> ISSN:02880423

アフリカ = Africa / アフリカ協会 [編]. -- 44巻4号 (2004.4-5)- = 通巻508号 (2004.4-5)-. -- アフリカ協会, 2004.4-.(アフリカ協会)[隔月刉]

<AN10543699> ISSN:13406043

跡見学園女子大学マネジメント学部紀要 / 跡見学園女子大学 [編]. -- 創刉号 (平15.3)-. -- 跡見学園女子大学, 2003.3-.(跡見学園女
子大学)[年刉]

<AN10469632> ISSN:1340752X

アドミニストレーション / 熊本県立大学総合管理学会 [編]. -- 1巻1/2合併号 (1994.12)-. -- 熊本県立大学総合管理学会, 1994-.(熊本県
立大学総合管理学会)[季刉]

<AN10065032> ISSN:09153667

Advertising = アドバタイジング. -- Vol. 1 (平12.7)- = 通巻524号 (平12.7)-. -- 電通, 2000.7-.(電通)[不明]

<AA11839735> ISSN:13481444

跡見学園女子大学文学部紀要 / 跡見学園女子大学 [編]. -- 36号 (平15.3)-. -- 跡見学園女子大学, 2003.3-.(跡見学園女子大学)[年
刉]

<AA11839746> ISSN:13481118

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 51

<AA11469181> ISSN:



2011年度

情言 文

法  

中央館  

法  

理  

中央館  

文  

工  

<AN10567085> ISSN:09197281

アルケー : 関西哲学会年報 / 関西哲学会 [編輯]. -- 関西哲学会.(関西哲学会)[年刉]

<AN00012812> ISSN:05704480

安全工学 / 安全工学協会. -- Vol. 1, no. 1 (1962)-. -- [安全工学協会].(安全工学協会)[隔月刉]

<AA11296458> ISSN:04380479

厦門大学学報. 自然科学版. -- 厦門大学.(厦門大学)[隔月刉]

<AN10461368> ISSN:04380460

厦门大学学報. 哲学社会科学版. -- 厦門大学学報哲学社会科学版編輯部.(厦門大学・厦門)[隔月刉]

<AN00012277> ISSN:03856100

アメリカ文学研究 = American literature / 日本アメリカ文学会 [編]. -- 1号 (1964)-. -- 金星堂, 1964-.(日本アメリカ文学会)[年刉]

<AN00012299> ISSN:05699215

アメリカ法 / 日米法学会 = / Japanese American Society for Legal Studies. -- 1965 (1965)-. -- 日米法学会, 1965.11-.(日米法学
会)[年2回刉]

<AN00012222> ISSN:03878228

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)[年刉]

<AA11562201> ISSN:13462989

アメリカ太平洋研究 = Pacific and American studies / 東京大学大学院総合文化研究科附属アメリカ太平洋地域研究センター. -- Vol. 1
(Mar. 2001)-. -- 東京大学大学院総合文化研究科附属アメリカ太平洋地域研究センター, 2001.3-.(東京大学大学院総合文化研究科附
属アメリカ太平洋地域研究センター)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 52



2011年度

医

<イ>

医  

医  

医保健  

医  

中央館  

農  

農  

石川県立大学年報 : 生産・環境・食品 : バイオテクノロジーを基礎として / 石川県立大学広報委員会 [編]. -- 平成17年度 (平17)-. -- 石
川県立大学広報委員会, 2006-.()[年刉]

生きがい研究 / 長寿社会開発センター [編集]. -- 創刉号 (平7.2)-. -- 長寿社会開発センター, 1995-.(長寿社会開発センター)[年刉]

<AA11317194> ISSN:13447629

育種学研究 = Breeding research / 日本育種学会 [編集]. -- 1巻1号 (1999.3)-. -- 日本育種学会, 1999.3-.(日本育種学会)[季刉]

<AA12164962> ISSN:18819605

医学検査 : 日本臨床衛生検査技師会誌 = The Japanese journal of medical technology / 日本臨床衛生検査技師会. -- 40巻1号 (平
3.1)-. -- 日本臨床衛生検査技師会, 1991. 1-.(日本臨床衛生技師会)[月刉]

<AN0001335X> ISSN:00191612

医学史研究 / 医学史研究会. -- 1号 (昭36.4)-. -- 医学史研究会.(医学史研究会)[年刉]

<AN10475318> ISSN:13414763

医学図書館 / 日本医学図書館協議会 = Medical library / Japan Medical Library Association. -- Vol. 1, no. 1 (昭29.1)-. -- 日本医学
図書館協議会, 1954-.(日本医学図書館協議会)[季刉]

<AN00013280> ISSN:03869644

医学教育 = Medical education / 日本医学教育学会 [編集]. -- 1巻1号 (昭45.2)-. -- 日本医学教育学会, 1970-.(日本医学教育学会
(篠原出版倒産))[隔月刉]

<AN10229989> ISSN:09158669

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 53

<AA12033002> ISSN:18801579

アンチ・エイジング医学 : 日本抗加齢医学会雑誌 = Anti-aging medicine. -- 1巻1号 (2005.5)- = 通巻1号 (2005.5)-. -- メディカルレビュー
社, 2005.5-.(メディカルレビュー社)[隔月刉]

<AN00013553> ISSN:04452429



2011年度

医

中央館  

医  

国開  

中央館  

農  

法  

中央館  

<AN10022211> ISSN:09160159

一般教育論集 / 愛知大学教養部. -- 創刉 [1] 号 (1988.5)-. -- 愛知大学教養部, 1988.5-.(愛知大学一般教育論集編集委員会)[年刉]

<AA12205130> ISSN:18819559

伊豆沼・内沼研究報告 = Izunuma-Uchinuma wetland researches. -- 1号 (2007.3)-. -- 宮城県伊豆沼・内沼環境保全財団, 2007.3-
.()[年刉]

<AN00015107> ISSN:03872947

イタリア学会誌 / イタリア学会, 日本ダンテ学会. -- 2号 (1953.11)-. -- [イタリア学会].(イタリア学会)[不明]

<AA12218121> ISSN:18818323

イスラーム世界研究 : Kyoto bulletin of Islamic area studies / 京都大学イスラーム地域研究センター [編]. -- 1巻1号 (2007.4)-. -- 京都大
学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科附属イスラーム地域研究センター, 2007-.(京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科附属イ
スラーム地域研究センター)[年2回刉]

<AN10406304> ISSN:

亓浦論叢 : 茨城大学亓浦美術文化研究所紀要. -- 1号 (1993)-. -- 茨城大学亓浦美術文化研究所, 1993.3-.(茨城大学亓浦美術文化
研究所)[年刉]

<AN10183742> ISSN:09158731

石巻専修大学経営学研究 / 石巻専修大学経営学会. -- 1巻1号 (1990.2)-. -- 石巻専修大学, 1990-.(石巻専修大学)[年2回刉]

<AN00014749> ISSN:05787947

移植 / 日本移植学会. -- Vol. 10, no. 1 (昭50. 2)-. -- 日本移植学会.(日本移植学会)[隔月刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 54

<AN0001432X> ISSN:02871777

石川県立中央病院医学誌 / 石川県立中央病院. -- 1 (昭53)-.(石川県立中央病院)[年刉]



2011年度

中央館

中央館  

情言 中央館 農

中央館  

医  

医  

中央館  

農  

五上円了センター年報 = Annual report of the Inoue Enryo Center / 東洋大学五上円了記念学術センター. -- 1号 (1992.3)-. -- 東洋大
学五上円了記念学術センター, 1992.3-.()[年刉]

<AA11572908> ISSN:

茨城県農業総合センター園芸研究所特別研究報告 = Special bulletin of the Horticultural Research Institute, Ibaraki Agricultural
Center / 茨城県農業総合センター園芸研究所 [編]. -- 1号 (平13.3)-. -- 茨城県農業総合センター園芸研究所, 2001.3-.()[不明]

胃と腸 / 医学書院. -- Vol. 1, no. 1 (1966. 4)-. -- 医学書院, 1966-.(医学書院)[月刉]

<AA11296990> ISSN:18812953

稲沢市民病院紀要 / 稲沢市民病院図書紀要委員[会]編. -- 1号 (1997)-. -- 稲沢市民病院, 1997.7-.(稲沢市民病院図書紀要委員
[会])[年刉]

<AN10392425> ISSN:13427628

遺傳 = The heredity / 日本遺傳學會. -- Vol. 1, no. 1 (1947. 11)-. -- 北隆館, [1947]-.(エヌ・ティー・エス)[隔月刉]

<AA11831744> ISSN:

伊東の今・昔 : 伊東市史研究. -- 創刉号 ( [平13.3] )-. -- 伊東市教育委員会, 2001.3-.(伊東市教育委員会)[年刉]

<AN00015548> ISSN:05362180

一般言語学論叢 / 筑波一般言語学研究会 [編]. -- 1号 (1998)-. -- 筑波一般言語学研究会, 1998.10-.(筑波一般言語学研究会)[年
刉]

<AN00015424> ISSN:03876284

一般教育部論集 / 創価大学一般教育部 [編]. -- 1号 (昭52.2)-. -- 創価大学一般教育部, 1977.2-.(創価大学綜合文化部)[年刉]

<AN00015468> ISSN:03870022

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 55

<AA11401483> ISSN:13443046



2011年度

農

中央館  

農  

医  

経済  

中央館  

法 経済  

教育  

<AN00016416> ISSN:02865734

茨城大學政経學會雑誌 / 茨城大學政経學會. -- 1號 (1955. 6)-. -- 茨城大學政経學會, 1955-.(茨城大学政経学会)[年刉]

<AN10093005> ISSN:09146970

異文化間教育 = Intercultural education / 異文化間教育学会 [編]. -- 1号 (1987)-. -- アカデミア出版会, 1987-.(アカデミア出版会)[年2
回刉]

<AA11226747> ISSN:13440160

茨城大学人文学部紀要. 社会科学論集 / 茨城大学人文学部 [編]. -- 31号 (1998.3)-. -- 茨城大学人文学部, 1998.3-.()[年2回刉]

<AA12175517> ISSN:1881087X

茨城大学人文学部紀要. 人文コミュニケーション学科論集 / 茨城大学人文学部 [編]. -- 1号 (2006.9)-. -- 茨城大学人文学部, 2006.9-
.(茨城大学人文学部)[不明]

<AA11406556> ISSN:13438921

茨城県自然博物館研究報告 / ミュージアムパーク茨城県自然博物館 [編] = Bulletin of Ibaraki Nature Museum / Ibaraki Nature
Museum. -- 1号 (1998.3)-. -- ミュージアムパーク茨城県自然博物館, 1998.3-.()[年刉]

<AN10115902> ISSN:09151982

茨城県農村医学会雑誌 = Journal of the Ibaraki Society of Rural Medicine / 茨城県農村医学会. -- 1号 (昭63.11)-. -- 茨城県農村医
学会, 1988.11-.(茨城県農村医学会)[年刉]

<AA11232364> ISSN:13412809

茨城県農業総合センター生物工学研究所研究報告 = Bulletin of the Plant Biotechnology Institute, Ibaraki Agricultural Center / 茨城
県農業総合センター生物工学研究所 [編]. -- 1号 (平7.2)-. -- 茨城県農業総合センター生物工学研究所, 1995-.()[年刉]

<AN00015901> ISSN:02876418

茨城県史研究 / 茨城県史編集委員会. -- 1号 (昭40.3)-. -- 茨城県教育財団歴史館史料部県史編さん室, 1965-.(茨城県史編集委員
会)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 56



2011年度

中央館

中央館  

医  

中央館  

医  

医  

経研セ  

医 中央館  

医療と社会 / 医療科学研究所. -- 創刉号 (1991. 11)-. -- 医療科学研究所, 1991.11-.(医療科学研究所)[季刉]

医療機器学 = The Japanese journal of medical instrumentation / 日本医療機器学会. -- 78巻1号 (2008.1)- = 666号 (2008.1)-. -- 日
本医療機器学会, 2008.1-.(日本医療機器学会)[隔月刉]

<AN10465438> ISSN:1340895X

医療経済研究 / 医療経済研究機構編. -- Vol. 1 (1994)-. -- 医療経済研究機構.(医療経済研究機構)[不明]

<AN10372213> ISSN:09169202

イラン研究 / 大阪外国語大学地域文化学科ペルシア語専攻 [編集]. -- 1号 (2005)-. -- 大阪外国語大学地域文化学科ペルシア語専攻,
2005.3-.(大阪外国語大学地域文化学科ペルシア語専攻)[不明]

<AN00017113> ISSN:00211699

医療 / 医療同好会 [編]. -- 1巻1号 (昭21.10)-. -- 医療同好会, 1946-.(医療同好会)[月刉]

<AA12291278> ISSN:18824978

異文化コミュニケーション研究 / 神田外語大学異文化コミュニケーション研究所. -- 創刉号 (1988)-. -- 神田外語大学異文化コミュニケーショ
ン研究所, 1989-.(神田外語大学異文化コミュニケーション研究所)[年刉]

<AN00016857> ISSN:02874741

医薬ジャーナル / 医薬ジャーナル社. -- 1 (昭40)-.()[月刉]

<AA12054680> ISSN:18800033

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 57

<AA12343112> ISSN:18819281

異文化研究 / 山口大学人文学部異文化交流研究施設 [編]. -- Vol. 1 (2007)-. -- 山口大学人文学部異文化交流研究施設, 2007-
.(山口大学人文学部 異文化交流研究施設)[年刉]

<AN10068799> ISSN:09153446



2011年度

工

中央館  

中央館  

中央館  

農  

医  

中央館  

医  

<AN00017758> ISSN:03859320

岩手県立病院医学会雑誌 / 岩手県立病院医学会. -- 9巻1号 (1969)-. -- 岩手県立病院医学会, 1969-.(岩手医学会)[年2回刉]

<AN0028144X> ISSN:00213284

岩手醫學雜誌 = Iwate igaku zassi / 岩手醫學會 [編]. -- 2卷1號 (昭24.9)-. -- 岩手縣醫師會學術部, 1949-.(岩手医学会)[隔月刉]

<AA11338412> ISSN:13448528

岩手県立大学社会福祉学部紀要 / 岩手県立大学社会福祉学部 [編]. -- Vol. 1 (1999.3)-. -- 岩手県立大学社会福祉学部, 1999.3-
.(岩手県立大学社会福祉学部)[年2回刉]

<AA11864721> ISSN:1348320X

いわき明星大学大学院人文学研究科紀要 = Research bulletin of Iwaki Meisei University. Graduate School of Humanities / Iwaki
Meisei University. -- 創刉号 (平15.3)-. -- いわき明星大学, 2003.3-.(いわき明星大学大学院人文学研究科)[不明]

<AN00364751> ISSN:02873532

岩谷直治記念財団研究報告書 / 岩谷直治記念財団. -- Vol. 1 (昭53)-. -- 岩谷直治記念財団, 1978.8-.()[年刉]

<AA12144637> ISSN:18806813

いわき明星大学科学技術学部研究紀要 = Research bulletin of Iwaki Meisei University, College of Science and Engineering. -- 19号
(平18.3)-. -- いわき明星大学, 2006.3-.(いわき明星大学)[年刉]

<AN1006225X> ISSN:0915485X

いわき明星大学人文学部研究紀要 = Research bulletin of Iwaki Meisei University. College of Humanities / Iwaki Meisei University. --
1号 (昭63.3)-. -- いわき明星大学, 1988.3-.(いわき明星大学)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 58

<AA12006724> ISSN:13497561

医療福祉建築 = Journal of Japan Institute of Healthcare Architecture. -- 146 (2005.1)-. -- 日本医療福祉建築協会, 2005.1-.(日本医
療福祉建築協会)[季刉]



2011年度

教育

医  

医保健  

工  

中央館  

農  

<ウ>

法 中央館  

農 農  

潮. -- No. 1(1952)-. -- [潮出版社], 1952-.(潮出版社)[月刉]

<AN10163880> ISSN:09168176

ウッドミック : 木材工業界のコミュニケーション = Woodmic. -- 7巻4号 (1989.4)-. -- ウッドミック.(ウッドミック)[月刉]

印度學佛教學研究 / 日本印度學佛教學會 [編]. -- 1巻1号 (昭27.7)-. -- 日本印度學佛教學會, 1952-.(日本印度學佛教學會)[年刉]

<AA11672447> ISSN:13475665

インベントリー = Inventory / 農業環境技術研究所農業環境インベントリーセンター [編]. -- 1号 (2002.4)-. -- 農業環境技術研究所農業環
境インベントリーセンター, 2002.4-.()[年刉]

<AN00337329> ISSN:

インターナショナルナーシング・レビュー : 世界の論文とニュース / 日本看護協会出版会 [編]. -- 16巻1号 (1993.1)- = 61号 (1993.1)-. -- 日本
看護協会出版会, 1993-.(日本看護協会出版会)[季刉]

<AN10546799> ISSN:03879569

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)[月刉]

<AN00018579> ISSN:00194344

岩手大学教育学部研究年報 = The annual report of the Faculty of Education, University of Iwate / 岩手大学教育学部. -- 26巻
(1966)-. -- 岩手大学教育学部, 1966.12-.(岩手大学教育学部)[年刉]

<AN00018273> ISSN:02891484

岩見沢市立総合病院医誌 = Journal of Iwamizawa Municipal General Hospital / 北海道岩見沢市立総合病院 [編]. -- 1巻1号 (昭
50.4)-. -- 岩見沢市立総合病院, 1975-.(岩見沢市立総合病院)[年刉]

<AN10399570> ISSN:09193804

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 59

<AN00017940> ISSN:03677370



2011年度

中央館

中央館  

教育  

教育  

教育  

農  

農  

中央館  

<AA1133997X> ISSN:13447173

海・人・自然 : 東海大学博物館研究報告 : science reports of the Museum, Tokai University / 東海大学社会教育センター [編集]. --
No. 1 (1999)-. -- 東海大学社会教育センター, 1999.3-.()[年刉]

<AN00019979> ISSN:05031567

海と空 / 海洋気象学会. -- 1巻1号 (大10.5)-.(海洋気象学会)[季刉]

<AN00019571> ISSN:03852415

宇都宮大学教育学部紀要. 第2部 / 宇都宮大学教育学部. -- 16号 (昭41.12)-. -- 宇都宮大学教育学部, 1966.12-.(宇都宮大学教育
学部)[年刉]

<AN00019709> ISSN:05664691

宇都宮大学農学部學術報告 = Bulletin of the College of Agriculture, Utsunomiya University / 宇都宮大学農学部 [編]. -- 1卷1號 (昭
25.2)-. -- [宇都宮大学農学部], [1950]-.()[年刉]

<AN10394511> ISSN:13422626

宇都宮大学生涯学習教育研究センター研究報告 / 宇都宮大学生涯学習教育研究センター. -- 創刉号 (平3)-. -- [宇都宮大学生涯学
習教育研究センター], [1991]-.(宇都宮大学生涯学習教育研究センター)[年刉]

<AN0001955X> ISSN:03871266

宇都宮大学教育学部紀要. 第1部 / 宇都宮大学教育学部. -- 16号 (昭41.12)-. -- 宇都宮大学教育学部, 1966.12-.(宇都宮大学教育
学部)[年刉]

<AN10547259> ISSN:13420364

宇都宮大学国際学部研究論集 / 宇都宮大学国際学部 [編]. -- 創刉号 (平8.3)-. -- 宇都宮大学国際学部, 1996.3-.(宇都宮大学国際
学部)[年刉]

<AA1239604X> ISSN:

宇都宮大学国際学部多文化公共圏センター年報 / Center for the Multicultural Public Sphere. -- 創刉[1]号 (平20)-. -- 宇都宮大学国
際学部多文化公共圏センター, 2009.3-.(宇都宮大学国際学部)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 60



2011年度

農

医  

中央館  

文  

国開  

経研セ 工  

<エ>

中央館  

中央館  

英語英文学研究 / 創価大学英文学会. -- 創刉号 (1976. 12)-. -- 創価大学英文学会, 1976-.(創価大学英文学会)[年2回刉]

運輸と經濟 = Transportation & economics / 運輸調査局 [編]. -- 3卷1號 (1948.7)-. -- 運輸調査局, 1948-.(運輸調査局)[月刉]

<AA12221024> ISSN:18817548

映画プロデュース研究 = Film production studies. -- No. 1 ([2007.2])-. -- 映画プロデュース研究会(映画専門大学院大学内), [2007.2]-.(映
画専門大学院大学 映画プロデュース研究会)[年2回刉]

<AN00020650> ISSN:03882519

云南社会科学 = Yunnan shehui kexue / 雲南社会科学編輯部編輯. -- 1981年1期 (1981)- = 総1期(1981)-. -- 雲南人民出版社,
1981.5-.(雲南省社会科学院)[隔月刉]

<AA11914932> ISSN:1672867X

云南民族大学学报. 哲学社会科学版 = Journal of Yunnan University for Nationalities. Social sciences. -- 20巻3期 (2003)- = 总88期
(2003)-. -- 《云南民族大学学报》(哲社版)编辑部, 2003.5-.(《雲南民族大学学報》〈哲社版〉編輯部)[隔月刉]

<AN00020402> ISSN:02878305

運動療法と物理療法 = The Journal of physical medicine / 日本理学診療医学会 [編集]. -- 8巻1号 (1997)-. -- 日本理学診療医学会,
1997. 1-.(日本運動器リハビリテーション学会)[季刉]

<AA12408750> ISSN:16724755

云南财经大学学报. 社会科学版 = Jurnalo de Yunnana universitato de financo kaj ekonomiko = Hochschulzeitung fuer wirtschaften
und verwaltungen = Yunnan Finance & Economics University journal of economics & management. -- 23巻3期 (2008.[6])- = 总102期
(2008.[6])-. -- 云南财贸经济

<AA11492310> ISSN:10008691

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 61

<AN10169027> ISSN:09152741

浦上財団研究報告書 / 浦上食品・食文化振興財団 [編]. -- Vol. 1 (Jan. 1989)-. -- 浦上食品・食文化振興財団, 1989-.()[年刉]

<AN10589044> ISSN:13427776



2011年度

中央館

中央館  

中央館  

附学校 中央館  

中央館  

医  

農  

医 医保健  

<AN00022179> ISSN:13461354

映像情報. Medical / 産業開発機構株式会社 [編]. -- 8巻1号 (昭51.1)-. -- 産業開発機構, 1976-.(産業開発機構)[月刉]

<AN10168534> ISSN:09155422

永寿総合病院紀要 = The Journal of Eiju General Hospital / ライフ・エクステンション研究所. -- 1巻 (1989. 9)-. -- ライフ・エクステンション研
究所, 1989-.(ライフ・エクステンション研究所)[年刉]

<AN00021948> ISSN:04247086

衞生動物 / 日本衞生昆蟲學會 [編]. -- 1巻1号 (昭25.4)-. -- 日本衞生昆蟲學會, [1950]-.(日本衛生動物学会)[季刉]

<AN00021121> ISSN:09133917

英語教育 = The English teachers' magazine. -- 1巻1号 (昭27.4)-. -- 研究社, 1952-.(大修館)[月刉]

<AN10176496> ISSN:

英語文化研究 / 獨協大学大学院外国語学研究科 [編]. -- 創刉号 (1988.3)-. -- 獨協大学大学院外国語学研究科, 1988.3-.(獨協大
学大学院外国語学研究科)[年刉]

<AN00076451> ISSN:13476440

英語英文学叢誌 / 早稲田大学英語英文学会. -- 創刉号 (1964.12)-. -- 早稲田大学英語英文学会.(早稲田大学英語英文学会)[年刉]

<AA11672651> ISSN:13496026

英語英米文学論輯 : 京都女子大学大学院文学研究科研究紀要 / 京都女子大学 [編]. -- 1号 (2002)-. -- 京都女子大学, 2002.3-.(京
都女子大学大学院文学研究科)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 62

<AN00167433> ISSN:03858855

英語英文学研究所紀要 / 東北学院大学 [編]. -- 創刉号 (1969)-. -- 東北学院大学英語英文学研究所, 1970.3-.(東北学院大学英語
英文学研究所)[年刉]



2011年度

中央館

中央館  

中央館  

農  

附学校  

経済  

経済 中央館 法 国開

中央館  

エコノミスト. -- 24年1号 (昭21.1)-. -- 毎日新聞社, [1946]-.(毎日新聞社)[週刉]

<AN10392979> ISSN:09185895

エスペラント研究 : 日本エスペラント学会紀要 / 日本エスペラント学会紀要編集委員会. -- 創刉号 (1992. 8)-. -- 日本エスペラント学会,
1992.8-.(日本エスペラント学会)[不明]

榮養と料理 / 榮養と料理社. -- 1 ( [昭10. 6] )-. -- 榮養と料理社, 1935-.(榮養と料理社)[月刉]

<AN00023422> ISSN:00129712

エコノミア / 横濱國立大學經濟學會. -- 1 (1950)-3 (1950) ; 3巻1号 (1951)-8巻1号 (昭33.1) ; 16号 (昭34.12)-100号 (1989.3) ; 40巻1号
(1989.6)- = 通巻101号 (1989.6)-. -- 横浜国立大学経済学会, 1950.2-.()[年2回刉]

<AN00268099> ISSN:00130621

英米文学 / 立教大学英文学会. -- 1巻1号 (1930.4)-4巻1号 ( [1935] ) ; 8号 ( [1936] )-.(立教大学文学部英米文学科)[年刉]

<AN00023058> ISSN:00215147

榮養學雑誌 / 國民榮養部研究會. -- 1卷1號 (昭16.9)-. -- 國民榮養部研究會.(第一出版)[隔月刉]

<AN00023193> ISSN:

英文學論集 / 関西大学英文学会 [編]. -- 1号 (Dec. 1966)-. -- 関西大学英語英文学会, 1966-.(関西大学英文学会)[年刉]

<AN00022780> ISSN:03867463

英米文学 / 駒沢大学英米文学科 [編]. -- 13号 (1978)-. -- [駒沢大学英米文学科], 1978-.(駒澤大学文学部英米文学科)[年刉]

<AN00022827> ISSN:03876764

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 63

<AN00022554> ISSN:02867222



2011年度

中央館

情言  

経済  

経済  

医  

経済  

農  

医  

<AA12400453> ISSN:18837395

愛媛県農林水産研究所企画環境部・農業研究部研究報告 / 愛媛県農林水産研究所 [編]. -- 1号 (平21.3)-. -- 愛媛県農林水産研究
所, 2009.3-.()[不明]

<AA1140187X> ISSN:13455966

愛媛県立衛生環境研究所年報 = Annual report of Ehime Prefectural Institute of Public Health and Environmental Science / 愛媛県
立衛生環境研究所 [編集]. -- 1号 (平10)-. -- 愛媛県立衛生環境研究所, 1999-.(愛媛県立衛生環境研究所)[年刉]

<AN00369948> ISSN:02863677

愛媛医学 = Ehime medical journal / 愛媛県医師会 [編]. -- 1巻1号 (1982.1)-. -- 愛媛医学会, 1982-.(愛媛県医師会)[季刉]

<AN00024061> ISSN:09116095

愛媛経済論集 / 愛媛大学経済学会 [編]. -- 1巻1/2号 (1981.11)-. -- 愛媛大学経済学会, 1981-.()[年3回刉]

<AN00311697> ISSN:02862050

エネルギー史研究 : 石炭を中心として / エネルギー史研究会. -- No. 10 (1979. 3)-. -- 西日本文化協会, 1979-.()[年刉]

<AN00364875> ISSN:02892804

エネルギーレビュー : 広く詳しく正確な情報・評論. -- 1巻1号 (1981.2)- = 1号 (1981.2)-. -- エネルギーレビューセンター, 1981.1-.(エネルギーレ
ビューセンター)[月刉]

<AA12139626> ISSN:18806333

閲蔵 = Etsuzo : 同朊大学大学院文学研究科研究紀要 / 同朊大学 [編]. -- Vol. 1 (2005.12)-. -- 同朊大学大学院文学研究科,
2005.12-.(同朊大学文学部文学研究科)[不明]

<AN00330895> ISSN:02850494

エネルギー・資源 = Energy and resources / エネルギー・資源研究会 [編]. -- 1巻1号 (1980.5)- = 通巻1号 (1980.5)-. -- エネルギー・資源
研究会, 1980.5-.(エネルギー・資源学会)[隔月刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 64



2011年度

教育

法 経済  

中央館  

法  

農  

中央館  

中央館  

中央館  

演劇学論叢 / 大阪大学文学部演劇学研究室 [編]. -- 1号 (1998.10)-. -- 大阪大学文学部演劇学研究室, 1998.10-.(大阪大学文学部
演劇学研究室)[年刉]

エレキジャック =Electronic-craft Jack. -- 1巻1号 (Feb. 2007)- = 通巻1号 (Feb. 2007)-. -- CQ出版, 2007-.(CQ出版社)[不明]

<AN00025530> ISSN:

演劇界. -- 1巻1號 (昭18.11)-. -- 日本演劇社, 1943-.(演劇出版社)[月刉]

<AA11314491> ISSN:13466208

愛媛法学会雜誌 / 愛媛大学法学会. -- 1巻1号 (1974)-. -- 愛媛大学法学会, 1974.12-.(愛媛大学法学会)[季刉]

<AA11258288> ISSN:18804578

エム・オー・エー健康科学センター研究報告集 / エム・オー・エー健康科学センター [編] = Research reports from the MOA Health Science
Foundation / MOA Health Science Foundation. -- 1巻 (平3/平4)-. -- エム・オー・エー健康科学センター編集委員会, 1993-.()[年刉]

<AA12193676> ISSN:

愛媛大学法文学部論集. 総合政策学科編 / 愛媛大学法文学部 [編]. -- 1・2号 (1997)-. -- 愛媛大学法文学部, 1997.2-.(愛媛大学法
文学部)[年2回刉]

<AN10408332> ISSN:09195203

愛媛大学理学部紀要 / 愛媛大学理学部 [編]. -- 1巻 (1992)-. -- 愛媛大学理学部紀要委員会, 1993.2-.(愛媛大学理学部紀要委員
会)[年刉]

<AN00025020> ISSN:03898571

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 65

<AA11653001> ISSN:13473999

愛媛大学教育実践総合センター紀要 / 愛媛大学教育学部附属教育実践総合センター [編集]. -- No. 16 (1998)-. -- 愛媛大学教育学部
附属教育実践総合センター, 1998-.(愛媛大学教育学部附属教育実践総合センター)[1]

<AN10593675> ISSN:13419609



2011年度

中央館

医  

農  

<オ>

法  

経済  

医  

中央館  

中央館  

<AA12209029> ISSN:18813097

追手門学院大学心理学部紀要 = Bulletin of the Faculty of Psychology, Otemon Gakuin University. -- 1巻 (2006)-. -- 追手門学院大
学心理学部, 2007.3-.(追手門学院大学)[不明]

<AN1010214X> ISSN:09162313

奥羽大学歯学誌 / 奥羽大学歯学会. -- 16巻1号 (平1. 4)-. -- 奥羽大学歯学会, 1989. 4-.(奥羽大学歯学会)[季刉]

<AA12208966> ISSN:18813100

追手門学院大学社会学部紀要 = Bulletin of the Faculty of Sociology, Otemon Gakuin University. -- No. 1 (2006)-. -- 追手門学院大
学社会学部, 2007.3-.(追手門学院大学)[不明]

<AN00033801> ISSN:03853446

オーストラリア研究紀要 / 追手門学院大学オーストラリア研究所. -- 1号 (1975.3)-. -- 追手門学院大学オーストラリア研究所, 1975-.(追手
門学院大学オーストラリア研究所)[年刉]

<AN00025971> ISSN:03891364

オイコノミカ / 名古屋市立大学経済学会 [編]. -- 1巻1・2号 (1964.4)-. -- 名古屋市立大学経済学会, 1965-.()[季刉]

<AA11498452> ISSN:13414348

遠州総合病院年報 = Annual of Enshu General Hospital / 静岡県厚生農業協同組合連合会遠州総合病院 [編]. -- 1巻1号 (1995)-. -
- 静岡県厚生農業協同組合連合会遠州総合病院, 1995-.()[年刉]

<AN00025847> ISSN:04934326

演習林 / 東京帝国大学演習林. -- 1号 (昭15)-.()[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 66

<AN00025610> ISSN:0913039X

演劇研究 / 早稲田大学坪内博士記念演劇博物館 [編]. -- 1号 (1965.12)-. -- 早稲田大学坪内博士記念演劇博物館, 1965-.(早稲田
大学坪内博士記念演劇博物館)[年刉]



2011年度

経済

経済  

経済  

経済  

中央館  

理  

中央館  

教育  

応用言語学研究 : 明海大学大学院応用言語学研究科紀要 = Selected research papers in applied language studies : Meikai
roundtable in applied language studies / Graduate School of Applied Language Studies, Meikai University. -- No. 1 (1999.3)-. -- 明海
大学大学院応用言語学研究科紀要編集委員会, 1999.3-.(明海

<AN00026486> ISSN:03876756

応用社会学研究 = The journal of applied sociology / 立教大学社会学部研究室 [編]. -- Vol. 1, no. 1 (1958)-. -- 立教大学文学部研
究室, 1958-.(立教大学社会学部研究室)[年刉]

欧米文化研究 / 広島大学大学院社会科学研究科国際社会論専攻 [編]. -- 創刉号 (1994)-. -- 広島大学大学院社会科学研究科,
1994-.(広島大学大学院社会科学研究科国際社会論専攻)[年刉]

<AN10200830> ISSN:10014268

应用概率统计 = Chinese journal of applied probability and statistics. -- 1巻1期 (1985)-. -- 华东师范大学出版社, 1985.(華東師範大
学)[隔月刉]

<AA11396576> ISSN:13449427

桜美林大学産業研究所年報 / 桜美林大学産業研究所. -- 創刉号 (1981)-. -- 桜美林大学産業研究所, 1981-.()[年刉]

<AN00026238> ISSN:03868508

桜美林エコノミックス / 桜美林大学経済学部 [編]. -- 2号 (1973.4)-56号 (2009.3). -- 桜美林大学経済学部, 1973.4-2009.3.()[年刉]

<AN10583886> ISSN:

追手門経済・経営研究 / 追手門学院大学. -- 1号 (平6.3)-. -- 追手門学院大学, 1994-.()[年刉]

<AN00026216> ISSN:02883783

追手門経済論集 / 追手門学院大学経済学会. -- 1巻1号 (昭41.9)-. -- 追手門学院大学経済学会, 1966.9-.()[年2回刉]

<AN00026282> ISSN:02865955

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 67

<AN1044259X> ISSN:13404105



2011年度

中央館

教育  

理 情言 理

情言  

経済  

農 農  

工 理 中央館

中央館  

<AN00026679> ISSN:03698009

應用物理 / 應用物理談話會. -- 1巻1号 (1932.7)-. -- 丸善 (発売).(応用物理学会)[月刉]

<AN00026748> ISSN:0386331X

鷹陵史学 / 佛教大学歴史研究所. -- 1号 (昭50.3)-.(鷹陵史学会)[年刉]

<AN00330942> ISSN:02850370

応用統計学 / 『応用統計学』編集委員会 [編]. -- 1巻1号 (1971)-. -- 『応用統計学』編集委員会, 1971.6-.(応用統計学研究会)[年3回
刉]

<AA12509099> ISSN:21856427

応用糖質科学 : 日本応用糖質科学会誌 = Bulletin of applied glycoscience / 日本応用糖質科学会 [編]. -- 1巻1号 (2011)- = 通巻1
号 (2011)-. -- 日本応用糖質科学会, 2011.1-.(日本応用糖質科学会)[不明]

<AN10288886> ISSN:09172270

応用数理 / 応用数理編集委員会準備会[編集]. -- 創刉準備1号 (1990.4)-創刉準備3号 (1990.12) ; 1巻1号 (1991.3)-. -- 応用数理編
集委員会準備会, 1990.4-.(岩波書店)[季刉]

<AA11867413> ISSN:1880960X

応用地域学研究 = Journal of applied regional science. -- 創刉[1]号 (1995)-. -- 応用地域学会, 1995.12-.(応用地域学会)[年刉]

<AN10354040> ISSN:09159835

応用社会学研究 / 東京国際大学大学院社会学研究科 [編]. -- 創刉号 (1991.2)-. -- 東京国際大学, 1991-.(東京国際大学)[年刉]

<AN00026555> ISSN:03874605

應用心理学研究 = Japanese journal of applied psychology / 日本応用心理学会 [編]. -- 1号 (昭53.9)-. -- 日本応用心理学会, 1978-
.(日本応用心理学会)[年2回刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 68



2011年度

医

経済  

教育  

中央館  

中央館  

医  

中央館  

経済  

大阪学院大学企業情報学研究 / 大阪学院大学企業情報学会 [編集]. -- 1巻1号 (2001.3)-. -- 大阪学院大学企業情報学会, 2001.3-
.()[年3回刉]

大阪医科大学雑誌 / 大阪医科大学医学会. -- 11巻1号 (昭25. 1)-.(大阪医科大学医学会)[季刉]

<AA12192946> ISSN:18821235

大阪大谷大学紀要. -- 41号 (2007.2)-. -- 大阪大谷大学志学会, 2007.2-.(大阪大谷大学志学会)[年刉]

<AA11579805> ISSN:13463756

大垣情報ネットワーク研究会会誌 / 大垣情報ネットワーク研究会, 岐阜経済大学情報技術研究所, マイタウン21 [編]. -- 創刉号 (2003.3)-.
-- 岐阜経済大学情報技術研究所, 2003.3-.(大垣情報ネットワーク研究会)[年刉]

<AN00027525> ISSN:04715152

大倉山論集 / 大倉山文化科学研究所. -- 1輯 (昭27.6)-. -- 大倉山文化科学研究所, 1952.6-.(大倉精神文化研究所)[年刉]

<AN00027627> ISSN:00306118

大分大學經濟論集 / 大分大學經濟研究所 [編]. -- 1巻1号 (昭25.2)-. -- 大分大学経済学会, 1950-.()[隔月刉]

<AA11327096> ISSN:13450875

大分大学教育福祉科学部研究紀要 / 大分大学教育福祉科学部 [編]. -- 21巻1号 (1999.4)-. -- 大分大学教育福祉科学部, 1999.4-
.(大分大学教育福祉科学部)[年2回刉]

<AA11951101> ISSN:13483528

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 69

<AN00137487> ISSN:02885069

大分県医学会雑誌 = The journal of the Oita Medical Association / 大分県医師会. -- 1巻1号 (昭58.6)-. -- 大分県医学会雑誌編集
委員会, 1983-.()[年刉]

<AN00027296> ISSN:04740157



2011年度

経済

経済  

法  

法  

経研セ  

経済  

経済  

中央館  

<AA11394617> ISSN:13451456

大阪産業大学経営論集 / 大阪産業大学学会 [編]. -- 1巻1号 (1999.10)-. -- 大阪産業大学学会, 1999.10-.(大阪産業大学学会)[年3
回刉]

<AN00070455> ISSN:03860329

大阪経済法科大学経済学論集 / 大阪経済法科大学経済学会. -- 1号 (昭52.3)-. -- 大阪経済法科大学, 1977. 3-.()[年3回刉]

<AN00028448> ISSN:04747909

大阪經大論集. -- 創刉號 (昭25.9)-200号 (1991.3) ; 42巻1号 (1991.5)- = 通巻201号 (1991.5)-. -- 大阪經濟大學, 1950-.()[隔月刉]

<AA11914524> ISSN:13491997

大阪経済法科大学アジア太平洋研究センター年報 = CAPP report / Centre for Asia Pacific Partnership. -- 1号 (2003-2004)-. -- 大阪
経済法科大学アジア太平洋研究センター, 2004.3-.(大阪経済法科大学アジア太平洋研究センター)[年刉]

<AN10331486> ISSN:02859734

おおさか経済の動き / 大阪府立産業開発研究所. -- No. 314 (1989. 4)-. -- 大阪府立産業開発研究所, 1989-.(大阪府立産業開発研究
所)[季刉]

<AN10019046> ISSN:09141901

大阪学院大学経済論集 / 大阪学院大学経済学会. -- 1巻1号 (1987.4)-. -- 大阪学院大学経済学会, 1987.4-.()[年2回刉]

<AN00027886> ISSN:03855635

大阪学院大学法学研究 / 大阪学院大学法学会. -- 1巻1・2号 (昭51.3)-. -- 大阪学院大学法学会.(大阪学院大学法学会)[年2回刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 70

<AA12350322> ISSN:18833462

大阪学院大学流通・経営学論集 = Review of distribution, communication and business administration / 大阪学院大学流通・経営学会
[編]. -- 34巻1号 (2008.7)-. -- 大阪学院大学流通・経営学会, 2008.7-.()[年3回刉]



2011年度

中央館

中央館  

中央館  

中央館  

医  

医  

経済  

中央館  

大阪市大論集 / 大阪市立大学大学院経済学研究会 [編]. -- 大阪市立大学大学院経済学研究会.()[季刉]

<AA11643143> ISSN:18807887

大阪樟蔭女子大学学芸学部論集. -- 39号 (平14.3)-. -- 大阪樟蔭女子大学(学芸学部)学術研究委員会, 2002-.(大阪樟蔭女子大学学
芸学部学術研究委員会)[年刉]

大阪市医学会雑誌 = The journal of the Osaka City Medical Center / 大阪市医学会 [編]. -- 24巻1-3号 (昭50.3)-. -- 大阪市医学会,
1975-.(大阪市医学会)[季刉]

<AA11964056> ISSN:02894521

大阪市勤務医師会研究年報 : Osaka-shi Kinmuishikai kenkyu nenpo. -- [CD-ROM版]. -- 27号 (平9)-. -- 大阪市勤務医師会, 1999-.
w.()[年刉]

<AN10103539> ISSN:03875156

大阪産業大学論集. 自然科学編 / 大阪産業大学学会. -- 31 (1970)-. -- 大阪産業大学学会, 1970.12-.(大阪産業大学学会)[年3回刉]

<AA12289436> ISSN:18825966

大阪産業大学論集. 人文・社会科学編 / 大阪産業大学学会 [編]. -- 1 (2007)-. -- 大阪産業大学学会, 2007.10-.(大阪産業大学学
会)[年2回刉]

<AN00028754> ISSN:03864103

大阪産業大学産業研究所所報 / 大阪産業大学産業研究所. -- No. 1 (1978. 3)-. -- 大阪産業大学産業研究所, 1978.3-.(大阪産業大
学産業研究所)[年刉]

<AA1160706X> ISSN:13472135

大阪産業大学人間環境論集 / 大阪産業大学学会 [編]. -- 1 (2002)-. -- 大阪産業大学学会, 2002.2-.(大阪産業大学学会)[年刉]

<AN0002870X> ISSN:02871394

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 71

<AN00028685> ISSN:03882624



2011年度

教育 中央館

中央館  

経済  

中央館  

医  

中央館  

法  

中央館  

<AN00029724> ISSN:04410351

大阪市立大學法學雜誌 / 大阪市立大學法學會. -- 1巻1號 (昭29.3)-. -- 大阪市立大學法學會, 1954-.(大阪市立大学法学会)[季刉]

<AN00029848> ISSN:02891190

大阪体育大学紀要 / 大阪体育大学 [編集]. -- 1巻 (昭44.7)-. -- 大阪体育大学, 1969-.(大阪体育大学)[年刉]

<AN00029418> ISSN:02855801

大阪市立環境科学研究所報告. 調査・研究年報 / 大阪市立環境科学研究所. -- 42集 (昭54)-. -- 大阪市立環境科学研究所, 1979-
.(大阪市立環境科)[年刉]

<AA11432239> ISSN:13454145

大阪市立大学学術情報総合センター紀要 = Bulletin of Osaka City University Media Center / 大阪市立大学学術情報総合センター
[編]. -- 1巻 (2000.3)-. -- 大阪市立大学学術情報総合センター, 2000-.(大阪市立大学学術情報総合センター)[年刉]

<AN00029123> ISSN:02870959

大阪商業大学論集 / 大阪商業大学商経学会. -- 1號 (昭27.4)-136号 (平17.2) ; 1巻1号 (2005.6)- = 通号137号 (2005.6)-. -- 大阪商
業大学商経学会, 1952.4-.()[季刉]

<AA12116835> ISSN:13446029

大阪商業大学アミューズメント産業研究所紀要 / 大阪商業大学アミューズメント産業研究所 [編] = The studies on gambling and gaming /
the Institute of Amusement Industry Studies, Osaka University of Commerce. -- 6号 (2004)-. -- 大阪商業大学アミューズメント産業研
究所, 2004.3-.(大阪商業大学アミューズメント産業研究所)[年刉]

<AA11637107> ISSN:13471287

大阪樟蔭女子大学人間科学研究紀要 / 大阪樟蔭女子大学学術研究会 [編集]. -- 1号 (平14.3)-. -- 大阪樟蔭女子大学人間科学部
学術研究会, 2002.3-.(大阪樟蔭女子大学学術研究会)[年刉]

<AA11524042> ISSN:13461508

大阪商業大学商業史博物館紀要 / 大阪商業大学商業史博物館 [編]. -- 創刉号 (2001.3)-. -- 大阪商業大学商業史博物館, 2001.3-
.(大阪商業大学商業史博物館)[不明]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 72



2011年度

経済

教育  

医  

教育  

中央館  

中央館  

医  

医  

大阪府済生会中津病院年報 = Annals of Saiseikai Nakatu Hospital, Osaka / 大阪府済生会中津病院. -- 1巻1号 (1990.10)-. -- 大阪
府済生会中津病院, 1990. 10-.(大阪府済生会中津病院)[年2回刉]

大阪大学日本学報 / 大阪大学文学部日本学研究室 [編]. -- 1号 (1982)-. -- 大阪大学文学部日本学研究室, 1982.3-.(大阪大学大学
院文学研究科日本学研究室)[年刉]

<AN10399901> ISSN:09189319

大阪てんかん研究会雑誌 = The Osaka journal of epilepsy research. -- 1巻1号 (1990. 6)-. -- 大阪てんかん研究会, 1990-.(大阪てんかん
研究会)[年刉]

<AN10353864> ISSN:09185771

大阪大学大学院人間科学研究科紀要 / 大阪大学大学院人間科学研究科 [編]. -- 26巻 (2000)-. -- 大阪大学大学院人間科学研究
科, 2000.3-.(大阪大学大学院人間科学研究科)[年刉]

<AA11430583> ISSN:13453548

大阪大学大学院文学研究科紀要. -- 40巻 (平12.3)-. -- 大阪大学大学院文学研究科, 2000.3-.(大阪大学大学院文学研究科)[年刉]

<AN00030279> ISSN:02864207

大阪大学教育学年報 / [大阪大学人間科学部教育学研究室編]. -- 創刉[1]号 (1996)-. -- 大阪大学人間科学部教育学研究室,
1996-.(大阪大学人間科学部教育学研究室)[年刉]

<AN00030199> ISSN:04734629

大阪大學齒學雜誌 = The Journal of Osaka University Dental Society / 大阪大学歯学会. -- 1巻1号 (昭31. 2)-. -- 大阪大学歯学会,
1956-.(大阪大学歯学会)[年2回刉]

<AA11452371> ISSN:13458574

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 73

<AN00030111> ISSN:04734548

大阪大學經濟學 / 大阪大學經濟學會. -- 創刉1號 (昭26. 11)-. -- 大阪大学経済学会, 1951-.()[季刉]

<AN1055404X> ISSN:13419595



2011年度

経済

中央館  

医  

中央館  

医  

医  

中央館  

中央館  

<AN00031828> ISSN:02896982

大谷大學研究年報 / 大谷学会. -- 1輯 (昭17)-. -- 法藏館, 1942-.()[年刉]

<AN10537980> ISSN:13417088

太田綜合病院学術年報 = Annals of Ohta General Hospital / 太田綜合病院 [編]. -- 30号 (平7)-. -- 太田綜合病院, 1995.8-.()[年刉]

<AN00031715> ISSN:02876027

大谷學報 / 大谷學會 [編]. -- 9卷1號 (昭3.2)-. -- 大谷學會, 1928.2-.(大谷学会)[年2回刉]

<AA1183455X> ISSN:13478443

大阪歴史博物館研究紀要 / 大阪市文化財協会 [編集]. -- 1号 (平14.9)-. -- 大阪市文化財協会, 2002.9-.(大阪歴史博物館)[年刉]

<AN00031588> ISSN:02851334

大阪労災病院医学雑誌 / 労働福祉事業団大阪労災病院. -- 1巻1号 (昭52. 9)-.(労働福祉事業団大阪労災病院)[年刉]

<AN00031282> ISSN:04734645

大阪府立大學紀要. 人文・社會科學 / 大阪府立大學 [編]. -- 4卷 (1956)-. -- 大阪府立大學, 1956.3-.(大阪府立大学総合科学部紀要
委員会)[年刉]

<AN10068234> ISSN:09112081

大阪府立母子保健総合医療センター雑誌 = Journal of Osaka Medical Center & Research Institute of Maternal & Child Health / 大阪
府立母子保健総合医療センター. -- Vol. 1, no. 1 (1985)-. -- 大阪府立母子保健総合医療センター, 1985-.(大阪府立母子保健総合医療
センター)[年2回刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 74

<AN00070783> ISSN:04516184

大阪府立大學經濟研究 / 大阪府立大学経済学部. -- 創刉[1]号 (昭31.12)-51号 (昭42.12) ; 13巻1号 (昭43.2)-. -- 大阪府立大学経
済学部, 1956-.()[季刉]



2011年度

中央館

中央館  

中央館  

中央館  

経済  

法  

医  

中央館  

岡崎市民病院年報 / 岡崎市民病院//[編]. -- 13号(1999年12月)-. -- 岡崎市民病院, 1999-.(岡崎市民病院)[年刉]

<AN00032296> ISSN:03874923

岡崎市史研究 / 岡崎市史編さん委員会 [編]. -- 1号 (昭54.2)-. -- 岡崎市史編さん委員会, 1979-.(岡崎市教育委員会)[年刉]

大原社会問題研究所雑誌 / 法政大学大原社会問題研究所 [編集]. -- 329号 (1986.4)-. -- 法政大学大原社会問題研究所.()[月刉]

<AA12032123> ISSN:18800203

大宮ローレビュー / 大宮法科大学院大学 [編]. -- 創刉号 ([2005])-. -- 大宮法科大学院大学, 2005.3-.(大宮法科大学院大学)[不明]

<WS01499207> ISSN:

大妻女子大学紀要. 社会情報系, 社会情報学研究 = Otsuma journal of social information studies. -- 1 (1993)-. -- 大妻女子大学社
会情報学部, 1993.3-.(大妻女子大学社会情報学部)[年刉]

<AA12325438> ISSN:1882644X

大手前大学論集. -- 8号 (平19)-. -- 大手前大学, 2008.3-.(大手前大学)[年刉]

<AN10018586> ISSN:09129421

大谷大学大学院研究紀要 / 大谷大学大学院 [編]. -- 1号 (1984)-. -- 大谷大学, 1984.10-.(大谷大学大学院)[年刉]

<AA11531456> ISSN:1346860X

大妻女子大学家政系研究紀要. -- 37号 (平13.3)-. -- 大妻女子大学, 2001.3-.(大妻女子大学)[年刉]

<AN10407566> ISSN:13417843

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 75

<AN10070316> ISSN:09117814
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医

農  

中央館  

医  

法  

経済  

経済  

中央館  

<AA11396339> ISSN:13458299

岡山商大社会総合研究所報 / 岡山商科大学社会総合研究所 [編]. -- 20号 (1999.10)-. -- 岡山商科大学社会総合研究所, 1999.10-
.()[年刉]

<AN10529213> ISSN:13419099

岡山大学環境理工学部研究報告 = Journal of the Faculty of Environmental Science and Technology Okayama University. -- 1巻1号
(平8.3)-. -- [岡山大学環境理工学部], [1996]-.([岡山大学環境理工学部])[年刉]

<AN10436167> ISSN:09195807

岡山商科大学法学論叢 / 岡山商科大学学会. -- 1号 (1993)-. -- 岡山商科大学学会, 1993.2-.(岡山商科大学学会)[年刉]

<AN00032820> ISSN:02868652

岡山商大論叢 / 岡山商科大学学会 [編]. -- 1巻 (昭40.12)-. -- 岡山商科大学学会, 1965-.()[年3回刉]

<AN10473469> ISSN:13489674

岡山県立大学デザイン学部紀要 : Zephyr. -- 創刉号 (1994)-. -- 岡山県立大学デザイン学部, 1995.2-.(岡山県立大学デザイン学部)[年
刉]

<AN00032751> ISSN:0475008X

岡山済生会総合病院雑誌 = Journal of Okayama Saiseikai General Hospital. -- Vol. 1 (1968)-. -- 岡山済生会総合病院, 1968-.()[年
刉]

<AN00032489> ISSN:00301558

岡山醫學會雜誌. -- 1号 (明22)-445號 (昭2) ; Jg. 39, Nr. 3 (昭2.3)- = 446號 (昭2.3)-. -- 岡山醫學會, 1889-.()[年3回刉]

<AA11377130> ISSN:13466658

岡山県農業総合センター農業試験場研究報告 = Bulletin of the Agricultural Experiment Station, Okayama Prefectural General
Agriculture Center / 岡山県農業総合センター農業試験場 [編集]. -- 17号 (平11.7)-. -- 岡山県農業総合センター農業試験場, 1999-
.()[不明]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 76
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中央館  

中央館  

医  

冲中記念成人病研究所年報 / 冲中記念成人病研究所. -- 1 (昭49)-.()[年刉]

岡山理科大学紀要. B, 人文・社会科学 / 岡山理科大学. -- 17号 (1981)-. -- 岡山理科大学, 1982.3-.(岡山理科大学)[年刉]

<AN00033288> ISSN:03854809

沖国大考古 / 沖縄国際大学文学部考古学研究室 [編]. -- 創刉号 (1976)-. -- 沖縄国際大学[文学部]考古学研究室, 1976.3-.(沖縄
国際大学文学部考古学研究室)[不明]

<AN0003338X> ISSN:

岡山大學法學會雜誌 / 岡山大学法学会 [編]. -- 19巻1・2号 (昭45.1)- = 通巻69号 (昭45.1)-. -- 岡山大学法学会, 1970.1-.(岡山大学
法学会)[季刉]

<AN00033244> ISSN:02857685

岡山理科大学紀要. A, 自然科学 / 岡山理科大学 [編]. -- 17 (1981)-. -- 岡山理科大学, 1982.3-.(岡山理科大学)[年刉]

<AN00033255> ISSN:02857693

岡山大学資源生物科学研究所報告 / 岡山大学資源生物科学研究所 [編]. -- 1巻1号 (平4.3)-. -- 岡山大学資源生物科学研究所,
1992.3-.()[不明]

<AN00228811> ISSN:02854864

岡山大学文学部紀要 / 岡山大学文学部. -- 3号 (1982)- = 通巻43号 (1982)-. -- 岡山大学文学部, 1982.12-.(岡山大学文学部)[年刉]

<AN00033040> ISSN:03863050

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 77

<AN00032897> ISSN:03863069

岡山大学経済学会雑誌 / 岡山大学経済学会. -- 1巻1号 (1969. 11)-. -- 岡山大学経済学会, 1969-.()[季刉]

<AN10381600> ISSN:0916930X
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農

医  

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

<AA11864980> ISSN:13483463

沖縄国際大学人間福祉研究 = Okinawa International University journal of social welfare and psychology / 沖縄国際大学人間福祉学
会 [編]. -- 1巻1号 (2003.3)-. -- 沖縄国際大学人間福祉学会, 2003.3-.(沖縄国際大学人間福祉学会)[年2回刉]

<AA11135084> ISSN:13426419

沖縄国際大学総合学術研究紀要 = Okinawa International University journal of scientific research / 沖縄国際大学総合学術学会
[編]. -- 1巻1号 (1997.1)- = 通巻1号 (1997.1)-. -- 沖縄国際大学総合学術学会, 1997.1-.(沖縄国際大学総合学術学会)[年刉]

<AA1113503X> ISSN:13429485

沖縄国際大学日本語日本文学研究. -- 1巻1号 (平9.1)- = 通巻1号 (平9.1)-. -- 沖縄国際大学文学部, 1997.1-.(沖縄国際大学文学
部)[年2回刉]

<AA12048597> ISSN:18801706

沖縄国際大学経済論集 = Journal of economics and environmental policy / 沖縄国際大学経済学部 [編]. -- 1巻1号 (2005.3)-. -- 沖
縄国際大学経済学部, 2005.3-.(沖縄国際大学経済学部)[不明]

<AA11134988> ISSN:13426435

沖縄国際大学社会文化研究 = Okinawa International University journal of culture and society. -- 1巻1号 (1996.10)-. -- 沖縄国際大
学社会文化学会, 1996.10-.(沖縄国際大学社会文化学会)[隔年刉]

<AA11268893> ISSN:13441256

沖縄県立中部病院雑誌 = Journal of Okinawa Chubu Hospital / 沖繩県立中部病院雑誌編集委員会 [編集]. -- Vol. 24, no. 1 (July
1998)-. -- 沖縄県立中部病院, 1998.7-.(沖繩県立中部病院雑誌編集委員会)[年2回刉]

<AA11159005> ISSN:1343070X

沖縄国際大学外国語研究 / 沖縄国際大学外国語学会 [編]. -- 1巻1号 (1997.3)-. -- 沖縄国際大学外国語学会, 1997-.(沖縄国際大
学外国語学会)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 78

<AA12354979> ISSN:18829481

沖縄県農業研究センター研究報告 = Bulletin of the Okinawa Prefectural Agricultural Research Center / 沖縄県農業研究センター [編
集]. -- 1号 (平20.3)-. -- 沖縄県農業研究センター, 2008.3-.()[不明]
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中央館 法  

中央館  

医  

中央館  

中央館  

医  

経済 工  

尾道市立市民病院医学雑誌 = The Medical journal of Onomichi Municipal Hospital / 尾道市立市民病院. -- Vol. 1, no. 1 (1985)-. --
尾道市立市民病院.()[年2回刉]

<AN00364999> ISSN:00303674

オペレーションズ・リサーチ : 経営の科学 = [O]perations research as a management science [r]esearch. -- Vol. 1, no. 1 (1956)-. -- 日本
科学技術連盟, [1956]-.(日本オペレーションズ・リサーチ学会)[月刉]

お茶の水女子大學自然科學報告 = Natural science report of the Ochanomizu University. -- 1巻1号 (昭26.3)-. -- お茶の水女子大學,
1951.3-.(お茶の水女子大学)[年2回刉]

<AA12013570> ISSN:04724682

お茶の水女子大学人文科学研究 / お茶の水女子大学 [編]. -- 1巻 (平17.3)-. -- お茶の水女子大学, 2005.2-.(お茶の水女子大学)[年刉]

<AN10068223> ISSN:09121102

小樽商科大学人文研究 / 小樽商科大学人文科学研究室. -- 25輯 (1963.1)-. -- 小樽商科大学人文科学研究室, 1963.1-.(小樽商科
大学)[年2回刉]

<AN00033903> ISSN:04724674

お茶の水医学雑誌 / お茶の水医学会. -- 1巻1号 (昭27. 11)-.(お茶の水医学会)[季刉]

<AN00033958> ISSN:00298190

沖縄法學 / 沖縄国際大学法学会. -- 創刉号 (1973.9)-. -- 沖縄国際大学法学会, 1973.9-.(沖縄国際大学法学会)[年刉]

<AA11341574> ISSN:13448242

沖縄法政研究 / 沖縄法政研究所 [編]. -- Vol. 1 (1999.3)-. -- 沖縄法政研究所, 1999.3-.(沖縄法政研究所)[年刉]

<AN00133464> ISSN:0482458X

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 79

<AN00033710> ISSN:02870649
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農  

工  

中央館  

医  

<AA11148803> ISSN:13428675

音声研究 = Journal of the Phonetic Society of Japan / 日本音声学会 [編集]. -- l巻1号 (平9.4)-. -- 日本音声学会, 1997.4-.(日本音
声学会)[年3回刉]

<AN00034826> ISSN:00302813

音声言語医学 / 日本音声言語医学会. -- 1巻 (昭35)-. -- 日本音声言語医学会.(日本音声言語医学会)[季刉]

<AN00292286> ISSN:02893606

音楽の友. -- 15巻1号 (昭32.1)-. -- 音楽之友社, [1957]-.(音楽之友社)[月刉]

<AN00034633> ISSN:02868695

音響技術 / 日本音響材料協会. -- No. 1 (1972. 4)-no. 4 (1973. 7) ; V. 2, no. 2 (1973. 12)- = 通巻No. 5 (1973. 12)-. -- 日本音響材料
協会, 1972-.(日本音響材料協会)[季刉]

<AN10473163> ISSN:

オレンジページ / オレンジページ [編]. -- 1巻1号 (1985.7)-. -- オレンジページ, 1985-.(オレンジページ)[月2回刉]

<AN00385955> ISSN:

音楽現代. -- 1巻1号 (1971.5)-. -- 芸術現代社, [1971]-.(芸術現代社)[月刉]

<AN10186343> ISSN:09183388

オホーツク産業経営論集 / 東京農業大学産業経営学会. -- 1巻1号 (1990.3)-. -- 東京農業大学産業経営学会, 1990-.()[年2回刉]

<AA11503417> ISSN:13458949

オレオサイエンス / 日本油化学会 [編] = / Japan oil chemists' society. -- Vol. 1, no. 1 (2001)-. -- 日本油化学会, 2001.1-.(日本油化学
会)[月刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 80
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工  

工  
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教育  

経研セ 法  

経済  

海外事情 / 拓殖大学海外事情研究所. -- 3巻10号 (1955.10)-. -- 拓殖大學海外事情研究所, 1955.10-.()[月刉]

海外子女教育 / 海外子女教育振興財団. -- 1号 (1971.3)-.(海外子女教育振興財団)[月刉]

<AA11288981> ISSN:13443062

海外社会保障研究 / 国立社会保障・人口問題研究所 [編]. -- No. 125 (winter 1998)-. -- アーバン・コネクションズ, 1998.12-.(国立社会
保障・人口問題研究所)[季刉]

<AN00035090> ISSN:04530950

海岸工学論文集 / 土木学会海岸工学委員会. -- 36回 (1989)-. -- 土木学会, 1989-.(土木学会)[年刉]

<AA12054206> ISSN:18800645

海外技術調査報告 / 農業・生物系特定産業技術研究機構生物系特定産業技術研究支援センター農業機械化研究所 [編]. -- 平成16
年度 (平16)-. -- 農業・生物系特定産業技術研究機構生物系特定産業技術研究支援センター農業機械化研究所, 2005.3-.()[年刉]

<AN00361764> ISSN:02877058

海運. -- 77號 (昭3.10)-251号 (昭18.4) ; 1卷1號 (昭18.5)-4卷8號 (昭21.10) = 創刉號 (昭18.5)-no. 30 (昭21.10) ; 31号 (昭22.2)-48/49
号 (昭23.8) ; 252号 (昭23.9)-. -- 神戸海運集會所出版部, 1928-.(日本海運集会所)[月刉]

<AN00035228> ISSN:04512219

海岸 : magazine kaigan / 全国海岸協会 [編]. -- 1号 (昭37.1)-. -- 全国海岸協会, 1962-.(全国海岸協会)[年刉]

<AN10369955> ISSN:02857308

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 81

<AN00312011> ISSN:02863200

オンライン検索 / 日本端末研究会関東地区部会. -- Vol. 3, no. 1 (1982. 3)-. -- 日本端末研究会関東地区部会.(日本端末研究会 関東
地区部会)[季刉]

<AN00260031> ISSN:00227803
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中央館

農  

農  

経済  

経済  

経済  

経済  

経済  

<AN00267890> ISSN:09144749

会計人コース. -- 1巻1号 (1966.1)-. -- 中央経済社, 1966.1-.(中央経済社)[月刉]

<AN00035454> ISSN:03873684

会計学研究 = Accounting study / 専修大学会計学研究所 [編集]. -- Vol. 1 (1976. 3)-. -- プランニング・センター, 1976.3-.()[年刉]

<AN10406064> ISSN:09100555

會計學研究. -- 4号 (1990)-. -- 日本大学商学部会計学研究所, 1990-.()[不明]

<AN00349474> ISSN:03872963

會計 / 日本會計學會編纂. -- 1卷1号 (大6.4)-. -- 森山書店, [1917]-.(森山書店)[月刉]

<AA12179799> ISSN:18819931

会計・監査ジャーナル : 日本公認会計士協会機関誌. -- 19巻1号 (2007.1)- = 通巻618号 (2007.1)-. -- 第一法規, 2007.1-.(第一法規出
版)[月刉]

<AN00380055> ISSN:

海外農村開発資料 / 農村開発企画委員会. -- No.1 (1973.9)-.()[不明]

<AA12301768> ISSN:18826261

海外の森林と林業 = Japanese journal of international forest and forestry. -- No. 71 (2008.1)-. -- 国際緑化推進センター, 2008.1-.()[年
3回刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 82

<AN00035115> ISSN:02870932

海外事情研究 / 熊本商科大学海外事情研究所. -- 1巻1号 (1973. 3)-. -- [熊本商科大学海外事情研究所], [1973]-.(熊本学園大学
付属海外事情研究所)[年3回刉]



2011年度

中央館

中央館  

中央館  

中央館  

経研セ  

経研セ  

法  

文  

会社法務A2Z : 法と経営をつなぐ実務誌. -- 1巻1号 (Jun. 2007)-2巻12号 (Dec. 2008) = 通巻1号 (Jun. 2007)-19号 (Dec. 2008) ; 通巻
20号 (Jan. 2009)-. -- 第一法規, 2007.5-.(第一法規)[月刉]

<AN00036027> ISSN:04496361

解釈 / 解釈学会 [編]. -- 1巻1号 (昭30.5)-. -- 寧楽書房, 1955-.(教育出版センター)[月刉]

會社四季報 / 東洋經濟新報社編. -- -63年4集(昭63) ; 1989年1集(1989)-. -- 東洋經濟新報社.(東洋經濟新報社)[季刉]

<AN10021831> ISSN:13445812

会社四季報. 未上場会社版. -- 昭和58年上期 (昭58.上期)-昭和63年下期 (昭63.下期) ; 1989年上期 (1989.上期)-. -- 東洋経済新報
社, 1983.5-.(東洋経済新報社)[年2回刉]

<AA12210083> ISSN:1882059X

外语教学与研究. -- 外语教学与研究出版社.(北京外国語学院)[隔月刉]

<AA11875502> ISSN:10037519

外国文学研究 = Waiguo wenxue yanjiu / 华中师范大学为瓣. -- 外国文学研究杂志社.(華中師範大学)[隔月刉]

<AN1002181X> ISSN:03859908

会計論叢 / 明治大学大学院会計専門職研究科 [編]. -- 1号 (2006.3)-. -- 明治大学大学院会計専門職研究科, 2006.3-.(明治大学大
学院会計専門職研究科)[不明]

<AA12134724> ISSN:

海港都市研究 / 神戸大学文学部海港都市研究センター[編]. -- 創刉[1]号 (2006.3)-. -- 神戸大学文学部海港都市研究センター,
2006.3-.(神戸大学文学部海港都市研究センター)[年刉]

<AA11212695> ISSN:10000429

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 83

<AA12131883> ISSN:18819540
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国開  

国開  

国開  

法  

教育  

<AN00231645> ISSN:13435337

會報 / 東京株式懇話会. -- 東京株式懇話会.(東京株式懇話会)[月刉]

<AN00345451> ISSN:02882515

會報 / 大學基準協會. -- 1號 ( [昭22.4] )-38号 (1959.8) ; 1号 ( [昭35.12] )- = 通算39号 ( [昭35.12] )-. -- 大學基準協會, 1947.4-.(大
學基準協會)[年刉]

<AA11408482> ISSN:1345238X

開発金融研究所報 / 国際協力銀行 [編]. -- 創刉[1]号 (2000.1)-37号 (2008.8). -- 国際協力銀行開発金融研究所, 2000.1-2008.8.(国
際協力銀行開発金融研究所)[季刉]

<AA11474691> ISSN:

開発技術 / 開発技術学会 [編] = Development Engineering / International Development Engineering Society. -- Vol. 1 (1995. 6)-. --
開発技術学会, 1995-.(開発技術学会 = Development Engineering)[年刉]

<AN10358482> ISSN:09189432

開発学研究 / 日本国際地域開発学会 [編集]. -- 1巻1号 (1990.10)- = 通巻34号 (1990. 10)-. -- 日本国際地域開発学会, 1990.10-
.(日本国際地域開発学会)[年3回刉]

<AN10096433> ISSN:0911159X

開発教育. -- No. 1 (1983.5)-. -- 開発教育協議会, 1983-.(開発教育協議会)[年刉]

<AN00035964> ISSN:03869105

海事史研究 / 日本海事史学会 [編]. -- 1号 (昭38.12)-. -- 日本海事史学会, 1963-.()[年刉]

<AN00036209> ISSN:02866706

貝塚 / 物質文化研究会. -- 復刉1号 (昭43.7)-.(物質文化研究会)[不明]

受 入 雑 誌 リ ス ト
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2011年度

法

法  

法  

法  

医  

農  

情言  

情言 教育  

カウンセリング研究 / 日本カウンセリング学会編集委員会. -- 20巻1号 (1987.10)-. -- 日本カウンセリング学会, 1987-.(日本カウンセリング学
会)[季刉]

海洋生物環境研究所研究報告 = Report of Marine Ecology Research Institute / 海洋生物環境研究所 [編]. -- No. 82201 (昭57.12)-
99301号 (平12.3) ; 1号 (平12.7)-. -- 海洋生物環境研究所中央研究所, 1982-.()[不明]

<AN00380000> ISSN:02854376

海洋と生物 = Aquabiology / 生物研究社 [編]. -- 1卷1号 (Apr. 1979)- = No. 1 (Apr. 1979)-. -- 生物研究社, 1979-.(生物研究社)[隔月
刉]

<AN10071578> ISSN:09148337

海保大研究報告. 法文学系 / 海上保安大学校. -- 33巻2号 (昭62)- = 通巻49号 (昭62)-. -- 海上保安大学校, 1988-.(海上保安大学
校)[年2回刉]

<AN00036526> ISSN:00227722

解剖學雜誌 / 日本解剖學會 [編]. -- 1卷1号 (昭3.8)-. -- 日本解剖學會, [1928]-.(日本解剖学会)[季刉]

<AN0003559X> ISSN:13425676

海法會誌 / 海法會. -- 1號 (大5.9)-29號 (昭19) ; 復刉1號 (1953)- = 通巻30号 (1953)-. -- 海法會, 1916-.(海法會)[年刉]

<AA12008377> ISSN:

会報書記官 / 日本裁判所書記官協議会 [編]. -- No. 1 (2004)-. -- 日本裁判所書記官協議会事務局, 2004-.(日本裁判所書記官協議
会事務局)[不明]

<AN10033863> ISSN:04530993

受 入 雑 誌 リ ス ト
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<AN10190690> ISSN:

会報 / 日本司法書士会連合会 [編]. -- No. 67 ('70)-. -- 日本司法書士会連合会, 1970-.(日本司法書士会連合会)[年刉]

<AN00036490> ISSN:09107304



2011年度

中央館

農  

農 農 中央館 農 医 農 工

理 中央館  

中央館  

太陽研 理 情言 理 工 工 工 工 工 工

工 中央館 農

理 理 情言 医 農 理 工 理 農 中央館

水循環 情基セ 工

中央館  

<AN00037653> ISSN:02885387

科学/人間 / 関東学院大学工学部教養科教室 [編]. -- No. 1 (1968)-. -- 関東学院大学工学部教養科教室, 1968-.(関東学院大学工
学部教養学会)[年刉]

<AN0003680X> ISSN:04511964

化學 / 化學社. -- 化學社.(化学同人)[月刉]

<AN00036810> ISSN:00227625

科學 / 岩波書店 [編]. -- 1巻1号 (昭6.4)-. -- 岩波書店, [1931]-.(岩波書店)[月刉]

<AN10033386> ISSN:

化学と教育 = Chemical education / 日本化学会 [編]. -- Vol. 35, no. 1 (1987.2)-. -- 日本化学会, 1987-.(日本化学会)[月刉]

<AN00038215> ISSN:0386541X

香川大学教育学部研究報告. 芸術作品集 / 香川大学[教育学部] [編]. -- 1号 (1978)-. -- [香川大学], 1978.2-.(香川大学教育学部)[3
年1回刉]

<AN1032072X> ISSN:

科学新聞. -- 科学新聞社.(科学新聞社)[週刉]

<AN1032072X> ISSN:

科学新聞. -- 科学新聞社.(科学新聞社)[週刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
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<AA1171228X> ISSN:02883376

嘉悦大学研究論集 / 嘉悦大学 [編]. -- 44巻1号 (2001.12)- = 通巻80号 (2001.12)-. -- 嘉悦大学研究論集編集委員会, 2001.12-.(嘉
悦大学)[年2回刉]



2011年度

中央館

法  

工  

工  

経研セ  

情言 理 中央館

農  

理 農  

科学飼料 / 日本科学飼料協会. -- Vol. 1, no. 1 (1956. 8)-.(日本科学飼料協会)[月刉]

<AN1032072X> ISSN:

科学新聞. -- 科学新聞社.(科学新聞社)[週刉]

化学工業統計月報 / 通商産業省大臣官房調査統計部 [編]. -- 通商産業調査会.(通商産業調査会)[月刉]

<AN10104688> ISSN:00227692

科学史研究. 第II期 / 日本科学史学会編集. -- 1巻1冊 (1962.1-3)-1巻4冊 (1962.1-12) = No. 61 (1962.1-3)-no. 64 (1962.10-12) ; No.
65 (1963. 1-3)-no. 84 (1967.冬) ; 7巻[春] (1968.春)-. -- 岩波書店, 1962-.(岩波書店)[季刉]

<AN00380496> ISSN:02878232

化学工学 = Chemical engineering / 化学機械協会 [編]. -- 17巻1号 (1953)-. -- 化学機械協会, 1953-.(化学工学会)[月刉]

<AN00037245> ISSN:04512014

化學工業. -- 1卷1號 (昭25. 2)-. -- 小峰工業出版, 1950-.(化学工業社)[月刉]

<AN10040698> ISSN:09164006

科学基礎論研究 / 科学基礎論学会 [編]. -- 1巻1号 (昭29.9)-. -- 創文社, 1954-.(科学基礎論学会)[年2回刉]

<AA12166301> ISSN:1881347X

科学警察研究所報告 = Reports of National Research Institute of Police Science / 科学警察研究所 [編]. -- 57巻1号 (平18.9)- = 通
巻206号 (平18.9)-. -- 科学警察研究所, 2006.9-.(科学警察研究所)[年2回刉]

<AN00037212> ISSN:03759253

受 入 雑 誌 リ ス ト
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<AN00036945> ISSN:00227668



2011年度

理 情言 中央館 工

理 農 情言 中央館 医

医  

理  

中央館  

中央館 教育  

中央館  

経済  

<AA1147009X> ISSN:1345708X

香川大学教育実践総合研究 / 香川大学教育学部 [編]. -- No. 1 (2000)-. -- 香川大学教育学部, 2000.3-.(香川大学教育学部)[年刉]

<AN00038281> ISSN:03893030

香川大学經濟論叢 / 香川大学經濟研究所 [編]. -- 23卷4号 (昭26.3)-. -- 香川大学経済研究所, 1951-.()[季刉]

<AN00038226> ISSN:03893057

香川大学教育学部研究報告. 第II部 / 香川大学 [編]. -- 139号〜142号 (1966)-230〜238号 (1974) ; 25巻1号 (1975)-. -- 香川大学教
育学部, 1966.7-.(香川大学教育学部)[年2回刉]

<AN00038237> ISSN:04549309

香川大学教育学部研究報告. 第I部 / 香川大学. -- 20号 (1966)-. -- 香川大学教育学部, 1966.7-.(香川大学教育学部)[年3回刉]

<AN1012209X> ISSN:09162747

化学療法研究所紀要 = Bulletin of the Institute of Chemotherapy / 化学療法研究会. -- 25巻 (平1)-. -- 化学療法研究所, 1989-.(化
学療法研究会)[年刉]

<AN00038226> ISSN:03893057

香川大学教育学部研究報告. 第II部 / 香川大学 [編]. -- 139号〜142号 (1966)-230〜238号 (1974) ; 25巻1号 (1975)-. -- 香川大学教
育学部, 1966.7-.(香川大学教育学部)[年2回刉]

<AN00037562> ISSN:00227684

化学と工業 / 日本化学会 = Chemistry and chemical industry / the Chemical Society of Japan. -- 1巻1号 (昭23.2)-. -- 日本化學會,
1948.2-.(日本化学会)[月刉]

<AN00037573> ISSN:0453073X

化学と生物 / 日本農芸化学会編. -- Vol. 1, no. 1 (1962)-. -- 東京大学出版会, 1962-.(学会出版センター)[月刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
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2011年度

農

法  

農  

中央館  

医保健  

医  

中央館  

経済  

学習院大学経済経営研究所年報 = GEM bulletin. -- 1巻 (1987)-. -- [学習院大学経済経営研究所], 1988.3-.()[年刉]

核医学症例検討会症例集 / 核医学症例検討会. -- Vol. 1 (1979. 4)-. -- 日本メジフィジックス.(核医学症例検討会)[季刉]

<AA11551781> ISSN:13463888

鶴山論叢 / 神戸大学国際文化学部, 神戸大学大学院総合人間科学研究科 [編]. -- 創刉号 (2001.3)-. -- 鶴山論叢刉行会, 2001.3-
.(鶴山論叢刉行会)[年刉]

<AN10090550> ISSN:09162445

架橋 / 在日朝鮮人作家を読む会 [編]. -- 在日朝鮮人作家を読む会.(在日朝鮮人作家を読む会)[年刉]

<AN00038394> ISSN:00227854

核医学 : 日本核医学会機関誌 : the Japanese journal of nuclear medicine / 日本核医学会 [編]. -- 1巻1号 (昭39.4)-. -- 日本核医学
会, 1964-.(日本核医学会)[季刉]

<AN10067810> ISSN:09102213

香川法学 / 香川大学法学会. -- 1巻1号 (1982.3)-. -- 香川大学法学会, 1982-.(香川大学法学会)[季刉]

<AA11651516> ISSN:13472917

花き研究所研究報告 / 農業技術研究機構花き研究所 [編] = Bulletin of the National Institute of Floricultural Science / National
Institute of Floricultural Science, National Agricultural Research Organization. -- 1号 (平14.3)-. -- 農業技術研究機構花き研究所,
2002.3-.()[不明]

<AA11907664> ISSN:

受 入 雑 誌 リ ス ト
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<AN00038339> ISSN:03685128

香川大学農学部学術報告 / 香川大学農学部 [編]. -- 8巻1号 (昭31.12)- = 通巻22号 (昭31.12)-. -- 香川大学農学部, 1956-.()[年2回
刉]

<AN00064452> ISSN:02869705



2011年度

経済

法  

中央館  

経研セ  

中央館  

農  

中央館  

農  

<AA12258614> ISSN:18818617

鹿児島県農業開発総合センター研究報告. 畜産部門 = Bulletin of the Kagoshima Prefectural Institute for Agricultural Development.
Livestock industry. -- 1号 (平19.3)-. -- 鹿児島県農業開発総合センター畜産試験場, 2007.3-.()[年刉]

<AA12390586> ISSN:1883017X

鹿児島県森林技術総合センター研究報告 = Bulletin of the Kagoshima Prefectural Forestry Technology Center / 鹿児島県森林技術
総合センター. -- 11号 (平20.3)-. -- 鹿児島県森林技術総合センター, 2008.3-.()[不明]

<AA12292124> ISSN:18818609

鹿児島県農業開発総合センター研究報告. 耕種部門 / 鹿児島県農業開発総合センター [編] = Bulletin of the Kagoshima Prefectural
Institute for Agricultural Development. Agricultural Research / Kagoshima Prefectural Institute for Agricultural Development. -- 1号
(平19.3)-. -- 鹿児島県農業開発総合センター, 2007.3-.

<AN00082818> ISSN:04465822

家計調査報告 / 総理府統計局編. -- [市販本版]. -- No. 57 (昭28.4)-737号 (平21.12) ; 1号 (平22.1)-. -- 一粒社, 1953-.(日本統計協
会)[月刉]

<AA11479673> ISSN:13460226

鹿児島経済論集 / 鹿児島国際大学経済学部学会 [編]. -- 41巻1号 (2000.6)-. -- 鹿児島国際大学経済学部学会, 2000-.(鹿児島国際
大学経済学部学会)[季刉]

<AN10417752> ISSN:0919391X

学習院大学大学院法学研究科法学論集. -- 創刉 [1] 号 (1993)-. -- 学習院大学大学院法学研究科, 1993.6-.(学習院大学大学院法
学研究科)[年刉]

<AN10527590> ISSN:13423363

学術の動向 : JSCニュース / 学術の動向編集委員会編集. -- 1巻1号 (1996.4)- = 通巻1号 (1996.4)-. -- 日本学術協力財団, 1996.4-
.(日本学術協力財団)[月刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
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<AN10210834> ISSN:09193901

学習院大学大学院経済学研究科・経営学研究科研究論集. -- 1巻1号 (1990. 8)-. -- 学習院大学大学院経済学研究科・経営学研究
科, 1990.8-.()[年刉]



2011年度

医

教育  

医  

中央館  

法  

中央館  

工  

法  

火災 / 日本火災学会. -- 1巻1号 (昭26.6)-. -- 工業調査会 (発売).(工業調査会(発売))[隔月刉]

<AA11996868> ISSN:13499653

家裁調査官研究紀要 / 裁判所職員総合研修所 [編]. -- 1号 (平16.12)-. -- 裁判所職員総合研修所, 2004.12-.(裁判所職員総合研修
所)[不明]

鹿児島大学法学論集 / 鹿児島大学法文学部 [編]. -- 5巻1号 (1969.10)-. -- 鹿児島大学法文学部, 1969.10-.(鹿児島大学法文学
部)[年2回刉]

<AN0004083X> ISSN:03886905

鹿児島大学法文学部紀要. 人文学科論集 / 鹿児島大学法文学部. -- 15号 (昭54)-. -- 鹿児島大学法文学部, 1980.3-.(鹿児島大学法
文学部)[年2回刉]

<AN00041027> ISSN:04499042

鹿児島大学歯学部紀要 / 鹿児島大学歯学部. -- 1巻 (昭56.3)-. -- 鹿児島大学歯学部.(鹿児島大学歯学部)[年刉]

<AA11821988> ISSN:

鹿児島大学総合研究博物館年報 / 鹿児島大学総合研究博物館 [編] = Annual report of the Kagoshima University Museum / the
Kagoshima University Museum. -- No. 1 (2001)-. -- 鹿児島大学総合研究博物館, 2003.2-.(鹿児島大学総合研究博物館)[年刉]

<AN00040793> ISSN:03890813

鹿兒島大學醫學雑誌 = Medical journal of Kagoshima University / 鹿兒島縣立大學醫學部 [編]. -- 7巻1号 (昭30.2)-. -- 鹿兒島縣立
大學醫學部, 1955-.(鹿兒島縣立大學醫學部)[年3回刉]

<AN10374875> ISSN:09175865

鹿児島大学教育学部教育実践研究紀要 = Bulletin of the educational research and practice, Faculty of Education, Kagoshima
University / 鹿児島大学教育学部附属教育実践研究指導センター. -- 1巻 (1991)-. -- 鹿児島大学教育学部附属教育実践研究指導セ
ンター, 1991-.(鹿児島大学教育学部附属教育実践研究指導センター)[年刉]

<AN0035442X> ISSN:03897834

受 入 雑 誌 リ ス ト
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<AN00040104> ISSN:03685063



2011年度

理

情言  

農  

情言  

医  

理  

工  

文  

<AN10164169> ISSN:09156755

画像ラボ. -- Vol. 1, no. 1 (1990. 1)-. -- 日本工業出版, 1990-.(日本工業出版株式会社)[月刉]

<AN10092691> ISSN:0916328X

家族社会学研究 / 家族社会学セミナー編. -- 創刉号 (1989)-. -- 家族社会学セミナー, 1989-.(日本家族社会学会)[年刉]

<AN10486110> ISSN:13415778

春日五市民病院医報 / 春日五市民病院医報編集委員会編. -- 創刉 [1] 号 (1986)-. -- 春日五市民病院, 1986.12-.(春日五市民病院
医報編集委員会)[年刉]

<AN00041606> ISSN:00229202

化石 / 日本古生物学会. -- No. 1 (1960. 9)-.(日本古生物学会)[年2回刉]

<AN00395121> ISSN:09138242

果實日本 / 日本果實協会. -- 創刉號 (昭21.7)-.(日本園芸農業協同組合連合会)[月刉]

<AN10492565> ISSN:1000789X

花城. -- 1集 ([1979.4])-7集 ([1980.12]) ; 1981年1期 (1981.2)- = 总8期 (1981.2)-. -- 広東人民出版社, 1979-.(花城出版社(広州))[隔
月刉]

<AN10512786> ISSN:04534360

火山 / 日本火山学会. -- 36巻1号 (1991.4)-. -- 日本火山学会, 1991-.(日本火山学会)[隔月刉]

<AN10374478> ISSN:09164731

可視化情報学会誌 = Journal of the Visualization Society of Japan / 可視化情報学会. -- Vol. 11, no. 41 (1991. 4)-. -- 可視化情報
学会, 1991.4-.(可視化情報学会)[季刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
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2011年度

医保健

教育  

中央館  

中央館  

文  

附学校  

保体セ  

文  

活断層研究 = Active fault research / 活断層研究会 [編]. -- 1号 (1985)-. -- 活断層研究会, 1985-.(活断層研究会)[年刉]

学校図書館 / 全国学校図書館協議会. -- 1号 (昭25.9)-. -- 全国学校図書館協議会.(全国学校図書館協議会)[月刉]

<AN00042540> ISSN:03869598

学校保健研究 / 日本学校保健学会 [編集]. -- 1巻1号 (昭34.9)-. -- 家政教育社, 1959.9-.(保健研究社)[隔月刉]

<AN10157356> ISSN:09181024

鹿大史学 / 鹿児島大学文理学部教養史学科. -- 1号 (1953)-.(鹿児島大学法文学部史学地理学考古民俗学教室)[年刉]

<AA11291793> ISSN:10002456

華中師範大学学報. 人文社会科学版 = Journal of Central China Normal University. Humanities and social sciences / 華中師範大学
学報編輯部. -- 37巻1期 (1998)- = 総131期 (1998)-. -- 華中師範大学学報編輯部, 1998.1-.(華中師範大学・武昌)[隔月刉]

<AN00355965> ISSN:04350405

家族心理学研究 / 日本家族心理学会家族心理学研究編集部. -- 1巻1号 (1987.5)-. -- 日本家族心理学会.(日本家族心理学会 金子
書房(発売))[年2回刉]

<AN10065156> ISSN:09137750

鹿大英文學 / 鹿児島大学法文学部英文研究室. -- 創刉号 (1987.3)-. -- 鹿児島大学法文学部英文研究室, 1987.3-.(鹿児島大学法
文学部英文研究室)[年刉]

<AN00041730> ISSN:04511913

受 入 雑 誌 リ ス ト
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<AA11844837> ISSN:

家族看護 = Family nursing. -- Vol. 1, no. 1 (May 2003)-. -- 日本看護協会出版会, 2003.5-.(日本看護協会出版会)[年2回刉]

<AN10195730> ISSN:09150625
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医  

中央館  

医  

農  

<AA12170681> ISSN:18813305

神奈川県農業技術センター研究報告 = Bulletin of the Kanagawa Agricultural Technology Center / 神奈川県農業技術センター [編]. --
148号 (平18.3)-. -- 神奈川県農業技術センター, 2006.3-.()[不明]

<AN10480409> ISSN:

神奈川近代文学館年報 / 神奈川県立神奈川近代文学館 [編]. -- 神奈川県立神奈川近代文学館.(神奈川県立神奈川近代文学
館)[年刉]

<AN00042959> ISSN:03030350

神奈川県衛生研究所研究報告 / 神奈川県衛生研究所 [編]. -- 1号 (昭46.10)-. -- 神奈川県衛生研究所, 1971-.()[年刉]

<AA11481358> ISSN:10005560

華東師範大學學報. 教育科学版 = Journal of East China Normal University. Educational sciences. -- -2000年1期 (2000) = -总67期
(2000) ; 18巻2期 (2000)- = 总68期 (2000)-. -- 华东师范大学学报期刉社.()[季刉]

<AN00042904> ISSN:02850680

神奈川医学会雑誌 = The journal of the Kanagawa Medical Association. -- 1巻 (昭48.11)-. -- 神奈川県医師会, 1973-.()[年2回刉]

<AN00327427> ISSN:04515234

家庭裁判月報 / 最高裁判所事務總局家庭局 [編]. -- [昭和24年] 2/3号 (昭24.6)-[昭和26年] 12号 (昭26.12) ; 4巻1号 (昭27.1)-. --
最高裁判所事務總局家庭局, [1949]-.(家庭裁判所事務総局)[月刉]

<AA11909750> ISSN:10005641

華東師範大學学报. 自然科学版. -- 华东师范大学出版社.(上海師範大学)[隔月刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 94

<AN00361902> ISSN:

家庭教育研究所紀要 / 家庭教育研究所. -- 1 (1980.6)-. -- 小平記念会, 1980-.(小平記念会(日立家庭教育研究所))[年刉]
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中央館  

医  

医  

中央館  

神奈川整形災害外科研究会雑誌 / 神奈川整形災害外科研究会 [編] = Kanagawa journal of orthopedics and traumatology /
Kanagawa Society of Orthopedics and Traumatology. -- Vol. 15, no. 3 (2002)-. -- 神奈川整形災害外科研究会, 2003.2-.(神奈川整形
災害外科研究会)[季刉]

<AN00043601> ISSN:03870324

神奈川大学工学研究所所報 / 神奈川大学工学研究所. -- 1号 (1978.8)-.(神奈川大学工学研究所)[年刉]

神奈川工科大学次世代センシングシステム研究所研究報告 = The memoirs of Research Institute of Advanced Sensing System,
Kanagawa Institute of Technology. -- 1巻 (2008)-. -- [神奈川工科大学次世代センシングシステム研究所], [2008]-.(神奈川工科大
学)[年刉]

<AN00043576> ISSN:04548302

神奈川歯学. -- 1巻1号 (昭42.3)-. -- 神奈川歯科大学学会.()[年2回刉]

<AA11813345> ISSN:1348043X

神奈川県立博物館研究報告. 人文科学 / 神奈川県立博物館. -- 12号 (1985.3)-. -- 神奈川県立博物館, 1985-.(神奈川県立歴史博物
館)[年刉]

<AA12313701> ISSN:18808654

神奈川工科大学健康福祉支援開発センター研究報告 = Research reports of Development Center of Health Sciences and Assistive
Technology Kanagawa Institute of Technology. -- 1号 (平16)-. -- 神奈川工科大学健康福祉支援開発センター, 2006.2-.(神奈川工科
大学)[年刉]

<AA1235137X> ISSN:

神奈川県立精神医療センター研究紀要 = The journal of Kanagawa Prefectural Center of Psychiatry / 神奈川県立精神医療センター
[編]. -- 6集 (1991)-. -- 神奈川県立精神医療センター, 1991.3-.(神奈川県立精神医療センター)[隔年刉]

<AN0037992X> ISSN:04531906

神奈川県立博物館研究報告. 自然科学 = Bulletin of the Kanagawa Prefectural Museum. Natural science / 神奈川県立博物館 [編]. -
- 1巻1号 (昭43.3)-1巻5号 (昭47.2) ; 6号 (昭48.8)-. -- 神奈川県立博物館, 1968-.()[年刉]

<AN10167757> ISSN:09109730

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 95

<AN10353875> ISSN:
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医  

<AN00044182> ISSN:02882531

金沢大学教育学部紀要. 人文科学・社会科学編. -- 25号 (昭52.1)-. -- 金沢大学教育学部, 1977.1-.(金沢大学教育学部)[年刉]

<AN00043827> ISSN:03855759

金沢医科大学雑誌 = Journal of Kanazawa Medical University / 金沢医科大学医学会 [編]. -- Vol. 1, no. 1 (Mar. 1976)-. -- 金沢医科
大学医学会, 1976-.(金沢医科大学医学会)[季刉]

<AA11656291> ISSN:13473905

金沢星稜大学論集 / 金沢星稜大学経済学会 [編]. -- 36巻1号 (2002.7)- = 通巻91号 (2002.7)-. -- 金沢星稜大学経済学会, 2002.7-
.()[年3回刉]

<AN0004415X> ISSN:02882523

金沢大学教育学部紀要. 教育科学編. -- 25号 (昭52.1)-. -- 金沢大学教育学部, 1977.1-.(金沢大学教育学部)[年刉]

<AA12371774> ISSN:

神奈川ロージャーナル = Kanagawa law journal / 神奈川大学大学院法務研究科 [編]. -- 創刉号 (2008)-. -- 神奈川大学大学院法務研
究科, 2008.12-.(神奈川大学大学院法務研究科)[不明]

<AA11827113> ISSN:13481134

金沢星稜大学経済研究所年報 / 金沢星稜大学経済研究所 [編集]. -- 23号 (2003.3)-27号 (2007.3). -- 金沢星稜大学経済研究所,
2003.3-2007.3.()[年刉]

<AN10066239> ISSN:09153128

神奈川大学大学院法学研究論集 / 神奈川大学大学院法学研究科. -- 1号 (1989)-. -- 神奈川大学大学院法学研究科, 1989-.(神奈
川大学大学院法学研究科)[年刉]

<AN00043725> ISSN:0453185X

神奈川法学 / 神奈川大学法学会. -- 1巻1号 (昭40)-. -- 神奈川大学法学会, 1965-.(神奈川大学法学会)[年3回刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 96
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中央館  
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金沢法学 / 金沢大学法政学会 [編]. -- 1卷1號 ([昭30.10])-. -- 金沢大学法政学会, 1955.10-.(金沢大学法学部)[年刉]

金沢美術工芸大学紀要. -- 32号 (1988)-. -- 金沢美術工芸大学, 1988-.(金沢美術工芸大学)[年刉]

<AN00044750> ISSN:04531949

金沢文庫研究 / 神奈川県立金沢文庫 [編]. -- 34号 (昭33.4)-51号 (昭34.12) ; 6巻1号 (昭35.1)-26巻2号 (1980.3) = -262号 (1980.3) ;
263号 (1980. 7)-. -- 金沢文庫, 1958-.(神奈川県立金沢文庫)[年2回刉]

<AN00044830> ISSN:0451324X

金沢大学十全医学会雑誌 = Journal of the Jûzen Medical Society. -- Vol. 62, no. 1 (1959)- = 通刉574号 (1959)-. -- 金沢大学十全
医学会, 1959-.(金沢大学十全医学会)[季刉]

<AA1238446X> ISSN:18830935

金沢大学人間社会学域学校教育学類紀要. -- 1号 (平21.2)-. -- 金沢大学人間社会学域学校教育学類, 2009.2-.(金沢大学人間社会
学域学校教育学類)[年刉]

<AN10065145> ISSN:09146164

金沢学院大学紀要. 文学・美術・社会学編 / 金沢学院大学 [編]. -- 5号 (平19.3)-. -- 金沢学院大学, 2007.3-.(金沢学院大学)[年刉]

<AA11841169> ISSN:

金沢城研究 : 研究紀要 / 石川県教育委員会事務局文化財課金沢城研究調査室 [編]. -- 創刉[1]号 (平15.3)-. -- 石川県教育委員会
事務局文化財課金沢城研究調査室, 2003.3-.(石川県教育委員会事務局文化財課金沢城研究調査室)[不明]

<AN00044397> ISSN:00227226

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 97

<AA12202970> ISSN:18818021

金沢学院大学紀要. 経営・経済・情報・自然科学編 / 金沢学院大学 [編]. -- 5号 (平19.3)-. -- 金沢学院大学, 2007.3-.(金沢学院大
学)[年刉]

<AA1220296X> ISSN:18818013
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<AA11601121> ISSN:

刈谷総合病院年報. -- 刈谷総合病院.()[年刉]

<AN00045403> ISSN:04533038

からだの科学 : popular medicine / 日本評論社 [編]. -- 1号 (Jan. 1965)-. -- 日本評論社, 1965.1-.(日本評論社)[季刉]

<AN10420622> ISSN:0918354X

カリキュラム研究 / 日本カリキュラム学会編. -- 創刉号 (1992.7)-. -- 日本カリキュラム学会, 1992-.(日本カリキュラム学会)[年刉]

<AA1219549X> ISSN:18816304

ガバナンス研究論集 / 明治大学大学院ガバナンス研究科 [編]. -- 1号 (2006)-. -- 明治大学大学院, 2007.2-.(明治大学大学院ガバナンス
研究科)[年刉]

<AA11974118> ISSN:13494643

紙・印刷・プラスチック・ゴム製品統計月報 = Monthly report of paper, pulp, plastics products and rubber products statistics / 経済産業
省経済産業政策局調査統計部 [編集]. -- 1巻1号 (平16.6)-. -- 経済産業統計協会, 2004.8-.(経済産業統計協会)[月刉]

<AN00331231> ISSN:03882942

カナダ研究年報 / 日本カナダ学会. -- Vol. 1 (1979)-. -- 日本カナダ学会, [1979]-.(日本カナダ学会)[年刉]

<AN10069951> ISSN:09164626

加能史料研究. -- 創刉号 (1985.5)-. -- 石川史書刉行会, 1985-.(石川史書刉行会)[不明]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 98

<AA11955463> ISSN:13498878

カナダ教育研究 / カナダ教育研究会 = Studies on education in Canada / Japanese Association for Canadian Education Studies = L'é
tude de l'enseignement au Canada / Association japonaise pour l'étude de l'enseignement au Canada. -- No. 1 (2002. 3)-. -- カナダ教
育研究会, 2002-.(カナダ教
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中央館  

医  

中央館  

中央館  
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教育  

中央館  

考える子ども / 社会科の初志をつらぬく会 [編]. -- 1号 (1958.11)-. -- 社会科の初志をつらぬく会, 1958-.(社会科の初志をつらぬく会)[隔月
刉]

<AA11565265> ISSN:02532875

漢學研究通訊 = Newsletter for research in Chinese studies. -- 1卷1期 ( [中華民國71.1 [1982.1]] )- = 總號1期 ( [中華民國71.1
[1982.1]] )-. -- 漢學研究資料及朋務中心, 1982-.(漢学研究中心)[季刉]

川村学園女子大学研究紀要. -- 創刉号 (1990)-. -- 川村学園女子大学研究紀要編集委員会, 1990.3-.(川村学園女子大学研究紀要
編集委員会)[年3回刉]

<AA11438621> ISSN:

環 : 歴史・環境・文明 : 学芸総合誌・季刉 = Kan : history, environment, civilization : a quarterly journal on learning and the arts for
global readership. -- 0号 (2000.冬)-. -- 藤原書店, 2000-.(藤原書店)[季刉]

<AN00170347> ISSN:1881042X

川崎医学会誌 = Kawasaki medical journal / 川崎医学会 [編]. -- 1-1 (1975)-. -- 川崎医学会, 1975-.(川崎医学会)[季刉]

<AN00045618> ISSN:03865398

川崎医学会誌. 一般教養篇 = Kawasaki medical journal. Liberal arts & science course / Kawasaki Medical School. -- 1号 (1975)-. --
川崎医科大学, 1976.3-.(川崎医学会)[年刉]

<AN10179111> ISSN:09186050

かりんかりん : 女性学・ジェンダー研究 / 城西国際大学大学院人文科学研究科女性学専攻修士課程・比較文化専攻比較ジェンダー論分野
博士(後期)課程 [編]. -- 創刉号 (2001.3)-. -- 城西国際大学大学院, 2001.3-.(城西国際大学大学院)[不明]

<AN00220445> ISSN:03878007

カレントアウェアネス / 国立国会図書館企画教養課・図書館情報室. -- No. 1 (1979. 8)-. -- 国立国会図書館企画教養課・図書館情報室,
1979-.(日本図書館協会)[月刉]

<AN00045593> ISSN:03865924

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 99

<AA11557449> ISSN:18815855
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<AN10498448> ISSN:

環境社会学研究 = Journal of environmental sociology / 環境社会学会編集委員会 [編集]. -- Vol. 1 (1995)-. -- 環境社会学会.(環境
社会学会)[年刉]

<AA12186943> ISSN:18811752

環境政策論集 / 鳥取環境大学環境政策学科 [編]. -- 1巻1号 (2006)-. -- 鳥取環境大学環境情報学部環境政策学科, 2006.12-.(鳥取
環境大学環境政策学科)[年刉]

<AA12480623> ISSN:18844375

環境と安全 : 大学等環境安全協議会会誌 = Journal of environment and safety / 大学等環境安全協議会 [編]. -- 1巻1号 (平22.3)- =
27号 (平22.3)-. -- 大学等環境安全協議会編集委員会事務局, 2010.3-.()[不明]

<AN10392629> ISSN:09187537

環境と公害 : 自然と人間の共生を求めて. -- 22巻1号 (early autumn 1992)-. -- 岩波書店, 1992.9-.(岩波書店)[季刉]

<AN00046213> ISSN:03889459

環境技術 = Environmental conservation engineering / 環境技術研究会 [編]. -- 1巻1号 (昭47.1)- = 通巻1号 (昭47.1)-. -- 環境技術
研究会, 1972-.(環境技術研究会)[月刉]

<AN1042280X> ISSN:

環境新聞. -- 1233号 (平5. 10. 1)-. -- 環境新聞社, 1993-.(環境新聞社)[週刉]

<AN00180260> ISSN:03693570

環境醫學研究所年報 / 名古屋大學環境醫學研究所. -- 昭和22・23年度 (昭22/23)-昭和24年度 (昭24) ; 3 (1951)-. -- 名古屋大學環
境醫學研究所, 1949-.(名古屋大學環境醫學研究所)[年刉]

<AN10423857> ISSN:13402552

環境管理 = Environmental management / 産業環境管理協会 [編]. -- 29巻10号 (平5.10)-. -- 産業環境管理協会, 1993-.(産業環境
管理協会)[月刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 100
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看護教育 / 医学書院. -- 1 (昭35)-.(医学書院)[月刉]

看護管理 = Japanese journal of nursing administration. -- Vol. 1, no. 1 (Jan./Feb. 1991)-. -- 医学書院, c1991-.(医学書院)[隔月刉]

<AA11564932> ISSN:16729501

汉语学报 = Chinese linguistics. -- 1期 (2000)-. -- 湖北教育出版社, 2000.10-.(湖北教育出版社)[季刉]

<AN00046508> ISSN:00471895

観光研究論集 : 大阪明浄大学観光学研究所年報 / 大阪明浄大学観光学研究所 [編]. -- 1号 (2002)-. -- 大阪明浄大学観光学研究
所, 2002.11-.(大阪明浄大学観光学研究所)[年刉]

<AN00046428> ISSN:00228362

看護 / 日本看護協会. -- 1巻1号 (昭24)-.(日本看護協会出版会)[月刉]

<AN10268153> ISSN:09171355

観光科学研究 / 首都大学東京都市環境科学研究科地理環境科学専攻観光科学専修 [編集]. -- No. 1 (2008.3)-. -- 首都大学東京都
市環境科学研究科地理環境科学専攻観光科学専修, 2008.3-.()[年刉]

<AA11609338> ISSN:13472240

観光学研究 / 東洋大学国際地域学部 [編集]. -- 1号 (2002.3)-. -- 東洋大学国際地域学部, 2002.3-.(東洋大学国際地域学部)[年刉]

<AA11808720> ISSN:13476750

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 101

<AN10512323> ISSN:13415174

環境と経営 : 静岡産業大学論集 / 静岡産業大学経営学会 [編]. -- 1巻1号 (1995.3)-. -- 静岡産業大学経営学会, 1995-.()[年2回刉]

<AA12343826> ISSN:18824498
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<AN00047023> ISSN:04513401

關西大學商學論集 / 關西大學商學會 [編輯]. -- 昭和30年11月 (昭30.11)-昭和30年11月 (昭30.11) ; 1巻1号 (昭31.4)-. -- 關西大學,
1955-.()[隔月刉]

<AA11594150> ISSN:13466216

関西教育学会研究紀要 / 関西教育学会 [編集]. -- 創刉[1]号 (2001)-. -- 関西教育学会, 2001.6-.(関西教育学会)[年刉]

<AN00046869> ISSN:04497554

關西大學經済論集 / 關西大学經済學會 [編集]. -- 1卷1號 (昭25.11)-. -- 關西大学經済學會, 1950.11-.()[季刉]

<AN00046610> ISSN:0385549X

看護展望. -- 1巻1号 (昭51)-. -- メヂカルフレンド社.(メヂカルフレンド社)[月刉]

<AN00046712> ISSN:00228400

関西医科大学雑誌 = The journal of Kansai Medical School / 関西医科大学 [編]. -- 8巻1号 (昭31.2)-. -- 関西医科大学医学会,
1956-.(関西医科大学医学会)[季刉]

<AN00046574> ISSN:00228370

看護研究 / 医学書院. -- 1巻1号 (昭43)-.(医学書院)[季刉]

<AN0004660X> ISSN:03854280

看護実践の科学 / 看護の科学社. -- 1巻1号 (昭51.10)-. -- 看護の科学社, 1976-.(看護の科学社)[月刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 102

<AN00407639> ISSN:0449752X

看護技術 / メヂカルフレンド社. -- 1 (昭30)-. -- メヂカルフレンド社.(メヂカルフレンド社)[月刉]



2011年度

中央館

法  

中央館  

中央館  

中央館  

法  

農  

中央館  

関西病虫害研究会報 / 関西病虫害研究会 [編]. -- 創刉 [1] 号 (昭33)-. -- 関西病虫害研究会, 1958-.(関西病虫害研究会)[年刉]

<AA12389350> ISSN:1883566X

関西福祉大学社会福祉学部研究紀要 = The journal of the Department of Social Welfare, Kansai University of Social Welfare / 関西
福祉大学社会福祉学部研究会 [編]. -- 12号 (2009.3)-. -- 関西福祉大学社会福祉学部研究会, 2009.3-.(関西福祉大学社会福祉学
部研究会)[年刉]

關西大學文學論集 / 關西大學文學會. -- 1卷1號 (昭26.3)-. -- 関西大学文学会, 1951.3-.(関西大学文学会)[年2回刉]

<AN00047180> ISSN:0437648X

關西大學法學論集 / 關西大學法學會. -- 1卷1號 (昭26.2)-. -- 関西大学人文科学研究所, 1951. 2-.(関西大学法学会)[隔月刉]

<AN0004725X> ISSN:03871002

関西大学東西学術研究所紀要 / 関西大学東西学術研究所 [編]. -- 1 (昭43.3)-. -- 関西大学東西学術研究所, 1968-.(関西大学東西
学術研究所)[年刉]

<AN00134514> ISSN:02894009

関西大学年史紀要 / 関西大学出版・広報課年史編集資料室 [編]. -- 1号 (昭50.3)-. -- 関西大学出版・広報部, 1975-.(関西大学事業
局出版部出版課)[年刉]

<AN00047169> ISSN:04214706

関西大学人権問題研究室紀要 / 関西大学人権問題研究室. -- 11号 (1985.12)-. -- 関西大学人権問題研究室, 1985.12-.(関西大学
人権問題研究室)[年2回刉]

<AA12145210> ISSN:18809731

関西大学大学院法務研究科法科大学院ジャーナル / 関西大学大学院法務研究科(法科大学院) [編]. -- 創刉[1]号 (2006.3)-. -- 関西
大学大学院法務研究科, 2006.3-.(関西大学大学院法務研究科(法科大学院))[年刉]

<AN0004709X> ISSN:02878151

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 103

<AN10034786> ISSN:09119507



2011年度

経済

経済  

中央館  

理  

医  

医 医保健  

医  

経済  

<AN00047770> ISSN:04514203

肝臓 / 国際肝臓研究会日本支部. -- 1巻1号 (昭35.2)-. -- 国際肝臓研究会日本支部.(日本肝臓学会)[月刉]

<AN00047781> ISSN:02866145

函大商学論究 / 函館大学論究編集委員会 [編]. -- 6輯 (昭46.3)-. -- 函館大学商学部, 1971. 3-.()[年2回刉]

<AN00047679> ISSN:03871010

感染・炎症・免疫 = Infection, inflammation & immunity. -- Vol.1, no.1 (1971)-. -- 医薬の門社, 1971-.()[季刉]

<AN00047715> ISSN:03875911

感染症学雑誌 : 日本伝染病学会機関誌 : the journal of the Japanese Association for Infectious Diseases. -- 43巻10号 (昭45.1)-. --
日本伝染病学会, 1970-.(日本感染症学会)[隔月刉]

<AA11450106> ISSN:13449966

感性福祉研究所年報 / 東北福祉大学感性福祉研究所 [編]. -- 1号 (2000.1)-. -- 東北福祉大学感性福祉研究所, 2000.1-.(東北福祉
大学感性福祉研究所)[年刉]

<AA1146088X> ISSN:1345630X

岩石鉱物科学. -- 29巻2号 (2000)-. -- 日本鉱物学会.(日本岩石鉱物鉱床学会、日本鉱物学会)[隔月刉]

<AN00047464> ISSN:03871606

関西学院商学研究 / 関西学院大学大学院商学研究科研究生. -- 創刉号 (昭48. 3)-. -- 関西学院大学大学院商学研究科研究生,
1973-.()[年刉]

<AN00047420> ISSN:02876914

関西学院経済学研究 / 関西学院大学大学院経済学研究科研究会 [編]. -- 1号 (1968)-. -- 関西学院大学大学院経済学研究科研究
会, 1968.9-.()[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 104



2011年度

中央館

医  

医  

医  

中央館  

中央館  

経済  

経済  

関東学園大学経済学紀要 / 関東学園大学経済学部 [編]. -- 26集1号 (1999.3)-. -- 関東学園大学経済学部, 1999.3-.()[年2回刉]

館灯 / 私立大学図書館協会関西部会愛知地区研究会. -- 1号 (昭36.12)-. -- 私立大学図書館協会関西部会愛知地区研究会.(私立
大学図書館協会東海地区研究会)[年刉]

<AN10441484> ISSN:13410407

関東学院大学経済経営研究所年報 / 関東学院大学経済経営研究所. -- 16集 (1994)-. -- 関東学院大学経済経営研究所, 1994-
.()[年刉]

<AA11359740> ISSN:13451588

肝胆膵治療研究会誌 = Therapeutic research for hepato-biliary-pancreatic diseases. -- Vol. 1, no. 1 (2003)-. -- 肝胆膵治療研究会,
2003.8-.(肝胆膵治療研究会)[年刉]

<AN10181893> ISSN:09175989

神田外語大学紀要 / 神田外語大学 [編]. -- 1号 (1989.3)-. -- 神田外語大学, 1989-.(神田外語大学)[年刉]

<AN00047850> ISSN:03873919

肝胆膵. -- 1巻1号 (1980.12)-. -- 国際医書出版.(国際医書出版)[月刉]

<AA1229099X> ISSN:18825087

肝胆膵画像 : 病態・治療に迫る専門誌 = Hepato-biliary-pancreatic imaging. -- 10巻1号 (2008.1)-. -- 医学書院, 2008.1-.(医学書
院)[隔月刉]

<AA11863842> ISSN:1348737X

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 105

<AA1230704X> ISSN:1882479X

環太平洋大学研究紀要 / 環太平洋大学 [編]. -- 創刉号 (平20.3)-. -- 環太平洋大学, 2008.3-.(環太平洋大学)[年刉]

<AN00331355> ISSN:03894991



2011年度

中央館

中央館  

法  

中央館  

法  

中央館  

中央館  

医保健  

<AA11999866> ISSN:13497138

緩和ケア = The Japanese journal of hospice and palliative care. -- 15巻1号 (Jan. 2005)-. -- 青海社, 2005-.(青海社)[隔月刉]

<AN10436790> ISSN:13478818

環日本海研究年報 / 新潟大学大学院現代社会文化研究科環日本海研究室. -- 創刉号 (1994.3)-. -- 新潟大学大学院現代社会文化
研究科環日本海研究室, 1994.3-.(新潟大学大学院現代社会文化研究科環日本海研究室)[年刉]

<AA12207125> ISSN:18809898

環東アジア研究センター年報 / 新潟大学コアステーション人文社会・教育科学系付置環東アジア研究センター [編集]. -- 1号 (2006.3)-. --
新潟大学コアステーション人文社会・教育科学系付置環東アジア研究センター, 2006.3-.(新潟大学環東アジア研究センター)[年刉]

<AN10420768> ISSN:09194355

関東学園大学紀要. Liberal arts / 関東学園大学経済学部・法学部 [編]. -- 1集 (平5.3)-. -- 関東学園大学, 1993.2-.(関東学園大
学)[年刉]

<AN10365138> ISSN:09173137

関東学園大学法学紀要 / 関東学園大学法学部 [編]. -- 1号 (1991.3)-5号 (1992.12) ; 3巻1号 (1993.7)- = 通巻6号 (1993.7)-. -- 関東
学園大学法学部, 1991.3-.(関東学園大学法学部)[年2回刉]

<AN00048092> ISSN:02861216

関東学院大学文学部紀要 / 関東学院大学文学部人文学会 [編]. -- 1号 (昭46.2)-. -- 関東学院大学[文学部]人文学会, 1971.2-.(関
東学院大学文学部人文学会)[年3回刉]

<AN10373169> ISSN:0918063X

関東学院法学 / 関東学院大学法学部法学会 [編]. -- 1巻1号 (1991. 12)-. -- 関東学院大学[法学部]法学会, 1991.12-.(関東学院大
学法学会)[季刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 106

<AN00048004> ISSN:03867919

関東学院大学人文科学研究所報 / 関東学院大学人文科学研究所 [編]. -- 1号 (1978)-. -- 関東学院大学人文科学研究所, 1978.3-
.(関東学院大学人文科学研究所)[年刉]



2011年度

<ガ>

法

中央館  

中央館  

中央館  

教育  

中央館  

法  

法  

外国人登録 = The Alien registration / 外国人登録事務協議会全国連合会編. -- 339号 (昭62.4)-. -- テイハン, 1987-.(テイハン)[月刉]

<AN00326821> ISSN:0433096X

外国の立法 / 国立国会図書館調査立法考査局. -- 1 (昭37.9)-44 (昭44.11) ; 9巻1号 (昭45.1)-34巻5・6号 (平8.11) ; 201号 (平9.5)-. -
- 国立国会図書館調査立法考査局, 1962-.(国立国会図書館調査及び立法考査局)[不明]

外国語教育論集 / 筑波大学外国語センター. -- 1集 (1980)-. -- 筑波大学外国語センター, 1980.3-.(筑波大学外国語センター)[年刉]

<AA11162702> ISSN:

外国語研究紀要 / 東京大学大学院総合文化研究科・教養学部外国語委員会編. -- 1号 (1996)-. -- 東京大学大学院総合文化研究
科・教養学部外国語委員会, 1997.3-.(東京大学大学院総合文化研究科・教養学部外国語委員会)[年刉]

<AN10212669> ISSN:09142169

外国語・外国文化研究 / 関西学院大学法学部外国語研究室 [編]. -- 2号 (1974)-. -- 関西学院大学法学部外国語研究室, 1975-.(関
西学院大学法学部外国語研究室)[隔年刉]

<AA12058637> ISSN:18807828

外国語学研究 / 大東文化大学大学院外国語学研究科 [編集]. -- 5号 (Mar. 2004)-. -- 大東文化大学大学院外国語学研究科, 2004-
.(大東文化大学大学院外国語学研究科)[年刉]

<AN00035680> ISSN:09160051

外交 = Diplomacy. -- Vol. 1 ([2010.9])-. -- 外務省.(時事通信社)[隔月刉]

<AN10008640> ISSN:09160558

外交史料館報 / 外務省外交史料館 [編]. -- 創刉号 (昭63.3)-. -- 外務省外交史料館, 1988-.(外務省外交史料館)[年刉]

<AN00035636> ISSN:02871327

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 107

<AA12487291> ISSN:



2011年度

中央館

経研セ  

中央館  

医  

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

<AN00038780> ISSN:02861658

学習院史学 / 学習院大学史学会 [編集]. -- 1号 (昭40.1)-. -- 学習院大学史学会, 1965-.(学習院大学史学会)[年刉]

<AA11323991> ISSN:13447378

学習院女子大学紀要. -- 創刉号 (1999)-. -- 学習院女子短期大学, 1999.3-.(学習院女子大学)[年刉]

<AN00038441> ISSN:13480103

學苑 / 昭和女子大学光葉会 [編]. -- 11巻1號 (昭25.1)-15巻3号 (昭28.3) ; 146号 (昭28.4)-. -- 昭和女子大学光葉会, 1950-.(昭和女
子大学近代文化研究所)[月刉]

<AN00139336> ISSN:

学士会会報 / 学士会. -- 686号 (昭40.2)-. -- 学士会, 1965-.(学士会)[季刉]

<AN00335491> ISSN:04473523

外務省調査月報 / 外務大臣官房調査課. -- Vol. 1, no. 1 (1960. 4)-v. 28, no. 1 (1986) ; 1986, no. 2 (1986)-. -- 外務大臣官房調査課,
1960.4-.(外務省情報調査局調査室)[季刉]

<AA12425953> ISSN:

外来看護. -- 15巻1号 (2009.10・11)- = 通巻61号 (2009.10・11)-. -- 日総研出版, 2009.10-.(日総研出版)[隔月刉]

<AN00035771> ISSN:03874958

外国文学研究 / 奈良女子大学文学部英語英米文学科. -- 1号 (1978.8)-. -- 奈良女子大学文学部英語英米文学科, 1978.8-.(奈良女
子大学文学部外国文学研究会)[年刉]

<AN00288256> ISSN:04486099

外国貿易概況 / 大蔵省税関部関税研究会編 ; 大蔵省税関部調査統計課監修. -- [市販本版]. -- 日本関税協会.(日本関税協会)[月
刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 108



2011年度

経済

中央館  

中央館  

法  

法  

法  

教育  

教育  

学術研究. 教育心理学編 / 早稲田大学教育学部. -- 41号 (1992)-. -- 早稲田大学教育会, 1993.2-.(早稲田大学教育学部)[年刉]

学習院法務研究 / 学習院大学法務研究所 [編]. -- 1号 (2010.3)-. -- 学習院大学法務研究所, 2010.3-.(学習院大学法務研究所)[]

<AA12014201> ISSN:1880117X

学術研究. 教育・生涯教育学編 / 早稲田大学教育学部 [編]. -- 53号 (2004)-. -- 早稲田大学教育会, 2005-.(早稲田大学教育会)[年
刉]

<AN10416137> ISSN:09189971

学習院大学大学院政治学研究科政治学論集. -- 創刉号 (1988.3)-. -- 学習院大学大学院政治学研究科, 1988.3-.(学習院大学大学
院政治学研究科)[年刉]

<AN10496555> ISSN:13417444

学習院大学法学会雑誌 / 学習院大学法学会 [編]. -- 31巻1号 (1995.9)-. -- 学習院大学法学会, 1995.9-.(学習院大学法学会)[年2回
刉]

<AA12459955> ISSN:18848737

学習院大学史料館紀要 / 学習院大学史料館. -- 創刉号 (1983.3)-. -- 学習院大学史料館, 1983.3-.(学習院大学史料館)[隔年刉]

<AN10398283> ISSN:09190791

学習院大学人文科学論集 / 学習院大学大学院人文科学研究科 [編]. -- 1 (1992)-. -- 学習院大学大学院人文科学研究科, 1992.9-
.(学習院大学大学院人文科学研究科)[年刉]

<AN10032281> ISSN:09147527

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 109

<AN00038827> ISSN:00163953

學習院大學經濟論集 / 学習院大学経済学会. -- Vol. 1, no. 1 (1964)-. -- 学習院大学経済学会, 1964.9-.()[季刉]

<AN0031188X> ISSN:02890860



2011年度

中央館

中央館  

教育  

中央館  

医保健 医  

教育  

教育  

教育  

<AA11321329> ISSN:13447068

学校教育学研究論集 / 東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科 [編]. -- 創刉号 (1998.3)-. -- 東京学芸大学大学院連合学校教
育学研究科, 1998.3-.(東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科)[不明]

<AA12391002> ISSN:1883745X

学校危機とメンタルケア / 大阪教育大学学校危機メンタルサポートセンター [編] = Reasearch of school crisis and mental care / National
Mental Support Center for School Crisis, Osaka Kyoiku University, Japan. -- 1巻 (2009.3)-. -- 大阪教育大学学校危機メンタルサポート
センター, 2009.3-.(大阪教育大学学校危機メンタルサポートセンター)[年刉]

<AN10070098> ISSN:0915387X

学校教育学研究 / 兵庫教育大学学校教育研究センター = The journal of school education / Hyogo University of Teacher Education,
Center for School Education Research. -- 1巻 (1989)-. -- 兵庫教育大学学校教育研究センター, 1989-.(兵庫教育大学学校教育研究
センター)[年刉]

<AN00005770> ISSN:02883546

學林 / 中國藝文研究會. -- 1號 (昭58.1)-. -- 中國藝文研究會.(中國藝文研究會)[不明]

<AN00328962> ISSN:02850524

画像診断. -- 1巻1号 (1981.4)-. -- 秀潤社.(秀潤社)[月刉]

<AN00039218> ISSN:0287802X

學術論文集 / 朝鮮奨学会『学術論文集』編集委員会. -- 1集 (1971)-. -- 朝鮮奨学会, 1971-.(朝鮮奨学会)[年刉]

<AN10218541> ISSN:09146512

学生相談研究 / 日本学生相談学会編集委員会. -- 日本学生相談学会.(日本学生相談学会)[年3回刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 110

<AN10391626> ISSN:13426613

学術研究紀要 / 鹿屋体育大学. -- 7号 (1992.3)-. -- 鹿屋体育大学, 1992.3-.(鹿屋体育大学)[年刉]



2011年度

教育

教育  

法  

中央館  

医保健 医  

医  

医  

<キ>

農  

癌の臨床. -- Vol. 1, no. 1 (1954. 9)-. -- 医歯薬出版, 1954-.(篠原出版新社)[月刉]

<AN00379759> ISSN:09122486

機械化林業 = Journal of the Forestry Mechanization Society / 林業機械化協会 [編]. -- No. 101 (1962)-. -- 林業機械化協会, 1962-
.(林業機械化協会)[月刉]

がん看護 = Japanese journal of cancer care. -- 創刉準備号 (winter 1995)-. -- 南江堂, 1995-.(南江堂)[季刉]

<AN00048354> ISSN:03850684

癌と化学療法 / 癌と化学療法社. -- 1巻1号 (昭49. 3)-. -- 癌と化学療法社, 1974-.(癌と化学療法社)[月刉]

<AN00048401> ISSN:00214949

ガバナンス : 21世紀の地方自治を創る総合情報誌 = Governance / ぎょうせい [編]. -- No. 1 (2001.5)- = 通巻25号 (2001.5)-. -- ぎょうせ
い, 2001.5-.(ぎょうせい)[月刉]

<AA12018472> ISSN:18819524

ガバナンス研究 / 明治大学大学院ガバナンス研究科 [編]. -- No. 1 (2004)-. -- 明治大学大学院ガバナンス研究科, 2005.3-.(明治大学大
学院ガバナンス研究科)[その他]

<AN10536558> ISSN:13420569

学校教育実践学研究 / 広島大学学校教育学部附属教育実践研究指導センター. -- 1巻 (1995)-. -- 広島大学学校教育学部, 1995.3-
.(広島大学学校教育学部附属教育実践研究指導センター)[年刉]

<AN00042278> ISSN:03858405

学校経営研究 / 大塚学校経営研究会 [編]. -- 1巻 (昭51.3)-. -- 大塚学校経営研究会, 1976-.(大塚学校経営研究会)[年刉]

<AA11543127> ISSN:13464248

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 111

<AN10491493> ISSN:1341111X



2011年度

理

経研セ  

経研セ  

理 工 工

経済  

経研セ  

農 法  

法  

<AN00298340> ISSN:02859769

季刉環境研究 / 公害調査センター. -- 6号 (1974)-. -- 公害調査センター, 1974-.()[季刉]

<AA11959056> ISSN:13491865

季刉企業と法創造 / 早稲田大学21世紀COE《企業法制と法創造》総合研究所 [編] = The quarterly review of corporation law and
society / 21st century Center of Excellence, Waseda Institute for Corporation Law and Society. -- 1巻1号 (2004.4)- = 通巻1号
(2004.4)-. -- 早稲田大学21世紀COE《企業法制と法創造》総合研究所, 200

<AN00049492> ISSN:02877937

季刉外国為替 / 外国為替貿易研究会. -- 1巻1号 (昭36. 3)-26巻97号 (昭60. 3) ; 98号 (昭60. 3)-. -- 外国為替貿易研究会, 1961-.(外
国為替貿易研究会)[季刉]

<AN10217141> ISSN:09144609

季刉家計経済研究 / 家計経済研究所 [編]. -- 7号 (1990.夏)-. -- 家計経済研究所, 1990-.(家計経済研究所)[季刉]

<AN10034618> ISSN:09164014

機械統計月報 / 商工省調査統計局機械統計課. -- 1巻1号 (昭24.1)-. -- 商工省調査統計局機械統計課, 1949-.(通商産業調査
会)[月刉]

<AN00349838> ISSN:03685713

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

<AN00365539> ISSN:04519396

機械技術. -- 1巻1号 (昭28.7)-. -- 日刉工業新聞, 1953-.(日刉工業新聞社)[月刉]

<AN00049051> ISSN:09128271

機械経済研究 / 機械振興協会経済研究所 [編]. -- No. 1 (1968.3)-. -- 機械振興協会経済研究所, 1968-.(機械振興協会経済研究
所)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 112



2011年度

中央館 法 教育 附学校

法  

経済  

法  

教育  

文  

経研セ  

経研セ 法 文

季刉社会保障研究 / 社会保障研究所. -- 1巻1号 (昭40.6)-. -- 東京大学出版会, 1965-.(国立社会保障・人口問題研究所)[季刉]

季刉考古学. -- 創刉号 (1982.11)-. -- 雄山閣出版, 1982-.(雄山閣)[季刉]

<AN00300158> ISSN:04534735

季刉国民経済計算 = National economic accounts quarterly / 経済企画庁経済研究所国民所得部編. -- No. 42 (昭53)-. -- 大蔵省印
刷局.(内閣府経済社会総合研究所)[季刉]

<AN00050017> ISSN:03873064

季刉刑事弁護 = Quarterly keiji-bengo. -- No. 0 (winter 1994)-. -- 現代人文社, 1994-.(現代人文社)[季刉]

<AN10470132> ISSN:13437070

季刉高校のひろば / 日高教・中等教育研究委員会編集. -- 1号 (1991.秋)-. -- 労働旬報社, 1991-.(労働旬報社)[季刉]

<AN00156481> ISSN:02885956

季刉行政管理研究 / 行政管理研究センター. -- No. 1 (1978. 3)-. -- 行政管理研究センター, 1978-.(行政管理研究センター(総務省大臣
官房企画課))[季刉]

<AN00049652> ISSN:03871789

季刉経済研究 = The quarterly journal of economic studies / 大阪市立大学経済研究会. -- 1巻1号 (Autumn 1978)-. -- 大阪市立大
学経済研究会, 1978.9-.()[季刉]

<AN10468265> ISSN:

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 113

<AN00049619> ISSN:09131094

季刉教育法 / 総合労働研究所. -- 1号 (昭46.10)-. -- 総合労働研究所, 1971-.(エイデル研究所)[季刉]

<AN00049630> ISSN:0386684X



2011年度

経研セ

経研セ  

情言 農  

法 中央館  

経研セ  

経研セ  

文  

国開  

<AA12005798> ISSN:

季刉東北学. -- 1号 (2004.秋)-. -- 東北芸術工科大学東北文化研究センター.(東北芸術工科大学東北文化研究センター)[季刉]

<AA11192033> ISSN:13433482

季刉中国総研 = Chugoku Regional Research Center / 中国地方総合研究センター [編]. -- Vol. 1-1 (1997)- = No. 1 (1997)-. -- 中国
地方総合研究センター, 1997-.(中国地方総合研究センター)[季刉]

<AN10379267> ISSN:09167889

季刉地理学 = Quarterly journal of geography / 東北地理学会 [編]. -- Vol. 44, no. 1 (1992. 2)-. -- 東北地理学会, 1992. 2-.(東北地理
学会)[季刉]

<AN10025570> ISSN:09155341

季刉中国 / 季刉中国刉行委員会. -- No.1 (1985. 夏)-. -- 季刉中国刉行委員会, 1985. 6-.(季刉中国刉行委員会)[季刉]

<AA12208230> ISSN:18818781

季刉中国資本市場研究 = Chinese capital markets research / 東京国際研究クラブ [編]. -- 1巻1号 (2007.春)- = 通巻1号 (2007.春)-.
-- 東京国際研究クラブ, 2007.4-.(東京国際研究クラブ)[季刉]

<AN00173163> ISSN:04538730

季刉生産性統計 = Quarterly journal of productivity statistics / 日本生産性本部生産性研究所 [編]. -- No. 1 (1958.6)-. -- 日本生産
性本部生産性研究所, 1958.6-.(社会経済生産性本部)[季刉]

<AA12463464> ISSN:02893517

季刉地域 : ゆるがぬ暮らし. -- No. 01 (spring 2010)-. -- 農山漁村文化協会, 2010.5-.(農村漁村文化協会)[季刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 114

<AA12191080> ISSN:18815308

季刉政策・経営研究 = Quarterly journal of public policy & management / 三菱UFJリサーチ&コンサルティング [編]. -- 1巻1号 (2007.1)-1
巻4号 (2007.10) = 2007, vol.1 (2007.1)-2007, vol.4 (2007.10) ; 2008, vol.1 (2008.1)- = 通巻5号 (2008.1)-, 2007.1-.(三菱UFJリサーチ&コ
ンサルティング)[季刉]



2011年度

情言

教育  

法  

経済  

工  

中央館  

経済 法 中央館

経済  

季刉勞働法 / 労働法学研究所 [編]. -- 1巻1号 ([昭26.7])-22巻4号 ([昭47.12]) ; 87号 (昭48.3)-. -- 労働法学研究所, 1951-.(総合労
働研究所)[季刉]

<AN00050800> ISSN:03864448

企業会計 / 中央経済社. -- 1巻1号 (1949)-. -- 中央経済社, 1949-.(中央経済社)[月刉]

季刉まちづくり = Quarterly machizukuri. -- 1 (2004.1)-. -- 学芸出版社, 2003.12-.(学芸出版社)[季刉]

<AN00384511> ISSN:03890333

季刉民族学 / 国立民族学博物館. -- 1巻1号 (昭52.10)- = 通巻1号 (昭52.10)-. -- 民族学振興会千里事務局, 1977.10-.(財団法人 千
里文化財団)[季刉]

<AN00050753> ISSN:03860620

季刉福祉労働 : 障害者・保育・教育の総合誌 : the all-round magazine for handicapped person, childcare & education. -- 25号 (
[1984.12] )-. -- 現代書館, c1984-.(現代書館)[季刉]

<AN0040845X> ISSN:03857263

季刉北海学園大学経済論集 / 北海学園大学経済学会 [編]. -- 29巻1号 (昭56.11)-. -- 北海学園大学経済学会, 1981-.()[季刉]

<AA11877552> ISSN:

季刉日本思想史 / 日本思想史懇話会. -- 1号 (1976.7)-. -- ぺりかん社, 1976-.(ぺりかん社)[年3回刉]

<AN10436382> ISSN:13437178

季刉人間と教育 / 民为教育研究所. -- 1号 (1994.3)-. -- 労働旬報社, 1994-.(旬報社)[季刉]

<AN10341923> ISSN:03874044

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 115

<AN00050356> ISSN:03853195



2011年度

経済

経済  

法  

文  

中央館  

農  

情言 文  

中央館  

<AN00006194> ISSN:02877651

基礎心理学研究 / 日本基礎心理学会. -- 1巻1号 (昭57.10)-. -- 日本基礎心理学会.(日本基礎心理学会)[年2回刉]

<AA11578245> ISSN:13470299

北九州市立大学外国語学部紀要 / 北九州市立大学 [編]. -- 102号 (2001.9)-. -- 北九州市立大学外国語学部, 2001.9-.(北九州市立
大学外国語学部)[年刉]

<AN00349893> ISSN:03864049

気象研究所技術報告 / 気象研究所 = Technical reports of the Meteorological Research Institute / Meteorological Research
Institute. -- 1号 (Mar. 1978)-. -- 気象研究所, 1978.3-.(気象研究所)[年刉]

<AN00051439> ISSN:04473868

気象庁技術報告 / 気象庁. -- 1号 (昭35)-. -- 気象庁, 1960-.()[不明]

<AN10138464> ISSN:09156399

企業法研究 / 名古屋経済大学企業法制研究所. -- No. 1 (1989. 12)-. -- 名古屋経済大学企業法制研究所, 1989-.(名古屋経済大学
企業法制研究所)[年刉]

<AA11890991> ISSN:10008705

貴州文史叢刉 / 贵州文史丛刉编辑部. -- 贵州人民出版社.(貴州省人民政府文史研究館・貴州)[季刉]

<AA11805664> ISSN:13479938

企業研究 / 中央大学企業研究所 [編集]. -- 1号 (2002)- = 通巻23号 (2002)-. -- 中央大学出版部, 2002-.()[年2回刉]

<AN0025927X> ISSN:

企業診断 / 中小企業診断協會 [編]. -- 1巻1号 (1954.12)-. -- 中小企業診断協會, 1954-.(中小企業診断協会)[月刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 116



2011年度

中央館

中央館  

中央館  

法  

医  

中央館  

農 中央館  

経済  

岐阜経済大学論集 / 岐阜経済大学学会. -- 1巻1号 (昭42.11)-. -- 岐阜経済大学学会, 1967-.()[年3回刉]

北の文庫. -- 1号 (昭49)-. -- 北の文庫の会, 1974-.(北の文庫の会)[年2回刉]

<AN00278059> ISSN:

キネマ旬報. -- 創刉号 (大8.7)-735号 (昭15.12) ; 再建1號 (昭21.3)-no. 79 (昭25.4) ; 復刉1号 (昭25.10)-. -- キネマ旬報社, 1919-.(キネ
マ旬報社)[月2回刉]

<AN00052668> ISSN:03865932

北九州市立大学法政論集 / 北九州市立大学法学会 [編]. -- 29巻1・2号 (平13.10)-. -- 北九州市立大学法学会, 2001.10-.(北九州市
立大学法学会)[季刉]

<AN00052147> ISSN:03855449

北里医学 / 北里大学医学部 [編] = Kitasato medicine / School of Medicine, Kitasato University. -- 1巻1号 (1971.6)-. -- 北里大学医
学部, 1976-.(北里医学会)[年2回刉]

<AN00356174> ISSN:0912523X

北九州市立大学文学部紀要 / 北九州市立大学文学部比較文化学科 [編]. -- 62号 (2001)-. -- 北九州市立大学文学部, 2001.8-.(北
九州市立大学文学部)[年2回刉]

<AA11647563> ISSN:

北九州市立大学文学部紀要. 人間関係学科 / 北九州市立大学文学部 [編]. -- 9巻 (2002)-. -- 北九州市立大学文学部, 2002.3-.(北
九州市立大学文学部)[年刉]

<AA11650604> ISSN:13472631

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 117

<AA11578267> ISSN:

北九州市立大学大学院紀要 / 北九州市立大学大学院 [編]. -- 15号 (2001.9)-. -- 北九州市立大学大学院, 2001.9-.(北九州市立大
学大学院)[年刉]

<AA11578223> ISSN:13470728



2011年度

経研セ

法  

教育  

教育  

医  

農  

農  

農  

<AA11641261> ISSN:13469207

九州沖縄農研農業経営研究資料 / 農業技術研究機構九州沖縄農業研究センター総合研究部 [編]. -- 1号 (2001.12)-. -- 農業技術研
究機構九州沖縄農業研究センター総合研究部, 2001.12-.()[不明]

<AA11594037> ISSN:13469185

九州沖縄農業研究センター研究資料 = Memoirs of the National Agricultural Research Center for Kyushu Okinawa Region / 農業技術
研究機構九州沖縄農業研究センター [編集]. -- 89号 (2001.12)-. -- 農業技術研究機構九州沖縄農業研究センター, 2001.12-.()[不明]

<AA11598810> ISSN:13469177

九州沖縄農業研究センター報告 / 農業技術研究機構九州沖縄農業研究センター [編] = Bulletin of the National Agricultural Research
Center for Kyushu Okinawa Region. -- 39号 (2001.12)-. -- 農業技術研究機構九州沖縄農業研究センター, 2001-.()[不明]

<AA12355417> ISSN:18802753

キャリアデザイン研究 = Career design / 日本キャリアデザイン学会 [編]. -- 日本キャリアデザイン学会.(日本キャリアデザイン学会)[年刉]

<AN00053627> ISSN:03858162

救急医学 = The Japanese journal of acute medicine / へるす出版 [編]. -- 1巻1号 (1977.5)- = 通巻1号 (1977.5)-. -- へるす出版,
1977-.(へるす出版)[月刉]

<AA12046682> ISSN:18804373

季報情報公開個人情報保護 / 行政管理研究センター [編集] = / Institute of Administrative Management. -- Vol. 17 (2005. 6)-. -- 行
政管理研究センター, 2005.6-.(行政管理研究センター)[季刉]

<AA12130359> ISSN:18813755

キャリア教育研究 / 日本キャリア教育学会 [編]. -- 24巻1号 (2006.3)-. -- 日本キャリア教育学会, 2006-.(日本キャリア教育学会)[年2回刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 118

<AA12210174> ISSN:

季報住宅金融. -- No. 1 (2007. 春)-. -- 住宅金融支援機構, 2007.5-.(住宅金融支援機構東海支店)[季刉]



2011年度

経済

経研セ  

経研セ  

中央館  

中央館  

中央館  

法  

中央館  

九州国際大学法学論集 / 九州国際大学法学会. -- 1巻1号 (1994.12)-. -- 九州国際大学法学会, 1994.12-.(九州国際大学法学会)[年
3回刉]

<AN10360167> ISSN:18823327

九州産業大学経営学論集 / 九州産業大学経営学会 [編]. -- 1巻1号 (1990.10)-. -- 九州産業大学経営学会, 1990-.(九州産業大学経
営学会)[季刉]

九州工業大学大学院情報工学研究院紀要. 人間科学篇 / 九州工業大学 [編]. -- 22号 (平21.3)-. -- 九州工業大学大学院情報工学
研究院, 2009.3-.(九州工業大学)[年刉]

<AN10479374> ISSN:13409689

九州国際大学経営経済論集 / 九州国際大学経済学会 [編]. -- 1巻1号 (1994.12)- = 通巻128号 (1994.12)-. -- 九州国際大学経済学
会, 1994.12-.(九州国際大学経済学会)[年2回刉]

<AN10479341> ISSN:1341061X

九州経済調査月報. 付録, データ九州. -- No. 1024 (1993.6)-. -- 九州経済調査協会, 1993-.(九州経済調査協会)[季刉]

<AN00054120> ISSN:04530349

九州工業大学研究報告. 人文・社会科学 / 九州工業大学. -- 1号 (昭28.3)-. -- 九州工業大学, 1953.3-.(九州工業大学工学部)[年刉]

<AA1240270X> ISSN:13439405

九州共立大学経済学部紀要 / 九州共立大学 [編]. -- 56号 (1993.6)-. -- 九州共立大学, 1993-.()[季刉]

<AN10060356> ISSN:09137408

九州経済調査月報. -- 41巻1号 (昭62.1)-. -- 九州経済調査協会.(九州経済調査協会)[月刉]

<AN10410607> ISSN:

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 119

<AN10432891> ISSN:13402641



2011年度

中央館

中央館  

中央館  

経済  

医  

医  

中央館  

教育  

<AA12452639> ISSN:18840159

九州女子大学紀要 / 九州女子大学, 九州女子短期大学 [編]. -- 46巻1号 (2009)-. -- 九州女子大学, 2009.9-.(九州女子大学 九州女
子短期大学)[年刉]

<AA11875284> ISSN:

九州大学教育社会学研究集録 / 九州大学教育社会学研究集録編集委員会編集. -- 創刉 [1] 号 (1999)-. -- 九州大学大学院人間環
境学研究科発達・社会システム専攻教育社会学研究室, 1999-.(九州大学大学院人間環境学研究科発達・社会システム専攻教育社会学
研究室)[年刉]

<AN00054335> ISSN:03686833

九州齒科學會雜誌 : Kyūshū-Shika-Gakkai-zasshi / 九州齒科學會. -- No. 1 (昭8.3)-. -- 九州齒科學會, 1933-.(九州齒科學會)[隔月
刉]

<AN00054550> ISSN:00236144

九州神経精神医学 / 九州神経精神医学会 [編]. -- 1巻1号 (昭24.8)-. -- 九州神経精神医学会, 1949-.(九州神経精神医学会)[季刉]

<AN1049110X> ISSN:13409425

九州産業大学国際文化学部紀要 / 九州産業大学国際文化学部 [編]. -- 1号 (平6.12)-. -- 九州産業大学国際文化学部, 1994.12-
.(九州産業大学国際文化学部)[年3回刉]

<AN00054277> ISSN:13497375

九州産業大学商經論叢 / 九州産業大学商経学会 [編]. -- 4巻1号 (1963)-. -- 九州産業大学商経学部, 1963-.()[年3回刉]

<AA12305907> ISSN:

九州産業大学芸術学会研究報告 / 九州産業大学芸術学会 [編]. -- 38巻 (2007)-. -- 九州産業大学芸術学会, 2007-.(九州産業大学
芸術学会)[年刉]

<AN00054266> ISSN:02867826

九州産業大学工学部研究報告 / 九州産業大学工学部. -- 1号 (1964.3)-.(九州産業大学)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 120



2011年度

教育

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

法  

九大法学 / 九大法学会 [編]. -- 1号 (1957)-. -- 九大法学会, 1957-.(九大法学会)[年2回刉]

九州保健福祉大学研究紀要 = Journal of Kyushu University of Health and Welfare / 九州保健福祉大学 [編]. -- No. 1 (2000. 3)-. --
高梁学園九州保健福祉大学, 2000-.(高梁学園九州保健福祉大学)[年刉]

<AA11673654> ISSN:13455761

九州歴史科学 / 九州歴史科学研究会 [編集]. -- 九州歴史科学研究会.(九州歴史科学研究会)[年刉]

<AN00055928> ISSN:04530209

九州大学東洋史論集 / 九州大学文学部東洋史研究会. -- 1号 (1973.7)-. -- 九州大学文学部東洋史研究会, 1973.7-.(九州大学文学
部東洋史研究会)[年刉]

<AN00055779> ISSN:04511603

九州文化史研究所紀要 / 九州大学九州文化史研究所 [編]. -- 1號 (1950)-. -- 九州文化史研究所, 1950-.(九州大学大学院比較社
会文化研究科九州文化史資料室)[年刉]

<AA11490417> ISSN:13455451

九州大学大学院総合理工学報告 / 九州大学大学院総合理工学府 [編集]. -- 22巻1号 (平12.6)-. -- 九州大学大学院総合理工学府,
2000-.(九州大学大学院総合理工学府)[季刉]

<AA11577672> ISSN:13470159

九州大学大学院農学研究院学芸雑誌 / 九州大学大学院農学研究院 [編集]. -- 55巻1号 (平12.11)-. -- 九州大学大学院農学研究
院, 2000-.(九州大学大学院農学研究院)[年2回刉]

<AN00055156> ISSN:02865939

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 121

<AA11448647> ISSN:13453904

九州大学心理学研究 / 九州大学大学院人間環境学研究科 [編]. -- 1巻 (2000)-. -- 九州大学大学院人間環境学研究科, 2000.3-.(九
州大学大学院人間環境学研究科)[年刉]

<AA1147319X> ISSN:13467883



2011年度

教育

経済  

文  

中央館  

中央館  

中央館  

教育 附学校  

教育  

<AN10441972> ISSN:13404008

教育・社会・文化 : 研究紀要 / 京都大学教育学部教育社会学・生涯学習計画・社会教育・図書館学研究室. -- 1号 (1994)-. -- 京都
大学教育学部教育社会学・生涯学習計画・社会教育・図書館学研究室, 1994.5-.()[年刉]

<AA11548903> ISSN:

共愛学園前橋国際大学論集 / 共愛学園前橋国際大学 [編]. -- 1号 (2001)-. -- 共愛学園前橋国際大学, 2001.3-.(共愛学園前橋国際
大学)[不明]

<AN0005632X> ISSN:03869938

教育 / 国土社 [編]. -- 創刉号 (昭26.11)-. -- 国土社, 1951-.(国土社)[月刉]

<AA12150050> ISSN:18813542

九州大学附属図書館研究開発室年報 / 九州大学附属図書館研究開発室 [編] = Kyushu University Library, Research and
Development Division annual report / Kyushu University Library, Research and Development Division. -- 9年次 (2004/2005)-9年次
(2004/2005) ; 2005/2006 (2005/2006)-. -- 九州大学附属図書館研究開

<AN10413988> ISSN:10024980

求是. -- 1988年1期 (1988)- = 总1期 (1988)-. -- 求是杂志社, 1988-.(求是雑誌社)[月2回刉]

<AA12131125> ISSN:18807895

九州国際大学国際関係学論集 / 九州国際大学国際関係学会 [編]. -- 1巻1・2合併号 (2006.1)-. -- 九州国際大学国際関係学会,
2006.1-.()[年2回刉]

<AN00054357> ISSN:04511638

九州史学 / 九州大学国史学研究会. -- 1号 (昭31.7)-. -- 九州大学国史学研究会, 1956-.(九州史学研究会)[年3回刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 122

<AN00053922> ISSN:

九州教育学会研究紀要 / 九州教育学会.(九州教育学会)[年刉]



2011年度

教育

教育  

教育  

教育 附学校  

教育  

教育  

教育  

教育  

教育学研究ジャーナル / 中国四国教育学会 [編]. -- 創刉[1]号 (2005.3)-. -- 中国四国教育学会, 2005.3-.(中国四国教育学会)[年刉]

<AN00056658> ISSN:02884038

教育學雑誌 / 日本大学教育学会事務局. -- 1号 (1967.3)-. -- 日本大学教育学会, 1967-.(日本大学教育学会事務局)[年刉]

教育科學研究期刉 = Journal of research in education sciences / 國立薹灣師範大學为編. -- 54巻1期 (2009.3)-. -- 國立臺灣師範
大學, 2009.3-.(國立臺灣師範大學)[季刉]

<AN00056578> ISSN:03873161

教育學研究 / 日本教育學會. -- 13巻1号 (昭19.10)-. -- 目黒書店, [1944]-.(日本教育学会)[季刉]

<AA12021488> ISSN:13495836

教育科學 / 廣島文理科大學教育學研究室 [編]. -- 1 (1933)-. -- 岩波書店, 1933-.(廣島文理科大學教育學研究室)[年刉]

<AN00056476> ISSN:

教育科学. 国語教育 / 明治図書出版. -- 1巻1号 (昭34.3)-. -- 明治図書出版.(明治図書)[月刉]

<AA12403564> ISSN:2073753X

教育委員会月報 / 文部省初等中等教育局地方課. -- 1巻1号 (昭24.7)-. -- 第一法規出版, [1949]-.(第一法規出版)[月刉]

<AN00056330> ISSN:02850990

教育医学 / 日本教育医学研究会編集. -- 日本教育医学研究会.(日本教育医学研究会)[年2回刉]

<AN00056432> ISSN:13476181

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 123

<AN00345826> ISSN:



2011年度

教育

教育  

教育  

教育  

教育  

教育  

教育  

中央館  

<AN00056862> ISSN:0386393X

教育行財政研究 / 関西教育行政学会 [編]. -- No. 1 (1970)-. -- 関西教育行政学会, 1970-.(関西教育行政学会)[年刉]

<AN00331752> ISSN:03882381

教育行政学研究 / 教育行政学研究会. -- 1号 (1979)-. -- 教育行政学研究会.(西日本教育行政学会)[年刉]

<AN10064277> ISSN:09145869

教育学論叢 / 国士館大学教育学会 [編]. -- 創刉号 (昭58.12)-. -- 国士館大学教育学会, 1983-.(国士館大学教育学会)[年刉]

<AA11964453> ISSN:13491784

教育基礎学研究 / 九州大学教育基礎学研究会 [編]. -- 創刉 [1] 号 (2003)-. -- 九州大学大学院人間環境学府教育哲学・教育社会
史研究室, 2004.3-.(九州大学教育基礎学研究会)[年刉]

<AA1238438X> ISSN:03855031

教育学論集 / 創価大学教育学部・教職大学院 [編]. -- 60号 (2009.1)-. -- 創価大学教育学部・教職大学院, 2009.1-.(創価大学教育
学部・教職大学院)[]

<AN00056793> ISSN:02884909

教育学論集 / 大阪市立大学文学部教育学研究室. -- 1号 (昭50)-.(大阪市立大学文学部教育学研究室)[年刉]

<AN10178571> ISSN:09163875

教育学部論集 / 佛教大学学会 [編集]. -- 創刉号 (1989)-. -- 佛教大學學會, 1989.12-.(佛教大学学会)[年刉]

<AA12054669> ISSN:

教育学論集 = The journal of Doctoral Program in Education / 筑波大学大学院人間総合科学研究科教育学専攻 [編]. -- 1集 (2005)-
. -- 筑波大学大学院人間総合科学研究科教育学専攻, 2005-.(筑波大学大学院人間総合科学研究科教育学専攻)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 124



2011年度

教育

教育  

中央館  

教育  

教育  

教育  

教育  

教育 中央館  

教育社会学研究 / 日本教育社会学会 [編]. -- 1集 (昭26.5)-. -- 金子書房, 1951-.(東洋館出版社)[年2回刉]

教育思想 / 東北教育哲学教育史学会 [編]. -- No. 1 (1972)-. -- 東北教育哲学教育史学会, 1972.6-.(東北教育哲学教育史学会)[年
刉]

<AA12162366> ISSN:18810233

教育史フォーラム. -- 創刉[1]号 (2006.3)-. -- 教育史フォーラム・京都, 2006.3-.(教育史フォーラム・京都)[年刉]

<AN0005780X> ISSN:03873145

教育史研究室年報 / 名古屋大学教育学部教育史研究室 [編]. -- 6号 (2000.7)-. -- 名古屋大学教育学部教育史研究室, 2000-.(名古
屋大学教育学部教育史研究室)[年刉]

<AN10474042> ISSN:13414135

教育システム情報学会誌 = Transactions of Japanese Society for Information and Systems in Education / 教育システム情報学会. --
Vol. 12, no. 1 (Apr. 1995)-. -- 教育システム情報学会, 1995.4-.(教育システム情報学会)[季刉]

<AN0005764X> ISSN:03860663

教育研究 / 青山学院大学教育学会. -- 1号 (昭29)-. -- 青山学院大学教育学会, 1954-.(青山学院大学教育学会)[年刉]

<AN00057796> ISSN:02854988

教育史・比較教育論考 / 北海道大学教育学部教育史・比較教育研究室. -- 7号 (1980)-. -- 北海道大学教育学部教育史・比較教育
研究室, 1980.3-.(北海道大学大学院 教育学研究院)[年刉]

<AA11488572> ISSN:13458191

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 125

<AN10474676> ISSN:13430335

教育経営研究 / 上越教育経営研究会 [編集]. -- 創刉号 (1994)-. -- 上越教育経営研究会, 1994.11-.(上越教育経営研究会)[年刉]

<AN00057173> ISSN:04547411



2011年度

情言 保体セ 教育

情言 教育  

教育  

教育  

教育  

教育  

教育  

中央館  

<AA11648373> ISSN:13476971

教育実践総合センター研究紀要 / 奈良教育大学教育実践総合センター [編]. -- 10号 (2001.3)- = 通巻23号 (2001.3)-. -- 奈良教育大
学教育学部附属教育実践総合センター, 2001.3-.(奈良教育大学教育実践総合センター)[年刉]

<AA11814009> ISSN:

教育実践総合センター紀要 / 長崎大学教育学部附属教育実践総合センター [編]. -- 1号 (2002.3)-. -- 長崎大学教育学部附属教育実
践総合センター, 2002.3-.(長崎大学教育学部附属教育実践総合センター)[不明]

<AA11250344> ISSN:13468294

教育実践総合センター研究紀要 / 山口大学教育学部附属教育実践総合センター [編]. -- 9号 (1998)-. -- 山口大学教育学部附属教育
実践総合センター, 1998.3-.(山口大学教育学部附属教育実践総合センター)[年刉]

<AA12355949> ISSN:18831427

教育実践研究 / 金沢大学人間社会学域学校教育学類附属教育実践支援センター [編]. -- 34号 (平20.9)-. -- 金沢大学人間社会学域
学校教育学類附属教育実践支援センター, 2008.9-.(金沢大学人間社会学域学校教育学類附属教育実践支援センター)[年刉]

<AA11581192> ISSN:13464604

教育実践研究紀要 / 京都教育大学教育学部附属教育実践総合センター [編] = Journal of educational research / Center for
Educational Research and Training, Kyoto University of Education. -- 1号 (平13.3)-. -- 京都教育大学教育学部附属教育実践総合セ
ンター, 2001.3-.(京都教育大学教育学部附属教育実践総合センター)[年刉]

<AN00057901> ISSN:04529650

教育心理学年報 / 日本教育心理学会編集. -- 1集 (1961)-. -- 国土社, 1962.3-.(日本教育心理学会)[年刉]

<AA11433027> ISSN:13455184

教育実践学論集 / 兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科 [編]. -- 1号 (Mar. 2000)-. -- 兵庫教育大学大学院連合学校教育学
研究科, 2000.3-.(兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 126

<AN00345837> ISSN:00215015

教育心理学研究 / 日本教育心理学協会編集. -- 1卷1号 (昭28.5)-. -- 国土社, 1953-.(日本教育心理学会)[季刉]



2011年度

教育

教育  

教育  

教育  

教育  

教育  

中央館  

教育 中央館  

教育目標・評価学会紀要 / 教育目標・評価学会 [編]. -- 創刉 [1] 号 (1991)-. -- 教育目標・評価学会, [1991]-.(京都大学大学院教育
学科研究科 教育・評価学会)[年刉]

<AN00058336> ISSN:0288996X

教育論叢 / 名古屋大学大学院教育学研究科教育学専攻自治会.()[年刉]

教育文化 / 同志社大学文学部教育学研究室 [編]. -- 創刉[1]号 (1992.3)-. -- 同志社大学文学部教育学研究室, 1992-.(同志社大学
文学部教育学研究室)[年刉]

<AN00058176> ISSN:03859746

教育方法学研究 : 日本教育方法学会紀要. -- 1巻 (1975)-. -- [日本教育方法学会], 1975-.(日本教育方法学会)[年刉]

<AN10464446> ISSN:09182012

教育におけるアドミニストレーション / 名古屋大学教育学部教育経営学研究室 [編集]. -- 創刉 [1] 号 (1999.3)-. -- 名古屋大学教育学部
教育経営学研究室, 1999.3-.(名古屋大学教育学部教育経営学研究室)[年刉]

<AN10264662> ISSN:09196226

教育福祉研究 / 北海道大学教育学部教育計画研究室 [編集]. -- 創刉号 (平3.3)-. -- 北海道大学教育学部教育計画研究室, 1991-
.(北海道大学大学院教育学研究科・教育福祉論分野)[年刉]

<AN10384620> ISSN:09168869

教育情報学研究 / 東北大学大学院教育情報学研究部・教育部 [編]. -- 1号 (2003.3)-. -- 東北大学大学院教育情報学研究部,
2003.3-.(東北大学大学院教育情報学研究部・教育部)[年刉]

<AN00058052> ISSN:03873153

教育哲学研究 / 教育哲学会 [編]. -- 創刉[1]号 (1959)-. -- 相模書房誠公社, 1959.6-.(教育哲学会)[不明]

<AA11361855> ISSN:13439804

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 127

<AA1205718X> ISSN:13481983



2011年度

中央館

中央館  

教育  

教育  

医  

中央館  

教育  

教育  

<AN00362235> ISSN:

教職研修 / 教育開発研究所. -- 1 (1972)-. -- 教育開発研究所, 1972. 9. 1-.((株)教育開発研究所)[月刉]

<AN10116428> ISSN:02883511

教授学の探究 / 北海道大学教育学部教育方法学研究室. -- 1号 (昭58.3)-. -- 北海道大学教育学部, 1983-.(北海道大学教育学部教
育方法学研究室)[年刉]

<AN00058507> ISSN:04547586

共済医報 = Medical journal of Mutual Aid Association / 非現業共済組合連合会. -- 1巻1号 (昭26.11)-. -- 非現業共済組合連合会,
1951-.(国家公務員共済組合連合会)[季刉]

<AA12368827> ISSN:

教職研究 / 信州大学全学教育機構教職教育部 [編]. -- 創刉号 (2007)-. -- 信州大学全学教育機構教職教育部, 2008.3-.(信州大学
全学教育機構 教職教育部)[年刉]

<AA11652326> ISSN:1348186X

教科教育学論集 / 大阪教育大学教科教育学研究会 [編]. -- 創刉 [1] 号 (2002)-. -- 大阪教育大学教科教育学研究会, 2002.3-.(大
阪教育大学教科教育学研究会)[年刉]

<AA11957458> ISSN:

教科書フォーラム : 中研紀要 / 中央教育研究所. -- No.01 (2003. 4)-. -- 中央教育研究所, 2003-.(中央教育研究所)[不明]

<AA11642934> ISSN:13480448

教員養成カリキュラム開発研究センター研究年報 / 東京学芸大学 [編]. -- Vol. 1 (2002.3)-. -- 東京学芸大学教員養成カリキュラム開発研
究センター, 2002.3-.(東京学芸大学教員養成カリキュラム開発研究センター)[年刉]

<AA12017957> ISSN:13498657

教員養成学研究 / 弘前大学教育学部教員養成学研究開発センター [編]. -- 創刉号 (2005.3)-. -- 弘前大学教育学部教員養成学研究
開発センター, 2005.3-.(弘前大学教育学部教員養成学研究開発センター)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
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医

法  

医  

中央館  

中央館  

中央館  

法  

教育  

京都教育大学環境教育研究年報 = Annual report of researches in environmental education / 京都教育大学教育学部附属環境教育
実践センター [編]. -- 1号 (1993)-. -- 京都教育大学教育学部附属環境教育実践センター, 1993.3-.(京都教育大学教育学部附属環境教
育実践センター)[年刉]

京都学園大学総合研究所所報. -- 1号 (2000.1)-. -- 京都学園大学総合研究所, 2000.1-.(京都学園大学)[年刉]

<AN10150335> ISSN:09164715

京都学園法学 / 京都学園大学法学会. -- 創刉号 (1990.1)-. -- 京都学園大学法学会, 1990-.(京都学園大学法学会)[年3回刉]

<AN10415655> ISSN:09193766

京都学園大学経営学部論集 / 京都学園大学経営学部学会. -- 1巻1号 (平3.12)-. -- 京都学園大学経営学部学会, 1991.12-.(京都学
園大学経営学部学会)[年3回刉]

<AN10373395> ISSN:09167331

京都学園大学経済学部論集 / 京都学園大学経済学部学会. -- 1巻1号 (平3.7)-. -- 京都学園大学経済学部学会, 1991.7-.(京都学園
大学経済学部学会)[年3回刉]

<AA11435000> ISSN:13474200

矯正講座 / 矯正課程研究会編. -- No. 1 (1978)-. -- 矯正課程研究会.(成文堂)[年刉]

<AN00058904> ISSN:04530039

京都医学会雑誌 / 京都府医師会. -- 1巻1号 (昭25.1)-.(京都府医師会)[年2回刉]

<AN10377942> ISSN:0916734X

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 129

<AN00058631> ISSN:0452974X

矯正医学 / 日本矯正医学会. -- 6巻1号 (昭32. 2)-.(日本矯正医学会)[季刉]

<AN0017134X> ISSN:03873471



2011年度

中央館

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

農 中央館  

中央館  

中央館  

<AN0006019X> ISSN:02879727

京都産業大学論集. 人文科学系列 / 京都産業大学 [編]. -- 1号 (昭47.2)-. -- 京都産業大学, 1972.2-.(京都産業大学)[その他]

<AA11923897> ISSN:13483323

京都産業大学論集. 自然科学系列 / 京都産業大学. -- 32号 (平15.3)-. -- 京都産業大学, 2003.3-.()[年刉]

<AN00060189> ISSN:02879719

京都産業大学論集. 社会科学系列 / 京都産業大学. -- 1号 (昭47.1)-. -- 京都産業大学, 1972.1-.(京都産業大学)[年刉]

<AN00341778> ISSN:03879895

京都国立博物館學叢. -- 創刉号 (昭54.3)-. -- 京都国立博物館, 1979-.(京都国立博物館)[年刉]

<AN00060101> ISSN:03885410

京都産業大学世界問題研究所紀要 / 京都産業大学. -- 1巻1号 (昭55.4)-. -- 京都産業大学, 1980.4-.(京都産業大学世界問題研究
所)[年刉]

<AA11609983> ISSN:13465988

京都光華女子大学研究紀要 / 京都光華女子大学 [編集]. -- 39号 (2001.12)-. -- 京都光華女子大学, 2001.12-.(京都光華女子大
学)[年刉]

<AN00399097> ISSN:

京都国立近代美術館年報. -- 昭和42年度 (昭42)-昭和63年度 (昭63) ; 平成元年・2年 (平1・2)-. -- 京都国立近代美術館.(京都国立
近代美術館)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 130

<AA11735241> ISSN:03877833

京都教育大学紀要. -- 101号 (平14.9)-. -- 京都教育大学, 2002.9-.(京都教育大学)[年2回刉]



2011年度

医

中央館  

中央館  

教育  

中央館  

中央館  

中央館  

教育  

京都大学高等教育研究 / 京都大学高等教育教授システム開発センター [編]. -- 創刉号 (1995)-. -- 京都大学高等教育教授システム開
発センター, 1995.6-.(京都大学高等教育教授システム開発センター)[年刉]

<AA11645295> ISSN:13471562

京都大学生涯教育学・図書館情報学研究 / 京都大学大学院教育学研究科生涯教育学講座 [編]. -- 1号 (2002.3)-. -- 生涯教育学講
座紀要編集委員会事務局, 2002.3-.(京都大学大学院教育学研究科生涯教育学講座)[年刉]

京都造形芸術大学紀要. -- 創刉号 (1994)-. -- 京都造形芸術大学.(京都造形芸術大学)[年刉]

<AA12113214> ISSN:09161791

京都橘大学研究紀要. -- 32号 (2005)-. -- 京都橘大学研究紀要編集委員会, 2006.1-.(京都橘大学研究紀要編集委員会)[年刉]

<AN10487452> ISSN:13414836

京都女子大学人文論叢. -- 6号 (昭37)-. -- [京都女子大学・一般教育学会], 1962-.(京都女子大学人文学会)[年刉]

<AA12010266> ISSN:13495992

京都女子大学発達教育学部紀要. -- 1号 (平17.2)-. -- 京都女子大学発達教育学部, 2005-.(京都女子大学発達教育学部)[年刉]

<AN10448053> ISSN:

京都市立病院紀要 / 京都市立病院. -- 1巻1号 (1981)-. -- 京都市立病院.(京都市立病院)[年2回刉]

<AN10420724> ISSN:

京都女子大学学生相談室紀要. -- 京都女子大学学生相談室.(京都女子大学 学生相談室)[年刉]

<AN00060495> ISSN:02879557

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 131

<AN00081393> ISSN:02861356



2011年度

農

教育  

教育  

中央館  

医  

中央館  

農  

医  

<AA12502409> ISSN:2185596X

京都府農林水産技術センター農林センター研究報告. 農業部門 = Bulletin of the Agriculture and Forestry Technology Department,
Kyoto Prefectural Agriculture, Forestry and Fisheries Technology Center. Agriculture Section / 京都府農林水産技術センター農林セン
ター [編]. -- 32号 (平22.5)-. -- 京都府農林水産技術センター農林センター

<AN00061975> ISSN:00236012

京都府立医科大学雑誌 / 京都府立醫科大學學友會. -- 94号 (大12)-103号 (大15) ; 1巻1号 (昭2)- = 通号104号 (昭2)-. -- [京都府
立醫科大學], 1923-.(京都府立醫科大學學友會)[月刉]

<AN00357778> ISSN:03894908

京都第二赤十字病院医学雑誌 / 京都第二赤十字病院. -- Vol. 1 (1980)-.(京都第二赤十字病院)[年刉]

<AA1142805X> ISSN:02868989

京都ノートルダム女子大学研究紀要. -- 30号 (2000)-. -- 京都ノートルダム女子大学, 2000.3-.(京都ノートルダム女子大学)[年刉]

<AA11404834> ISSN:

京都大学大学院教育学研究科附属臨床教育実践研究センター紀要 = The annual bulletin of Praxis and Research Center for Clinical
Psychology and Education. -- 2号 (1998)-. -- 京都大学大学院教育学研究科附属臨床教育実践研究センター, 1999.3-.(京都大学大学
院教育学研究科附属臨床教育実践研究センター)[年刉]

<AA11780643> ISSN:13489135

京都大学大学文書館研究紀要 / 京都大学大学文書館 [編]. -- 1号 (2002.11.30)-. -- 京都大学大学文書館, 2002.11-.(京都大学大学
文書館)[年刉]

<AN10529053> ISSN:13418947

京都大学生物資源経済研究 / 京都大学大学院農学研究科生物資源経済学専攻「生物資源経済研究」編集委員会 [編]. -- 創刉号
(1995.12)-. -- 京都大学大学院農学研究科生物資源経済学専攻, 1995.12-.()[不明]

<AA11332212> ISSN:13452142

京都大学大学院教育学研究科紀要. -- 45号 (1999)-. -- 京都大学大学院教育学研究科, 1999-.(京都大学大学院教育学研究科)[年
刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 132
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農

農  

中央館  

医  

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

教養論叢 / 慶応義塾大学法学研究会 [編]. -- 1号 (昭31.12)-. -- 慶応通信, 1956-.(慶應義塾大学法学研究会)[月刉]

教養・文化論集 / 秋田経済法科大学総合研究センター教養・文化研究所 [編集]. -- Vol. 1, no. 1 (2006.3)-. -- 秋田経済法科大学総合
研究センター教養・文化研究所, 2006.3-.(ノースアジア大学総合研究センター教養・文化研究所)[年刉]

<AN10353310> ISSN:03898075

教養論集 / 成城大学法学会. -- 8号 (1990.12)-. -- 成城大学法学会, 1990.12-.(成城大学法学会)[年刉]

<AN00062752> ISSN:04516087

胸部外科 : the Japanese journal of thoracic surgery / 南江堂 [編]. -- Vol. 3, no. 1 (昭25. 4)-. -- 南江堂, 1950-.(南江堂)[月刉]

<AN10467251> ISSN:13410504

教養研究 / 九州国際大学教養学会 [編]. -- 1巻1号 (1994.7)- = 通巻1号 (1994.7)-. -- 九州国際大学教養学会, 1994.7-.(九州国際大
学教養学会)[年2回刉]

<AA12124334> ISSN:18811981

協同組合奨励研究報告 / 全国農業協同組合中央会編. -- 1輯 ([1976])-. -- 御茶の水書房, 1976.2-.()[年刉]

<AN00062526> ISSN:02882841

郷土文化 / 名古屋郷土文化会. -- 1巻1号 (昭21)-.(名古屋郷土文化会)[年3回刉]

<AN00062650> ISSN:00215252

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 133

<AA12376290> ISSN:18826946

京都府立大学学術報告. 生命環境学 / 京都府立大学 [編] = The scientific reports of Kyoto Prefectural University. Life and
environmental sciences / Kyoto Prefectural University. -- 60号 (Dec. 2008)-. -- 京都府立大学, 2008.12-.()[年刉]

<AN00167692> ISSN:



2011年度

中央館

中央館  

中央館  

中央館  

工  

工  

法  

中央館  

<AN10088661> ISSN:09184198

杏林大学外国語学部紀要 / 杏林大学外国語学部. -- 創刉号 (1989)-. -- 杏林大学外国語学部, 1989.3-.(杏林大学外国語学部)[年
刉]

<AN00062923> ISSN:0287170X

橋梁と基礎. -- 1巻1号 (1967.1)- = 通巻1号 (1967.1)-. -- 建設図書, 1967.1-.(建設図書)[月刉]

<AN10026336> ISSN:09103600

杏林社会科学研究 / 杏林大学社会科学部 [編]. -- 1巻 (1984.4)-. -- 杏林大学社会科学学会, 1984.4-.(杏林社会科学学会)[季刉]

<AN00062843> ISSN:03883620

共立女子大学文芸学部紀要 / 共立女子大学 [編]. -- 19輯 (昭47.3)-. -- 共立女子大学, 1972.2-.(共立女子大学文芸学部)[年刉]

<AA1130327X> ISSN:13447084

橋梁&都市project. -- Vol. 35, no. 1 (1999. 1)-. -- 橋梁編纂委員会, 1999.1-.(橋梁編纂委員会)[月刉]

<AN10040745> ISSN:03883612

共立女子大学家政学部紀要 / 共立女子大学家政学部. -- 30号 (昭59.3)-. -- 共立女子大学, 1984.3-.(共立女子大学)[年刉]

<AA11946043> ISSN:13494708

共立女子大学総合文化研究所紀要 = Bulletin of Center for Interdisciplinary Studies of Science and Culture, Kyoritsu Women's
University / 共立女子大学総合文化研究所 [編]. -- 10号 (2004)-. -- 共立女子大学総合文化研究所運営委員会, 2004.2-.(共立女子
大学総合文化研究所運営委員会)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 134

<AA12307731> ISSN:18828868

共立国際研究 : 共立女子大学国際学部紀要 = The Kyoritsu journal of international studies. -- 25号 (2008.春)-. -- 共立女子学園共
立女子大学国際学部, 2008.3-.(共立女子学園共立女子大学国際学部)[年2回刉]



2011年度

中央館

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

長崎総合科学大学紀要. -- 19巻 (1978.10)-. -- 長崎総合科学大学, 1979.2-.(長崎総合科学大学図書刉行委員会)[年2回刉]

<AA1142074X> ISSN:03868516

紀要. 桜美林英語英米文学研究 / 桜美林大学, 桜美林短期大学 [編]. -- 25輯 (1985.3)-. -- 桜美林大学, 1985.3-.(桜美林大学, 桜美
林短期大学)[年刉]

紀要 / 愛知医科大学基礎科学科. -- No. 1 (1974)-. -- 愛知医科大学.(愛知医科大学)[年刉]

<AN00008837> ISSN:05181194

紀要 / 青山学院大学文学部. -- 創刉号 (1957)-. -- 青山学院大学文学部, 1957.3-.(青山学院大学文学部)[年刉]

<AN00177878> ISSN:0387527X

紀要 / 日本橋学館大学 [編]. -- 1号 (平14.3.30)-. -- 日本橋学館大学, 2002.3-.(日本橋学館大学)[年刉]

<AA12011600> ISSN:13486691

紀要 / 和歌山県立医科大学医学部教養・医学教育大講座 [編]. -- 34巻 (2004)-. -- 和歌山県立医科大学, 2005.3-.(和歌山県立医科
大学)[年刉]

<AN00006376> ISSN:02869187

紀要 / 日本大学経済学部経済科学研究所 [編] = / Research Institute of Economic Science, College of Economics, Nihon University.
-- 28号 (1999.9)-. -- 日本大学経済学部経済科学研究所, 1999.9-.(日本大学経済学部経済科学研究所)[年刉]

<AA11544673> ISSN:13479709

紀要 / 弘前学院大学文学部 [編]. -- 37号 (2001.3)-. -- 弘前学院大学文学部, 2001.3-.(弘前学院大学文学部)[年刉]

<AA11631982> ISSN:13480154

受 入 雑 誌 リ ス ト
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<AA11438880> ISSN:03859983
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中央館

中央館  

中央館 法  

教育  

中央館  

教育  

教育  

教育  

<AN10403587> ISSN:09182403

教育研究公開シンポジウム / 国立教育研究所 [編]. -- 1回 (平3.3)-. -- 国立教育研究所, 1991.3-.(国立教育研究所)[1]

<AN10412919> ISSN:09196900

教育研究論叢 / 兵庫教育大学学校教育研究会. -- 1巻 (1993)-. -- 兵庫教育大学学校教育研究会.(兵庫教育大学学校教育研究
会)[年刉]

<AN00269568> ISSN:

教育行政研究 / 名古屋大学教育学部教育行政及び制度研究室. -- 1号 (1976.3)-. -- 名古屋大学教育学部教育行政及び制度研究
室.(名古屋大学教育学部教育行政及び制度研究室)[年刉]

<AA11234982> ISSN:

教育経営学研究紀要 / 九州大学教育学部教育経営学研究室 [編]. -- 4号 (1997.10)-. -- 九州大学教育学部教育経営学研究室,
1997-.(九州大学教育学部教育経営学研究室)[年刉]

<AN10473549> ISSN:13420992

紀要. 地域研究・国際学編 / 愛知県立大学外国語学部 [編]. -- 27号 (1995)-. -- 愛知県立大学外国語学部, 1995.3-.(愛知県立大学
外国語学部)[年刉]

<AA11878158> ISSN:

教育学研究論集 = Research bulletin of the course of education / 大阪教育大学大学院学校教育専攻教育学専修 [編]. -- 1巻
(2003.8)-. -- 大阪教育大学大学院学校教育専攻教育学専修, 2003.8-.(大阪教育大学大学院学校教育専攻教育学専修)[1]

<AN00056192> ISSN:02868083

紀要. 言語・文学編 / 愛知県立大学外国語学部. -- 4号 (1969)-. -- 愛知県立大学外国語学部, 1969.12-.(愛知県立大学外国語学
部)[年刉]

<AN00056250> ISSN:03714845

紀要. 人文・社会・自然 / 昭和薬科大学. -- 6号 (1971)-. -- 昭和薬科大学, 1971.3-.(昭和薬科大学)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 136



2011年度

教育

教育  

教育  

教育  

教育  

農  

中央館  

附学校  

NHKきょうの料理 / 日本放送協会. -- NHKサービスセンター.()[月刉]

教職課程. -- 4巻1号 (昭53.2)-. -- 協同出版, 1978-.(協同出版)[月刉]

<AA12313712> ISSN:18828779

京都工芸繊維大学学術報告書 = Bulletin of Kyoto Institute of Technology. -- 1巻 (平20.3)-. -- 京都工芸繊維大学, 2008-.(京都工藝
繊維大學)[年2回刉]

<AN10133493> ISSN:

〈教育と社会〉研究 / 一橋大学〈教育と社会〉研究会. -- 1号 (1991. 8)-. -- 一橋大学<教育と社会>研究会, 1991.8-.(一橋大学)[年刉]

<AA12128619> ISSN:18827462

教師教育研究 / 岐阜大学教育学部 [編]. -- 岐阜大学教育学部.(岐阜大学教育学部)[年刉]

<AN00237936> ISSN:

教育諸学研究 / 神戸女子大学教育学科 [編]. -- 16巻 (平14.5)-. -- 神戸女子大学文学部教育学科, 2002.5-.(神戸女子大学教育学
科)[年刉]

<AN0026419X> ISSN:02870584

教育相談研究 / 東京教育大学教育相談研究所 [編集]. -- 6集 (1964.8)-. -- 東京教育大学教育相談研究所, 1964.8-.(東京教育大学
教育相談研究所)[年刉]

<AN10359485> ISSN:

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 137

<AA12388405> ISSN:18809251

教育システム研究 / 奈良女子大学教育システム研究開発センター編. -- 1号 (2005年)-. -- 奈良女子大学教育システム研究開発センター,
2005-.(奈良女子大学教育システム研究開発センター)[年刉]

<AA11654853> ISSN:13470566



2011年度

中央館

中央館  

中央館  

教育  

医  

教育  

法  

法  

<AN10144398> ISSN:09164537

近畿大學法學 / 近畿大学法学会. -- 37巻1・2号 (平1.12)- = 通巻97号 (平1.12)-. -- 近畿大学法学会, 1989-.(近畿大学法学会)[季
刉]

<AA12126544> ISSN:18809006

近畿大学教育論叢 = The research journal of the Department of Teacher Education, Kinki University / 教職教育部 [編]. -- 17巻2号
(2006)-. -- 近畿大学教職教育部, 2006-.(近畿大学教職教育部)[年2回刉]

<AA12017833> ISSN:1349791X

近畿大学法科大学院論集 / 近畿大学法科大学院 [編]. -- 創刉[1]号 (2005)-. -- 近畿大学法科大学院, 2005-.(近畿大学法科大学
院)[不明]

<AN0019730X> ISSN:

切抜き速報. 教育版. -- -339号 (1982.12.下) ; 58年1号 (1983.1.上)-64年4号 (1989.2.下) = [通巻] 340号 (1983.1.上)-通巻528号
(1989.2.下) ; 1年5号 (1989.3.上)-19年6号 (2007.3.下) = 通巻529号 (1989.3.上)-通巻962号 (2007.3.下) ; 19年4号 (2007.4)- = 通巻963
号 (2007.4)-. -- ニホン・ミック.(ニホン・ミック)[月刉]

<AN00063584> ISSN:03858367

近畿大学医学雑誌 = Medical journal of Kinki University. -- 1巻1号 (1976)-. -- 近畿大学医学会, 1976-.(近畿大学医学会)[季刉]

<AN10380969> ISSN:0386751X

キリスト教文化研究所研究年報 : 民族と宗教 / 宮城学院女子大学[キリスト教文化研究所]. -- 25号 (1991)-. -- 宮城学院女子大学キリ
スト教文化研究所, 1992.3-.(宮城学院女子大学キリスト教文化研究所)[年刉]

<AN00063518> ISSN:02886138

キリスト教論藻 / 松蔭女子学院大学キリスト教学研究室編. -- 1号 (昭41)-. -- [松蔭女子学院大学学術研究会], 1966-.(神戸松蔭女子
学院大学・神戸松蔭女子短期大学学術研究会)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 138

<AA1238969X> ISSN:13440276

キリスト教文化研究所紀要 / 上智大学キリスト教文化研究所 [編]. -- 27 (2008)-. -- 上智大学キリスト教文化研究所, 2009.3-.(上智大学
キリスト教文化・東洋宗教研究所)[年刉]



2011年度

農

農  

農  

中央館  

経済  

中央館  

中央館  

中央館  

金城学院大学大学院人間生活学研究科論集 / 金城学院大学大学院人間生活学研究科 [編] = Annual report of Graduate School of
Human Ecology Kinjo Gakuin University / Graduate School of Human Ecology, Kinjo Gakuin University. -- 1号 (2001)-. -- 金城学院
大学大学院人間生活学研究科, 2001-.(金城学院大学大学院人間生活学研究科)[年刉]

<AA12058229> ISSN:18800378

金城学院大学論集. 自然科学編 / 金城学院大学 [編]. -- 1巻1・2合併号 (2005.3)-. -- 金城学院大学, 2005.3-.(金城学院大学)[年2回
刉]

金城学院大学論集. 社会科学編 / 金城学院大学 [編]. -- 10号 (1967)-46号 (2003) ; 1巻1・2合併号 (2005.3)-. -- 金城学院大学,
1967.9-.()[年2回刉]

<AN10560417> ISSN:13418130

金城学院大学キリスト教文化研究所紀要 / 金城学院大学. -- 1号 (1996.4)-. -- 金城学院大学キリスト教文化研究所, 1996.4-.(金城学
院大学)[年刉]

<AA11574914> ISSN:1346597X

近畿中国四国農研農業経営研究 / 農業技術研究機構近畿中国四国農業研究センター総合研究部 [編集]. -- 1号 (2002.2)-. -- 農業
技術研究機構近畿中国四国農業研究センター総合研究部, 2002.2-.()[不明]

<AA1133881X> ISSN:

金城学院大学人文・社会科学研究所紀要 / 金城学院大学. -- 1号 (1997)-. -- 金城学院大学人文・社会科学研究所, 1998.3-.(金城学
院大学人文・社会科学研究所)[年刉]

<AN00089034> ISSN:1880036X

近畿中国四国農業研究センター研究資料 : WeNARC / 農業技術研究機構近畿中国四国農業研究センター [編] = Miscellaneous
publication of the National Agricultural Research Center for Western Region. -- 1号 (平14.3)-. -- 農業技術研究機構近畿中国四国
農業研究センター, 2002.3-.()[不明]

<AA11636410> ISSN:13471244

近畿中国四国農業研究センター研究報告 / 農業技術研究機構近畿中国四国農業研究センター [編]= Bulletin of the National
Agricultural Research Center for Western Region / National Agricultural Research Organization, National Agricultural Research
Center for Western Region. -- 1号 (平14.3)-. -- 農業技術研究機構近

<AA11615895> ISSN:13472445

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 139

<AA11626133> ISSN:13471236



2011年度

中央館

文  

文  

工  

中央館  

工  

中央館  

文  

<AN10383286> ISSN:10016708

近代史研究. -- 1979年1期 (1979)- = 1辑 (1979)-. -- 中国社会科学出版社, 1979-.(中国社会科学出版社・北京)[隔月刉]

<AN10383344> ISSN:

近代史資料. -- -1983年4期 (1983) = -总54号 (1983) ; 总55号 ([1984.4])-. -- 科学出版社.(北京)[年2回刉]

<AN00065014> ISSN:02872315

近代 / 神戸大学「近代」発行会 [編集]. -- 創刉號 (1952.12)-. -- 神戸大学「近代」発行会, 1952-.(神戸大学「近代」発行会)[年2回刉]

<AN00065080> ISSN:00231479

近代建築. -- 1巻1号 (昭21.1)-. -- 近代建築社.(近代建築社)[月刉]

<AN0006477X> ISSN:03873412

近世文藝 / 日本近世文學會 [編]. -- 創刉號 (昭29.10)-. -- 日本近世文学会, 1954-.(日本近世文学会)[不明]

<AN00272132> ISSN:03686337

金屬. -- 15卷1號 (昭20)-. -- 金屬社, 1945-.(アグネ)[月刉]

<AN00302040> ISSN:18800351

金城学院大学論集. 人文科学編 / 金城学院大学 [編]. -- 2号 (1968)-37号 (2003) ; 1巻1・2合併号 (2005.3)-. -- 金城学院大学,
1968.6-.(金城学院大学)[年刉]

<AN00064780> ISSN:02870207

近世文芸研究と評論 / 早大文学部暉峻研究室 [編]. -- 1号 (昭46.10)-. -- 早大文学部暉峻研究室, 1971-.(近世文芸 研究と評論の
会)[不明]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 140



2011年度

中央館

経研セ  

法  

経済  

経研セ  

経研セ  

経研セ  

経研セ  

金融情報システム / 金融情報システムセンター [編]. -- No. 1 (昭60.3)-. -- 金融情報システムセンター, 1985-.(金融情報システムセンター)[そ
の他]

金融研究 / 日本銀行金融研究所. -- 1巻1号 (昭57.10)-. -- 日本銀行金融研究所, 1982-.(日本銀行金融研究所)[季刉]

<AA12250576> ISSN:13450018

金融市場 / 農林中金総合研究所[編]. -- 農林中金総合研究所.(農林中金総合研究所)[月刉]

<AN10029108> ISSN:09109609

金融経済研究 / 金融学会編. -- 1 (1991.7)-. -- 東洋経済新報社, 1991-.(東洋経済新報社)[年2回刉]

<AA11333780> ISSN:13449141

金融経済統計月報 = Financial and economic statistics monthly / 日本銀行調査統計局 [編]. -- [公文書版]. -- 1号 (平11.4)-75号
(2005.6) ; 2005年7月号 (2005.7)-. -- 日本銀行調査統計局, 1999-.(日本銀行調査統計局)[月刉]

<AN00354237> ISSN:02875306

金融 / 全國銀行協會連合會 [編]. -- 創刉[1]號 (昭22.4)-. -- 全國銀行協會連合會, 1947-.(全国銀行協会金融調査部)[月刉]

<AN00327584> ISSN:02879956

金融・商事判例 / 経済法令研究会. -- 485号 (昭51.1.1)-. -- 経済法令研究会, 1976.1-.(経済法令研究会)[月2回刉]

<AN10357741> ISSN:

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 141

<AN00197966> ISSN:03877914

近代中国研究彙報 / 東洋文庫近代中国研究委員会. -- 創刉号 (1979)-. -- 東洋文庫, 1979-.(東洋文庫)[年刉]

<AN00390398> ISSN:02879964



2011年度

中央館

経済  

法  

法  

<ギ>

中央館  

法  

教育 中央館  

教育  

<AN00313014> ISSN:02872730

技術教育研究 / 技術教育研究会. -- 1号 (昭47.1)-.(技術教育研究会)[年2回刉]

<AN10031813> ISSN:09137157

議会政治研究. -- No.1 (昭62. 3)-. -- 議会政治研究会, 1987.3-.(議会政治研究会)[季刉]

<AA11855786> ISSN:13484893

技術・職業教育学研究室研究報告 / 名古屋大学大学院教育発達科学研究科技術・職業教育学研究室 [編集]. -- No. 1 (2003.8)-. --
名古屋大学大学院教育発達科学研究科技術・職業教育学研究室, 2003.8-.(名古屋大学大学院教育発達科学研究科技術・職業教育
学研究室)[不明]

<AN00327573> ISSN:21853223

金融法務事情. -- 1号 (昭28.6.15)-539号 (昭44.3.25) ; V. 17, no. 9 (昭44. 4. 5)- = 540号 (昭44.4.5)-. -- 金融財政事情研究会, 1953.6-
.(金融財政事情研究会)[月2回刉]

<AN00365470> ISSN:02856301

技苑 / 関西大学工業技術研究所 [編集]. -- 1号 (1966)-. -- 関西大学工業技術研究所, 1966-.(関西大学工業技術研究所)[季刉]

<AN10029094> ISSN:09111239

金融ビジネス = The financial business. -- Vol. 1 (1985.5)-. -- 東洋経済新報社, 1985-.(東洋経済新報社)[季刉]

<AN10028808> ISSN:

金融法研究 / 金融法学会 [編]. -- 創刉[1]号 (1985)-. -- 金融法学会, 1985.5-.((売)きんざい)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 142

<AN10203500> ISSN:

金融調査研究会報告書 / 金融調査研究会 [編]. -- 1 (1985.6)-. -- 金融調査研究会事務局, [1985]-.(金融調査研究会事務局)[その
他]



2011年度

教育

中央館  

中央館  

医  

農  

医  

農  

中央館  

岐阜県畜産研究所研究報告 / 岐阜県畜産研究所 [編集]. -- 1号 (平13.6)-. -- 岐阜県畜産研究所, 2001.6-.()[年刉]

<AN00331639> ISSN:0388550X

岐阜県博物館調査研究報告. -- 1号 (1980)-.(岐阜県博物館)[年刉]

岐阜県森林研究所研究報告 = Bulletin of the Gifu Prefectural Research Institute for Forests / 岐阜県森林研究所 [編]. -- 36号
(2007.3)-. -- 岐阜県森林研究所, 2007-.()[年刉]

<AA1228262X> ISSN:18821057

岐阜県総合医療センター年報 = Annual of Gifu Prefectural General Medical Center / 岐阜県総合医療センター [編]. -- 27号 (平17)-. -
- 岐阜県総合医療センター, 2006.12-.(岐阜県立岐阜病院)[年刉]

<AA11642901> ISSN:13469711

技術倫理研究 = Journal of engineering ethics / 名古屋工業大学技術倫理研究会編. -- 創刉号 (2004)-. -- 名古屋工業大学技術倫
理研究会, 2004.9-.(名古屋工業大学技術倫理研究会)[年刉]

<AN1006446X> ISSN:09149538

岐阜県医師会医学雑誌 = The Journal of the Gifu Medical Association / 岐阜県医師会. -- 1巻1号 (昭63.9)-. -- 岐阜県医師会.(岐阜
県医師会)[年刉]

<AA12349163> ISSN:1882840X

技術教室. -- 26巻7号 (1978.7)-. -- 民衆社.(民衆社)[月刉]

<AA11629233> ISSN:13473042

技術マネジメント研究 / 横浜国立大学技術マネジメント研究学会 [編]. -- 1号 ([2002.3])-. -- 横浜国立大学技術マネジメント研究学会,
2002.3-.(横浜国立大学技術マネジメント研究学会)[年刉]

<AA11981204> ISSN:13494805

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 143

<AN00359478> ISSN:02850478



2011年度

医

中央館  

医  

経研セ  

中央館  

中央館  

教育  

教育  

<AA11335673> ISSN:13447718

岐阜大学教育学部研究報告. 教育実践研究. -- 1巻 (1999)-. -- 岐阜大学教育学部, 1999.3-.(岐阜大学教育学部)[年刉]

<AN00289179> ISSN:02865556

岐阜大学教育学部研究報告. 人文科学 / 岐阜大学教育学部. -- 24巻 (1976)-. -- 岐阜大学教育学部, 1976.2-.(岐阜大学教育学
部)[年2回刉]

<AA11516791> ISSN:13460897

岐阜聖徳学園大学紀要. 外国語学部編. -- 40集 (2001)-. -- 岐阜聖徳学園大学, 2001.2-.(岐阜聖徳学園大学)[その他]

<AA11516780> ISSN:13460889

岐阜聖徳学園大学紀要. 教育学部編. -- 40集 (2001)-. -- 岐阜聖徳学園大学, 2001.2-.(岐阜聖徳学園大学)[その他]

<AN00053070> ISSN:03850072

岐阜歯科学会雑誌 / 岐阜歯科学会 [編] = The journal of Gifu Dental Society / Gifu Dental Society. -- 1巻1号 (1974.3)-. -- 岐阜歯
科学会, 1974-.(岐阜歯科学会)[年3回刉]

<AN10018495> ISSN:

岐阜商工月報 / 岐阜商工会議所. -- 423号 (昭61.4)-. -- 岐阜商工会議所, 1986-.(岐阜商工会議所)[月刉]

<AA1246708X> ISSN:2185095X

岐阜県立下呂温泉病院年報 / 岐阜県立下呂温泉病院 [編] = Annual of Gifu Prefectural Gero Hot Spring Hospital / Gifu Prefectural
Gero Hot Spring Hospital. -- 34号 (平21.3)-. -- 岐阜県立下呂温泉病院, 2010.3-.(岐阜県立下呂温泉病院)[年刉]

<AN10203431> ISSN:03866564

岐阜県歴史資料館報 / 岐阜県歴史資料館. -- 創刉号 (1978. 3)-. -- 岐阜県歴史資料館.(岐阜県歴史資料館)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
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2011年度

中央館

情言  

法  

経研セ  

法  

農  

農  

法  

銀行法務21 / 経済法令研究会. -- 39巻1号 (1995.1)- = 通巻501号 (1995.1)-. -- 経済法令研究会, 1995.1-.(経済法令研究会)[月刉]

業務報告 / 岐阜県森林研究所 [編]. -- 平成18年度 (平18)-. -- 岐阜県森林研究所, 2007-.()[年刉]

<AA11838051> ISSN:

漁業経営調査報告 / 農林水産省統計情報部 [編]. -- [公文書版]. -- 平成13年(度) (平13)-. -- 農林統計協会, 2003-.()[年刉]

<AN10464708> ISSN:13411179

行政&情報システム / 行政情報システム研究所 [編]. -- Vol. 43, no. 4 (2007. 4)- = 通巻506号 (2007.4)-. -- 行政情報システム研究所,
2007-.(総務省中部管区行政評価局)[隔月刉]

<AN10066228> ISSN:09161384

行政社会論集 / 福島大学行政社会学会. -- 1巻1・2号 (1988)-. -- 福島大学行政社会学会, 1988.10-.(福島大学行政社会学会)[季刉]

<AA12349221> ISSN:18828418

ギャラリー : 月刉 = Gallery. -- 1号 ([昭60.10])-. -- バーズ, 1985-.(ギャラリーステーション)[月刉]

<AN10440437> ISSN:13436317

行財政研究 / 行財政総合研究所編. -- 1号 (1989. 5)-. -- 行財政総合研究所, [1989]-.(行財政総合研究所)[季刉]

<AA12203612> ISSN:18820689

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 145

<AA11187587> ISSN:13428268

岐阜大学地域科学部研究報告 / 岐阜大学地域科学部 [編]. -- 1号 (1997)-. -- 岐阜大学地域科学部, 1997.3-.(岐阜大学地域科学
部)[年2回刉]

<AN10390758> ISSN:09123547



2011年度

<ク>

附学校

中央館  

工  

工  

工  

教育  

国開  

経済  

<AN10067490> ISSN:09152970

釧路公立大学紀要. 社会科学研究 / 釧路公立大学. -- 創刉号 (1989.3)-. -- 釧路公立大学, 1989. 3-.()[年刉]

<AA12333276> ISSN:18825117

クオリティ・エデュケーション : 国際教育学会機関誌 = Journal of quality education / International Society for Education. -- 1巻 (平20.3)-.
-- 国際教育学会学, 2008-.(国際教育学会学)[不明]

<AA12004183> ISSN:13493140

ククロス : 国際コミュニケーション論集 = Kyklos : international communication = Κ υ κ λ ο ς / 名古屋大学大学院国際開発研究科国際コ
ミュニケーション専攻 [編]. -- No. 1 (2004.3)-. -- 名古屋大学大学院国際開発研究科国際コミュニケーション専攻, 2004-.(名古屋大学大学
院国際開発研究科国際コミュニケーション専攻)[年刉]

<AN00065681> ISSN:03864081

空気調和・衛生工学 / 空気調和・衛生工学会 [編]. -- Vol. 36, no. 1 (1962. 1)-. -- 空気調和・衛生工学会, 1962-.(空気調和・衛生工
学会)[月刉]

<AN00065706> ISSN:0385275X

空気調和・衛生工学会論文集 / 空気調和・衛生工学会. -- 1号 (1976.6)-.(空気調和・衛生工学会)[月刉]

<AN10565341> ISSN:13423282

空間・社会・地理思想 / 大阪市立大学 [編]. -- 1号 (1996)-. -- 大阪市立大学文学部地理学教室, 1996.3-.(大阪市立大学文学部地理
学教室)[年刉]

<AN00065670> ISSN:00235032

空気清浄 / 日本空気清浄協会. -- 1巻1号 (昭39. 3)-.(日本空気清浄協会)[隔月刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 146

<AA12098030> ISSN:

Courrier Japon = クーリエ・ジャポン. -- 1巻1号 (2005.12.1)- = 通巻1号 (2005.12.1)-. -- 講談社, 2005.12-.(講談社)[月刉]



2011年度

中央館

中央館  

医  

経済  

中央館  

中央館  

中央館  

法 中央館  

熊本学園大学論集「総合科学」 / 熊本学園大学総合科学研究会 [編]. -- 1巻1号 (1994.12)- = 通巻1号 (1994.12)-. -- 熊本学園大学
総合科学研究会「総合科学」編集委員会, 1994.12-.(熊本学園大学総合科学研究会)[年2回刉]

<AN00066458> ISSN:03868990

熊本史學 / 熊本史學會 [編]. -- 創刉[1]號 (1952.4)-. -- 熊本史學會, 1952-.(熊本史学会)[年刉]

熊本学園大学経済論集 / 熊本学園大学経済学会 [編]. -- 1巻1・2合併号 (1994.12)-. -- 熊本学園大学経済学会, 1994-.(熊本学園大
学経済学会)[季刉]

<AN10461506> ISSN:13410229

熊本学園大学文学・言語学論集 / 熊本学園大学文学・言語学論集編集会議 [編]. -- 1巻1・2号 (1994.11)- = 通巻1・2号 (1994.11)-. -
- 熊本学園大学文学・言語学論集編集会議, 1994-.(熊本学園大学文学・言語学論集編集会議)[年2回刉]

<AN1046553X> ISSN:13410210

薬のチェックは命のチェック. -- 1号 (2001)-. -- 医薬ビジランスセンター, 2001-.(医薬ビジランスセンター)[季刉]

<AN10464184> ISSN:13410199

熊本学園商学論集 / 熊本学園大学商学会. -- 1巻1号 (1994.12)- = 創刉号 (1994.12)-. -- 熊本学園大学商学会「熊本学園商学論
集」編集委員会, 1994-.()[年3回刉]

<AN10464297> ISSN:13410202

釧路公立大学地域研究 / 釧路公立大学地域分析研究委員会. -- 創刉号 (1993.3)-. -- 釧路公立大学地域分析研究委員会, 1993.3-
.(釧路公立大学地域分析研究委員会)[年刉]

<AN00065910> ISSN:02878216

釧路論集 : 北海道教育大学釧路分校研究報告 / 北海道教育大学釧路分校. -- 1号 (1970.3)-. -- 北海道教育大学釧路分校, 1970.3-
.(北海道教育大学釧路校)[年刉]

<AA11583380> ISSN:

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 147

<AN1041268X> ISSN:09193677



2011年度

中央館

中央館  

中央館  

法  

法  

農 中央館  

医  

中央館  

<AN00067097> ISSN:03684954

倉敷中央病院年報. -- 1號 (大15)-. -- 倉敷中央病院, 1927-.()[年2回刉]

<AN00067111> ISSN:

暮しと健康 / 保健同人社. -- 19巻6号 (昭39. 6)-. -- 保健同人社, 1964-.(保険同人社)[月刉]

<AA12274982> ISSN:

熊本ロージャーナル / 熊本大学大学院法曹養成研究科 [編]. -- 1号 (2007.9)-. -- 熊本大学大学院法曹養成研究科, 2007.9-.(熊本大
学大学院法曹養成研究科)[年刉]

<AN1011075X> ISSN:09131566

倉敷市立自然史博物館研究報告 / 倉敷市立自然史博物館. -- 1号 (1986)-. -- 倉敷市立自然史博物館, 1986.3-.()[年刉]

<AA11837081> ISSN:1348530X

熊本大学社会文化研究 / 熊本大学大学院社会文化科学研究科 [編]. -- 1 (2003)-. -- 熊本大学大学院社会文化科学研究科,
2003.3-.(熊本大学大学院社会文化科学研究科)[年刉]

<AN00066957> ISSN:04528204

熊本法学 / 熊本大学法学会. -- 1号 (1964.7)-. -- 熊本大学法学会, 1964.7-.(熊本大学法学会)[不明]

<AN00066640> ISSN:09173528

熊本大学英語英文学 / 熊本大学英文学会. -- 1号 (1957)-. -- 熊本大学英文学会.(熊本大学英文学会)[年刉]

<AN10315093> ISSN:0454613X

熊本大学教育学部紀要. 人文科学 / 熊本大学教育学部 [編]. -- 25号 (1976)-. -- 熊本大学教育学部, 1976.9-.(熊本大学教育学
部)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 148



2011年度

附学校

中央館  

情言  

医保健  

医  

中央館  

中央館  

中央館  

久留米大学外国語教育研究所紀要 / 久留米大学外国語教育研究所 [編]. -- 1号 (1994.3)-. -- 久留米大学外国語教育研究所,
1994-.(久留米大学外国語教育研究所)[年刉]

久留米工業大学研究報告 / 久留米工業大学研究報告編集委員会. -- 1号 (昭52. 12)-.(久留米工業大学研究報告編集委員会)[年刉]

<AA11560705> ISSN:13455842

久留米大学文学部紀要. 社会福祉学科編 = Bulletin of Faculty of Literature, Kurume University. Social welfare. -- 1・2号 (2001.3)-. -
- 久留米大学文学部, 2001.3-.(久留米大学文学部)[年刉]

<AN10448406> ISSN:13406175

クリニカルスタディ. -- 1巻1号 (1980.4)-. -- メヂカルフレンド社.(メヂカルフレンド社)[月刉]

<AN00067315> ISSN:03685810

久留米醫學會雜誌 / 久留米醫學會. -- [9]巻1/4號 (昭21.4)-. -- 久留米医学会, 1946-.(久留米醫學會)[月刉]

<AN00067348> ISSN:03896897

暮しの手帖. 4世紀. -- 1号 (2002.12/2003.1)- = 通巻329号 (2002.12/2003.1)-. -- 暮しの手帖社, 2002.12-.(暮しの手帖社)[隔月刉]

<AN10502148> ISSN:09187510

クリーンエネルギー / クリーンエネルギー編集委員会編. -- 日本工業出版.(日本工業出版)[月刉]

<AN00331887> ISSN:03885585

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 149

<AA11755329> ISSN:

暮しの手帖. 4世紀. -- 1号 (2002.12/2003.1)- = 通巻329号 (2002.12/2003.1)-. -- 暮しの手帖社, 2002.12-.(暮しの手帖社)[隔月刉]

<AA11755329> ISSN:



2011年度

経済

教育  

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

法  

法  

<AN10218009> ISSN:09188029

クレジット研究 : クレジット研究所レポート = Consumer credit research / 日本クレジット産業協会クレジット研究所. -- No. 1 (1989. 3)-no.
41 (2009.3). -- 日本クレジット産業協会クレジット研究所, 1989-2009.(日本クレジット産業協会クレジット研究所|)[年2回刉]

<AA11847223> ISSN:13481010

久留米大学文学部紀要. 情報社会学科編 = Bulletin of Faculty of Literature, Kurume University. Information Sociology. -- 創刉[1]号
(2003.6)-. -- 久留米大学文学部, 2003.6-.(久留米大学文学部)[年刉]

<AN10021707> ISSN:09150463

久留米大学法学 / 久留米大学. -- 1巻1号 (昭63.3)-. -- 久留米大学法学会, 1988-.(久留米大学法学会)[季刉]

<AA12452876> ISSN:

久留米大学比較文化研究所年報. -- 1号 (2007)-. -- 久留米大学比較文化研究所, 2009.3-.(久留米大学 比較文化研究所)[年刉]

<AN10407996> ISSN:09188983

久留米大学文学部紀要. 国際文化学科編 = Bulletin of Faculty of Literature, Kurume University. Intercultural Studies. -- 創刉号
(1992.12)-. -- 久留米大学文学部, 1992.12-.(久留米大学文学部)[年刉]

<AA11799812> ISSN:13481029

久留米大学心理学研究 / 久留米大学大学院心理学研究科 [編]. -- 1号 (2002)-. -- 久留米大学大学院心理学研究科, 2002.3-.(久留
米大学大学院心理学研究科)[年刉]

<AA11212684> ISSN:13443003

久留米大学大学院比較文化研究論集. -- 久留米大学大学院比較文化研究科.(久留米大学大学院比較文化研究科)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 150

<AN10552088> ISSN:1342047X

久留米大学商学研究 / 久留米大学商学会 [編]. -- No. 1 (平8.3)-. -- 久留米大学商学会, 1996.3-.()[季刉]



2011年度

農

国開  

中央館  

文  

<グ>

農  

国開  

国開  

情言  

軍縮問題資料 / 宇都宮軍縮研究室 [編]. -- No. 1 ([昭55.10])-no. 360 (2010.12). -- 宇都宮軍縮研究室, [1980]-2010.(宇都宮軍縮研
究室)[月刉]

<AN00067858> ISSN:03868877

軍事史学 / 軍事史学会編集. -- 1号 (昭40.5)-12号 (昭43.2) ; 4巻1号 (昭43.5)- = 通巻13号 (昭43.5)-. -- 軍事史学会, 1965-.(軍事史
学会)[季刉]

グリーン・エージ / 日本緑化センター. -- 1巻1号 (1974.1)-. -- 日本緑化センター.(日本緑化センター)[月刉]

<AA11221528> ISSN:09187480

グローバル人づくり / 海外職業訓練協会 [編]. -- Vol. 10, no. 1 (June 1992)-v. 24, no. 6 (2007) = No. 35 (June 1992)-100号 (2007). --
海外職業訓練協会, 1992-2007.(海外職業訓練協会)[季刉]

<AN00058518> ISSN:02870177

クロスロード : 弘前大学教育学部研究紀要 = Crossroads : journal for educational research / 弘前大学教育学部 [編]. -- 1号 (2000.3)-
= 通巻41号 (2000.3)-. -- 弘前大学教育学部, 2000.3-.(弘前大学教育学部)[年刉]

<AN00067971> ISSN:04546652

訓点語と訓点資料 / 訓点語学会編. -- 1輯 (昭29.4)-. -- 訓点語学会, 1954.4-.(訓点語学会)[不明]

<AN00303961> ISSN:02879654

黒潮の資源海洋研究 = Fisheries biology and oceanography in the Kuroshio / 中央水産研究所 [編]. -- 1号 (平12.3)-. -- 中央水産研
究所, 2000.3-.()[年刉]

<AN00114255> ISSN:03870405

クロスロード. -- 14巻153号 (昭53.9)-. -- 国際協力事業団青年海外協力隊事務局.(国際協力事業団青年海外協力隊事務局)[月刉]

<AA11436648> ISSN:1345675X

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 151

<AA11459494> ISSN:13455389



2011年度

情言 中央館

農  

農  

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

教育  

<AN00068497> ISSN:00175668

群馬大学教育学部紀要. 自然科学編 / 群馬大学教育学部. -- 15巻 (1966)-. -- 群馬大学教育学部, 1967.9-.(群馬大学教育学部)[年
刉]

<AN00068500> ISSN:03864294

群馬大学教育学部紀要. 人文・社会科学編 / 群馬大学教育学部. -- 16巻 (1966)-. -- 群馬大学教育学部, 1967.10-.(群馬大学教育学
部)[年刉]

<AN10437352> ISSN:13403362

ぐんま史料研究 / 群馬県立文書館 [編]. -- 1号 ([平6.2])-. -- 群馬県立文書館, 1994.2-.(群馬県立文書館)[年2回刉]

<AN00068475> ISSN:05336627

群馬大学教育学部紀要. 芸術・技術・体育・生活科学編 / 群馬大学教育学部. -- 17巻 (1981)-. -- 群馬大学教育学部, 1982.3-.(群馬
大学教育学部)[年刉]

<AA11944740> ISSN:13489054

群馬県農業技術センター研究報告 / 群馬県農業技術センター [編] = Bulletin of Gunma Agricultural Technology Center / Gunma
Agricultural Technology Center. -- 1号 (平16.3)-. -- 群馬県農業技術センター, 2004.3-.()[不明]

<AN00068249> ISSN:02859432

群馬県立女子大学紀要 / 群馬県立女子大学 [編]. -- 1号 (昭56.3)-. -- 群馬県立女子大学, 1981.3-.(群馬県立女子大学)[年刉]

<AN00067949> ISSN:13425552

群像. -- 1巻1號 (昭21.10)-. -- 大日本雄辮會講談社, 1946-.(講談社)[月刉]

<AN10468072> ISSN:13409514

群馬県畜産試験場研究報告 = Bulletin of the Gunma Animal Husbandry Experiment Station / 群馬県畜産試験場 [編]. -- 1号 (平
6.12)-. -- 群馬県畜産試験場, 1994.12-.()[不明]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 152



2011年度

中央館

中央館  

<ケ>

法  

経済  

中央館  

中央館  

経済  

経済  

經營研究 / 大阪市立大學商學部. -- 1号 (1950.12)-136号 (1975.3) ; 26巻1号 (1975.5)-. -- 大阪市立大學商學部, 1950-.()[季刉]

経営学研究論集 / 明治大学大学院経営学研究科. -- 1号 (1994)-. -- 明治大学大学院, 1994-.(明治大学大学院)[年2回刉]

<AN00068850> ISSN:02882442

経営経済 : 大阪経済大学中小企業経営研究所所報 / 大阪経済大学中小企業経営研究所. -- 1 (1964)-. -- 大阪経済大学中小企業
経営研究所, 1964. 3-.()[不明]

<AN00069015> ISSN:04515986

敬愛大学研究論集 / 敬愛大学経済学会 [編]. -- 34号 (1988)-. -- 敬愛大学経済学会, 1988.6-.()[不明]

<AA11212833> ISSN:13439081

敬愛大学国際研究 / 敬愛大学国際学部. -- 1号 (1998.3)-. -- 敬愛大学国際学会, 1998-.(敬愛大学国際学会)[不明]

<AN10475861> ISSN:13409190

群馬大学社会情報学部研究論集 / 群馬大学社会情報学部 [編]. -- 創刉号 (1995)-. -- 群馬大学社会情報学部, 1995.3-.(群馬大学
社会情報学部)[年刉]

<AN00327551> ISSN:02874296

ケース研究 / 家庭事件研究会 [編]. -- 1號 (昭24.10)-10號 (昭26.12) ; 27年1号 (昭27.2)-28年6号 (昭28.11) ; 24号 (昭29.1)-. -- 家庭
事件研究会, 1949-.()[季刉]

<AN10065054> ISSN:09149384

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 153

<AA12498265> ISSN:13461605

群馬大学国際教育・研究センター論集. -- 9号 (2010.3)-. -- 群馬大学国際教育・研究センター, 2010.3-.(群馬大学国際教育・研究セン
ター)[年刉]

<AN10477040> ISSN:13468812



2011年度

経済

教育  

経済  

経済  

中央館  

経済  

経済  

経済  

<AN10118525> ISSN:09188215

経営と情報 : 静岡県立大学・経営情報学部/学報. -- Vol. 1, no. 1 (Mar.1989)-. -- 静岡県立大学・経営情報学部, 1989.3-.()[年2回刉]

<AN10205743> ISSN:09166432

経営総合科学 / 愛知大学経営総合科学研究所 [編]. -- 55号 (1990.9)-. -- 愛知大学経営総合科学研究所, 1990-.()[年2回刉]

<AN00069150> ISSN:02869101

經營と經濟 : 長崎工業經營専門學校大東亞經濟研究所年報 / 長崎工業經營專門學校大東亞經濟研究所 [編]. -- 25年1冊 (昭19.6)-
. -- 長崎工業經營專門學校大東亞經濟研究所, 1944-.()[季刉]

<AN00069139> ISSN:02870975

経営志林 / 法政大学経営学会. -- 1巻1号 (昭39. 4)-. -- 法政大学経営学会, 1964. 4-.()[季刉]

<AN10026653> ISSN:09108874

経営情報学部論集 / 中部大学経営情報学部. -- 1巻1号 (1985.1)-. -- 中部大学経営情報学部, 1985.1-.(中部大学経営情報学部)[年
2回刉]

<AN10281730> ISSN:09145206

経営行動科学 / 経営行動科学研究会 [編]. -- 1巻1号 (昭61.4)-. -- 経営行動科学研究会, 1986-.(経営行動科学研究会)[年3回刉]

<AN00069081> ISSN:03869113

経営史学 / 経営史学会編集. -- 1巻1号 (昭41. 6)-. -- 東京大学出版会, 1966. 6-.(東京大学出版会)[季刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 154

<AN10026700> ISSN:09149392

経営研究 / 愛知学泉大学経営研究所 [編]. -- 1巻1号 (1988.2)-. -- 愛知学泉大学経営研究所, 1988-.()[不明]



2011年度

経済

中央館  

経済  

経済  

経済  

医  

中央館  

中央館 教育  

慶応義塾大学言語文化研究所紀要 / 慶応義塾大学言語文化研究所. -- 1号 (昭45.2)-. -- 慶應義塾大学言語文化研究所, 1970-.(慶
應義塾大学言語文化研究所)[年刉]

<AN0006957X> ISSN:0912456X

慶応義塾大学大学院社会学研究科紀要 : 社会学心理学教育学 / 慶応義塾大学大学院社会学研究科. -- 1号 (1962)-. -- 慶応義塾
大学大学院社会学研究科, 1962.6-.(慶應義塾大学大学院社会学研究科)[年2回刉]

経営論集 / 文京女子大学経営学部 [編]. -- 1巻1号 (平3.12)-. -- 文京女子大学, 1991.12-.()[年刉]

<AN00069296> ISSN:03685179

慶應醫學. -- 1卷1號 ([大10.1])-85巻2号 (平21.4). -- 慶應醫學社, 1921.1-2009.4.(慶応醫學會)[季刉]

<AN00069467> ISSN:03873013

経営論集 / 東洋大学経営研究所 [編]. -- 1号 (1975.6)-. -- 東洋大学経営研究所, 1975-.()[不明]

<AN00069230> ISSN:0387298X

経営論集 / 明治大学経営学研究所. -- 1輯 (1953.11)-24集 (昭37.3) ; 10巻1号 (昭37.9)-. -- 明治大学経営学研究所, [1953]-.()[季
刉]

<AN10384711> ISSN:09169865

経営と制度 / 東京都立大学大学院社会科学研究科経営学専攻学術後援会 [編]. -- 1号 (2004.2)-. -- 東京都立大学大学院社会科学
研究科経営学専攻学術後援会, 2004.2-.()[不明]

<AA11522987> ISSN:13462059

経営論集 = Management journal / 大東文化大学経営学会 [編]. -- 1巻1号 (Feb. 2001)-. -- 大東文化大学経営学会, 2001.2-.(大東文
化大学経営学会)[年刉]

<AN0006922X> ISSN:02866439

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 155

<AA11960598> ISSN:13491180



2011年度

法

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

<AN10032372> ISSN:09117202

慶應義塾大学日吉紀要. ドイツ語学・文学 / [慶應義塾大学]日吉紀要刉行委員会. -- Heft 1 (1985)-. -- 慶應義塾大学日吉紀要刉行
委員会, 1985.10-.(慶應義塾大学日吉紀要刉行委員会)[年2回刉]

<AN10030184> ISSN:09117199

慶應義塾大学日吉紀要. フランス語フランス文学 / [慶應義塾大学]日吉紀要刉行委員会. -- No. 1 (1985)-. -- 慶應義塾大学日吉紀要
刉行委員会, 1985.8-.(慶應義塾大学日吉紀要刉行委員会)[年2回刉]

<AN10425830> ISSN:13425390

慶應義塾大学日吉紀要. 社会科学 / 慶應義塾大学日吉紀要刉行委員会. -- 3号 (1992.3)-. -- 慶應義塾大学日吉紀要刉行委員会,
1992.3-.(慶應義塾大学日吉紀要刉行委員会)[年刉]

<AA12310306> ISSN:18825591

慶應義塾大学日吉紀要. 中国研究 / [慶應義塾大学]日吉紀要刉行委員会 [編]. -- 1号 (2008)-. -- 慶應義塾大学日吉紀要刉行委員
会, 2008.3-.(日吉紀要刉行委員会)[年刉]

<AN10030060> ISSN:09117180

慶應義塾大学日吉紀要. 英語英米文学 / [慶應義塾大学]日吉紀要刉行委員会. -- No. 1 (1985)-. -- 慶應義塾大学日吉紀要刉行委
員会, 1985.6-.(慶應義塾大学日吉紀要刉行委員会)[年2回刉]

<AN10032394> ISSN:09117229

慶應義塾大学日吉紀要. 言語・文化・コミュニケーション. -- 1号 (1985)-. -- 慶應義塾大学日吉紀要刉行委員会, 1985.12-.(慶應義塾大
学日吉紀要刉行委員会)[年2回刉]

<AN00069591> ISSN:02863723

慶應義塾大学大学院法学研究科論文集 / 法学研究会. -- 1号 (昭43)-. -- 慶應義塾大学法学研究会, 1969.3-.(慶應義塾大学法学研
究会)[その他]

<AN10065043> ISSN:09117210

慶應義塾大学日吉紀要. H, 人文科学 / 慶應義塾大学 [編]. -- 創刉号 (1986)-. -- 慶應義塾大学日吉紀要人文科学部門編集委員会,
1986.3-.(慶應義塾大学日吉紀要刉行委員会)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 156



2011年度

経済

経済  

法  

中央館  

工  

経済  

経済  

経済  

経済科学論究 / 埼玉大学経済学会 [編]. -- 創刉号 (2004.5)-. -- 埼玉大学経済学会, 2004.5-.()[年刉]

経研論集 : 大学院経済学研究科学生論文集 / 大東文化大学大学院経済学研究科. -- 大東文化大学大学院経済学研究科.()[年刉]

<AN0037038X> ISSN:0385065X

経済科学通信 / 経済学基礎理論研究所. -- 創刉号 (昭45.6)-. -- 経済学基礎理論研究所, 1970-.(基礎経済科学研究所)[季刉]

<AA11950211> ISSN:13493558

計画行政 / 日本計画行政学会 [編] = Planning administration / Japan Association for Planning Administration. -- 1号 (昭53.11)-33
号 (1992.12) ; 16巻1号 (1993.3)- = 通巻34号 (1993.3)-. -- 日本計画行政学会.(日本計画行政学会)[季刉]

<AN00069773> ISSN:04515994

軽金属 / 軽金属協会. -- No.1 (1951. 11)-no.21 (1956. 11) ; 7巻1号 (1957.1)-.()[月刉]

<AN10062635> ISSN:09151567

慶應商学論集 = Keio business and commerce review / 慶應商学論集編集委員会 [編]. -- 創刉[1]号 (1987)-3号 (1989) ; 4巻1号
(1990)-. -- 慶應商学論集編集委員会, 1989-.()[年刉]

<AA1203413X> ISSN:18800750

慶應法学 / 慶應義塾大学法科大学院(大学院法務研究科) [編]. -- 1号 (2004)-. -- 慶應義塾大学大学院法務研究科.(慶應義塾大学
法科大学院(大学院法務研究科))[季刉]

<AN00069751> ISSN:03872513

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 157

<AN00069671> ISSN:03877086

慶應経営論集 / 慶應義塾経営管理学会. -- 1巻1号 (1979.4)-. -- 慶應義塾経営管理学会, 1979.4-.()[不明]

<AN10088763> ISSN:09175229



2011年度

経済

経済  

経済  

経済  

経済  

経済  

経済  

経済  

<AN00070433> ISSN:03890104

経済学論集 / 鹿児島大学法文学部 [編]. -- 14号 (1977.3)-. -- 鹿児島大学法文学部, 1977.3-.()[年2回刉]

<AN00070295> ISSN:02868032

經濟學論究 / 關西學院大學經濟學部 [編]. -- 1卷1號 (昭23.3)-. -- 關西學院大學經濟學部, 1948-.()[季刉]

<AN0007031X> ISSN:04534778

經濟學論纂 / 中央大学経済・商業学会. -- 1巻1号 (1960. 6)-. -- 中央大学経済・商業学会.()[年3回刉]

<AN00070116> ISSN:04516281

經濟學雜誌. -- 1卷1號 (昭12.4)-. -- 大阪商科大學經濟研究所, 1937-.()[季刉]

<AN00070182> ISSN:03871509

経済学年誌 / 法政大学大学院経済学会. -- 1号 (昭38)-. -- 法政大学大学院経済学会.()[年刉]

<AN00070036> ISSN:04516265

經濟學研究 / 北海道大學經濟學會 [編]. -- 1 (1951)-19 (1961) ; 11巻1号 (1961)- = 通巻20号 (1961)-. -- 北方出版社, 1951-.()[季
刉]

<AN00070058> ISSN:0022975X

經濟學研究 / 九州帝國大學經濟學會 [編]. -- 1輯 ( [昭6.3] )-2輯 ( [昭6.11] ) ; 2卷1號 ( [昭7.3] )-. -- 九州帝國大學經濟學會,
1931-.()[隔月刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 158

<AN00069886> ISSN:03877310

経済科学論集 / 島根大学法文学部. -- 創刉号 (1975.10)-. -- 島根大学法文学部, 1975-.()[年刉]



2011年度

経済

経済  

経済  

中央館  

中央館  

経済  

経済  

経済  

経済研究年報 / 大阪経済法科大学経済研究所. -- 11号 (1992)-. -- 大阪経済法科大学経済研究所, 1992-.()[年刉]

<AN00070943> ISSN:03873048

経済集志 / 日本大学商経研究会. -- 1巻1号 (昭3.1)-. -- [日本大学商経研究会], [1928]-.()[季刉]

経済研究所年報 / 成城大学 [編]. -- 1号 (Mar. 1988)-. -- 成城大学経済研究所, 1988.3-.(成城大学経済研究所)[年刉]

<AN00070841> ISSN:09101136

経済研究年誌 / 東北学院大学大学院経済学研究科. -- 1号 (昭53)-. -- 東北学院大学大学院経済学研究科, 1978.3-.()[年刉]

<AN10399322> ISSN:13466240

経済研究研究報告 / 大東文化大学経済研究所. -- 5号 (1992.3)-. -- 大東文化大学経済研究所, 1992.3-.()[年刉]

<AA11286997> ISSN:13441868

経済研究所所報 / 駿河台大学経済研究所 [編]. -- 創刉号 (1997)-. -- 駿河台大学経済研究所, 1998.9-.(駿河台大学経済研究
所)[年刉]

<AN10008480> ISSN:09161023

経済学論集 / 宮崎産業経営大学経済学会. -- 1巻1号 (1992.11)-. -- 宮崎産業経営大学経済学会, 1992.11-.()[年2回刉]

<AN10492532> ISSN:13402471

経済経営論集 / 名古屋経済大学・市邨学園短期大学経済・経営研究会 [編集]. -- 1巻1号 (1993.12)-. -- 名古屋経済大学・市邨学園
短期大学経済・経営研究会, 1993-.()[年2回刉]

<AN10382294> ISSN:09164987

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 159

<AN10402981> ISSN:09189068



2011年度

経済

経済  

経済  

経済  

経済  

経済  

経済  

法  

<AN00071538> ISSN:03850358

経済論集 / 東洋大学経済研究会 [編]. -- 1巻1号 (1975.9)-. -- 東洋大学経済研究会, 1975-.()[年2回刉]

<AN00071560> ISSN:02876345

警察學論集 / 中央警察學校. -- 1輯 (昭23.1)-20集 (昭26.1) ; 昭和26年2・3月 (昭26.2/3)-昭和27年1月 (昭27.1) ; 5巻2号 (昭27.2)-. -
- 立花書房.(警察大学校)[月刉]

<AN00071436> ISSN:04516230

経済論究 / 九州大学大学院経済学会 [編]. -- 1号 (1957.2)-. -- [九州大学大学院経済学会], 1957-.()[年3回刉]

<AN00071516> ISSN:02874237

経済論集 / 大東文化大学経済学会. -- 3号 (昭39.3)-. -- 大東文化大学経済学会, 1964.3-.()[年2回刉]

<AN00071389> ISSN:03865193

経済貿易研究 : 研究所年報 / 神奈川大学経済貿易研究所. -- 1号 (1964.4)-. -- 神奈川大学経済貿易研究所, 1964.4-.()[年刉]

<AN00071425> ISSN:04516222

経済理論 / 和歌山大学経済学部. -- 1 (1950. 11)-. -- 和歌山大学経済学会.()[隔月刉]

<AN00071174> ISSN:03891119

経済と経営 / 札幌大学経済学会. -- 1巻1号 (1968.12)-. -- 札幌大学経済学会, 1968.12-.()[年2回刉]

<AN00161572> ISSN:03864014

経済と社会 : 東京女子大学社会学会紀要. -- 1 (1965)-. -- 東京女子大学社会学会, 1965.10-.()[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 160



2011年度

法

法  

法  

法 中央館 経済

経研セ  

中央館  

中央館  

経済  

経済学研究科紀要 / 関東学院大学大学院経済学研究科紀要編集委員会. -- 10号 (1983.1)-. -- [関東学院大学大学院経済学研究
科紀要編集委員会], 1983-.()[年刉]

經濟科學 / 名古屋大學經濟學部 [編]. -- 1卷1号 ([1951])-. -- 名古屋大学経済学部, 1951.2-.(名古屋大学経済学会)[季刉]

<AN00069955> ISSN:02883457

経済学季報 / 立正大学経済学研究所 [編]. -- No. 1 (1951. 12)-no. 21 (1958. 12) ; v. 9, no. 1/2 (1959. 5/8)-. -- 青也書店, [1951]-
.(立正大学経済学会)[季刉]

<AN00121170> ISSN:

経済 / 新日本出版社 [編]. -- 15号 (1965.9)-347号 (平5.3) ; No. 1 (1995.10)-. -- 新日本出版社, 1965-.(新日本出版社)[月刉]

<AA11654944> ISSN:13476300

経済trend : 月刉・経済トレンド / 日本経済団体連合会 [編]. -- 50巻6号 (July 2002)-. -- 日本経済団体連合会, 2002.7-.(日本経済団
体連合会)[月刉]

<AN00069864> ISSN:00229725

警察政策 / 警察政策学会 [編集]. -- 1巻1号 (1999)-. -- 警察政策学会, 1999-.(警察政策学会)[年刉]

<AA11439260> ISSN:

警察政策研究 / 警察大学校警察政策研究センター [編]. -- Vol. 1 (Apr. 1997)-. -- 警察大学校警察政策研究センター, 1997-.(警察大
学校警察政策研究センター)[年刉]

<AN00069820> ISSN:04534670

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 161

<AN00327438> ISSN:

警察時報 = The Keisatu jiho. -- 1巻1号 (昭21)-. -- 警察時報社, 1946-.(警察時報社)[月刉]

<AA11358963> ISSN:



2011年度

中央館

経済  

経済  

経済  

経研セ  

経済  

中央館 経済  

経研セ  

<AN10380379> ISSN:09184600

経済広報 / 経済広報センター. -- 14巻4号 (1992.4)- = No. 151 (1992.4)-. -- 経済広報センター, 1992.4-.(経済広報センター)[月刉]

<AN00070761> ISSN:00229733

經濟研究 = Economic review / 一橋大學經濟研究所編輯. -- 1巻1號 (Jan. 1950)-. -- 岩波書店, 1950-.()[季刉]

<AN10210594> ISSN:05779154

經濟研究. -- 1955年1期 (1955)- = 總1號 (1955)-. -- 科學出版社, 1955.4-.(人民出版社・北京)[月刉]

<AN00302437> ISSN:02870924

経済系 : 関東学院大学経済学会研究論集 / 関東学院大学経済研究所. -- 26輯 (1955.11)-. -- 関東学院大学経済研究所, 1955.11-
.()[季刉]

<AN00070535> ISSN:03890015

経済経営研究 = Economics today / 日本開発銀行設備投資研究所 [編]. -- Vol. 1-1 (昭55.7)-. -- 日本開発銀行設備投資研究所,
1980-.(日本政策投資銀行設備投資研究所)[不明]

<AN00070411> ISSN:00229768

經濟學論集 / 東京帝國大學經濟學部經濟學會. -- 1巻1號 (大11)-8巻4號 (昭5.9) ; 新巻1號 (昭6.4)-. -- 經濟學會.()[季刉]

<AN00070477> ISSN:03873021

經濟學論叢 / 同志社大學經濟學會 [編]. -- 15巻3・4号 (昭41.2)-. -- 同志社大学経済学会.()[季刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 162

<AN10475850> ISSN:13409166

経済学研究論集 / 明治大学大学院政治経済学研究科. -- 1号 (1994)-. -- 明治大学大学院, 1994-.(明治大学大学院)[年2回刉]



2011年度

経研セ

経済  

経研セ  

情言 中央館 国開 経済

国開  

情言 文  

経研セ  

経研セ  

経済統計研究 / 通商産業省大臣官房調査統計部. -- 1巻[1号] (昭48.11)-. -- 機械振興協会経済研究所, [1973]-.(経済産業統計協
会)[季刉]

<AN10027791> ISSN:

経済同友. -- 経済同友会.(経済同友会)[月刉]

經濟前瞻 = Economic outlook. -- 中華經濟研究院.()[隔月刉]

<AN00071152> ISSN:00045683

経済地理学年報 / 経済地理学会. -- Vol. 1 (1954)-. -- 経済地理学会, 1954-.(経済地理学会)[季刉]

<AN00071163> ISSN:09117121

経済人 / 関西経済連合会. -- 3巻10号 (昭24.10)-. -- 関西経済連合会, 1949-.(関西経済連合会)[月刉]

<AN10337937> ISSN:0386992X

経済セミナー : the keizai seminar / 日本評論社 [編]. -- No. 435 (1991.4)-. -- 日本評論社, 1991.4-.(日本評論社)[隔月刉]

<AA12137846> ISSN:10190376

経済産業統計 / 経済産業省経済産業政策局調査統計部編. -- 54巻3号 (2001.3)-. -- 経済産業調査会, 2001.3-.(経済産業調査
会)[月刉]

<AN00071028> ISSN:00229741

経済志林 / 法政大学経済学会. -- 6巻1号 (昭7.3)-.()[季刉]

<AN00234097> ISSN:09108858

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 163

<AA11529159> ISSN:
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中央館

経研セ  

経済  

経済  

法  

法  

医 医  

中央館  

<AN00072268> ISSN:00215228

形成外科. -- 5巻1号 (昭37. 1)-. -- 克誠堂出版.(克誠堂出版)[月刉]

<AA12120901> ISSN:18812554

恵泉女学園大学紀要 / 恵泉女学園大学 [編]. -- 18号 (2006.3)-. -- 恵泉女学園大学紀要委員会, 2006-.(恵泉女学園大学)[年刉]

<AA12066555> ISSN:

刑事法ジャーナル = Criminal law journal : CLJ. -- 1号 (2005)-. -- イウス出版.(イウス出版 ; 成分堂(発売))[季刉]

<AN00281417> ISSN:02874628

刑政 / 刑務協會 [編]. -- 62巻6号 (昭26. 6/7)-. -- 刑務協會, 1951-.(矯正協会)[月刉]

<AA12124946> ISSN:18811973

経済論集 / 秋田経済法科大学総合研究センター経済研究所 [編集]. -- 創刉[1]号 (2006. 3)-. -- 秋田経済法科大学総合研究センター
経済研究所, 2006.3-.()[不明]

<AN00071549> ISSN:00130273

經濟論叢 / 京都法學會. -- 1巻1號 (大4.7)-. -- 京都法學會, 1915-.()[月刉]

<AN10387957> ISSN:09185194

経済文化研究所年報 / 神戸国際大学経済文化研究所 [編]. -- 創刉[1]号 (Apr. 1992)-. -- 神戸国際大学経済文化研究所, 1992.4-
.(神戸国際大学経済文化研究所)[年刉]

<AN00049685> ISSN:04534727

経済分析 / 経済企画庁経済研究所. -- No. 1 (1959.12)-. -- 至誠堂, 1959-.(内閣府経済社会総合研究所)[不明]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 164
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工

工 工  

工  

法  

経済  

経済  

情言 文  

中央館  

劇本. -- 中国戏剧出版社.(中国戯劇家協会)[月刉]

経理知識 / 明治大學経理研究所. -- 1卷1號 (昭26.5)-7巻2号 (昭35.10) ; 46号 (1963.2)-.()[年刉]

<AN00073067> ISSN:04534611

計量国語学 / 計量国語学会 [編]. -- 1号 (昭32.5)-80 (1977.3) ; 11巻1号 (1977.6)-. -- 計量国語学会, 1957-.(計量国語学会)[季刉]

<AN1041438X> ISSN:05780659

刑法雑誌 / 日本刑法学会 [編集]. -- 1卷1号 (昭25.6)-.(日本刑法学会)[年3回刉]

<AN00072891> ISSN:0387303X

経理研究 / 中央大学経理研究所編. -- 1 ([昭29.1])-. -- 白桃書房, 1954.1-.()[年刉]

<AN00072938> ISSN:03895890

計測自動制御学会論文集 = Transactions of the Society of Instrument and Control Engineers / 計測自動制御学会 [編]. -- Vol. 1,
no. 1 (1965)-. -- 計測自動制御学会.(計測自動制御学会)[月刉]

<AN00072406> ISSN:04534662

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)[月刉]

<AN00303112> ISSN:00220191

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 165

<AN00072337> ISSN:03685780

計装 = Instrumentation / 工業技術社 [編]. -- 1巻1号 (昭33)-. -- 工業技術社, 1958-.(工業技術社)[月刉]

<AN00072392> ISSN:04534654
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中央館

医  

医  

情基セ  

附学校  

中央館  

中央館  

中央館  

<AN10046424> ISSN:09162011

月刉海洋 = Kaiyo monthly / 海洋出版株式会社 [編]. -- Vol. 21, no. 1 (1989.1)- = 通巻223号 (1989.1)-. -- 海洋出版, 1989-.(海洋出
版)[月刉]

<WS01381889> ISSN:

月刉アクアライフ : 魚とのコミュニケーション = Aqualife : monthly magazine for aquarists. -- マリン企画.(マリン企画)[月刉]

<AN10498980> ISSN:09162011

月刉海洋. 号外 = Kaiyo monthly. -- No. 4 (1993)-. -- 海洋出版, 1993.3-.(海洋出版)[季刉]

<AA11596269> ISSN:

DB magazine = 月刉DBマガジン. -- 翔泳社.(翔泳社)[月刉]

<AA11466649> ISSN:

月刉piano = ピアノ. -- [通巻3号] (1996.9)-. -- ヤマハミュージックメディア, 1996.9-.(ヤマハミュージックメディア)[月刉]

<AN00174461> ISSN:09114637

血管 / 日本脈管作動物質研究会. -- Vol. 5, no. 1 (1982)-. -- 日本脈管作動物質研究会.(日本脈管作動物質研究会)[季刉]

<AA12508926> ISSN:2185582X

血液内科 = Hematology. -- 62巻1号 (2011.1)-. -- 科学評論社, 2011.1-.(科学評論社)[月刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 166

<AN10199072> ISSN:13436759

下水文化研究 / 下水文化研究会. -- 1号 (昭63.3)-. -- 下水文化研究会, 1988.3-.(日本下水文化研究会)[その他]



2011年度

文

附学校  

法  

中央館  

中央館  

医  

附学校  

工  

月刉Moe = モエ : メルヘン&イメージアート. -- 5巻9号 (1983.12)- = 通巻50号 (1983.12)-. -- 偕成社, 1983-.(MOE出版)[月刉]

<AN00074423> ISSN:03871037

ケミカルエンジニヤリング / 化学工業社. -- Vol. 1, no. 1 (1956. 3)-. -- 化学工業社, 1956-.(化学工業社)[月刉]

月刉朝鮮. -- 朝鮮日報社.(朝鮮日報社)[月刉]

<AA11407581> ISSN:

月刉ナースマネジャー / 日総研グループ [企画]. -- 創刉準備号 (1999.2)-. -- 日総研出版, 1999-.(日総研出版)[月刉]

<AN10310136> ISSN:

月刉自由民为. -- 217号 (昭49.2)-371号 (昭61.12) ; 406号 (昭62.1)-. -- 自由民为党, 1974.2-.(自由民为党)[月刉]

<AN10389985> ISSN:03873498

月刉地球. 号外 = Chikyu monthly symposium / 海洋出版. -- No. 4 (1992. 4)-. -- 海洋出版, 1992-.(海洋出版)[季刉]

<G0815001> ISSN:12282197

月刉考古学ジャーナル = The archaeological journal / ニュー・サイエンス社 [編]. -- No. 1 (1966. 10)-. -- ニュー・サイエンス社, 1966. 10-
.(ニューサイエンス社)[月刉]

<AN00274273> ISSN:09133550

月刉国民生活 / 国民生活センター普及部. -- Vol.1, no.1 (昭46.4)-. -- 国民生活センター普及部.(国民生活センター普及部)[月刉]

<AN00107704> ISSN:13425005

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 167

<AN00081950> ISSN:04541634
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附学校

中央館  

法  

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

<AA12376971> ISSN:18838111

研究紀要 / 長崎県立大学国際情報学部 [編]. -- 9号 (2008)-. -- 長崎県立大学, 2008.12-.(長崎県立大学国際情報学部)[年刉]

<AN00075244> ISSN:03892425

研究紀要 / 青森大学・青森短期大学学術研究会. -- 1巻1号 (1978.11)-. -- 青森大学・青森短期大学学術研究会, 1978.11-.(青森大
学・青森短期大学学術研究会)[季刉]

<AA11893901> ISSN:13484699

研究紀要 / 土佐山内家宝物資料館編. -- 1号 (平14)-. -- 土佐山内家宝物資料館, 2003.3-.(土佐山内家宝物資料館)[年刉]

<AA11895463> ISSN:13486225

研究紀要 / 志學館大学人間関係学部 [編]. -- 25巻1号 (2004.1)-. -- 志學館大学人間関係学部, 2004.1-.(志學館大学人間関係学
部)[年2回刉]

<AA12214776> ISSN:

研究教育年報 / 名古屋大学大学院法学研究科応用法政コース・国際法政コース = Annual report on research and education / Nagoya
University Graduate School of Law Department of Combined Graduate Programs LL. M. (Modern Law) Applied Program for
Professionals in Law and Politics & LL. M. (Compara

<AA11544811> ISSN:13455311

研究紀要 / 関西国際大学 [編] = / Kansai University of International Studies. -- 創刉 [1] 号 (平12.3)- = 通巻14号 (平12.3)-. -- 関
西国際大学, 2000.3-.(関西国際大学 : 関西国際大学短期大学部)[年刉]

<AN00388487> ISSN:

健. -- 1巻1号 (昭47.10)-. -- 日本学校保健研修社.(日本学校保健研究社)[月刉]

<AN0028403X> ISSN:02856794

研究期報 / 四国電力株式会社. -- 37号 (昭55.3)-. -- 四国電力株式会社総合技術開発研究所.(四国電力株式会社総合技術開発研
究所)[年2回刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 168
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文

中央館  

教育  

教育  

中央館  

法  

中央館  

中央館  

研究紀要 : 富山大学杉谷キャンパス一般教育 / [富山大学杉谷キャンパス]. -- 34号 (2006.12)-. -- 富山大学, 2006.12-.(富山大学)[年
刉]

研究紀要 / 世界人権問題研究センター [編集]. -- 1号 (1996.3)-. -- 世界人権問題研究センター, 1996-.(世界人権問題研究センター)[年
刉]

<AA11325465> ISSN:13421689

研究紀要. 人文科学・自然科学篇 / 神戸松蔭女子学院大学・神戸松蔭女子学院短期大学学術研究会 [編]. -- 37号 (1996)-. -- 神戸
松蔭女子学院大学学術研究会, 1996.3-.(神戸松蔭女子学院大学・神戸松蔭女子学院短期大学学術研究会)[年刉]

<AA12190328> ISSN:1882045X

研究紀要 / 日本教材文化研究財団. -- 1号 (昭46.9)-. -- 日本教材文化研究財団.(日本教材文化研究財団)[年刉]

<AN10480238> ISSN:13412078

研究紀要 / つくば国際大学 [編]. -- 1号 (1995)-. -- つくば国際大学, 1995.3-.(つくば国際大学)[年刉]

<AN1053754X> ISSN:13419110

研究紀要 / 東京音楽大学 [編]. -- 1集 (1976)-. -- 東京音楽大学紀要編集委員会, 1976.7-.(東京音楽大学紀要編集委員会)[年刉]

<AN00158465> ISSN:09139028

研究紀要 / 東京学芸大学附属高等学校 [編]. -- 1 (1963.11)-. -- 東京学芸大学附属高等学校, 1965-.(東京学芸大学附属高等学
校)[年刉]

<AN00313058> ISSN:02880245

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 169

<AN00136360> ISSN:03874613

研究紀要 / 醍醐寺文化財研究所. -- 1号 (1978)-. -- 醍醐寺文化財研究所, 1978-.(醍醐寺文化財研究所)[年刉]

<AN00158002> ISSN:02861518
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教育

教育  

経済  

教育  

経研セ  

中央館  

農  

農  

<AA12336398> ISSN:1882076X

研究成果情報 = NIAES research executive summary / 農業環境技術研究所 [編]. -- 23集 (平18)-. -- 農業環境技術研究所企画戦
略室, 2007.3-.()[年刉]

<AA11219479> ISSN:13433555

研究所報告 / 大阪府立産業技術総合研究所 [編集]. -- No. 10 (1997. 7)-. -- 大阪府立産業技術総合研究所, 1997-.(大阪府立産業
技術総合研究所)[年刉]

<AN00354827> ISSN:

研究成果 / 農林水産技術会議事務局. -- 1 (1960.2)-. -- 農林省農林水産技術会議事務局.()[不明]

<AN10506885> ISSN:09106553

研究助成論文集 = Research-aid paper of the Yasuda Life Welfare Foundation / 安田生命社会事業団 [編集]. -- 29号 (1993)-. -- 安
田生命社会事業団, 1994.11-.(明治安田こころの健康財団)[年刉]

<AN00075663> ISSN:03852148

研究所報 / 法政大学日本統計研究所 [編]. -- No. 1 (1976. 3)-. -- 法政大学日本統計研究所, 1976-.(法政大学日本統計研究所)[年
刉]

<AA12338258> ISSN:18832423

研究集録 / 岡山大学大学院教育学研究科 [編]. -- 138号 (2008)-. -- 岡山大学大学院教育学研究科, 2008.6-.(岡山大学大学院教育
学研究科)[年3回刉]

<AA12007534> ISSN:1880568X

研究資料 / 兵庫県立大学経済経営研究所 [編]. -- No. 190 (2004. 9)-. -- 兵庫県立大学経済経営研究所, [2004]-.()[不明]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 170

<AN00162054> ISSN:02857766

研究室紀要 / 東京大学教育学部教育史・教育哲学研究室. -- 創刉号 ([1974.10])-. -- 東京大学教育学部教育史・教育哲学研究室,
[1974]-.(東京大学教育学部教育史・教育哲学研究室)[年刉]
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中央館

中央館  

法  

経済  

中央館  

中央館  

農  

農  

研究報告 / 岡山県林業試験場. -- No. 1 (昭42.5)-. -- 岡山林業試験場, 1967-.()[不明]

<AN1046332X> ISSN:09186115

研究報告 / 群馬県林業試験場編. -- 1号 (1992.8)-. -- 群馬県林業試験場, 1992-.()[年刉]

研究報告 / 神奈川県産業技術センター [編]. -- No. 12 (2006)-. -- 神奈川県産業技術センター, 2006.12-.(神奈川県産業技術セン
ター)[年刉]

<AA12200705> ISSN:18818676

研究報告 / 東京都立産業技術研究センター [編] = Bulletin of Tokyo Metropolitan Industrial Technology Research Institute / Tokyo
Metropolitan Industrial Technology Research Institute. -- 1号 (2006)-. -- 東京都立産業技術研究センター, 2007-.(東京都立産業技術
研究センター)[年刉]

<AN00032740> ISSN:03888509

研究年報 / 神奈川大学法学研究所. -- 1号 (1980)-. -- 神奈川大学法学研究所, 1980. 3-.(神奈川大学法学研究所)[年刉]

<AN00076214> ISSN:03873056

研究年報経済学 / 東北帝國大學經濟學會. -- 1号 (1934.12)-50/51号 (1959.3) ; 21巻1号 (1959.7)-. -- 岩波書店.()[季刉]

<AA1218216X> ISSN:18820026

研究年報 / 學習院大學文學部. -- 1輯 (1953)-. -- 學習院大學文學部.(學習院大學文學部)[年刉]

<AN00076021> ISSN:04541073

研究年報 / 神戸市外国語大学外国学研究所 [編]. -- 1 (1963)-. -- 神戸市外国語大学外国学研究所, 1963-.(神戸市外国語大学外
国学研究所)[年刉]

<AN00076101> ISSN:03889025

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 171

<AN00038860> ISSN:04331117
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医

中央館  

中央館  

中央館  

教育  

教育  

中央館  

経済  

<AA12138860> ISSN:

研究紀要 / 北海道工業大学 [編]. -- [CD-ROM版]. -- 33号 (平17.3)-. -- 北海道工業大学, 2005-. w.(北海道工業大学)[年刉]

<AN00101231> ISSN:02866579

研究紀要 / 滋賀大学経済学部附属史料館 [編]. -- 1号 (昭43.3)-. -- [滋賀大学経済学部附属史料館], [1968]-.()[年刉]

<AN00243983> ISSN:1349810X

研究論叢. 第1部, 人文科学・社会科学 / 山口大学教育学部 [編集]. -- 13巻 (1963)-. -- 山口大学教育学部, 1964.3-.(山口大学教育
学部)[年刉]

<AN00240238> ISSN:02860597

研究論叢. 第3部, 芸術・体育・教育・心理 / 山口大学教育学部 [編]. -- 24巻 (1975)-. -- 山口大学教育学部, 1975-.(山口大学教育学
部)[年刉]

<AN00059011> ISSN:03899152

研究論叢 / 京都外国語大学 [編]. -- 3号 (1959)-. -- 京都外国語大学, 1959.11-.(京都外国語大学国際言語平和研究所)[年刉]

<AN10425488> ISSN:09197664

研究論叢 / 神戸大学大学院教育学研究科教育過程論・研究論研究室 [編]. -- 創刉号 (1993)-. -- 神戸大学大学院教育学研究科教
育過程論・研究論研究室, 1993-.(神戸大学教育学会)[年刉]

<AA11529603> ISSN:

研究報告書 / 愛知県特定疾患研究協議会 [編]. -- 愛知県特定疾患研究協議会.(愛知県特定疾患研究協議会)[年刉]

<AA11597545> ISSN:13470132

研究論集 = Research journal of graduate students of letters / 北海道大学大学院文学研究科 [編]. -- 創刉号 (2001)-. -- 北海道大
学大学院文学研究科, 2001.12-.(北海道大学大学院文学研究科)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 172
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経済  

経済  

附学校  

教育  

中央館  

中央館 文  

中央館  

言語文化研究紀要 : scripsimus / 琉球大学教養部言語文化研究会. -- 創刉号 [1号] (1992.7)-. -- 琉球大学教養部, 1992-.(琉球大
学教養部)[年刉]

健康プロデュース雑誌 / 浜松大学健康プロデュース学部 [編]. -- Vol. 1 (2007.3)-. -- 浜松大学, 2007.3-.(浜松大学)[年刉]

<AN00077625> ISSN:00243914

言語研究 / 日本言語學會 [編]. -- 1號 (昭14.1)-. -- 三省堂, 1939-.(三省堂)[年2回刉]

<AN10439198> ISSN:09194215

健康教室. -- 7集 (昭25.4)-17集 (昭27.2) ; 2巻2号 (昭27.4)-. -- 東山書房, 1950-.(東山書房)[月刉]

<AN10483586> ISSN:09173323

健康心理学研究 / 日本健康心理学会 [編] = The Japanese journal of health psychology / the Japanese Association of Health
Psychology. -- Vol. 1, no. 1 (1988.10)-. -- 日本健康心理学会, 1988.10-.(日本健康心理学会)[年2回刉]

<AA12206406> ISSN:18817262

研究報告書 / 岡山大学産業経営研究会. -- 1集 (昭40.6)-. -- 岡山大学産業経営研究会.()[年刉]

<AN00076804> ISSN:03859738

研究論集 / 神奈川大学大学院経済学研究科 [編]. -- 1号 (1977.3)-. -- 神奈川大学大学院経済学研究科, 1977.3-.()[不明]

<AN00077228> ISSN:

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 173

<AN1002920X> ISSN:09199845

研究所年報 / 明治学院大学産業経済研究所. -- 創刉号 (1984.3)-. -- 明治学院大学産業経済研究所.()[年刉]

<AN00076699> ISSN:0303030X



2011年度

医保健

理  

経研セ  

法  

経研セ  

経研セ  

中央館  

中央館  

<AA11439362> ISSN:13453289

現代社会学 / 広島国際学院大学現代社会学部 [編]. -- 1号 (1999)-. -- 広島国際学院大学現代社会学部, 2000.3-.(広島国際学院大
学現代社会学部)[不明]

<AN10060185> ISSN:0916653X

建設統計月報 / 建設省計画局調査統計課編. -- 11巻10号 (1973.10)-17巻12号 (1979.12) = No. 130 (1973.10)-no. 204 (1979.12) ;
No. 205 (1980.1)-. -- 建設物価調査会, 1973-.(建設物価調査会)[月刉]

<AN10041941> ISSN:09104747

現代化学. 増刉 / 東京化学同人. -- 1号 (1984.12)-. -- 東京化学同人, 1984-.(東京化学同人)[年3回刉]

<AN00327540> ISSN:

研修 / 法務府研修所 [編]. -- 34号 (昭26.4)-. -- 法務府研修所, 1951.4-.()[月刉]

<AN10030038> ISSN:

建設経済季報 / 建設省計画局調査統計課. -- -No.119 (2011.1). -- 建設物価調査会, ―2011.1.(建設物価調査会)[季刉]

<AN00077895> ISSN:03674169

原子核研究 / 原子核談話会 [編]. -- Vol. 1, no. 1 (1953. 12)-. -- 原子核談話会, 1953-.(原子核研究編集係)[年2回刉]

<AN00017463> ISSN:09114475

研修 / 海外技術者研修協会. -- 6号 (昭36.8)-. -- 海外技術者研修協会.(海外技術者研修協会)[年3回刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 174

<AN00077873> ISSN:03012611

検査と技術 / 医学書院. -- 1巻1号 (昭48.4)-.(医学書院)[月刉]



2011年度

文

文  

中央館  

中央館  

中央館  

工  

工 工  

工  

建築技術 / 建築技術, 建設省建築研究所. -- 1号 (昭25.7)-. -- 建築技術研究会.(建築技術)[月刉]

<AN00079427> ISSN:00038555

建築雑誌 / 造家學會 [編]. -- 1 (明20.1)-. -- 造家學會, 1887-.()[月刉]

現代の図書館 / 日本図書館協会. -- 1巻1号 (昭38.3)-. -- 日本図書館協会, 1963-.(日本図書館協会)[季刉]

<AN00355998> ISSN:09140867

建築画報. -- 1巻1号 (昭40.9)-. -- 建築画報社, 1965-.(建築画報社)[隔月刉]

<AN00079369> ISSN:00229911

現代のエスプリ. 別冊 / 至文堂. -- (昭49.11)-. -- [出版者不明].(至文堂)[年2回刉]

<AN10069940> ISSN:1342470X

現代の社会病理 / 日本社会病理学会. -- 1 (1986)-. -- 垣内出版, 1986-.(日本社会病理学会)[年刉]

<AN00269885> ISSN:00166332

現代社会学研究 / 北海道社会学会 [編]. -- No. 1 (1988. 9)-. -- 北海道社会学会, 1988-.(北海道社会学会)[年刉]

<AA12203259> ISSN:18817467

現代社会学理論研究 / 日本社会学理論学会 [編]. -- 1号 (2007)-. -- 日本社会学理論学会.(「現代社会理論研究」編集委員会)[年
刉]

<AN00078978> ISSN:

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 175

<AN10176598> ISSN:09151214



2011年度

工

工 農  

工  

法  

医  

中央館  

<ゲ>

中央館  

中央館  

<AN00331967> ISSN:03891224

芸術 : 大阪芸術大学紀要. -- 1号 ( [昭46.9] )-. -- 大阪芸術大学, 1971.9-.(大阪芸術大学)[年刉]

<AA11392848> ISSN:13490915

芸術工学研究 / 九州芸術工科大学 [編] = Design issue of KID / Kyushu Institute of Design. -- No. 1 (1999)-no. 6 (2003) ; Vol. 1
(2004)-. -- 九州芸術工科大学「芸術工学研究」編集委員会, 1999.10-.(九州芸術工科大学「芸術工学研究」編集委員会)[年刉]

<AN10083227> ISSN:05494788

県立がんセンター新潟病院医誌 / 新潟県立がんセンター新潟病院 [編]. -- 26巻2号 (1987.7)- = 通し60号 (1987.7)-. -- 県立がんセンター
新潟病院, 1987-.(県立がんセンター新潟病院)[年2回刉]

<AA12116573> ISSN:13467816

県立広島大学人間文化学部紀要 / 県立広島大学 [編]. -- 創刉[1]号 (2006)-. -- 県立広島大学, 2006.3-.(県立広島大学)[年刉]

<AN0007953X> ISSN:09128182

建築と社會 / 日本建築協會 [編]. -- 3輯1號 (大9.1)-. -- 日本建築協會, 1920-.()[月刉]

<AN10220168> ISSN:

憲法問題 / 全国憲法研究会. -- 1 (1990)-. -- 三省堂, 1990-.()[年刉]

<AN10028921> ISSN:02892839

建築史学 / 建築史学会. -- 1 (1983)-. -- 建築史学会.(建築史学会)[年2回刉]

<AN00371906> ISSN:03881741

建築知識 : the kenchiku chishiki. -- 1巻1号 (昭34.1)-. -- 全日本建築士会出版局, 1959-.(建築知識社)[月刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 176



2011年度

情言 中央館 工 附学校 農

中央館  

中央館  

中央館  

医  

医  

医  

中央館  

ゲシヒテ / ドイツ現代史研究会 [編]. -- 1号 (2008.3)-. -- ドイツ現代史研究会, 2008.3-.(ドイツ現代史研究会)[年刉]

外科治療. -- 1巻1号 (昭34.9)-. -- 永五書店, 1959-.(永五書店)[月刉]

<AN00073238> ISSN:03895564

外科と代謝・栄養 / 日本外科代謝栄養学会, 完全静脈栄養研究会. -- 15巻1号 (昭56.2)-. -- 日本外科代謝栄養学会.(日本外科代謝
栄養学会)[隔月刉]

<AA12316823> ISSN:18826776

藝文研究 / 慶應義塾大学藝文学会 [編]. -- 1号 (1951.10)-. -- [慶應義塾大学藝文学会], 1951-.(慶應義塾大学藝文学会)[年2回刉]

<AN00073147> ISSN:0016593X

外科. -- 1巻1号 (1937)-. -- 外科雑誌社, 1937-.(南江堂)[月刉]

<AN00073227> ISSN:04332644

藝術文化研究 / 大阪芸術大学大学院芸術文化研究科 [編]. -- 1号 (1997)-. -- 大阪芸術大学大学院芸術文化研究科, 1997.3-.(大阪
芸術大学大学院芸術文化研究科)[年刉]

<AN00072450> ISSN:03869504

藝能史研究 / 藝能史研究會. -- 1号 (昭38.4)-. -- 藝能史研究会, 1963-.(芸能史研究会)[季刉]

<AN00072643> ISSN:04351630

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 177

<AN00071844> ISSN:04351657

藝術新潮. -- 1卷1號 (昭25.1)-. -- 新潮社, [1950]-.(新潮社)[月刉]

<AN10593766> ISSN:13429086



2011年度

教育

経研セ  

国開  

経研セ  

教育  

法 経済  

経済  

経研セ  

<AA11831609> ISSN:13452932

月刉グローバル経営 / 日本在外企業協会 [編] = / Japan Overseas Enterprises Association. -- 日本在外企業協会.(日本在外企業協
会)[月刉]

<AN00073690> ISSN:

月刉監査役 / 日本監査役協会. -- 1号 (昭44.5)-. -- 日本監査役協会, 1969-.(日本監査役協会)[月刉]

<AN00390423> ISSN:04539176

月刉金融ジャーナル. -- 創刉 [1巻1] 号 (昭35.10)-. -- 貨幣経済研究所, 1960. 10-.(金融ジャーナル新社)[月刉]

<AN10428078> ISSN:09174699

月刉海外経済データ / 経済企画庁調査局海外調査課編. -- 平成3年8月 (平3.8)-平成4年4月 (平4.4) ; No. 10 (平4.5)-. -- 大蔵省印刷
局, 1991-.(佐藤印刷)[月刉]

<AN10114295> ISSN:09139095

月刉家庭科研究 / 家庭科教育研究者連盟編. -- 1号 ('85.1)-. -- あゆみ出版, 1985-.(家庭科教育研究者連盟)[隔月刉]

<AN10017244> ISSN:02855038

月刉出光 / 出光興産株式会社. -- [26]巻4号 ( [昭]50.4)- = No. 268 ( [昭]50.4)-. -- 出光興産, 1975-.(出光興産)[月刉]

<AN1058594X> ISSN:

月刉オルタ : Alternatives / アジア太平洋資料センター [編]. -- 214号 (1995.11)-. -- アジア太平洋資料センター, 1995. 11-.(アジア太平洋
資料センター)[月刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 178

<AN10171040> ISSN:

月刉アジアの友 / アジア学生文化協会 = the Asian Students Cultural Association. -- アジア学生文化協会.(アジア学生文化協会)[月刉]



2011年度

法

附学校 教育  

教育  

法 経研セ  

教育  

法  

医 医保健  

法  

月刉新医療. -- 2巻10号 (1975.11)-. -- エムイー振興協会.(エム・イー振興協会)[月刉]

<AN00342475> ISSN:13425021

月刉自治研 / 自治研中央推進委員会. -- 1巻1号 (1959. 3)-. -- 自治研中央推進委員会.(自治研中央推進委員会)[月刉]

月刉社会教育 / 国土社 [編]. -- 創刉号 (1957.12)-. -- 国土社, 1957-.(国土社)[月刉]

<AN10518410> ISSN:13420615

月刉社会民为 = Monthly magazine Social Democratic Party. -- No. 489 (1996. 2)-. -- 社会民为党全国連合機関紙宣伝局, 1996-.(社
会民为党全国連合機関紙宣伝局)[月刉]

<AN00074015> ISSN:09107991

月刉公民館 / 全国公民館連絡協議会編集. -- 1巻1号 (昭31.1)- ; -. -- 桜菊会, 1956-.(第一法規出版)[月刉]

<AN10018134> ISSN:09123245

月刉資本市場. -- 創刉号 (1985. 9)-. -- 資本市場研究会.(資本市場研究会)[月刉]

<AN00073930> ISSN:02872331

月刉警察. -- 26巻3号 (2008.3)- = 通巻294号 (2008.3)-. -- 東京法令出版, 2008-.(東京法令出版)[月刉]

<AN00073828> ISSN:

月刉高校教育 / 全国高等学校長協会, 高校教育研究会. -- 1巻1号 (昭43.1)-. -- 学事出版.(学事出版)[月刉]

<AN0036228X> ISSN:

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 179

<AA12304405> ISSN:



2011年度

法

経研セ  

教育 附学校  

法  

情言 保体セ  

農  

理 中央館  

法  

<AN00040272> ISSN:03873498

月刉地球 = The earth monthly. -- 1巻1号 (1979.1)- = 通巻1号 (1979.1)-. -- 海洋出版, 1979-.(海洋出版)[月刉]

<AA11409044> ISSN:13413929

月刉地方自治職員研修 / 公職研 [編]. -- 33巻, no. 1 (2000.1)- = 通巻447号 (2000.1)-. -- 公職研, 2000-.(公職研)[月刉]

<AN00388374> ISSN:18839991

月刉体育施設 = Sports facilities / 日本体育施設協会 [監修]. -- 37号 (昭49.4)-97号 (昭54) ; 8巻5号 (昭54.4)- = 98号 (昭54.4)-. --
体育施設出版, 1974-.(体育施設出版)[月刉]

<AN00354995> ISSN:00115967

月刉ダム日本 = The dam digest. -- No. 303 (1970. 1)-. -- 日本ダム協会, 1970-.(日本ダム協会)[月刉]

<AN00128715> ISSN:

月刉生徒指導. -- 1巻1号 (1971.4)-. -- 学事出版, 1971-.(学事出版)[月刉]

<AN00328124> ISSN:09105786

月刉税務事例. -- 1巻1号 (昭44.10)-. -- 財経詳報社.(財経詳報社)[月刉]

<AN10067413> ISSN:09161767

月刉自治フォーラム : 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. -- Vol. 353 (1989.4)-. -- 第一法規出版,
1989-.(第一法規株式会社)[月刉]

<AN10199957> ISSN:

月刉自動車部品 / 日本自動車部品工業会. -- 自動車部品出版.(日本自動車部品工業会)[月刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 180



2011年度

情言

法  

医保健  

情言  

法  

教育  

工 文 文

情言  

月刉民放 / 日本民間放送連盟. -- 1巻1号 (1971.6)-. -- 日本民間放送連盟, 1971-.(日本民間放送連盟)[月刉]

月刉福祉 / 全国社会福祉協議会 [編]. -- 44巻1号 (昭36.1)-. -- 全国社会福祉協議会, 1961-.(全国社会福祉協議会)[月刉]

<AN00221652> ISSN:00165948

月刉文化財 / 文化財保護委員会監修. -- 創刉号 (昭38.10)-. -- 第一法規出版, 1963-.(第一法規出版)[月刉]

<AN0011217X> ISSN:03873811

月刉日本語. -- 1巻1号 (1988.1)-. -- アルク, 1988.1-.(アルク)[月刉]

<AN00348096> ISSN:02856220

月刉廃棄物. -- 1巻1号 (昭50.4)-. -- 日報.(日報)[月刉]

<AN00274659> ISSN:13416669

月刉登記情報. -- 36巻4号 (平8. 4)- = 通巻413号 (平8. 4)-. -- 民事法情報センター.(金融財政事情研究会)[月刉]

<AN00357348> ISSN:03898326

月刉ナーシング. -- 1巻1号 (1981.4)-. -- 学習研究社.(学習研究社)[月刉]

<AN10115017> ISSN:09160574

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 181

<AA11422144> ISSN:13413961

月刉ディスプレイ / ディスプレイ編集委員会 [編集]. -- 1巻1号 (1995.7)- = 通巻1号 (1995.7)-. -- テクノタイムズ社, 1995-.(テクノタイムズ
社)[月刉]

<AN10523953> ISSN:13454129



2011年度

医

法  

法  

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

<AA11424274> ISSN:13476610

言語と文化 = Language and culture : the journal of the Institute for Language and Culture / 甲南大学国際言語文化センター [編]. --
創刉号 (1997)-. -- 甲南大学国際言語文化センター, 1997-.(甲南大学国際言語文化センター)[年刉]

<AA11218374> ISSN:13438530

言語と文化 / 関西学院大学言語教育研究センター [編]. -- 1号 (1998)-. -- 関西学院大学言語教育研究センター, 1998.3-.(関西学院大
学言語教育研究センター)[年刉]

<AA11383530> ISSN:13451642

言語と文化 / 愛知大学語学教育研究室 [編]. -- 1号 (1999)-. -- 愛知大学語学教育研究室, 1999.9-.(愛知大学語学教育研究室)[年2
回刉]

<AN10478178> ISSN:13419587

言語・地域文化研究 / 東京外国語大学大学院 [編]. -- 1号 (1995.3)-. -- 東京外国語大学大学院, 1995.3-.(東京外国語大学大学
院)[年刉]

<AA11467856> ISSN:

言語科学論集 = Papers in linguistic science / 京都大学総合人間学部基礎科学科情報科学講座編集. -- 1号 (1995)-. -- 京都大学
総合人間学部基礎科学科情報科学講座, 1995.12-.(京都大学総合人間学部 基礎科学科)[年刉]

<AA11943384> ISSN:10255931

月旦法學雑誌 = The Taiwan law review. -- No. 0 (1995.3)-. -- 月旦出版社, 1995-.(元照出版)[月刉]

<AN0030459X> ISSN:03882578

月報司法書士 / 日本司法書士会連合会. -- 日本司法書士会連合会.(日本司法書士会連合会)[月刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 182

<AN00074241> ISSN:00165980

月刉薬事 / 薬事研究会. -- 1巻1号 (昭34)-. -- 薬業時報社.(薬業時報社)[月刉]



2011年度

中央館

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

情言  

中央館  

言語文化研究 / 松山商科大学商経研究会. -- 1巻1号 (1981.6)-. -- 松山商科大学商経研究会, 1981.6-.(松山大学)[年2回刉]

<AN10436724> ISSN:13405632

言語文化研究 / 徳島大学総合科学部. -- 1巻 (1994.3)-. -- 徳島大学総合科学部, 1994.2-.(徳島大学総合科学部)[年刉]

言語文化学会論集 / 言語文化学会 [編]. -- 言語文化学会.(言語文化学会)[年刉]

<AN00077727> ISSN:03874478

言語文化研究 / 大阪大学言語文化部 [編] = Studies in language and culture / Faculty of Language and Culture, Osaka University. -
- 1 (1975)-. -- 大阪大学言語文化部, 1975.7-.(大阪大学言語文化部/[大阪大学]大学院言語文化研究科)[年刉]

<AN00077760> ISSN:02862093

言語文化学研究. 英米言語文化編 / 大阪府立大学人間社会学部言語文化学科 [編]. -- 1号 (2006.3)-. -- 大阪府立大学人間社会学
部言語文化学科, 2006.3-.(大阪府立大学人間社会学部言語文化学科)[不明]

<AA12126646> ISSN:18805922

言語文化学研究. 言語情報編 / 大阪府立大学人間社会学部言語文化学科 [編]. -- 1号 (2006.3)-. -- 大阪府立大学人間社会学部言
語文化学科, 2006.3-.(大阪府立大学人間社会学部言語文化学科)[不明]

<AA11479582> ISSN:13404865

言語文化 = Doshisha studies in language and culture / 同志社大学言語文化学会 [編]. -- 1巻1号 (1998.7)-. -- 同志社大学言語文
化学会, 1998.7-.(同志社大学言語文化学会)[季刉]

<AA11923795> ISSN:13489941

言語文化 / 四国大学附属言語文化研究所 [編]. -- No. 1 (2004.3)-. -- 四国大学附属言語文化研究所, 2004.3-.(四国大学附属言語
文化研究所)[年刉]

<AA12126657> ISSN:18805922

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 183

<AA1127628X> ISSN:13441418



2011年度

情言

中央館  

情言 中央館  

中央館  

中央館  

医  

農 情言 理 理 理 理 工 工 工 工

工 中央館

教育  

<AN00078479> ISSN:0386961X

現代化学 = Chemistry today / 東京化学同人 [編]. -- No. 1 (1971. 4)-. -- 東京化学同人, 1971.4-.(東京化学同人)[月刉]

<AN10162946> ISSN:09195459

現代学校経営研究 / 兵庫教育大学教育経営講座学校経営研究室 [編集]. -- 創刉号 (昭63.3)-. -- 兵庫教育大学教育経営講座学校
経営研究室, 1988-.(兵庫教育大学学校経営研究会)[年刉]

<AA11517105> ISSN:13461036

言語・文学研究論集 / 白百合女子大学言語・文学研究センター [編]. -- 1号 (2001)-. -- 白百合女子大学言語・文学研究センター,
2001.3-.(白百合女子大学言語・文学研究センター)[その他]

<AN00078402> ISSN:04333047

現代医学 / 愛知県医師会. -- 1巻1号 (昭25.11)-.(愛知県医師会)[年3回刉]

<AN00077829> ISSN:03886824

言語文化論集 / 名古屋大学総合言語センター = Studies in language and culture / Language Center, Nagoya University. -- 1巻
(1980)-. -- 名古屋大学総合言語センター, 1980.3-.(名古屋大学大学院国際言語文化研究科)[年2回刉]

<AN10532524> ISSN:

言語文化論叢 / 千葉大学外国語センター [編]. -- 1号 (1995.3)-13号 (2004.3) ; 創刉[1]号 (2007.3)-. -- 千葉大学外国語センター,
1995-.(千葉大学外国語センター)[年刉]

<AN10426480> ISSN:09174206

言語文化と日本語教育 / お茶の水女子大学日本言語文化学研究会. -- 創刉号 (1991. 6)-. -- お茶の水女子大学日本言語文化学研
究会, 1991-.(お茶の水女子大学日本言語文化学研究会)[年2回刉]

<AN10175926> ISSN:13410032

言語文化論究 / 九州大学言語文化部 [編]. -- No. 1 (1990)-. -- 九州大学言語文化部, 1990.3-.(九州大学大学院言語文化研究
院)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 184



2011年度

教育 附学校

教育  

情言 文 中央館

情言 中央館  

中央館  

中央館  

法  

中央館  

現代中國研究 / 中国現代史研究会 [編]. -- 1号 (1997.10)-. -- 中国現代史研究会.(中国現代史研究会)[年刉]

現代社会文化研究 / 新潟大学大学院現代社会文化研究科. -- 1号 (1994.12)-. -- 新潟大学大学院現代社会文化研究科, 1994.12-
.(新潟大学大学院現代社会文化研究科)[年3回刉]

<AA12399682> ISSN:18833233

現代消費者法. -- No. 1 (2008)-. -- 民事法研究会, 2008.10-.(民事法研究会)[季刉]

<AA11345076> ISSN:13432656

現代詩手帖. -- 2巻6号 (昭34.6)-. -- 世代社, 1959.6-.(思潮社)[月刉]

<AA11898993> ISSN:1348740X

現代社会研究 = The journal of Contemporary Social Sciences / 東洋大学現代社会総合研究所 [編]. -- 1号 (2003)-. -- 東洋大学現
代社会総合研究所, 2004.2-.(東洋大学現代社会総合研究所)[年刉]

<AN1046766X> ISSN:13458485

現代教育学部紀要 = Journal of College of Contemporary Education / 中部大学現代教育学部 [編]. -- 1号 (2009.3)-. -- 中部大学現
代教育学研究所, 2009.3-.(中部大学現代教育学部)[]

<AN00017328> ISSN:

現代思想 = La revue de la pensée d'aujourd'hui. -- Vol. 1, 1 (1973.1)-. -- 青土社, 1973-.(青土社)[月刉]

<AN00371098> ISSN:13425544

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 185

<AN00078570> ISSN:13425315

現代教育科学. -- 2巻2号 (昭34.2)- = [通巻] 5号 (昭34.2)-. -- 明治図書出版, 1959.2-.(明治図書出版)[月刉]

<AA12379448> ISSN:18833802



2011年度

農 農

医保健 中央館 教育

経済  

農  

<コ>

保体セ  

農  

法 経済  

工  

<AN00379657> ISSN:02879034

公園緑地 / 公園緑地協会. -- 1巻1号 (昭12.1)-. -- 公園緑地協会, 1937-.(日本公園緑地協会)[隔月刉]

<AN10552827> ISSN:

鯉淵学園教育研究報告 / 鯉淵学園 [編]. -- 12号 (1996.3)-. -- 鯉淵学園, 1996.3-.()[不明]

<AN00342806> ISSN:03873099

公益事業研究 = Journal of public utility economics. -- 1卷1號 (昭24.3)-. -- 公益事業學会, 1949-.(公益事業学会)[季刉]

<AN00079256> ISSN:03862321

現代林業. -- 1 (昭39.7)-24 (1968.6) ; 創刉号 (1968.5)-創刉号 (1968.5) ; 26号 (1968. 6)-. -- 全国林業改良普及協会, 1964-.(全国林
業改良普及協会)[月刉]

<AN00405429> ISSN:

コーチング・クリニック = Coaching clinic / ベースボール・マガジン社. -- Vol. 1, no. 1 (1965. 1)-v. 1, no. 10 (1965. 10) ; 1巻1号 (1987.11)-. --
ベースボール・マガジン社, 1965-.(ベースボール・マガジン社)[月刉]

<AN00078956> ISSN:04352165

現代のエスプリ. -- 1巻1号 (昭38.5)-9巻53号 (昭46.11) ; 54号 (昭47.1)-. -- 至文堂, 1963-.(至文堂)[月刉]

<AA11480424> ISSN:

現代ファイナンス. -- No. 1 (1997. 3)-. -- 日本ファイナンス学会, 1997.3-.()[年2回刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 186

<AN00078945> ISSN:02893517

現代農業 / 農山漁村文化協会 [編]. -- 39巻11号 (昭35.11)-. -- 農山漁村文化協会, 1960-.(農山漁村文化協会)[月刉]



2011年度

国開

中央館  

中央館  

中央館  

工  

工  

法  

経済  

公共政策研究 = Journal of Public Policy Studies / 日本公共政策学会 [編]. -- 新装創刉号 (2001)-. -- 日本公共政策学会, 2001-
.(日本公共政策学会)[年刉]

<AN00130896> ISSN:02869624

公共選択の研究 : 経済と政治の接点を研究する試み : その理論と現実への適用 / Public Choice Studies編集委員会. -- 創刉号 (1981)-.
-- 現代経済研究所.(勁草書房)[年2回刉]

公共建築 / 営繕協会. -- 1巻1号 (昭33. 4)-. -- 日刉建設通信社, [1958]-.()[季刉]

<AN00081076> ISSN:04522834

工業材料 / 日刉工業新聞社. -- 3巻12号 (昭30. 12)-.(日刉工業新聞社)[月刉]

<AA11596983> ISSN:

工学院大学研究報告 = Research reports of the Kogakuin University. -- 1号 (昭29.4)-. -- 工学院大学, 1954.7-.(工学院大学)[年2回
刉]

<AN1009089X> ISSN:09111522

皇學館大學神道研究所紀要. -- 1輯 (昭60.3)-. -- 皇學館大學神道研究所, 1985-.(皇學館大學神道研究所)[年刉]

<AN00081021> ISSN:03862232

宏观经济管理. -- 1993年1期 (1993.1)- = 总109期 (1993.1)-. -- 《中国计划管理》编辑部, 1993-.(国家計画委員会)[月刉]

<AN10317587> ISSN:09167706

工学院大学共通課程研究論叢. -- 28号 (1990)-. -- 工学院大学, 1990.12-.(工学院大学)[年刉]

<AN00080357> ISSN:03685098

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 187

<AA11892170> ISSN:1004907X



2011年度

教育

工  

文  

文  

文  

文  

文  

情言 情言  

<AN00060633> ISSN:04532902

考古學報 / 中國科學院考古研究所編輯. -- 6册1/2分 (1953.12)-10册 (1955) ; 1956年1期 (1956)- = 11册 (1956)-. -- 中國科學院,
[1953]-.(科学出版社・北京)[季刉]

<AN00377527> ISSN:

広告. -- 82号 (1955.1)-209号 (昭41) ; 19巻1号 ( [昭53] )-. -- 内外通信社博報堂, 1955-.(博報堂)[季刉]

<AN00081939> ISSN:00038075

考古學雜誌 / 考古學會. -- 1巻1号 (明43. 9)-. -- 聚精堂, 1910-.(日本考古学会)[季刉]

<AN00342861> ISSN:02885964

考古学と自然科学 / 京都大学原子炉実験所. -- 1号 (1968)-. -- 京都大学原子炉実験所.(日本文化財科学会)[不明]

<AN00081779> ISSN:04532899

考古. -- 1959年1期 ([1959.1])- = 总31期 ([1959.1])-. -- 科学出版社, 1959-.(科学出版社・北京)[月刉]

<AN00371939> ISSN:03869148

考古学研究 / 考古学研究会. -- 6巻1号 (昭34.6)-. -- 考古学研究会.(考古学研究会)[季刉]

<AN00231204> ISSN:03885097

工業教育 / 全国工業高等学校長協会. -- 東亜通信社.(全国工業高等学校長協会)[隔月刉]

<AN00027183> ISSN:04506669

航空情報. -- 1 (昭26.10)-716号 (平15.6) ; 53巻7号 (2003.7)- = 通巻717号 (2003.7)-. -- 酣燈社.(酣燈社)[月刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 188



2011年度

情言

文  

経研セ  

経済  

文  

医 医保健  

法  

法  

公證法学 / 日本公証法学会. -- 創刉号 (昭47.5)-. -- 日本公証法学会.(日本公証法学会)[不明]

公衆衞生. -- 8巻1號 (昭25.7)-. -- 日本醫學雜誌, 1950.7-.(医学書院)[月刉]

<AN00408052> ISSN:

公証 : 日本公証人連合会機関誌 / 日本公証人連合会 [編]. -- 11号 (昭34.12)-. -- 日本公証人連合会, 1959-.(日本公証人連合
会)[年3回刉]

<AN00082647> ISSN:02885786

甲子園大学紀要. B, 現代経営学部編 = Bulletin of Koshien University. B, College of Contemporary Business Administration. -- 32号
(2004)-33号 (2005). -- 甲子園大学, 2005-2006.()[年刉]

<AN10413762> ISSN:10022627

孔子研究 / 孔子研究編輯部. -- 1986年創刉号 (1986.3)-. -- 斉魯書社, 1986-.(斉魯書社)[隔月刉]

<AN00082498> ISSN:03685187

考古與文物 / 考古与文物編輯部編. -- 創刉号 [1980.1] (1980)- = 總1期 (1980)-. -- 陝西人民出版, 1980-.(陜西人民出版社・西
安)[隔月刉]

<AA1191970X> ISSN:

工作機械 = Machine tools & manufacturing technology / 日本工作機械工業会 [編]. -- 日本工作機械工業会事務局.(日本工作機械
工業会)[隔月刉]

<AA12013275> ISSN:13498177

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 189

<AN1026633X> ISSN:

広告ジャーナル : アドマンとコンスーマーを結ぶコミュニケーション誌 / 広告ジャーナル社. -- 広告ジャーナル社.(広告ジャーナル社)[月刉]

<AN10466383> ISSN:10007830



2011年度

経済

法  

法  

医保健 医  

法  

国開  

工  

経研セ 工  

<AN0008313X> ISSN:02872587

高速道路と自動車 / 高速道路調査会 [編]. -- Vol. 6, no. 1 (1963. 1)-. -- 高速道路調査会, 1963-.(高速道路調査会)[月刉]

<AA11890200> ISSN:1004454X

广西民族研究. -- 广西民族研究编辑部.(《広西民族研究》編輯部)[季刉]

<AA12210243> ISSN:18816614

構造工学論文集.A = Journal of structural engineering.A. -- [CD-ROM]. -- 53 (2007)-. -- 土木学会, 2007.3-. w.(土木学会)[年刉]

<AN0004180X> ISSN:04526104

厚生の指標 / 厚生統計協会. -- 1巻1号 (昭29.1)-. -- 厚生統計協会, 1954-.(厚生統計協会)[月刉]

<AN00083038> ISSN:09103457

更生保護と犯罪予防 / 日本更生保護協会. -- No. 1 (1966.8)-no. 4 (1967.3) ; 2巻1号 (1967.6)- = No. 5 (1967.6)-. -- 日本更生保護協
会, 1966-.(日本更生保護協会)[年2回刉]

<AN00327686> ISSN:04256247

公正取引 / 公正取引研究協会. -- 創刉號 (昭25.3)-. -- 公正取引研究協会, 1950-.(公正取引研究協会)[月刉]

<AN1002726X> ISSN:

公正取引情報. -- No.529 (1974.9)-. -- 競争問題研究所.(競争問題研究所)[週刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 190

<AN00082603> ISSN:00232777

工場管理 / 日刉工業新聞社 [編]. -- 1巻1号 (昭30.1)-. -- 日刉工業新聞社, 1955-.(日刉工業新聞社)[月刉]



2011年度

工

医  

農  

農  

中央館  

教育  

教育  

教育  

高知大学教育学部研究報告 = Bulletin of the Faculty of Education, Kouchi University / 高知大学教育学部 [編]. -- 60号 (2000.7)-. -
- 高知大学教育学部, 2000.7-.(高知大学教育学部)[年刉]

<AN10067049> ISSN:09128565

高知大学教育実践研究 / 高知大学教育学部附属教育実践研究指導センター. -- 創刉号 (1986.7)-. -- 高知大学教育学部附属教育実
践研究指導センター.(高知大学教育学部附属教育実践総合センター)[年刉]

高知女子大学紀要. 文化学部編 = Bulletin of Kochi Women's University. Series of Faculty of Cultural Studies / 高知女子大学 [編]. -
- 48巻 (1999.3)-. -- 高知女子大学, 1999.3-.(高知女子大学)[年刉]

<AN10567868> ISSN:13424343

高知大学教育研究論集 / 高知大学共通教育委員会 [編]. -- 1巻 (1996)-. -- 高知大学共通教育委員会, 1996.8-.(高知大学共通教育
委員会)[不明]

<AA11480468> ISSN:1346938X

耕地および作付面積統計 / 農林省農林経済局統計情報部 [編]. -- 昭和47年 (昭47)-昭和63年 (昭63) ; 平成元年 (平1)-. -- 農林省
農林経済局統計情報部, 1973.3-.()[年刉]

<AA11369019> ISSN:13448250

高知女子大学紀要. 生活科学部編 = Bulletin of Kochi Women's University. Series of Faculty of Human Life and Environmental
Science / 高知女子大学 [編]. -- 48巻 (1999.3)-. -- 高知女子大学, 1999.3-.()[年刉]

<AA11369041> ISSN:13448285

構造工学論文集. B = Journal of structural engineering. B / 日本建築学会構造委員会 ; 日本学術会議構造工学研究連絡委員会 [監
修]. -- 日本建築学会構造委員会.(日本建築学会構造委員会)[年刉]

<AA12187312> ISSN:18815022

高知医療センター医学雑誌 = Medical journal of Kochi Health Sciences Center / Kochi Health Sciences Center. -- 1巻1号 (Sept.
2006)-. -- 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター, 2006.9-.()[年2回刉]

<AN10056144> ISSN:

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 191

<AN10249636> ISSN:09108033



2011年度

経済

医  

中央館  

医  

中央館  

中央館  

中央館  

教育  

<AN10527626> ISSN:13419374

高等教育ジャーナル / 北海道大学高等教育機能開発総合センター = Journal of higher education and lifelong learning / Center for
Research and Development in Higher Education, Hokkaido University. -- 1号 (1996.3)-. -- 北海道大学高等教育機能開発総合セン
ター, 1996-.(北海道大学高等教育機能開発総合センター)[年刉]

<AA12399784> ISSN:1881896X

高等教育マネジメント / 名古屋大学大学院教育発達科学研究科教育科学専攻高等教育専攻高等教育マネジメント分野 [編]. -- No.1
(2007)-. -- 名古屋大学大学院教育発達科学研究科教育科学専攻高等教育マネジメント分野, 2007-.(名古屋大学大学院教育発達科
学研究科教育科学専攻高等教育専攻高等教育マネジメント分野)[年刉]

<AN10069769> ISSN:1000081X

高等学校計算数学学報 = Numerical mathematics / 高等学校計算数学学報編輯委員会編. -- 1巻1期 (1979)-. -- 高等学校計算数
学学報編輯委員会, 1979-.(高等学校計算数学学報編輯委員会)[季刉]

<AA1125366X> ISSN:13440063

高等教育研究 / 日本高等教育学会編. -- 1集 (1998)-. -- 玉川大学出版部, 1998-.(玉川大学出版部)[年刉]

<AN00083967> ISSN:02881985

交通科学 / 大阪交通科学研究会. -- 大阪交通科学研究会.(大阪交通科学研究会)[年2回刉]

<AN10200295> ISSN:09156127

喉頭 = The Larynx Japan / 日本喉頭科学会. -- 1巻1号 (1989. 6)-. -- 日本喉頭科学会, 1989-.(日本喉頭科学会)[年2回刉]

<AN00083898> ISSN:03888886

高知論叢. 社会科学 / 高知大学経済学会 [編]. -- 7号 (1979.3)-. -- 高知大学経済学会, 1979-.()[年3回刉]

<AN00083945> ISSN:00225274

交通医学 / 日本鐵道醫學會. -- 1巻1號 (昭22.3)-.(日本鐵道醫學會)[隔月刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 192



2011年度

工

中央館  

中央館  

経済  

経済  

中央館  

中央館  

中央館  

甲南女子大学大学院論集 / [甲南女子大学大学院]人文科学総合研究科 [編]. -- 8号 (2009)-. -- 甲南女子大学図書委員会,
2010.3-.(甲南女子大学)[年刉]

甲南女子大学研究紀要. 人間科学編 = Konan Women's University researches. -- 38号 (平13)-. -- 甲南女子大学文学部事務室,
2002.3-.(甲南女子大学)[年刉]

<AA11639907> ISSN:1347121X

甲南女子大学研究紀要. 文学・文化編 = Konan Women's University researches. -- 38号 (平13)-. -- 甲南女子大学文学部事務室,
2002.3-.(甲南女子大学)[年刉]

<AA12459649> ISSN:18849229

甲南経営研究 / 甲南大学経営学会. -- 6卷1號 (昭40.6)-.()[季刉]

<AN00084529> ISSN:04524187

甲南経済学論集 / 甲南大学経済学会 [編]. -- 1巻1号 (昭35.6)- = 通号33号 (昭35.6)-. -- 甲南大学経済学会, 1960.6-.()[季刉]

<AA11639882> ISSN:13471228

高等研究院年次報告 = Institute for advanced research annual report / 名古屋大学高等研究院 [編集]. -- 2002-2003(2002-2003). -
- 名古屋大学高等研究院, 2004-.(名古屋大学高等研究院)[年刉]

<AA12056948> ISSN:10014233

高等工程教育研究 = Researches in higher education of engineering. -- 国外版. -- 高等工程教育研究学报社.(高等工程教育研究学
報社)[不明]

<AN00084507> ISSN:04524152

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 193

<AN0008437X> ISSN:03855481

行動計量学 / 日本行動計量学会 [編]. -- 1巻1号 (1974.3)-. -- 日本行動計量学会, 1974-.(日本行動計量学会)[年2回刉]

<AA12317622> ISSN:



2011年度

農

農 中央館  

法  

法  

経済  

農 中央館  

農 中央館  

経済  

<AN00085135> ISSN:03862038

神戸学院経済学論集 / 神戸学院大学経済学会 [編]. -- 1巻1号 (昭44.12)-. -- 神戸学院大学経済学会, 1969-.()[年3回刉]

<AN00084926> ISSN:04541138

高分子 / 高分子学会. -- Vol. 1, no. 1 (1952. 3)-. -- 高分子学会, 1952.3-.(高分子学会)[月刉]

<AN00085011> ISSN:03862186

高分子論文集 / 高分子学会 [編]. -- 31巻1号 (昭49.1)-. -- 高分子学会, 1974-.(高分子学会)[月刉]

<AA12030467> ISSN:18800459

甲南法務研究 / 甲南大学法科大学院 [編]. -- No. 1 (2005.3)-. -- 甲南大学法科大学院, 2005.3-.(甲南大学法科大学院)[年刉]

<AN00084799> ISSN:03851117

甲南論集 / 甲南大学大学院社会科学研究会 [編]. -- 創刉号 (昭44.12)-. -- 甲南大学大学院社会科学研究会, 1969-.()[年刉]

<AA11561231> ISSN:13480383

甲南大学紀要. 理工学編 = Memoirs of Konan University. Science and engineering series. -- Vol. 48, no. 1 (2001)-. -- 甲南大学,
2001.7-.()[年2回刉]

<AN00084766> ISSN:04524179

甲南法学 / 甲南大学法学会. -- 1巻1号 (昭35.12)-. -- 甲南大学法学会, 1960.12-.(甲南大学法学会)[季刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 194

<AA12335282> ISSN:18830161

甲南大学紀要. 知能情報学編 / 甲南大学 [編] = Memoirs of Konan University, intelligence & informatics series / Konan University. -
- 1巻1号 (2008)-. -- 甲南大学, 2008.7-.()[年2回刉]



2011年度

教育

中央館  

法  

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

経研セ  

神戸市外国語大学研究科論集 / 神戸市外国語大学大学院外国語学研究科 [編]. -- 創刉号 (1998)-. -- 神戸市外国語大学大学院
外国語学研究科, 1998-.(神戸市外国語大学大学院外国語学研究科)[年刉]

<AN0029256X> ISSN:

神戸商工だより / 神戸商工会議所 [編]. -- 253号 (1971.4)-. -- 神戸商工会議所, 1971-.(神戸商工会議所)[月刉]

神戸国際大学経済経営論集 / 神戸国際大学学術研究会 [編]. -- 12巻1号 (平4.8)-. -- 神戸国際大学学術研究会, 1992.8-.(神戸国
際大学学術研究会)[年2回刉]

<AN00035556> ISSN:02899256

神戸市外国語大学外国学研究 / 神戸市外国語大学外国学研究所 [編]. -- 1 (1974)-. -- 神戸市外国語大学外国学研究所, 1974-
.(神戸市外国語大学外国学研究所)[年3回刉]

<AA11245297> ISSN:13463616

神戸学院法学 / 神戸学院大学法学会 [編]. -- 1巻1号 (1970.3)-. -- 神戸学院大学法学会, 1970.3-.(神戸学院大学法学会)[季刉]

<AN10398013> ISSN:09185208

神戸国際大学紀要 / 神戸国際大学学術研究会. -- 42号 (平4.6)-. -- 神戸国際大学学術研究会, 1992.6-.(神戸国際大学学術研究
会)[年2回刉]

<AN10398148> ISSN:09185216

神戸大学発達・臨床心理学研究 / 神戸大学大学院総合人間科学研究科発達基礎論講座・発達臨床論講座 [編]. -- 1巻 (2001)-. --
神戸大学大学院総合人間科学研究科発達基礎論講座, 2001.12-.(神戸大学大学院総合人間科学研究科発達基礎論講座)[不明]

<AN00085113> ISSN:02897954

神戸外大論叢 / 神戸市外国語大学神戸外大論叢編輯所. -- 1巻1号 (昭24.6)-. -- 神戸市外国語大学神戸外大論叢編輯部, 1949-
.(神戸市外国語大学研究会)[その他]

<AN00085190> ISSN:03862046

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 195

<AA11821911> ISSN:



2011年度

中央館

中央館  

中央館  

法  

教育  

経済  

中央館  

法  

<AN10432825> ISSN:09199578

神戸大学留学生センター紀要 / 神戸大学留学生センター. -- 1号 (1993.12)-. -- 神戸大学留学生センター, 1993-.(神戸大学留学生セン
ター)[年刉]

<AN00086284> ISSN:04522400

神戸法學雜誌 / 神戸法學會 [編]. -- 1卷1号 (1951.3)-. -- [神戸法學會], 1951-.(神戸法学会)[季刉]

<AA12316357> ISSN:18822851

神戸大学大学院人間発達環境学研究科研究紀要. -- 1巻1号 (2007)-. -- [神戸大学大学院人間発達環境学研究科], [2007]-.(神戸大
学大学院人間発達環境学研究科)[不明]

<AN0008623X> ISSN:02860473

神戸大学農業経済 / 神戸大学農学部農業経済経営研究室 [編]. -- 7号 (1972.6)-40号(2008.3). -- 神戸大学農学部農業経済経営研
究室, 1972.6-2008.3.()[年刉]

<AN10482153> ISSN:13415913

神戸女子大学文学部紀要 / 神戸女子大学. -- 28巻1分冊 (平7.3)-. -- 神戸女子大学, 1995-.(神戸女子大学)[年刉]

<AA12258589> ISSN:21852804

神戸大学大学院海事科学研究科紀要 = Review of the Faculty of Maritime Sciences, Kobe University / 神戸大学大学院海事科学研
究科 [編]. -- 4号 (平19.7)-. -- 神戸大学海事科学部, 2007.7-.(神戸大学大学院海事科学研究科)[年刉]

<AN1047150X> ISSN:13413104

神戸親和女子大学研究論叢. -- 28号 (平7.2)-. -- 神戸親和女子大学, 1995.2-.(神戸親和女子大学)[年刉]

<AA12368317> ISSN:18829821

神戸女子大学古典芸能研究センター紀要. -- 創刉[1]号 (2008.3)-. -- 神戸女子大学古典芸能研究センター, 2008.3-.(神戸女子大学古
典芸能研究センター)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 196



2011年度

法

情言  

中央館  

法  

中央館  

中央館  

医  

医  

公立八鹿病院誌 / 公立八鹿病院誌編集委員会編. -- 創刉号 (平2)-. -- 公立八鹿病院, 1990. 3-.(公立八鹿病院誌編集委員会編)[年
刉]

高野山大学密教文化研究所紀要 / 高野山大学密教文化研究所 [編]. -- 創刉号 (昭59.3)-. -- 高野山大学密教文化研究所, 1984.3-
.(高野山大学密教文化研究所)[年刉]

<AN10126432> ISSN:09163549

公立豊岡病院紀要 = Bulletin of Toyooka Hospital / 公立豊岡病院紀要編集委員会. -- No. 1 (平1)-. -- 公立豊岡病院, 1989. 10-.(公
立豊岡病院)[年刉]

<AN10440787> ISSN:13413856

公法研究 / 日本公法學會 [編集]. -- 1號 (1949)-. -- 日本公法學會.(有斐閣)[年刉]

<AA11909976> ISSN:

光明日報. -- [光明日報社].(光明日報社・北京)[日刉]

<AN10005416> ISSN:09103759

広報会議. -- 1号 (2009.2)-. -- 宣伝会議, 2009.2-.(宣伝会議)[月刉]

<AA11236605> ISSN:13431390

広報研究 / 日本広報学会「広報研究」編集委員会 [編集] = Corporate communication studies / Japan Society for Corporate
Communication Studies. -- 1号 (1997.6)-. -- 日本広報学会, 1997-.(日本広報学会)[年刉]

<AN00086397> ISSN:03873102

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 197

<AN10022696> ISSN:09123709

神戸法学年報 / 神戸大学法学部 [編]. -- 1号 (1985)-. -- 神戸大学法学部, 1986.3-.(神戸大学大学院法学研究科)[年刉]

<AA12370002> ISSN:



2011年度

中央館

中央館  

文  

医保健 医  

文  

経済  

経済  

中央館  

<AN00087221> ISSN:02882051

國學院雜誌 / 國學院大學. -- 1巻1号 (明27.11)-. -- 國學院大學, [1894]-.(國學院大學)[月刉]

<AN0008747X> ISSN:03862720

國學院大學大学院経済論集 / 國學院大學大学院経済学研究科. -- 1号 (1973)-. -- 國學院大學大学院, 1973-.()[年刉]

<AN0008720X> ISSN:02886340

国学院経済学 / 国学院大学経済学会. -- 15巻1号 (昭41.12)-. -- 国学院大学経済学会.()[季刉]

<AN00087174> ISSN:04523458

呼吸と循環 / 醫學書院. -- 1巻1号 (昭28.3)-. -- 醫學書院, 1953-.(医学書院)[月刉]

<AA11656269> ISSN:10119078

故宮文物月刉 = The National Palace Museum monthly of Chinese art. -- 1卷1期 (民國72.4[1983.4])-23卷9期(民國94.12) ; 274(民國
95.1)-. -- 國立故宮博物院, 1983-.(国立故宮博物院)[月刉]

<AN00332198> ISSN:03886085

港湾研究 / 日本港湾経済学会中部部会. -- 1号 (1979)-. -- 名古屋港管理組合.(名古屋港管理組合)[年刉]

<AA11183950> ISSN:10119094

故宮學術季刊. -- 1卷1期 (中華民國72.秋季 [1983.秋季])-. -- 國立故宮博物院, 1983-.(国立故宮博物院・台北)[季刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 198

<AA12000681> ISSN:

交流文化 / 立教大学観光学部編集. -- 01 ([2005.1])-. -- 立教大学観光学部, 2005.1-.(立教大学観光学部)[年2回刉]



2011年度

教育

中央館  

中央館  

法  

法  

法  

中央館  

文  

國語學 / 國語學會 [編]. -- 1輯 (1962.4)-. -- 通文館, 1962-.(國語學會)[年2回刉]

<AN00088268> ISSN:09107509

國語國文 / 京都帝国大學國文學會. -- 1巻1号 (昭6.10)-. -- 星野書店, [1931]-.(中央図書出版社)[月刉]

國學院法學. -- 1巻1号 (昭38.5)-. -- 国学院大学法学会, 1963.5-.(國學院大學法学会)[季刉]

<AN10027554> ISSN:0916071X

國學院法研論叢 / 國學院大學大学院法学研究会. -- 13号 (1985)-. -- 國學院大學大学院法学研究会, 1985-.(國學院大學大学院法
学研究会)[年刉]

<AA11330512> ISSN:12251933

國學院大學研究開発推進センター研究紀要 / 國學院大學研究開発推進センター [編]. -- 1号 (平19.3)-. -- 國學院大學研究開発推進
センター, 2007.3-.(國學院大學研究開発推進センター)[不明]

<AN00087618> ISSN:03889602

國學院大學大学院紀要. 國學院法政論叢 / 國學院大學大学院 [編]. -- 1輯 (昭55)-. -- 國學院大學大学院, 1980-.(國學院大學大学
院)[年刉]

<AN00087607> ISSN:04541723

國學院大學教育学研究室紀要. -- 創刉 [1] 号 ( [1965] )-. -- 国学院大学教育学研究室, 1965.8-.(国学院大学教育学研究室)[年刉]

<AN00087276> ISSN:02865823

國學院大學紀要. -- 1巻 (昭7)-. -- 國學院大學, 1932.11-.(國學院大學)[年刉]

<AA12233238> ISSN:1882241X

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 199

<AN00056614> ISSN:03858170



2011年度

文

中央館  

国開  

国開  

中央館 国開  

農 国開  

中央館  

国開  

<AN1047185X> ISSN:

国際学研究科紀要 / 明治学院大学大学院国際学研究科. -- 創刉号 (1994.2)-. -- 明治学院大学大学院国際学研究科, 1994-.(明治
学院大学大学院国際学研究科)[年刉]

<AN00088723> ISSN:09105476

国際学論集 = The journal of international studies / 上智大学国際関係研究所 [編]. -- 1巻1号 (1978.7)-5巻2号 (1982.12) ; 10号
(1983.1)-no. 50 (2003. 3). -- 上智大学国際関係研究所, 1978-2003.(上智大学国際関係研究所)[不明]

<AN10436655> ISSN:13413732

国際開発研究フォーラム / 名古屋大学大学院国際開発研究科 = Forum of international development studies / Graduate School of
International Development, Nagoya University. -- 1 (1994.3)-. -- 名古屋大学大学院国際開発研究科, 1994-.(名古屋大学大学院国際
開発研究科)[年2回刉]

<AN10288693> ISSN:09119345

国際開発ジャーナル = International development journal / 国際開発ジャーナル社. -- No. 343 (1985)-. -- 国際開発ジャーナル社, 1985-
.(国際開発ジャーナル社)[月刉]

<AA11451211> ISSN:

国際開発学研究. -- 1巻4号 (2000.3)-. -- 勁草書房, 2000.3-.(勁草書房)[年2回刉]

<AN10439507> ISSN:13423045

国際開発研究 / 国際開発学会. -- 1巻1号 (1991.11)-. -- 国際開発学会, 1991.11-.(国際開発学会)[不明]

<AN00088621> ISSN:03873110

國語と國文學 / 東京大学国語国文学会. -- 創刉 [1巻1] 號 (大13.5)-. -- 至文堂, 1924-.(至文堂)[月刉]

<AA11808764> ISSN:13480162

国際英語学部紀要 / 中京大学国際英語学部. -- Vol. 1 (2002)-. -- 中京大学国際英語学部, 2002-.(中京大学国際英語学部)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 200



2011年度

国開

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

法  

法 中央館  

中央館 国開  

国際教育協力論集 / 広島大学教育開発国際協力研究センター [編] = Journal of international cooperation in education / Hiroshima
University Center for the Study of International Cooperation in Education. -- 1巻1号 (1998.6)-. -- 広島大学教育開発国際協力研究
センター, 1998.6-.(広島大学教育開発国際協力研究センター)[年2回刉]

国際関係論研究 / 国際関係論研究会. -- 1号 (1966.4)-. -- 国際関係論研究会, 1966.4-.(国際関係論研究会)[不明]

<AA12017709> ISSN:0918984X

国際学研究 / 明治学院大学国際学部 [編]. -- 19号 (Mar. 2000)-. -- 明治学院大学国際学部, 2000-.(明治学院大学国際学部)[不明]

<AA11281847> ISSN:13442996

国際関係学部研究年報 / 日本大学国際関係学部. -- 1集 (1980)-. -- [日本大学三島学園], 1980.2-.(日本大学国際関係学部)[年刉]

<AA11845283> ISSN:13481231

国際関係・比較文化研究 / 静岡県立大学国際関係学部 [編]. -- 1巻1号 (2002.12)-. -- 静岡県立大学国際関係学部, 2002.12-.(静岡
県立大学国際関係学部)[年2回刉]

<AN0039839X> ISSN:02854813

国際関係学研究 / 津田塾大学. -- No. 1 (1974)-. -- 津田塾大学紀要委員会, 1975.3-.(津田塾大学紀要委員会)[年刉]

<AN1000863X> ISSN:09143785

国際関係学研究 / 東京国際大学大学院国際関係学研究科. -- 創刉号 (1988)-. -- 東京国際大学, 1988.2-.(東京国際大学)[年刉]

<AN00088778> ISSN:03884279

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 201

<AA11831143> ISSN:13473107

国際環境協力 = Frontiers of environment and development. -- No. 1 (2001)-no. 5 (2005). -- 東京大学大学院新領域創成科学研究
科環境学専攻国際環境協力コース, 2001.12-2006.7.(東京大学大学院新領域創成科学研究科環境学専攻国際環境協力コース)[年刉]

<AN00088767> ISSN:0389052X



2011年度

教育

中央館  

中央館  

国開  

国開  

国開  

国開  

国開  

<AN10418744> ISSN:09198636

国際協力論集 / 神戸大学国際協力研究科 [編]. -- 創刉[1巻1]号 (1993.6)-. -- 神戸大学大学院国際協力研究科, 1993.6-.(神戸大学
大学院国際協力研究科)[年2回刉]

<AN10482914> ISSN:13410903

国際協力研究誌 / 広島大学大学院国際協力研究科 [編集] = Journal of international development and cooperation / IDEC
(Graduate School for International Development and Cooperation), Hiroshima University. -- 1巻1号 (1995)-. -- 広島大学大学院国際
協力研究科, 1995.3-.(広島大学大学院国際協力研究課)[不明]

<AN10447527> ISSN:

国際協力プラザ = Plaza for international cooperation / 国際協力推進協会. -- Vol. 1 (July 1994)-. -- 国際協力推進協会, 1994.7-.(国
際協力推進協会)[月刉]

<AN10005380> ISSN:09110186

国際協力研究 / 国際協力事業団国際協力総合研修所 [編]. -- Vol. 1, no. 1 (1985.4)-v. 24, no. 1 (2008.4). -- 国際協力事業団国際協
力総合研修所, 1985.4-2008.4.(国際協力事業団国際協力総合研修所)[年2回刉]

<AA11300668> ISSN:09110186

国際協力研究. 大学生論文コンテスト / 国際協力事業団国際協力総合研修所 [編]. -- 1号 (1998.9)-. -- 国際協力事業団国際協力総
合研修所, 1998.9-.(国際協力事業団国際協力総合研修所)[不明]

<AA11555013> ISSN:

国際教育文化研究 / 九州大学大学院人間環境学研究院国際教育文化研究会 [編]. -- Vol. 1 (2001.3)-. -- 九州大学大学院人間環
境学研究院国際教育文化研究会, 2001.3-.(九州大学大学院人間環境学研究院国際教育文化研究会)[不明]

<AA12360621> ISSN:18832792

国際教養学部論叢 / 中京大学国際教養学部 [編]. -- 1巻1号 (2008)- = 通巻1号 (2008)-. -- 中京大学国際教養学部, 2008.10-.(中京
大学国際教養学部)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 202

<AA11859663> ISSN:13484486

国際教育評論 = CRIE review of international education / 東京学芸大学国際教育センター [編]. -- No. 1 (2003)-. -- 東京学芸大学国
際教育センター, 2003-.(東京学芸大学国際教育センター)[年刉]



2011年度

中央館

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

経済  

中央館  

法  

国際経営論集 / 神奈川大学経営学部. -- 1号 (1990.3)-. -- 神奈川大学経営学部, 1990.3-.(神奈川大学経営学部)[年2回刉]

<AA1115271X> ISSN:13428101

国際公共政策研究 / 大阪大学大学院国際公共政策研究科 [編] = International public policy studies / Osaka School of International
Public Policy, Osaka University. -- 1巻1号 (1997.3)-. -- 大阪大学大学院国際公共政策研究科紀要編集委員会, 1997.3-.(大阪大学
大学院国際公共政策研究科)[年2回刉]

国際基督教大学学報. III-A, アジア文化研究別冊 / 国際基督教大学アジア文化研究所 [編集]. -- 1 (1990.3)-. -- 国際基督教大学アジ
ア文化研究所, 1990-.(国際基督教大学アジア文化研究所)[年刉]

<AN00279608> ISSN:02877953

国際金融 = International finance journal / 外国為替貿易研究会 [編]. -- 328号 (昭39.9)-. -- 外国為替貿易研究会, 1964.9-.(外国為
替貿易研究会)[月2回刉]

<AN10153220> ISSN:09157611

国際基督教大学学報. III-A, アジア文化研究 / 国際基督教大学アジア文化研究委員会. -- 2号 (1960.9)-. -- 国際基督教大学, 1960-
.(国際基督教大学)[年刉]

<AN00088916> ISSN:00733938

国際基督教大学学報. IV-B, 人文科学研究 : キリスト教と文化 / 国際基督教大学キリスト教と文化研究所. -- 4号 (1968.10)-. -- 国際基
督教大学キリスト教と文化研究所, 1968.10-.(国際基督教大学キリスト教と文化研究所)[年刉]

<AN10229479> ISSN:09166734

国際協力機構年報. 資料編. -- [CD-ROM版]. -- 2004 (2004)-. -- 国際協力機構, c2004-. w.(国際協力機構)[年刉]

<AN0008887X> ISSN:04523318

国際基督教大学学報. I-A, 教育研究 / 国際基督教大学教育研究所 [編集]. -- 6号 (1960.3)-. -- 国際基督教大学, 1960-.(国際基督
教大学)[年刉]

<AN00088869> ISSN:04542150

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 203

<AA1198193X> ISSN:



2011年度

中央館

中央館  

中央館  

法  

経済 法  

中央館  

経研セ  

法  

<AA12222311> ISSN:18820727

国際収支統計季報 / 日本銀行国際局 [編] = Balance of payments quarterly / International Department, the Bank of Japan. -- 2006
年10-12月 (2006.10/12)-. -- サンパートナーズ.(日本銀行国際局)[季刉]

<AN00327642> ISSN:02877511

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)[月刉]

<AA11793485> ISSN:13482793

国際社会科学 = Advanced social and international studies / 東京大学大学院総合文化研究科国際社会科学専攻 [編]. -- 51輯
(2001)-. -- 東京大学大学院総合文化研究科国際社会科学専攻, 2001.3-.()[年刉]

<AA11473757> ISSN:1345871X

国際社会文化研究 / 高知大学人文学部国際社会コミュニケーション学科 [編]. -- 1号 (2000)-. -- 高知大学人文学部国際社会コミュニ
ケーション学科, 2000.7-.(高知大学人文学部国際社会コミュニケーション学科)[年刉]

<AA11524665> ISSN:1346261X

国際子ども図書館の窓. -- 1号 (2001.3)-. -- 国立国会図書館国際子ども図書館, 2001.3-.(国立国会図書館国際子ども図書館)[年刉]

<AA11428967> ISSN:

国際私法年報 / 国際私法学会 [編]. -- 1 (1999)-. -- 信山社, 1999-.(信山社)[年刉]

<AA1224631X> ISSN:

国際広報メディア・観光学ジャーナル / 北海道大学大学院国際広報メディア・観光学院 [編] = The journal of international media,
communication, and tourism studies : Jimcts / Graduate School of International Media, Communication, and Tourism Studies,
Hokkaido University. -- No. 5 (2007)-. -- 北海道大学大学

<AA11324203> ISSN:13447211

国際交流研究 : 国際交流学部紀要 / フェリス女学院大学 [編]. -- 創刉号 (1999.3)-. -- フェリス女学院大学, 1999.3-.(フェリス女学院大
学)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 204



2011年度

国開

法  

法  

法  

法  

中央館  

中央館  

中央館  

国際人間学部紀要 = International human studies / 鹿児島純心女子大学国際人間学部 [編]. -- 11号 (2005.3)-. -- 鹿児島純心女子
大学国際人間学部, 2005.3-.(鹿児島純心女子大学国際人間学部)[年刉]

国際啄木学会研究年報 = The annual report of International Society of Takuboku Studies. -- 1号 (1998)-. -- 国際啄木学会, 1998-
.(国際啄木学会)[年刉]

<AA1121883X> ISSN:13439057

国際地域学研究 / 東洋大学国際地域学部 [編]. -- 創刉号 (1998.3)-. -- 東洋大学国際地域学部, 1998.3-.(東洋大学国際地域学
部)[年刉]

<AA12012192> ISSN:18801978

国際政治 / 日本国際政治学会編. -- 1957年度春季号 (1957.春季)-1965, no. 1 (1965) ; 31号 (1965.2)-. -- 日本国際政治学会.(日本
国際政治学会)[年3回刉]

<AN00267154> ISSN:02890054

国際税務 = International taxation / 税務研究会 [編]. -- 1巻1号 (1981. 5)- = 通巻No. 1 (1981. 5)-. -- 税務研究会, 1981.5-.(国際税
務研究会)[月刉]

<AA11262831> ISSN:13439715

国際人権 = Human rights international. -- No.1 (1990)-. -- 国際人権法学会, 1990.11-.(国際人権法学会)[年刉]

<AN10185282> ISSN:09147942

国際人流 = The immigration newsmagazine / 法務省入国管理局編集協力. -- 創刉準備[0]号 (1987.2)-. -- 入管協会, 1987-.((財)入
管協会)[月刉]

<AN0008917X> ISSN:04542215

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 205

<AN10234570> ISSN:0916393X

国際女性 / 国際女性の地位協会 = / Japanese Association of International Women's Rights. -- No. 1 (June 1988)-. -- 国際女性の地
位協会, 1988-.(国際女性の地位協会)[年刉]

<AN10229049> ISSN:09167188



2011年度

経研セ

法  

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

中央館 国開  

<AN1043678X> ISSN:13410857

国際文化研究科論集 / 東北大学大学院国際文化研究科. -- 創刉号 (1993)-. -- 東北大学大学院国際文化研究科, 1994.3-.(東北大
学大学院国際文化研究科)[年刉]

<AA11502017> ISSN:13459929

国際文化学部論集 / 鹿児島国際大学国際文化学部 [編]. -- 1巻1号 (2000.7)-. -- 鹿児島国際大学国際文化学部, 2000.7-.(鹿児島
国際大学国際文化学部)[季刉]

<AN10469654> ISSN:13410709

国際文化研究 / 東北大学国際文化学会 [編]. -- 創刉号 (1994)-. -- 東北大学国際文化学会, 1994-.(東北大学国際文化学会)[年刉]

<AA11402329> ISSN:13451014

国際文化学 = Cross-cultural studies review / 神戸大学国際文化学会 [編]. -- 創刉[1]号 (1999.9)-. -- 神戸大学国際文化学会,
1999.9-.(神戸大学国際文化学会)[年刉]

<AN10436600> ISSN:13405217

国際文化学研究 : 神戸大学国際文化学部紀要. -- 創刉 [1] 号 (1994.3)-. -- 神戸大学国際文化学部, 1994-.(神戸大学国際文化学
部)[年刉]

<AN10393075> ISSN:09189092

国際比較政治研究 / [国際比較政治研究所(大東文化大学)]. -- 1号 (1992.3)-. -- 国際比較政治研究所(大東文化大学), 1992. 3-
.()[年刉]

<AN1000537X> ISSN:09134654

国際武道大学研究紀要 / 国際武道大学 = The International Budo University journal / the International Budo University. -- No. 1
(1985)-. -- 国際武道大学, 1986.3-.(国際武道大学)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 206

<AN00094282> ISSN:03873773

国際農林業協力 / 国際農林業協力協会 [編集]. -- Vol. 1, no. 1 (1978.9)-. -- 国際農林業協力協会, 1978.9-.(香西農林業協力・交流
協会)[不明]



2011年度

中央館

法  

国開  

法  

国開 国開  

中央館  

法 経済  

法  

國士舘大學政經論叢 / 国士舘大学政経学会. -- 創刉 [1] 号 (昭39.6)-31号 (昭55.6) ; 昭和55年1号 (昭55.7)-昭和63年4号 (昭63.12)
= 通号32号 (昭55.7)-66号 (昭63.12) ; 平成1年1号 (平1.3)- = 通号67号 (平1.3)-. -- 国士舘大学政経学会, 1964-.(国士舘大学政経学
会)[季刉]

<AA11446084> ISSN:13439723

国士舘大学大学院政経論集 / 国士舘大学政経学会 [編集]. -- 創刉号 (平10.3)-. -- 国士舘大学政経学会, 1998-.(国士舘大学政経
学会)[年刉]

国際理解教育 / 日本国際理解教育学会 [編]. -- Vol. 1 (1995.1)-. -- 日本国際理解教育学会.(日本国際理解教育学会)[年刉]

<AN00089475> ISSN:02881500

國士舘大學教養論集 / 國士舘大學教養學會. -- 創刉号 (昭50.6)-no. 7 (Sept. 1978) ; V. 4, no. 2 (Mar. 1979)- = 8号 (昭54.3)-.(国士
舘大学教養学会)[年2回刉]

<AN00089511> ISSN:05869749

國際貿易 = Intertrade / 対外経済貿易部国際貿易研究所編輯. -- 中国対外經濟貿易出版社.(中国対外經濟貿易出版社)[月刉]

<WS01927551> ISSN:

国際問題 / 日本国際問題研究所 [編]. -- No.588 (2010.1・2)-. -- 日本国際問題研究所, 2010.1-.(日本国際問題研究所)[その他]

<AN10551074> ISSN:13437194

国際文化論集 = Intercultural studies / 桃山学院大学国際文化学会 [編集]. -- No. 1 (Mar. 1990)-. -- 桃山学院大学総合研究所,
1990-.(桃山学院大学総合研究所)[年2回刉]

<AN00089307> ISSN:00232866

國際法外交雑誌 / 國際法學會. -- 11巻1號 (大1. 9)-. -- 清水書店, 1912-.(清水書店)[季刉]

<AN10433340> ISSN:10024999

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 207

<AN1020813X> ISSN:09170219



2011年度

中央館

法  

中央館  

経研セ  

農  

文 附学校  

中央館  

中央館  

<AN00090033> ISSN:03898636

國文學研究 / 早稻田大學國文學會編. -- 1輯 (昭8)-18輯 (昭18.12) ; 12年1号 (昭19.9)-13年2号 (昭20.3) ; 復刉1輯 (昭24.10)-. -- 早
稻田大學出版部, 1933-.(早稲田大学国文学会)[年3回刉]

<AA12049057> ISSN:18802249

国文学研究資料館紀要. アーカイブズ研究篇 / 人間文化研究機構国文学研究資料館 [編]. -- 1号 (2005.3)- = 通巻36号 (2005.3)-. --
人間文化研究機構国文学研究資料館, 2005.3-.(人間文化研究機構国文学研究資料館)[不明]

<AN00089792> ISSN:04309081

国土地理院時報 = GSI journal / 建設省国土地理院 [編集]. -- 25集 (昭35.11)-. -- 国土地理院総務課, 1960-.()[不明]

<AN00265261> ISSN:03869911

國文學解釋と鑑賞. -- 1卷1號 (昭11.6)-. -- 至文堂, 1936-.(至文堂)[月刉]

<AN00089431> ISSN:03869156

國史學. -- 1號 (昭4.11)-. -- 國史學會, 1929.11-.(國史學會)[年2回刉]

<AA11561592> ISSN:13467107

国土交通 : 国土交通省広報誌 / 国土交通省 [編]. -- No. 1 (2001.1)-no. 6 (2001.6) ; 54巻7号 (2001.7)-62巻3号 (2009.3) = No. 7
(2001.7)-no. 99 (2009.3) ; No. 100 (2009.12-2010.1)-. -- 国土交通省, [2001]-.(国土交通省大臣官房広報課)[隔月刉]

<AN10087727> ISSN:09154299

国士舘大学理工学研究所報告 = Bulletin of Science and Engineering Research Institute, Kokushikan University / 国士舘大学. -- 創
刉号 (平1)-. -- 国士舘大学理工学研究所, 1989-.(国士舘大学理工学研究所)[年刉]

<AN00089602> ISSN:02868911

國士舘法學 / 国士舘大学法学会. -- 創刉号 (1968)-. -- 国士舘大学法学会, 1968-.(国士舘大学法学会)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 208



2011年度

中央館

情言  

経済  

経研セ 法  

医  

中央館  

農  

農  

国立環境研究所特別研究報告 / 国立環境研究所 = Report of special research from the National Institute for Environmental Studies,
Japan / National Institute for Environmental Studies. -- 6 (平3.3)-. -- 国立環境研究所, 1991-.()[その他]

国立科学博物館専報 / 国立科学博物館 [編] = Memoirs of the National Science Museum / National Science Museum. -- No. 1 (Mar.
1968)-. -- 国立科学博物館, 1968-.(国立科学博物館)[年刉]

<AN10291199> ISSN:13413643

国立環境研究所研究報告 = Research report from the National Institute for Environmental Studies, Japan / 国立環境研究所 [編]. --
128号 (平3.3)-. -- 国立環境研究所, 1991-.()[その他]

<AN10291133> ISSN:13413635

国民生活研究 / 国民生活研究所. -- 1巻1号 (昭37.4)-. -- 国民生活研究所, 1962-.(国民生活センター)[季刉]

<AA11182266> ISSN:13434292

国立医薬品食品衛生研究所報告 = Bulletin of National Institute of Health Sciences / 国立医薬品食品衛生研究所 [編]. -- No. 115
(1997)-. -- 国立医薬品食品衛生研究所化学物質情報部, 1997-.(国立医薬品食品衛生研究所)[年刉]

<AN00379635> ISSN:00824755

国文学言語と文芸. -- 1巻1号 (昭33.11)-13巻2号 (昭46.3) ; 76号 (昭48.5)-. -- 明治書院, 1958-.(桜楓社)[年2回刉]

<AN00090962> ISSN:03873129

國民經濟雜誌 / 神戸高等商業學校商業研究所 [編]. -- 39卷1號 (大14.7)-. -- [寶文館], 1925-.()[月刉]

<AN00091171> ISSN:02871505

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 209

<AA12058284> ISSN:03873447

国文学研究資料館紀要. 文学研究篇 / 人間文化研究機構国文学研究資料館 [編]. -- 31号 (平17.2)-. -- 人間文化研究機構国文学
研究資料館, 2005.2-.(国文学研究資料館)[年刉]

<AN00077691> ISSN:04523008



2011年度

教育

教育  

中央館  

法 中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

法  

<AN10462950> ISSN:10183825

國立臺灣大學法學論叢 / 國立台灣大學 [編]. -- 國立台灣大學法學系出版.(國立台灣大學)[季刉]

<AA12156942> ISSN:1881106X

国立女性教育会館研究ジャーナル = Journal of the National Women's Education Center of Japan. -- 10号 (Aug. 2006)-. -- 国立女性
教育会館, 2006.8-.(国立女性教育会館)[年刉]

<AA11260654> ISSN:13428063

国立西洋美術館研究紀要 = Journal of the National Museum of Western Art. -- No. 1 (1997)-. -- 国立西洋美術館, 1997.3-.(国立西
洋美術館)[年刉]

<AN00356017> ISSN:00279153

国立国会図書館月報. -- 創刉号 (1961.4)-. -- 国立国会図書館, 1961-.(国立国会図書館)[月刉]

<AN00398367> ISSN:0385325X

國立國会図書館年報 / 國立國会図書館 = Annual report of National Diet Library / National Diet Library. -- 昭和23年度 (昭23)-昭和
63年度 (昭63) ; 平成元年度 (平1)-. -- 國立國会図書館, 1950.3-.(國立國会図書館)[年刉]

<AA11542022> ISSN:13467735

国立教育政策研究所広報. -- 128・129号 ( [平13.3] )-. -- 国立教育政策研究所, 2001.3-.(国立教育政策研究所)[季刉]

<AN00398378> ISSN:

国立公文書館年報. -- No. 1 (昭46)-. -- 国立公文書館, 1972.7-.(国立公文書館)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 210

<AA11529013> ISSN:13468618

国立教育政策研究所紀要 / 国立教育政策研究所 [編]. -- 130集 (平13.3)-. -- 国立教育政策研究所, 2001.3-.(国立教育政策研究
所)[年刉]



2011年度

中央館

教育  

中央館  

中央館  

医保健  

教育 保体セ 医保健

経研セ  

理  

個人企業経済調査報告. 動向編 = Quarterly report on the unincorporated enterprise survey / 総務省統計局 [編]. -- No. 201 (平
14.4/6)-. -- 総務省統計局, 2003.3-.(総務省統計局)[季刉]

<AN10201028> ISSN:00016616

古生物學報 / 中國古生物學會編輯. -- 1巻1期 (1953.2)-. -- 中國科學院, 1953.2-.(科学出版社・北京)[季刉]

心と社会 / 日本精神衛生会. -- No. 1 (1969)-no. 4 (1971) ; V. 2, no. 1/2 (1971)-v. 10 合併号 (1979/1980) ; No. 33 (1980)-no. 71
(1993) ; 24巻2号 (1993)- = No. 72 (1993)-.(日本精神衛生会)[季刉]

<AN10026110> ISSN:09120734

こころの科学 = Human mind. -- 創刉号 (1985.5)-. -- 日本評論社.(日本評論社)[隔月刉]

<AA11836919> ISSN:13486187

国立民族学博物館研究報告 / 国立民族学博物館. -- 1巻1号 (1976.3)-. -- 国立民族学博物館, 1976.3-.(国立民族学博物館)[季刉]

<AN1042612X> ISSN:02579448

语言教学与研究. -- 1集 ([1977.2])-4集 (1979.2) ; 1979年1期 (1979.9)-. -- 北京语言学院, 1977-.(北京語言学院)[隔月刉]

<AN00092141> ISSN:00232807

国立天文台報 = Report of the National Astronomical Observatory of Japan. -- 1巻1号 (1990.2)-. -- 国立天文台, 1990-.(国立天文
台)[季刉]

<AA12351256> ISSN:18833268

国立特別支援教育総合研究所研究紀要 / 国立特別支援教育総合研究所 [編]. -- 35巻 (平20.3)-. -- 国立特別支援教育総合研究
所, 2008.3-.(国立特別支援教育総合研究所)[年刉]

<AN00091943> ISSN:0385180X

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 211

<AN1017529X> ISSN:09156321



2011年度

法

法  

文  

農  

文  

理 理 情言 工 理 中央館 工 エコ 工 工

工 理 工 工

中央館  

中央館  

<AA12116584> ISSN:

古代学研究所紀要 : 明治大学学術フロンティア推進事業日本古代文化における文字・図像・伝承と宗教の総合的研究 / 明治大学古代学
研究所 [編]. -- 1号 (2005)-. -- 明治大学古代学研究所, 2006.2-.(明治大学古代学研究所)[不明]

<AN1046138X> ISSN:09196498

古代文化研究 / 島根県古代文化センター [編集]. -- No. 1 (Mar. 1993)-. -- 島根県古代文化センター, 1993.3-.(島根県古代文化セン
ター)[年刉]

<AN00092640> ISSN:00459232

古代文化 / 古代學協會. -- 1号 (昭32.8)-5号 (昭32.12) ; 1958年1号 (昭33.1)-1958年12号 (昭33.12) ; 3巻1号 (昭34.1)-. -- 古代学協
会京都支部, 1957-.(古代学協会)[月刉]

<AN00092629> ISSN:04544544

固体物理 / アグネ技術センター. -- 1巻1号 (昭41.1)-. -- サイエンスプレス.(アグネ技術センター)[月刉]

<AN00092491> ISSN:03869121

古代學研究 / 學生考古學研究會 [編]. -- 1号 (1949)-. -- [古代学研究会], 1949-.(古代学研究会)[不明]

<AN00092527> ISSN:03864561

個体群生態学会会報 / 個体群生態学会. -- No. 10 (1966. 6)-. -- 個体群生態学会, 1966-.()[不明]

<AN00274615> ISSN:

戸籍 / 全国連合戸籍事務協議会. -- 1 (昭24)-. -- テイハン.(テイハン)[月刉]

<AN00230176> ISSN:09121579

戸籍時報. -- 創刉号 (昭33.4)-. -- 戸籍時報社.(日本加除出版)[月刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 212



2011年度

中央館 文

法  

経研セ  

中央館  

中央館  

中央館  

附学校  

教育  

子ども発達臨床研究 / 北海道大学大学院教育学研究科 [編]. -- 創刉[1]号 (2007)-. -- 北海道大学大学院教育学研究科附属子ども
発達臨床研究センター, 2007.3-.(北海道大学大学院教育学研究科附属子ども発達臨床研究センター)[年刉]

ことばの科学 = Studia linguistica / 名古屋大学総合言語センター言語文化研究委員会 [編集]. -- 1号 (1988)-. -- 名古屋大学総合言語
センター言語文化研究委員会, 1988.8-.(名古屋大学言語文化部言語文化研究会)[年刉]

<AN10163552> ISSN:

子供の科學. -- 4巻1號 (昭16.1)-. -- 誠文堂新光社.(誠文堂新光社)[月刉]

<AA12203623> ISSN:

ことばと人間 : 立教大学言語人文紀要 : Rikkyo University journal of language and the humanities / 立教大学言語人文紀要編集委員
会編. -- Vol. 1 (1999)-. -- 立教大学言語人文紀要編集委員会, 1999.10-.(立教大学言語人文紀要編集委員会)[年刉]

<AA11545406> ISSN:13455508

言葉と文化 = Issues in language and culture / 名古屋大学・国際言語文化研究科日本言語文化専攻 [編集]. -- 創刉号 (2000)-. --
名古屋大学大学院国際言語文化研究科日本言語文化専攻, 2000-.(名古屋大学大学院国際言語文化研究科日本言語文化専攻)[年
刉]

<AN10442396> ISSN:13456156

國家學會雜誌. -- 1巻1號 (明20.3)-. -- 國家學會事務所.(有斐閣)[隔月刉]

<AN1005873X> ISSN:

国庫の状況報告書. -- 昭和31年度3・四半期 (昭31.3四半期)-昭和63年度4・四半期 (昭63.4四半期) ; 平成元年度1・四半期 (平1.1四
半期)-. -- 大蔵省.(財務省理財局)[季刉]

<AA11384908> ISSN:13445995

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 213

<AN00092709> ISSN:00232785

國華. -- 1號 (明22.10)-181號 (明38.6) ; 16編182號 (明38.7)-. -- 國華社, 1889-.(國華社)[月刉]

<AN00092775> ISSN:00232793



2011年度

教育

医  

中央館  

教育  

教育  

教育  

法  

中央館  

<AA12330620> ISSN:10046097

语文教学通讯. B / [语文教学通讯编委会]编辑. -- 2007.6 (2007.6)-=总483期 (2007.6)-. -- 语文报社, 2007.06.(語文報社)[月刉]

<AN00345779> ISSN:

子どもの文化 / 日本児童文化研究所 [編]. -- 創刉 [1] 号 (1969.5)-23号 (昭46.12) ; 4巻1号 (昭47.1)- = No. 24 (昭47. 1)-. -- 日本児
童文化研究所, 1969-.(子どもの文化研究所)[月刉]

<AN00327675> ISSN:09129782

コピライト / 著作権資料協会 [編]. -- 1号 (昭36.4)-. -- [著作権資料協会], [1961]-.((社)著作権情報センター)[月刉]

<AN10161808> ISSN:

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)[月刉]

<AA11864991> ISSN:

子どもの虹情報研修センター紀要. -- No. 1 (2003)-. -- 横浜博萌会子どもの虹情報研修センター(日本虐待・思春期問題情報研修セン
ター), 2003.8-.(横浜博萌会子どもの虹情報研修センター)[不明]

<AN00093064> ISSN:03012654

こども医療センター医学誌 = Kanagawa Children's Medical Center journal / 神奈川県立こども医療センター医師の会編集. -- 1号 (昭
47.1)-4号 (昭47.10) ; 2巻1号 (昭48.1)- = [通巻5号 (昭48.1) ]-. -- 神奈川県立こども医療センター, 1972-.(神奈川県立こども医療センター
医師の会)[季刉]

<AA11361877> ISSN:13447564

子ども学 / 甲南女子大学国際子ども学研究センター [編]. -- Vol. 1 (1999.3)-. -- 甲南女子学園, 1999.3-.(甲南女子学園)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 214

<AN10408627> ISSN:13407457

子ども文化学研究 = Bulletin of Child Culture Research Institute / 中京女子大学子ども文化研究所 [編]. -- 1号 (1992)-. -- 中京女子
大学子ども文化研究所, 1993.3-.(中京女子大学子ども文化研究所)[年刉]



2011年度

中央館

中央館  

中央館  

中央館  

経済  

中央館  

中央館  

中央館  

駒澤史学 / 駒澤大學史學研究室. -- 創刉號 (昭28)-. -- 駒澤大學史學研究室, 1953.1-.(駒沢史学会)[年刉]

<AN00093370> ISSN:03899918

駒沢社会学研究. -- 創刉 [1] 号 (昭43)-. -- 駒沢大学文学部社会学科研究室, 1968-.(駒沢大学文学部社会学科研究室)[年刉]

駒沢大学大学院商学研究 / 駒沢大学大学院商学研究科. -- 創刉号 (昭46.6)-.()[年刉]

<AN00093359> ISSN:04523652

駒澤國文 / 駒沢大学国文学会. -- 創刉号 (昭34)-. -- 駒沢大学国文学会, 1959.11-.(駒沢大学文学部国文学研究室)[年刉]

<AN0009336X> ISSN:04506928

駒澤大學經済學部研究紀要. -- 26號 (昭43.3)-. -- 駒沢大学, 1968.3-.(駒沢大学)[年刉]

<AN00093632> ISSN:02859890

駒沢大学大学院経済学研究 / 駒沢大学大学院経済学研究科院生会 [編]. -- 創刉号 (1972)-. -- 駒沢大学大学院経済学研究科院
生会, 1973-.(駒沢大学大学院経済学研究科院生会)[年刉]

<AN00093676> ISSN:02880695

语文月刉. 学术综合版 / 华南师范大学 [編]. -- 2009年1期 (2009.1)- = 总322期 (2009.1)-. -- 语文月刉杂志社, 2009-.(華南師範大
学)[月刉]

<AA11653704> ISSN:13473492

古文化研究 : 黒川古文化研究所紀要. -- 1号 (平14.3)-. -- 黒川古文化研究所, 2002.3-.(黒川古文化研究所)[年刉]

<AN00093483> ISSN:03899861

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 215

<AA12381585> ISSN:10057781



2011年度

中央館

教育  

中央館  

経済  

中央館  

中央館  

中央館  

法  

<AA12209211> ISSN:18818110

駒澤大学総合教育研究部紀要 / [駒澤大学]総合教育研究部 [編]. -- 1号 (平19.3)-. -- 駒澤大學, 2007.3-.(駒澤大学総合教育研究
部)[不明]

<AN00093643> ISSN:0385955X

駒沢大学大学院公法学研究 / 駒沢大学大学院法学研究科公法学専攻院生会. -- 創刉号 (1974)-. -- 駒沢大学大学院法学研究科
公法学専攻院生会, 1975.3-.(駒澤大学大学院法学研究科公法学専攻院生会)[年刉]

<AA11329105> ISSN:13493728

駒澤大学心理学論集 : KARP / 駒澤大学文学部心理学科 [編]. -- 1号 (Mar. 1999)-. -- 駒澤大学文学部心理学研究室, [1999]-.(駒
澤大学文学部心理学研究室)[年刉]

<AN10224147> ISSN:09159592

駒澤大學禪研究所年報 / 駒澤大學禪研究所. -- 1号 (1990.3)-. -- 駒澤大學禪研究所, 1990.3-.(駒澤大學禪研究所)[年刉]

<AN00093472> ISSN:0389987X

駒澤大學經營學部研究紀要. -- 1号 (昭46.3)-. -- 駒沢大学, 1971.3-.(駒沢大学)[年刉]

<AN00093494> ISSN:03899853

駒沢大学経済学論集 / 駒沢大学経済学会. -- 1巻1・2合併号 (1969.10)- = 通巻16・17号 (1969.10)-. -- 駒沢大学経済学会,
1969.10-.()[季刉]

<AA12185893> ISSN:18813461

駒澤大学外国語論集 / 総合教育研究部外国語第1・第2部門 [編集]. -- 1号 (2006.9)-. -- 駒澤大学総合教育研究部外国語第1・第2
部門, 2006.9-.(駒澤大学総合教育研究部外国語第1第2部門)[不明]

<AN00093461> ISSN:

駒澤大學教育学研究論集 / 駒澤大學文学部教育学研究室. -- 1号 (1977.3)-. -- 駒沢大学, 1977.3-.(駒澤大學文学部教育学研究
室)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 216



2011年度

中央館

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

経済  

国開 中央館  

コミュニケーション科学 / 東京経済大学 [編]. -- No. 1 (1994)-. -- 東京経済大学コミュニケーション学部開設事務室, 1994.5-.(東京経済大
学コミュニケーション学部開設事務室)[不明]

駒澤地理 / 駒沢大学地理学会 [編]. -- 1号 (1958.7)-. -- 駒沢大学地理学会, 1958.7-.(駒沢大学文学部地理学教室)[年刉]

<AN00093905> ISSN:03899888

駒大経営研究 / 駒沢大学経営研究所. -- Vol. 1, no. 1 (昭44)-. -- 駒沢大学経営研究所, 1969.7-.()[年3回刉]

<AN10459934> ISSN:1340587X

駒沢大学文化 / 駒沢大学文学部文化学教室. -- 2号 (昭51.3)-. -- 駒沢大学, 1976.3-.(駒沢大学)[年刉]

<AN00093767> ISSN:04523636

駒澤大學文學部研究紀要. -- 19號 (昭36.3)-. -- 駒澤大學, 1961.3-.(駒澤大学)[年刉]

<AN00093869> ISSN:0454241X

駒澤大學佛教學部研究紀要 / 駒澤大學 [編]. -- 19號 (昭36.3)-. -- 駒澤大學, 1961.3-.(駒澤大學)[年刉]

<AN00093712> ISSN:0389990X

駒澤大学佛教学部論集 / 駒澤大学佛教学部研究室 [編集]. -- 1号 (昭46.3)-. -- 駒沢大学仏教学部仏教学研究室, 1971.3-.(駒沢大
学仏教学部)[年刉]

<AN00258798> ISSN:02896613

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 217

<AN00093698> ISSN:03876241

駒沢大学大学院仏教学研究会年報 / 駒沢大学大学院仏教学研究会. -- 1号 (昭42)-. -- 駒沢大学大学院仏教学研究会.(駒沢大学
大学院仏教学研究会)[年刉]

<AN00093701> ISSN:04523628



2011年度

中央館

法 中央館  

医保健  

中央館  

情言  

文  

中央館  

工  

<AN00094169> ISSN:03871061

コンクリート工学 / 日本コンクリート会議 [編] = Concrete journal / Japan National Council on Concrete. -- 13巻1号 ('75.1)- = No. 112
('75. 1)-. -- 日本コンクリート会議.((社)日本コンクリート工学協会)[月刉]

<AN10190136> ISSN:

古文字研究 / 吉林大学古文字研究室編. -- 1輯 (1979.8)-. -- 中華書局, 1979.8-.(中華書局・北京)[年刉]

<AN00094045> ISSN:03862429

古文書研究 / 日本古文書学会編集. -- 創刉号 (1968.6)-. -- 吉川弘文館.(吉川弘文館)[年2回刉]

<AA11605508> ISSN:13467255

コミュニティ振興研究 : 常磐大学コミュニティ振興学部紀要 / 常磐大学コミュニティ振興学部 [編]. -- 創刉号 (2001.3)-. -- 常磐大学コミュニ
ティ振興学部, 2001.3-.(常磐大学コミュニティ振興学部)[年刉]

<AA11358158> ISSN:13428691

コミュニティ心理学研究 / コミュニティ心理学研究刉行会 [編集]. -- 1巻1号 (1997.3)-. -- コミュニティ心理学研究刉行会, 1997-.(日本コミュ
ニティ心理学会)[年2回刉]

<AN00094023> ISSN:02885913

コミュニケーション研究 / 上智大学コミュニケーション学会. -- 1号 (1967)-. -- 上智大学コミュニケーション学会, 1967-.(上智大学コミュニケーショ
ン学会)[年刉]

<AA11406964> ISSN:

コミュニティケア = Community care. -- 創刉記念0号 (1999.5)-. -- 日本看護協会出版会, 1999-.(日本看護協会出版会)[隔月刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 218

<AN00012674> ISSN:02887843

コミュニケーション紀要 / 成城大學大學院文學研究科 [編]. -- 1輯 (昭58.3)-. -- 成城大學大學院文學研究科, 1983.3-.(成城大学大学院
文学研究科)[年刉]



2011年度

工

工 工  

中央館  

農  

農 中央館  

中央館  

情言 情基セ  

<ゴ>

中央館  

コンピュータソフトウェア / 日本ソフトウェア科学会編集. -- 1巻1号 (1984.4)-. -- 岩波書店, 1984-.(岩波書店)[季刉]

<AN00087072> ISSN:02868962

語学文学 / 北海道教育大学語学文学会. -- 5号 (1967)-.(北海道教育大学語学文学会)[年刉]

昆虫と自然 = the nature and insects / ニューサイエンス社 [編]. -- 1巻1号 (1966.4)-. -- ニューサイエンス社, 1966-.(ニューサイエンス社)[月
刉]

<AA1190346X> ISSN:

渾沌 = Chaos / 近畿大学大学院文芸学研究科 [編]. -- 創刉号 (2004)-. -- 近畿大学大学院文芸学研究科, 2004.2-.(近畿大学大学
院文芸学研究科)[年刉]

<AN10075819> ISSN:02896540

コンタクト・ゾーン = Contact zone / 京都大学人文科学研究所人文学国際研究センター[編]. -- 001 (2007)-. -- 京都大学人文科学研究
所人文学国際研究センター, 2007-.(京都大学人文科学研究所 人文学国際研究センター)[年刉]

<AA11248127> ISSN:13438794

昆蟲. ニューシリーズ = Japanese journal of entomology. New series / 日本昆虫学会 [編]. -- 1巻1号 (1998.6)-. -- 日本昆虫学会,
1998-.(日本昆虫学会)[季刉]

<AN00094373> ISSN:00233218

コンクリート工学論文集 / 日本コンクリート工学協会 [編] = Concrete research and technology / Japan Concrete Institute. -- 1巻1号
(1990.1)- = 通巻1号 (1990.1)-. -- 日本コンクリート工学協会.((社)コンクリート工学協会)[年3回刉]

<AN10088286> ISSN:09142843

混相流 / 日本混相流学会 [編] = Japanese journal of multiphase flow / the Japan Society of Multiphase Flow. -- Vol. 1, no. 1
(1987.9)-. -- [日本混相流学会事務局], 1987.9-.(日本混相流学会)[季刉]

<AA12260795> ISSN:

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 219

<AN1053282X> ISSN:13404733



2011年度

中央館

情言  

情言  

<サ>

中央館  

中央館 法 法

医 医保健  

医  

法  

<AA12014325> ISSN:13488171

済生会医学・福祉共同研究 = Report of the Saiseikai Medical and Social Welfare Joint Research. -- 平成14年度版 (平14)-. -- 済生
会, 2003-.()[年刉]

<AA11745857> ISSN:13474480

最先端技術関連法研究 / 国士舘大学法学部最先端技術関連法研究所 [編]. -- 創刉号 ([2002.3])-. -- 最先端技術関連法研究所,
2002.3-.(国士舘大学法学部最先端技術関連法研究所)[不明]

<ZW50009930> ISSN:

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)[月刉]

<AN00094908> ISSN:03708241

最新醫學. -- 1卷1號 (昭21.6)-. -- 最新醫學社, 1946-.(最新医学社)[月刉]

<AN1043503X> ISSN:10018476

语文建设. -- 1986年1,2期 (1986.1/2)- = 总1,2期 (1986.1/2)-. -- 语文出版社, 1986.3-.(教育部語言文字報刉社)[月刉]

<AN00094792> ISSN:03866009

サイコアナリティカル英文学論叢 / サイコアナリティカル英文学協会. -- 1号 (昭53.1)-. -- サイコアナリティカル英文学協会, 1978-.(サイコアナリ
ティカル英文学会)[年刉]

<AN00093257> ISSN:02863464

語文 / 日本大学国文学会. -- 1輯 (昭26.1)-.(日本大学国文学会)[年3回刉]

<AN10435040> ISSN:10002979

语文研究. -- 1980年1辑 (1980)- = 总1辑 (1980)-. -- [出版者不明], 1980-.(山西省社会科学院)[季刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 220



2011年度

中央館

中央館  

農  

中央館  

中央館  

医  

教育  

中央館  

埼玉大学紀要. 教養学部 / 埼玉大学教養学部 [編]. -- 40巻2号 (2004)-. -- 埼玉大学教養学部, 2005.3-.(埼玉大学教養学部)[年2回
刉]

埼玉小児医療センター医学誌 = Journal of Saitama Children's Medical Center / 埼玉県立小児医療センター. -- 1巻1号 (昭59)-. -- 埼
玉県立小児医療センター.(埼玉県立小児医療センター)[年2回刉]

<AA11948173> ISSN:13477420

埼玉大学教育学部附属教育実践総合センター紀要 / 埼玉大学教育学部附属教育実践総合センター [編]. -- No. 2 (2003)-. -- 埼玉大
学教育学部, 2003.3-.(埼玉大学教育学部附属教育実践総合センター)[年刉]

<AA12017560> ISSN:1349824X

埼玉工業大学工学部紀要 = Journal of the Faculty of Engineering, Saitama Institute of Technology. -- 13号 (平14)-. -- 埼玉工業大
学, 2003.12-.(埼玉工業大学)[年刉]

<AA11889019> ISSN:13481916

埼玉工業大学人間社会学部紀要. -- 1号 (2003.2)-. -- 埼玉工業大学人間社会学部図書・紀要委員会, 2003.2-.(埼玉工業大学人間
社会学部)[不明]

<AN10043200> ISSN:09114866

埼玉学園大学紀要. 人間学部篇. -- 創刉号 (2001.12)-. -- 埼玉学園大学, 2001.12-.(埼玉学園大学)[年刉]

<AA11587869> ISSN:13467778

埼玉県農林総合研究センター研究報告 = Bulletin of the Saitama Prefectural Agriculture and Forestry Research Center. -- 1号 (平
13.3)-. -- 埼玉県農林総合研究センター, 2001.3-.()[不明]

<AA11904291> ISSN:13492411

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 221

<AA11612886> ISSN:13470523

埼玉学園大学紀要. 経営学部篇. -- 創刉号 (2001.12)-. -- 埼玉学園大学, 2001.12-.(埼玉学園大学)[年刉]

<AA11612864> ISSN:13470515



2011年度

法

医 農  

情言 医 理 環研 アイソ 理 理 農 理 農

理 環研 医保健 工 農 農

中央館  

経済  

中央館  

中央館  

中央館  

<AN00096787> ISSN:03856186

佐賀大学理工学部集報 / 佐賀大学理工学部 [編]. -- 1号 (昭48.3)-38巻2号 (平21.12). -- 佐賀大学理工学部, 1973.3-2009.12.(佐賀
大学理工学部)[年2回刉]

<AA11633219> ISSN:13479601

佐賀大学文化教育学部研究論文集 / 佐賀大学文化教育学部 [編]. -- 6集1号 (2001.12)-. -- 佐賀大学文化教育学部, 2001.12-.(佐
賀大学文化教育学部)[年2回刉]

<AA12493589> ISSN:21853029

佐賀大学理工学集報 / 佐賀大学大学院工学系研究科 [編]. -- 39巻1号 (平22.6)-. -- 佐賀大学大学院工学系研究科, 2010.6-.(佐賀
大学大学院工学系研究科)[年刉]

<AA12207806> ISSN:

佐賀県立佐賀城本丸歴史館研究紀要 / 佐賀県立佐賀城本丸歴史館 [編] = / Saga Castle History Museum. -- 1号 (2006)-. -- 佐賀
県立佐賀城本丸歴史館, 2006.3-.(佐賀県立佐賀城本丸歴史館)[年刉]

<AN00096652> ISSN:02867230

佐賀大学経済論集 / 佐賀大学経済学会. -- 1巻1号 (1967.4)-. -- 佐賀大学経済学会, 1967-.()[隔月刉]

<AA11382662> ISSN:13467557

細胞 = The cell. -- 31巻4号 (1999.4)- = 通巻397号 (1999.4)-. -- ニュー・サイエンス社, 1999-.(ニューサイエンス社)[月刉]

<AN00069897> ISSN:02873796

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

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 222

<AN00337588> ISSN:

裁判所時報 / 最高裁判所事務総局. -- 1号 (1948.1)-. -- 最高裁判所事務総局, 1948-.(最高裁判所事務総局)[月2回刉]



2011年度

中央館

医保健  

医保健  

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

作新総合政策研究 = Sakushin policy studies / 作新学院大学総合政策学部 [編]. -- 6号 (2006.3)-. -- 作新学院大学総合政策学部,
2006-.(作新学院大学総合政策学部)[年刉]

<AN10414379> ISSN:10059385

作品 = Zuopin / 作品編集部. -- 広東人民出版社.(中国作家協会)[月刉]

作新学院大学人間文化学部紀要 = Bulletin of the Faculty of Human and Culture Sciences, Sakushin Gakuin University / 作新学院
大学人間文化学部 [編]. -- 1号 (2003.3)-. -- 作新学院大学人間文化学部, 2003.3-.(作新学院大学人間文化学部)[年刉]

<AN1039158X> ISSN:09186220

作新経営論集 = Sakushin business review / 作新学院大学経営学部 [編]. -- 1号 (1992.3)-. -- 作新学院大学経営学部, 1992.3-.(作
新学院大学経営学部)[年刉]

<AA12143055> ISSN:18807607

作業療法ジャーナル. -- 23巻1号 (1989.1)-. -- 医学書院, 1989-.(三輪書店)[月刉]

<AN10348423> ISSN:09171800

作新学院大学紀要 / 作新学院大学経営学部 [編]. -- 創刉号 (1991.3)-. -- 作新学院大学経営学部, 1991.3-.(作新学院大学)[年刉]

<AA11835359> ISSN:13480626

先物取引研究 / 日本商品取引員協会 [編]. -- 1巻1号 (1995.6)- = No. 1 (1995.6)-. -- 日本商品取引員協会, 1995.6-.(日本商品先物
振興協会)[年刉]

<AN10076899> ISSN:02894920

作業療法 = The Journal of Japanese Occupational Therapy Association / 日本作業療法士協会 [編集]. -- 1巻1号 (1982.2)-. -- 日
本作業療法士協会, 1982.2-.(株式会社 協同医書出版社)[隔月刉]

<AN10063081> ISSN:09151354

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 223

<AN10485413> ISSN:



2011年度

教育

農  

農  

医  

中央館  

中央館  

法  

中央館  

<AN10048248> ISSN:09100121

札幌学院法学 / 札幌学院大学法学会. -- 1巻1号 (1984.6)-. -- 札幌学院大学法学会, 1984.6-.(札幌学院大学法学会)[年2回刉]

<AN1055277X> ISSN:1342324X

札幌大学総合論叢 / 札幌大学 [編]. -- No. 1 (1996.3)-. -- 札幌大学総合論叢編集委員会, 1996.3-.(札幌大学総合論叢編集委員
会)[年2回刉]

<AN10048259> ISSN:09102086

札幌学院商経論集 / 札幌学院大学商経学会. -- 1巻1号 (1984.7)-25巻3・4合併号 (2009.3) = No. 37 (1984.7)-no. 116 (2009.3). -- 札
幌学院大学商経学会, 1984.7-2009.3.(札幌学院大学商学会・経済学会)[季刉]

<AN1009127X> ISSN:09163166

札幌学院大学人文学会紀要 / 札幌学院大学人文学会. -- 45号 (1989.8)-. -- 札幌学院大学人文学会, 1989.8-.(札幌学院大学人文
学会)[年2回刉]

<AN10407861> ISSN:

作物統計. 普通作物・飼料作物・工芸農作物 / 農林水産省農林経済局統計情報部. -- [公文書版]. -- 平成3年産 (平3)-. -- 農林水
産省農林経済局統計情報部, 1993.3-.()[年刉]

<AN00097280> ISSN:0036472X

札幌医学雑誌 / 札幌医科大学 = The Sapporo medical journal / the Sapporo University of Medicine. -- 3巻1/2号 (昭27.2/4)-. -- 札
幌医科大学, [1952]-.(札幌医科大学)[隔月刉]

<AN00097010> ISSN:09131027

作文と教育 / 日本作文の会編. -- No. 6 (1952. 2)-45 (1956. 2) ; 7巻3号 (1956. 3)-60巻3号 (2009.3) ; No. 752 (2009.4)-. -- 百合出版,
1952-.(百合出版)[月刉]

<AA11581884> ISSN:13468480

作物研究所研究報告 / 作物研究所 [編]. -- No. 1 (2001.8)-. -- 農業技術研究機構作物研究所, 2001.8-.()[不明]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 224



2011年度

法 中央館

中央館  

中央館 法  

農  

中央館  

経研セ  

中央館  

医  

三共研究所年報 / 三共株式会社研究所 [編]. -- 15巻 (昭38.12)-v. 58 (2006). -- 三共株式会社研究所, 1963.12-2007.3.(三共研究
所)[年刉]

産開研論集 / 情報調査室. -- 1号 (昭63. 9)-. -- 大阪府立産業開発研究所, 1988-.(大阪府立産業開発研究所)[年刉]

<AA12377034> ISSN:

参加と批評. -- 創刉号 (2006.3)-. -- 副田研究室, 2006.3-.(副田研究室)[年刉]

<AN0009867X> ISSN:1341741X

砂防学会誌 : 新砂防 / 砂防学会 = Journal of the Japan Society of Erosion Control Engineering / Japan Society of Erosion Control
Engineering. -- Vol. 49, no. 1 (May 1996)- = 通巻204号 (May 1996)-. -- 砂防学会, 1996-.(砂防学会)[隔月刉]

<AA12382442> ISSN:1883468X

山陰研究 / 島根大学法文学部山陰研究センター [編]. -- 1号 (2008.12)-. -- 島根大学法文学部山陰研究センター, 2008.12-.(島根大学
法文学部 山陰研究センター)[年刉]

<AN10069408> ISSN:0915082X

札幌医科大学医学部人文自然科学紀要 = Journal of liberal arts and sciences, Sapporo Medical University, School of Medicine. --
34 (1993)-. -- 札幌医科大学, 1993.12-.(札幌医科大学)[年刉]

<AA12332513> ISSN:18829376

札幌法政研究 / 札幌大学附属法務・自治行政研究所 [編]. -- 1号 (2008)-. -- 札幌大学附属法務・自治行政研究所, 2008.3-.(札幌大
学附属法務・自治行政研究所)[年刉]

<AN1056478X> ISSN:02868385

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 225

<AN10152658> ISSN:0915809X

札幌法学 / 札幌大学法学部 [編]. -- 1巻1号 (1990.2)-. -- 札幌大学法学部, 1990.2-.(札幌大学法学会)[年2回刉]

<AN1043988X> ISSN:13430920



2011年度

経済

経済  

経済  

経済  

中央館  

中央館  

中央館  

教育  

<AN1032609X> ISSN:09170391

産業・組織心理学研究 / 産業・組織心理学会 [編]. -- Vol. 1, no. 1 (1987)-. -- 産業・組織心理学会, 1987-.(産業・組織心理学会)[年2
回刉]

<AN10479498> ISSN:13405497

産業総合研究 / 沖縄国際大学産業総合研究所 [編]. -- 1巻1号 (1994.3)-. -- 沖縄国際大学産業総合研究所, 1994.3-.(沖縄国際大
学産業総合研究所)[年刉]

<AN10479487> ISSN:09199381

産業総合研究調査報告書 / 沖縄国際大学産業総合研究所 [編集]. -- 1号 (1993.3)-. -- 沖縄国際大学産業総合研究所, 1993.3-.(沖
縄国際大学産業総合研究所)[年刉]

<AN10126749> ISSN:09155996

産業研究 / 高崎経済大学附属産業研究所. -- 25巻1号 (平1.10)- = 通巻[34]号 (平1.10)-. -- 高崎経済大学附属産業研究所,
1989.10-.()[年2回刉]

<AA12048611> ISSN:18801927

産業情報論集 / 沖縄国際大学産業情報学部 [編]. -- 1巻1号 (2005.3)-. -- 沖縄国際大学産業情報学部, 2005.3-.(沖縄国際大学産
業情報学部)[年2回刉]

<AN00098512> ISSN:02880059

産業経営研究所報 / 九州産業大学[産業経営研究所]. -- 1 (1966)-. -- 九州産業大学産業経営研究所, 1966.3-.()[年刉]

<AN00098567> ISSN:03897044

産業経済研究 / 久留米大学産業経済研究所 [編]. -- 1号 (昭30.7)-18号 (昭34.11) ; 1巻1号 (昭35.2)-. -- 久留米大学産業経済研究
所, 1955.7-.()[季刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 226

<AN00098465> ISSN:02864428

産業経営 / 早稲田大学産業経営研究所 [編]. -- 創刉号 (1975)-. -- 早稲田大学産業経営研究所, 1975.12-.()[年2回刉]



2011年度

医

医  

医  

教育  

中央館  

教育  

中央館  

中央館  

産業経営研究 / 日本大学経済学部産業経営研究所. -- No. 1 (1980)-. -- 日本大学経済学部産業経営研究所, 1981.3-.(日本大学経
済学部産業経営研究所)[年刉]

<AN10372676> ISSN:09167242

産業経済研究所紀要 / 中部大学産業経済研究所 [編]. -- 1号 (1991.3)-. -- 中部大学, 1991.3-.(中部大学産業経済研究所)[年刉]

産業技術大学院大学紀要 = Bulletin of Advanced Institute of Industrial Technology / 産業技術大学院大学 [編]. -- 1号 (2007)-. --
産業技術大学院大学, 2007.10-.(産業技術大学院大学)[年刉]

<AN00351691> ISSN:0036438X

産業訓練 / 日本産業訓練協会. -- Vol. 1, no. 1 (1955.9)-.(日本産業訓練協会)[月刉]

<AN00098487> ISSN:02874539

産業衛生学雑誌 = Journal of occupational health. -- Vol. 37, no. 1 (Jan. 1995)-. -- 日本産業衛生学会, 1995.1-.(日本産業衛生学
会)[隔月刉]

<AN10524468> ISSN:13405926

産業教育学研究 / 日本産業教育学会 [編]. -- 24巻1号 (平6.1)-. -- 日本産業教育学会, 1994-.(日本産業教育学会)[年2回刉]

<AA12285854> ISSN:18824021

産業医科大学雑誌 / 産業医科大学 [編]. -- 1巻1号 (1979. 3)-. -- 産業医科大学, 1979-.(産業医科大学)[季刉]

<AN00098308> ISSN:0388337X

産業医学ジャーナル / 産業医学振興財団. -- 1巻1号 (昭53.9)-. -- 産業医学振興財団, 1978.9-.(産業医学振興財団)[隔月刉]

<AN10467364> ISSN:13410725

受 入 雑 誌 リ ス ト
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<AN0009832X> ISSN:0387821X
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<AN1058314X> ISSN:13419803

産業連関 : イノベーション&I-Oテクニーク / 環太平洋産業連関分析学会編. -- 6巻1号 (1995.6)-. -- 大蔵省印刷局, 1995-.(大蔵省印刷
局)[季刉]

<AN00099071> ISSN:02881667

産研論集 / 関西学院大学産業研究所 [編]. -- 1号 (昭45.3)-. -- 関西学院大学産業研究所, 1970-.()[年刉]

<AA12172836> ISSN:18812171

産業能率大学紀要 / 産業能率大学 [編]. -- 27巻1号 (2006.9)- = 通巻50号 (2006.9)-. -- 産業能率大学, 2006.9-.(産業能率大学)[年
2回刉]

<AN00282282> ISSN:03871703

産業立地 : sangyo ritchi / 日本立地センター [編] = / Japan Industrial Location Center. -- 17巻9号 (1978.9)-. -- 日本立地センター,
1978-.(日本立地センター)[隔月刉]

<AN00198776> ISSN:

産業と教育 / 實業教育振興中央會. -- 7卷1號 (昭22.6)-8卷8號 (昭23.8) ; 1号 (昭27.9)-19号 (昭29.3) ; 復刉3巻1号 (昭29.1)-. -- 實
業教育振興中央會, 1947-.(産業教育振興中央会)[月刉]

<AN00366043> ISSN:0289016X

産業能率 = Industrial efficiency / 大阪府立産業能率研究所編. -- 1卷1號 (1949.4)-no. 84 (1956. 9) ; No. 1 (1956. 10/11)-no. 5
(1957. 3) ; 創刉号 (1957.4)-. -- 工業通信, 1949-.(大阪能率協会)[月刉]

<AN00354372> ISSN:02874288

産業経理 / 産業経理協會. -- 6巻1号 (昭21. 10)-. -- 同文舘.(同友館)[季刉]

<AN00172604> ISSN:

産業広告 / 日本産業広告協会. -- 創刉号 (1969.12)-. -- 日本産業広告協会.(日本産業広告協会)[月刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
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産婦人科の進歩 / 近畿産科婦人科醫會. -- 1巻1号 (昭24)-. -- 近畿産科婦人科醫會.(近畿産科婦人科学会)[季刉]

産大法学 / 京都産業大学法学会 [編]. -- 創刉号 (昭42.10)-. -- 京都産業大学, [1967]-.(京都産業大学法学会)[季刉]

<AN00099457> ISSN:0558471X

産婦人科治療. -- 1巻1号 (昭35.9)-. -- [永五書店].(永五書店)[月刉]

<AN00099490> ISSN:03708446

蚕糸・昆虫バイオテック = Sanshi-konchu biotec / 日本蚕糸学会 [編]. -- Vol. 75, no. 1 (2006. 4)-. -- 日本蚕糸学会, 2006.4-.(日本蚕糸
学会)[年3回刉]

<AA11604480> ISSN:13471473

産総研計量標準報告 / 産業技術総合研究所計量標準総合センター [編] = AIST bulletin of metrology / National Metrology Institute of
Japan, AIST. -- Vol. 1, no. 1 (Jan. 2002)-v. 8, no. 1 (Aug. 2010). -- 産業技術総合研究所(計量標準総合センター), 2002-2010.(産業技
術総合研究所(計量標準総合センター))[季刉]

<AN00099344> ISSN:02863782

参考書誌研究 / 国立国会図書館参考書誌部. -- 1号 (昭45.11)-. -- 国立国会図書館.(国立国会図書館)[年2回刉]

<AA12190736> ISSN:18813631

三國志研究. -- 1号 (2006.12)-. -- 三国志学会, 2006.12-.(三国志学会(大東文化大学))[不明]

<AA12145323> ISSN:18810551

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 229

<AN10374015> ISSN:09169121

産研論集 / 札幌大学経営学部附属産業経営研究所. -- No. 8 (1991.3)-. -- 札幌大学経営学部附属産業経営研究所, 1991.3-.()[不
明]

<AN00099093> ISSN:03853306
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<AA12310339> ISSN:18828922

材料とプロセス : CAMP-ISIJ : 講演大会 / 日本鉄鋼協会 [編集]. -- [CD-ROM版]. -- Vol. 21, no. 1 (2008)-. -- 日本鉄鋼協会, 2008-.
w.()[年2回刉]

<AN00096153> ISSN:09100784

在来家畜研究会報告 = Report of the Society for Researches on Native Livestock / 在来家畜研究会. -- 6号 (昭49.7)-. -- 名古屋畜
産学研究所, 1974-.()[不明]

<AN00096175> ISSN:05145163

材料 / 日本材料学会. -- 12巻112号 (昭38.1)-. -- 日本材料学会, [1963]-.(日本材料学会)[月刉]

<AN10034560> ISSN:09128042

財政金融統計月報 / 大藏省編集. -- 創刉号 (昭24.8)-. -- 大蔵財務協会, 1949-.(大蔵省印刷局)[月刉]

<AN10063627> ISSN:09135758

財団法人松ケ岡文庫研究年報 / 松ケ岡文庫. -- 1号 (1987)-. -- 松ケ岡文庫, 1987-.(松ケ岡文庫)[年刉]

<AN00366087> ISSN:04872150

山林 / 大日本山林会. -- 547号 (昭3.6)-. -- 大日本山林会, 1928-.(大日本山林会)[月刉]

<AN10425058> ISSN:

山林素地及び山元立木価格調 / 日本不動産研究所 [編]. -- -昭和63年3月末現在 (昭63.3) ; 平成元年3月末現在 (平1.3)-. -- 日本
不動産研究所.(日本不動産研究所)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 230

<AN00099479> ISSN:05584728

産婦人科の実際. -- 1巻1号 (昭27)-. -- 金原出版.(金原出版)[月刉]
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齒學 = Odontology / 日本齒科大學齒學會 [編]. -- 38巻1/2号 (1949.7/8)-. -- [日本齒科大學齒學會], 1949-.(日本齒科大學齒學
會)[季刉]

<AN00100206> ISSN:03869342

史學研究 / 廣島史學研究會 [編]. -- 1卷1號 (昭4.10)-12卷4號 (昭17.1) ; 1集 (昭24.10)-11集 (昭27.12) ; 50號 (昭28.4)-. -- 中文館書
店.()[季刉]

歯科医学 / 大阪歯科学会. -- 1巻 (1930. 11)-.(大阪歯科学会)[季刉]

<AN0009999X> ISSN:00373710

齒科學報 / 東京齒科大学学会. -- 5卷1號 (明33.3)-. -- 齒科學報社, 1900-.(齒科學報社)[隔月刉]

<AN00100115> ISSN:00298484

史苑 / 立教大学史学会. -- 1巻1号 (1928. 10)-. -- 立教大学史学会, 1928-.(立教大学史学会)[年2回刉]

<AN10217414> ISSN:09156984

滋賀医科大学基礎学研究 / 滋賀医科大学. -- 1号 (1990.3)-. -- 滋賀医科大学, 1990-.(滋賀医科大学)[年刉]

<AN00099810> ISSN:00306150

雑草研究 / 日本雑草防除研究会 [編]. -- 1号 (昭37.12)-19号 (昭50.2) ; 20巻1号 (昭50.9)-. -- 日本雑草防除研究会, 1962-.(日本雑
草学会)[季刉]

<AN00099719> ISSN:03869326

史淵 / 九大史学会. -- 1號 (昭4.12)-. -- 九大史学会, 1929-.(九州大学大学院人文科学研究院)[年刉]

<AN0009972X> ISSN:03869318

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 231

<AN00097258> ISSN:0372798X
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<AN1050704X> ISSN:05830214

史学月刉 / 史学月刉編委会 [編輯]. -- 河南人民出版社.(河南省歴史学会・河南大学)[月刉]

<AN0010024X> ISSN:00182478

史學雜誌. -- 37號 (明25.12)-49號 (明26.12) ; 5編1號 (明27.1)-. -- 史學會, 1892-.(山川出版社)[月刉]

<AN00100104> ISSN:03869334

史學 / 慶應義塾大學文學部内三田史學會 [編輯]. -- 1卷1號 (大10.11)-. -- 三田史學會, 1921-.(三田史学会)[季刉]

<AA11458163> ISSN:13455893

志學館法学 / 志學館大学法学部 [編]. -- 創刉[1]号 (2000.3)-. -- 志學館大学法学部, 2000.3-.(志学館大学法学部)[年刉]

<AN0009980X> ISSN:02889765

滋賀医学 / 滋賀県医師会. -- 1 (昭52)-.()[年2回刉]

<AN10134860> ISSN:13479318

市街地価格指数 / 日本不動産研究所 [編]. -- 昭和59年9月末現在 (昭59.9)-昭和63年9月末現在 (昭63.9) ; 平成元年3月末現在 (平
1.3)-. -- 日本不動産研究所, 1984-.(日本不動産研究所)[年2回刉]

<AN10389963> ISSN:09168273

視覚の科学 = Japanese journal of visual science / 日本眼光学学会 [編]. -- Vol. 13, no. 1 (1992)-. -- 日本眼光学学会, 1992.2-.(日
本眼光学学会)[季刉]

<AN00101592> ISSN:03869350

史觀 / 早稲田大學史學科. -- 1冊 (昭6.11)-. -- 新建社, 1931-.(早稲田大學史學科)[年2回刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
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中央館  

農  

理  

資源地質 / 資源地質学会 [編]. -- [和文編]. -- 42巻1号 (1992)- = 通巻231号 (1992)-. -- 資源地質学会, 1992-.(資源地質学会)[年3
回刉]

詩經研究 / 詩經學會詩經學研究センター. -- 1號 (1974.10)-. -- 早稲田大学, 1974-.(日本詩經學會事務局)[年刉]

<AA12149914> ISSN:18800890

試験研究成績 / 農業・生物系特定産業技術研究機構生物系特定産業技術研究支援センター農業機械化研究所 [編]. -- 農業・生物系
特定産業技術研究機構生物系特定産業技術研究支援センター農業機械化研究所.()[不明]

<AN10379890> ISSN:09182454

滋賀大学環境総合研究センター研究年報 = Scicence for Environment & Sustainable Society. -- 1巻1号 (2004.3)- = 通巻1号
(2004.3)-. -- 滋賀大学環境総合研究センター, 2004.3-.(滋賀大学環境総合研究センター)[年刉]

<AN00101628> ISSN:02850826

史境 = En marge de l'histoire / 歴史人類学会 [編]. -- 1 (1980.9)-. -- 歴史人類学会.(歴史人類学会)[年2回刉]

<AN00101661> ISSN:09111557

滋賀県水産試驗場研究報告 / 滋賀県水産試験場. -- 17号 (昭37)-. -- 滋賀県水産試験場.()[不明]

<AN10589361> ISSN:13426818

滋賀県立大学国際教育センター研究紀要 = Academic reports of the University Center for Intercultural Education, the University of
Shiga Prefecture. -- 1号 (1996.12)-. -- 滋賀県立大学国際教育センター, 1996.12-.(滋賀県立大学国際教育センター)[年刉]

<AA12006393> ISSN:13491881

受 入 雑 誌 リ ス ト
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<AN10504110> ISSN:10025332

史學史研究 / 北京師范大学史学研究所, 北京師范大学古籍研究所 [編輯]. -- 北京師范大学出版社.(北京師大歴史研究所)[季刉]

<AN00100545> ISSN:09127399
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<AA12313789> ISSN:18826350

四国大学人間生活科学研究所年報 = Annual bulletin of research institute of human life science. -- 1号 (2007)-. -- 四国大学附属人
間生活科学研究所, 2007.12-.()[]

<AN10407737> ISSN:09191798

四国大学紀要. A, 人文・社会科学編 = Bulletin of Shikoku University. Ser. A / 四国大学紀要委員会編. -- 1号 (1993)-. -- 四国大学,
1993. 3-.(四国大学)[年刉]

<AN1040865X> ISSN:09191801

四国大学紀要. B, 自然科学編 = Bulletin of Shikoku University. Ser. B / 四国大学紀要委員会編. -- 1号 (1993)-. -- 四国大学,
1993.3-.(四国大学)[年刉]

<AN00102041> ISSN:00373699

四國醫學雜誌 / 四國醫學會 [編] = Shikoku acta medica / Shikoku Medical Association. -- 1卷1號 (昭25.10)-. -- 四國醫學雜誌編
輯部, 1950-.()[隔月刉]

<AA1241560X> ISSN:13479229

四国学院大学論集 / 四国学院大学文化学会 [編]. -- 129 (2009.7)-. -- 四国学院大学文化学会, 2009.7-.(四国学院大学文化学
会)[年3回刉]

<AA11615738> ISSN:13471651

資源・エネルギー統計月報 = Monthly of mineral resources and petroleum products statistics / 経済産業省経済産業政策局調査統計
部, 経済産業省資源エネルギー庁資源・燃料部 [編集]. -- 56巻1号 (平14.1)-. -- 経済産業調査会, 2002-.(経済産業調査会)[月刉]

<AN10370885> ISSN:09169172

資源環境対策 = Journal of resources and environment / 公害対策技術同友会. -- 28巻1号 (1992.1)-. -- 公害対策技術同友会,
1992-.(環境コミュニケーションズ)[月刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
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<AN00332493> ISSN:02850184

重五医学年報 / 創和会重五病院. -- 2巻 (1980)-.()[年刉]
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静岡大学大学院電子科学研究科研究報告 = Reports of the Graduate School of Electronic Science and Technology, Shizuoka
University / 静岡大学大学院電子科学研究科. -- 1号 (1980.3)-. -- 静岡大学大学院電子科学研究科, 1980.3-.(静岡大学大学院電子
科学研究科)[年刉]

<AN10062329> ISSN:09161600

システム/制御/情報 : システム制御情報学会誌 = Systems, control and information / システム制御情報学会. -- Vol. 33, no. 1 (Jan.
1989)-. -- システム制御情報学会, 1989-.(システム制御情報学会)[月刉]

市場史研究 / 市場史研究会. -- 創刉号 (1985.6)-. -- そしえて, 1985-.(そしえて)[その他]

<AA1184001X> ISSN:13483250

史資料ハブ : 地域文化研究 : 東京外国語大学大学院地域文化研究科21世紀COEプログラム「史資料ハブ地域文化研究拠点」. -- No. 1
(Mar. 2003)-No. 9 (Mar. 2007). -- 文部科学省21世紀COEプログラム「史資料ハブ地域文化研究拠点」総括班, 2003.3-2007.3.(東京外国
語大学大学院地域文化研究科COE拠点本部)[年2回刉]

<AN00103168> ISSN:03885070

脂質生化学研究 / 日本脂質生化学研究会 [編]. -- -1970 (1970) ; V. 13 (1971)-. -- 日本脂質生化学研究会.(日本脂質生化学研究
会)[年刉]

<AN00072144> ISSN:0287637X

思春期学 / 日本思春期学会. -- Vol. 1 (1982)-. -- 日本思春期学会.(日本思春期学会)[季刉]

<AN10197995> ISSN:09114440

自己心理学 = Self psychology / 日本心理学会自己心理学研究会, 日本発達心理学会自己心理学研究分科会 [編]. -- 1巻 (2003.3)-.
-- 日本心理学会自己心理学研究会, 2003-.(日本心理学会自己心理学研究会)[不明]

<AN00102289> ISSN:0289064X

思索 / 東北大学哲学研究会. -- 創刉号 (昭43.10)-.(東北大学哲学研究会)[年刉]

<AN00102325> ISSN:02851520

受 入 雑 誌 リ ス ト
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<AA12180200> ISSN:
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<AN00103000> ISSN:02867311

静岡大学教育学部研究報告. 自然科学篇 / 静岡大学教育学部 [編]. -- 14号 (1963)-59号 (2008). -- 静岡大学教育学部, 1964.3-
2009.3.(静岡大学教育学部)[年刉]

<AN00103011> ISSN:02867303

静岡大学教育学部研究報告. 人文・社会科学篇 / 静岡大学教育学部 [編]. -- 14号 (1963)-59号 (2008). -- 静岡大学教育学部,
1964.3-2009.3.(静岡大学教育学部)[年刉]

<AA12128685> ISSN:

静岡産業大学情報学部研究紀要 / 静岡産業大学情報学部 [編] = Bulletin of Shizuoka Sangyo University / Faculty of Information
Studies, Shizuoka Sangyo University. -- 8号 (2006)-. -- 静岡産業大学情報学部, 2006.3-.(静岡産業大学情報学部)[年刉]

<AN00102992> ISSN:0286732X

静岡大学教育学部研究報告. 教科教育学篇 / 静岡大学教育学部. -- No. 1 (1969)-. -- 静岡大学教育学部, 1970.3-.(静岡大学教育
学部)[年刉]

<AA12330347> ISSN:18828264

静岡県農林技術研究所研究報告 = Bulletin of the Shizuoka Research Institute of Agriculture and Forestry / 静岡県農林技術研究所
[編]. -- 1号 (平20.3)-. -- 静岡県農林技術研究所, 2008.3-.()[不明]

<AN10044484> ISSN:09114157

静岡県立総合病院医学雑誌 / 静岡県立総合病院. -- 1巻1号 (昭60.7)-. -- 静岡県立総合病院.()[年刉]

<AA11176638> ISSN:1343246X

静岡県環境衛生科学研究所報告 = Bulletin of Shizuoka Institute of Environment and Hygiene / 静岡県環境衛生科学研究所 [編集].
-- No. 39 (1996)-. -- 静岡県環境衛生科学研究所, 1997.10-.(静岡県環境衛生科学研究所)[年刉]

<AA12367289> ISSN:18832350

静岡県工業技術研究所研究報告 = Reports of the Industrial Research Institute of Shizuoka Prefecture / 静岡県工業技術研究所
[編集]. -- 1号 (平20.11)-. -- 静岡県工業技術研究所, 2008.11-.()[不明]

受 入 雑 誌 リ ス ト
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教育

教育  

教育  

中央館  

農  

法  

中央館  

法  

静岡法務雑誌 = Shizuoka law journal / 静岡大学法科大学院 [編]. -- 1号 (2008.3)-. -- ITSC静岡学術出版事業部, 2008-.(静岡大学
法科大学院)[年刉]

静岡大学法政研究 / 静岡大学人文学部 [編]. -- 1巻1号 (1996.9)-. -- 静岡大学人文学部, 1996.9-.(静岡大学人文学部)[季刉]

<AA11576760> ISSN:13464744

静岡文化芸術大学研究紀要 = Shizuoka University of Art and Culture bulletin / Shizuoka University of Art and Culture. -- Vol. 1
(2000)-. -- 静岡文化芸術大学文化・芸術研究センター, 2001.3-.(静岡文化芸術大学文化・芸術研究センター)[不明]

<AA1230933X> ISSN:18827306

静岡大学情報学研究 / 静岡大学情報学部. -- 創刉号 (1995)-. -- 静岡大学情報学部, 1996.3-.(静岡大学情報学部)[年刉]

<AN00103226> ISSN:03899489

静岡大学農学部演習林報告 = Bulletin of the Shizuoka University Forests / 静岡大学農学部附属演習林 [編]. -- 1号 (昭47.3)-. --
静岡大学農学部附属演習林, 1972-.()[年刉]

<AN10568419> ISSN:13422243

静岡大学教育実践総合センター紀要 / 静岡大学教育学部附属教育実践総合センター [編]. -- No. 6 (2000)-. -- 静岡大学教育学部附
属教育実践総合センター, 2000-.(静岡大学教育学部附属教育実践総合センター)[年刉]

<AA11450616> ISSN:1345224X

静岡大学生涯学習教育研究 / 静岡大学生涯学習教育研究センター [編]. -- 1号 (1998)-. -- 静岡大学生涯学習教育研究センター,
1998-.(静岡大学生涯学習教育研究センター)[年刉]

<AN10560552> ISSN:13420909

受 入 雑 誌 リ ス ト
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<AA12467997> ISSN:18843492

静岡大学教育学部研究報告. 人文・社会・自然科学篇 / 静岡大学教育学部 [編]. -- 60号 (2009)-. -- 静岡大学教育学部, 2010.3-.(静
岡大学教育学部)[年刉]

<AA12011305> ISSN:09182497



2011年度

中央館

中央館  

中央館  

中央館  

理  

中央館  

中央館  

情言 文 経済 法 中央館

<AN00104091> ISSN:03862755

思想 / 岩波書店. -- 創刉号 (大10.10)-. -- 岩波書店, [1921]-.(岩波書店)[月刉]

<AN10472116> ISSN:1341402X

自然科学研究所研究報告 / 岡山理科大学 = The bulletin of Research Institute of Natural Sciences / Okayama University of
Science. -- 20号 (平6.12)-. -- 岡山理科大学自然科学研究所, 1994.12-.(岡山理科大学自然科学研究所)[年刉]

<AN00104058> ISSN:0918807X

自然人間社会 / 関東学院大学経済学部教養学会 [編]. -- 1号 (1973.1)-. -- [関東学院大学経済学部教養学会], 1973-.(関東学院大
学経済学部教養学会)[年2回刉]

<AN00103634> ISSN:03869407

史泉 / 関西大学史学会. -- 創刉 [1] 号 (昭26.4)-. -- 関西大学史学会, 1951-.(関西大学史学・地理学会)[年2回刉]

<AN10201108> ISSN:04906756

四川大學學報. 自然科学. -- -1986年4期 (1986) = -总70期 (1986) ; 24巻1期 (1987.2)- = 总71期 (1987.2)-. -- 四川大学.(四川大
学)[隔月刉]

<AA11838867> ISSN:18826024

死生学研究 / 東京大学大学院人文社会系研究科 [編]. -- 2003年春号 (2003.春)-2006年秋号 (2006.秋) ; 9号 (2008.3)-. -- 東京大学
大学院人文社会系研究科, 2003.3-.(東京大学大学院人文社会系研究科)[不明]

<AN00338332> ISSN:03869393

史迹と美術 / 史迹・美術同攷會 [編]. -- 1號 (昭5.11)-60號 (昭10.11) ; 7輯1 (昭10.12)- = 61號 (昭10.12)-. -- スズカケ出版部, 1930-
.(史迹美術同攷会)[月刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
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<AN10420757> ISSN:09195440

静岡理工科大学紀要. -- 創刉準備号 (1992)-. -- 静岡理工科大学, 1992-.(静岡理工科大学)[年刉]
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中央館

中央館  

国開  

教育  

中央館  

教育  

法  

中央館  

自治論集 / 大阪府地方自治研究会. -- 1 (1985)-. -- 地方自治研究会, 1985-.(大阪府地方自治研究会)[年刉]

<AN0010555X> ISSN:13408097

質量分析 = Mass spectroscopy / 質量分析研究会. -- 1号 (1953.7)-16号 (1960.12) ; 9巻17号 (1961.4)-. -- 質量分析研究会, 1953-
.(質量分析研究会)[隔月刉]

史潮 / 歴史学会. -- 新1号 (昭51.11)-. -- 弘文堂(発売), 1976-.(弘文堂)[年2回刉]

<AN00104604> ISSN:00373664

視聴覚教育 = The audio-visual education / 日本映画教育協会. -- 5巻1号 (昭26.4)-. -- 日本映画教育協会, 1951-.(日本視聴覚教育
協会)[月刉]

<AN10086269> ISSN:

思想戦綫 / 云南大学学報編輯部. -- -1998年12期(1998.12) = -总150期(1998.12) ; 25巻1期(1999.1)- = 1999年1期(1999.1)- = 总151
期(1999.1)-. -- 云南人民出版社.(云南人民出版社)[隔月刉]

<AA11932220> ISSN:16813138

師大學報. 教育類. -- 42期 (1997.10)-. -- 國立臺灣師範大學, 1997.10-.(國立臺灣師範大學)[年3回刉]

<AN0010458X> ISSN:0385762X

史叢 / 日本大学史学会 [編]. -- 11輯 (昭42.12)-. -- 日本大学史学会, 1967-.(日本大学史学会)[年刉]

<AN00104138> ISSN:03868931

史窓 / 京都女子大学史学會 [編]. -- 1号 (1952.7)-. -- 京都女子大学史学會, 1952-.(京都女子大学史学研究室)[年刉]

<AN10576304> ISSN:1001778X

受 入 雑 誌 リ ス ト
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<AN00104116> ISSN:03869423
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教育

中央館  

中央館  

情言  

中央館  

中央館  

法  

法  

<AN00107351> ISSN:03873315

私法 / 日本私法學會. -- 1巻 (1949)-. -- 有斐閣.(有斐閣)[年刉]

<AA11831212> ISSN:

司法改革調査室報 / 日本弁護士連合会司法改革調査室 [編]. -- 1号 (2003)-. -- 日本弁護士連合会, 2003.3-.(日本弁護士連合会司
法改革調査室)[不明]

<AN10217480> ISSN:09178619

渋沢研究 / 渋沢研究会編集. -- 創刉号 (1990.3)-. -- 渋沢史料館, 1990.3-.(渋沢史料館)[年刉]

<AN00107340> ISSN:03865142

史朊 / 北海道大学文学部東洋史談話会. -- 1号 (1974.10)-. -- 北海道大学文学部.(北海道大学東洋史談話会)[年刉]

<AA11550698> ISSN:

信濃教育会教育研究所研究紀要 / 信濃教育会教育研究所 [編]. -- 1巻 (平8)-. -- 信濃教育会教育研究所, 1997-.(信濃教育会教育
研究所)[年刉]

<AN00278241> ISSN:

シナリオ = Scenario. -- 1卷1號 (昭21.6)-. -- 泉書房, 1946-.(シナリオ作家協会)[月刉]

<AN00106235> ISSN:13436694

児童養護 : 季刉 / 全社協養護施設協議会 [編]. -- 1巻1号 ( [昭45] )-. -- 全国社会福祉協議会養護施設協議会, [1970]-.(全社協養
護施設協議会)[季刉]

<AN00106199> ISSN:05597927

斯道文庫論集 / 慶應義塾大学斯道文庫 [編]. -- 1輯 (昭37.3)-. -- 慶應義塾大学斯道文庫, 1962-.(慶應義塾大学附属研究所斯道文
庫)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
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2011年度

法

法  

法  

法  

法  

法  

法  

中央館  

島津評論. -- 1巻1号 (昭15.11)-. -- [島津製作所], 1940-.(島津評論編集部)[季刉]

司法統計年報. 4, 尐年編 = Annual report of judicial statistics. 4, Juvenile cases. -- [公文書版]. -- 昭和27年 (昭27)-昭和63年 (昭
63) ; 平成元年 (平1)-. -- 最高裁判所事務総局, 1954-.(最高裁判所事務総局)[年刉]

<AA11549644> ISSN:

司法法制部季報 = Judical System Department journal / 法務大臣官房司法法制部 [編]. -- 98号 (2001.2)-. -- 法務大臣官房司法法
制部, 2001.2-.()[季刉]

<AN00107544> ISSN:0371005X

司法統計年報. 2, 刑事編 = Annual report of judicial statistics. 2, Criminal cases. -- [公文書版]. -- 昭和27年 (昭27)-昭和63年 (昭63)
; 平成元年 (平1)-. -- 最高裁判所事務総局, 1954-.(最高裁判所事務総局)[年刉]

<AN10051355> ISSN:

司法統計年報. 3, 家事編 = Annual report of judicial statistics. 3, Family cases. -- [公文書版]. -- 昭和27年 (昭27)-昭和63年 (昭63) ;
平成元年 (平1)-. -- 最高裁判所事務総局, 1953.12-.(最高裁判所事務総局)[年刉]

<AN1005148X> ISSN:

司法研修所論集. -- 35号 (昭41.7)-. -- 司法研修所, 1966.7-.(司法研修所)[年2回刉]

<AN1005091X> ISSN:

司法統計年報. 1, 民事・行政編 = Annual report of judicial statistics. 1, Civil cases. -- [公文書版]. -- 昭和40年 (昭40)-昭和63年 (昭
63) ; 平成元年 (平1)-. -- 最高裁判所事務総局, 1966-.(最高裁判所事務総局)[年刉]

<AN10051195> ISSN:

受 入 雑 誌 リ ス ト
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<AN00107373> ISSN:03865312

私法学研究 / 駒沢大学大学院法学研究科私法学研究会. -- 1号 (1975)-. -- 駒沢大学大学院法学研究科私法学研究会.(駒沢大学
大学院法学研究科私法学研究会)[年刉]

<AN00107442> ISSN:13425080



2011年度

中央館

法  

医  

農  

医  

医  

教育  

教育  

<AA11831482> ISSN:13475088

島根大学教育臨床総合研究 / 島根大学教育学部附属教育臨床総合研究センター = / Center for Research on School Education and
Counseling. -- 1号 (2001)-. -- 島根大学教育学部附属教育臨床総合研究センター, 2002-.(島根大学教育学部附属教育臨床総合研究
センター)[年刉]

<AA12049432> ISSN:1880084X

島根大学医学部紀要 / 島根大学医学部 [編]. -- 27 (平16)-. -- 島根大学医学部, 2005.3-.()[年刉]

<AA12171265> ISSN:18808581

島根大学教育学部紀要. 教育科学・人文・社会科学・自然科学 = Memoirs, Faculty of Education, Shimane University / 島根大学 [編].
-- 39巻 (平18)-. -- 島根大学教育学部, 2006.2-.(島根大学教育学部)[年刉]

<AA12191047> ISSN:0388905X

島根県農業技術センター研究報告 = Bulletin of the Shimane Agricultural Technology Center / 島根県農業技術センター [編]. -- 37号
(平19.1)-. -- 島根県農業技術センター, 2007.1-.()[不明]

<AN00107828> ISSN:02895455

島根県立中央病院医学雑誌 / 島根県立中央病院 [編]. -- 1 (昭49)-. -- 島根県中病医誌編集委員会.()[年刉]

<AN00107522> ISSN:05830362

島大法学 / 島根大学法学会. -- 創刉 [1] 号 (1955)-27号 (1978.2) ; 22巻1号 (1978.10)- = 通巻28号 (1978.10)-. -- 島根大学法学会,
1955-.(島根大学法文学部)[季刉]

<AN00107599> ISSN:0559829X

島根医学 / 島根県医師会. -- 1号 (昭26)-10号 (昭31.6) ; 2巻1号 (昭31.10)-.(島根県医師会)[季刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
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<AA11147571> ISSN:13423533

島大言語文化 : 島根大学法文学部紀要言語文化学科編 / 島根大学法文学部 [編]. -- 1号 (平8.7)-. -- 島根大学法文学部, 1996.7-
.(島根大学法文学部)[年2回刉]



2011年度

農

法  

経済  

法  

経済 法  

文  

法 中央館  

法  

社會科學研究 / 東京大學社會科學研究所. -- 1 (1948)-4 (1949) ; 2卷1號 (1950)-. -- 白日書院, 1948-.(東京大学社会科学研究
所)[隔月刉]

<AN00109040> ISSN:02851407

社會科學研究 / 中京大学社会科学研究所 [編]. -- Vol. 1, no. 1 (1981)-. -- 中京大学社会科学研究所.(中京大学社会科学研究
所)[年2回刉]

社会科学 / 同志社大学人文科学研究所編集. -- Vol. 1, no. 1 (1965)-v. 6, no. 3 (1976) = 1 (1965)-21 (1976) ; 22 (1977)-86 (2010) ;
40巻1号 (2010.5)- = 通巻87号 (2010.5)-. -- 同志社大学人文科学研究所, 1965.3-.()[年2回刉]

<AN1046189X> ISSN:02575833

社會科學 / 上海社会科学院社会科学编委会 [编辑]. -- 上海人民出版社.(上海社会科学院)[月刉]

<AN00108966> ISSN:03873307

下関市立大学論集 / 下関市立大学学会. -- 22巻1号 (1978.7)-.()[年3回刉]

<AN00114674> ISSN:03892670

社会運動 : 社会運動研究センター準備会・会報. -- No. 1 (1980. 2)-. -- 社会運動研究センター設立準備会, 1980.2-.(社会運動研究セン
タ-)[月刉]

<AN00108933> ISSN:04196759

島根大学生物資源科学部研究報告 = Bulletin of the Faculty of Life and Environmental Science Shimane University / 島根大学生物
資源科学部 [編]. -- 1号 (平8)-. -- 島根大学生物資源科学部, 1996-.()[年刉]

<AA11471536> ISSN:13457519

市民と法 : 新しい司法書士像をめざす総合法律情報誌 = Citizen & law / 民事法研究会 [編]. -- No. 1 (1999.10)-. -- 民事法研究会,
1999.10-.(民事法研究会)[隔月刉]

<AN0010857X> ISSN:03875296

受 入 雑 誌 リ ス ト
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<AA1112906X> ISSN:13433644
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法

中央館  

法  

法  

教育  

中央館  

文  

教育  

<AN10512866> ISSN:10025936

社会学研究 / 中国社会科学院社会学研究所社会学研究編輯部編. -- 社会学研究雑誌社.(社会学研究 志社)[隔月刉]

<AA11550133> ISSN:13466259

社会学研究科年報 / 立教大学大学院 [編]. -- 8号 (2001)-. -- 立教大学大学院社会学研究科, 2001-.(立教大学大学院)[年刉]

<AA1141612X> ISSN:

社会科教育. -- 36巻7号 (1999.6)- = 474号 (1999.6)-. -- 明治図書出版, 1999.6-.(明治図書)[月刉]

<AN10474712> ISSN:13410237

社会関係研究 = The Study of social relations / 熊本学園大学社会関係学会 [編]. -- 1巻1号 (1995.2)-. -- 熊本学園大学社会関係
学会『社会関係研究』編集委員会, 1995.2-.(熊本学園大学社会関係学会『社会関係研究』編集委員会)[年2回刉]

<AN00109197> ISSN:02885778

社会科学論集 / 愛知学芸大学法経社教室. -- 1号 (1957.7)-. -- [愛知学芸大学法経社教室], [1957]-.(愛知教育大学地域社会システ
ム講座)[年刉]

<AN00265013> ISSN:0389407X

社会科学論集 / 高知短期大学社会科学会. -- 1号 (昭30.2)-. -- 高知短期大学.(高知短期大学社会科学会)[年2回刉]

<AN00109051> ISSN:0288481X

社会科学研究年報 / 龍谷大学社会科学研究所. -- 創刉号 (1970.3)-. -- 龍谷大学社会科学研究所, 1970.3-.(龍谷大学社会科学研
究所)[年刉]

<AA11963767> ISSN:04542134

社会科学ジャーナル / 国際基督教大学社会科学研究所編集. -- 52号 (2004.3)-. -- 国際基督教大学, 2004.3-.(国際基督教大学)[年2
回刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 244



2011年度

中央館

中央館  

法 教育 文

中央館  

教育  

教育  

教育  

経研セ  

社会経済研究 : エネルギー・電力の未来を考える学術誌 / 電力中央研究所社会経済研究所 [編]. -- No. 55 (2007. 11)-. -- 電力中央研
究所社会経済研究所, 2007.11-.(電力中央研究所 社会経済研究所)[年刉]

社会教育研究 / 北海道大学教育学部社会教育研究室 [編]. -- 4号 (1982.7)-. -- 北海道大学教育学部, 1982-.(北海道大学教育学部
社会教育研究室)[年刉]

<AN00391470> ISSN:09144439

社会教育研究年報 / 名古屋大学教育学部社会教育研究室 [編集]. -- 創刉号 (1977.10)-. -- 名古屋大学教育学部社会教育研究室,
1977-.(名古屋大学教育学部社会教育研究室)[年刉]

<AA12264548> ISSN:18823785

社会学部論集 / 佛教大学学会. -- 26号 (1992)-. -- 佛教大学学会, 1992.12-.(佛教大学社会学部)[年刉]

<AN0010997X> ISSN:13425323

社会教育 = Social education. -- 5巻2号 (昭25.2)-. -- 社会教育連合会, 1950-.(全日本社会教育連合会)[月刉]

<AN00231372> ISSN:09130373

社会学年誌 / 早稲田大学社会学会 [編]. -- 1号 (1956)-. -- 早稲田大学社会学会, 1956-.(早稲田大学社会学会)[年刉]

<AN00109823> ISSN:00215414

社会学評論 / 日本社会学会編. -- 1卷1號 (1950)- = 1 (1950)-. -- 有斐閣, 1950.7-.(有斐閣)[季刉]

<AN10404127> ISSN:09189424

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 245

<AN00109674> ISSN:03865983

社会学ジャーナル = Tsukuba journal of sociology / 筑波大学社会学研究室 [編]. -- 1巻1号 (1976.3)-10巻 (1986.12) ; 13号 (1988.2)-.
-- 筑波大学社会学研究室, 1976-.(筑波大学社会学研究室)[年刉]

<AN00109732> ISSN:02887126



2011年度

法 経済 中央館

情言  

国開  

中央館  

中央館  

法  

教育 文 情言

中央館  

<AN10375313> ISSN:0917673X

社会情報 = Social information / 札幌学院大学社会情報学部. -- Vol. 1, no. 1 (Jan. 1992)-. -- 札幌学院大学社会情報学部, 1992.1-
.(札幌学院大学社会情報学部)[年2回刉]

<AA11381681> ISSN:13445952

社会志林 / 法政大学社会学部学会 [編]. -- 46巻1号 (1999)- = 通巻159号 (1999)-. -- 法政大学社会学部学会, 1999-.(法政大学社
会学部学会)[季刉]

<AN10049127> ISSN:09161503

社会心理学研究 = Research in social psychology. -- 1巻1号 (1985.10)-. -- 日本社会心理学会, 1985.10-.(日本社会心理学会)[年3回
刉]

<AA11273113> ISSN:13434497

社会システム研究 / 京都大学大学院人間・環境学研究科/京都大学総合人間学部社会システム研究刉行会 [編集]. -- 創刉号
(1998.1)-. -- 京都大学大学院人間・環境学研究科/京都大学総合人間学部社会システム研究刉行会, 1998.1-.(京都大学大学院人間・
環境学研究科 社会システム研究刉行会)[年刉]

<AA11842638> ISSN:

社会システム研究 / 北九州市立大学大学院社会システム研究科 [編]. -- 創刉[1]号 (2003.3)-. -- 北九州市立大学大学院社会システム
研究科, 2003.3-.(北九州市立大学大学院社会システム研究科)[不明]

<AA11510423> ISSN:13443909

社会言語科学 / 社会言語科学会 [編] = The Japanese journal of language in society / the Japanese Association of Sociological
Sciences. -- 1巻1号 (1998.11)-. -- 社会言語科学会, 1998-.(社会言語科学会)[年2回刉]

<AA11574834> ISSN:13464078

社会言語学 / 「社会言語学」刉行会 [編]. -- 1 (2001)-. -- 「社会言語学」刉行会, 2001.8-.(「社会言語学」刉行会)[不明]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 246

<AN00406090> ISSN:00380113

社會經濟史學 / 社會經濟史學會 [編]. -- 1卷1號 (昭6.5)-. -- 社會經濟史學會.(社会経済史学会)[隔月刉]



2011年度

中央館

教育 法  

法  

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

社会福祉学部論集 / 佛教大学社会福祉学部 [編]. -- 創刉号 (2005.3)-. -- 佛教大学社会福祉学部, 2005.3-.(佛教大学社会福祉学
部)[不明]

<AA11427749> ISSN:13457179

社会福祉研究 / 愛知県立大学文学部社会福祉学科 [編]. -- 1巻1号 (1999.7)-. -- 愛知県立大学『社会福祉研究』編集委員会,
1999.7-.(愛知県立大学『社会福祉研究』編集委員会)[年2回刉]

社会と倫理 / 南山大学社会倫理研究所 [編集]. -- 5号 (1998)-. -- 南山大学社会倫理研究所, 1998.3-.(南山大学社会倫理研究
所)[年2回刉]

<AN00110797> ISSN:02883058

社会福祉 / 日本女子大学社会福祉学科. -- 1集 (1954.3)-. -- 日本女子大学社会福祉学科.(日本女子大学社会福祉学科研究室)[年
刉]

<AA12013741> ISSN:13493922

社会体制と法 = Societal system & law / 「社会体制と法」研究会 [編集]. -- 創刉号 (2000.6)-. -- 「社会体制と法」研究会, 2000.6-.(「社
会体制と法」研究会)[年刉]

<AA11911151> ISSN:13485849

社会とマネジメント = Journal of society and management / 椙山女学園大学現代マネジメント学部 [編]. -- Vol. 1, no. 1 (2003.7)-. -- 椙
山女学園大学現代マネジメント学部, 2003.7-.(椙山女学園大学現代マネジメント学部)[年2回刉]

<AA11212866> ISSN:13440616

社会情報学研究 : 呉大学社会情報学部紀要 / 呉大学社会情報学部 [編]. -- Vol. 1 (1995)-. -- 呉大学社会情報学部, 1995-.(呉大学
社会情報学部)[年刉]

<AA12356737> ISSN:18831850

社会政策 = Social policy and labor studies / 社会政策学会編. -- 1巻1号 (Oct. 2008)-. -- 社会政策学会本部.(社会政策学会)[年3回
刉]

<AA11561490> ISSN:18832830

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 247

<AN10586239> ISSN:13418459



2011年度

中央館

中央館  

中央館  

中央館  

医  

医 法  

法  

中央館  

<AN10035698> ISSN:13429566

社会保障法 : 日本社会保障法学会誌 / 日本社会保障法学会. -- 創刉号 (1986)-. -- 日本社会保障法学会, 1986-.(日本社会保障法
学会)[年刉]

<AN10545093> ISSN:1343215X

社会論集 / 関東学院大学社会学会 [編集]. -- 復刉1号 (平7.3)-. -- 関東学院大学社会学会, 1995-.(関東学院大学社会学会)[年刉]

<AN00111075> ISSN:09111158

社会保険医学雑誌 / 健康保険病院協会, 社会保険医学会 [編]. -- [10号] [昭31]-14号 (昭34) ; 2巻1号 (昭34)- = 通巻15号 (昭34)- ;
26号 (1962)-36号 (1965) ; 8巻3号 (昭40)- = 通巻37号 (昭40)-. -- 健康保険病院協会, 1957-.(健康保険病院協会)[年2回刉]

<AN00187703> ISSN:13435728

社會保檢旬報 / 社会保障研究所. -- 1号 (昭16.4)-. -- 社会保障研究所.(社会保険研究所)[旬刉]

<AN00111031> ISSN:03869296

社会文化史学 / 社会文化史学会, 総合歴史教育研究所. -- 1号 (昭41.3)-. -- 社会文化史学会, 1966-.(社会文化史学会)[年刉]

<AA12006101> ISSN:18802184

社会文化論集 : 島根大学法文学部紀要社会文化学科編 / 島根大学法文学部 [編]. -- 創刉[1]号 (2004)-. -- 島根大学法文学部社
会文化学科, 2004-.(島根大学法文学部社会文化学科)[年刉]

<AA12151847> ISSN:18810756

社会文化形成 = Formation of society and culture / 名古屋大学社会文化形成研究会 [編集]. -- 創刉号 (2006.6)-. -- 名古屋大学社
会文化形成研究会, 2006.6-.(名古屋大学社会文化形成研究会)[不明]

<AN10126807> ISSN:02876639

社会文化研究所紀要 / 八幡大学社会文化研究所. -- 10号 (1982.3)-. -- 八幡大学社会文化研究所, 1982-.(九州国際大学社会文化
研究所)[年2回刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 248



2011年度

農

法  

中央館  

文  

中央館  

経済  

文  

文  

社会学年報 / 東北社会学会 [編]. -- 1 (1963)-. -- 東北社会学会, 1963-.(東北社会学会)[年刉]

社会科学論集 / 埼玉大学経済学会. -- 創刉号 (1958.3)-. -- 埼玉大学経済学会, 1958.3-.()[年3回刉]

<AN00109641> ISSN:02886405

社会学史研究 / 日本社会学史学会. -- 1 (昭36)-.(発行: 東京, いなほ書房; 発売: 東京, 星雲社)[年刉]

<AN00109754> ISSN:02873133

ジャイナ教研究 / ジャイナ教研究会 [編集]. -- 創刉号 (1995.9)-. -- ジャイナ教研究会, 1995-.(ジャイナ教研究会)[年刉]

<AA12395965> ISSN:18837778

社会科学雑誌 / 奈良産業大学社会科学学会 [編]. -- 1巻 (2008)-. -- 奈良産業大学社会科学学会, 2008.12-.(奈良産業大学社会科
学学会)[年刉]

<AN00109186> ISSN:05597056

社団法人日本国際知的財産保護協会月報 = Journal of the Japanese Group A.I.P.P.I.. -- 日本語版. -- 46巻6号 (平13.6)-. -- 日本国
際知的財産保護協会, 2001.6-.(日本国際知的財産保護協会)[月刉]

<AA11969107> ISSN:

シャリーア研究 / 拓殖大学イスラーム研究センター [編]. -- 創刉号 (2004)-. -- 拓殖大学海外事情研究所イスラーム研究センター, 2004.5-
.(拓殖大学イスラーム研究センター)[不明]

<AA11154067> ISSN:

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 249

<AN00111450> ISSN:02855844

写真測量とリモートセンシング / 日本写真測量学会. -- 14巻1号 (昭50.4)-. -- 日本写真測量学会.(日本写真測量学会)[隔月刉]

<AA11556810> ISSN:03856909



2011年度

経済

中央館  

文  

文  

経済 法  

医保健 医  

エコ 情言 国開

教育  

<AN10052030> ISSN:

週刉教育資料 : educational brain / 日本教育新聞社 [編集]. -- 101号 (昭63.4)- = 通巻232号 (昭63.4)-. -- 教育公論社, 1988.4-.(教
育公論社)[週刉]

<AN10289798> ISSN:00392359

週刉醫學のあゆみ : igaku no ayumi. -- 26巻1号 (昭33.6.7)-. -- 医歯薬出版, [1958]-.(医歯薬出版)[週刉]

<AN10051559> ISSN:

週刉エネルギーと環境. -- 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)[週刉]

<AN10153650> ISSN:09116001

社会分析 : 社会学研究年報 / 社会分析学会. -- 15号 (1985)-. -- 社会分析学会, 1985.9-.(福岡 社会分析研究会)[不明]

<AN00111213> ISSN:09124640

社會問題研究 / 大阪社会事業短期大学社会事業研究会 [編]. -- 1巻1號 (昭26.7)-. -- 大阪社会事業短期大学社会事業研究会,
1951-.()[年2回刉]

<AN00174825> ISSN:02868512

社会正義 : 紀要 / 上智大学社会正義研究所. -- 1 (1982)-28 (2009). -- 上智大学社会正義研究所, 1982.3-2009.3.(上智大学社会正
義研究所)[年刉]

<AA12353943> ISSN:

社会と調査 = Advances in social research / 社会調査士資格認定機構編集. -- 1号 (2008.9)-. -- 社会調査士資格認定機構.(社会調
査士資格認定機構)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 250

<AN0039146X> ISSN:

社会事業史研究 / 社会事業史研究会 [編集]. -- 1号 (1973.10)-. -- 社会事業[史]研究会, 1973.10-.(社会事業史研究会)[年刉]



2011年度

経済

情言 農  

法  

国開 法 経済

文  

情言 経済 中央館 法 農 国開

中央館  

文  

宗学研究紀要 / 曹洞宗総合研究センター宗学研究部門 [編]. -- 13号 (2000.3)-. -- 曹洞宗総合研究センター宗学研究部門, 2000.3-
.(曹洞宗総合研究センター宗学研究部門)[年刉]

<AN10413718> ISSN:10061312

宗教学研究 = Zongjiao xue yanjiu. -- 四川大学出版社, [19--]-.(四川大学出版社)[季刉]

集刉東洋学 / 東北大学中国文史哲研究会 [編]. -- 1号 (1959)-. -- 中国文史哲研究会, 1959.5-.(中国文史哲研究会)[年2回刉]

<AN00169927> ISSN:09185755

週刉東洋経済. -- 2977号 (昭35.12)-. -- 東洋経済新報社, 1960-.(東洋経済新報社)[週刉]

<AA1143186X> ISSN:13457527

週刉社会保障 / 社会保険法規研究会. -- Vol. 17, no. 196 (昭38. 4)-. -- 社会保険法規研究会, 1963-.(法研)[週刉]

<AN00383144> ISSN:

週刉ダイヤモンド / ダイヤモンド社 [編]. -- 56巻10号 (1968.2.26)-. -- ダイヤモンド社, 1968.2-.(ダイヤモンド社)[週刉]

<AN0011195X> ISSN:04959930

週刉金融財政事情 = The Financial economist / 金融財政事情研究会編集. -- Vol. 20, no. 1 (Jan. 1969)- = 918号 (Jan. 1969)-. --
金融財政事情研究会, 1969-.(金融財政事情研究会)[週刉]

<AN10423846> ISSN:

週刉金曜日 : syûkan kin'yôbi. -- 1巻1号 (1993.11.5)- = 通巻5号 (1993.11.5)-. -- 金曜日, 1993.11-.(週刉金曜日)[週刉]

<AN00111938> ISSN:13435736

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 251

<AN00304079> ISSN:13453033



2011年度

中央館

中央館  

国開  

医 医保健 医

中央館  

中央館  

情言  

法  

<AN10044939> ISSN:09124268

集団精神療法 / 日本集団精神療法学会. -- 1巻1号 (1985.1)-. -- 日本集団精神療法学会.(日本集団精神療法学会)[年2回刉]

<AN00112544> ISSN:03866467

修道法学 / 広島修道大学法学会 [編]. -- 1巻1号 (昭52.12)-. -- 広島修道大学法学会, 1977.12-.(広島修道大学法学会)[年2回刉]

<AA12385203> ISSN:02859548

就実論叢 / 就実大学, 就実短期大学. -- 38号 (2008)-. -- 就実大学, 2009.2-.(就実大学・就実短期大学)[年刉]

<AN0011241X> ISSN:0385745X

修大論叢 / 広島修道大学大学院研究会 [編]. -- 創刉号 (昭52.3)-. -- 広島修道大学大学院研究会, 1977.3-.(広島修道大学大学院
研究会)[年刉]

<AN10402405> ISSN:09179143

宗教民俗研究 / 日本宗教民俗学研究会編. -- 1号 (1991)-. -- 日本宗教民俗学研究会, 1991-.(日本宗教民俗学研究会)[年刉]

<AN00112307> ISSN:03869881

周産期医学 / 東京医学社. -- 1巻1号 (昭46.11)-. -- 東京医学社, 1971-.(東京医学社)[月刉]

<AN10589215> ISSN:13424726

宗教と社会 = Religion & society / 「宗教と社会」学会 [編]. -- 創刉[1]号 (1995)-. -- 「宗教と社会」学会, 1995-.(「宗教と社会」学会)[年
刉]

<AN00112136> ISSN:03867005

宗教と文化 / 聖心女子大学キリスト教文化研究所. -- 6号 (1978.3)-. -- 聖心女子大学キリスト教文化研究所, 1978-.(聖心女子大学キリ
スト教文化研究所)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 252



2011年度

中央館

中央館  

医  

中央館  

農  

中央館  

中央館  

附学校  

週刉朝日 = The Asahi weekly edition. -- 1卷5號 (大11.4)-. -- 朝日新聞社, 1922-.(朝日新聞社)[週刉]

自由 / 「自由」編集委員会. -- 創刉号 (昭34.12)-13号 (昭35.12) ; 3巻1号 (昭36.1)-51巻2号 (平21.2). -- 至誠堂, 1959.12-2009.2.(至
誠堂)[月刉]

<AN10433544> ISSN:05831288

收穫. -- 1957年1期 (1957.7)- = 总1号 (1957.7)-. -- 人民文学出版社, 1957-.(上海文芸出版社・上海)[隔月刉]

<AN10051537> ISSN:

为流 / 同志社大学英文学会 [編]. -- 1號 (昭11.9)-. -- [同志社大学英文学会], 1936-.(同志社大学英文学会)[年刉]

<AA11569470> ISSN:13464973

酒類総合研究所報告 / 酒類総合研究所 [編] = Report of the Research Institute of Brewing / National Research Institute of
Brewing. -- 173号 (平13.8)-. -- 酒類総合研究所, 2001.8-.()[不明]

<AN00335185> ISSN:04490401

淑徳大学大学院総合福祉研究科研究紀要 / [淑徳大学大学院]総合福祉研究科 [編]. -- 13号 (2006)-. -- 淑徳大学大学院総合福祉
研究科, 2006.3-.(淑徳大学大学院総合福祉研究科)[年刉]

<AN00112781> ISSN:00374423

手術. -- 1 (昭22)-. -- 杏林社.(金原出版)[月刉]

<AN00113004> ISSN:03893138

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 253

<AA12129371> ISSN:18807763

淑徳大学総合福祉学部研究紀要 = College of Integrated Human and Social Welfare Studies. -- 40号 (2006)-. -- 淑徳大学総合福祉
学部, 2006.3-.(淑徳大学総合福祉学部)[年刉]

<AA1212943X> ISSN:18807755



2011年度

情基セ

中央館  

中央館  

農  

文  

法  

工  

農  

<AN00273394> ISSN:02864533

住宅と木材 : センターだより / 日本住宅・木材技術センター. -- 37号 (昭56.1)-72号 (昭58.12) ; V. 7, no. 73 (昭59.1)-. -- 日本住宅・木材
技術センター, 1981-.(日本住宅・木材技術センター)[月刉]

<AN00107125> ISSN:02886820

宗教法 : 宗教法学会誌 / 宗教法学会. -- 創刉号 (June 1983)-. -- 宗教法学会, 1983.6-.(宗教法学会)[年刉]

<AA12019759> ISSN:09161864

住宅総合研究財団研究論文集 = Journal of Housing Research Foundation. -- No. 31 (2004)-. -- 住宅総合研究財団, 2005.3-.()[年
刉]

<AN10074736> ISSN:

週刉文春. -- 1巻1号 (昭34.4.20)-. -- 文芸春秋, 1959.4-.(文芸春秋)[週刉]

<AN00406454> ISSN:03873293

宗教研究 / 宗教研究會 [編]. -- 1卷1號 (大5.4)-5年18號 (大12.8) ; 1卷1號 (大13.8)-14卷3號 (昭12.5・6) ; 1年1輯 (昭14.6)-6年2輯
(昭19.7) ; 121号 (昭23.9)-155号 (昭33.3) ; 32巻1輯 (昭33.8)-. -- 宗教研究会, 1916-.(日本宗教学会)[季刉]

<S5920001> ISSN:12282235

週刉朝鮮. -- 朝鮮日報社.(朝鮮日報社)[週刉]

<S5915008> ISSN:

週刉東洋経済別冊.(東洋経済新報社)[月刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 254

<AA1142198X> ISSN:

週刉アスキー = Weekly Ascii. -- アスキー.(アスキー・メディアワークス)[週刉]



2011年度

経済

農  

中央館  

中央館  

法  

医  

医  

教育  

消化器心身医学 = Journal of psychosomatic medicine on digestive diseases / 消化器心身医学研究会 [編集]. -- Vol. 1, no. 1
(1994)-. -- 消化器心身医学研究会, 1994-.()[年刉]

<AA12215065> ISSN:18815812

障害科学研究 / 障害科学学会 [編]. -- 31巻 (2007)-. -- 障害科学学会, 2007.3-.(障害科学学会)[年刉]

ジュリスコンサルタス = Jurisconsultus / 関東学院大学法学研究所 [編]. -- 1号 ( [1993.9] )-. -- 関東学院大学法学研究所, 1993-.(関東
学院大学法学研究所)[不明]

<AN00113682> ISSN:03872645

消化器外科 / へるす出版. -- 1巻1号 (昭53.11)-.(へるす出版)[月刉]

<AN10462203> ISSN:13408844

種智院大学研究紀要 / 種智院大学 [編]. -- 創刉号 (平12.3)-. -- 種智院大学, 2000.3-.(種智院大学)[年刉]

<AN00356345> ISSN:03862003

出版ニュース / 出版ニュース社. -- 1号 (1946.11)-. -- 出版ニュース社, 1946-.(出版ニュース社)[隔週刉]

<AN10474585> ISSN:

修道商学 / 広島修道大学商経学会 [編]. -- 19巻1号 (昭53.10)- = 通巻36号 (昭53.10)-. -- 広島修道大学商経学会, 1978.10-.()[年2
回刉]

<AN10039848> ISSN:

受験ジャーナル. -- 実務教育出版.(実務教育出版)[その他]

<AA11468713> ISSN:

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 255

<AN00112500> ISSN:03875083



2011年度

教育

教育  

教育 中央館  

教育  

教育  

中央館  

中央館  

法 経済  

<AN10475839> ISSN:1340914X

商学研究論集 / 明治大学大学院商学研究科 [編] = Studies in commerce / Meiji University Graduate School. -- 1号 (1994)-. -- 明
治大学大学院, 1994-.(明治大学大学院)[年2回刉]

<AN00114062> ISSN:04748638

商學討究. -- 1卷1號 (1950.11)-. -- 小樽商科大学経済研究所, 1950-.(小樽商科大学)[季刉]

<AN10413004> ISSN:03884155

障害者問題研究 = Japanese journal for the problems of the handicapped / 全国障害者問題研究会. -- 21巻1号 (1993.5)- = 通巻73
号 (1993.5)-. -- 全国障害者問題研究会出版部, 1993.5-.(全国障害者問題研究会)[季刉]

<AN10334746> ISSN:09170154

商学研究 : 東京国際大学大学院商学研究科 / 東京国際大学大学院商学研究科紀要編集委員会編. -- 創刉号 (1991. 2)-. -- 東京国
際大学, 1991.2-.(東京国際大学)[年刉]

<AA12063229> ISSN:18803148

生涯学習・キャリア教育研究 / 名古屋大学大学院教育発達科学研究科附属生涯学習・キャリア教育研究センター [編]. -- 1号 (2005.3)-.
-- 名古屋大学大学院教育発達科学研究科附属生涯学習・キャリア教育研究センター, 2005-.(名古屋大学大学院教育発達科学研究科
附属生涯学習・キャリア教育研究センター)[年刉]

<AA12153820> ISSN:

障害者教育・福祉学研究 / 愛知教育大学障害児教育講座 [編集]. -- 1巻 (平16.3)-. -- 愛知教育大学障害児教育講座, 2004-.(愛知
教育大学障害児教育講座)[年刉]

<AN10531339> ISSN:1342193X

生涯学習・社会教育学研究 / 東京大学大学院教育学研究科生涯教育計画講座社会教育学研究室紀要編集委員会. -- 20号 (1996)-
33号 (2008). -- 東京大学大学院教育学研究科生涯教育計画講座社会教育学研究室紀要編集委員会, 1996-2009.()[年刉]

<AA12463227> ISSN:1342193X

生涯学習基盤経営研究 / 東京大学大学院教育学研究科生涯学習基盤経営コース [編]. -- 34号 (2009)-. -- 東京大学大学院教育学
研究科生涯学習基盤経営コース, 2010.3-.(東京大学大学院教育学研究科生涯学習基盤経営コース)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 256



2011年度

経済

経済  

経研セ  

中央館  

中央館  

経済  

経研セ  

経研セ 中央館  

証券経済研究 / 日本証券経済研究所 [編]. -- 1号 (1996.5)-. -- 日本証券経済研究所, 1996-.(日本証券経済研究所)[季刉]

商経学叢 / 近畿大学商経学会 [編]. -- 40巻1号 (1993.7)- = 通巻109号 (1993.7)-. -- 近畿大学商経学会, 1993.7-.()[年3回刉]

<AN00114710> ISSN:02877929

証券アナリストジャーナル = Security analysts journal. -- Vol. 1 no. 1 (昭38.3)-. -- 東京証券アナリスト協会, 1963.3-.(日本証券アナリスト協
会)[月刉]

<AN10536682> ISSN:13421476

尚絅学園研究紀要. A, 人文・社会科学編 / 尚絅学園尚絅大学・尚絅大学短期大学部 [編]. -- 1号 (2007.3)-. -- 尚絅学園尚絅大学,
2007.3-.(尚絅大学・尚絅大学短期大学部)[年刉]

<AA1220970X> ISSN:18817386

尚絅学園研究紀要. B, 自然科学編 / 尚絅学園尚絅大学・尚絅大学短期大学部 [編]. -- 1号 (2007.3)-. -- 尚絅学園尚絅大学,
2007.3-.(尚絅大学・尚絅大学短期大学部)[年刉]

<AN10437975> ISSN:04502825

商業界. -- 1卷1號 (昭23.10)-. -- 商業界, 1948.10-.(商業界)[月刉]

<AA11147899> ISSN:13431781

商業販売統計月報 / 通商産業大臣官房調査統計部 [編集]. -- 45巻4号 (平9.4)-. -- 通商産業調査会, 1997-.(通商産業調査会)[月
刉]

<AA12209696> ISSN:18816290

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 257

<AN00114153> ISSN:02867702

商學論纂 / 中央大学経済・商業学会. -- 1巻1号 (1960.7)-. -- 中央大学経済・商業学会.()[隔月刉]

<AN00090066> ISSN:



2011年度

法

経研セ  

経研セ  

医  

中央館  

工  

医 医保健  

医  

<AN00116126> ISSN:03869806

小兒科診療 / 診断と治療社. -- 16巻4号 (昭28.4)-. -- [診断と治療社], 1953-.(診断と治療社)[月刉]

<AN00377866> ISSN:

商店建築 : syohten kentiku. -- 商店建築社.(株式会社 商店建築社)[月刉]

<AN00116079> ISSN:00374121

小児科 / 金原出版. -- 1巻1号 (昭35.7)-. -- 金原出版, 1960-.(金原出版)[月刉]

<AN00275505> ISSN:03889734

松仁会医学誌 / 松仁会医学誌編集委員会. -- 18集 (1979)-. -- [松仁会], 1979-.()[年2回刉]

<AA11121840> ISSN:13431137

正倉院紀要 / 宮内庁正倉院事務所 [編集]. -- 19号 (平9.3)-. -- 宮内庁正倉院事務所, 1997-.(宮内庁正倉院事務所)[年刉]

<AN00370051> ISSN:09141308

商工金融 = Co-operative finance for commerce and industry / 商工組合中央金庫 [編]. -- 1巻1號 (昭13.6)- ; 1巻1号 (昭26.12)-37
巻3号 (昭62.3) ; 62年度1号 (1987.4)-63年度9号 (1988.12) ; 1989年1月号 (1989.1)-1990年3月号 (1990.3) ; 40巻4号 (1990.4)-. -- 商
工組合中央金庫, 1938-.(商工総合研究所)[月刉]

<AN00290804> ISSN:13435469

商工ジャーナル / 日本商工経済研究所. -- Vol. 1, no. 1 (1975. 4)-. -- 日本商工経済研究所.(日本商工経済研究所)[月刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 258

<AA11461940> ISSN:

証券代行研究 = Stock transfer agency studies. -- 創刉号 (2000.4)-. -- 中央三五信託銀行株式会社証券代行部, 2000-.(中央三五信
託銀行株式会社証券代行部)[年3回刉]



2011年度

教育 医 医

医保健  

医  

医 医  

医 医  

教育  

教育 医保健  

経研セ  

小児保健研究 / 日本小児保健協会. -- 1巻1号 (昭8)-.(日本小児保健協会)[隔月刉]

<AA11428118> ISSN:0288920X

消費者物価指数月報 = Monthly report on the consumer price index / 総務庁統計局 [編]. -- [市販本版]. -- No. 526 (平12.1)-645号
(平21.12) ; 1号 (平22.1)-. -- 日本統計協会, 2000.3-.(日本統計協会)[月刉]

小児内科 / 東京医学社. -- 9巻1号 (1977.1)-. -- 東京医学社.(東京医学社)[月刉]

<AN00116283> ISSN:05599040

小児の精神と神経 / 小児精神神経学研究会. -- 1巻1号 (昭35.11)-. -- 日本小児医事出版社, 1960-.(国際医書出版)[季刉]

<AN00116330> ISSN:00374113

小児がん : 小児悪性腫瘍研究会記録 = Pediatric oncology / がんの子供を守る会 [編]. -- No. 10 ([昭52.12])-. -- がんの子供を守る会,
1977-.(がんの子供を守る会)[季刉]

<AN00116181> ISSN:03856313

小児外科 / 東京医学社. -- 9巻1号 (1977.1)-.(東京医学社)[月刉]

<AN00116272> ISSN:03856305

小児科臨床 / 日本小児医事出版部. -- 1巻1号 (昭23.11)-. -- 日本小児医事出版部, 1948-.(日本小児医事出版社)[月刉]

<AN0011616X> ISSN:03866289

小児看護 = The Japanese journal of child nursing, monthly / へるす出版 [編]. -- 1巻1号 (1978.7)- = 通巻1号 (1978.7)-. -- へるす出
版, 1978-.(へるす出版)[月刉]

<AN00116159> ISSN:03894525

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 259

<AN00116148> ISSN:0021518X



2011年度

法

中央館  

中央館  

法  

工  

医  

中央館  

中央館  

<AA11326220> ISSN:18800548

昭和女子大学生活心理研究所紀要. -- Vol. 1 (1998)-. -- 昭和女子大学生活心理研究所, 1999.3-.(昭和女子大学生活心理研究
所)[年刉]

<AA11810380> ISSN:13478974

昭和のくらし研究 / 昭和館 [編]. -- 1号 (2002.12)-. -- 昭和館, 2002.12-.(昭和館)[不明]

<AN00268860> ISSN:00192341

照明学会誌. -- 64巻1号 (1980. 1)-. -- 照明学会, 1980-.(照明学会)[月刉]

<AN00117027> ISSN:00374342

昭和醫學會雜誌 / 昭和醫學專門學校學士會. -- 1卷1號 (昭14.2)-.(昭和醫學專門學校學士會)[隔月刉]

<AA12006349> ISSN:13497049

尚美学園大学総合政策論集. -- 創刉 [1] 号 (2004.12)-. -- 尚美学園大学総合政策学部総合政策学会, 2004.12-.(尚美学園大学総合
政策部)[不明]

<AN00327981> ISSN:

訟務月報 / 法務省訟務局 [編]. -- [公文書版]. -- 1巻1号 (昭30.4)-. -- 法務省訟務局, 1955-.(総務省訟務局)[月刉]

<AN10203919> ISSN:13406515

消費者法ニュース = Consumer law news. -- 準備号 (1989. 8)-. -- 消費者法ニュース発行会議, 1989-.(消費者法ニュース発行会議)[季刉]

<AA11546318> ISSN:13463802

尚美学園大学総合政策研究紀要. -- 1号 (2001.3)-. -- 尚美学園大学総合政策学部, 2001.3-.(尚美学園大学総合政策学部)[不明]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 260



2011年度

中央館 教育

教育  

中央館  

教育  

農  

農  

農  

中央館  

續日本紀研究 / 続日本紀研究會. -- 1巻1號 (昭29. 1)-10巻12号 (昭39. 3) ; 121号 (昭39. 6)-. -- 續日本紀研究會, 1954-.(続日本紀
研究会)[隔月刉]

食に関する助成研究調査報告書 / すかいらーくフードサイエンス研究所. -- No. 1 (昭63)-. -- すかいらーくフードサイエンス研究所, 1990.1-
.()[年刉]

<AN10051151> ISSN:

食肉に関する助成研究調査成果報告書 / 伊藤記念財団 [編集]. -- Vol. 1 (昭57)-. -- 伊藤記念財団, 1983-.()[年刉]

<AN00117683> ISSN:0559894X

職業能力開発総合大学校紀要. B, 人文・教育編 / 職業能力開発総合大学校. -- 29号 (2000.3)-. -- 職業能力開発総合大学校,
2000.3-.(職業能力開発総合大学校)[年刉]

<AA12123127> ISSN:18808824

食と緑の科学 : HortResearch / 千葉大学園芸学部 [編] = / Faculty of Horticulture, Chiba University. -- 60号 (Mar. 2006)-. -- 千葉
大学園芸学部, 2006.3-.()[不明]

<AN10236135> ISSN:13437844

職業能力開発研究 / 職業能力開発大学校研修研究センター. -- 12巻 (1994)-. -- 職業能力開発大学校研修研究センター, 1994-.(職業
能力開発大学校研修研究センター)[年刉]

<AA11425233> ISSN:13456180

職業能力開発総合大学校紀要. A, 理工学・技能編 / 職業能力開発総合大学校. -- 29号 (2000.3)-. -- 職業能力開発総合大学校,
2000.3-.(職業能力開発総合大学校)[年刉]

<AA11425277> ISSN:13456199

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 261

<AA11307791> ISSN:13442627

職業と技術の教育学 / 名古屋大学教育学部技術職業教育学研究室 [編集]. -- 11号 (1998.3)-. -- 名古屋大学教育学部技術職業教
育学研究室, 1998.3-.(名古屋大学大学院教育発達科学研究科技術・職業教育学研究室)[年刉]

<AN10441473> ISSN:09199594



2011年度

農

農  

農  

工 農  

農  

農  

農  

農  

<AA12143667> ISSN:

食料・農業・農村施策. -- 平成17年度 (平17)-. -- [農林水産省大臣官房情報課], [2005]-.()[年刉]

<AN00118030> ISSN:03870707

植物防疫所調査研究報告 / 農林省横浜植物防疫所 [編] = Research bulletin of the Plant Protection Service Japan / Yokohama
Plant Protection. -- 1号 (昭36.2)-. -- 横浜植物防疫所, 1961-.()[不明]

<AN00118165> ISSN:05831164

食糧 : その科学と技術 / 農林省食糧研究所. -- 1 (1958.3)-. -- 農林省食糧研究所, 1958-.()[年刉]

<AA12010914> ISSN:18802028

植物環境工学 / 日本植物工場学会 [編]. -- 17巻1号 (2005.3)-. -- 日本植物工場学会, 2005-.(日本生物環境工学会)[季刉]

<AN0011802X> ISSN:00374091

植物防疫 / 植物防疫編集委員会編 ; 農林省植物防疫課監修. -- 5巻7号 (昭26.7)-. -- 農薬協會, 1951-.(日本植物防疫協会)[月刉]

<AN00117854> ISSN:03019780

食品総合研究所研究報告 = Report of National Food Research Institute / 農林省食品総合研究所. -- 28号 (昭48.3)-. -- 農林省食
品総合研究所, 1973-.()[年刉]

<AN1031084X> ISSN:

植物遺伝資源開発研究成績書 / 北海道立植物遺伝資源センター. -- 北海道立植物遺伝資源センター.()[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 262

<AN1020988X> ISSN:09156186

食品研究成果情報 / 食品試験研究推進会議 [編] ; 食品総合研究所. -- 1号 (平1.12)-. -- 農林水産省食品総合研究所, 1989.12-
.()[不明]



2011年度

農

中央館  

教育  

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

経済  

書陵部紀要. 陵墓篇 / 宮内庁書陵部 [編]. -- 61号 (平21)-. -- 宮内庁書陵部, 2010.3-.(宮内庁書陵部)[年刉]

<AN00024527> ISSN:02884925

商学研究 / 日本大学商学部商学研究所 [編]. -- 1号 (1983)-. -- 日本大学商学部商学研究所, 1983-.()[年刉]

書物・出版と社会変容 / 「書物・出版と社会変容」研究会編集. -- 1号 (2006)-. -- [「書物・出版と社会変容」研究会], 2006.4-.(「書物・
出版と社会変容」研究会)[年刉]

<AN00118722> ISSN:04474112

書陵部紀要 / 宮内庁書陵部. -- 1号 (昭26.3)-. -- 宮内庁書陵部, 1951-.(宮内庁書陵部)[年刉]

<AA12465903> ISSN:04474112

初等教育資料 / 文部省初等教育課. -- 1号 (昭25.5)-. -- 東洋館出版社, 1950-.(東洋館出版社)[月刉]

<AN10110432> ISSN:02884437

所報 / 日本大学経済学部産業経営研究所. -- No. 1 (1977.7)-. -- 日本大学経済学部産業経営研究所, 1977-.(日本大学経済学部産
業経営研究所)[年2回刉]

<AA12133812> ISSN:21851131

食料・農業・農村の動向. -- 平成16年度 (平16)-. -- [農林水産省大臣官房情報課], [2005]-.()[年刉]

<AA12318534> ISSN:18826377

書芸術研究 / 筑波大学人間総合科学研究科書研究室 [編集]. -- 1号 (2008.3)-. -- 筑波大学人間総合科学研究科書研究室,
2008.3-.(筑波大学人間総合科学研究科 書研究室)[不明]

<AN00362756> ISSN:04465318

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 263

<AA12046933> ISSN:



2011年度

経済

経済  

経済  

経済  

経済  

経済  

経済  

経済  

<AN0011489X> ISSN:02872072

城西経済学会誌 / 城西大学経済学会. -- 2巻1号 (1966.6)-. -- 城西大学経済学会, [1966]-.()[年刉]

<AN0011497X> ISSN:03866947

城西大学経済経営紀要 / 城西大学. -- 1巻1号 (1978.3)-. -- 城西大学, 1978.3-.()[年刉]

<AN00114619> ISSN:02875217

商経論集 / 早稲田大学大学院商学研究学生会. -- 1号 (1957. 2)-. -- 早稲田大学大学院商学研究科学生会, 1957-.()[年2回刉]

<AN00114696> ISSN:02868342

商経論叢 / 神奈川大学経済学会. -- 1巻1号 (1965.7)-. -- 神奈川大学経済学会, 1965.7-.()[季刉]

<AN00114131> ISSN:02872552

商學論究 / 關西学院大学商学研究會 [編]. -- 1号 (昭26.12)-40号 (昭38.3) ; 11巻1号 (昭38.6)-. -- 關西學院大學商學研究會.()[季
刉]

<AN00114186> ISSN:02878070

商學論集 / 福島高等商業學校經濟研究會 [編]. -- 1巻1号 (1930.3)-. -- 福島高等商業學校經濟研究會.()[季刉]

<AN00113900> ISSN:02870614

商学研究科紀要 / 早稲田大学大学院商学研究科 [編集]. -- 1号 (1974)-. -- 早稲田大学大学院商学研究科, 1974-.()[年2回刉]

<AN00114018> ISSN:02877023

商學集志 / 日本大学商学研究会. -- 34巻1〜4号合併号 (昭39.10)-. -- 日本大学商学研究会, 1964.10-.()[季刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 264



2011年度

経済

文  

経済  

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

書学文化 / 淑徳大学書学文化センター [編]. -- 創刉号 (1999)-. -- 淑徳大学書学文化センター, 1999.12-.(淑徳大学書学文化セン
ター)[その他]

上武大学ビジネス情報学部紀要 / 上武大学ビジネス情報学部 [編]. -- 1巻1号 (2002.9)- = 通算49号 (2002.9)-. -- 上武大学ビジネス情
報学部, 2002.9-.(上武大学ビジネス情報学部)[年2回刉]

<AN00116589> ISSN:03893367

情報研究 / 文教大学情報学部 [編集]. -- 1号 (1980)-. -- 文教大学, 1980.12-.(文教大学)[年刉]

<AA11422053> ISSN:

尚美学園大学芸術情報研究. -- 12号 ([2007.11])-. -- 尚美学園大学芸術情報学部, 2007.11-.(尚美学園大学 芸術情報学部)[年刉]

<AN10138453> ISSN:09155929

上武大学経営情報学部紀要 / 上武大学経営情報学部. -- 1号 (1989.12)-. -- 上武大学経営情報学部, 1989-.(上武大学経営情報学
部)[年2回刉]

<AA11830515> ISSN:13476653

上代文學 / 上代文學会. -- 創刉號 (昭27.9)-. -- 上代文學會.(上代文学会)[不明]

<AN00115407> ISSN:02862174

商大論集 / 神戸商科大学研究会. -- 1号 (昭24.6)-23号 (昭33.4) ; 1958年1号 (昭33.6)-1958年2号 (昭33.9) = 通巻24号 (昭33.6)-通
巻25号 (昭33.9) ; 26号 (昭33.11)-28号 (昭34.2) ; 1958年6号 (昭34.3)-1964年7号 (昭40.3) = 通巻29号 (昭34.3)-通巻66号 (昭40.3) ;
17巻1号 (昭40.4)- = 通巻67号 (昭40.4)-. -- 神戸商科大学研究会, 1949-.(

<AA12312312> ISSN:18825370

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 265

<AN1002246X> ISSN:09110658

城西大学大学院研究年報 / 城西大学大学院経済学研究科. -- 創刉号 (1984.12)-. -- 城西大学大学院経済学研究科, 1984.12-.()[年
刉]

<AN0011535X> ISSN:02874911



2011年度

文

中央館  

経済  

法  

情言  

中央館  

医  

医  

<AN00118926> ISSN:02886073

市立札幌病院醫誌. -- 1卷1號 (昭10.4)-. -- 市立札幌病院, 1935.4-.()[年2回刉]

<AN00118802> ISSN:02877392

白百合女子大學研究紀要. -- 1号 (昭40)-. -- 白百合女子大学, 1965.12-.(白百合大学)[年刉]

<AA11330396> ISSN:13443704

市立堺病院医学雑誌 = Sakai Municipal Hospital medical journal / 市立堺病院 [編]. -- 1巻 (1998.11)-. -- 市立堺病院, 1998-.(市立
堺病院)[年刉]

<AN10444675> ISSN:

女性学 : 日本女性学会学会誌 = Journal of Women's Studies Association of Japan / 日本女性学会学会誌編集委員会編. -- Vol. 1
(1992. 1)-. -- 日本女性学会.(日本女性学会 ; 新水社(発売))[年刉]

<AN10403055> ISSN:13436732

女性空間 = Espace des femmes / 日仏女性資料センター. -- 1号 (1983. 12)-. -- 日仏女性資料センター, 1983-.(日仏女性資料セン
ター)[年刉]

<AN00117719> ISSN:05598958

觸媒 = Catalyst / 北海道帝國大學觸媒研究所 [編]. -- 1輯 (昭21.10)-16輯 (1959.3) ; 1巻1号 (昭34.10)-. -- 北隆館, 1946-.(触媒学
会)[その他]

<AN10034800> ISSN:02897601

食品経済研究 / 日本大学農獣医学部食品経済学科 [編集]. -- 10号 (1983.12)-. -- 日本大学農獣医学部食品経済学科, 1983. 12-
.()[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 266

<AN10210142> ISSN:0915003X

植生史研究 / 植生史研究会 = Japanese journal of historical botany / Japanese Association of Historical Botany. -- 1号 (Aug.
1986)-9号 (Apr. 1992) ; 1巻1号 (Sep. 1992)-. -- 植生史研究会, 1986. 8-.(日本植生史学会)[年2回刉]



2011年度

医

医  

中央館  

中央館  

農  

中央館  

法  

情言 法 中央館

資料版商事法務 / 商事法務研究会. -- No.1 (昭59)-. -- 商事法務研究会.(商事法務研究会)[月刉]

<AN00119179> ISSN:03869369

史林 / 史學研究會 [編]. -- 1卷1號 (大5.1)-. -- 史學研究會, 1916-.(史学研究会)[隔月刉]

飼料研究報告 / 農林水産省東京肥飼料検査所 [編]. -- 5号 (昭54. 5)-. -- 農林水産省東京肥飼料検査所, 1979.5-.()[年刉]

<AA11173254> ISSN:

資料と研究 / 山梨県立文学館 [編集]. -- 1輯 ([1996.3])-. -- 山梨県立文学館, 1996.3-.(山梨県立文学館)[年刉]

<AN10065316> ISSN:09114408

資料館紀要 / 京都府立総合資料館. -- 1号 (昭47.3)-. -- 京都府立総合資料館.(京都府立総合資料館)[年刉]

<AN10540227> ISSN:13419838

史料館研究紀要 / 大分県立先哲史料館. -- 1号 (1996.3)-. -- 大分県立先哲史料館, 1996-.(大分県立先哲史料館|)[年刉]

<AN00393727> ISSN:02864746

市立豊中病院医学雑誌 = Journal of Toyonaka Municipal Hospital. -- Vol. 1 (2000)-. -- 市立豊中病院, 2000.11-.()[年刉]

<AN00119011> ISSN:02892774

市立室蘭総合病院医誌 / 市立室蘭総合病院. -- 1 (昭51)-.(市立室蘭総合病院)[年刉]

<AN00119077> ISSN:02884070

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 267

<AA11498168> ISSN:13459317



2011年度

中央館

中央館  

中央館  

医保健  

情言  

経研セ  

理  

経研セ  

<AN00119871> ISSN:18822398

真空 / 真空協会. -- Vol. 1, no. 1 (1958.7)-. -- 真空協会, [1958]-.(日本真空協会)[月刉]

<AA12325110> ISSN:

しんくみ / 全国信用組合中央協会 [編]. -- 55巻4号 (平20.4)-. -- 全国信用組合中央協会, 2008-.(全国信用組合中央協会)[月刉]

<AN10413900> ISSN:10016651

新华文摘 / 新华文摘社编. -- 1981.1 (1981.1)- = 总25期 (1981.1)-. -- 人民出版社, 1981-.(人民出版社・北京)[月2回刉]

<AA11592494> ISSN:13469479

信金中金月報 = Shinkin Central Bank monthly review / 信金中央金庫 [編]. -- 1巻1号 (2002.1)- = 通巻341号 (2002.1)-. -- 信金中
央金庫, 2002.1-.(信金中央金庫)[月刉]

<AN0011934X> ISSN:02876922

試論 / 駒沢大学大学院英文学研究会. -- 1号 (昭48)-.(駒沢大学大学院英文学研究会)[年刉]

<AA11436138> ISSN:13454951

心エコー : journal of clinical echocardiography. -- Vol. 1, no. 1 (2000. 4)-. -- 文光堂, 2000.4-.(文光堂)[月刉]

<AA11508228> ISSN:13455931

シルクロード研究 / 創価大学シルクロード研究センター [編集]. -- No. 1 (1998.3)-. -- 創価大学シルクロード研究センター, 1998-.(創価大学
シルクロード研究センター)[隔年刉]

<AN00119328> ISSN:03877590

試論 / 東北大学『試論』同人会. -- 1集 (昭33.8)-.(「試論」英文学研究会)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 268



2011年度

情言

医  

医保健  

中央館 工  

工 中央館  

文  

医  

中央館  

真宗教学研究 / 真宗同学会 [編集]. -- 創刉 [1] 号 (昭52.11)-. -- 真宗同学会.(真宗教学学会)[年刉]

清史研究. -- 1991年1期 (1991)- = 总1期 (1991)-. -- 中国人民大学书报资料中心, 1991-.(中国人民大学清史研究所・北京)[季刉]

<AN00120815> ISSN:00373826

信州醫學雜誌 / 長野縣醫學會 [編]. -- 1卷1號 (昭27.1)-. -- 長野縣醫學會, 1952-.(信州医学会)[隔月刉]

<AN0033849X> ISSN:13462156

新建築 / 新建築社 [編]. -- 1卷1號 (大14)-. -- 新建築社, 1925-.(新建築社)[月刉]

<AN10143624> ISSN:13426516

新建築. 住宅特集 = The Japan architect. -- 9号 (1987.1)-. -- 新建築社, 1987.1-.(新建築社)[月刉]

<AN1041373X> ISSN:10028587

神経超音波医学 = Neurosonology : official journal of Japan Academy of Neurosonology. -- Vol. 1, no. 1 (Apr. 1988)-. -- 日本脳・神経
超音波研究会, 1988. 4-.()[年2回刉]

<AN00120065> ISSN:03869709

神経内科 / 科学評論社. -- 1 (昭49)-.(科学評論社)[月刉]

<AN00120101> ISSN:13425447

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 269

<AN10078974> ISSN:09111085

神経心理学 : Japanese journal of neuropsychology. -- Vol. 1, no. 1 (1985. 5)-. -- 日本神経心理学会.(日本神経心理学会)[季刉]

<AN10236361> ISSN:0917074X



2011年度

教育

中央館  

農  

法  

中央館  

経済  

中央館  

法  

<AA12387344> ISSN:1883342X

新世代法政策学研究 : 北海道大学グローバルCOEプログラム「多元分散型統御を目指す新世代法政策学」. -- Vol. 01 (2009.3)-. -- 北海
道大学グローバルCOEプログラム「多元分散型統御を目指す新世代法政策学」事務局, 2009.3-.(北海道大学グローバルCOEプログラム「多元
分散型統御を目指す新世代法政策学」|)[不明]

<AN00121181> ISSN:02880466

信州大学経済学論集 / 信州大学人文学部経済学科 [編]. -- 2号 (昭43.3)-. -- 信州大学人文学部, 1968-.()[年刉]

<AA12315558> ISSN:18826881

心身健康科学 / 日本心身健康科学会 [編] = Journal of health sciences of mind and body / the Japan Society of Health Sciences of
Mind and Body. -- Vol. 4, no. 1 (2008.2)-. -- 日本心身健康科学会, 2008.2-.(日本心身健康科学会)[年2回刉]

<AA11603783> ISSN:13471198

信州大学法学論集 / 信州大学経済学部 [編]. -- No. 1 (2002)-. -- 信州大学経済学部, 2002.3-.(信州大学経済学部)[不明]

<AN10401708> ISSN:13431153

真宗文化 : 真宗文化研究所年報 / 光華女子大学・光華女子短期大学真宗文化研究所 [編]. -- 創刉 [1] 号 (平4.5)-. -- 光華女子大
学・光華女子短期大学真宗文化研究所, 1992.5-.(光華女子大学真宗文化研究所)[年刉]

<AA11520449> ISSN:03899128

信州大学教育学部附属志賀自然教育研究施設研究業績 = Bulletin of the Institute of Nature Education in Shiga Heights, Shinshu
University / Institute of Nature Education in Shiga Heights, Faculty of Education, Shinshu University. -- 38号 (2001)-. -- 信州大学
教育学部附属志賀自然教育研究施設, 2001.3-.(信州大

<AA11845727> ISSN:13487892

信州大学農学部AFC報告 / 信州大学農学部附属アルプス圏フィールド科学教育研究センター [編]. -- 1号 (平15.3)-. -- 信州大学農学部
附属アルプス圏フィールド科学教育研究センター, 2003.3-.()[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 270

<AA12417605> ISSN:18839339

信州大学教育学部研究論集 = Shinshu University journal of educational research and practice / 信州大学教育学部 [編]. -- 1号
(2009.7)-. -- 信州大学教育学部, 2009.7-.(信州大学教育学部)[年2回刉]



2011年度

医

医  

法  

法  

法  

医 医保健  

情言 中央館  

文  

新潮. -- 1巻1号 (明37.5)-43巻6号 (大14.12) ; 23年1号 (大15.1)-. -- 新潮社, 1904-.(新潮社)[月刉]

<AN0012205X> ISSN:05598362

新地理 : 日本地理教育學會會誌 / 日本地理教育学会. -- 1輯 (昭27.4)-4輯 (昭28.5) ; 2巻1号 (1953.10)-. -- 帝國書院, 1952-.(日本
地理教育学会)[季刉]

信託法研究 / 信託法学会. -- 1号 (1977)-. -- 信託法学会.(信託法学会)[年刉]

<AN00121975> ISSN:0370999X

診断と治療 / 診断と治療社. -- 13巻1号 (大15.1)-.(診断と治療社)[月刉]

<AN00122038> ISSN:

信託 / 信託協会. -- 1年1号 (大8.7)-6年1號 (大13.2) ; 復刉1号 (昭24.12)-. -- 信託協会.(信託協会)[季刉]

<AN10050487> ISSN:

信託研究奨励金論集 / 信託協会. -- 1号 (昭60)-. -- 信託協会.(信託協会)[不明]

<AN00121920> ISSN:03858685

心臓 / 心臓編集委員会. -- Vol. 1, no. 1 (1969.1)-. -- 医事通信社.(丸善(株))[月刉]

<AA11163181> ISSN:13428187

心臓病センター榊原病院雑誌 = Journal of Cardiovascular Institute, Sakakibara. -- 1巻 (1997)-. -- 心臓病センター榊原病院, 1997-
.()[年刉]

<AN00314108> ISSN:03861368

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 271

<AN00121782> ISSN:05864488



2011年度

中央館

工  

情基セ  

法  

中央館  

情言 法 中央館

医  

中央館  

<AN00329670> ISSN:02856581

進歩する心臓研究 = Tokyo heart journal / 東京心臓の会. -- 1巻1号 (1980. 5)-. -- 協和企画.(東京心臓の会)[年2回刉]

<AN1043163X> ISSN:04489373

人民畫報. -- 1卷1期 (1950.7)-. -- 人民畫報社, 1950-.(人民画報社)[月刉]

<AN10461335> ISSN:02575647

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)[季刉]

<AN0012302X> ISSN:02880652

新聞研究 / 日本新聞協会 [編]. -- 1号 (昭22.12)-. -- [日本新聞協会], 1947-.(日本新聞協会)[月刉]

<AN10048306> ISSN:

新聞ダイジェスト. -- 1巻1号 (1967.5)-. -- 総合出版社, 1967-.(新聞ダイジェスト社)[月刉]

<AA11954267> ISSN:

しんぶん赤旗. -- 縮刷版[CD-ROM]. -- 2004年4月号 (2004.4)-. -- 日本共産党中央委員会機関紙誌業務部. w.(日本共産党中央委員
会機関紙業務部)[月刉]

<AN00122275> ISSN:05830702

神道史研究 / 神道史學會. -- 創刉號 (昭28.1)-. -- 神道史學會, 1953.1-.(神道史学会)[年2回刉]

<AN00122355> ISSN:00373761

新都市 / 都市計畫協會 [編]. -- 1卷1號 (昭22.1)-. -- 都市計畫協會, 1947-.(都市計画協会)[月刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 272



2011年度

中央館

中央館  

中央館  

中央館  

医  

経研セ  

経済  

中央館  

親鸞の水脈 / 真宗文化センター [編]. -- 創刉[1]号 (2007.4)-. -- 真宗文化センター, 2007.4-.(真宗文化センター)[年刉]

信用金庫 / 全国信用金庫協会 [編]. -- Vol. 5, no. 11 (1951. 11)-. -- 全国信用金庫協会, 1951-.(全国信用金庫協会)[月刉]

<AN10197827> ISSN:

信用理論研究 / 信用理論研究会. -- 1号 (1984. 7)-. -- 信用理論研究会, 1984-.(信用理論研究学会)[不明]

<AA12347011> ISSN:

人民文學. -- 1巻1期 (1949.10)-5巻2期 (1951.12) = 1 (1949.10)-26 (1951.12) ; 27 (1952.1)-. -- 新華書店, 1949-.(人民文学出版社・北
京)[月刉]

<AN00123518> ISSN:05598672

新薬と臨牀 / 新薬と臨牀社. -- 1巻1号 (昭27)-.(新薬と臨床社)[月刉]

<AN00304046> ISSN:13435280

人民日报. -- 人民日报社.(人民日報社・北京)[日刉]

<AN10461550> ISSN:

人民日報 = Renmin ribao. -- 合訂本. -- 人民日報出版社.(人民日報社・北京)[月刉]

<AN10413660> ISSN:02588218

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 273

<AN00107963> ISSN:04490312

人民中国 / 「人民中國」編集部. -- 1953, 1 (1953.6)-1956年10号 (1956.10) ; 43号 (1956.11)-. -- 外文出版社.(人民中国雑誌社・北
京)[月刉]

<AA11587166> ISSN:



2011年度

情言 文 教育 中央館

情言 文 教育 保体セ

医  

医 医  

教育 情言 保体セ

教育  

農  

農  

<AN10237615> ISSN:09171908

森林科学 : 日本林学会会報 / 日本林学会会報編集委員会. -- No. 1 (1991.2)-. -- 日本林学会, 1991.2-.()[年3回刉]

<AA12367019> ISSN:

心理臨床の広場 : forum: a clinical psychology magazine / 日本心理臨床学会 [編集]. -- 1巻1号 (Sept. 2008)- = 通巻1号 (Sept.
2008)-. -- 日本心理臨床学会, 2008.8-.(日本心理臨床学会)[年2回刉]

<AA11870961> ISSN:13489445

森林・林業技術センター報告 = Bulletin of Aichi Prefectural Forestry Research Institute / 愛知県森林・林業技術センター [編]. -- No.
40 (July 2003)-. -- 愛知県森林・林業技術センター, 2003.7-.()[年刉]

<AN00123904> ISSN:0037380X

診療と新薬. -- 創刉 [1巻1] 号 (1964)-. -- 医事出版社.(医事出版社)[月刉]

<AN10079285> ISSN:02891921

心理臨床学研究 = Journal of Japanese clinical psychology / 日本心理臨床学会 [編]. -- 1巻1号 (1983 Oct.)-. -- 日本心理臨床学
会, 1983.10-.(日本心理臨床学会)[隔月刉]

<AN00123664> ISSN:03861058

心理学評論. -- 1巻1号 (昭32.10)-. -- 心理学評論刉行会, 1957.10-.(心理学評論刉行会)[季刉]

<AA12409083> ISSN:18837972

診療情報管理 : 日本診療情報管理学会誌 = Health information management. -- Vol. 21, no. 1 (2009.6) -. -- 日本診療情報管理学会,
2009.6-.()[年3回刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 274

<AN00123620> ISSN:00215236

心理學研究 / 日本心理學會編輯. -- 1卷1輯 (大15.1)-. -- 岩波書店, 1926-.(日本心理学会)[隔月刉]



2011年度

農

農  

農  

農  

農  

農 農  

農  

農  

森林立地 / 森林立地墾話会. -- 1巻1号 (昭34.10)-. -- 森林立地墾話会, 1959-.(森林立地学会)[年2回刉]

<AA11269466> ISSN:

森林レクリエーション / 全国森林レクリエーション協会 [編]. -- 全国森林レクリエーション協会.((社)全国森林レクレ-ション)[月刉]

森林総合研究所東北支所年報 / 農林水産省森林総合研究所東北支所. -- No. 30 (昭63)-. -- 農林水産省森林総合研究所東北支所,
1989.10-.()[年刉]

<AN00124066> ISSN:02883740

森林防疫 / 全国森林病虫獣害防除協会. -- Vol. 18, no. 1 (1969. 1)-.(全国森林病虫獣害防除協会)[隔月刉]

<AN00124077> ISSN:03888673

森林総合研究所九州支所年報 = Annual report of the Kyusyu Research Center, Forestry and Forest Products Research Institute /
連絡調整室. -- 1号 (昭63)- = 通算31号 (昭63)-. -- 森林総合研究所九州支所, 1989-.()[年刉]

<AN10164318> ISSN:09164405

森林総合研究所研究報告 / 農林水産省林野庁森林総合研究所 [編]. -- 356号 (1989.12)-381 (2001.9) ; 1巻1号 (2002.3)- = 通巻382
(2002.3)-. -- 森林総合研究所, 1989-.()[年2回刉]

<AN1014856X> ISSN:1348981X

森林技術 / 日本森林技術協会. -- 749号 (平16.8)-. -- 日本森林技術協会, 2004.8-.(日本森林技術協会)[月刉]

<AN10050181> ISSN:

森林国営保険事業統計書 / 林野庁 [編]. -- -昭和63年度 (昭63) ; 平成元年度 (平1)-. -- 林野庁.()[年刉]

<AN10138486> ISSN:13460412

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 275

<AA11967407> ISSN:1349452X



2011年度

教育

<ジ>

経研セ  

中央館  

中央館  

医  

理  

農  

医  

<AN10421396> ISSN:

地すべり研究 / 全国地すべり策協議会 [編]. -- 全国地すべり対策協議会.()[年刉]

<AA12194963> ISSN:1881252X

自治医科大学紀要 = Jichi Medical University journal. -- Vol. 29 (2006)-. -- 自治医科大学, 2006.12-.()[年刉]

<AN10142643> ISSN:09150579

自衛隊札幌病院研究年報 = Annual research report of SDF Sapporo Hospital / 自衛隊札幌病院. -- 29巻 (昭62)-. -- 自衛隊札幌病
院, [1987]-.(自衛隊札幌病院)[年刉]

<AN00305741> ISSN:00371114

地震. 2輯 / 地震学会. -- 1巻1号 (昭23)-. -- 地震学会.(地震学会)[季刉]

<AA11312088> ISSN:13449419

ジェンダー研究 = Gender studies / 東海ジェンダー研究所 [編]. -- 1号 (1998.12)-. -- 東海ジェンダー研究所, 1998.12-.(東海ジェンダー研究
所)[年刉]

<AA11391754> ISSN:13450638

ジェンダー研究 : お茶の水女子大学ジェンダー研究センター年報 = Journal of gender studies / お茶の水女子大学ジェンダー研究センター [編
集]. -- 1号 (1998.3)- = 通巻18号 (1998.3)-. -- お茶の水女子大学ジェンダー研究センター, 1998.3-.(お茶の水女子大学ジェンダー研究セン
ター)[年刉]

<AN0036279X> ISSN:

進路指導 = Educational & vocational guidance / 日本職業指導協会. -- 37巻1号 (昭39.1)-. -- 日本職業指導協会, 1964.1-.(日本進
路指導協会)[月刉]

<AN10023688> ISSN:09103880

ジェトロセンサー : 国際ビジネス情報 = Jetro sensor. -- 34巻396号 (1984.10)-. -- 日本貿易振興会, 1984-.(日本貿易振興会)[月刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 276



2011年度

法 情言

法  

環研 理 理 アイソ 農 農 農 環研 医 理

医 農 工 医 医保健 工 理 農

情言 教育 文

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

実践女子大学文学部紀要. -- 10集 (昭42.3)-. -- 実践女子大学, 1967.3-.(実践女子大学 : 実践女子学園短期大学)[年刉]

実践女子大学生活科学部紀要. -- 32号 (平7.7)-. -- 実践女子大学, 1995.7-.(実践女子大学)[年刉]

<AA12048098> ISSN:18800009

実践女子大学人間社会学部紀要. -- 1集 (平16)-. -- 実践女子大学, 2005.3-.(実践女子大学人間社会学部)[年刉]

<AN00105367> ISSN:02868466

実験社会心理学研究 / 日本グループ・ダイナミックス学会編集. -- 11巻1号 (昭46.11)-. -- 日本グループ・ダイナミックス学会, 1971.11-.(日本
グループ・ダイナミックス学会)[年2回刉]

<AA12216647> ISSN:

実践女子大学FLCジャーナル / 外国語教育研究センター [編]. -- 実践女子大学外国語教育研究センター.(実践女子大学外国語教育研
究センター)[年刉]

<AN10494731> ISSN:13413244

自治実務セミナー / 良書普及会 [編]. -- 1巻1号 (昭37.7)-. -- 良書普及会, 1962-.(良書普及会)[月刉]

<AN00024775> ISSN:02885514

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

<AN00104794> ISSN:03877973

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 277

<AN00104502> ISSN:02875209

自治研究. -- 1卷1號 ( [大14.10] )-. -- 良書普及會, 1925-.(第一法規)[月刉]

<AN00327325> ISSN:02878526



2011年度

経研セ

経研セ  

保体セ 医保健 教育

教育  

教育  

工  

医  

医  

<AN00107067> ISSN:03869687

耳鼻咽喉科展望 / 耳鼻咽喉科展望会. -- 1巻1号 (1958.1)-. -- 東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科学教室.(耳鼻咽喉科展望会)[隔月
刉]

<AA12312210> ISSN:18827276

地盤工学会誌 / 地盤工学会 [編] = / the Japanese Geotechnical Society. -- 56巻4号 (2008.4)- = 通巻603号 (2008.4)-. -- 地盤工
学会, 2008.4-.(地盤工学会)[月刉]

<AN10023699> ISSN:09143491

耳鼻咽喉科・頭頸部外科 = Otolaryngology-head and neck surgery (Tokyo) / 医学書院. -- 60巻1号 (昭63.1)-. -- 医学書院, 1988-
.(医学書院)[月刉]

<AN0034535X> ISSN:

児童心理学の進歩. -- 1962年版 (1962)-1964年版 (1964) ; V. 4 (1965)-. -- 金子書房, 1962.6-.(金子書房)[年刉]

<AN00217101> ISSN:02890968

児童青年精神医学とその近接領域 : 日本児童青年精神医学会機関誌 / 日本児童青年精神医学会 [編]. -- Vol. 24, no. 1 ([1983])-. --
児童青年精神医学とその近接領域編集部, 1983.2-.(日本児童精神医学会)[隔月刉]

<AN10217549> ISSN:09120068

自動車産業レポート : 変貌するカーインダストリー / 産業ジャーナル株式会社 [編集]. -- アイアールシー.(アイアールシー)[月2回刉]

<AN00106009> ISSN:0385826X

児童心理 = Child study. -- 1巻1号 (1947.1)-. -- 金子書房, [1947]-.(金子書房)[月刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 278

<AN00017714> ISSN:09117113

自動車工業 / 自動車工業会. -- Vol. 1, no. 1 (1966.8)-v. 2, no. 3 (1967.3) ; V. 1, no. 1 (1967.5)-. -- 自動車工業会, 1966-.(日本自動車
工業会)[月刉]



2011年度

医 医

医  

情言  

工  

中央館 法  

教育  

教育  

教育  

授業づくりネットワーク : 授業づくりの情報誌 / ネットワーク編集委員会 [編集]. -- No. 1 (1988)-. -- 日本書籍, 1988-.(学事出版)[月刉]

<AA12457381> ISSN:

授業力&学級統率力. -- 48巻4号 (2010.4)- = No. 1 (2010.4)-. -- 明治図書出版, 2010.4-.(明治図書出版)[月刉]

住民と自治 / 自治体問題研究所. -- 創刉号 (昭38.6)-7巻1号 (1969.1) ; 1969年2月 (1969.2)-1971年8月 (1971.8) ; 100号 (1971.9)-. --
自治体研究社, 1963-.(自治体研究社)[月刉]

<AA12394317> ISSN:18848818

授業実践開発研究 / 千葉大学教育学部授業実践開発研究室 [編]. -- 1巻 (2008.3)-. -- 千葉大学教育学部授業実践開発研究室,
2008.3-.(千葉大学教育学部授業実践開発研究室)[年刉]

<AN10086972> ISSN:

十月 / 北京出版社. -- 北京出版社.(北京出版社・北京)[隔月刉]

<AN00112442> ISSN:03896358

住宅建築 : the housing journal for builders and designers / 建築思潮研究所. -- 1号 (1975.5)-. -- 建築資料研究社, 1975-.(建築資料
研究社)[隔月刉]

<AN00112588> ISSN:13436244

耳鼻咽喉科臨床 / 耳鼻咽喉科臨床会. -- 19巻1号 (大14.11)-. -- 耳鼻咽喉科臨床会.(耳鼻咽喉科臨床会)[月刉]

<AN00107114> ISSN:04477227

耳鼻と臨床 / 耳鼻と臨床編集部. -- 1卷1號 (1954)-. -- 九州大学医学部耳鼻咽喉科学教室.(耳鼻と臨床会)[隔月刉]

<AN10413853> ISSN:02575841

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 279

<AN00107089> ISSN:00326313



2011年度

法

情言 中央館 法 法

医  

医  

経済  

法 経済  

医  

理  

<AN00357563> ISSN:03891844

循環制御 / 「循環制御」編集委員会編. -- 1巻1号 (1980)-. -- 小玉株式会社出版部.(日本循環制御医学会)[季刉]

<AA12362230> ISSN:10085513

纯粹数学与应用数学 = Pure and applied mathematics / 西北大学《纯粹数学与应用数学》编委会. -- 西北大学《纯粹数学与应用数
学》编委会.(西北大学)[季刉]

<AN00304738> ISSN:09143920

旬刉経理情報. -- No. 1 (1973. 9)-. -- 中央経済社, 1973-.(中央経済社)[旬刉]

<AN00327970> ISSN:02891107

旬刉商事法務 / 商事法務研究会 [編]. -- 592号 (昭47.4.5)-. -- 商事法務研究会, 1972.4-.(商事法務研究会)[旬刉]

<AA12447683> ISSN:18842909

循環器内科 = Cardioangiology. -- 67巻1号 (2010.1)- = 通巻397号 (2010.1)-. -- 科学評論社, 2010.1-.(科学評論社)[月刉]

<AN00358646> ISSN:02850710

循環器病研究の進歩. -- Vol. 1, no. 1 (1980. 2)-. -- 協和企画.()[年刉]

<AN00231736> ISSN:

受験新報. -- [法学書院].(法学書院)[月刉]

<AN00112952> ISSN:04480791

ジュリスト. -- No. 1 (1952.1)-. -- 有斐閣, 1952-.(有斐閣)[月2回刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 280



2011年度

医

中央館  

中央館  

法  

文 中央館  

中央館  

国開  

経済  

上智經濟論集 / 上智大學經濟學會. -- Vol. 2, no. 1 (1955)-. -- 上智大学経済学会, 1955.12-.()[年刉]

城西現代政策研究 = Josai contemporary policies researches / 城西大学現代政策学部 [編]. -- 1巻1号 (2007.3)-. -- 城西大学,
2007.3-.(城西大学現代政策学部)[年刉]

<AN10066192> ISSN:02891417

上智アジア学 / 上智大学アジア文化研究所. -- 創刉号 (1983)-. -- 上智大学アジア文化研究所, 1983.12-.(上智大学アジア文化研究
所)[年刉]

<AN00115473> ISSN:04477596

自由と正義 / 日本弁護士連合會 [編]. -- 1巻9號 (昭25.9)-. -- 日本弁護士連合會.(日本弁護士連合會)[月刉]

<AA11480016> ISSN:

情況. 第三期 / 情況出版. -- 1巻1号 (2000.10)- = 通巻1号 (2000.10)-. -- 情況出版, 2000-.(情況社)[月刉]

<AA12218766> ISSN:18819001

巡礼記研究. -- 1集 (2004.12)-. -- 巡礼記研究会, 2004-.(巡礼記研究会)[年刉]

<AN10100370> ISSN:03850846

自由思想 / 石橋湛山記念財団. -- 1号 (昭50. 5)-. -- 石橋湛山記念財団, 1975-.(石橋湛山記念財団)[年3回刉]

<AN0032737X> ISSN:04477480

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 281

<AN00113194> ISSN:00226769

順天堂医学 = Juntendo medical journal / 順天堂医学会 [編]. -- 10巻1号 (1964.4)- = 通巻635 (1964.4)-. -- 順天堂医学会, 1964-
.(順天堂医学会)[季刉]

<AA12002326> ISSN:13497871



2011年度

中央館

中央館  

教育  

中央館 教育  

中央館  

中央館  

法  

中央館  

<AA12381235> ISSN:18835635

上智ヨーロッパ研究 = Sophia journal of European studies / 上智大学ヨーロッパ研究所 [編集]. -- 1号 (2008)-. -- 上智大学, 2008.12-
.(上智大学ヨーロッパ研究所)[年刉]

<AN00115688> ISSN:02881926

上智大学ドイツ文学論集 / 上智大学ドイツ文学会. -- 1 (1964)-. -- 上智大学ドイツ文学会, 1964-.(上智大学ドイツ文学会)[年刉]

<AN00115768> ISSN:04477588

上智法學論集 / 上智大學法學會. -- 1巻1号 (昭32.12)-. -- 上智大學法學會, 1957-.(上智大学法学会)[季刉]

<AN00115644> ISSN:0387849X

上智大学心理学年報 / 上智大学心理学科 [編]. -- 1巻 (1976)-. -- 上智大学心理学科, 1977-.(上智大学心理学科)[年刉]

<AN00115666> ISSN:02870568

上智大学体育 / 上智大学体育学会 [編]. -- 1 (1967)-. -- 上智大学体育学会, 1967-.(上智大学体育学会)[年刉]

<AN00115520> ISSN:02881918

上智大学外国語学部紀要 / 上智大学外国語学部. -- 1号 (1966)-. -- 上智大学外国語学部, 1967-.(上智大学外国語学部)[年刉]

<AN00115564> ISSN:02870576

上智大学教育学論集 / 上智大学教育学科 [編]. -- 11号 (1976)-. -- 上智大学教育学科, 1976-.(上智大学教育学科)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 282

<AN00115495> ISSN:03869075

上智史學 / 上智大学史学研究会. -- 1巻1号 (1956.9)-. -- 上智大学史学研究会, 1956-.(上智大学史学研究会)[年刉]



2011年度

中央館

経済 医 中央館

中央館  

法  

中央館  

中央館  

中央館 経済 情基セ

工 工  

情報処理 / 情報処理学会. -- Vol. 1, no. 1 (1960. 7)-. -- オーム社, [1960]-.(情報処理学会)[月刉]

<AA12317677> ISSN:18827837

情報処理学会論文誌 : 論文誌ジャーナル / 情報処理学会 = IPSJ journal / Information Processing Society of Japan. -- [CD-ROM版].
-- Vol. 49, no. 4 (2008.Apr.)-. -- 情報処理学会, 2008.4-. w.(情報処理学会)[月刉]

情報研究 : 関西大学総合情報学部紀要. -- 1号 (1995.3)-. -- 関西大学, 1995.3-.(関西大学)[年2回刉]

<AA12046831> ISSN:13498223

情報コミュニケーション学研究 / 明治大学情報コミュニケーション学研究所 [編]. -- 1号 (2005)-. -- 明治大学情報コミュニケーション学研究所,
2005.3-.(明治大学情報コミュニケーション学研究所)[年刉]

<AN00116625> ISSN:04478053

情報学研究 : 朝日大学経営学部電子計算機室年報 / 朝日大学経営学部電子計算機室 [編]. -- 1巻1号 (平3)-. -- 朝日大学経営学
部電子計算機室, 1992.3-.(朝日大学情報教育研究センター)[年刉]

<AA12032633> ISSN:1880697X

情報学研究 : 学環 : 東京大学大学院情報学環紀要 = Journal of information studies. -- Vol. 68 (2005)-. -- 東京大学大学院情報学
環, 2005-.(東京大学大学院情報学環紀要)[不明]

<AN10484636> ISSN:1341156X

情報科学リサーチジャーナル / 中部大学情報科学研究所 = Journal of information science / Research Institute for Information Science,
Chubu University. -- Vol. 1 (1994. 3)-. -- 中部大学情報科学研究所, 1994.3-.(中部大学情報科学研究所)[年刉]

<AN00116534> ISSN:00217298

情報管理 = Information & documentation / 日本科学技術情報センター. -- 9巻1号 (昭41.4)-. -- 日本科学技術情報センター, 1966-.(日
本科学技術情報センター)[月刉]

<AN10397768> ISSN:09183833

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 283

<AN1043295X> ISSN:13402935



2011年度

中央館

情言 中央館  

情言  

医保健  

医保健  

中央館  

中央館  

農  

<AA11806995> ISSN:13459295

女子美術大学芸術学科紀要 = Bulletin of the Department of Science of Arts, Joshibi University of Art and Design. -- 女子美術大学
芸術学部芸術学科.(女子美術大学)[不明]

<AN10101828> ISSN:

助成研究報告書 / サッポロ生物科学振興財団. -- サッポロ生物科学振興財団.()[不明]

<AA11676517> ISSN:1347684X

助産師 : 日本助産師会機関誌 : the journal of Japanese Midwives' Association. -- 56巻3号 (2002.8)-. -- 日本助産師会出版部,
2002-.()[季刉]

<AA11473666> ISSN:13477188

女子美術大学研究紀要 / 女子美術大学 [編集]. -- 30号 (2000)-. -- 女子美術大学, 2000.3-.(女子美術大学)[年刉]

<AN10540318> ISSN:13406531

情報文化学会誌 = Journal of the Japan Information-culture Society / 情報文化学会誌・編集委員会 [編]. -- 1巻1号 (1994)-. -- 情
報文化学会, 1994-.(情報文化学会)[年刉]

<AA11800285> ISSN:13478168

助産雑誌 = The Japanese journal for midwives / 医学書院. -- 57巻1号 (2003.1)-. -- 医学書院, 2003.1-.(医学書院)[月刉]

<AN10290072> ISSN:13415832

情報と社会 = Communication & society / 江戸川大学 [編]. -- No. 1 (1991.3)-. -- 江戸川大学, 1991.3-.(江戸川大学)[年刉]

<AN10005857> ISSN:09133801

情報の科学と技術 = The journal of Information Science and Technology Association / 情報科学技術協会. -- Vol. 37, no. 1 (1987. 1)-
. -- 情報科学技術協会, 1987-.(情報科学技術協会)[月刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 284



2011年度

情言

文  

医  

中央館  

医  

中央館  

国開 中央館  

中央館  

人権問題研究 / 大阪市立大学人権問題研究センター編. -- No. 1 (2001)- = 通巻23号 (2001)-. -- 大阪市立大学人権問題研究会,
2001.3-.(大阪市立大学同和問題研究会)[年2回刉]

塵界 : 兵庫県立歴史博物館紀要 / 兵庫県立歴史博物館. -- 創刉号 (1989)-. -- 兵庫県立歴史博物館, 1989-.(兵庫県立歴史博物
館)[年刉]

<AA1112477X> ISSN:13423622

人環フォーラム = Forum on human and environment / 京都大学大学院人間・環境学研究科 [編]. -- No. 1 (1996.9)-. -- 京都大学大学
院人間・環境学研究科, 1996.9-.(京都大学大学院人間・環境学研究科)[年2回刉]

<AA11571246> ISSN:1346454X

仁愛大学研究紀要. 人間学部篇 / 仁愛大学 [編]. -- 8号 (2009)-. -- 仁愛大学, 2009.12-.(仁愛大学)[年刉]

<AN10064812> ISSN:13443895

腎炎症例研究. -- Vol. 1 (1984)-. -- 日本ベーリンガーインゲルハイム, 1985-.()[年刉]

<AN10176882> ISSN:13402609

敍説. III : 文学批評. -- 1 (2007)-. -- 花書院, 2007-.(花書院)[年刉]

<AN00118948> ISSN:02889250

自律神経 = The Autonomic nervous system / 国際自律神経研究会日本支部会. -- Vol. 1, no. 1 (昭39. 11)-. -- 日本ヘキスト, 1964-
.(国際自律神経研究会日本支部会)[隔月刉]

<AA12479646> ISSN:21853355

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 285

<AN10552565> ISSN:

女性労働研究 / 女性労働問題研究会編. -- No. 30 (1996.7)-. -- 女性労働問題研究会.(女性労働問題研究会(青木書店発売))[年刉]

<AA12235630> ISSN:13437542



2011年度

経研セ

医  

工 情基セ  

経研セ  

教育  

中央館  

中央館  

中央館  

<AN00353766> ISSN:04477332

人文科學研究 / 新潟大學[人文学部]. -- 1輯 (昭26.7)-. -- 新潟大学人文学部, 1951.7-.(新潟大学人文学部)[年2回刉]

<AN10538349> ISSN:09182489

人体科学 / 人体科学会 [編] = Journal of mind-body science / Society for Mind-Body Science. -- 1巻1号 (平4.4)-. -- 人体科学会,
1992-.(人体科学会)[年刉]

<AN10186150> ISSN:09157794

人文・社会科学論集 / 東洋英和女学院大学. -- 創刉号 (1989)-. -- 東洋英和女学院大学, 1990-.(東洋英和女学院大学)[年刉]

<AN00120247> ISSN:03872793

人口問題研究 / 厚生省人口問題研究所 [編纂]. -- 1卷1號 (昭15.4)-10巻1〜4号 (Mar. 1955) ; 61号 (Aug. 1955)-189号 (Jan. 1989) ;
45巻1号 (1989.4)- = 通巻190号 (1989.4)-. -- 内閣印刷局, 1940.4-.(国立社会保障・人口問題研究所)[季刉]

<AN10174162> ISSN:

人材教育 : 能力開発と人材戦略の専門誌. -- 1巻1号 (1989.1)- = 通巻1号 (1989.1)-. -- 日本能率協会, 1989.1-.(日本能率協会)[月刉]

<AN00120167> ISSN:03000818

人工臓器 / 日本人工臓器学会. -- 1巻1号 (昭47.3)-.(日本人工臓器学会)[年3回刉]

<AN10067140> ISSN:09128085

人工知能学会誌 = Journal of Japanese Society for Artificial Intelligence / 人工知能学会. -- 1巻1号 (1986.9)-. -- 人工知能学会,
1986-.(人工知能学会)[隔月刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 286

<AN00345316> ISSN:04487117

人口推計資料 = Population estimates series / 総理府統計局 [編]. -- [公文書版]. -- 1953, 1 (昭28.2)-1957, 2 (昭32.3) ; No. 12 (昭
32.7)-. -- 総理府統計局, 1953-.(総務省統計局)[年刉]



2011年度

中央館

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

人文學 / 同志社大學人文學會. -- 1輯 (昭23.12)-. -- [蘭書房], 1948-.(同志社大學人文學會)[年2回刉]

<AN00122854> ISSN:02877082

人文学研究所報 / 神奈川大学人文学研究所 [編]. -- 1号 (昭40.3)-. -- 神奈川大学人文学研究所, 1965-.(神奈川大学人文学研究
所)[年刉]

人文科学論集. 人間情報学科編 / 信州大学人文学部 [編]. -- 30号 (平8.2)-. -- 信州大学人文学部, 1996. 2-.(信州大学人文学部)[年
刉]

<AN10523705> ISSN:13422790

人文科学論集. 文化コミュニケーション学科編 / 信州大学人文学部 [編]. -- 30号 (平8.3)-. -- 信州大学人文学部, 1996.3-.(信州大学人
文学部)[年刉]

<AN00122832> ISSN:04477340

人文科学論集 / 明治大学経営学部人文科学研究室. -- 5輯 ([昭32.11])-. -- 明治大学経営学部人文科学研究室, 1957.11-.(明治大
学経営学部人文科学研究室)[年刉]

<AN00122752> ISSN:02870460

人文科学論集 / 市邨学園短期大学人文科学研究会. -- 1号 (昭42.3)-. -- 市邨学園短期大学人文科学研究会, 1967-.(名古屋経済大
学・市邨学園短期大学人文科学研究会)[年2回刉]

<AN10523716> ISSN:13422782

人文科学研究 / 高知大学人文学部人文学科 [編集]. -- 1号 (1993.6)-. -- 高知大学人文学部人文学科, 1993.6-.(高知大学人文学部
人間文化学科)[年刉]

<AN00122719> ISSN:03878708

人文科学年報 / 専修大学人文科学研究所. -- 創刉号 (1971)-. -- 専修大学人文科学研究所, 1971.3-.(専修大学人文科学研究
所)[年刉]

<AN00122730> ISSN:03896021

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 287

<AN10415462> ISSN:09197273



2011年度

中央館

中央館  

法  

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

<AA12041022> ISSN:

人文研究論叢 / 人文研究論叢編集委員会 [編]. -- 1号 (2005.3)-. -- 星城大学, 2005.3-.(星城大学)[年刉]

<AA12204025> ISSN:18824625

人文・自然研究 / 一橋大学大学教育研究開発センター [編]. -- 1号 (2007)-. -- 一橋大学大学教育研究開発センター, 2007.3-.(一橋大
学大学教育研究開発センター)[年刉]

<AN00029688> ISSN:04913329

人文研究 / 大阪市立大學文學會 [編]. -- 1卷1號 (昭24.11)-. -- 大阪市立大學法文學部, 1949.11-.(大阪市立大学文学部)[不明]

<AN00123041> ISSN:02877074

人文研究 : 神奈川大学人文学会誌. -- 1集 (1954)-. -- 神奈川大学人文学会, 1954.11-.(神奈川大学人文学会)[年3回刉]

<AN00122934> ISSN:04490274

人文學報 / 京都大學人文科學研究所 [編]. -- 1号 (1950)-. -- 京都大學人文科學研究所, 1950-.(京都大学人文科学研究所)[年2回
刉]

<AA11463323> ISSN:13460331

人文学論叢 / 愛媛大学人文学会 [編集]. -- 1号 (1999)-. -- 愛媛大学人文学会, 1999.12-.(愛媛大学人文学会)[その他]

<AA11323481> ISSN:13446037

人文学部研究論集 / 中部大学[人文学部編]. -- 1号 (1999.1)-. -- 中部大学人文学部, 1999.1-.(中部大学人文学部)[年2回刉]

<AN00122923> ISSN:03868729

人文学報 / 東京都立大学人文学会編集. -- 1 (1950.7)-. -- 大日本圖書, 1950-.(東京都立大学人文学部)[不明]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 288



2011年度

中央館

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

情言 文  

中央館  

中央館  

人文論集 / 早稲田大学法学会. -- 1 (1963)-. -- 早稲田大学法学会.(早稲田大学法学会)[年刉]

人文地理 = Human geography / 人文地理學會 [編]. -- 創刉號 (1948)-3號 ([昭24.7]) ; 1卷4號 ([昭24.11])-. -- 常山堂, 1948.6-.(人文
地理学会)[隔月刉]

<AN00123176> ISSN:0446804X

人文論究 / 北海道學藝大學函館人文學會 [編]. -- 1號 (1950)-. -- 函館人文學會, 1950-.(函館人文學會)[年2回刉]

<AN00123234> ISSN:04414225

人文社会論叢. 社会科学篇 / 弘前大学人文学部 [編]. -- 1号 (1999)-. -- 弘前大学人文学部, 1999.3-.(:弘前大学人文学部)[年3回
刉]

<AA11349168> ISSN:13446061

人文社会論叢. 人文科学篇 / 弘前大学人文学部 [編]. -- 1号 (1999)-. -- 弘前大学人文学部, 1999.3-.(弘前大学人文学部)[年3回刉]

<AN00123110> ISSN:00187216

人文社会科学研究所年報 / 敬和学園大学 [編]. -- No. 1 (2001)-. -- 敬和学園大学, 2003.3-.(敬和学園大学)[年刉]

<AN10380335> ISSN:0916913X

人文社会科学論叢 / 宮城学院女子大学人文社会科学研究所. -- 1号 (1992)-. -- 宮城学院女子大学人文社会科学研究所, 1992.3-
.(宮城学院女子大学人文社会科学研究所)[年刉]

<AA11349190> ISSN:13450255

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 289

<AN00123074> ISSN:02882779

人文社会科学研究 / 早稲田大学理工学部・一般教育人文社会科学研究会 [編]. -- No. 1 (1969)-. -- 早稲田大学理工学部一般教育
人文社会科学研究会, 1969.5-.(早稲田大学理工学部複合領域人文社会科学研究会)[年刉]

<AA11949347> ISSN:



2011年度

法

中央館  

中央館  

文 中央館  

<ス>

工  

農  

中央館  

農  

<AN10466838> ISSN:

水産試験場業務報告 / 愛知県水産試験場. -- 平成5年度 (平5)-. -- 愛知県水産試験場, 1994.5-.()[不明]

<AA12359338> ISSN:18832253

水産技術 = Journal of fisheries technology. -- 1巻1号 (2008.9)-. -- 水産総合研究センター, 2008.9-.()[不明]

<AN1056052X> ISSN:13418750

水産工学研究所技報 / 水産庁水産工学研究所 [編]. -- 18号 (平8.3)-30号 (平20.3). -- 水産庁水産工学研究所, 1996.3-2008.3.(水産
庁水産工学研究所)[年刉]

<AN10461517> ISSN:

人民日報索引. -- 人民日報社.(人民日報社・北京)[月刉]

<AA12199490> ISSN:18808751

水工学論文集 = Annual journal of hydraulic engineering, JSCE / 土木学会水工学委員会 [編]. -- [CD-ROM版]. -- 50巻 (2006)-. --
土木学会, 2006.2-. w.(社団法人 土木学会)[年刉]

<AN00123336> ISSN:03866521

人文論叢 / 大阪市立大学大学院文学研究科. -- 1号 (1975)-.(大阪市立大学大学院文学研究科)[年刉]

<AN10045090> ISSN:02897253

人文論叢 : 三重大学人文学部文化学科研究紀要 / 三重大学人文学部[文化学科編]. -- 1号 (1984)-. -- 三重大学人文学部文化学
科, 1984.3-.(三重大学人文学部文化学科)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 290

<AN00123278> ISSN:02872013

人文論集 : 静岡大学人文学部人文学科研究報告 / 静岡大学人文学部 [編]. -- 16号 (1965.12)-. -- 静岡大学人文学部, 1965-.(静岡
大学人文学部)[年2回刉]



2011年度

農

農  

農  

農  

理  

附学校  

理  

情言 理  

数学年刉. A辑 = Chinese annals of mathematics / 数学年刉编辑委员会编辑. -- 中文版. -- 4巻1期 (1983)-. -- 上海科学技术文献
出版社, 1983-.(上海科学技術文献出版社)[隔月刉]

<AN00125036> ISSN:0039470X

數學 / 日本數學會編輯. -- 1卷1號 (1947.4)-. -- 岩波書店, 1947-.(岩波書店)[季刉]

数学学報 = Acta mathematica Sinica / 中国数学会編輯. -- 科学出版社.(中国数学会)[隔月刉]

<AN00125138> ISSN:02873508

数学教室 / 数学教育協議会. -- 1巻1号 (昭30)-. -- 国土社.(国土社)[月刉]

<AA1078228X> ISSN:10008314

水産物流通統計年報 / 農林省農林経済局統計調査部 [編]. -- 昭和36年 (昭36)-昭和63年 (昭63) ; 平成元年 (平1)-. -- 農林統計協
会, 1963.1-.()[年刉]

<AN00125003> ISSN:00394858

水利科学 / 水利科学研究所. -- 1巻1号 (昭32.4)-. -- 水利科学研究所, 1957-.(水利科学研究所)[隔月刉]

<AA00508317> ISSN:05831431

水産総合研究センター研究報告 / 水産総合研究センター [編] = Bulletin of Fisheries Research Agency / Fisheries Research Agency. -
- 1号 (平13.12)-. -- 水産総合研究センター, 2001.12-.()[不明]

<AN00124678> ISSN:03709361

水産大学校研究報告 = The journal of the Shimonoseki University of Fisheries / 水産大学校 [編]. -- 12巻1号 ([昭38.2])-. -- 水産大
学校, 1963.2-.()[年3回刉]

<AN0036651X> ISSN:

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 291

<AA11589591> ISSN:13469894



2011年度

教育

理  

情言 工 情言 経済 附学校 理 中央館 工 工 工

工 工

理  

理  

理  

中央館 工 工 工 工 工 工 理 情言 理

理 理 情言 工 情言

理  

<AN00125207> ISSN:03862240

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-.(サイエンス社)[月刉]

<AA12374535> ISSN:

数理科学談話会報告集 / 室蘭工業大学共通講座数理科学 [編]. -- 1994年度 (1994)-. -- 室蘭工業大学共通講座数理科学, 1995.6-
.(室蘭工業大学)[年刉]

<AA11860695> ISSN:

数学文化 = Journal of mathematical culture / 日本数学協会編集. -- Vol. 1, no. 1 (2003.9)-v. 1, no. 1 (2003.9) ; no. 2 (2004.4)-. -- 日
本評論社, 2003.9-.(日本評論社)[不明]

<AN00061013> ISSN:18802818

数理解析研究所講究録 / 数理解析研究所講究録刉行会 [編]. -- 1号 (1964.10)-. -- 京都大学数理解析研究所, 1964.10-.(京都大学
数理解析研究所)[不明]

<AN10333470> ISSN:03864960

数学セミナー. -- 30巻5号 (1991.4)- = 通巻354号 (1991.4)-. -- 日本評論社, 1991.4-.(日本評論社)[月刉]

<AA11226102> ISSN:13421387

数学通信 / 日本数学会 [編]. -- 創刉[1]号 (1996.5)- = 通算1号-. -- 日本数学会, 1996-.(日本数学会)[季刉]

<AN00125091> ISSN:0288416X

数学教育研究 / 大阪教育大学数学教室. -- 1 (昭46.9)-.(大阪教育大学数学教室)[年刉]

<AA12363506> ISSN:10066837

数学研究 = Journal of mathematical study / 数学研究编辑委员会编辑. -- 《数学研究》 编辑委员会.(厦門大学)[季刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 292



2011年度

農

中央館  

中央館  

中央館  

農  

中央館  

中央館  

中央館  

椙山女学園大学研究論集. 人文科学篇. -- 25号 (1994)-. -- 椙山女学園大学, 1994.3-.(椙山女学園大学)[年刉]

椙山女学園大学研究論集. 自然科学篇. -- 25号 (1994)-. -- 椙山女学園大学, 1994.3-.(椙山女学園大学)[年刉]

<AN10467444> ISSN:13404059

椙山女学園大学研究論集. 社会科学篇. -- 25号 (1994)-. -- 椙山女学園大学, 1994.3-.(椙山女学園大学)[年刉]

<AN10467411> ISSN:13404040

椙山國文學 / 椙山女学園大学国文学会. -- 創刉 [1] 号 (昭52)-. -- 椙山女学園大学国文学会, 1977.2-.(椙山女学園大学国文学
会)[年刉]

<AN10076855> ISSN:09144455

杉山産業化学研究所年報 / 杉山産業化学研究所. -- 杉山産業化学研究所.()[不明]

<AN10468196> ISSN:13404067

椙山女学園大学教育学部紀要 = Journal of the School of Education Studies / = Sugiyama Jogakuen University. -- 創刉号 (2008.3)-.
-- 椙山女学園大学教育学部, 2008.3-.(椙山女学園大学教育学部)[不明]

<AA11815001> ISSN:13483501

杉野朋飾大学・杉野朋飾大学短期大学部紀要. -- Vol. 1 (2002)- = 通算39号 (2002)-. -- 杉野朋飾大学, 2002.12-.(杉野朋飾大学・杉
野朋飾大学短期大学部)[年刉]

<AN00125331> ISSN:03859614

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 293

<AA11857748> ISSN:13486802

数理水産科学 / 数理水産科学研究会 [編集] = Mathematical and physical fisheries science / the Japan Society for Mathematical
and Physical Fisheries Science. -- Vol. 1 (2003)-. -- 数理水産科学研究会, 2003-.()[不明]

<AA12319071> ISSN:13485849



2011年度

中央館

中央館 附学校  

情言 中央館  

中央館  

医  

中央館  

農  

医  

<AN00125717> ISSN:02858177

住友病院医学雑誌 / 住友病院. -- 1号 (1974.7)-. -- 住友病院.(住友病院)[年刉]

<AA11541121> ISSN:13461087

スポーツ健康科学紀要 / 東洋大学 [編]. -- 創刉号 (2001)-. -- 東洋大学スポーツ健康科学委員会, 2001.3-.(東洋大学スポーツ健康科学
委員会)[不明]

<AN00125568> ISSN:03871312

住友化学 : 特集最近の技術と製品. -- 住友化学工業.()[年2回刉]

<AA11173061> ISSN:09149228

スペイン語学研究 / 東京スペイン語学研究会 [編集]. -- 1 (1983)-. -- 東京スペイン語学研究会, 1983-.(東京スペイン語学研究会)[不明]

<AN10061982> ISSN:

スポーツ医・科学 = Journal of sports medicine & science / スポーツ医・科学研究所. -- Vol. 1, no. 1 (1987. 5)-. -- スポーツ医・科学研究
所, 1987-.(スポーツ医・科学研究所)[年2回刉]

<AN10053292> ISSN:

スクリーン. -- 近代映画社.(近代映画社)[月刉]

<AN00391801> ISSN:03876381

すばる : 昴 : 文芸季刉誌. -- 1号 (1970.夏)-39号 (1979.2) ; 1巻1号 (1979.5)-. -- 集英社, 1970-.(集英社)[月刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 294

<AA12135239> ISSN:18848613

椙山人間学研究 : 椙山人間学研究センター年誌 = Journal of Sugiyama human research / 椙山女学園 [編集]. -- Vol. 1 (2005)-. -- 椙
山人間学研究センター, 2006.3-.(椙山人間学研究センター)[年刉]



2011年度

法

経済  

法  

農  

<セ>

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

生活科学研究科年次報告 / 大阪市立大学大学院 [編] = Annual report of Human Life Science / Graduate School of Human Life
Science, Osaka City University. -- 『生活科学研究誌』編集委員会.(大阪市立大学大学院)[年刉]

<AA11847609> ISSN:13486926

生活科学研究誌 = Journal of human life science / [大阪市立大学大学院生活科学研究科・生活科学部]『生活科学研究誌』編集委員
会 [編集]. -- Vol. 1 (2002)-. -- [大阪市立大学大学院生活科学研究科・生活科学部]『生活科学研究誌』編集委員会, 2002-.(大阪市
立大学院生活科学研究科内「生活科学研究誌」編集委員会)[年刉]

生化學 / 日本生化學會 [編]. -- 20卷1號 (昭23.9)-. -- 日本生化學會, 1948-.(日本生化学会)[月刉]

<AN00126210> ISSN:02886146

生活科学論叢 / 松蔭女子学院大学・松蔭短期大学学術研究会編. -- 1号 (昭43)-. -- 松蔭女子学院大学学術研究会, 1968-.(神戸松
蔭女子学院大学学術研究会/神戸松蔭女子学院短期大学学術研究会)[年刉]

<AA11996212> ISSN:13486926

駿河台法学 / 駿河台大学. -- 創刉号 (1988)-. -- 駿河台大学, 1988.3-.(駿河台大学法学会)[年2回刉]

<AA12439991> ISSN:

スルメイカ資源評価協議会報告. -- 平成20年度 (平20)-. -- 水産総合研究センター日本海区水産研究所, 2009-.()[年刉]

<AN00126072> ISSN:00371017

スラヴ研究 = Slavic studies / 北海道大学スラブ研究室 [編]. -- No. 1 (1957. 3)-. -- [北海道大学スラブ研究室], 1957-.(北海道大学スラ
ブ研究センター)[年刉]

<AN10360804> ISSN:09173226

駿河台経済論集 / 駿河台大学経済学部 [編]. -- Vol. 1, no. 1 (June 1991)-. -- 駿河台大学, 1991.6-.()[年2回刉]

<AN10009097> ISSN:09149112

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 295

<AN0012574X> ISSN:05626579



2011年度

教育

経研セ  

教育  

法  

中央館  

法  

医  

中央館  

<AN00283219> ISSN:03874095

整形・災害外科 / 金原出版. -- 22巻1号 (1979.1)-. -- 金原出版.(金原出版)[月刉]

<AA11128136> ISSN:13438484

成蹊英語英文学研究. -- 1号 (1997)-. -- 成蹊大学文学部, 1997.3-.(成蹊大学文学部学会)[年刉]

<AN10068733> ISSN:09152539

聖学院大学論叢 / 聖学院大学. -- 1巻 (1988)-. -- 聖学院大学, 1988.12-.(聖学院大学)[年2回刉]

<AN10281231> ISSN:09167420

政教研紀要 / 国士舘大学日本政教研究所. -- 15号 (平3. 1)-. -- 国士舘大学日本政教研究所, 1991-.(国士舘大学日本政教研究
所)[年刉]

<AN00126312> ISSN:

生活指導. -- 1巻1号 (1959.5)- = No. 1 (1959.5)-. -- 明治図書出版, 1959.5-.(明治図書)[月刉]

<AN00126447> ISSN:09113738

税関研修所論集 = Reports of the Customs Training Institute / 大蔵省税関研修所. -- 1号 (1973.8)-. -- 大蔵省税関研修所, 1973-
.(財務省税関研修所)[年刉]

<AN00126243> ISSN:

生活教育 / 日本生活教育連盟. -- 12巻1号 (昭35.1)-. -- 誠文堂新光社, 1960-.(民衆社)[月刉]

<AA11227193> ISSN:13429337

生活経済政策 / 生活経済政策研究所 [編]. -- No. 1 (1997.2)- = 通巻417号 (1997.2)-. -- 生活経済政策研究所, 1997.2-.(生活経済
政策研究所)[月刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 296



2011年度

経研セ

法 経済  

医 医保健  

医  

中央館  

経済  

中央館  

法  

成蹊大学法学政治学研究. -- No. 1 (1980.3)-. -- 成蹊大学大学院法学政治学研究科, 1980.3-.(成蹊大学大学院法学政治学研究
科)[年2回刉]

成蹊大学経済学部論集 / 成蹊大学経済学部学会. -- 1巻1号 (1970.12)-. -- 成蹊大学経済学部学会, 1970.12-.()[年2回刉]

<AN00126709> ISSN:03888835

成蹊大学一般研究報告 / 成蹊大学 [編] = Bulletin of Seikei University / Seikei University. -- 4巻 (昭41.12/42.12)-. -- 成蹊大学,
1967.12-.(成蹊大学)[年刉]

<AN00126800> ISSN:03886425

整形外科と災害外科 / 西日本整形・災害外科学会. -- 1 (昭26)-. -- 西日本整形・災害外科学会.(西日本整形・災害外科学会)[季刉]

<AN10410367> ISSN:09191488

成蹊人文研究 / 成蹊大学大学院文学研究科 [編]. -- 創刉号 (平5.3)-. -- 成蹊大学大学院文学研究科, 1993.3-.(成蹊大学大学院文
学研究科)[年刉]

<AN00126720> ISSN:03888843

政経研究 / 日本大学法学会. -- [1巻]1号 (昭39.7)-. -- 日本大学法学会.(日本大学法学会)[季刉]

<AN00126560> ISSN:00305901

整形外科 / 南江堂. -- 1 (昭25)-. -- 南江堂.(南江堂)[月刉]

<AN00126582> ISSN:00371033

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 297

<AN00126607> ISSN:02870630

政經研究 / 政治経済研究所 [編]. -- No. 1 (1960.8)-. -- 政治経済研究所, 1960-.(政治経済研究所)[年2回刉]

<AN00126629> ISSN:02874903



2011年度

中央館

法  

経済 法  

法 中央館  

法 中央館  

工  

中央館  

保体セ 医 医保健

<AN00127676> ISSN:04881281

精神医学 / 医学書院. -- 1 (昭34)-. -- 医学書院, 1959-.(医学書院)[月刉]

<AN00127075> ISSN:0037105X

生産研究 / 東京大学生産技術研究所. -- 1巻1号 (1949.10)-. -- 誠文堂新光社.(誠文堂新光社)[月刉]

<AA11562711> ISSN:18822746

青尐年教育フォーラム : 国立オリンピック記念青尐年総合センター研究紀要 : journal of National Olympics Memorial Youth Center / 国立オ
リンピック記念青尐年総合センター = / National Olympics Memorial Youth Center of Japan. -- 創刉[1]号 (2001.3)-. -- 国立オリンピック記
念青尐年総合センター, 2001.3-.(国立オリンピック記念青尐年総合センター)[年刉]

<AN10409812> ISSN:09194851

政策科学 / 立命館大学政策科学会. -- 創刉号 (1993.5)-. -- 立命館大学政策科学会, 1993-.(立命館大学政策科学会)[年3回刉]

<AA1121751X> ISSN:13438506

政策科学・国際関係論集 / 琉球大学法文学部. -- 創刉号 (1998.3)-. -- 琉球大学法文学部, 1998.3-.(琉球大学法文学部)[年刉]

<AN00126822> ISSN:03888827

成蹊法学 / 成蹊大学法学会. -- 創刉号 (1969)-. -- [成蹊大学法学会], [1969]-.(成蹊大学法学会)[年刉]

<AN00126902> ISSN:03873285

政経論叢 / 明大学会. -- 1巻1号 (1926.5)-. -- 明大学会, 1926-.()[隔月刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 298

<AA1203510X> ISSN:18802265

成蹊大学理工学研究報告 = The journal of the Faculty of Science and Technology, Seikei University. -- 42巻1号 (2005.6)-. -- 成蹊
大学理工学部, 2005.6-.(成蹊大学理工学部)[年2回刉]



2011年度

医保健

教育 医 保体セ 医保健

医保健  

教育 医  

中央館  

教育  

医  

教育 保体セ 教育

精神薬療研究年報 / 先進医薬研究振興財団 [編]. -- 32集 (1999)-. -- 先進医薬研究振興財団, 2000-.()[年刉]

<AN10372825> ISSN:09168710

精神療法 = Japanese journal of psychotherapy. -- 18巻1号 (1992.1)- = 通巻68号 (1992.1)-. -- 金剛出版, 1992-.(金剛出版)[隔月刉]

聖心女子大學論叢. -- 1集 (Mar. 1952)-. -- 聖心女子大学, 1952-.(聖心女子大学)[年2回刉]

<AN00128318> ISSN:05824443

精神分析研究 / 日本精神分析学会. -- Vol. 1, no. 1 (1954.1)-. -- 日本精神分析学会, 1954.1-.(日本精神分析学会)[季刉]

<AA11453283> ISSN:13461702

精神看護 = Psychiatric mental health nursing. -- Vol. 0, no. 0 (Oct. 1997)-. -- 医学書院, 1997-.(医学書院)[隔月刉]

<AN00128067> ISSN:00332658

精神神經學雜誌 = Psychiatria et neurologia Japonica. -- 39巻1號 (昭10.7)-. -- 日本精神神經學會, 1935-.(日本精神神経学会)[月
刉]

<AN00128045> ISSN:00371084

精神科看護 = The Japanese journal of psychiatric nursing / 日本精神科看護協会 [編集]. -- 1巻1号 (昭49.10)-1巻2号 (昭50.10) ; 3
号 (昭51.8)-68号 (平10.4) ; V. 25, no. 4 (1998.6)- = 通巻69号 (1998.6)-. -- 日本精神科看護協会, 1974-.(日本精神科看護技術協
会)[月刉]

<AN1006764X> ISSN:09121862

精神科治療学 = Japanese journal of psychiatric treatment. -- Vol. 1, no. 1 (Jan. 1986)-. -- 星和書店, 1986-.(星和書店)[月刉]

<AA11173174> ISSN:13432761

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 299

<AN00127971> ISSN:09105794



2011年度

法

中央館  

法  

情言 法  

中央館  

中央館  

経済  

中央館  

<AN00127472> ISSN:03874753

成城大學經濟研究 / 成城大學經濟學會. -- 創刉号 (昭28.9)-. -- 成城大学経済学会, [1953]-.()[季刉]

<AA12090673> ISSN:18806414

成城大学社会イノベーション研究 / 成城大学社会イノベーション学会 [編]. -- 1巻1号 (2005.11)-. -- 成城大学社会イノベーション学会,
2005.11-.(成城大学社会イノベーション学会)[年刉]

<AA11360400> ISSN:13454390

成城コミュニケーション学研究 / 成城大学大学院文学研究科コミュニケーション学専攻 [編]. -- 1号 (1999.3)-. -- 「成城コミュニケーション学研
究」編集委員会, 1999.3-.(「成城コミュニケーション学研究」編集委員会)[年刉]

<AA12143816> ISSN:

星城大学経営学部研究紀要. -- 1号 (平17.3)-. -- 星城大学, 2005.3-.(星城大学)[年2回刉]

<AN00127337> ISSN:02898357

政治研究 / 九州大学法学部政治研究室 [編]. -- 1号 (1953)-. -- [九州大学法学部政治研究室].(九州大学大学院法学研究院政治研
究会)[年刉]

<AA11654172> ISSN:

政治思想研究 = Japanese journal of political thought / 政治思想学会. -- 創刉号 (2000.5)-. -- 政治思想学会, 2000.5-.(風行社)[年
刉]

<AN00091386> ISSN:03891577

政治をめぐって / 法政大学大学院社会科学研究科政治学専攻委員会. -- 創刉号 (昭55.9)-. -- 法政大学大学院社会科学研究科政治
学専攻委員会, 1980-.(法政大学大学院社会科学研究科政治学専攻)[年刉]

<AN1047584X> ISSN:13409158

政治学研究論集 / 明治大学大学院政治経済学研究科. -- 1号 (1994)-. -- 明治大学大学院, 1994-.(明治大学大学院)[年2回刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 300



2011年度

中央館

法  

医  

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

医保健  

生体医工学 : 日本エム・イー学会誌 = Transactions of the Japanese Society for Medical and Biological Engineering : BME. -- Vol. 40,
no. 1 (2002)- = 通巻208 (2002)-. -- 日本エム・イー学会.(日本ME学会)[隔月刉]

清泉女子大学キリスト教文化研究所年報 / 清泉女子大学 [編集]. -- 1巻 (1993)-. -- 清泉女子大学, 1993-.(清泉女子大学)[年刉]

<AN00128409> ISSN:09109234

清泉女子大学人文科学研究所紀要 / 清泉女子大学人文科学研究所. -- 1巻 (1979.3)-.(清泉女子大学人文科学研究所)[年刉]

<AA11633569> ISSN:1347443X

清泉女学院大学人間学部研究紀要. -- 1号 (2004.3)-. -- 清泉女学院大学人間学部, 2004.3-.(清泉女学院大学人間学部)[年刉]

<AN00128384> ISSN:05824435

清泉女子大学紀要. -- 1 (1954)-. -- 清泉女子大学, 1954.3-.(清泉女子大学)[年刉]

<AN10478134> ISSN:

成城法学 / 成城大学法学会. -- 1号 (1978.3)-. -- 成城大学法学会, 1978.3-.(成城大学法学会)[不明]

<AN00290065> ISSN:03872297

成人病 = Adult diseases / 大阪成人病予防協会 [編]. -- Vol. 1, no. 1 (1960. 8)-. -- 大阪成人病予防協会, 1960-.(大阪成人病予防協
会)[年3回刉]

<AA1191717X> ISSN:13491202

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 301

<AN00127552> ISSN:02865718

成城文藝 / 成城大學文藝學部 [編集]. -- 1号 (昭29.10)-. -- 至文堂, 1954.10-.(成城大学文芸学部)[季刉]

<AN00127574> ISSN:03865711



2011年度

農

理 中央館 理 農 医

法  

農  

教育  

文  

経済  

経済  

<AN0012884X> ISSN:02863324

西南学院大学商学論集 / 西南学院大学学術研究会. -- 1巻1号 (1955.2)-.()[季刉]

<AN00128737> ISSN:09103708

西南アジア研究 / 西南アジア研究会 [編]. -- 1巻1号 (昭32.11)-. -- 西南アジア研究会, 1957. 11-.(西南アジア研究会)[年2回刉]

<AN00128817> ISSN:02863294

西南學院大學經濟學論集 / 西南学院大学学術研究所 [編]. -- 1巻1号 (1966.10)-. -- 西南学院大学学術研究所, 1966-.()[季刉]

<AN00128668> ISSN:03709841

精糖技術研究會誌 / 精糖技術研究會 [編集]. -- 精糖技術研究會.()[不明]

<AN10066953> ISSN:09144234

生徒指導研究 / 兵庫教育大学生徒指導講座. -- 創刉 [1] 号 (1987)-. -- 兵庫教育大学生徒指導講座, 1987.3-.()[年刉]

<AN10360633> ISSN:03709531

生体の科學 = Medical science / 生體の科學研究會編集. -- 3巻4号 (昭27.2)-. -- 醫學書院, 1952.2-.(医学書院)[隔月刉]

<AN10461936> ISSN:10239820

政大法學評論. -- 國立政治大學法律學系.(国立政治大學法律學系出版)[隔月刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 302

<AN10556894> ISSN:13404776

生態環境研究 = Eco-habitat : JISE research / 「生態環境研究」編集委員会 [編]. -- 1巻1号 (1994.3)-. -- 国際生態学センター,
1994.3-.()[不明]



2011年度

経済

法  

中央館  

中央館  

教育  

法  

国開  

教育  

西南民族大學學報. 人文社科版 = Journal of Southwest University for Nationalities. Humanities & social sciences. -- 24卷6期
(2003.6)- = 总143期 (2003.6)-. -- 西南民族大学学报编辑部, 2003-.(西南民族大學學報編輯部)[月刉]

<AA11729227> ISSN:13468391

青年期精神療法 / 日本青年期精神療法学会 [編] = Japanese journal of adolescent psychotherapy / Japanese Association of
Adolescent Psychotherapy. -- Vol. 1, no. 1 (2001)-. -- 日本青年期精神療法学会, 2001-.(日本青年期精神療法学会)[年刉]

西南学院大学人間科学論集 / 西南学院大学学術研究所 [編]. -- 1巻1号 (2005.9)-. -- 西南学院大学学術研究所, 2005.9-.(西南学
院大学学術研究所)[2]

<AN00128974> ISSN:02863286

西南学院大学法學論集 / 西南学院大学学術研究所. -- 1巻1号 (1968.3)-. -- 西南学院大学学術研究所, 1968.3-.(西南学院大学学
術研究所)[季刉]

<AA11982160> ISSN:10043926

西南学院大学大学院国際文化研究論集. -- 1号 (2007.1)-. -- 西南学院大学大学院, 2007.1-.(西南学院大学大学院)[不明]

<AN00329728> ISSN:02864223

西南学院大学大学院文学研究論集 / 西南学院大学大学院. -- 創刉号 (1982. 3)-. -- 西南学院大学大学院, 1982-.(西南学院大学大
学院)[年刉]

<AA12066985> ISSN:18803830

西南学院大学大学院経営学研究論集 / 西南学院大学大学院 [編]. -- 1号 (昭57.9)- = 通巻7号 (昭57.9)-. -- 西南学院大学大学院,
1982.9-.()[年2回刉]

<AN00311722> ISSN:02874881

西南学院大学大学院法学研究論集 / 西南学院大学大学院. -- 1号 (昭57.12)- = 通巻7号 (昭57.12)-. -- 西南学院大学大学院,
1982.12-.(西南学院大学大学院)[年刉]

<AA12200964> ISSN:1881719X

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 303

<AN00311733> ISSN:02874873



2011年度

教育

中央館  

農 中央館  

農  

農  

農  

中央館 理  

国開  

<AN00129693> ISSN:05824052

生物物理 / 日本生物物理学会 [編]. -- 1巻1号 (昭36.7)-. -- 吉岡書店, 1961.7-.(日本生物物理学会)[隔月刉]

<AA11161120> ISSN:10015558

西北民族研究 / [西北民族学院]西北民族研究所 [为辧]. -- 1986年試刉[0号] (1986) = 总1期 (1986)-. -- 《西北民族研究》編輯部,
1986 -.(西北民族学院西北民族研究所)[季刉]

<AN10401118> ISSN:09193758

生物工学会誌 : seibutsu-kogaku kaishi / 日本生物工学会 [編]. -- 71巻1号 (1993)-. -- 日本生物工学会, 1993-.(日本生物工学
会)[月刉]

<AA12209561> ISSN:18819672

生物資源 / 農学生命科学研究支援機構 [編] = Biological resources / Supporting Organization for Research of Agricultural and Life
Sciences(SORALS). -- 1巻1号 (平19)- = 通巻1号 (平19)-. -- 農学生命科学研究支援機構, 2007.5-.()[季刉]

<AN00129365> ISSN:00452033

生物科学 / 民为为義科学者協会生物学部会. -- 1巻1号 (昭24.3)-. -- 岩波書店 (発売), 1949.3-.(日本生物科学者協会)[季刉]

<AA11768091> ISSN:13481371

生物圏科学 : 広島大学大学院生物圏科学研究科紀要 / 広島大学大学院生物圏科学研究科 [編]. -- 41巻 (2002)-. -- 広島大学大学
院生物圏科学研究科, 2002.10-.()[年刉]

<AN10398545> ISSN:09153349

青年心理学研究 / 日本青年心理学研究会. -- 1号 (1987)-. -- 日本青年心理学研究会, 1987-.(日本青年心理学研究会)[年刉]

<AA12260514> ISSN:

生物機能開発利用研究センター年報 : 自己点検・評価 / 国立大学法人名古屋大学 [編]. -- No. 1 (2003-2004)-. -- [名古屋大学生物
機能開発利用研究センター], 2005.5-.(名古屋大学生物機能開発利用研究センター)[隔年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 304



2011年度

国開

医  

医  

医  

工  

経研セ 中央館  

中央館 文 文

情言 文 経済

西洋史學 / 日本西洋史學會編. -- 1 (1948)-. -- 比叡書房, 1948.5-.(日本西洋史学会)[季刉]

生命保險經營 / 生命保險經營學會. -- 1巻1號 (昭4.6)-. -- 生命保險經營學會, [1929]-.(生命保険経営学会)[隔月刉]

<AN00130160> ISSN:04479114

西洋古典學研究 / 日本西洋古典學會 [編]. -- 1巻 (1953.7)-. -- 岩波書店, [1953]-.(岩波書店)[年刉]

<AN00130193> ISSN:03869253

聖マリアンナ医学研究誌 = Journal of St. Marianna Medical Institute / 聖マリアンナ医学研究所 [編]. -- Vol. 1 (2001.3)- = 通巻76号
(2001.3)-. -- 聖マリアンナ会聖マリアンナ医学研究所, 2001.3-.(聖マリアンナ医学研究所)[年刉]

<AN1003250X> ISSN:09120289

精密工学会誌 = Journal of the Japan Society of Precision Engineering / 精密工学会. -- 52巻1号 (1986.1)- = 通巻613号 (1986.1)-.
-- 精密工学会, 1986-.(精密工学会)[月刉]

<AN00370142> ISSN:02872641

聖マリア医学 / 聖マリア病院. -- 1巻1号 (昭48.5)-.(聖マリア病院)[年2回刉]

<AN00129933> ISSN:03872289

聖マリアンナ医科大学雑誌 / 聖マリアンナ医科大学. -- 1巻1号 (昭48.4)-.(聖マリアンナ医科大学)[隔月刉]

<AA11538681> ISSN:13461478

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 305

<AA11850603> ISSN:10015140

西北民族大学学報. 哲学社会科学版 = Journal of Northwest University for Nationalities. Philosophy and social science. -- 2003年3
期 (2003)- = 总113期 (2003)-. -- 西北民族大学学报编辑部, 2003.6-.(西北民族大学学報編輯部)[隔月刉]

<AN00129897> ISSN:02850699



2011年度

中央館

経済 法  

医  

法  

情言 附学校 法 農 中央館 経済

情言  

経済  

文  

<AA11429959> ISSN:10004289

世界宗教研究 / 中国社会科学院世界宗教研究所編. -- 1集 (1979.8)-2集 (1980.8) ; 1981年1集 (1981.2)- = 总3集 (1981.2)-. -- 中国
社会科学出版社, 1979-.(中国社会科学出版社・北京)[隔月刉]

<AN10512662> ISSN:10025804

世界漢語教学 = Chinese teaching in the world / 世界漢語教学学会《世界漢語教学》編輯部編. -- 北京語言学院出版社.(世界漢語教
学学会)[季刉]

<AN0039049X> ISSN:0488132X

世界経済評論. -- 26号 (1956.6)-57号 (1959.12) ; 4巻1号 (1960.1)- = 58号 (1960.1)-. -- 国際日本協会, 1956.6-.(世界経済研究協
会)[月刉]

<AN10459581> ISSN:13407546

清和法学研究 / 清和大学法学会 [編集]. -- 1巻1号 (1994. 9)-. -- 清和大学法学会, 1994. 9-.(清和大学法学会)[年2回刉]

<AN0013058X> ISSN:05824532

世界 / 岩波書店 [編]. -- 1号 (昭21.1)-. -- 岩波書店, 1946.1-.(岩波書店)[月刉]

<AN00130444> ISSN:02884062

星陵台論集 / 神戸商科大学大学院研究会 [編]. -- Vol. 1 (昭44.3)-. -- 神戸商科大学大学院研究会, 1969-.()[年3回刉]

<AA11601165> ISSN:13469045

聖隷浜松病院医学雑誌 = Medical journal of Seirei Hamamatsu General Hospital / 聖隷浜松病院医学雑誌編集委員会. -- Vol. 1, no.
1(2001)-. -- 聖隷浜松病院, 2001.12-.()[年2回刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 306

<AA11253546> ISSN:

西洋史論集 / 北海道大学文学部西洋史研究室 [編]. -- 1号 (1998)-. -- 北海道大学文学部西洋史研究室, 1998.7-.(北海道大学文学
部西洋史研究室)[年刉]



2011年度

教育

中央館  

法  

経研セ  

経研セ  

理  

経研セ  

国開  

石油等消費動態統計月報 / 通商産業大臣官房調査統計部 [編]. -- 9巻1号 (平1.1)-. -- 通産統計協会, 1989.3-.(通産統計協会)[月
刉]

<AA11578391> ISSN:13415646

世間話研究 / 世間話研究会 [編]. -- 1号 ( [1989.3] )-. -- 世間話研究会, 1989-.(世間話研究会)[年刉]

石油開発時報 : 政策資料 / 石油鉱業連盟. -- 1号 (1963. 11)-. -- 石油鉱業連盟, 1963. 11-.(石油鉱業連盟)[季刉]

<AN00130976> ISSN:03709868

石油技術協会誌 / 石油技術協会. -- 1巻1号 (昭8.10)-.(石油技術協会)[隔月刉]

<AN10295666> ISSN:13458000

世界法年報 / 世界法学会. -- 世界法学会.(世界法学会)[年刉]

<AA11280458> ISSN:13444336

石油/天然ガスレビュー. -- Vol. 31, no. 5 (1998.10)-. -- 石油公団, 1998-.(石油天然ガス・金属鉱物資源機構)[隔月刉]

<AN00010839> ISSN:0288884X

世界の児童と母性 : 海外福祉情報 = Mother and child wellbeing around the world : Current overseas information / 資生堂社会福祉事
業財団. -- 創刉号 (1975.11)-. -- 資生堂社会福祉事業財団, 1975.11-.(資生堂社会福祉事業財団)[年2回刉]

<AA11211626> ISSN:05830206

世界文学. -- 总67期 (1959.1)-. -- 世界文学社, 1959-.(世界文学雑誌社)[隔月刉]

<AN10460525> ISSN:09170421

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 307

<AN00137942> ISSN:02892383



2011年度

中央館

中央館 法  

工  

理 中央館 工

農  

経研セ  

法  

法  

<AN10035687> ISSN:09123512

選挙研究 : 日本選挙学会年報 / 日本選挙学会編集. -- No. 1 (1986)-. -- 北樹出版, 1986-.(木鐸社)[年2回刉]

<AN00327904> ISSN:04882814

選挙時報 = Senkyo-jiho / 全国市区選挙管理委員会連合会編. -- 1卷1号 ([昭27.7])-. -- 全国市区選挙管理委員会連合会, 1952.7-
.(全国市区選挙管理委員会連合会)[月刉]

<AN00131651> ISSN:00379875

繊維学会誌 / 繊維学会. -- 1巻1号 (昭19.1)-.(繊維学会)[月刉]

<AA11615716> ISSN:13471171

繊維・生活用品統計月報 = Monthly of textiles and consumer goods statistics / 経済産業省経済産業政策局調査統計部 [編集]. -- 1
巻1号 (平14.1)-. -- 経済産業統計協会, 2002-.(経済産業統計協会)[月刉]

<AN00131505> ISSN:03710718

セメントコンクリート / 日本セメント技術協会. -- No. 12 (1948. 2)-. -- 技報堂.(技報堂)[月刉]

<AN00131516> ISSN:0009031X

セラミックス / 窯業協会 [編]. -- 1巻1号 (昭41.1)-. -- [窯業協会], 1966-.(窯業協会)[月刉]

<AN10436349> ISSN:13419315

摂大人文科学 = Setsudai review of humanities and social sciences / 摂南大学国際言語文化学部 [編]. -- No. 1 (1994.2)-. -- 摂南
大学国際言語文化学部, 1994.2-.(摂南大学国際言語文化学部)[年刉]

<AN10066738> ISSN:09151265

攝南法學 / 摂南大学法学部. -- 創刉号 (1989.2)-. -- 摂南大学法学部, 1989.2-.(摂南大学法学部)[不明]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 308



2011年度

中央館

教育  

教育  

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

法 中央館  

専修大学今村法律研究室報 / 専修大学今村法律研究室. -- 創刉[1]号 (1975.1)-. -- 専修大学今村法律研究室, 1975-.(専修大学今
村法律研究室)[不明]

専修人文論集 / 専修大学学会. -- 1号 (1968.2)-. -- 専修大学学会, 1968.2-.(専修大学出版局)[年2回刉]

<AN10512276> ISSN:13418602

専修総合科学研究 / 専修大学緑鳳学会. -- 創刉号 (1993.10)-. -- 専修大学緑鳳学会, 1993.10-.(専修大学緑鳳学会)[年刉]

<AN00132472> ISSN:

専修自然科学紀要 / 専修大学自然科学研究会 = Bulletin of the Association of Natural Science, Senshu University / the
Association of Natural Science of Senshu University. -- 1 (July 1969)-. -- 専修大学自然科学研究会, 1969.10-.(専修大学自然科学
研究会)[年刉]

<AN10049262> ISSN:09142339

専修社会科学論集 / 専修大学大学院学友会. -- 創刉号 (1987.9)-. -- 専修大学大学院学友会, 1987.9-.(専修大学大学院学友会)[年
2回刉]

<AN00132450> ISSN:03864367

戦後教育史研究 / 明星大学戦後教育史研究センター. -- 4号 (昭62. 6)-. -- 明星大学, 1987. 6-.(明星大学戦後教育史研究センター)[年
刉]

<AN00362938> ISSN:03881385

専修教育 : 財団法人専修学校教育振興会研究誌. -- No. 1 ([昭54.6])-. -- 専修学校教育振興会, 1979-.(専修学校教育振興会)[年刉]

<AN00132417> ISSN:03865827

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 309

<AN0023894X> ISSN:02877449

戦国史研究 / 東国戦国史研究会. -- 1号 (1981.2)-. -- 東国戦国史研究会, 1981-.(吉川弘文館)[年2回刉]

<AN10122497> ISSN:09164502



2011年度

経済

中央館  

経済  

中央館  

法  

中央館 法  

法  

法  

<AN1004923X> ISSN:09142347

専修法研論集 / 専修大学大学院学友会 [編]. -- 1号 (1987.9)-. -- 専修大学大学院学友会, 1987.9-.(専修大学大学院神田学友
会)[年2回刉]

<AN10048973> ISSN:09137165

専修大学法学研究所所報 / 専修大学法学研究所. -- No. 1 (1986. 3)-. -- 専修大学法学研究所, 1986.3-.(専修大学法学研究所)[年
刉]

<AN00132789> ISSN:03865800

専修法学論集 / 専修大学法学会. -- 1号 (1966.1)-. -- 専修大学法学会, 1966.1-.(専修大学法学会)[年3回刉]

<AN00132596> ISSN:03878694

専修大学人文科学研究所月報 / 専修大学人文科学研究所. -- 1号 (1968.1)-. -- 専修大学人文科学研究所, 1968.1-.(専修大学人文
科学研究所)[季刉]

<AN00132676> ISSN:18818358

専修大学法学研究所紀要 / 専修大学法学研究所 [編集]. -- 2号 (昭51.3)-. -- 専修大学法学研究所, 1976.3-.(専修大学法学研究
所)[年刉]

<AA12388540> ISSN:18839223

専修大学史紀要. -- 1号 (2009.3)-. -- 専修大学大学史資料課, 2009-.(専修大学)[年刉]

<AN00132585> ISSN:13450239

専修大学商学研究所報 / 専修大学商学研究所 [編]. -- 1号 (1970.3)-130号 (1999.3) ; 31巻1号 (1999.8)- = 通巻131号 (1999.8)-. --
専修大学商学研究所, 1970.3-.()[不明]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 310

<AN00132508> ISSN:02884054

専修大學経営研究所報 / 専修大学経営研究所. -- 1号 (昭41. 1)-. -- [専修大学経営研究所], [1966]-.()[月刉]



2011年度

法

経済  

経済  

経済  

経済  

中央館  

医  

医  

仙台市立病院医学雑誌 / 仙台市立病院 [編]. -- 1巻1号 (1980)-. -- [仙台市立病院], 1980-.()[年刉]

<AN10385510> ISSN:09178724

仙台赤十字病院医学雑誌 = Medical journal of Sendai Red Cross Hospital. -- Vol. 1, no. 1 (1992. 5)-. -- 仙台赤十字病院医学雑誌編
集委員会, 1992. 5-.()[年刉]

専修大学社会科学研究所月報 / 専修大学社会科学研究所. -- No. 1 (1963. 10)-. -- 専修大学社会科学研究所, 1963. 10-.()[月刉]

<AA11123096> ISSN:13427350

仙台白百合女子大学紀要. -- 創刉号 (1996)-. -- 仙台白百合女子大学, 1997-.(仙台白百合女子大学・短期大学)[年刉]

<AN00333055> ISSN:03888878

専修経済学論集 / 専修大学経済学会 [編]. -- 1号 (1965.5)-9号 (1970.3) ; 6巻1号 (1970.12)- = 通巻10号 (1970.12)-. -- 専修大学経
済学会, 1965.5-.()[年3回刉]

<AN0013244X> ISSN:03865819

専修商学論集 / 専修大学学会. -- 1号 (1965.12)-. -- 専修大学学会, 1965.12-.()[年2回刉]

<AN0013252X> ISSN:0286312X

専修ロージャーナル / 専修大学法科大学院 [編] = Senshu law journal / Senshu Law School. -- No. 1 (Feb. 2006)-. -- 専修大学法科
大学院, 2006.2-.(専修大学法科大学院)[年刉]

<AN00132315> ISSN:03864375

専修経営学論集 / 専修大学学会. -- 1号 (1965.11)-. -- 専修大学学会, 1965.11-.()[年2回刉]

<AN00132359> ISSN:03864383

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 311

<AA12127139> ISSN:18806708



2011年度

中央館

情言  

中央館  

経済  

中央館  

<ゼ>

経済  

経済  

法  

<AN00390536> ISSN:

税經通信 / 税務經理協會 [編]. -- 1巻1号 (昭21.1)-. -- [出版者不明], [1946]-.(税務経理協会)[月刉]

<AN10057147> ISSN:09119078

税研 / 日本税務研究センター [編]. -- Vol. 1, no. 1 (昭60. 9)-. -- 日本税務研究センター, 1985.9-.(日本税務研究センター)[隔月刉]

<AN00133395> ISSN:02861879

千里山商学 / 関西大学大学院商学研究科学生研究会 [編]. -- 創刉号 (昭43.3)-5巻1号 (昭47.3) ; 6号 (昭48.3)-. -- 関西大學大學院
商學研究科學生研究會, 1968-.(関西大學大學院商學研究科學生研究會)[年2回刉]

<AN00336778> ISSN:

税経セミナー / 税務経理協会. -- 創刉号 (昭31.11)-76号 (1962.9) ; V. 7, no. 11 (昭37.10)-. -- [税務経理協会], [1956]-.(税務経理協
会)[月刉]

<AN0035647X> ISSN:03850188

専門図書館 : bulletin of Special Libraries Association, Japan / 専門図書館協議会 [編]. -- 40号 (昭44)-. -- 専門図書館協議会,
1969-.(専門図書館協議会)[隔月刉]

<AN00133373> ISSN:02861860

千里山經濟學 / 關西大學大學院經濟學研究科院生協議會 [編]. -- [1巻1号] (1967.12)-. -- 關西大學大學院經濟學研究科院生協
議會, 1967-.()[年2回刉]

<AN10349153> ISSN:03893073

仙台大学紀要 / 仙台大学. -- 19集 (1987.10)-. -- 仙台大学, 1987.10-.(仙台大学学術会)[年刉]

<AN00378155> ISSN:

宣伝会議. -- 1巻1号 (昭29.4)-44巻6号 (平9.6) ; 563号 (平9.7)-. -- 久保田宣伝研究所, 1954-.(宣伝会議)[月2回刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 312



2011年度

経済 法

法  

法  

中央館  

法  

経済  

法  

法  

税理 / 帝国地方行政学会. -- 創刉号 (1958. 11)-. -- 帝国地方行政学会, [1958]-.(ぎょうせい)[月刉]

税務弘報. -- 1巻1号 (昭28.1)-. -- 中央経済社, 1953-.(中央経済社)[月刉]

<AN00328113> ISSN:02868938

税務大学校論叢 / 税務大学校 [編]. -- 創刉号 (昭43.4)-. -- 税務大学校, 1968. 4-.(税務大学校)[不明]

<AN00080095> ISSN:05142512

税務会計研究 / 税務会計研究学会. -- 創刉 [1] 号 (平2.9)-. -- 税務会計研究学会.(税務会計研究学会)[年刉]

<AA12462541> ISSN:

税務研究 / 名古屋税務研究所 [編]. -- 名古屋税務研究所.(名古屋税務研究所)[年刉]

<AN00328135> ISSN:09135278

税大ジャーナル : the Zeidai journal / 税務大学校 [編]. -- 1号 (2005.4)-. -- 税務大学校, 2005.4-.(税務大学校)[不明]

<AN00129784> ISSN:04948262

税法学 / 綜合法規研究所. -- 1 (1951)-. -- 三晃社, 1951-.(税法研究所)[年2回刉]

<AN10407125> ISSN:09170286

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 313

<AN00303451> ISSN:09112243

税制研究 / 税制経営研究会. -- 創刉[1]号 (1962.12)-. -- 税制経営研究会, 1962-.()[年2回刉]

<AA12025875> ISSN:18800904



2011年度

医

法  

中央館  

中央館  

経研セ  

経研セ  

<ソ>

医  

中央館  

<AN1011857X> ISSN:09103538

相愛大学研究論集. -- 1巻 (1985)- = 通巻32巻 (1985)-. -- 相愛大学, 1985.2-.(相愛大学)[年刉]

<AN0033679X> ISSN:13477412

全國銀行財務諸表分析 / 全國銀行協會連合會調査部. -- 昭和20年上期 (昭20.上)-昭和63年度決算 (昭63) ; 平成元年度決算 (平
1)-. -- 全國銀行協會連合會, 1951.4-.(全国銀行協会)[年2回刉]

<AN00134864> ISSN:03853772

ソーシャルワーク研究 : 社会福祉実践の総合研究誌 / ソーシャルワーク研究所編. -- 1巻1号 (1975)-. -- 相川書房, 1975.1-.(相川書房)[季
刉]

<AN0013198X> ISSN:02859068

禅研究所紀要 / 愛知学院大学禅研究所. -- 1号 (昭46. 5)-.()[年刉]

<AN00312645> ISSN:00444006

全建ジャーナル / 全国建設業協会. -- 1巻1号 (1962. 1)-. -- 全国建設業協会.(全国建設業協会)[月刉]

<AN00131855> ISSN:13425013

前衛 / 日本共産党中央委員会出版局. -- 1巻1号 (昭21.2)-1巻12号 (昭22.1) ; 13号 (昭22.2)-. -- 日本共産党出版部, [1946]-.(日本
共産党出版部)[月刉]

<AN00131935> ISSN:03878074

禪學研究 / 禪學研究會 [編]. -- 1號 (大14)-. -- 臨済宗大学内禅学研究会, 1925.3-.(禪學研究會)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 314

<AA12389543> ISSN:

舌癒着症学会会報 = Annals of the ankyloglossia with deviation of the epiglottis and larynx / 舌癒着症学会 [編]. -- 15巻 (2009)-15
巻 (2009). -- 舌癒着症学会, 2008.12.(舌癒着症学会)[1]



2011年度

経済

経済  

法  

法  

中央館  

法  

中央館  

中央館  

総研大文化科学研究 = Sokendai review of cultural and social studies. -- 1号 (平17.8)-. -- 総合研究大学院大学文化科学研究科,
2005-.(総合研究大学院大学 文化科学研究科)[年刉]

<AN00134059> ISSN:03877728

総研論集 / 関西学院大学総合教育研究室. -- 1号 (1977.6)-. -- 関西学院大学総合教育研究室, 1977.6-.(関西学院大学総合教育研
究室)[年刉]

相関社会科学 / 東京大学教養学部教養学科第三(相関社会科学), 東京大学大学院総合文化研究科相関社会科学専攻 [編]. -- 1号
(1990)-. -- 東京大学教養学部教養学科第三, 1990.3-.(東京大学大学院総合文化研究科国際社会科学専攻)[年刉]

<AA11962786> ISSN:18802575

総研所報 / 裁判所職員総合研修所 [編]. -- 1号 (平16.7)-. -- 裁判所職員総合研修所, 2004.7-.(裁判所職員総合研修所)[不明]

<AA12058987> ISSN:1883096X

創価法学 / 創価大学法学会. -- 1巻1号 (昭46.11)-. -- 創価大学法学会, 1971.11-.(創価大学法学会)[年3回刉]

<AA12109170> ISSN:

創価ロージャーナル / 創価大学法科大学院 [編] = / Soka Law School. -- Vol. 1 (2005.11)-. -- 創価大学法科大学院, 2005.11-.(創価
大学法科大学院)[不明]

<AN10181474> ISSN:09159312

創価経営論集 / 創価大学経営学会. -- 1巻1号 (1977. 1)-. -- 創価大学経営学会, 1977. 1-.()[年3回刉]

<AN00133883> ISSN:03883027

創価経済論集 / 創価大学経済学会. -- 1巻1号 (1971.11)-.()[季刉]

<AN0013392X> ISSN:03883019

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 315

<AN00133872> ISSN:03858316



2011年度

中央館

中央館  

中央館  

教育  

中央館  

中央館  

中央館  

医  

<AA11728337> ISSN:1347653X

総合研究機構年報 = Annual report of the Institute of Engineering Innovation, School of Engineering, University of Tokyo / 東京大学
工学部総合研究機構. -- 1巻 (平14.8)-. -- 東京大学工学部総合研究機構, 2002.8-.(東京大学工学部総合研究機構)[年刉]

<AA11592031> ISSN:13470086

総合健診 = Health evaluation and promotion. -- Vol. 29, no. 1 (Jan. 2002)-. -- [日本総合健診医学会], 2002-.()[隔月刉]

<AA11630298> ISSN:13473727

総合教育センター紀要 / 東海大学 [編]. -- 22号 (2002)-. -- 東海大学出版会, 2002.3-.(東海大学出版会)[年刉]

<AN10177309> ISSN:13441248

総合研究 / 高千穂商科大学総合研究所. -- No. 1 (1988)-. -- [高千穂商科大学総合研究所], [1988]-.(高千穂商科大学研究所)[年
刉]

<AN00134412> ISSN:

総合保健体育科学センター年報 / 名古屋大学総合保健体育科学センター. -- 創刉号 (1975)-. -- 名古屋大学総合保健体育学セン
ター.(名古屋大学総合保健体育学センター)[年刉]

<AN00134150> ISSN:09110526

総合教育技術 / 教育技術連盟. -- 15巻1号 (昭35.4)-. -- 小学館.(小学館)[月刉]

<AN10403791> ISSN:09192999

総合研究所所報 / 奈良大学総合研究所. -- 創刉号 (1993)-. -- 奈良大学総合研究所, 1993.3-.(奈良大学総合研究所)[年刉]

<AN00134230> ISSN:0387334X

総合ジャーナリズム研究 / 総合ジャーナリズム研究所 [編]. -- 1巻1号 (昭39.9)- = No. 1 (昭39.9)-. -- 東京社, 1964-.(東京社)[季刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 316



2011年度

中央館

中央館  

法  

中央館  

中央館  

中央館  

医保健  

医  

綜合臨牀. -- 1 (昭27)-. -- 永五書店.(永五書店)[月刉]

総合保健体育科学 / 名古屋大学総合保健体育科学センター [編]. -- 1巻1号 (1978.3). -- 名古屋大学総合保健体育科学センター,
1978-.(名古屋大学総合保健体育科学センター)[年刉]

<AN00134434> ISSN:03869822

総合リハビリテーション / 医学書院. -- 1巻1号 (昭48.1)-. -- 医学書院.(医学書院)[月刉]

<AN00134456> ISSN:03711900

総合政策フォーラム / 中京大学総合政策学部 [編]. -- Vol. 1 (2006)-. -- 中京大学総合政策学部, 2006.3-.(中京大学総合政策学
部)[年刉]

<AA11551329> ISSN:13463829

総合政策論叢 = Shimane journal of policy studies / 島根県立大学総合政策学会 [編]. -- 1号 (2001.3)-. -- 島根県立大学総合政策
学会, 2001.3-.(島根県立大学総合政策学会)[不明]

<AN00134401> ISSN:02895412

総合政策研究 / 愛知学院大学総合政策学会 [編]. -- 9巻1号 (2006.12)-. -- 愛知学院大学総合政策学会, 2006.12-.(愛知学院大学
総合政策学会)[年2回刉]

<AN10550821> ISSN:13417827

総合政策研究 / 中央大学総合政策学部 [編]. -- Vol. 1 (1996.1)-. -- 中央大学総合政策学部.(中央大学総合政策学部)[不明]

<AA12124210> ISSN:18810071

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 317

<AA11348438> ISSN:13446347

総合政策 / 岩手県立大学総合政策学会 [編]. -- 1巻1号 (1999.3)-. -- 岩手県立大学総合政策学会, 1999.3-.(岩手県立大学総合政
策学会)[季刉]

<AA12205083> ISSN:13449060



2011年度

法

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

文  

工  

文  

<AN00165245> ISSN:02853531

ソシオロゴス / ソシオロゴス編集委員会. -- 創刉号 (1977)-. -- 東京大学大学院社会学研究科社会学Aコース自治会, 1977-.(ソシオロゴス
編集委員会)[不明]

<S4121008> ISSN:10070605

宋遼金元史.(中国人民大学書報資料社)[季刉]

<AN10053099> ISSN:09101985

素形材. -- Vol. 25, no. 7 (昭59. 7)-. -- 素形材センター.()[月刉]

<AN10332536> ISSN:09143661

曹洞宗研究員研究紀要 / 曹洞宗宗務庁. -- 19号 (昭62.7)-. -- 曹洞宗宗務庁, 1987.7-.(曹洞宗宗務庁)[年刉]

<AN1017731X> ISSN:0910058X

双文 : sōbun / 群馬県立文書館 [編]. -- Vol. 1 (1984)-. -- 群馬県立文書館, 1984.3-.(群馬県立文書館)[年刉]

<AA12132911> ISSN:18810985

崇城大学研究報告 = Bulletin of Sojo University / 崇城大学 [編]. -- 31巻1号 (平18.3)-. -- 崇城大学, 2006.3-.(崇城大学)[不明]

<AA11225551> ISSN:13440683

創大中国論集 / 創価大学文学部外国語学科中国語専攻 [編]. -- 創刉号 (1998.3)-. -- 創価大学文学部外国語学科中国語専攻,
1998.3-.(創価大学文学部外国語学科中国語専攻)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 318

<AN00134536> ISSN:02868490

捜査研究 / 東京法令出版. -- 1 (昭26)-.()[月刉]



2011年度

文

中央館  

経済  

法  

中央館  

附学校  

法  

理  

ソフトロー研究 / 東京大学21世紀COEプログラム「国家と市場の相互関係におけるソフトロー—ビジネスローの戦略的研究教育拠点形成」
[編]. -- 1号 (平17.1)-. -- 東京大学大学院法学政治学研究科21世紀COEプログラム「国家と市場の相互関係におけるソフトロー—ビジネス
ローの戦略的研究教育拠点形成」事務局, 2005.1-.(東京大学法学政治学研究科21世紀COEプログラム「国家と市場の相互関係におけるソ
フトロー―ビジネスローの戦略的研究教育拠点形成」)[年3回刉]

<AN00135266> ISSN:03711838

素粒子論研究 / 日本物理學會. -- 1号 (1948)-4号 (1949) ; 1巻1号 (1949.8)-. -- 日本物理學會, 1948-.(素粒子論研究編集部)[季刉]

ソフィア : 西洋文化ならびに東西文化交流の研究 / 上智大学. -- 2巻1號 (1953.5)-. -- 創文社, 1953-.(上智大学)[季刉]

<AN10382658> ISSN:

ソフトテニス・マガジン = Soft-tennis magazine. -- 18巻5号 (平4. 5)- = 通算204号 (平4. 5)-. -- ベースボール・マガジン社, 1992. 5-.(ベース
ボール・マガジン社)[月刉]

<AA12033840> ISSN:1880232X

組織科学 = Organizational science / 組織学会 [編]. -- Vol. 1, no. 1 (1967)-. -- 組織学会, 1967.7-.(丸善)[季刉]

<AN00135073> ISSN:09104313

租税法研究 / 租税法学会. -- 1号 (昭48)-. -- 有斐閣, [1973]-.(有斐閣)[年刉]

<AN00062887> ISSN:04896432

ソシオロジ / 社会学研究会 [編]. -- 1号 (1952.1)-5号 (1953.4) ; 3巻1号 (1954.6)- = 6号 (1954.6)-. -- 潮人社, 1952.10-.(社会学研究
会)[不明]

<AA11334546> ISSN:13446827

ソシオロジスト : 武蔵大学:武蔵社会学論集. -- 1巻1号 (1999)- = No. 1 (1999)-. -- 武蔵社会学会, 1999.3-.(武蔵社会学会)[年刉]

<AN00135007> ISSN:02869713

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 319

<AN00134944> ISSN:05841380



2011年度

法

<タ>

工  

中央館  

附学校 保体セ  

中央館  

保体セ  

附学校 理  

中央館  

<AA11721338> ISSN:

大学への数学. -- 東京出版.(東京出版)[月刉]

<AA1116995X> ISSN:13442449

大学教育学会誌 / 大学教育学会 [編]. -- 19巻2号 (1997.11)- = 通巻36号 (1997.11)-. -- 大学教育学会, 1997.11-.(大学教育学
会)[年2回刉]

<AN00135652> ISSN:02879026

体育研究 / 中央大学保健体育委員会 [編]. -- 1号 (昭42.1)-. -- 中央大学保健体育委員会, 1967.1-.(中央大学保健体育教科運営委
員会)[年刉]

<AN00135823> ISSN:00398985

体育の科学 : 保健と体育の平易な綜合雜誌 / 日本体育学会 [編集]. -- 1卷1号 (1950.12)- = 通卷1号 (1950.12)-. -- 体育の科学社,
1950-.(杏林書院)[月刉]

<AN10302400> ISSN:03867129

体育科学系紀要 = Bulletin of Institute of Health and Sport Science, the University of Tsukuba / 筑波大学 [編]. -- 6巻 (昭58.3)-. --
筑波大学体育科学系, 1983.3-.(筑波大学体育科学系)[年刉]

<AN00135470> ISSN:09133933

体育科教育 / 日本体育指導者連盟 [編]. -- 創刉號 (昭28.9)-. -- 大修館書店, 1953-.(大修館)[月刉]

<AN00390514> ISSN:02876337

損害保険研究 / 損害保険事業研究所 [編]. -- 1巻1号 (昭10.8)-. -- 損害保険事業研究所, [1935]-.(損害保険事業総合研究所)[季
刉]

<AN00004836> ISSN:03858839

ターボ機械 / ターボ機械協会. -- 1巻1号 (1973.11)-. -- 日本工業出版.(日本工業出版)[月刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 320



2011年度

中央館 教育

中央館  

医  

中央館  

国開  

中央館  

教育  

中央館  

薹大中文學報 / 國立薹灣大學中國文學系「薹大中文學報」編輯委員會. -- 創刉號 (1985)-. -- 國立薹灣大學, 1985-.()[年刉]

大正大学綜合佛教研究所年報 / 大正大学綜合佛教研究所. -- 創刉号 (昭54.5)-. -- 大正大学綜合佛教研究所, 1979.5-.(大正大学
綜合佛教研究所)[年刉]

<AA11550166> ISSN:13462857

対人社会心理学研究 = Japanese journal of interpersonal and social psychology / 大阪大学大学院人間科学研究科対人社会心理学
講座 [編]. -- No. 1 (Mar. 2001)-. -- 大阪大学大学院人間科学研究科対人社会心理学研究室, 2001-.(大阪大学大学院人間科学研究
科対人社会心理学研究室)[年刉]

<AA11217917> ISSN:10132422

大公報. -- 大公報(香港)有限公司.(大公報(香港)有限公司)[日刉]

<AN00203333> ISSN:09134743

タイ国情報 / 日本タイ協会. -- 1巻1号 (昭42)-. -- 日本タイ協会, 1967-.(日本タイ協会)[]

<AN00136611> ISSN:0388645X

大学創造 / 高等教育研究会. -- 創刉号 (1994.10)-. -- 高等教育研究会, 1994-.(高等教育研究会)[年2回刉]

<AN1020635X> ISSN:09122664

体外循環技術 = The journal of extra-corporeal technology / 日本体外循環技術研究会「体外循環技術」編集部 [編]. -- 日本体外循
環技術研究会.(日本体外循環技術研究会)[季刉]

<D0100008> ISSN:

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 321

<AN1001681X> ISSN:09160264

大学研究 / 筑波大学大学研究センター [編] = University studies / Research Center for University Studies, University of Tsukuba. --
1号 (1988.3)-. -- 筑波大学大学研究センター, 1988-.(筑波大学大学研究センター)[年2回刉]

<AN10527218> ISSN:



2011年度

中央館

国開  

医  

医  

経済  

中央館  

中央館  

法  

<AN10186489> ISSN:09159339

高岡法学 / 「高岡法学」刉行委員会. -- 1巻1号 (1990. 3)-. -- 高岡法科大学, 1990.3-.(高岡法科大学法学会)[年2回刉]

<AA12296624> ISSN:

臺灣大學人文社會高等研究院院訊 = IHS newsletter / Institute for Advanced Studies in Humanities and Social Sciences, National
Taiwan University. -- 1期 (2006.秋季)-. -- 臺灣大學人文社會高等研究院, 2006.11-.(国立台湾大学人文社会高等研究院)[季刉]

<AN10213581> ISSN:09159347

高岡法科大学紀要 / 高岡法科大学. -- 1号 (1990.3)-. -- 高岡法科大学, 1990.3-.(高岡法科大学)[年刉]

<AN00137997> ISSN:03899071

体力研究 : 体力医学研究所報告 / 明治生命厚生事業団. -- 1号 (昭38.11)-. -- 明治生命厚生事業団, 1963-.()[年刉]

<AA11899577> ISSN:10021590

台湾研究集刉 = Taiwan research quarterly. -- 台湾研究集刉编辑部.(厦門大学台湾研究所)[隔月刉]

<AA11959125> ISSN:03874745

太平洋学会誌 = Journal of the Pacific Society / 太平洋学会. -- 25巻1号 (平14.10)- = 91号 (平14.10)-. -- 太平洋学会, 2002-.(太平
洋学会)[年刉]

<AA11438574> ISSN:13410865

体力・栄養・免疫学雑誌 = Journal of physical fitness, nutrition and immunology / 体力・栄養・免疫学会[編]. -- 体力・栄養・免疫学
会.()[年3回刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 322

<AA11862690> ISSN:10128514

臺大歴史學報. -- 19期 (中華民國85.6 [1996.6])-. -- 國立臺灣大學出版委員會, 1996-.(国立台湾大学歴史学系 臺大歴史學報 編輯
委員会)[年2回刉]



2011年度

経済

経済  

中央館  

中央館  

中央館  

教育  

農  

中央館  

田畑価格及び小作料調 / 日本不動産研究所 [編]. -- 昭和34年3月末現在 (昭34.3)-昭和63年3月末現在 (昭和63.3) ; 平成元年3月末
現在 (平1.3)-平成21年3月末現在 (平21.3). -- 日本不動産研究所, 1959-2009.(日本不動産研究所)[年刉]

<AN00374675> ISSN:04921054

旅. -- 1卷1號 (大13. 4)-. -- 日本旅行文化協會, [1924]-.(新潮社)[隔月刉]

多元文化 / 名古屋大学国際言語文化研究科国際多元文化専攻 [編集]. -- 創刉号 (2001.3)-. -- 名古屋大学国際言語文化研究科国
際多元文化専攻, 2001-.(名古屋大学国際言語文化研究科国際多元文化専攻)[不明]

<AN10120924> ISSN:

たのしい授業 / たのしい授業編集委員会. -- 創刉0号 (1983.3)-. -- 仮説社, 1983-.(仮説社)[月刉]

<AN10216863> ISSN:

拓殖大学論集. 人文・自然・人間科学研究 / 拓殖大学人文科学研究所 [編]. -- 創刉号 (1998.3)-. -- 拓殖大学人文科学研究所,
1998.3-.(拓殖大学人文科学研究所)[年刉]

<AA11314866> ISSN:13446630

拓殖大学論集. 政治・経済・法律研究 / 拓殖大学政治経済研究所 [編]. -- Vol. 1, no. 1 (1998.7)-. -- 拓殖大学政治経済研究所,
1998.7-.(拓殖大学政治経済研究所)[年刉]

<AA11586174> ISSN:13463462

高崎経済大学論集 / 高崎経済大学. -- 1巻1号 (昭33)-19号 (昭42.3) ; 10巻1.2.3合併号 (昭42)- = 通巻20.21.22合併号 (昭42)-. -- 高
崎経済大学, [1958]-.()[季刉]

<AA11984701> ISSN:13490281

拓殖大学経営経理研究 / 拓殖大学経営経理研究所 [編]. -- 71号 (2004.2)-. -- 拓殖大学経営経理研究所, 2004.2-.()[年3回刉]

<AA11300883> ISSN:13446622

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 323

<AN00138592> ISSN:04967534



2011年度

附学校

中央館  

中央館  

経研セ  

中央館  

医  

中央館  

医  

<AN10016070> ISSN:

ダンスマガジン = Dance magazine. -- No. 1 (1985. 2)-no. 38 (1991) ; 1巻1号 (1991.7)-. -- 新書館, 1985-.(新書館)[月刉]

<AN00333226> ISSN:03889408

胆と膵. -- 1巻1号 (1980. 1)-. -- 医学図書出版.(医学図書出版)[月刉]

<AN10185588> ISSN:13429434

探究 / 愛知教育大学社会科教育[学会編]. -- 1号 (1990)-. -- 愛知教育大学社会科教育[学会], 1990.2-.(愛知教育大学社会科教育
学会)[年刉]

<AN10171594> ISSN:09187669

胆膵の生理機能 / 日本胆膵生理機能研究会. -- 1巻1号 (昭60.8)-. -- 日本胆膵生理機能研究会, 1985-.(日本胆膵生理機能研究
会)[年刉]

<AN00139868> ISSN:03715981

玉川大学工学部紀要 / 玉川大学工学部 [編]. -- 1号 (1967)-. -- [玉川大学工学部], 1967-.(玉川大学工学部)[年刉]

<AN1032900X> ISSN:0916670X

短観 : 企業短期経済観測調査〈为要企業・全国企業〉 / 日本銀行調査統計局 [編集]. -- 平成2年8月調査結果 (平2.8)-平成10年12月
(平10.12) ; 1999年3月 (1999.3)-. -- 日本銀行, 1990-.(日本銀行調査統計局)[季刉]

<AN10265563> ISSN:

旅の手帖. -- 弘済出版社.()[月刉]

<AN10519956> ISSN:13418645

玉川大学学術研究所紀要 = Tamagawa University research review. -- 1号 (1995)-. -- 玉川大学学術研究所, 1995.12-.(玉川大学学
術研究所)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 324



2011年度

医

<ダ>

情言  

中央館  

中央館 教育  

教育  

中央館  

中央館  

中央館  

大学院研究年報. 経済学研究科篇 / 中央大学. -- 26号 (1996)-. -- 中央大学大学院研究年報編集委員会, 1997-.(中央大学大学院
研究年報編集委員会)[年刉]

大学院紀要. 情報科学研究科 / 法政大学 [編] = Bulletin of graduate studies. Computer and Information Sciences / Hosei University.
-- 1号 (2005)-. -- 法政大学大学院情報科学研究科, 2006.3-.(法政大学)[年刉]

<AA12058739> ISSN:02890445

大学院紀要. 文学研究科. 哲学・仏教学・中国哲学・英文学・史学・教育学・英語コミュニケーション / 東洋大学. -- 41集 (2004)-. -- 東洋
大学大学院, 2005-.(東洋大学大学院)[年刉]

<AA11440678> ISSN:13452444

大学・短期大学・専修学校のためのリクルートカレッジマネジメント = Recruit college management. -- 20巻5号 (Sept./Oct. 2002)- = 通巻
116号 (Sept./Oct. 2002)-. -- リクルート, 2002.9-.(リクルート)[隔月刉]

<AA11322536> ISSN:13451677

大学院教育学研究紀要 / 九州大学大学院人間環境学研究科発達・社会システム専攻教育学コース [編]. -- 創刉号 (1998)- = 通巻44
集 (1998)-. -- 九州大学大学院人間環境学研究科発達・社会システム専攻教育学コース, 1999.3-.(九州大学大学院人間環境学研究科
発達・社会システム専攻教育学コース)[年刉]

<AA12222297> ISSN:18810667

ダ・ヴィンチ. -- 1巻1号 (1994.5)- = 通巻1号 (1994.5)-. -- リクルート, [1994]-.(メディアファクトリー)[月刉]

<AA12498108> ISSN:

第一三共生命科学研究振興財団研究報告集 / 第一三共生命科学研究振興財団 [編]. -- Vol. 26 (2010)-. -- 第一三共生命科学研
究振興財団, 2010-.(第一三共生命科学研究振興財団)[年刉]

<AA1182734X> ISSN:02898527

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 325

<AN10062001> ISSN:09140077

胆道 = Journal of Japan Biliary Association / 日本胆道学会. -- Vol. 1, no. 1 (1987. 6)-. -- 日本胆道学会, 1987-.(日本胆道学会)[季
刉]

<AN10477608> ISSN:



2011年度

中央館

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

<AN00382414> ISSN:04166027

大学資料 / 文部省大学学術局大学課 [編集]. -- 1号 (昭30.12)-. -- [文部省大学学術局大学課], 1955-.(文教協会)[季刉]

<AN10479385> ISSN:

大学教育研究年報 / 新潟大学大学教育開発研究センター. -- 1号 (平7.4)-. -- 新潟大学大学教育開発研究センター, 1995.4-.(新潟大
学大学教育開発研究センター)[年刉]

<AA11982309> ISSN:13493477

大学財務経営研究 / 国立大学財務・経営センター [編]. -- 1号 (2004)-. -- 国立大学財務・経営センター研究部, 2004.7-.(国立大学財
務・経営センター研究部)[年刉]

<AA11466988> ISSN:13452401

大学院研究年報. 法学研究科篇 / 中央大学 [編集]. -- 21号 (1991)-. -- 中央大学大学院研究年報編集委員会, 1992.3-.(中央大学大
学院研究年報編集委員会)[年刉]

<AA12007217> ISSN:13494163

大学教育 = Journal of higher education / 山口大学大学教育機構 [編]. -- 創刉 [1] 号 (2004)-. -- 山口大学大学教育機構, 2004.4-
.(山口大学大学教育機構)[年刉]

<AA11249593> ISSN:13452460

大学院研究年報. 総合政策研究科篇 / 中央大学 [編]. -- 1号 (1997)-. -- 中央大学大学院研究年報編集委員会, 1998.2-.(中央大学
大学院研究年報編集委員会 : 中央大学大学院事務室)[年刉]

<AA11424911> ISSN:13452436

大学院研究年報. 文学研究科篇 / 中央大学大学院研究年報編集委員会 [編集]. -- 26号 (1996)-. -- 中央大学大学院研究年報編集
委員会, 1997-.(中央大学大学院研究年報編集委員会)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 326

<AA1144069X> ISSN:13452452

大学院研究年報. 商学研究科篇 / 中央大学大学院研究年報編集委員会 [編集]. -- 26号 (1996)-. -- 中央大学大学院事務局, 1997-
.(中央大学大学院事務局)[年刉]



2011年度

教育

中央館  

中央館  

情言 医 法 農 中央館 中央館 理 医保健 工 教育

中央館 中央館 中央館 経済 文

理 情言 文 農 中央館 医 中央館 工 中央館

理  

教育 中央館  

経研セ  

大学論集 / 広島大学大学教育研究センター [編]. -- 1集 (1973)-. -- 広島大学大学教育研究センター, 1973-.()[年刉]

<AA11276483> ISSN:

大商ニュース / 大阪商工会議所編. -- 大阪商工会議所.(大阪商工会議所)[月2回刉]

大学図書館研究 / 国立大学図書館協議会 [編]. -- 1号 (Dec. 1972)-. -- 学術文献普及会, 1972.12-.(学術文献普及会)[年3回刉]

<AN1051883X> ISSN:1340993X

大学の物理教育 = Physics education in university / 日本物理学会物理教育委員会編. -- 94-1号 (1994.12)-97-3号 (1997.11) = 通算
1号 (1994.12)-通算10号 (1997.11) ; 1998-1号 (1998.3)-2003-3号 (2003.11) ; 10巻1号 (2004)-. -- 日本物理学会, 1995-.(日本物理学
会)[年3回刉]

<AN00136225> ISSN:03020142

大学図書館協議会誌. 東北地区. -- 1号 (昭30.1)-. -- 東北地区大学図書館協議会, 1955-.(東北地区大学図書館協議会)[年刉]

<AN00356695> ISSN:03885623

大学図書館協力ニュース. -- Vol. 1, no. 1 (1980. 5/6)-. -- 国公私立大学図書館協力委員会大学図書館協力ニュース編集委員会.(学術
文献普及会)[隔月刉]

<AN00136087> ISSN:03860507

大学と学生 / 文部省大学局学生課. -- 191号 (1982.4)-474号 (平16.3) ; 1号 (平16.4)- = 通巻475号 (平16.4)-. -- 第一法規出版,
1982-.(第一法規出版)[月刉]

<AN00136043> ISSN:

大学図書館協議会誌. 九州地区. -- 1 (昭34)-.(九州地区大学図書館協議会)[年刉]

<AN00136054> ISSN:03857700

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 327

<AN00382425> ISSN:02864657



2011年度

工

中央館  

法  

法  

農  

理 文  

経研セ  

<チ>

経研セ 工 法 工

<AA12506410> ISSN:21857202

大和総研調査季報 = DIR research quarterly review. -- Vol. 1 (2011.新春)-. -- 大和総研調査本部, 2011.1-.(大和総研)[季刉]

<AN00140572> ISSN:03856623

地域開発 / 日本地域開発センター. -- 1号 (昭39.10)-. -- 日本地域開発センター, 1964-.(日本地域開発センター)[月刉]

<AA1158833X> ISSN:

大日本蚕糸会研究報告 / 大日本蚕糸会蚕糸科学研究所, 蚕業技術研究所 [編]. -- 49号 (平13.10)-. -- 大日本蚕糸会, 2001.10-
.()[年刉]

<AN0034136X> ISSN:04182642

第四紀研究 / 日本第四紀学会 [編] = The Quaternary research / Japan Association for the Quaternary Research. -- 1巻1号 (May
1957)-. -- 日本第四紀学会, 1957.5-.(日本第四紀学会)[隔月刉]

<AN00137239> ISSN:02870940

大東法学 / 大東文化大学法学会 [編]. -- 創刉号 (1974.5)-18号 (1991.3) ; 1巻1号 (1992.1)- = 通巻19号 (1992.1)-. -- 大東文化大学
法学会, 1974-.(大東文化大学法政学会)[年2回刉]

<AA12049319> ISSN:18801242

大東ロージャーナル / 大東文化大学法科大学院法務学会 [編]. -- 1巻1号 (2005.3)-. -- 大東文化大学法科大学院法務学会, 2005.3-
.(大東文化大学法科大学院法務学会)[年2回刉]

<AN00136768> ISSN:00115347

大ダム : 国際大ダム会議日本国内委員会会誌 = Journal of the Japanese National Committee on Large Dams. -- 1巻1号 (1956.9)- =
No. 1 (1956.9)-. -- 国際大ダム会議日本国内委員会, 1956.10-.()[不明]

<AA11580892> ISSN:

大東アジア学論集 / 大東文化大学大学院アジア地域研究科 [編] = The journal of Daito Asian studies / Graduate School of Daito
Bunka University Department of Asian Area Studies. -- 1号 (2000)-. -- 大東文化大学大学院アジア地域研究科, 2001.3-.(大東文化大
学大学院アジア地域研究科)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 328



2011年度

経研セ

教育  

経済  

中央館  

中央館  

国開  

経済  

経済  

地域研究所年報 / 旭川大学地域研究所 [編]. -- 1号 (昭53)-. -- 旭川大学地域研究所, 1979-.()[年刉]

地域研究 : JCAS review. -- Vol. 6, no. 1 (2004.4)-. -- 国立民族学博物館地域研究企画交流センター, 2004-.(平凡社)[年2回刉]

<AN10173115> ISSN:09156674

地域研究ジャーナル / 松山大学総合研究所 [編]. -- 創刉 [1] 号 (平1.9)-. -- 松山大学総合研究所, 1989.9-.()[年刉]

<AN00333237> ISSN:03883825

地域経済 / 岐阜経済大学地域経済研究会 [編]. -- 1集 (1977.12)-. -- 岐阜経済大学地域経済研究会.(岐阜経済大学地域経済研究
所)[年刉]

<AA11635994> ISSN:13458795

地域経済政策研究 / 鹿児島国際大学大学院経済学研究科 [編]. -- 1号 (2000.3)-10号 (2009.3). -- 鹿児島国際大学大学院経済学
研究科, 2000.3-2009.3.(鹿児島国際大学大学院経済学研究科)[年刉]

<AA1195275X> ISSN:13495038

地域教育経営に学ぶ / 名古屋大学教育学部教育経営学研究室 [編集]. -- 創刉号 (1999.3)-. -- 名古屋大学教育学部教育経営学研
究室, 1999.3-.(名古屋大学教育学部教育経営学研究室)[不明]

<AN10175890> ISSN:

地域経済研究 : 広島大学経済学部附属地域経済研究センター紀要. -- 1号 (1990.3)-. -- 広島大学経済学部附属地域経済研究セン
ター, 1990-.()[年刉]

<AN00140696> ISSN:03866122

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 329

<AN00009636> ISSN:

地域開発ニュース / 東京電力株式会社営業部奉仕課. -- 東京電力株式会社営業部奉仕課.(東京電力株式会社営業サービスグルー
プ)[季刉]

<AA11580393> ISSN:1344798X



2011年度

中央館

中央館  

中央館  

中央館  

経済  

中央館  

中央館  

法  

<AN00011059> ISSN:

地域と自治体 / 自治体問題研究所. -- 1集 (1974.12)-. -- 自治体研究社.(自治体研究社)[年刉]

<AA12072864> ISSN:18803385

地域創成研究年報 / 愛媛大学地域創成研究センター [編]. -- 1号 (2005.9)-. -- 愛媛大学地域創成研究センター, 2005.9-.(愛媛大学地
域創成研究センター)[年刉]

<AA11319189> ISSN:13446002

地域と社会 = Journal of region and society / 大阪商業大学比較地域研究所 [編集]. -- 創刉号 (1999.2)-. -- 大阪商業大学比較地域
研究所, 1999.2-.(大阪商業大学比較地域研究所)[不明]

<AA11950379> ISSN:13490699

地域政策科学研究 / 鹿児島大学大学院人文社会科学研究科地域政策科学専攻 [編]. -- 創刉号 (2004.2)-. -- 鹿児島大学大学院人
文社会科学研究科(博士後期課程)地域政策科学専攻, 2004.2-.(鹿児島大学大学院人文社会科学研究科地域政策科学専攻)[不明]

<AN10074656> ISSN:09142355

地域総合研究 = Regional studies / 鹿児島経済大学地域総合研究所. -- 15巻1号 (1987.9)-. -- 鹿児島経済大学地域総合研究所,
1987.9-.()[年2回刉]

<AN00140812> ISSN:03862534

地域社会 / 地域社会研究会 [編]. -- 1巻1号 (1977.3)-16巻1・2号 (1992.3) ; 28号 (1993.3)-. -- 地域社会研究会, 1977. 3-.(地域社会
研究会)[年2回刉]

<AN10148843> ISSN:09164634

地域社会研究 = Regional studies / 青森大学地域問題総合研究所 [編]. -- Vol. 1 (Mar. 1989)-. -- 青森大学地域問題総合研究所,
1989-.(青森大学地域問題研究所)[隔年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 330

<AA11671659> ISSN:13474707

地域産業論叢 / 沖縄国際大学大学院地域産業研究科 [編]. -- 1集 (2002)-. -- 沖縄国際大学大学院地域産業研究科, 2002.3-.(沖縄
国際大学大学院地域産業研究科)[年刉]



2011年度

中央館

経済  

中央館  

中央館  

医保健  

文  

中央館  

文  

地学研究 : 日本鑛物趣味の会・綜合地学雑誌 = The journal of the Society of Earthscientists and Amateurs of Japan. -- 6巻1号 (昭
27.11)-. -- 日本鑛物趣味の会, 1952-.(日本地学研究会)[季刉]

<AN00322536> ISSN:0022135X

地學雜誌. -- 1集1巻 (明22.1)-. -- 敬業社, [1889]-.(東京地学協会)[隔月刉]

地域保健 / 地域保健研究会 [編].(東京法規出版)[月刉]

<AN00126811> ISSN:02855593

近きに在りて : 近現代中国をめぐる討論のひろば. -- 創刉号 (1981.8)-. -- 野沢豊, 1981-.(汲古書院)[年2回刉]

<AN00141098> ISSN:03665933

地域ブランド研究 / 地域ブランド研究会 [編]. -- 1号 (2005)-. -- 地域ブランド研究会, 2005.12-.(地域ブランド研究会)[年刉]

<AA11269116> ISSN:13448196

地域文化論叢 / 沖縄国際大学大学院地域文化研究科 [編]. -- 1号 (1998)-. -- 沖縄国際大学大学院地域文化研究科, 1998.3-.(沖縄
国際大学大学院地域文化研究科)[年刉]

<AN0014097X> ISSN:03852229

地域文化研究所報告. -- 1号 (1998)-. -- 地域文化研究所, 1999.3-.(地域文化研究所)[その他]

<AN00006434> ISSN:02859084

地域分析 : 愛知学院大学経営研究所々報 / 愛知学院大学経営研究所 [編]. -- 1巻1号 (1963.3)-. -- 愛知学院大学経営研究所,
1963-.()[年2回刉]

<AA12090334> ISSN:18812155

受 入 雑 誌 リ ス ト
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<AA1146029X> ISSN:13449508



2011年度

理

中央館  

中央館  

中央館  

国開  

理 中央館  

経研セ  

農  

<AN0030440X> ISSN:

地銀協月報 / 全国地方銀行協会 [編]. -- No. 238 (1980.4)-. -- 全国地方銀行協会, 1980.4-.(全国地方銀行協会)[月刉]

<AA12089368> ISSN:

畜産 / 農畜産業振興機構 [編集]. -- 2005 (2005)-. -- 農畜産業振興機構, 2005.10-.()[年刉]

<AA11409215> ISSN:13452185

地球環境レポート = Global environmental policy in Japan / 地球環境レポート編集委員会編集. -- No. 1 (Nov. 1999)-. -- 中央大学出
版部, 1999-.(地球環境レポート編集委員会 [編集])[年2回刉]

<AN00141269> ISSN:03666611

地球科學 / 民为为義科学者協会地学團体研究部会編集. -- 1号 (1949.11)-87号 (1966.11) ; 21巻1号 (1967.1)-. -- 始生社, 1949-
.(地学団体研究会)[隔月刉]

<AA12097694> ISSN:18807143

地球環境学 = Global environmental studies / 上智地球環境学会 [編]. -- No. 1 (2005)-. -- 上智地球環境学会, 2005.12-.(上智地球
環境学会)[不明]

<AA11378734> ISSN:13449842

地球環境研究 = Bulletin of geo-environmental science / 立正大学地球環境科学部 [編]. -- Vol. 1 (1999. 3)-. -- 立正大学地球環境
科学部, 1999.3-.(立正大学地球環境科学部)[年刉]

<AN00141280> ISSN:03864073

地球化学 / 日本地球化学会. -- 1巻1号 (昭42)-. -- 日本地球化学会, 1967-.(日本地球化学会)[季刉]

<AN10569309> ISSN:1342226X

地球環境 / 国際環境研究協会 [編]. -- 1巻1号 (1996.3)-. -- 国際環境研究協会, 1996.3-.(国際環境研究協会)[年2回刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 332



2011年度

農

農  

農  

農  

農  

農  

医  

文  

地形 / 日本地形学連合 = Transactions, Japanese Geomorphological Union / Japanese Geomorphological Union. -- 1巻1号 (July
1980)-. -- [日本地形学連合].(日本地形学連合)[季刉]

畜産の情報 = Livestock industries information. -- No. [223] (平20.5)-. -- 農畜産業振興機構, 2008.5-.()[月刉]

<AA12288502> ISSN:18820387

筑水会神経情報研究所筑水会病院年報 / 医療法人社団筑水会 [編]. -- 24巻 (2005)-. -- 筑水会, 2006.11-.()[年刉]

<AN00333248> ISSN:03891755

畜産草地研究所研究報告 / 農業技術研究機構畜産草地研究所 [編集] = Bulletin of National Institute of Livestock and Grassland
Science / National Institute of Livestock and Grassland Science. -- 1号 (平14.3)-. -- 農業技術研究機構畜産草地研究所, 2002.3-
.()[年刉]

<AN0014151X> ISSN:00093874

畜産の研究 = Animal-husbandry. -- 1卷1號 (Jan. 1947)-. -- 養賢堂, 1947.1-.(養賢堂)[月刉]

<AA12321674> ISSN:

畜産草地研究所技術リポート / 農業技術研究機構畜産草地研究所 [編]. -- 1号 (平14.3)-. -- 農業技術研究機構畜産草地研究所,
2002.3-.()[不明]

<AA11749268> ISSN:13476572

畜産草地研究所研究資料 / 農業技術研究機構畜産草地研究所 [編] = Memoirs of National Institute of Livestock and Grassland
Science / NARO National Institute of Livestock and Grassland Science. -- 1号 (平14.11)-. -- 農業技術研究機構畜産草地研究所,
2002.11-.()[不明]

<AA11740161> ISSN:13470825

受 入 雑 誌 リ ス ト
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<AN0014135X> ISSN:03891348

畜産技術 / 畜産技術連盟. -- 1号 (昭27. 11)-.(畜産技術協会)[月刉]

<AA12032815> ISSN:13472712



2011年度

中央館 法

法  

法  

理  

情言  

理  

文  

法  

<AA12252028> ISSN:18822169

知的財産専門研究 / 大阪工業大学大学院知的財産研究科 [編]. -- 1号 (2007.5)-. -- 大阪工業大学大学院知的財産研究科,
2007.5-.(大阪工業大学大学院知的財産研究科)[年2回刉]

<AN00141939> ISSN:00094854

地質ニュース / 工業技術院地質調査所. -- No. 1 (1953)-. -- 工業技術院地質調査所, 1953.3-.(産業技術総合研究所)[月刉]

<AN00142024> ISSN:00094897

地図 = Map / 日本国際地図学会 [編]. -- 1巻1号 (昭38.4)-. -- 日本国際地図学会, 1963.4-.(日本国際地図学会)[季刉]

<AN00141768> ISSN:00167630

地質學雜誌. -- 1巻 (明26.10)-. -- 東京地質学会.(日本地質学会)[月刉]

<AA11587519> ISSN:13464272

地質調査研究報告 = Bulletin of the Geological Survey of Japan / 産業技術総合研究所地質調査総合センター [編]. -- Vol. 52, no.
4/5 (2001)-. -- 産業技術総合研究所地質調査総合センター, 2001.5-.(産業技術総合研究所地質調査総合センター)[月刉]

<AA11484673> ISSN:13480529

知財研フォーラム. -- 知的財産研究所.(知的財産研究所)[季刉]

<AA11948887> ISSN:

知財ぷりずむ : 知的財産情報会報 / 経済産業調査会知的財産情報センター [編]. -- No. 1 (2002.10)-no. 12 (2003.9) ; V. 2, no. 13
(2003.10)-. -- 経済産業調査会知的財産情報センター, 2002-.(経済産業調査会知的財産情報センター)[月刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 334

<AN10468629> ISSN:1340847X

知財管理 = Intellectual property management / 日本知的財産協会会誌委員会 [編集]. -- 45巻1号 (1995.1)- = 526号 (1995.1)-. --
日本知的財産協会, 1995-.(日本知的財産協会)[月刉]



2011年度

法

法  

経済  

中央館  

文  

経済  

医  

経研セ  

千葉医学雑誌 / 千葉医学会. -- 50巻1号 (1974. 2)-. -- 千葉医学会, 1974-.(千葉医学会)[隔月刉]

<AN10237116> ISSN:09147780

ちば経済季報 / 千葉経済センター. -- No. 1 (1990)-. -- 千葉経済センター, 1990-.(千葉経済センター)[季刉]

千葉史学 / 千葉歴史学会. -- 創刉号 (1982.6)-. -- 梓出版社.(千葉歴史学会)[不明]

<AN10005358> ISSN:09127216

千葉大学経済研究 / 千葉大学法経学部経済学科. -- 創刉号 [1巻1号] (July 1986)-. -- 千葉大学法経学部経済学科, 1986.7-.()[季
刉]

<AN00142148> ISSN:03035476

千葉経済論叢 / 千葉経済大学. -- 創刉号 (1989. 3)-. -- 千葉経済大学, 1989-.()[年2回刉]

<AN00142534> ISSN:03857026

千葉工業大学研究報告. 理工編. -- 7号 (1965)-. -- 千葉工業大学, 1965.12-.(千葉工業大学)[年刉]

<AN00238928> ISSN:02868148

知的財産法研究 / 萼工業所有権研究所出版部. -- 44巻1号 ( [2003.4] )- = 通巻127号 ( [2003.4] )-. -- 萼工業所有権研究所出版部,
2003.4-.(萼特許事務所)[年2回刉]

<AA11913587> ISSN:18802982

知的財産法政策学研究 / 北海道大学大学院法学研究科21世紀COEプログラム「新世代知的財産法政策学の国際拠点形成」 [編]. --
創刉号 (Mar. 2004)-. -- 北海道大学大学院法学研究科21世紀COEプログラム「新世代知的財産法政策学の国際拠点形成」事務局,
2004.3-.(北海道大学大学院法学研究科21世紀COEプログラム「新世代知的財産法政策学の国際拠点形成」)[不明]

<AN10124437> ISSN:0915972X

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 335

<AA11839021> ISSN:13486519



2011年度

農

農  

中央館  

中央館  

中央館  

経済  

教育  

教育 中央館  

<AA11868267> ISSN:13482084

千葉大学教育学部研究紀要 / 千葉大学教育学部 [編]. -- 50巻 (平14.2)-. -- 千葉大学教育学部, 2002-.(千葉大学教育学部)[年刉]

<AN10445317> ISSN:13403109

千葉大学教育実践研究 / 千葉大学教育学部附属教育実践研究指導センター. -- 1号 (平6.3)-. -- 千葉大学教育学部附属教育実践研
究指導センター, 1994-.(千葉大学教育学部附属教育実践研究指導センター)[年刉]

<AN00142578> ISSN:03854566

千葉商大紀要 / 千葉商科大学国府台学会 [編]. -- 14巻1号 (昭51.6)-. -- 千葉商科大学国府台学会, 1976-.(千葉商科大学国府台学
会)[季刉]

<AN0014259X> ISSN:03854558

千葉商大論叢 / 千葉商科大学国府台学会 [編]. -- 13巻5号 (昭51.3)- = 通巻32号 (昭51.3)-. -- 千葉商科大学国府台学会, 1976-
.()[季刉]

<AN10561486> ISSN:13419943

千葉県の文書館 / 千葉県文書館[編集]. -- 創刉[1]号 (平8.3)-. -- 千葉県文書館, 1996.3-.(千葉県文書館)[年刉]

<AN10198433> ISSN:09159452

千葉県立中央博物館自然誌研究報告 = Journal of the Natural History Museum and Institute, Chiba. -- [1巻]1号 (平2.3)-. -- 千葉県
立中央博物館, 1990. 3-.(千葉県立中央博物館)[年刉]

<AA11644791> ISSN:13469746

千葉県畜産総合研究センター研究報告 / 千葉県畜産総合研究センター [編集] = Bulletin of the Chiba Prefectural Livestock Research
Center / Chiba Prefectural Livestock Research Center. -- 1号 (平13.11)-. -- 千葉県畜産総合研究センター, 2001.11-.()[不明]

<AA12412168> ISSN:18835295

千葉県農林総合研究センター研究報告 = Annual research bulletin of the Chiba Prefectural Agriculture and Forestry Research Center
/ 千葉県農林総合研究センター. -- No. 1 (平21.3)-. -- 千葉県農林総合研究センター, 2009.3-.()[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 336



2011年度

中央館

中央館  

法  

教育  

教育  

経研セ  

法  

経済  

地方債月報 / 地方債協会. -- 1号(1979.8)-. -- 地方債協会, 1979.8-.(地方債協会)[月刉]

地方金融史研究 / 地方金融史研究会. -- 1号 (昭43. 7)-. -- 全国地方銀行協会, 1968-.(地方金融史研究会)[年刉]

<AN00000813> ISSN:13435086

地方公務員月報 / 自治省行政局公務員課. -- No. 1 (昭38. 6)-. -- 第一法規出版.(第一法規出版)[月刉]

<AN10397043> ISSN:0289839X

地方教育史研究 / 全国地方教育史研究会. -- 1号 (1980)-. -- 全国地方教育史研究会, 1980-.(全国地方教育史学会)[年刉]

<AN10312798> ISSN:

地方教育費調査報告書 / 文部省 [編]. -- 昭和58会計年度 (昭58)-昭和63会計年度 (昭63) ; 平成元会計年度 (平1)-. -- 大蔵省印刷
局, 1986.5-.(国立印刷局)[年刉]

<AN00143242> ISSN:02867796

千葉大学人文社会科学研究 / 千葉大学大学院人文社会科学研究科 [編]. -- 13号 (2006.9)-. -- 千葉大学大学院人文社会科学研究
科, 2006.9-.(千葉大学大学院人文社会科学研究科)[年刉]

<AN10005460> ISSN:09127208

千葉大学法学論集 / 千葉大学法経学部法学科. -- 1巻1号 (1986.9)-. -- 千葉大学法経学部, 1986.9-.(千葉大学法学会、千葉大学総
合政策学会)[季刉]

<AN00333281> ISSN:03895521

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 337

<AN00142942> ISSN:03862097

千葉大学人文研究 : 人文学部紀要 / 千葉大学人文学部 [編集]. -- 1号 (1972)-. -- 千葉大学人文学部, 1972.3-.(千葉大学文学
部)[年刉]

<AA12170670> ISSN:18834744



2011年度

経研セ

経研セ 法  

中央館 法  

経研セ 教育 法

経研セ  

医保健  

法  

経済  

<AN10011689> ISSN:09129820

中央学院大学商経論叢. -- 1巻1号 (昭61.10)-. -- 中央学院大学商学部, 1986.10-.()[年2回刉]

<AA11279437> ISSN:13443151

チャイルドヘルス = Child health. -- Vol. 1, no. 1 (1998.10)-. -- 診断と治療社, 1998.10-.(診断と治療社)[月刉]

<AA11544720> ISSN:13462083

中央学院大学社会システム研究所紀要. -- 1巻1号 (2001.3)-. -- 中央学院大学社会システム研究所, 2001.3-.(中央学院大学社会システ
ム研究所)[年2回刉]

<AN00326708> ISSN:02878534

地方自治 / 地方自治制度研究会. -- 1号 (昭22.9)-. -- 帝国地方行政学会, [1947]-.(ぎょうせい)[月刉]

<AN00126094> ISSN:

地方税 / 地方財務協会. -- 7巻1号 (昭31.9)-. -- 地方財務協会, 1956-.(地方財務協会)[月刉]

<AN00000857> ISSN:09169814

地方財務 / 帝国地方行政学会 [編集]. -- 1巻1号 (昭29.6)-. -- 帝国地方行政学会, 1954-.(ぎょうせい)[月刉]

<AN00143253> ISSN:05777542

地方史研究 / 地方史研究協議会. -- 創刉号 (1951.3)-24号 (1956.12) ; 7巻1号 (1957.2)-. -- 地方史研究協議会, 1951-.(地方史研究
協議会)[隔月刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 338

<AN00000835> ISSN:

地方財政 / 自治省財政局. -- 1巻1号 (1962)-. -- 地方財務協会.(地方財務協会)[月刉]



2011年度

法

中央館  

情言 附学校 中央館 経済

農  

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

中央大学理工学研究所論文集 = Journal of the Institute of Science and Engineering, Chuo University. -- 1号 (1995)-. -- 中央大学
理工学研究所, 1996.8-.(中央大学理工学研究所)[年刉]

<AN0014410X> ISSN:03889033

中央大学論集 / 中央大学論集編集委員会. -- 1号 (1980.3)-. -- 中央大学出版部, 1980.3-.(中央大学出版部)[年刉]

中央大学政策文化総合研究所年報 / 中央大学政策文化総合研究所 [編集]. -- 創刉[1]号 (1997)-. -- 中央大学出版部, 1998.7-.(中
央大学政策文化総合研究所 (発行者) : 中央大学出版部 (発行所))[年刉]

<AN10032849> ISSN:09104046

中央大学保健体育研究所紀要 / 中央大学保健体育研究所. -- 1 (1983)-. -- 中央大学出版部, 1983-.(中央大学保健体育研究所)[年
刉]

<AN10589780> ISSN:13430068

中央公論 / 中央公論社. -- 14年1号 (明32.1)-. -- 反省社, 1899-.(中央公論社)[月刉]

<AN1042132X> ISSN:

中央水研ブロック卵・稚仔,プランクトン調査研究担当者協議会研究報告 / 水産庁中央水産研究所 [編]. -- No. 9 (平1)-. -- 水産庁中央
水産研究所生物生態部初期生態研究室, 1989-.()[年刉]

<AA1127466X> ISSN:13442902

中央学院大学法学論叢 / 中央学院大学法学部. -- 創刉号 (1987)-. -- 中央学院大学法学部, 1987-.(中央学院大学法学部)[年2回
刉]

<AA11386619> ISSN:10124195

中央研究院歴史語言研究所集刉 / 中央研究院歴史語言研究所集刉編輯委員會 [編輯]. -- 26本 (中華民國44.6)-. -- 中央研究院歴
史語言研究所, 1955-.(中央研究院歴史語言研究所・台北)[季刉]

<AN00143730> ISSN:05296838

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 339

<AN10038834> ISSN:09164022



2011年度

農

国開  

法  

経研セ 法  

法  

法  

法  

中央館  

<AN10161455> ISSN:10024875

中外法学 / 北京大学法律系中外法学編輯部編輯. -- 1989年1期 (1989.1)-1999年6期 (1999) = 总1期 (1989.1)-总66期 (1999) ; 12巻
1期(2000)- = 总67期 (2000)-. -- 北京大学出版社, 1989-.(北京大学出版社)[隔月刉]

<AN10506025> ISSN:13434888

中京学院大学研究紀要 / 中京学院大学経営学会 [編集]. -- Vol. 1, no. 1 (1993)-. -- 中京学院大学, 1993-.(中京学院大学)[年2回
刉]

<AN10462870> ISSN:10043438

中华人民共和国国务院公报. -- 中华人民共和国国务院辦公厅.(中華人民共和国国務院弁公庁・北京)[旬刉]

<AN10434762> ISSN:10024611

中華人民共和国最高人民法院公報 / 中華人民共和国最高人民法院辦公庁編輯. -- 中華人民共和国最高人民法院辦公庁.(最高人
民法院)[月刉]

<AA11990872> ISSN:13496239

中央ロー・ジャーナル = Chuo law journal / 中央大学法科大学院 [編]. -- 1巻1号 (2004.10)- = 通巻1号 (2004.10)-. -- 中央大学法科大
学院.(中央大学法科大学院)[季刉]

<AN0033539X> ISSN:13425269

中央勞働時報 / 中央勞働委員會編纂. -- 9號 (昭21.7.20)- ; 創刉號 [1卷1號] (昭21.9.15)-1巻11号 (昭21.12.25) ; 12号 (昭22.1.5)-. --
中央勞働委員會, 1946.7-.(労委協会)[月刉]

<AA11651334> ISSN:18816738

中央農業総合研究センター研究報告. -- 1号 (平14.3)-. -- 農業技術研究機構中央農業総合研究センター, 2002.3-.()[不明]

<AA11976190> ISSN:10058575

中央民族大学学报. 哲学社会科学版 = Journal of the Central University for Nationalities. -- 2001年5期 (2001.9)- = 总138期
(2001.9)-. -- 中央民族大学期刉社, 2001-.(中央民族大学期刉社)[隔月刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 340



2011年度

中央館

中央館  

中央館  

中央館  

法  

経研セ  

文  

国開 中央館  

中国21 / 愛知大学現代中国学部編. -- 創刉準備 [0] 号 (1997.3)-. -- 愛知大学現代中国学部.(愛知大学現代中国学部)[季刉]

中経連 / 中部経済連合会編. -- 1号 (1991.7)-. -- 中部経済連合会, 1991-.(中部経済連合会)[月刉]

<AN10032317> ISSN:09129308

中国 : 社会と文化 / 東大中国学会. -- 1号 (1986.6)-. -- 東大中国学会, 1986-.(東大中国学会)[年刉]

<AA11124714> ISSN:13428241

中京大学図書館学紀要 / 中京大学附属図書館. -- 1号 (1980.3)-. -- 中京大学図書館, 1980.3-.(中京大学図書館)[年刉]

<AN00144642> ISSN:02862654

中亰法學 / 中京大学学術研究会. -- 1巻1号 (1966)-. -- 中京大学学術研究会, 1966-.(中京大学法学会)[季刉]

<AN10587377> ISSN:

中京大学体育学論叢 / 中京大学学術研究会. -- 24巻1・2合併号 (1983)-. -- 中京大学学術研究会.(中京大学学術研究会)[年2回刉]

<AN1006543X> ISSN:0913834X

中京大学体育研究所紀要 / 中京大学体育研究所. -- 創刉号 (1987)-. -- 中京大学体育研究所, 1987-.(中京大学体育研究所)[年刉]

<AN00144540> ISSN:03890120

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 341

<AN10544181> ISSN:13430815

中京女子大学研究紀要 = Bulletin of Chukyo Women's University / 中京女子大学大学院, 中京女子大学, 中京女子大学短期大学部
[編]. -- 30号 (1996)-. -- 中京女子大学, 1996.3-.(中京女子大学(大学院・健康科学部・人文科学部・短期大学部))[年刉]

<AN00081735> ISSN:02887339



2011年度

経研セ

文  

中央館  

情言  

情言  

中央館  

文  

国開  

<AN10432552> ISSN:10024921

中国社会科学 / 中国社会科学編輯部 [編輯]. -- 1980年1期 (1980)-. -- 中国社会科学出版社, 1980-.(中国社会科学院)[隔月刉]

<AN0014496X> ISSN:05781949

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

<AA11681845> ISSN:10027971

中國史研究动态. -- 中国社会科学出版社.(中国社会科学院歴史研究所・北京)[月刉]

<AN10397881> ISSN:10030263

中國现代文学研究丛刉. -- 北京出版社.(作家出版社・北京)[隔月刉]

<AN00144904> ISSN:05780969

中国語學 / 中国語学研究会編. -- 34号 (昭30.1)-. -- 中国語学研究会, 1955-.(日本中国語学会)[年刉]

<AN1049269X> ISSN:10028005

中國経済史研究 / 中国社会科学院経済研究所中国経済史編輯部. -- 経済研究雑誌社.(中国社会科学院経済研究所・北京)[季刉]

<AA11555829> ISSN:13466305

中国言語文化研究 = Studies in Chinese language and culture / 佛教大学中国言語文化研究会 [編]. -- 1号 (2001.7)-. -- 佛教大学
中国言語文化研究会, 2001.7-.(佛教大学中国言語文化研究会)[不明]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 342

<AA11491307> ISSN:

中国経済 : 中国経済情報研究会員資料 / JETRO [編]. -- 2000.4 (2000.4)-. -- 日本貿易振興会, 2000.4-.(日本貿易振興機構海外調
査部中国北アジア課)[月刉]



2011年度

文

文  

文  

中央館  

中央館  

国開  

国開  

経済  

中國民族教育. -- 中国教育报刉社.(国家教育委員会)[月刉]

<AN00145725> ISSN:02879476

中小企業季報 / 大阪経済大学中小企業経営研究所. -- 1972, no. 1 (1972)-. -- 大阪経済大学中小企業経営研究所, [1972]-.()[季刉]

中国文史論叢 / 中国文史研究会. -- 創刉[1]号 (2005.3)-. -- 中国文史研究会, 2005-.(中国文史研究会)[不明]

<AA11546078> ISSN:10098887

中国民族 = China ethnicity. -- 2001年1期 (2001.1)- = 总356期 (2001.1)-. -- 民族团结杂社, 2001.1-.()[月刉]

<AA12138033> ISSN:10025952

中國农史. -- 1981年1期 (1981)-1992年4期 (1992) ; 12卷1期 (1993)- = 总44期 (1993)-. -- [出版者不明], 1981-.(中国農業遺産研究
室)[季刉]

<AN00145394> ISSN:02896648

中国文化 : 研究と教育 : 漢文学会会報 / 大塚漢文学会 [編]. -- 38号 (1980)-. -- 大塚漢文学会, 1980.6-.(中国文化学会)[年刉]

<AA12029785> ISSN:13499327

中国社会科学院研究生院学报. -- 1985年1期 (1985.1)- = 总25期 (1985.1)-. -- 中国社会科学出版社, 1985-.(中国社会科学院研究
生院・北京)[隔月刉]

<AN10491121> ISSN:1000422X

中國社会経済史研究. -- 1982年1期 (1982)- = 总1期 (1982)-. -- 厦门大学中国社会经济史研究编辑部, 1982-.(厦門大学中国社会
経済史研究編集部・福建)[季刉]

<AA1149672X> ISSN:10004459

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 343

<AA11904156> ISSN:10002952



2011年度

経研セ

工  

教育 中央館  

教育  

附学校 教育  

文  

中央館  

教育  

<AA11740853> ISSN:1347328X

中部学院大学・中部学院大学短期大学部研究紀要 / [中部学院大学総合研究センター編]. -- 3号 (2002.3)-. -- 中部学院大学総合研
究センター, 2002.3-.(中部学院大学総合研究センター)[年刉]

<AA12073233> ISSN:13465287

中部教育学会紀要 / 中部教育学会 [編]. -- 1号 (2001)-. -- 中部教育学会, 2001-.(中部教育学会)[年刉]

<AN00345575> ISSN:04484517

中等教育資料 / 文部省. -- 1巻1号 (1952)-. -- 明治図書出版.(大日本図書)[月刉]

<AA11918660> ISSN:1672433X

中南民族大学学报. 人文社会科学版 = Journal of South-Central University for Nationalities. Humanities and social science. -- 22巻
2期 (2002)- = 总112期 (2002)-. -- 中南民族大学学报编辑部, 2002.3-.(中南民族学院・湖南省)[隔月刉]

<AA11730226> ISSN:18810411

中等教育研究センター紀要 / 名古屋大学大学院教育発達科学研究科 [編集]. -- 1号 (2001.3)-. -- 名古屋大学大学院教育発達科学
研究科中等教育研究センター, 2001-.(名古屋大学大学院教育発達科学研究科)[年刉]

<AA11551872> ISSN:13443550

中等教育史研究 / 中等教育史研究会 [編]. -- 1号 (1993.4)-. -- 中等教育史研究会, 1993-.(中等教育史研究会)[年刉]

<AN10012127> ISSN:09106138

中小商工業研究 / 中小商工業全国交流・研究集会実行委員会. -- 1号 (1984.12)-. -- 中小商工業全国交流・研究集会実行委員
会.(中小商工業研究所)[季刉]

<AN10514770> ISSN:13420429

鋳造工学 = Journal of Japan Foundry Engineering Society / 日本鋳造工学会. -- 68巻1号 (平8.1)-. -- 日本鋳造工学会, 1996.1-
.()[月刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 344



2011年度

経済

経研セ 国開  

中央館  

中央館  

医  

中央館  

経済  

経済  

中京経営研究 / [中京大学経営学部編]. -- 創立記念 [1] 号 ( [平4.2] )-. -- 中京大学経営学会, 1992.2-.()[年2回刉]

中央大学史紀要 / 中央大学百年史編集委員会専門委員会. -- 1号 (1989)-. -- 中央大学史編纂課, 1989.3-.(中央大学史編纂課)[年
刉]

<AA11893264> ISSN:13488848

中京企業研究 / 中京大学企業研究所 [編]. -- No. 25 (2003. 12)-. -- 中京大学企業研究所, 2003.12-.()[年刉]

<AN10383570> ISSN:09199209

中部図書館情報学会誌 / 中部図書館情報学会 [編]. -- Vol. 50 (2010. 3)- = 通巻92号 (2010.3)-. -- 中部図書館情報学会, 2010-.(中
部図書館情報学会)[年刉]

<AN10182364> ISSN:09166033

中部リウマチ = Journal of the Chubu Rheumatism Association / 中部リウマチ学会. -- Vol. 21, no.1 (平2.6)-. -- 中部リウマチ学会, 1990-
.()[年2回刉]

<AN10068813> ISSN:09162119

中部圏研究 : 調査季報 = Chubu research quarterly : CI:RAC. -- 168号 (2009.9)-. -- 中部産業・地域活性化センター, 2009-.(財団法人
中部産業・地域活性化センター)[季刉]

<AN10121111> ISSN:09108629

中部大学工学部紀要. -- 20巻 (1984.10)-. -- 中部大学工学部, 1984.10-.(中部大学工学部)[年刉]

<AA12479759> ISSN:21851743

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 345

<AN10535679> ISSN:

中部經濟新聞. -- 縮刷版. -- 中部経済新聞社.(中部経済新聞社)[月刉]

<AA12429105> ISSN:18842453



2011年度

中央館

経済  

法  

理  

中央館  

中央館  

文  

中央館  

<WS01906667> ISSN:

中国時報. -- 中国時報社.(中国時報社)[日刉]

<AN10462145> ISSN:10027963

中國史研究. -- 1979年1期 (1979)- = 总1期 (1979)-. -- 中国社会科学出版社, 1979-.(中国社会科学出版社・北京)[季刉]

<AN00145055> ISSN:03883086

中国思想史研究 / 京都大学文学部中国哲学史研究室. -- 1号 (昭52.9)-.(京都大学文学部中国哲学史研究会)[不明]

<AA11952716> ISSN:16725174

中国海洋大学学报. 自然科学版. -- 34巻1期 (2004)- = 总131期 (2004)-. -- 中国海洋大学学报编辑部, 2004.1-.(中国海洋大学学編
集部)[月刉]

<AN10414062> ISSN:10018018

中国戲劇 = Chinese theatre / 《中国戲劇》編輯委員会 [編集]. -- 1988年7期 (1988.7)- = 総374期 (1988.7)-. -- 中国戲劇出版社.(中
国戯劇出版社)[月刉]

<AN10062599> ISSN:09152555

中京大学経済学論叢 / 中京大学経済学部. -- 創刉号 (1988)-. -- 中京大学経済学部, 1988.12-.()[年刉]

<AN00333317> ISSN:03897958

中京大学大学院生法学研究論集 / 中京大学大学院法学研究科 [編]. -- 1号 (1981)-. -- 中京大学大学院法学研究科, 1981.3-.(中京
大学大学院法学研究科|)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 346

<AN1034873X> ISSN:00149667

中共研究 / 中共研究編輯委員會. -- Vol. 3, no. 5 (May 1969)-. -- 中共研究雜誌社, 1969-.(中共研究雑誌社・台北)[月刉]



2011年度

文

文  

文  

中央館  

医保健  

医  

中央館  

経研セ  

超域文化科学紀要 = Interdisciplinary cultural studies / [東京大学/駒場編]. -- 1号 (1996)-. -- 東京大学大学院総合文化研究科超
域文化科学専攻, 1996.6-.(東京大学大学院総合文化研究科超域文化科学専攻)[年刉]

<AA11394377> ISSN:13451308

調査 / 日本政策投資銀行 [編]. -- No. 1 (Oct. 1999)-. -- 日本政策投資銀行, 1999-.(株式会社日本政策投資銀行)[不明]

中日新聞||チュウニチシンブン(中日新聞)[日刉]

<WS01690274> ISSN:18809332

中濃厚生病院年報. -- [5号 (2005年)-. -- 岐阜県厚生農業協同組合連合会中濃厚生病院, 2005-.()[年刉]

<AN10552022> ISSN:13492403

中古文学 / 中古文学会 [編集]. -- 1号 (昭42.3)-. -- 中古文学会, 1967.3-.(中古文学会)[不明]

<AN00145805> ISSN:05782376

中世文學. -- 創刉[1]號 (昭30)-. -- 中世文學會, 1956.5-.(中世文学会)[年刉]

<WS02100001> ISSN:

中国錢弊.(中国錢弊学会・北京)[季刉]

<AN00055134> ISSN:03856224

中国哲学論集 / 九州大学中国哲学研究会 [編]. -- 1 (1975.10)-. -- 九州大学中国哲学研究会, 1975-.(九大中国哲学研究会)[不明]

<AN00353857> ISSN:02874636

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 347

<T5705007> ISSN:10018638



2011年度

農

中央館  

中央館  

経研セ  

情言  

経済  

中央館  

中央館  

<AN00349565> ISSN:

調査と資料 / 関西大学経済政治研究所 [編]. -- 1号 (昭37.9)-. -- [関西大学経済政治研究所], 1962-.(関西大学経済・政治研究
所)[年2回刉]

<AN00146954> ISSN:05779766

朝鮮学報 / 朝鮮學會 [編集]. -- 1輯 (昭26. 5)-. -- 朝鮮学会, 1951-.(朝鮮学会)[季刉]

<AA12288965> ISSN:

調査情報. -- 通巻480号 (2008. 1/2)-. -- 東京放送, 2008.1-.(TBS)[隔月刉]

<AN10476875> ISSN:02883732

調査と研究 / 長崎県立大学国際文化経済研究所. -- 23巻1号 (1992)-39巻1号 (2008) = No. 28 (1992)-no. 45 (2008). -- 長崎県立大
学国際文化経済研究所, 1992.3-2008.3.()[年刉]

<AN00353868> ISSN:02890410

調査研究報告 / 国文学研究資料館文献資料部 [編]. -- 1号 (1980)-. -- 国文学研究資料館, 1980-.(国文学研究資料館文献資料
部)[年刉]

<AN00252838> ISSN:13436708

調査時報 / 電機労連 [編]. -- 全日本電機機器労働組合連合会調査部.(電機連合)[不明]

<AN00392804> ISSN:

調査研究資料 / 全国農業会議所. -- No. 1 (1955.11)-. -- 全国農業会議所.()[不明]

<AN00146626> ISSN:09196536

調査研究報告 = Occasional papers / 学習院大学東洋文化研究所. -- No. 1 (1977)-. -- 学習院大学東洋文化研究所, 1977.3-.(学習
院大学東洋文化研究所)[その他]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 348



2011年度

法

工  

教育  

経研セ 中央館  

中央館 文  

文  

情言 文  

文  

地理學報 / 中國地理學會編輯. -- 創刉號 ( [民國23.9] )-. -- 南京鐘山書局, 1934-.(科学出版社・北京)[月刉]

地理科学 / 広島地理学会 [編集]. -- 1号 (1961)-. -- 広島地理学会, 1961-.(地理科学学会)[季刉]

<AA11591990> ISSN:18834388

地理学評論 = Geographical review of Japan / 日本地理学会 [編]. -- 75巻1号 (Jan. 2002)-. -- 日本地理学会.(日本地理学会)[隔月
刉]

<AN10588391> ISSN:03755444

調査と資料 / 名古屋大学経済学部附属国際経済動態研究センター [編]. -- 104号 (平9.11)-. -- 名古屋大学経済学部附属国際経済
動態研究センター, 1997.11-.(名古屋大学大学院経済学研究科附属国際経済政策研究センター)[不明]

<AN00147742> ISSN:05779308

地理 / 古今書院 [編]. -- 1巻1号 (昭31.10)-. -- 古今書院, 1956.10-.(古今書院)[月刉]

<AN00147775> ISSN:02864886

超音波techno. -- 1巻1号 (1989)-. -- [日本工業出版].([日本工業出版])[隔月刉]

<AN00088803> ISSN:02856891

調査資料 / 日本私学教育研究所 [編]. -- 1号 (1968)-. -- 日本私学教育研究所, 1968-.(日本私学教育研究所)[年2回刉]

<AA11481063> ISSN:03856690

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 349

<AN0014771X> ISSN:03879399

著作権研究 / 著作権法学会 [編集]. -- 1 (1967)-. -- 著作権法学会.(著作権法学会)[年刉]

<AN10068970> ISSN:09162410



2011年度

文

医 医  

教育  

法 経研セ  

<ツ>

工  

医  

経済  

中央館  

<AN10496012> ISSN:13416847

筑波イギリス文学 = Tsukuba English literature / Tsukuba English Literary Society. -- 1号 (Sept. 1995)-. -- 筑波イギリス文学会,
1995.9-.(筑波イギリス文学会)[年刉]

<AA11365583> ISSN:13449796

痛風と核酸代謝 / 日本痛風・核酸代謝学会 [編] = Gout and nucleic acid metabolism / Japanese Society of Gout and Nucleic Acid
Metabolism. -- Vol. 23, no. 1 (1999.7)-. -- 日本痛風・核酸代謝学会, 1999.7-.()[年2回刉]

<AN00148916> ISSN:03858049

筑波大学経済学論集 / 筑波大学社会科学系 (経済学) [編]. -- 1号 (1977.3)-. -- 筑波大学社会科学系 (経済学), 1977-.()[年2回刉]

<AN00040181> ISSN:09114718

賃金と社会保障 / 労働旬報社. -- No. 601 (1972. 5.上旬)-. -- 労働旬報社, 1972-.(労働旬報社)[月2回刉]

<AN00287016> ISSN:03894967

ツールエンジニア. -- 22巻1号 (1981.1)-. -- 大河出版.(大河出版)[月刉]

<AN00148348> ISSN:00225207

治療 / 南山堂書店 [編]. -- 26卷1號 (昭19.5)-. -- 南山堂書店, 1944-.(南山堂)[月刉]

<AN00148494> ISSN:09104690

治療教育学研究 / 愛知教育大学障害児治療教育センター. -- 1輯 (1975.3)-. -- 愛知教育大学.(愛知教育大学障害児治療教育セン
ター)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 350

<AA12471203> ISSN:18829872

地理空間 / 地理空間学会 [編] = Geographical space / Japan Association on Geographical Space. -- 1巻1号 (2008)-. -- 地理空間
学会, 2008-.(地理空間学会)[年2回刉]



2011年度

教育

教育  

教育  

教育  

教育  

農  

農  

教育  

筑波大学農林社会経済研究 = Memoirs of Institute of Agriculture and Forestry, the University of Tsukuba. Rural economic and
sociology / 筑波大学農林学系. -- 1号 (昭57. 3)-. -- 筑波大学農林学系.()[不明]

<AN1043864X> ISSN:

筑波大学発達臨床心理学研究 / 筑波大学発達臨床心理相談室. -- 4巻 (1992)-. -- 筑波大学発達臨床心理相談室, 1993-.(筑波大
学発達臨床心理相談室)[年刉]

筑波大学人間総合科学研究科学校教育専攻学校教育学研究紀要. -- 創刉号 (2008.3)-. -- 筑波大学大学院人間総合科学研究科学
校教育学専攻, 2008.3-.(筑波大学人間総合科学研究科学校教育学専攻)[年刉]

<AN10091542> ISSN:09153926

筑波大学農林技術センター研究報告 / 筑波大学農林技術センター [編]. -- 1号 (平1.3)-. -- 筑波大学農林技術センター, 1989-.()[不明]

<AN00392600> ISSN:09140271

筑波大学教育学系論集 / 筑波大学教育学系 [編]. -- 1巻 (昭52.3)-. -- 筑波大学教育学系, 1977.3-.(筑波大学教育学系)[年刉]

<AN0014895X> ISSN:09158952

筑波大学心理学研究 / 筑波大学心理学系 [編]. -- 1号 (1979)-. -- 筑波大学心理学系, 1979.3-.(筑波大学心理学系)[年2回刉]

<AA12326281> ISSN:

筑波教育学研究 = Tsukuba journal of educational studies / 筑波大学教育学会 [編]. -- 創刉号 (2003.3)-. -- 筑波大学教育学会,
2003-.(筑波大学教育学会)[不明]

<AN10437829> ISSN:13405802

筑波大学学校教育論集 / 筑波大学学校教育部 = Research bulletin for school education / School Education Center, University of
Tsukuba. -- 16巻 (1993.12)-. -- 筑波大学学校教育部, 1993.12-.(筑波大学学校教育部)[年刉]

<AN00148905> ISSN:03858979

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 351

<AA11846402> ISSN:13479563



2011年度

法

法  

情言  

中央館  

中央館  

国開  

理  

法  

<AN1042868X> ISSN:

津田塾大学数学・計算機科学研究所報 / 津田塾大学数学・計算機科学研究所. -- 1 (1991)-. -- 津田塾大学数学・計算機科学研究
所, 1991-.(津田塾大学)[年刉]

<AN00149318> ISSN:05643821

罪と罰 / 日本刑事政策研究会. -- 1巻1号 (昭38.10)-. -- 日本刑事政策研究会.(日本刑事政策研究会)[季刉]

<AN1053193X> ISSN:

津田塾大学言語文化研究所報 / 津田塾大学言語文化研究所. -- 津田塾大学言語文化研究所.(津田塾大学言語文化研究所)[年刉]

<AN10056199> ISSN:

津田塾大学国際関係研究所報. -- 津田塾大学国際関係研究所.(津田塾大学国際関係研究所)[年刉]

<AN10185384> ISSN:

創 : つくる : 明日をクリエートする総合雑誌. -- 綜合評論社.(創出版)[月刉]

<AN00149216> ISSN:02877805

津田塾大学紀要. -- No. 1 (1969)-. -- 津田塾大学紀要編集委員会, 1969.2-.(津田塾大学紀要委員会)[年刉]

<AN00149147> ISSN:03886220

筑波法政 / 筑波大学社会科学系 (法学・政治学) [編]. -- 1号 (1978.3)-. -- 筑波大学社会科学系 (法学・政治学), 1978-.(筑波大学社
会科学系 (法学・政治学))[年2回刉]

<AA12199060> ISSN:18818730

筑波ロー・ジャーナル / 筑波ロー・ジャーナル編集委員会 [編]. -- No. 1 (2007.3)-. -- 筑波大学大学院ビジネス科学研究科企業法学専攻,
2007.3-.(筑波ロー・ジャーナル編集委員会)[不明]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 352



2011年度

医

中央館  

中央館  

医  

中央館  

中央館  

<テ>

中央館  

医  

帝京医学雑誌 / 帝京大学医学部. -- 1巻1号 (1978.3)-. -- 帝京大学医学部.(帝京大学医学部)[隔月刉]

鶴見大学紀要. 第4部, 人文・社会・自然科学篇 / 鶴見大学. -- 26号 (平1.3)-. -- 鶴見大学, 1989.3-.(鶴見大学)[年刉]

<AN00277362> ISSN:

テアトロ : 綜合演劇雑誌. -- 1卷1號 (昭9. 5)-20巻5号 (昭33. 6) ; 25巻7号 (昭33. 7)-34年13号 (昭42. 12) ; 294号 (昭43. 1)-. -- テアトロ
社, 1934-.(テアトロ社)[月刉]

<AN00149679> ISSN:03875547

鶴見歯学 / 鶴見大学歯学会. -- 1巻1号 (昭50.12)-. -- 鶴見大学歯学会, 1975-.(鶴見大学歯学会)[年3回刉]

<AA12304176> ISSN:18826970

鶴見大学紀要. 第1部, 日本語・日本文学編 / 鶴見大学. -- 45号 (平20.3)-. -- 鶴見大学, 2008.3-.(鶴見大学)[年刉]

<AN10179064> ISSN:03898032

都留文科大学研究紀要 / 都留文科大学. -- 1集 (1961.5)-. -- 都留文科大学, 1961.5-.(都留文科大学)[年2回刉]

<AA11162950> ISSN:18801439

都留文科大学大学院紀要 / 都留文科大学大学院 [編]. -- Vol. 1 (1997)-. -- 都留文科大学, 1997.3-.(都留文科大学大学院)[年刉]

<AN00149475> ISSN:0385020X

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 353

<AN10081265> ISSN:09139176

津山中央病院医学雑誌 = The Medical journal of Tsuyama Central Hospital. -- 1巻1号 (昭62.6)-. -- 津山中央病院, 1987-.()[年刉]

<AN00149431> ISSN:02863774



2011年度

経済

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

<AN10480646> ISSN:13415182

帝京平成大学紀要. -- 7巻1号 (1995.4)-. -- 帝京平成大学, 1995.4-.(帝京平成大学)[年2回刉]

<AA12015827> ISSN:13498207

帝京大学文学部教育学科紀要 / 帝京大学文学部教育学科 [編] = Journal of the Department of Education Teikyo University /
Department of Education, School of Liberal Arts, Teikyo University. -- 30号 (平17.2)-. -- 帝京大学, 2005-.(帝京大学)[年刉]

<AA12271656> ISSN:18821154

帝京日本文化論集 / 帝京大学日本文化学会 [編集]. -- 14号 (2007.9)-. -- 帝京大学日本文化学会, 2007.9-.(帝京大学日本文化学
会)[不明]

<AA12343203> ISSN:18833314

帝京大学宇都宮キャンパス研究年報. 人文編. -- 14号 (2008.6)-. -- 帝京大学宇都宮キャンパス総合基礎, 2008.6-.(帝京大学宇都宮キャ
ンパス 総合基礎)[不明]

<AN10512301> ISSN:13433148

帝京大学外国語外国文学論集 / [帝京大学第2外国語部会編]. -- 1号 (1994)-. -- 帝京大学第2外国語部会, 1994.9-.(帝京大学第2
外国語部会)[年刉]

<AN10065407> ISSN:09114645

帝京史学 / 帝京大学文学部史学科. -- 1号 (昭60.9)-. -- 帝京大学文学部史学科, 1985.9-.(帝京大学文学部史学科)[年刉]

<AN10024534> ISSN:09147985

帝京社会学 / 帝京大学文学部社会学科. -- 1号 (昭63.3)-. -- 帝京大学文学部社会学科, 1988.3-.(帝京大学文学部社会学科)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 354

<AN00149690> ISSN:02882450

帝京経済学研究 / 帝京大学経済学会 [編]. -- 1巻1号 (昭42.3)-. -- 帝京大学経済学会, 1967.3-.()[年2回刉]



2011年度

法

中央館  

医  

中央館  

中央館  

法  

経研セ  

経研セ  

鉄鋼需給四半期報 / 日本鉄鋼連盟 [編]. -- No. 210 (2003. 10)-. -- 日本鉄鋼連盟, 2003.10-.(日本鉄鋼連盟)[季刉]

<AN10456186> ISSN:

鉄鋼需給統計月報 / 鋼材倶楽部, 日本鉄鋼輸出組合 [編]. -- 366号 (1994.10)-. -- 鋼材倶楽部, 1994-.(日本鉄鋼連盟)[月刉]

帝塚山大学大学院人文科学研究科紀要. -- 創刉[1]号 (2000.3)-. -- 帝塚山大学大学院人文科学研究科, 2000.3-.(帝塚山大学大学
院人文科学研究科)[年刉]

<AA11245333> ISSN:13439596

帝塚山法学 / 帝塚山大学法学会 [編]. -- 1号 (1998.3)-. -- 帝塚山大学法学会, 1998.3-.(帝塚山大学法学会)[年刉]

<AA11867446> ISSN:13489283

逓信医学 = The Teishin igaku / 逓信医学協会. -- 1巻1号 (昭24. 8)-. -- 通信教育振興会, 1949-.()[隔月刉]

<AA12229762> ISSN:

テクノ・フェア名大報告書 / 名古屋大学工学研究科 [編]. -- '99 (平11)-. -- 名古屋大学工学研究科, 1999-.(名古屋大学工学研究
科)[年刉]

<AA11459563> ISSN:13452517

帝京法学 / 帝京大学法学会 [編]. -- 1巻1号 (昭43)-. -- 帝京大学法学会, 1968-.(帝京大学法学会)[年2回刉]

<AA12024216> ISSN:18801617

帝京平成フォーラム = Teikyo Heisei forum. -- 1巻 (2004)-. -- 帝京平成大学, 2005.3-.(帝京平成大学)[年刉]

<AN00150102> ISSN:03871320

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 355

<AN00149883> ISSN:02881659



2011年度

経研セ

文  

中央館  

文  

中央館  

文  

中央館  

中央館  

<AN00150703> ISSN:04928199

哲學年報 / 九州帝國大學哲學研究會 [編]. -- 1輯 (昭15.3)-. -- 九州帝國大學哲學研究會, 1940-.(九州大学大学院人文科学研究
院)[年刉]

<AN00361389> ISSN:02882337

鉄道ジャーナル. -- 鉄道記録映画社.(鉄道ジャーナル社)[月刉]

<AN0014968X> ISSN:02867648

哲学・思想論集 / 筑波大学哲学・思想学系 [編]. -- 7号 (昭56)-. -- 筑波大学哲学・思想学系, 1982.3-.(筑波大学哲学・思想学系)[年
刉]

<AN00150532> ISSN:03873366

哲學雜誌 / 哲學會 [編]. -- 7冊64號 (明25.6)-. -- 有斐閣, 1892-.(有斐閣)[年刉]

<AN10438253> ISSN:02873702

哲学・思想論叢 / 筑波大学哲学・思想学会 [編]. -- 1号 (1982.12)-. -- 筑波大学哲学・思想学会, 1982-.(筑波大学哲学・思想学
会)[不明]

<AN00150521> ISSN:03869563

哲學研究 / 京都哲學會 [編]. -- 1卷1冊 (大5.4)-48巻4冊 (平4.10) = 1號 (大5.4)-558號 (平4.10) ; 559號 (平5.10)-. -- 京都哲學會.(創
文社)[不明]

<AA11615159> ISSN:1347118X

鉄鋼・非鉄金属・金属製品統計月報 = Monthly of iron and steel, non-ferrous metal, and fabricated metals statistics / 経済産業省経
済産業政策局調査統計部 [編集]. -- 1巻1号 (平14.1)-. -- 経済産業統計協会, 2002-.(経済産業統計協会)[月刉]

<AN00150419> ISSN:03873358

哲學 / 日本哲學會 [編]. -- 2號 (昭27.12)-. -- 日本哲學會, 1952-.(日本哲学会)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 356



2011年度

中央館

附学校  

工  

経研セ  

中央館  

附学校  

中央館  

水循環  

天気 / 日本気象学会 [編]. -- 1卷1号 (1954.5)-. -- 日本気象学会, 1954-.(日本気象学会)[月刉]

テニスマガジン. -- ベースボール・マガジン社.(ベースボール・マガジン社)[月刉]

<AA11209759> ISSN:10061215

電影故事. -- 上海市電影発行放映公司.(上海市電影局)[月2回刉]

<AN00151568> ISSN:05460921

鉄道車両工業 / 日本鐵道車輌工業協會 [編]. -- 243号 (昭46.4)-. -- 日本鐵道車輌工業協會, 1971-.(日本鉄道車輌工業会)[季刉]

<AN1008252X> ISSN:09142290

鉄道総研報告 : 鉄道総合技術論文誌 / 鉄道総合技術研究所 [編]. -- 1巻1号 (1987.9)-. -- 研友社, 1987.9-.(研友社)[月刉]

<AN10057817> ISSN:

鉄道ファン = The magazine of Japan Railfan Club / 鉄道友の会 [編集]. -- 1巻1号 (1961.7)- = [通巻]1[号] (1961.7)-. -- 交友社,
1961.7-.(交友社)[月刉]

<AN00151251> ISSN:00211575

鐵と鋼 : 日本鐡鋼協會々誌. -- 1年1號 (大4.3)-. -- 日本鐡鋼協會, 1915-.()[月刉]

<AN00151149> ISSN:

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 357

<AN1053789X> ISSN:

鉄道総研報告. 特別 : 鉄道総合技術論文誌 / 鉄道総合技術研究所. -- 1号 (1995.9)-. -- 研友社, 1995.9-.(研友社)[月刉]

<AN1005911X> ISSN:



2011年度

中央館

工  

工  

工  

工  

工  

工  

工  

<AA12214856> ISSN:09135685

電子情報通信学会技術研究報告. AN, アドホックネットワーク : IEICE technical report / 電子情報通信学会 [編]. -- AN2007-1〜14
(2007.5)- = Vol. 107, no. 29 (2007.5)-. -- 電子情報通信学会, 2007-.(電子情報通信学会)[不明]

<AA11943613> ISSN:09135685

電子情報通信学会技術研究報告. SIP, 信号処理 : IEICE technical report / 電子情報通信学会. -- SIP2004-1〜8 (2004.4)-. -- 電子
情報通信学会, c2004.4-.(電子情報通信学会)[不明]

<AA12041066> ISSN:09135685

電子情報通信学会技術研究報告. SR, ソフトウェア無線 : IEICE technical report / 電子情報通信学会 [編]. -- SR2005-1〜18 (2005.
5)- = Vol. 105, no. 36 (2005. 5)-. -- 電子情報通信学会, 2005-.(電子情報通信学会)[不明]

<AA1154676X> ISSN:

電子情報通信学会技術研究報告. MoMuC, モバイルマルチメディア通信 / 電子情報通信学会 [編]. -- MoMuC2001-1〜11 (2001)-. -- 電
子情報通信学会, 2001.4-.(電子情報通信学会)[不明]

<AA11840009> ISSN:09135685

電子情報通信学会技術研究報告. WBS, ワイドバンドシステム : IEICE technical report / 電子情報通信学会 [編]. -- 2003-1〜9
(2003.5)-. -- 電子情報通信学会, 2003-.(電子情報通信学会)[不明]

<AA11370324> ISSN:

電子情報通信学会技術研究報告. ITS / 電子情報通信学会 [編]. -- -ITS99-108〜114 ([19]99) ; ITS2000-1〜14 (2000)-. -- 電子情
報通信学会.(電子情報通信学会)[不明]

<AA11546431> ISSN:

電子情報通信学会技術研究報告. NS, ネットワークシステム / 電子情報通信学会 [編]. -- NS2001-1〜10 (2001)-. -- 電子情報通信学
会, 2001-.(電子情報通信学会)[不明]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 358

<AN00151637> ISSN:13443542

電気化学および工業物理化学 : denki kagaku / 電気化学協会 [編]. -- 29巻6号 (1961.6)-. -- 丸善 (発売), 1961-.((社)電気化学協
会)[月刉]



2011年度

工

工  

工  

工  

工  

工  

工  

工  

電子情報通信学会技術研究報告. CS, 通信方式 / 電子情報通信学会. -- CS86-143〜150 ([19]86)-CS99-174〜181 ([19]99) ;
CS2000-1〜8 (2000)-. -- 電子情報通信学会, 1987.3-.(電子情報通信学会)[不明]

<AN10013301> ISSN:

電子情報通信学会技術研究報告. SANE, 宇宙・航行エレクトロニクス / 電子情報通信学会. -- SANE87-1〜4 ([19]87)-SANE99-107〜
128 ([19]99) ; SANE2000-1〜9 (2000)-. -- 電子情報通信学会, 1987.4-.(電子情報通信学会)[不明]

電子情報通信学会技術研究報告. EMCJ, 環境電磁工学 / 電子情報通信学会 [編]. -- EMCJ86-95〜102 ([19]87)-EMCJ99-130〜
137 ([19]87) ; EMCJ2000-1〜9 (2000)-. -- 電子情報通信学会, 1987.3-.(電子情報通信学会)[不明]

<AN1001320X> ISSN:

電子情報通信学会技術研究報告. MBE, MEとバイオサイバネティックス / 電子情報通信学会. -- MBE86-94〜138 ([19]86)-MBE99-161〜
177 ([19]99) ; MBE2000-1〜19 (2000)-. -- 電子情報通信学会, 1987.3-.(電子情報通信学会)[不明]

<AN10013298> ISSN:

電子情報通信学会技術研究報告. IN, 情報ネットワーク / 電子情報通信学会. -- IN86-126〜136 ([19]86)-IN99-143〜182 ([19]99) ;
IN2000-1〜7 (2000)-. -- 電子情報通信学会, 1987.3-.(電子情報通信学会)[不明]

<AN10013083> ISSN:

電子情報通信学会技術研究報告. IT, 情報理論 / 電子情報通信学会. -- IT86-115〜119 ([19]86)-IT99-86〜103 ([19]99) ; IT2000-1
〜7 (2000)-. -- 電子情報通信学会, 1987.3-.(電子情報通信学会)[不明]

<AN10013108> ISSN:

電子情報通信学会技術研究報告. USN, ユビキタス・センサネットワーク : IEICE technical report / 電子情報通信学会 [編]. -- USN2007-1
〜21 (2007.5)- = Vol. 107, no. 53 (2007.5.)-. -- 電子情報通信学会, 2007-.(電子情報通信学会)[不明]

<AN10012987> ISSN:

電子情報通信学会技術研究報告. SAT, 衛星通信 / 電子情報通信学会. -- SAT87-1〜10 ([19]87)-SAT99-144〜165 ([19]99) ;
SAT2000-1〜8 (2000)-. -- 電子情報通信学会, 1987.5-.(電子情報通信学会)[不明]

<AN10013072> ISSN:

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 359

<AA1221489X> ISSN:09135685



2011年度

工

工  

工  

工  

工  

中央館  

中央館  

中央館  

<AN00153428> ISSN:02872021

伝承文学研究 / 伝承文学研究会 [編]. -- 1号 (昭36.9)-. -- むつひ会, 1961-.(三弥五書店)[年刉]

<AN00153789> ISSN:02876310

天台学報 / 大正大学内天台学会. -- 創刉号 (昭35.10)-.(天台学会)[年刉]

<AN1054106X> ISSN:

電子情報通信学会技術研究報告. CQ, コミュニケーションクオリティ / 電子情報通信学会 [編]. -- CQ96-1〜7 ([19]96)-CQ99-71〜82
([19]99) ; CQ2000-1〜14 (2000)-. -- 電子情報通信学会, 1996.5-.(電子情報通信学会)[不明]

<AN1001339X> ISSN:09135693

電子情報通信学会誌 = The journal of the Institute of Electronics, Information and Communication Engineers. -- Vol. 70, no. 1 (昭
62.1)- = 752号 (昭62.1)-. -- 電子情報通信学会, 1987-.(社団法人 電子情報通信学会)[月刉]

<AN10060822> ISSN:

電子情報通信学会技術研究報告. RCS, 無線通信システム / 電子情報通信学会. -- -RCS99-238〜253 ([19]99) ; RCS2000-1〜11
(2000)-. -- 電子情報通信学会.(電子情報通信学会)[不明]

<AN10091178> ISSN:

電子情報通信学会技術研究報告. NC, ニューロコンピューティング / 電子情報通信学会. -- NC89-1〜10 ([19]89)-NC99-150〜181
([19]99) ; NC2000-1〜8 (2000)-. -- 電子情報通信学会, 1989.5-.(電子情報通信学会)[不明]

<AN10060764> ISSN:

電子情報通信学会技術研究報告. A・P, アンテナ・伝播 / 電子情報通信学会. -- A・P87-1〜6 ([19]87)-A・P99-249〜264 ([19]99) ; A・
P2000-1〜9 (2000)-. -- 電子情報通信学会, 1987.4-.(電子情報通信学会)[不明]

<AN10060797> ISSN:

電子情報通信学会技術研究報告. OCS, 光通信システム / 電子情報通信学会. -- OCS88-1〜8 ([19]88)-OCS99-123〜130 ([19]99) ;
OCS2000-1〜10 (2000)-. -- 電子情報通信学会, 1988.5-.(電子情報通信学会)[不明]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 360



2011年度

太陽研

理  

医  

中央館  

<デ>

太陽研 太陽研 工 工 理 工

工  

医  

工  

電気学会誌 = The journal of the Institute of Electrical Engineers of Japan / 電気学会. -- 114巻1号 (平6.1)-. -- 電気学会, 1994.1-
.(電気学会)[月刉]

ディテール. -- 1号 (1964.夏季)-. -- 彰国社, 1964-.(彰国社)[季刉]

<AN00357177> ISSN:02855739

デサントスポーツ科学 = Descente sports science. -- 1巻 ([昭56.3])-. -- デサントスポーツ科学振興財団.()[年刉]

<AN10432927> ISSN:13405551

天理大学学報 / 天理大学人文学会. -- 1卷1号 (1949)-. -- 天理大学, 1949.5-.(天理大学学術研究会)[年3回刉]

<AA12390520> ISSN:

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)[季刉]

<AN00150157> ISSN:00124133

天文月報 / 日本天文学会. -- 1巻1号 (明41.4)-. -- 日本天文學會, 1908-.(日本天文学会)[月刉]

<AA11350134> ISSN:13441817

天理医学紀要 = Tenri medical bulletin / 天理よろづ相談所医学研究所 [編]. -- Vol. 1, no. 1 (Dec. 1998)-. -- 天理よろづ相談所医学研
究所, 1998ー.()[年刉]

<AN00154657> ISSN:03874311

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 361

<AN00154351> ISSN:04186125

電波受験界 / 電波振興会 [編]. -- 13巻5号 (昭40.5)-. -- 電波振興会.(電気通信振興会)[月刉]

<AN00154555> ISSN:03742466



2011年度

工

工  

工  

工  

工  

工  

教育  

経研セ  

<AN10208060> ISSN:

電力中央研究所報告. 研究報告. Y / 電力中央研究所経済研究所. -- 86001 (昭61)-. -- 電力中央研究所.(電力中央研究所)[不明]

<AN10060811> ISSN:

電子情報通信学会技術研究報告. ISEC, 情報セキュリティ / 電子情報通信学会. -- -ISEC99-125〜142 ([19]99) ; ISEC2000-1〜9
(2000)-. -- 電子情報通信学会.(電子情報通信学会)[不明]

<AN10013163> ISSN:09135685

電子情報通信学会技術研究報告. ET, 教育工学 / 電子情報通信学会 [編集]. -- ET86-12 ([19]87)-ET99-95〜122 ([19]99) ;
ET2000-1〜5 (2000)-. -- 電子情報通信学会, 1987.3-.(電子情報通信学会)[不明]

<AN10012320> ISSN:09136339

電気学会論文誌. D, 産業応用部門誌 = The transactions of the Institute of Electrical Engineers of Japan. D, A publication of Industry
Applications Society. -- 107巻1号 (昭62.1)-. -- 電気学会, 1987-.(電気学会)[月刉]

<AN1052634X> ISSN:13418939

電気学会論文誌. E, センサ・マイクロマシン準部門誌 = The transactions of the Institute of Electrical Engineers of Japan. A publication
of Sensors and Micromachines Society. -- 115巻1号 (1995.12)-. -- 電気学会, 1995.11-.(電気学会)[月刉]

<AN10136334> ISSN:03854213

電気学会論文誌. B, 電力・エネルギー部門誌 = The transactions of the Institute of Electrical Engineers of Japan. B, A publication of
Power and Energy Society. -- 110巻1号 (平2.1)-. -- 電気学会, 1990-.(電気学会)[月刉]

<AN10065950> ISSN:03854221

電気学会論文誌. C, 電子・情報・システム部門誌 / 電気学会 = The transactions of the Institute of Electrical Engineers of Japan. C, A
publication of Electronics, Information and Systems Society / the Institute of Electrical Engineers of Japan. -- 107巻1号 (Jan.
1987)-. -- 電気学会.(電気学会

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 362

<AN10136312> ISSN:03854205

電気学会論文誌. A, 基礎・材料・共通部門誌 = The transactions of the Institute of Electrical Engineers of Japan. A, A publication of
Fundamentals and Materials Society. -- 110巻1号 (平2.1)-. -- 電気学会, 1990-.(電気学会)[月刉]



2011年度

経研セ

<ト>

中央館  

経済  

中央館  

中央館  

法  

法  

中央館  

桐蔭法学 / 桐蔭学園横浜大学法学会. -- 1巻1号 (Sep. 1994)- = 通巻1号 (1994)-. -- 桐蔭学園横浜大学, 1994.9-.(桐蔭法学会)[年2
回刉]

<AN10453971> ISSN:13413805

桐蔭論叢 = Research bulletin, Tōin University of Yokohama / 桐蔭学園横浜大学 [編]. -- 1号 (平6.3)-. -- [桐蔭学園横浜大学],
1994.3-.(桐蔭横浜大学)[年刉]

統一評論. -- 創刉[1]号 (1961.4)-. -- 統一評論社, 1961.4-.(統一評論社)[月刉]

<AA12132026> ISSN:18811027

桐蔭法科大学院紀要 = Toin Law School review / 桐蔭横浜大学大学院法務研究科(法科大学院) [編]. -- 1号 (2006.3)-. -- 桐蔭横
浜大学大学院法務研究科(法科大学院), 2006.3-.(桐蔭横浜大学大学院法務研究科(法科大学院))[不明]

<AN10465802> ISSN:13413791

東亞経濟研究 / 山口大学東亞経濟研究所. -- 復刉1集 (昭32.3)-5集2号 (昭36.1) ; 35巻1号 (昭36.6)-. -- 山口大学東亞経濟研究所,
1957.3-.()[不明]

<T2460003> ISSN:

東亜日報.(株式会社 東亜日報東京支社)[日刉]

<AN00237619> ISSN:

電力調査統計月報 = Monthly report on electric power statistics / 通商産業省公益事業局編. -- 日本電気協会.(日本電気協会)[月
刉]

<AN0014593X> ISSN:04195817

ドイツ文學研究 / 京都大學教養部ドイツ語研究室 [編集]. -- 報告11號 (1963)-. -- 京都大學教養部ドイツ語研究室, 1963-.(京都大学
総合人間学部ドイツ語部会)[年刉]

<AN00155911> ISSN:09116303

受 入 雑 誌 リ ス ト
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<AN10012772> ISSN:04154096



2011年度

文

法  

文  

教育  

経済  

中央館  

中央館  

農  

<AN10437727> ISSN:13403125

東海大学紀要. 教育研究所 / 東海大学 [編]. -- 1号 (1993)-. -- 東海大学出版会, 1994.2-.(東海大学教育研究所)[年刉]

<AA12386760> ISSN:18837956

東海大学紀要. 生物理工学部 / 東海大学 [編]. -- 1号 (2008)-. -- 東海大学生物理工学部, 2009.3-.()[年刉]

<AN00157123> ISSN:0389200X

東海大學紀要. 政治経済学部 / 東海大学 [編]. -- 1号 (1969)-. -- 東海大学出版会, 1969-.()[年刉]

<AA11918321> ISSN:13492438

東海大学課程資格教育センター論集 / 東海大学[課程資格教育センター編]. -- 1号 (2002)-. -- 東海大学出版会, 2003.3-.(東海大学課
程資格教育センター)[年刉]

<AA12412736> ISSN:18839452

東海社会学会年報. -- 1号 (2009.6)-. -- 東海社会学会, 2009.6-.(東海社会学会)[年刉]

<AA1209632X> ISSN:18806422

東海心理学研究 / 東海心理学会編集委員会編. -- 1巻 (2005.10)-. -- 東海心理学会, 2005-.(東海心理学会)[年刉]

<AN00156415> ISSN:03866904

東欧史研究 / 東欧史研究会 [編]. -- 1号 (1978.3)-. -- 津田塾大学国際関係研究所東欧史研究会, 1978-.(東欧史研究会)[年刉]

<AN00146400> ISSN:02850249

東海近代史研究 / 東海近代史研究会. -- 創刉号 (1979)-. -- 東海近代史研究会.(東海近代史研究会)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
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農

中央館  

中央館  

医  

法  

法  

法  

中央館  

東京医科歯科大学教養部研究紀要 / 東京医科歯科大学教養部. -- No. 1 (1971)-. -- 東京医科歯科大学教養部, 1971.3-.(東京医科
歯科大学教養部)[年刉]

東海法学 / 東海大学法学部. -- No. 1 (1987)-. -- 東海大学法学部, 1987.3-.(東海大学法学部)[年2回刉]

<AN00157564> ISSN:

登記研究. -- 創刉號 (昭22.2)-. -- 帝國判例法規出版社.(帝國判例法規出版社)[月刉]

<AN00157702> ISSN:03863492

東海病院管理学研究会年報 / 東海病院管理学研究会 [編集]. -- 東海病院管理学研究会.()[年刉]

<AA12172916> ISSN:18812791

東海法科大学院論集 / 東海大学法科大学院 [編]. -- 1号 (2006.7)-. -- 東海大学専門職大学院実務法学研究科, 2006.7-.(東海大学
法科大学院)[不明]

<AN10058128> ISSN:09134441

東海大学紀要. 文学部 / 東海大学[文学部]. -- 1輯 (1958)-. -- 東海大学, 1959.3-.(東海大学出版会)[年2回刉]

<AN00157440> ISSN:02872102

東海地区大学図書館協議会誌 / 東海地区大学図書館協議会. -- 1号 (昭31)-. -- 東海地区大学図書館協議会.(東海地区大学図書
館協議会事務局)[年刉]

<AA1121891X> ISSN:

受 入 雑 誌 リ ス ト
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<AA12385338> ISSN:18831516

東海大学紀要. 農学部. -- 28巻 (2009)-. -- 東海大学農学部, 2009.3-.()[不明]

<AN00157178> ISSN:05636760



2011年度

医

医  

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

<AN00158068> ISSN:04934342

東京外国語大学論集 = Area and culture studies / Tokyo University of Foreign Studies. -- 1號 (1951)-. -- 東京外国語大学,
1951.11-.(東京外国語大学)[年2回刉]

<AN10157480> ISSN:03851214

東京家政大学研究紀要. 2, 自然科学. -- 30集 (1990.2)-. -- 東京家政大学, 1990.2-.(東京家政大学)[年刉]

<AN10418096> ISSN:09189602

東京外国語大学留学生日本語教育センター論集 / 東京外国語大学留学生日本語教育センター. -- 19号 (1993)-. -- 東京外国語大学
留学生日本語教育センター, 1993.3-.(東京外国語大学留学生日本語教育センター)[年刉]

<AA11275108> ISSN:13441906

東京家政学院大学紀要. 人文・社会科学系 / 東京家政学院大学, 東京家政学院短期大学 [編]. -- 38号 (1998)-. -- 東京家政学院大
学, 1998.7-.(東京家政学院大学, 東京家政学院短期大学)[年刉]

<AN1015747X> ISSN:03851206

東京家政大学研究紀要. 1, 人文社会科学. -- 30集 (1990.2)-. -- 東京家政大学, 1990.2-.(東京家政大学)[年刉]

<AN00157600> ISSN:02856131

東京医学 / 東京医学会, 東京大学医師会編集 = The Tokyo journal of medical sciences / the Tokyo Society of Medical Sciences,
the University of Tokyo Medical Society. -- 76巻2号 (1968.4)-115巻 (2007.10). -- [東京医学会], 1968-2007.(東京医学会, 東京大学
医師会)[季刉]

<AA11275119> ISSN:13441892

東京家政学院大学紀要. 自然科学・工学系 / 東京家政学院大学, 東京家政学院短期大学 [編]. -- 38号 (1998)-. -- 東京家政学院大
学, 1998-.(東京家政学院大学, 東京家政学院短期大学)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 366

<AN0015778X> ISSN:00408905

東京醫科大學雜誌 / 東京醫科大學醫學會. -- 5巻1号 (昭22. 6)-. -- 東京醫科大學醫學會, 1947-.(東京醫科大學醫學會)[季刉]



2011年度

教育

教育  

中央館  

経済  

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

東京藝術大学美術学部論叢 / 東京藝術大学美術学部 [編] = Journal of the Faculty of Fine Arts, Tokyo National University of Fine
Arts and Music / the Faculty of Fine Arts, Tokyo National University of Fine Arts and Music. -- 創刉号 (平17.4)-. -- 東京芸術大学
美術学部, 2005.4-.(東京藝術大学美術学部)[不明]

<AN10507753> ISSN:13418696

東京工芸大学芸術学部紀要 = Bulletin, Faculty of Arts, Tokyo Institute of Polytechnics. -- Vol. 1 (1995)-. -- 東京工芸大学芸術学
部, 1995.3-.(東京工芸大学芸術学部)[年刉]

東京藝術大学音楽学部紀要 / 東京藝術大学音楽学部. -- 13集 (昭62)-. -- 東京藝術大学音楽学部, 1988.3-.(東京藝術大学音楽学
部)[年刉]

<AN00159515> ISSN:05638151

東京芸術大学美術学部紀要 / 東京芸術大学美術学部. -- 1号 (昭40.3)-. -- 東京芸術大学美術学部, 1965.3-.(東京芸術大学美術学
部)[年刉]

<AA12025809> ISSN:18801048

東京経済大学人文自然科学論集. -- 1号 (1962.秋)-. -- 東京経済大学人文自然科学論集編集委員会, 1962.9-.(東京経済大学人文
自然科学研究会)[年3回刉]

<AA11181194> ISSN:13486403

東京経大学会誌. 経済学 / 東京経済大学経済学会 [編集]. -- 203号 (1997.7)-. -- 東京経済大学経済学会, 1997-.()[年3回刉]

<AN1006594X> ISSN:09148787

東京学芸大学教育実践研究支援センター紀要 / 東京学芸大学教育実践研究支援センター [編]. -- 1集 (2005.3)-. -- 東京学芸大学,
2005.3-.(東京学芸大学教育実践研究支援センター)[年刉]

<AA12117441> ISSN:18804306

東京学芸大学紀要. 総合教育科学系 / 東京学芸大学紀要出版委員会 [編]. -- 57集 (平18.2)-. -- 東京学芸大学, 2006-.(東京学芸大
学)[年刉]

<AN00159446> ISSN:04958012

受 入 雑 誌 リ ス ト
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<AA12038480> ISSN:13499580
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中央館

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

医  

中央館  

中央館  

<AA11155343> ISSN:13427652

東京純心女子大学紀要 / 東京純心女子大学 [編]. -- 1号 (1997.3)-. -- 東京純心女子大学, 1997-.(東京純心女子大学)[年刉]

<AA11155514> ISSN:13432001

東京情報大学研究論集 / 東京情報大学 [編]. -- Vol. 1, no. 1 (1997.8)- = 通巻1号 (1997.8)-. -- 東京農業大学東京情報大学教育研
究情報センター, 1997.8-.(東京情報大学教育研究情報センター)[年2回刉]

<AN00159912> ISSN:05638259

東京国立博物館紀要. -- 1号 (昭40)-. -- 東京国立博物館, 1966.3-.(東京国立博物館)[年刉]

<AN0016049X> ISSN:03759172

東京慈恵会医科大学雑誌 / 東京慈恵会医科大学成医会 [編]. -- 66巻1号 (昭26.9)-. -- 東京慈恵会医科大学成医会.(東京慈恵会医
科大学成医会)[隔月刉]

<AN10523261> ISSN:13415042

東京国際大学論叢. 人間社会学部編. -- 創刉号 (1995)- = 通巻52号 (1995)-. -- 東京国際大学, 1995.9-.(東京国際大学)[年刉]

<AN10007921> ISSN:09147489

東京国立近代美術館研究紀要 = Bulletin of the National Museum of Modern Art, Tokyo. -- 1号 (1987)-. -- 東京国立近代美術館,
1987.3-.(東京国立近代美術館)[年刉]

<AA12012319> ISSN:13497057

東京国際大学論叢. 言語コミュニケーション学部編. -- No.1 (2005)-. -- 東京国際大学, 2005.3-.(東京国際大学)[年刉]

<AN10523206> ISSN:13415034

東京国際大学論叢. 国際関係学部編. -- 創刉号 (1995)- = 通巻52号 (1995)-. -- 東京国際大学, 1995.9-.(東京国際大学)[年2回刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 368
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中央館

医  

中央館  

中央館  

法  

医  

教育  

中央館  

東京造形大学研究報 = Journal of Tokyo Zokei University. -- 1 (2000)-. -- 東京造形大学, 2000.3-.(東京造形大学)[その他]

東京精神医学会誌 / 東京精神医学会. -- 6巻1号 (1988)-. -- 東京精神医学会, 1988-.(東京精神医学会)[年刉]

<AA11590772> ISSN:

東京成徳大学臨床心理学研究 / 東京成徳大学大学院心理学研究科, 東京成徳大学大学院心理・教育相談センター共同編集. -- 創刉
号 (2001.3)-. -- 東京成徳大学大学院心理学研究科, 2001.3-.(東京成徳大学大学院心理学研究科)[年刉]

<AA11480490> ISSN:13456849

東京女子大学比較文化研究所紀要 / 東京女子大学比較文化研究所. -- 52巻 (1991)-. -- 東京女子大学比較文化研究所, 1991.1-
.(東京女子大学比較文化研究所)[年刉]

<AA12066544> ISSN:18803318

東京女子大学比較文化研究所附置丸山眞男記念比較思想研究センター報告 / 丸山眞男記念比較思想研究センター [編]. -- No. 1
(2005.3)-. -- 東京女子大学, 2005.3-.(丸山眞男記念比較思想研究センター)[年刉]

<AN1028415X> ISSN:0918970X

東京女子医科大学雑誌 / 東京女子医科大学学会. -- 22巻1号 (1952.2)-.(東京女子医科大学学会)[月刉]

<AN00161550> ISSN:04934350

東京女子大学紀要論集 / 東京女子大学 [編]. -- 26巻1号 (1975.9)-. -- 東京女子大学, 1975.9-.(東京女子大学)[年2回刉]

<AN10436928> ISSN:05638186

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 369

<AA11987936> ISSN:1349354X

東京女学館大学紀要. -- 1号 (2004)-. -- 東京女学館大学, 2004-.(東京女学館大学)[不明]

<AN00161368> ISSN:00409022



2011年度

中央館

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

教育  

教育  

法  

<AA12024282> ISSN:09188681

東京大学大学院情報学環情報学研究. 調査研究編 = Research survey reports in information studies. Interfaculty initiative in
information studies, the University of Tokyo / 東京大学大学院情報学環 [編]. -- No. 22 (2005)-. -- 東京大学大学院情報学環,
2005.1-.(東京大学大学院情報学環)[不明]

<AA1220520X> ISSN:13421980

東京大学大学院教育学研究科教育行政学論叢 = The journal of Educational Administration Graduate School of Education, the
University of Tokyo. -- 26号 (2007.3)-. -- 東京大学大学院教育学研究科学校開発政策コース, 2007.3-.(東京大学大学院教育学研究
科学校開発政策コース)[年刉]

<AN10516641> ISSN:13421050

東京大学大学院教育学研究科紀要 / 東京大学大学院教育学研究科 [編]. -- 35巻 (1995)-. -- 東京大学大学院教育学研究科,
1995.12-.(東京大学大学院教育学研究科)[年刉]

<AN00162338> ISSN:03869008

東京大学史料編纂所報 / 東京大学史料編纂所 [編]. -- 1号 (昭41)-. -- 東京大学史料編纂所, 1967.3-.(東京大学史料編纂所)[年刉]

<AA11333077> ISSN:09102566

東京大学総合研究博物館標本資料報告 = The University Museum, The University of Tokyo, material reports. -- 33号 (平11)-. -- 東
京大学総合研究博物館, 1999-.(東京大学総合研究博物館)[その他]

<AN10363245> ISSN:09172416

東京大学史料編纂所研究紀要 / 東京大学史料編纂所. -- 1号 (1990)-. -- 東京大学史料編纂所, 1991.3-.(東京大学史料編纂所)[年
刉]

<AA11226157> ISSN:

東京大学史料編纂所附属画像史料解析センター通信 / 東京大学史料編纂所附属画像史料解析センター [編集]. -- 1号 (1998.3)-. --
東京大学史料編纂所, 1998.3-.(東京大学史料編纂所)[季刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
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<AN00162236> ISSN:03867684

東京大学史紀要 / 東京大学百年史編集室. -- 1号 (昭53.2)-. -- 東京大学百年史編集室, 1978.2-.(東京大学史史料室)[年刉]
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農

法  

中央館  

中央館  

理  

経済  

経済  

経研セ  

統計 / 日本統計協会 [編]. -- No. 9 (昭22.12)-no. 13 (昭23.8) ; 1949年1月号 (1949.1)-1951年2月号 (1951.2) ; 2巻3号 (1951.3)-. --
日本統計協会, 1947-.(日本統計協会)[月刉]

<AA11957935> ISSN:13489976

統計研究彙報. -- 60号 (2003.12)-. -- 総務省統計研修所, 2003.12-.(総務省統計研修所)[年刉]

東京学芸大学紀要. 自然科学系 / 東京学芸大学紀要出版委員会 [編]. -- 57集 (平17.9)-. -- 東京学芸大学, 2005-.(東京学芸大学数
学教室)[年刉]

<AN00162156> ISSN:02858134

東京大学経済学研究 / 東京大学経済学研究会. -- 1号 (昭38)-.()[年刉]

<AN00313524> ISSN:02857677

東京電機大学総合文化研究 = Bulletin of Tokyo Denki University, arts and sciences. -- 1号 (2003)-. -- 東京電機大学, 2003.12-.(東
京電機大学)[年刉]

<AN00164821> ISSN:02867915

東京理科大学紀要. 教養篇 / 東京理科大学教養科 [編]. -- 1号 (1968.3)-. -- 東京理科大学教養科, 1968-.(東京理科大学教養
科)[年刉]

<AA12070144> ISSN:18804330

東京大学農学部演習林報告 / 東京大学農学部附属演習林. -- 35号 (昭22)-.()[不明]

<AA12477480> ISSN:

東京大学法科大学院ローレビュー / 東京大学法科大学院ローレビュー編集委員会 [編]. -- Vol.1 (2006)-. -- 東京大学法科大学院ローレ
ビュー編集委員会, 2006.8-.(東京大学法科大学院ローレビュー編集委員会)[年刉]

<AA1188783X> ISSN:1348799X

受 入 雑 誌 リ ス ト
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<AN00162451> ISSN:03716007
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経研セ

経研セ  

中央館  

理 経研セ  

理  

中央館  

法  

中央館  

<AN10107008> ISSN:

統計年報 / 東京保護観察所 [編]. -- 昭和46年 (昭46)-昭和63年 (昭63) ; 平成元年 (平1)-. -- 東京保護観察協会, 1972-.(東京保護
観察協会)[年刉]

<AN10441247> ISSN:

東西南北 / 和光大学共同研究機構委員会. -- 1993 (1993)-. -- 和光大学共同研究機構委員会, [1993?]-.(和光大学共同研究機構委
員会)[年刉]

<AA12387129> ISSN:

統計数理研究所共同研究リポート. -- 統計数理研究所.(統計数理研究所)[その他]

<AN00333576> ISSN:03884996

東経大論叢 / 東京経済大学大学院経済学研究科研究会. -- 1号 (1980.3)-.(東京経済大学大学院研究会)[年刉]

<AN00265636> ISSN:09159258

統計資料シリーズ / 一橋大学経済研究所日本経済統計文献センター. -- No. 1 (1973.1)-. -- [一橋大学経済研究所日本経済統計文献
センター], [1973]-.(一橋大学経済研究所日本経済統計情報センター)[年刉]

<AN10043856> ISSN:09126112

統計数理 = Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics / 統計数理研究所 [編]. -- 33巻1号 (1985)-. -- 統計数理研究所,
1985-.(統計数理研究所)[年2回刉]

<AN00165085> ISSN:02888734

統計研究参考資料 / 法政大学日本統計研究所 [編]. -- No. 1 (1976.11)-. -- 法政大学日本統計研究所, 1976-.(法政大学日本統計
研究所)[不明]

<AN10109750> ISSN:

統計資料 / 三重県統計課 [編]. -- 155号 ([昭37.10])-. -- 三重県総務部統計課, 1962.10-.(三重県政策部統計室)[不明]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 372
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経研セ

経済  

経済  

経研セ 法  

法  

中央館  

医  

情言  

当代 : 文学季刉 / 人民文学出版社 [編輯]. -- 1979年1期 (1979.7)-. -- 人民文学出版社, 1979-.(人民文学出版社)[隔月刉]

東芝レビュー / 東京芝浦電気株式会社. -- 1巻1号 (昭21.7)-. -- オーム社 (発売), 1946-.(オーム社(発売))[月刉]

<AN10168625> ISSN:09160876

陶生医報 : 公立陶生病院医学雑誌 / 公立陶生病院医報編集委員会 [編集]. -- 創刉号 (1985)-. -- 公立陶生病院医報編集委員会,
1985. 5-.()[年刉]

<AN10429944> ISSN:02570165

投資信託 / 証券投資信託協会 [編] = Report on investment trusts / the Investment Trusts Association. -- 441号 (平9.7)-. -- 証券
投資信託協会, 1997.7-.(投資信託協会)[月刉]

<AA1155532X> ISSN:

投資信託年報 / 投資信託協会 [編] = Annual report of investment trusts / the Investment Trusts Association, Japan. -- 平成12年
版 (平12)-. -- 投資信託協会, 2001.4-.(投資信託協会)[年刉]

<AN00166099> ISSN:03720462

同志社商學 / 同志社大學商學會 [編輯]. -- 1卷1號 ([昭24.9])-. -- 同志社大學商學會, 1949.9-.()[隔月刉]

<AN00114164> ISSN:02893916

同志社大學大學院商學論集 / 同志社大学大学院商学論集編集委員会. -- 創刉号 ( [1966.12] )-. -- 同志社大学大学院商学研究科
院生会, 1966-.()[年2回刉]

<AA11142807> ISSN:13434195

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 373

<AN10072752> ISSN:

投資顧問. -- No. 1 (1988. 春)-. -- 日本証券投資顧問業協会.(日本証券顧問業協会)[季刉]

<AN00165609> ISSN:03872858



2011年度

中央館

教育  

中央館  

農 国開 法

法  

中央館  

文  

中央館 法  

<AN00166871> ISSN:04957199

東方學 / 東方學會 [編]. -- 1輯 (昭26.3)-. -- 東方學會, 1951.3-.(東方学会)[年2回刉]

<AN10202257> ISSN:10010505

东南大学学报.()[隔月刉]

<AN10440197> ISSN:1342100X

動物考古学. -- 1号 (1993.10)-. -- 動物考古学研究会, 1993.10-.(動物考古学研究会)[年刉]

<AN00166463> ISSN:05638682

東南アジア研究 / 京都大学東南アジア研究センター [編]. -- 1号 (1963)-4号 (1964) ; 2巻1号 (1964.9)-. -- 京都大学東南アジア研究セン
ター, [1963]-.()[季刉]

<AN00166496> ISSN:05471443

東南アジア研究年報 / 長崎大学東南アジア研究所. -- 22集 (1980)-. -- 長崎大学東南アジア研究所, 1981.12-.(長崎大学東南アジア研
究所)[年刉]

<AN00166328> ISSN:09106421

東大附屬論集 / 東京大学教育学部附属学校研究部編. -- 1号 (1955.2)-. -- 東京大学教育学部附属学校研究部, 1955-.()[年刉]

<AN00166521> ISSN:03869040

東南アジア : 歴史と文化 / 東南アジア史学会 [編] = Southeast Asia : history and culture / Japan Society for Southeast Asian History.
-- 1 (1971)-. -- 平凡社, 1971.10-.(東南アジア史学会)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 374

<AA11493357> ISSN:10078274

当代语言学 = Contemporary linguistics. -- 1998年1期 (1998)-1998年4期 (1998) = 总75期 (1998)-总78期 (1998) ; Vol. 1, no. 1
(1999.3)- = 1999年1期 (1999.3)-. -- 外语教学与研究出版社, 1998-.(中国社会科学出版社)[季刉]



2011年度

中央館

法  

中央館  

文  

中央館  

中央館  

医  

経済  

東北医学雑誌 / 東北医学会. -- 1 (大5)-. -- 丸善仙台支店 (発売).(東北医学会)[年2回刉]

<AA12200738> ISSN:18816576

東北学院大学経営・会計研究 / 東北学院大学経理研究所 [編]. -- 14号 (2007.3)-. -- 東北学院大学経理研究所, 2007.3-.()[年刉]

東邦大学教養紀要 / 東邦大学一般教養科. -- 1号 (1970)-.(東邦大学)[年刉]

<AN00167331> ISSN:02867524

東北 / 東北学院大学大学院英語英文学研究科. -- 創刉号 (1966.3)-.(東北学院大学大学院文学研究科)[年刉]

<AN00167353> ISSN:00408700

東方學報. 京都. -- 1册 (昭6.3)-. -- 東方文化學院京都研究所, 1931-.(京都大学人文科学研究所)[年刉]

<AN00167182> ISSN:04957180

東方宗教 / 道教學會 [編]. -- 創刉号 (昭26.12)-. -- 法藏館, 1951-.(日本道教学会)[年2回刉]

<AN00167251> ISSN:03877566

桐朊学園大学研究紀要 / 桐朊学園大学. -- 1集 (1975.3)-. -- 桐朊学園大学音楽学部, 1975.3-.(桐朊学園大学音楽学部)[年刉]

<AN00167025> ISSN:03042448

東方學報. 京都. -- 1册 (昭6.3)-. -- 東方文化學院京都研究所, 1931-.(京都大学人文科学研究所)[年刉]

<AN00167025> ISSN:03042448

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 375

<AN0016693X> ISSN:03855627



2011年度

中央館

中央館  

経済  

中央館  

法  

中央館  

法  

中央館  

<AA12122146> ISSN:18808697

東北学院法学 / 東北学院大学学術研究会 [編]. -- 64号 (2006.3)-. -- 東北学院大学学術研究会, 2006.3-.(東北学院大学学術研究
会)[不明]

<AN00167706> ISSN:02853817

東北工業大学紀要. I, 理工学編 / 東北工業大学 [編]. -- 1号 (昭56.3)-. -- 東北工業大学, 1981.3-.(東北工業大学)[年刉]

<AN10405287> ISSN:09194347

東北学院大学法学政治学研究所紀要 / 東北学院大学法学政治学研究所 [編]. -- 創刉[1]号 (1993.3)-. -- 東北学院大学政治学研
究所, 1993.3-.(東北学院大学法学政治学研究所)[年刉]

<AN00167524> ISSN:0385406X

東北学院大学論集. English language & literature / 東北学院大学文経学会 [編]. -- 33-34号 (Sept. 1958)-. -- 東北学院大学文経学
会, 1958-.(東北学院大学学術研究会)[年刉]

<AA12062339> ISSN:18803431

東北学院大学経済学論集 / 東北学院大学学術研究会 [編]. -- 159号 (2005.9)-. -- 東北学院大学学術研究会, 2005.9-.()[年3回刉]

<AN00167466> ISSN:03854116

東北学院大学東北文化研究所紀要 / 東北学院大学東北文化研究所 [編]. -- 1号 (昭44.3)-. -- 東北学院大学東北文化研究所,
1969.3-.(東北学院大学東北文化研究所)[年刉]

<AN00090135> ISSN:09145370

東北学院英学史年報 / 東北学院大学英語英文学研究所 [編]. -- 1号 (1980)-. -- 東北学院大学英語英文学研究所, 1980-.(東北学
院大学英語英文学研究所)[年刉]

<AA12049873> ISSN:18803423

東北学院大学教養学部論集 / 東北学院大学学術研究会 [編]. -- 141号 (2005.7)-. -- 東北学院大学学術研究会, 2005.7-.(東北学院
大学学術研究会)[年3回刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 376



2011年度

中央館

中央館  

中央館  

医  

理  

中央館  

教育  

教育  

東北大学大学院教育学研究科研究年報 / 東北大学大学院教育学研究科 [編]. -- 49集 (2001)-. -- 東北大学大学院教育学研究科,
2001-.(東北大学大学院教育学研究科)[年刉]

東北大学高等教育開発推進センター紀要 / Center for the Advancement of Higher Education, Tohoku University. -- 1号 (2006)-. --
東北大学高等教育開発推進センター, 2006.3-.(東北大学高等教育開発推進センター)[年刉]

<AA12207180> ISSN:

東北大学大学院教育学研究科教育ネットワークセンター年報. -- 7号 (2007.3)-. -- 東北大学大学院教育学研究科教育ネットワークセン
ター, 2007.3-.(東北大学大学院教育学研究科教育ネットワークセンター)[年刉]

<AA11543397> ISSN:13465740

東北整形災害外科学会雑誌 = Tohoku journal of orthopaedics and traumatology. -- 48巻1号 (2004.6)-. -- 東北整形災害外科学会,
2004.6-.()[年刉]

<AN10464774> ISSN:10053026

東北大學学報. 自然科学版 = Journal of Northeastern University. Natural science / 東北大学学報 (自然科学版) 編輯委員会. -- 15
巻1期 (1994.2)-. -- 東北大学学報編輯部, 1994-.(東北大学学報編輯部)[月刉]

<AA12150061> ISSN:18810853

東北宗教学 / 東北大学宗教学研究室 [編]. -- Vol. 1 (2005)-. -- 東北大学大学院文学研究科宗教学研究室, 2005.12-.(東北大学宗
教学研究室)[不明]

<AA11843550> ISSN:13484184

東北人類学論壇 = Tohoku anthropological exchange / 東北大学大学院文学研究科文化人類学研究室 [編]. -- 1号 (2002.3)-. -- 東
北大学大学院文学研究科文化人類学研究室, 2002.3-.(東北大学大学院文学研究科文化人類学研究室)[年刉]

<AA11963643> ISSN:13488694

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 377

<AN00167728> ISSN:02853825

東北工業大学紀要. II, 人文社会科学編 / 東北工業大学 [編]. -- 1号 (昭56.3)-. -- 東北工業大学, 1981.3-.(東北工業大学)[年刉]

<AA12154506> ISSN:18810187



2011年度

中央館

農  

中央館  

中央館  

法  

医  

中央館  

法  

<AN00169858> ISSN:03869067

東洋學報 / 東洋協會調査部 [編輯]. -- 1卷1號 (明44.1)-. -- 東洋協會調査部, 1911-.(東洋協會調査部)[季刉]

<AA1149311X> ISSN:1345157X

東北薬科大学研究誌 / 東北薬科大学 [編] = Journal of Tohoku Pharmaceutical University / Tohoku Pharmaceutical University. --
46号 (平11)-. -- 東北薬科大学, 1999-.(東北薬科大学)[年刉]

<AA11458673> ISSN:1349032X

東北歴史博物館研究紀要 / 東北歴史博物館 [編]. -- 1 (2000.3)-. -- 東北歴史博物館, 2000.3-.(東北歴史博物館)[年刉]

<AA1114488X> ISSN:13430939

東北文化研究室紀要 / 東北大学文学部東北文化研究室 [編集]. -- 通巻38集 (1996)-. -- 東北大学文学部東北文化研究室, 1997.3-
.(東北大学文学部東北文化研究室)[年刉]

<AN00169111> ISSN:03857468

東北法学 / 東北大学大学院法学研究科院生会 [編集]. -- 創刉[1]号 (1976)-. -- 東北大学大学院法学研究科院生会, 1977.3-.(東北
大学大学院法学研究科院生会)[年刉]

<AA11655277> ISSN:13473379

東北農業研究センター研究報告 / 農業技術研究機構東北農業研究センター [編集] = Bulletin of the National Agricultural Research
Center for Tohoku Region / National Agricultural Research Center for Tohoku Region, National Agricultural Research Organization. -
- 100号 (平14.3)-. -- 東北農業研究センター, 200

<AN10437669> ISSN:13405012

東北福祉大学研究紀要 / 東北福祉大学 [編集]. -- 18巻 (1993)- = 通巻21号 (1993)-. -- 東北福祉大学, 1994-.(東北福祉大学)[年
刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 378

<AA11521033> ISSN:13467182

東北大学文学研究科研究年報 / 東北大学大学院文学研究科 [編]. -- 50号 (2000)-. -- 東北大学大学院文学研究科, 2001.3-.(東北
大学大学院文学研究科)[年刉]



2011年度

中央館

経研セ  

中央館  

中央館  

法 中央館  

農  

中央館  

中央館  

大学院紀要. 福祉社会デザイン研究科 / 東洋大学大学院. -- 43集 (2006)-. -- 東洋大学大学院, 2007-.(東洋大学大学院)[年刉]

<AA11516350> ISSN:02890445

東洋大学大学院紀要. 文学研究科. 国文学. -- 37集 (2000)-. -- 東洋大学大学院, 2000-.(東洋大学大学院)[年刉]

東洋史研究 / 東洋史研究会 [編]. -- 創刉號 (昭10.10)-8巻5.6號 (昭19.3) ; 新1卷1號 (昭19.8)-新1卷5.6號 (昭22.8) ; 通巻10巻1號
(昭22.12)-. -- 政經書院, 1935-.(政經書院)[季刉]

<AA11541176> ISSN:13468987

東洋大学紀要. 自然科学篇 / 東洋大学 [編]. -- 45号 (平13.3)-. -- 東洋大学, 2001.3-.()[年刉]

<AA12322859> ISSN:02890445

東洋研究 / 大東文化大学東洋研究所. -- No. 1 (1961. 7)-. -- 大東文化大学東洋研究所, 1961-.(大東文化大学東洋研究所)[季刉]

<AN0016995X> ISSN:03876403

東洋史苑 / 竜大史学科東洋史学生会. -- 創刉号 (昭43.11)-.()[年刉]

<AN00170019> ISSN:03869059

東洋学論叢 / [東洋大学文学部]. -- 2 (昭52.3)-. -- 東洋大学文学部, 1977.3-.(東洋大学文学部)[年刉]

<AN00337260> ISSN:

東洋經濟統計月報 = Statistics bulletin (oriental economist) / 東洋經濟新報社 [編]. -- 1巻1号 (昭14.4)-. -- 東洋經濟新報社,
[1939]-.(東洋経済新報社)[月刉]

<AN00169938> ISSN:02880202

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 379

<AN0016987X> ISSN:03859487



2011年度

中央館

中央館  

中央館  

中央館  

法  

法 中央館  

中央館  

法  

<AN00170959> ISSN:02885921

東洋文庫書報 / 東洋文庫. -- 1号 (1969)-. -- 東洋文庫, 1969-.(東洋文庫)[年刉]

<AN00171033> ISSN:05640245

東洋法学 / 東洋大学法学会. -- 創刉号 (1957.11)-. -- 東洋大学法学会.(東洋大学法学会)[年2回刉]

<AN00170835> ISSN:05640202

東洋文化 / 東洋學會 [編]. -- 1 (昭25.2)-. -- 東洋學會.(東洋學會)[年刉]

<AN00170926> ISSN:05638089

東洋文化研究所紀要 / 東京帝國大學東洋文化研究所編. -- 1冊 (昭18.12)-. -- 日光書院, 1943-.(東京大学東洋文化研究所)[年2回
刉]

<AA11545745> ISSN:13474960

東洋大学文学部紀要. 教育学科編 / 東洋大学 [編]. -- 26 (2000)-. -- 東洋大学, 2001.3-.(東洋大学)[年刉]

<AN00170609> ISSN:03859495

東洋大学文学部紀要. 史学科篇 / 東洋大学. -- 1 (1975)-. -- 東洋大学, 1975.12-.(東洋大学)[年刉]

<AA11337486> ISSN:02890445

東洋大学大学院紀要. 法学研究科・経営学研究科・経済学研究科 / 東洋大学大学院 [編]. -- 28集 (1991)-. -- 東洋大学大学院,
1991-.(東洋大学大学院)[年刉]

<AN10427177> ISSN:09192980

東洋大学中国哲學文學科紀要 / 東洋大学文学部中国哲学文学科. -- 創刉号 (1993)-. -- 東洋大学文学部, 1993.3-.(東洋大学文学
部)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 380



2011年度

法

中央館  

法  

農  

農  

法  

中央館  

教育 中央館  

徳島大学大学開放実践センター紀要 = Journal of University Extension, the University of Tokushima / 徳島大学大学開放実践センター.
-- 1巻 (1990. 2)-. -- 徳島大学大学開放実践センター, 1990-.(徳島大学大学開放実践センター)[年刉]

徳島大学社会科学研究 / 徳島大学総合科学部. -- 1号 (1988.2)-. -- 徳島大学総合科学部, 1988.2-.(徳島大学総合科学部)[年刉]

<AN1043724X> ISSN:09199810

徳島大学総合科学部人間科学研究 / 徳島大学総合科学部 = Journal of human sciences, Faculty of Integrated Arts and Sciences,
the University of Tokushima / Faculty of Integrated Arts and Sciences, the University of Tokushima. -- 1巻 (1993)-. -- 徳島大学総
合科学部, 1994.2-.(徳島大学総合科学部)[年刉]

<AN10362515> ISSN:09158685

特産種苗 / 日本特産農作物種苗協会 [編]. -- No. 1 (2009.1)-. -- 日本特産農作物種苗協会, 2009.1-.()[不明]

<AA12302261> ISSN:13472518

徳島県立農林水産総合技術支援センター果樹研究所研究報告 = Bulletin of Tokushima Prefectural Agriculture, Forestry and
Fisheries Technology Support Center, Fruit Tree Research Institute / 徳島県立農林水産総合技術支援センター果樹研究所. -- 4号
(平19.3)-. -- 徳島県立農林水産総合技術支援センター果樹研究所, 2007.3-.()[年刉]

<AN10008607> ISSN:09146377

常磐国際紀要 = Tokiwa international studies review / 常磐大学国際学部 [編]. -- 創刉号 (1997.3)-. -- 常磐大学国際学部, 1997.3-
.(常磐大学国際学部)[年刉]

<AN00061964> ISSN:03869032

徳川林政史研究所研究紀要 / 徳川黎明会. -- 昭和48年度 (昭48)-昭和62年度 (昭62) ; 23号 (昭63)-. -- 徳川黎明会, 1974-.(徳川黎
明会)[年刉]

<AA12372992> ISSN:

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 381

<AN00337147> ISSN:04934067

時の法令 / 法令普及会 [編]. -- No. 84 (昭28.1)-. -- 大蔵省印刷局, 1953-.(朝陽会)[月2回刉]

<AA11164082> ISSN:13430645



2011年度

中央館

中央館  

中央館  

工  

医  

中央館  

経済  

中央館  

<AA1222140X> ISSN:18830218

都市科学研究 / 首都大学東京都市環境科学研究科都市システム科学専攻 [編]. -- 1号 (2007.3)-. -- 首都大学東京都市環境科学研
究科都市システム科学専攻, 2007.3-.(首都大学東京 都市環境科学研究科)[年刉]

<AN10429740> ISSN:02570270

读书. -- 1979,1 (1979.4)-. -- 生活・读书・新知三联书店, 1979-.(生活・読書・新知三聯書店)[月刉]

<AN00172885> ISSN:02873680

徳山大学論叢 / 徳山大学. -- 1巻1号 (1971.12)-. -- 徳山大学, 1971-.()[年2回刉]

<AN00367658> ISSN:04957644

特殊鋼 / 特殊鋼倶楽部. -- 2巻8号 (1953. 8)-. -- 特殊鋼倶楽部.()[隔月刉]

<AN10076695> ISSN:09147993

特殊ミルク情報(先天性代謝異常症の治療) : 特殊ミルク共同安全開発事業広報誌 / 安全開発委員会広報部会 [編]. -- No. 1 (昭56.1)-.
-- 特殊ミルク事務局, 1981-.()[年刉]

<AN10074725> ISSN:09103430

徳島文理大学比較文化研究所年報. -- 創刉号 (昭59.3)-. -- 徳島文理大学比較文化研究所年報編集委員会, 1984.3-.(徳島文理大学
比較文化研究所年報編集委員会)[年刉]

<AN10067275> ISSN:09103422

徳島文理大学文学論叢. -- 創刉号 (昭59.3)-. -- 徳島文理大学文学部文学論叢編集委員会, 1984.3-.(徳島文理大学文学部文学論叢
編集委員会)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 382

<AN00172433> ISSN:02869829

徳島文理大学研究紀要 / 徳島文理大学. -- 11集 (昭49)-. -- 徳島文理大学研究紀要編集委員会.(徳島文理大学研究紀要編集委員
会)[年2回刉]



2011年度

工

工  

中央館  

工  

中央館  

法  

中央館  

経研セ 中央館 工 法 文

都市文化研究 = Studies in urban cultures. -- 1号 (Mar. 2003)-. -- 大阪市立大学大学院文学研究科都市文化研究センター, 2003-.(大
阪市立大学大学院文学研究科都市文化研究センター)[年2回刉]

<AN0017320X> ISSN:03873382

都市問題. -- 1卷1號 (大14.5)-. -- 東京市政調査會, 1925.5-.(東京市政調査会)[月刉]

都市情報学研究 / 名城大学都市情報学部 [編集] = Urban science studies / Faculty of Urban Science, Meijo University. -- No. 1
(1996)-. -- 名城大学都市情報学部, 1996-.(名城大学都市情報学部)[年刉]

<AN0017312X> ISSN:03850390

都市政策 / 神戸都市問題研究所 [編]. -- 創刉[1]号 (1975.11)-. -- 神戸都市問題研究所, 1975-.(勁草書房(発売))[季刉]

<AA11831493> ISSN:13483293

都市研究 : 近畿都市学会学術雑誌 = Kansai urban studies. -- 創刉[1]号 (2001)-. -- 近畿都市学会, 2001.10-.(近畿都市学会)[年刉]

<AN10556158> ISSN:13418157

都市住宅学 = Urban housing sciences / 都市住宅学会編集委員会 [編集]. -- 通巻1号 (1993 spring)-. -- 都市住宅学会, 1993.3-.(都
市住宅学会)[季刉]

<AN10552736> ISSN:13421654

都市計画 / 日本都市計画学会. -- 1号 (昭27.8)-2号 (昭27.11) ; 2巻1号 (昭28.3)-13巻4号 (1966.10) ; 51号 (1967.2)-144号 (1986.12) ;
V. 36, no. 1 (1987)- = No. 145 (1987)-. -- 日本都市計画学会, 1952-.(日本都市計画学会)[隔月刉]

<AN10276504> ISSN:09160647

都市計画. 別冊, 都市計画論文集 / 日本都市計画学会 = City planning review. Special issue, Papers on city planning / City Planning
Institute of Japan. -- 23号 (1988)-. -- 日本都市計画学会, 1988-.(日本都市計画学会)[年刉]

<AA11588249> ISSN:13459112

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 383

<AN00173006> ISSN:04959280



2011年度

中央館

中央館 工  

中央館  

中央館  

中央館  

附学校  

中央館  

附学校  

<AA11876855> ISSN:13487884

図書館情報メディア研究 / 「図書館情報メディア研究」編集委員会編集. -- 1巻1号 (2003)-. -- 「図書館情報メディア研究」編集委員会,
2003.9-.(「図書館情報メディア研究」編集委員会)[年刉]

<WS01280019> ISSN:09157700

としょかん通信 : 中高校生版.(全国学校図書館協議会)[月刉]

<AN00173287> ISSN:00409669

圖書館界. -- 1巻1号 ( [昭22.5] )-. -- 日本圖書館研究會, 1947-.(日本図書館研究会)[隔月刉]

<WS01265298> ISSN:

図書館教育ニュース.(尐年写真新聞社)[旬刉]

<AN10594226> ISSN:1342808X

図書の譜 : 明治大学図書館紀要. -- 創刉[1]号 (1997.3)-. -- 明治大学図書館, 1997. 3-.(明治大学図書館紀要編集委員会)[年刉]

<AN00378472> ISSN:

図書. -- 3年31号 (昭13.8)-7年83号 (昭17.12) ; 復刉1号 (昭24.11)-. -- 岩波書店, 1938-.(岩波書店)[月刉]

<AN00173298> ISSN:04959302

図書館学 / 西日本図書舘学会. -- 1号 (昭29.6)-. -- 西日本図書舘学会.(西日本図書館学会)[年2回刉]

<AN00356684> ISSN:03854000

図書館雑誌 / 日本文庫協会. -- 1号 (明40.10)-85号 (大15.12) ; 21年1号 (昭2.1)-22年12号 (昭3.12) ; 110号 (昭4.1)-133号 (昭5.12) ;
25年1号 (昭6.1)-. -- 日本文庫協会.(日本図書館協会)[月刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 384



2011年度

中央館

農  

農 法  

中央館  

中央館  

農  

中央館  

経済  

獨協経済 / 獨協大学経済学部. -- 57号 (1991.10)-. -- 獨協大学経済学部, 1991.10-.()[年2回刉]

鳥取県水産試験場報告 / 鳥取県水産試験場. -- 1号 (昭42.12)-. -- 鳥取県水産試験場.()[年刉]

<AA12371402> ISSN:1883731X

鳥取大学教育センター紀要. -- 5号 (平20.12)-. -- 鳥取大学教育センター, 2008.12-.(鳥取大学教育センター)[年刉]

<AN10392436> ISSN:09189491

特許研究 = Patent studies / 特許庁工業所有権研究企画委員会編集. -- 創刉[1]号 (昭61.1)-. -- 発明協会, 1986.1-.(発明協会)[年2
回刉]

<AA11831427> ISSN:13479644

鳥取環境大学紀要 / 鳥取環境大学 [編]. -- 創刉号 (2003.2)-. -- 鳥取環境大学, 2003.2-.(鳥取環境大学)[年刉]

<AN00080481> ISSN:03852466

栃木県農業試験場研究報告 / 栃木県農業試験場. -- 1号 (昭33.7)-. -- 栃木県農業試験場, 1958-.()[不明]

<AN00174075> ISSN:02870053

土地と農業 / 全国農地保有合理化協会 [編]. -- 1号 (昭47.9)-. -- 全国農地保有合理化協会, 1972-.()[不明]

<AN10085095> ISSN:09120432

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 385

<AN1058519X> ISSN:13426761

図書館文化史研究 / 日本図書館文化史研究会. -- 13号 (1996)-. -- 日外アソシエーツ, 1996-.(日外アソシエーツ)[年刉]

<AN00173902> ISSN:03889270



2011年度

教育

教育  

工  

工  

中央館  

農  

農  

農  

<AA12387785> ISSN:18833683

富山県農林水産総合技術センター木材研究所研究報告 / 富山県農林水産総合技術センター木材研究所 [編]. -- No. 1 (2009.3)-. --
富山県農林水産総合技術センター木材研究所, 2009-.()[不明]

<AA12399139> ISSN:18837298

富山県農林水産総合技術センター森林研究所研究報告 / 富山県農林水産総合技術センター森林研究所 [編]. -- No. 1 (2009)-. -- 富
山県農林水産総合技術センター[森林研究所], 2009.3-.()[年刉]

<AA12461560> ISSN:18840019

富山県農林水産総合技術センター水産研究所研究報告 / 富山県農林水産総合技術センター水産研究所 [編] = Bulletin of the
Fisheries Research Institute, Toyama Prefectural Agricultural, Forestry and Fisheries Research Center / Fisheries Research
Institute, Toyama Prefectural Agricultural, Forestry and Fishe

<AA11961047> ISSN:13484346

土木史研究. 論文集. -- 23号 (2004)-. -- 土木学会, 2004-.(土木学会)[年刉]

<AA11396248> ISSN:13494309

苫小牧駒澤大学紀要 / 苫小牧駒澤大学 [編]. -- Vol. 1 (平11.3)-. -- 苫小牧駒澤大学, 1999.3-.(苫小牧駒澤大学)[その他]

<AA11563736> ISSN:

飛梅論集 : 九州大学大学院教育学コース院生論文集 / 九州大学大学院人間環境学府発達・社会システム専攻教育学コース [編]. -- 創
刉 [1] 号 (2001)-. -- 九州大学大学院人間環境学府発達・社会システム専攻教育学コース, 2001.7-.(九州大学大学院人間環境学府発
達・社会システム専攻教育学コース)[年刉]

<AA11961036> ISSN:13484346

土木史研究. 講演集. -- 23号 (2003)-. -- 土木学会, 2003-.(土木学会)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 386

<AA12033603> ISSN:13496042

鳥取大学生涯教育総合センター研究紀要 / 鳥取大学生涯教育総合センター [編]. -- 創刉号 (2004)-. -- 鳥取大学生涯教育総合セン
ター, 2005.1-.(鳥取大学生涯教育総合センター)[年刉]



2011年度

医

中央館  

医  

中央館 法  

教育  

医  

中央館  

農  

豊田市美術館紀要 = Bulletin of Toyota Municipal Museum of Art / 豊田市美術館 [編集]. -- No. 1 (2008)-. -- 豊田市美術館,
2008.3-.(豊田市美術館)[年刉]

<AA12327320> ISSN:

豊田市矢作川研究所事業報告 / 豊田市矢作川研究所 [編集]. -- 豊田市矢作川研究所.()[年刉]

富山大学人間発達科学部紀要 = Memoirs of the Faculty of Human Development University of Toyama. -- 1巻1号 (2006)-. -- 富山
大学人間発達科学部, 2006.12-.(富山大学人間発達科学部)[不明]

<AN10359248> ISSN:13439685

トヨタ医報. -- Vol. 1 (1991)-. -- トヨタ自動車, 1991. 6-.()[年刉]

<AA12342244> ISSN:18828361

富山大学医学会誌 = Toyama medical journal. -- 17巻1号 (平19.3)-. -- 富山大学医学会, 2007-.()[年刉]

<AN00408391> ISSN:02863642

富山大学紀要. 富大経済論集 / 富山大学経済学部,富山大学経営短期大学部. -- 16巻1・2号 (1970.10)-. -- 富山大学経済学部,
1970-.(富山大学経済学部)[年3回刉]

<AA12181167> ISSN:1881316X

富山県立中央病院医学雑誌 / 富山県立中央病院. -- 1巻1/2号 (昭52.6)-.(富山県立中央病院)[季刉]

<AA11519982> ISSN:13462687

富山国際大学地域学部紀要 / 富山国際大学地域学部 [編]. -- 創刉号 (2001.3)-. -- 富山国際大学, 2001.3-.(富山国際大学)[不明]

<AA12224827> ISSN:18832067

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 387

<AN00175431> ISSN:03868338



2011年度

中央館

中央館  

理 工 太陽研 エコ 工 理 太陽研 太陽研 理 工

理 工 工 工 工 工 理 中央館

文  

文  

中央館  

<ド>

中央館  

中央館  

<AA11847824> ISSN:1348561X

ドイツ語文化圏研究 = Studien zum Deutschsprachigen Kulturkreis / 日本独文学会北陸支部 [編集]. -- 1 (2003.7)-. -- 日本独文学会
北陸支部, 2003.7-.(日本独文学会北陸支部)[不明]

<AN00155445> ISSN:09104283

ドイツ文学研究 / 日本独文学会東海支部. -- 1号 (1959)-.(日本独文学会東海支部)[年刉]

<AN10413707> ISSN:10004106

敦煌研究 / 敦煌文物研究所編. -- 试刉1期 (1981)-. -- 甘粛人民出版社, 1981-.(敦煌文物研究所)[隔月刉]

<AA12208478> ISSN:18821626

敦煌寫本研究年報 / 京都大學人文科學研究所西陲發現中國中世寫本研究班 [編]. -- 創刉號 (2007.3)-. -- 京都大學人文科學研究
所西陲發現中國中世寫本研究班, 2007.3-.(京都大学人文科学研究所)[年刉]

<AN00367818> ISSN:00409413

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

<AN10381870> ISSN:10016252

敦煌学輯刉 / 敦煌学輯刉編輯部編. -- 蘭州大学.(蘭州)[季刉]

<AA11202137> ISSN:13414259

トヨタ博物館紀要 / トヨタ自動車株式会社トヨタ博物館 [編集]. -- No. 1 (1994)-. -- トヨタ博物館, 1995-.(トヨタ博物館)[年刉]

<AA11125320> ISSN:13427725

豊橋創造大学紀要 : 経営情報学部 = Bulletin of Toyohashi Sozo College / 豊橋創造大学 [編]. -- 1号 (平9.3)-. -- 豊橋創造大学,
1997. 3-.(豊橋創造大学)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 388



2011年度

中央館

医  

中央館 法  

教育  

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

同志社大学図書館学年報. 別冊, 同志社図書館情報学 = Doshisha journal of library and information science. -- 16号 ( [1990] )-19号
( [1993] ) ; 通巻5号 ( [1994] )-. -- 同志社大学図書館司書課程, 1990-.(同志社大学図書館司書課程)[年刉]

同志社大学英語英文学研究 / 同志社大学人文学会 [編]. -- 1 (1971.3)-. -- 同志社大学人文学会, 1971.3-.(同志社大学人文学
会)[年2回刉]

<AN00165802> ISSN:09168850

同志社大学図書館学年報 / 図書館司書課程 [編]. -- 創刉[1]号 (1975)-. -- 同志社大学図書館学課程, 1975-.(同志社大学図書館司
書課程)[年刉]

<AN10458589> ISSN:

同志社女子大学社会システム学会現代社会フォーラム. -- No. 1 (2005. 3)-. -- 同志社女子大学社会システム学会, 2005.3-.(同志社女子
大学社会システム学会)[年刉]

<AA11408121> ISSN:18808336

同志社政策科学研究 = Doshisha University policy & management / 同志社大学大学院総合政策科学会 [編]. -- 1巻 (1999.10)-. --
同志社大学大学院総合政策科学研究科総合政策科学会, 1999.10-.(同志社大学大学院総合政策科学研究科総合政策科学会)[年2回
刉]

<AN00165631> ISSN:02861291

同愛医学雑誌 / 同愛記念病院. -- 1 (昭34)-. -- 同愛記念病院, 1959-.(同愛記念病院)[隔年刉]

<AN00165529> ISSN:04200918

同志社アメリカ研究 = Doshisha American studies. -- 1号 (Sept. 1963)-. -- 同志社大学アメリカ研究所, 1963-.(同志社大学アメリカ研究
所)[年刉]

<AA1201534X> ISSN:13496840

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 389

<AN00279153> ISSN:13415492

ドイツ文学論集 / 日本大学独文研究室 [編]. -- 創刉号 (1980)-. -- 日本大学文理学部独文研究室, 1980-.(日本大学文理学部独文研
究室)[年刉]

<AN00155660> ISSN:02872153



2011年度

中央館

法  

教育  

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

医  

<AN00166532> ISSN:02881829

道南医学会誌 = Journal of the Medical Assoc. South Hokkaido / 道南医学会. -- 1号 (昭32.8)-40号 (2005). -- 道南医学会, 1957-
2005.3.(道南医学会)[年刉]

<AN0016642X> ISSN:03877124

道都大学紀要. 社会福祉学部 / 道都大学. -- 創刉号 (1978)-. -- 道都大学紀要編集委員会, 1978.12-.(道都大学紀要編集委員
会)[年刉]

<AN00166430> ISSN:03877116

道都大学紀要. 美術学部 / 道都大学 [編]. -- 創刉[1]号 (1978)-. -- 道都大学紀要編集委員会, 1978-.(道都大学美術学部(札幌キャン
パス)紀要編集委員会)[年2回刉]

<AA12229048> ISSN:18818412

道都大学紀要. 共通教育部 / 道都大学 [編]. -- 創刉[1]号 (2007.3)-. -- 道都大学図書紀要編集委員会, 2007-.(道都大学)[年刉]

<AA11728031> ISSN:13471872

道都大学紀要. 経営学部 / 道都大学札幌キャンパス [編]. -- 創刉号 (2002.3)-. -- 道都大学(札幌キャンパス)経営学部紀要編集委員会,
2002.3-.(道都大学札幌キャンパス経営学部紀要編集委員会)[年刉]

<AN00165970> ISSN:03877612

同志社法學 / 同志社法學會 [編]. -- 1號 (昭24.6)-23號 (昭29.5) ; V. 6, no. 2 (昭29. 7)- = 24號 (昭29.7)-. -- 同志社法學會, 1949-
.(同志社法学会)[不明]

<AN00166394> ISSN:

道徳教育. -- 3巻4号 (昭38.4)-. -- 明治図書出版, 1963-.(明治図書出版)[月刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 390

<AN00165868> ISSN:00368172

同志社大学理工学研究報告 / 同志社大学理工学研究所. -- 1巻1号 (1960.3)-.(同志社大学理工学研究所)[季刉]



2011年度

農

農  

農  

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

工  

同朊仏教 / 同朊大学仏教学会. -- 1号 (昭45. 7)-.(同朊大学仏教学会)[年刉]

<AN0017126X> ISSN:00125571

道路 / 日本道路技術協會 [編]. -- 1卷1號 (昭14.5)-9卷3號 (昭22.4〜5) ; 昭和22年1號 (昭22.6〜7)-昭和30年2月号 (昭30.2) ; 通巻
169号 (1955.3)-. -- 日本道路技術協會, 1939.5-.()[月刉]

同朊大學論叢 / 同朊学会. -- 24・25合併号 (昭46.6)-. -- 同朊学会, 1971.6-.(同朊学会)[年2回刉]

<AA11566825> ISSN:13463322

同朊福祉 / 同朊大学社会福祉学部 [編]. -- 7号 (2001.3)- = 通巻29号 (2001.3)-. -- 同朊大学社会福祉学部, 2001.3-.(同朊大学社会
福祉学部)[年刉]

<AN00167284> ISSN:02898403

動物の原虫病 / 動物の原虫病研究会 = Journal of animal protozoosis / Japanese Society of Animal Protozoology. -- 1号 (Mar.
1990)-. -- 動物の原虫病研究会, 1990-.()[年刉]

<AN1046847X> ISSN:13412191

同朊大学佛教文化研究所紀要. -- 15号 (1994)-. -- 同朊大学佛教文化研究所, 1994.12-.(同朊大学佛教文化研究所)[隔年刉]

<AN00167273> ISSN:02881845

動物衛生研究所研究報告 / 農業技術研究機構動物衛生研究所 [編] = Bulletin of the National Institute of Animal Health / National
Institute of Animal Health. -- 108号 (2001)-. -- 農業技術研究機構動物衛生研究所, 2002.3-.()[年刉]

<AA1178796X> ISSN:13476998

動物衛生研究成果情報 / 動物衛生研究所 [編] = Topics in animal health research / National Institute of Animal Health. -- No. 1
(2001)-. -- 農業技術研究機構動物衛生研究所, 2002.9-.()[年刉]

<AN10164260> ISSN:09157506

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 391

<AA11657206> ISSN:13472542



2011年度

中央館

農  

中央館  

法  

法  

工 工  

工  

工  

<AN00174938> ISSN:03865886

土木技術資料 / 土木研究会. -- 1巻1号 (昭34.1)-. -- [土木研究会], [1959]-.([土木研究センター])[月刉]

<AN0017509X> ISSN:03870790

土木施工 : the doboku-seko. -- Vol. 1, no. 1 (1960.12)-. -- 山海堂, 1960-.(インデックス出版)[月刉]

<AA12120617> ISSN:18808980

獨協ロー・ジャーナル / 獨協大学法科大学院 [編] = Dokkyo law journal / Dokkyo Law School. -- 1号 (2006.2)-. -- 獨協大学法科大学
院, 2006.2-.(獨協大学法科大学院)[年刉]

<AN00174814> ISSN:0021468X

土木學會誌. -- 1卷1號 (大4.2)-. -- [土木学会], 1915-.(土木学会)[月刉]

<AN00174166> ISSN:03899799

獨協大学ドイツ学研究 = Dokkyo Universität Doitsugaku(Germanistik)-kenkyu / 獨協大学学術研究会. -- 2号 (1968.12)-. -- 獨協大
学学術研究会, 1968.12-.(獨協大学外国語学部ドイツ語学)[年2回刉]

<AN00174199> ISSN:03899942

獨協法学 / 獨協大学学術研究会 [編]. -- 1号 (1968.12)-. -- 獨協大学学術研究会, 1968-.(獨協大学法学会)[年3回刉]

<AA11817889> ISSN:

独立行政法人国立美術館東京国立近代美術館年報 = Annual report, Independent Administrative Institution National Museum of Art,
the National Museum of Modern Art, Tokyo. -- 平成12年 (平12)-. -- 国立美術館東京国立近代美術館, 2002.3-.(独立行政法人国立
美術館東京国立近代美術館)[年刉]

<AN00347581> ISSN:03876012

土壌の物理性 / 土壌物理研究会.(土壤物理学会)[年3回刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 392



2011年度

<ナ>

医

医  

教育  

中央館  

中央館 教育  

経済  

中央館  

医  

長崎醫學會雜誌 : Nagasaki Igakkai zasshi. -- 23巻1号 (昭23.3)-. -- 長崎醫學會, 1948. 3-.()[季刉]

長崎大学経済学部研究年報 / 長崎大学経済学部研究委員会 [編]. -- 1巻 (1985.3)-. -- 長崎大学経済学部研究委員会, 1985-.()[年
刉]

<AA11986999> ISSN:13499033

長岡造形大学研究紀要 = Nagaoka Institute of Design bulletin / 長岡造形大学 [編]. -- 1号 (2003)-. -- 長岡造形大学, 2004-.(長岡
造形大学)[年刉]

<AN00275753> ISSN:03693228

内観研究 = The Japanese journal of Naikan Association / 日本内観学会. -- Vol. 1, no. 1 (1995. 4)- = 通巻1号 (1995. 4)-. -- 日本内
観学会, 1995-.(日本内観学会)[年刉]

<AN00363125> ISSN:

内外教育. -- 2083号 (昭44.8)-. -- 時事通信社, 1969-.(時事通信社)[週2回刉]

<AN10030515> ISSN:09108602

内科. -- 1巻1号 (昭33.1)-. -- 南江堂.(南江堂)[月刉]

<AA11494666> ISSN:

内観医学 = Japanese journal of Naikan medicine / 内観医学会 [編]. -- Vol. 1, no. 1 (1999. 12)-. -- 内観医学会, 1999-.(日本内観医
学会)[年刉]

<AN10476263> ISSN:

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 393

<AN10085437> ISSN:09122974

Nursing today = ナーシング・トゥディ / 日本看護協会出版会. -- 1巻1号 (1986.4)-. -- 日本看護協会出版会, 1986.4-.(日本看護協会出
版会)[隔月刉]

<AN00176660> ISSN:00221961



2011年度

農

農  

経済  

経済  

中央館  

教育  

教育  

教育  

<AA11330079> ISSN:13451359

長崎大学教育学部紀要. 自然科学 / 長崎大学教育学部 [編]. -- No. 60 (1999. 3)-. -- 長崎大学教育学部, 1999.3-.(長崎大学教育学
部)[年刉]

<AA11330057> ISSN:13451375

長崎大学教育学部紀要. 教育科学 / 長崎大学教育学部 [編]. -- No. 56 (1999.3)-. -- 長崎大学教育学部, 1999.3-.(長崎大学教育学
部)[年2回刉]

<AA11330046> ISSN:13451383

長崎大学教育学部紀要. 教科教育学 / 長崎大学教育学部 [編]. -- No. 32 (1999.3)-. -- 長崎大学教育学部, 1999.3-.(長崎大学教育
学部)[年2回刉]

<AN10378741> ISSN:09188533

長崎県立大学論集 / 長崎県立大学学術研究会 [編]. -- 25巻1号 (平3.9)-42巻4号 (平21.3) = 通巻81号 (平3.9)-通巻150号 (平21.3).
-- 長崎県立大学学術研究会, 1991.9-2009.3.()[季刉]

<AA11766493> ISSN:13464094

長崎国際大学論叢 / 長崎国際大学 [編集]. -- 1巻 (2001)-. -- 長崎国際大学研究センター, 2001-.(長崎国際大学)[年刉]

<AA12462905> ISSN:

長崎県農林技術開発センター特別研究報告 / 長崎県農林技術開発センター [編]. -- 1号 (平22.3)-. -- 長崎県農林技術開発センター,
2010.3-.()[年刉]

<AA12434295> ISSN:18841104

長崎県立大学経済学部論集 / 長崎県立大学経済学部学術研究会 [編]. -- 43巻1号 (平21.6)- = 通巻151号 (平21.6)-. -- 長崎県立
大学経済学部学術研究会, 2009.6-.(長崎県立大学経済学部学術研究会)[季刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 394

<AA12462891> ISSN:18848605

長崎県農林技術開発センター研究報告 / 長崎県農林技術開発センター [編]. -- 1号 (平22.3)-. -- 長崎県農林技術開発センター,
2010.3-.()[年刉]



2011年度

教育

教育  

情言  

中央館  

農  

農  

農  

医  

長野県林業総合センター研究報告 / 長野県林業総合センター. -- 4号 (平1. 3)-. -- 長野県林業総合センター, 1989-.()[年刉]

<AN10165241> ISSN:09149147

長野赤十字病院医誌 = Medical journal of Nagano Red Cross Hospital / 長野赤十字病院医誌編集委員会. -- 1巻 (1987)-. -- 長野赤
十字病院, 1987-.(長野赤十字病院医誌編集委員会)[年刉]

長野県環境保全研究所研究報告 / 長野県環境保全研究所 [編]. -- 1号 (2005)-. -- 長野県環境保全研究所, 2005.3-.()[不明]

<AN00350451> ISSN:03893545

長野県畜産試験場研究報告 / 長野県畜産試験場. -- 16号 (昭55.8)-.()[不明]

<AN10149802> ISSN:1342775X

長崎大学総合環境研究 / 長崎大学環境科学部 [編]. -- 1巻1号 (1998.12)-. -- 長崎大学環境科学部, 1998.12-.(長崎大学環境科学
部)[年2回刉]

<AA1113910X> ISSN:13486810

長崎大学留学生センター紀要. -- 5号 (1997)-. -- 長崎大学留学生センター, 1997.3-.(長崎大学留学生センター)[年刉]

<AA12038083> ISSN:1880179X

長崎大学教育学部紀要. 人文科学 / 長崎大学教育学部 [編]. -- 58号 (1999.3)-. -- 長崎大学教育学部, 1999.3-.(長崎大学教育学
部)[年2回刉]

<AN10084751> ISSN:03882780

長崎大学教育学部社会科学論叢 / 長崎大学教育学部. -- 17号 (昭43)-. -- 長崎大学教育学部, 1968-.(長崎大学教育学部)[年2回
刉]

<AA11358045> ISSN:13446258

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 395

<AA11330002> ISSN:13451367



2011年度

中央館

理 工  

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

<AA1222817X> ISSN:

名古屋大学技術研修会報告集 / 名古屋大学全学技術センター [編]. -- Vol.1 (2004)-. -- [名古屋大学全学技術センター], 2005.3-.(名
古屋大学全学技術センター)[年刉]

<AA11523527> ISSN:

名古屋大学工学部・工学研究科技術部技報 / 名古屋大学工学部・工学研究科技術部 [編]. -- 名古屋大学工学部・工学研究科技術
部技術部実施委員会.(名古屋大学工学部・工学研究科技術部技術部実施委員会)[年刉]

<AA11818473> ISSN:

名古屋大学核燃料管理施設年報 / 名古屋大学核燃料管理施設 [編集] = / Facility for Nuclear Materials, Nagoya University. -- 名古
屋大学核燃料管理施設.(名古屋大学核燃料管理施設)[年刉]

<AA12232858> ISSN:

名古屋大学環境医学研究所技術部報告 / 名古屋大学環境医学研究所技術部 [編]. -- 名古屋大学環境医学研究所技術部.(名古屋
大学環境医学研究所技術部)[年刉]

<AA11679581> ISSN:13482459

名古屋高等教育研究 = Nagoya journal of higher education / 名古屋大学高等教育研究センター [編]. -- 1号 (2001.1)-. -- 名古屋大
学高等教育研究センター, 2001-.(名古屋大学高等教育研究センター)[年刉]

<AN00180227> ISSN:03876292

名古屋大学大型計算機センターニュース = Computation Center news. -- Vol. 1, no. 1 (1970.10)-v. 33, no. 1 (2002.2) = 通巻1号
(1970.10)-通巻133号 (2002.2). -- 名古屋大学大型計算機センター設置準備委員会, 1970-2002.(名古屋大学大型計算機センター)[季
刉]

<AN00179217> ISSN:02875438

長野大学紀要. -- 3・4号 (1974)-9号 (昭54.3) ; 1巻1・2号合併号 (1979.11)- = 通巻10号 (1979.11)-. -- 長野大学, 1974.12-.(長野大
学)[その他]

<AN00175191> ISSN:02863154

ながれ : 日本流体力学会誌. -- 1巻1号 (Mar. 1982)-. -- 日本流体力学会, 1982.3-.(日本流体力学会)[隔月刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 396



2011年度

中央館

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

名古屋大学附属図書館研究開発室年次報告 = Annual report of Nagoya University Library Studies. -- 1号 (2002)-. -- 名古屋大学附
属図書館研究開発室, 2003.3-.(名古屋大学附属図書館研究開発室)[年刉]

名古屋大学電子光学研究のあゆみ / 名古屋大学100万ボルト電子顕微鏡研究室 [編]. -- 名古屋大学理工科学総合研究センター.(名古
屋大学エコトピア科学研究所)[隔年刉]

<AA11563168> ISSN:09166319

名古屋大学博物館報告 / 名古屋大学博物館 [編] = Bulletin of the Nagoya University Museum / Nagoya University Museum. -- 16
号 (2000)-. -- 名古屋大学博物館, 2001.3-.(名古屋大学博物館)[年刉]

<AA11867220> ISSN:13486888

名古屋大学地球水循環研究センター年報. -- 2001 (2001)-. -- 名古屋大学地球水循環研究センター, 2001-.(名古屋大学地球水循環研
究センター)[年刉]

<AA11656098> ISSN:13475649

名古屋大學中國哲學論集 / 名古屋大學中国哲學研究會 [編集]. -- 1号 (2002)-. -- 名古屋大學中国哲學研究會, 2002.3-.(名古屋大
學中国哲學研究會)[年刉]

<AA11586232> ISSN:

名古屋大学生物分子応答研究センター年報. -- No. 1 (1993/1994)-. -- [名古屋大学生物分子応答研究センター], [1995]-.([名古屋大
学生物分子応答研究センター])[年刉]

<AN10589951> ISSN:

名古屋大学太陽地球環境研究所年報 / 名古屋大学太陽地球環境研究所, 名古屋大学太陽地球環境研究所分室 [編集]. -- 名古屋
大学太陽地球環境研究所.(名古屋大学太陽地球環境研究所)[年刉]

<AA11815486> ISSN:

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 397

<AA12228089> ISSN:

名古屋大学災害対策室年次報告書 / 名古屋大学災害対策室 [編]. -- 平成16年度 (平16)-. -- [名古屋大学災害対策室], [2005]-
.(名古屋大学災害対策室)[年刉]

<AA11558805> ISSN:



2011年度

中央館

中央館  

経研セ  

医  

中央館  

経済  

中央館  

中央館  

<AN10036599> ISSN:03884511

名古屋芸術大学研究紀要 / 名古屋芸術大学. -- 4巻 (1982)-. -- 名古屋芸術大学, 1982.12-.(名古屋芸術大学)[年刉]

<AN00179487> ISSN:03850048

名古屋学院大学論集. 社会科学篇 / 名古屋学院大学産業科学研究所 [編集]. -- 7巻1号 (Mar. 1970)-. -- 名古屋学院大学産業科学
研究所, 1970.3-.()[季刉]

<AN10207374> ISSN:02890658

名古屋近代文学研究. -- 1号 ( [1983.9] )-. -- 名古屋近代文学研究会, 1983-.(名古屋近代文学研究会)[その他]

<AA11451980> ISSN:

名古屋医史談話会会報. -- 1号 (平1.11)-. -- 名古屋医史談話会, 1989-.()[その他]

<AA11290804> ISSN:1344364X

名古屋学院大学論集. 言語・文化篇 : Journal of Nagoya Gakuin University / 名古屋学院大学産業科学研究所. -- 10巻1号 (1998)-. -
- 名古屋学院大学産業科学研究所, 1998.10-.(名古屋学院大学産業科学研究所)[年2回刉]

<AA11867730> ISSN:13486616

名古屋大学留学生センター紀要. -- 創刉号 (2003)-. -- [名古屋大学留学生センター], 2003-.(名古屋大学留学生センター)[年刉]

<AN10300198> ISSN:

那古野 : 名古屋商工会議所月報. -- No. 458 (1986.1)-. -- 名古屋商工会議所, 1986.1-.(名古屋商工会議所)[月刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 398

<AN10157968> ISSN:09166319

名古屋大学古川総合研究資料館報告. 特別号 / 名古屋大学古川総合研究資料館 = Bulletin of the Nagoya University Furukawa
Museum. Special report / Nagoya University Furukawa Museum. -- 2号 (Dec. 1989)-8号 (May 1998). -- 名古屋大学古川総合研究資
料館, 1989.12-1998.5.(名古屋大学古川総合研究資料館)[年刉]



2011年度

中央館

農 医  

中央館  

医  

医  

中央館  

医  

医  

名古屋市厚生院紀要 / 名古屋市厚生院. -- 3輯 ( [1976] )-.(名古屋市厚生院)[年刉]

<AN00096663> ISSN:09119809

名古屋市立病院紀要 / 名古屋市衛生局病院管理課. -- 1巻 (1978)-. -- 名古屋市衛生局病院管理課.()[年刉]

名古屋市健康福祉年報. 人口動態統計編 / 名古屋市健康福祉局 [編]. -- 平成14年版 (平14)-. -- 名古屋市健康福祉局総務課,
2004.3-.(名古屋市健康福祉局)[年刉]

<AN00179851> ISSN:03693333

名古屋市工業研究所研究報告 = Research reports of the Nagoya Municipal Industrial Research Institute / 名古屋市工業研究所 [編
集]. -- No. 5 (1951)-. -- 名古屋市工業研究所, 1952-.(名古屋市工業研究所)[年刉]

<AN00179873> ISSN:03852784

名古屋市環境科学研究所報 = Annual report of Nagoya City Environmental Science Research Institute / 名古屋市環境科学研究所
[編集]. -- 22号 (1992)-. -- 名古屋市環境科学研究所, 1993-.(名古屋市環境科学研究所)[年刉]

<AA12098981> ISSN:

名古屋市健康福祉年報. 事業編 / 名古屋市健康福祉局 [編]. -- 平成15年度版 (平15)-. -- 名古屋市健康福祉局総務課, 2004.9-.(名
古屋市健康福祉局)[年刉]

<AA11949948> ISSN:

名古屋産業大学論集 / 名古屋産業大学 [編]. -- 1号 (2001.3)-. -- 環境情報ビジネス学会, 2001.3-.(環境情報ビジネス学会)[年刉]

<AN00179771> ISSN:02875241

名古屋市衛生研究所報 / 名古屋市衛生研究所. -- 8 (昭37)-. -- 名古屋市衛生研究所.()[不明]

<AN10448971> ISSN:09198032

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 399

<AA11615228> ISSN:13462237



2011年度

中央館

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

中央館 教育  

中央館  

中央館  

<AN00180453> ISSN:04694767

名古屋大学国語国文学 / 名古屋大学国語国文学会 [編]. -- 1号 (1959.2)-. -- 名古屋大学国語国文学会, 1959-.(名古屋大学国語国
文学会)[年2回刉]

<AN00149103> ISSN:13428977

名古屋大学社會学論集 / 名古屋大学文学部社会学研究室. -- No. 1 (1980)-. -- 名古屋大学文学部社会学研究室, 1980-.(名古屋大
学文学部社会学研究室)[年刉]

<AA11173833> ISSN:04657748

名古屋大學教育學部紀要. 教育学. -- 44巻1号 (1997)-46巻2号 (1999). -- 名古屋大学教育学部, 1997.9-2000.3.(名古屋大学教育学
部)[年2回刉]

<AN00180307> ISSN:03874761

名古屋大学教育学部附属中高等学校紀要. -- 1集 (1955)-. -- 名古屋大学教育学部附属中学校, 1955-.(名古屋大学教育学部付属
中高等学校)[年刉]

<AA12465517> ISSN:21850208

名古屋造形大学紀要 = Bulletin / Nagoya Zokei University of Art and Design. -- 16号 (2010)-. -- 名古屋造形大学, 2010.3-.(名古屋
造形大学)[年刉]

<AA12399026> ISSN:13410997

名古屋造形大学名古屋造形芸術大学短期大学部紀要 = Bulletin / Nagoya Zokei University of Art and Design, Nagoya Zokei Junior
College of Art and Design. -- 15号 (2009)-15号 (2009). -- 名古屋造形大学, 2009.3.(名古屋造形大学名古屋造形芸術大学短期大学
部)[年刉]

<AN10088581> ISSN:09153098

名古屋女子大学紀要. 家政・自然編 = Journal of Nagoya Women's University. Home economics・natural science / 紀要(家政・自然編)
編集委員会. -- 35号 (平1.3)-. -- 名古屋女子大学, 1989. 3-.(名古屋女子大学)[年刉]

<AN1008856X> ISSN:09152261

名古屋女子大学紀要. 人文・社会編 = Journal of Nagoya Women's University. Humanities・social science / [名古屋女子大学] 紀要
(人文・社会編)編集委員会. -- 35号 (平1.3)-. -- 名古屋女子大学, 1989.3-.(名古屋女子大学)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 400



2011年度

中央館

中央館  

中央館  

教育 中央館  

教育 中央館  

中央館  

中央館 教育  

中央館  

名古屋大學中国語學文學論集 / 名古屋大學中国文學研究室. -- 1輯 (昭51.9)-. -- 名古屋大学中国文学研究室.(名古屋大学中国文
学研究室)[年刉]

名古屋大学大学院多元数理科学研究科教育・研究活動年次報告書. -- 名古屋大学大学院多元数理科学研究科.(名古屋大学大学院
多元数理科学研究科)[年刉]

<AA12037353> ISSN:13493868

名古屋大学大学文書資料室紀要 / 名古屋大学大学文書資料室 [編]. -- 13号 (2005.3)-. -- 名古屋大学大学文書資料室, 2005.3-
.(名古屋大学大学文書資料室)[年刉]

<AN00180486> ISSN:03875598

名古屋大学大学院教育発達科学研究科紀要. 教育科学. -- 47巻1号 (2000)-. -- 名古屋大学大学院教育発達科学研究科, 2000.9-
.(名古屋大学大学院教育発達科学研究科)[年2回刉]

<AA11505296> ISSN:13461729

名古屋大学大学院教育発達科学研究科紀要. 心理発達科学. -- 47巻 (2000)-. -- 名古屋大学大学院教育発達科学研究科, 2000.12-
.(名古屋大学大学院教育発達科学研究科)[年刉]

<AA11818484> ISSN:

名古屋大学人文科学研究 / 名古屋大学大学院文学研究科人文科学研究編集委員会. -- 14号 (1985.3)-. -- 名古屋大学大学院文学
研究科院生・研究生自治会, 1985-.(名古屋大学大学院文学研究科院生・研究生自治会)[年刉]

<AA12119833> ISSN:18808778

名古屋大学全学技術センター(理学)装置開発系技術報告. -- Vol. 1 (2006.3)-. -- 名古屋大学全学技術センター教育・研究技術支援室
装置開発技術系, 2006.3-.(名古屋大学全学技術センター)[不明]

<AA11493197> ISSN:13460307

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 401

<AA11216674> ISSN:13442457

名古屋大学森林科学研究 / 名古屋大学農学部附属演習林 [編] = Nagoya University forest science / the Nagoya University Forest.
-- 16号 (1997.12)-. -- 名古屋大学農学部附属演習林, 1997.12-.(名古屋大学大学院生命農学研究科附属演習林)[年刉]

<AN10076185> ISSN:09109803



2011年度

中央館

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

法 中央館  

<AN00180624> ISSN:04395905

名古屋大學法政論集 / 名古屋大學法學部. -- 1卷1號 (昭26.3)-4巻3号 (1956) ; 11 (1958)-. -- 名古屋大學法學部, [1951]-.(名古屋
大学大学院法学研究科)[季刉]

<AN00180599> ISSN:04694716

名古屋大学文学部研究論集. 哲学 / 名古屋大学文学部 [編]. -- 1 (1952)-. -- 名古屋大学文学部, 1952.3-.(名古屋大学文学部)[年
刉]

<AN00180577> ISSN:04694716

名古屋大學文學部研究論集. 文學. -- [1] (1951.3)-. -- 名古屋大学文学部, 1951.3-.(名古屋大学文学部)[年刉]

<AA11854342> ISSN:1348687X

名古屋大学附属図書館研究年報 / 名古屋大学附属図書館研究開発室 [編集] = Annals of Nagoya University Library Studies /
Nagoya University Library Studies. -- 1号 (2002)-. -- 名古屋大学附属図書館研究開発室, 2002-.(名古屋大学附属図書館研究開発
室)[年刉]

<AN00180555> ISSN:04694716

名古屋大学文学部研究論集. 史学 / 名古屋大学文学部 [編]. -- 1 (1952)-. -- 名古屋大学文学部, 1952.3-.(名古屋大学文学部)[年
刉]

<AN00180497> ISSN:03874788

名古屋大学東洋史研究報告. -- 1 (1972)-. -- 名古屋大学文学部東洋史研究室, 1972.11-.(名古屋大学東洋史研究会)[年刉]

<AN10436156> ISSN:

名古屋大学日本語・日本文化論集 / 名古屋大学留学生センター. -- 1号 (1993)-. -- 名古屋大学留学生センター, 1993-.(名古屋大学留
学生センター)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 402

<AN10178833> ISSN:09156577

名古屋大学哲学論集 / 名古屋大学哲学会編. -- 1 (1989.4)-. -- 名古屋大学哲学会, 1989-.(名古屋大学哲学会)[年刉]



2011年度

教育

農 中央館  

教育  

農  

農  

経済  

医  

経済  

奈良県立奈良病院医学雑誌 = Medical journal of Prefectural Nara Hospital / 奈良県立奈良病院医学雑誌編集委員会 [編集]. -- 1巻
1号 (1997.1)-. -- 奈良県立奈良病院, 1997-.(奈良県立奈良病院医学雑誌編集委員会)[年刉]

<AN10031041> ISSN:09159789

奈良産業大学産業と経済 / 奈良産業大学経済学会 [編]. -- 1巻1号 (1986.6)-. -- 奈良産業大学経済学会, 1986-.()[その他]

奈良県農業総合センター研究報告 / 奈良県農業総合センター [編]. -- 38号 (平19.3)-. -- 奈良県農業総合センター, 2007.3-.()[年刉]

<AA11617915> ISSN:13465775

奈良県立大学研究季報 / 奈良県立大学 [編集] = / Nara Prefectural University. -- 12巻1号 (2001.8)-19巻2号 (2008.11). -- 奈良県
立大学, 2001.8-2008.11.()[年2回刉]

<AA11133996> ISSN:13430408

奈良教育大学紀要. 人文・社会科学 / 奈良教育大学. -- 15巻 (昭42.2)-. -- 奈良教育大学, 1967.2-.(奈良教育大学)[年刉]

<AA1155559X> ISSN:13459864

奈良県森林技術センター研究報告 / 奈良県森林技術センター [編]. -- 30号 (平12.12)-. -- 奈良県森林技術センター, 2000.12-.()[年刉]

<AA1225492X> ISSN:18821944

奈良教育大学教職大学院研究紀要「学校教育実践研究」 / 奈良教育大学大学院教育学研究科専門職課程教職開発専攻 [編集]. --
1号 (2009.3)-. -- 奈良教育大学大学院教育学研究科専門職課程教職開発専攻, 2009-.(奈良教育大学大学院教育学研究科専門職
課程教職開発専攻)[年刉]

<AN00181070> ISSN:05472407

奈良教育大学紀要. 自然科学 / 奈良教育大学. -- 15巻 (昭42.2)-. -- 奈良教育大学, 1967.2-.()[年刉]

<AN00181081> ISSN:05472393

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 403

<AA12405118> ISSN:18836585



2011年度

中央館

教育  

中央館  

中央館  

中央館  

法  

教育  

教育  

<AA1212544X> ISSN:18806864

鳴門教育大学学校教育研究紀要 / 鳴門教育大学地域連携センター [編]. -- No. 20 (2005)-. -- 鳴門教育大学地域連携センター, 2006-
.(鳴門教育大学地域連携センター)[年刉]

<AN1029926X> ISSN:09172610

鳴門教育大学実技教育研究 = Journal of practical education, Naruto University of Education / 鳴門教育大学学校教育学部附属実
技教育研究指導センター. -- 1 ([1991])-. -- 鳴門教育大学学校教育学部附属実技教育研究指導センター, 1991.3-.(鳴門教育大学学校
教育学部附属実技教育研究指導センター)[年刉]

<AA12078510> ISSN:13490508

奈良美術研究 / 早稲田大学文学研究科奈良美術研究所 [編]. -- 1号 (2004.3)-. -- 早稲田大学奈良美術研究所, 2004.3-.(早稲田大
学文学研究科 奈良美術研究所)[年刉]

<AN10021729> ISSN:0914921X

奈良法学会雑誌 / 奈良産業大学法学会 [編]. -- 1巻1号 (1988)-. -- 奈良産業大学法学会, 1988.6-.(奈良産業大学法学会)[季刉]

<AA12015204> ISSN:13499882

奈良女子大学文学部研究教育年報 / 奈良女子大学文学部 [編]. -- 1号 (2004)- = 通巻48号 (2004)-. -- 奈良女子大学文学部,
2005.3-.(奈良女子大学文学部)[年刉]

<AN00181569> ISSN:03892204

奈良大学紀要 = Memoirs of the Nara University. -- 1号 (昭47.12)-. -- 奈良大学, 1972.12-.(奈良大学)[年刉]

<AN10065972> ISSN:09145575

奈良産業大学紀要 / 奈良産業大学 [編]. -- 1集 (1985.11)-. -- 奈良産業大学, 1985-.(奈良産業大学)[年刉]

<AN10436699> ISSN:13404032

奈良女子大学社会学論集 / 奈良女子大学文学部社会学科 [編]. -- 1号 (1994)-. -- 奈良女子大学文学部社会学科, 1994.3-.(奈良女
子大学社会学研究会)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 404



2011年度

教育

中央館  

中央館  

経済  

中央館  

中央館  

経済  

経済  

南山経済研究 / 南山大学経済学会 [編]. -- 1巻1号 (1986.8)- = 通巻1号 (1986.8)-. -- 南山大学経済学会, 1986.8-.()[年3回刉]

南山大学ヨーロッパ研究センター報 / 南山大学ヨーロッパ研究センター [編集]. -- 創刉[1]号 (1995.12)-. -- 南山大学ヨーロッパ研究センター,
1995-.(南山大学ヨーロッパ研究センター)[不明]

<AN00181911> ISSN:02891263

南山論集. 経済・経営学編 / 南山大学大学院研究会. -- 5号 (1975.3)-. -- 南山大学大学院研究会.()[年刉]

<AN10032623> ISSN:09126139

南山経営研究 / 南山大学経営学会. -- 1巻1号 (1986.4)-. -- 南山大学経営学会, 1986.4-.()[年3回刉]

<AN00181864> ISSN:03873730

南山神学 / 南山大学文学部神学科. -- 1号 (1978.9)-. -- 神言神学院, 1978.9-.(神言神学院)[年刉]

<AN10540351> ISSN:

南極資料 / 文部省. -- No. 1 (1957. 12)-no. 87 (1985. 12) ; V. 30, no. 1 (1986. 3)- = 88 (Mar. 1986)-. -- 文部省, 1957-.(国立極地研究
所)[年3回刉]

<AA11878023> ISSN:

南京大学学報. 数学半年刉 = Journal of Nanjing University. Mathematical biquarterly. -- 1卷1期 (1984.5)-. -- 南京大学学报编辑部,
1984.5-.(南京大学)[年2回刉]

<AN10032634> ISSN:09126147

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 405

<AN1035942X> ISSN:09175180

鳴門生徒指導研究 / 鳴門生徒指導学会 = Journal of Naruto School Guidance and Counseling / the Naruto Association of School
Guidance and Counseling. -- 1号 (1991)-. -- 鳴門生徒指導学会, 1991-.(鳴門生徒指導学会)[年刉]

<AN00181831> ISSN:00857289



2011年度

法

中央館  

中央館  

医  

<ニ>

経済  

経済  

医  

医  

<AN10499600> ISSN:13414062

新潟県立中央病院医誌 / 新潟県立中央病院医誌編集委員会 [編集]. -- 1巻1号 (1993.9)-. -- 新潟県立中央病院, 1993-.(新潟県立
中央病院医誌編集委員会)[年刉]

<AN00183269> ISSN:02861569

新潟大学経済論集 / 新潟大学経済学会. -- 1号 (1968)-. -- 新潟大学経済学会, 1968-.()[年2回刉]

<AA11298067> ISSN:13443518

新潟県保健環境科学研究所年報 / 新潟県保健環境科学研究所 [編集]. -- 13巻 (平9)-. -- 新潟県保健環境科学研究所, 1998-.(新
潟県保健環境科学研究所)[年刉]

<AA11452189> ISSN:13448536

南予医学雑誌. -- 1巻1号 (1999.3)-. -- 市立宇和島病院生活協同組合, 1999-.()[年刉]

<AN10492758> ISSN:13411551

新潟産業大学経済学部紀要 / 新潟産業大学附属研究所 [編]. -- No. 12 (1994.12)-. -- 新潟産業大学附属研究所, 1994.12-.()[年2回
刉]

<AN0018211X> ISSN:03886484

南島文化 / 沖縄国際大学南島文化研究所. -- No. 1 (1979)-. -- 沖縄国際大学南島文化研究所, 1979.3-.(沖縄国際大学南島文化研
究所)[年刉]

<AN00182142> ISSN:05472032

南都佛教 / 南都佛教研究会. -- 創刉號 (1954)-. -- 南都佛教研究会, 1954.11-.(南都佛教研究会)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 406

<AN00181900> ISSN:03871592

南山法学 / 南山大学法学会. -- 1巻1号 (1977.12)-. -- 南山大学法学会, 1977-.(南山大学法学会)[季刉]



2011年度

中央館

中央館  

医  

教育  

教育  

経済  

農  

農  

新潟大学農学部研究報告 = Bulletin of the Faculty of Agriculture, Niigata University / 新潟大学農学部 [編]. -- 29号 (昭52.3)-. --
新潟大学農学部, 1977-.()[不明]

<AN10183571> ISSN:1344526X

肉牛ジャーナル / 肉牛新報社 [編]. -- 1巻1号 (1988. 7)- = 通巻1号 (1988. 7)-. -- 肉牛新報社, 1988-.(肉牛新報社)[月刉]

新潟大学教育学部研究紀要. 人文・社会科学編 / 新潟大学教育学部 [編]. -- 1巻1号 (2008)-. -- 新潟大学教育学部, 2008.10-.(新潟
大学教育学部)[年2回刉]

<AN00183258> ISSN:03857697

新潟大学経済学年報 / 新潟大学人文学部経済学科 [編]. -- 1号 (1977.2)-33号 (2009.1). -- [出版者不明], 1977.2-2009.1.()[年刉]

<AN00183393> ISSN:03858634

新潟市民病院医誌. -- 1巻1号 (1980.3)-. -- 新潟市民病院, 1980-.()[年刉]

<AA12358288> ISSN:18833845

新潟大学教育学部研究紀要. 自然科学編 / 新潟大学教育学部 [編]. -- 1巻1号 (2008)-. -- 新潟大学教育学部, 2008.10-.(新潟大学
教育学部)[年2回刉]

<AA12358266> ISSN:18833837

新潟県立歴史博物館研究紀要 = Bulletin of the Niigata Prefectural Museum of History. -- 創刉号 (2000.3)-. -- 新潟県立歴史博物
館, 2000.3-.(新潟県立歴史博物館)[その他]

<AA11231962> ISSN:1343490X

新潟国際情報大学情報文化学部紀要 / 情報文化学部紀要編集委員会 [編集]. -- 1号 (1998.3)-. -- 新潟国際情報大学情報文化学
部, 1998.3-.(新潟国際情報大学情報文化学部)[年刉]

<AN00357905> ISSN:03891453

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 407

<AA11463287> ISSN:13454862



2011年度

医

中央館  

法  

医  

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

<AA12065439> ISSN:18804969

二松学舎大学東アジア学術総合研究所集刉 / 二松学舎大学東アジア学術総合研究所 [編]. -- 35集 (2005)-. -- 二松学舎大学東アジ
ア学術総合研究所, 2005-.(二松学舎大学東アジア学術総合研究所)[年刉]

<AN00183961> ISSN:02867206

二松學舍大學論集 / 二松學舍大學. -- 昭32 (昭32)-昭和61年度 (昭61) ; 31号 (1988)-. -- 二松學舍大學, 1958-.(二松学舍大学文学
部)[年刉]

<AN10022266> ISSN:09143602

二松 : 大学院紀要 / 二松學舍大学大学院文学研究科. -- 1集 (1987)-. -- 二松學舍大学大学院文学研究科, 1987.3-.(二松學舍大学
大学院文学研究科)[年刉]

<AN00183928> ISSN:02875705

二松学舎大学人文論叢 / 二松学舎大学人文学会. -- 1輯 (1968)-. -- 二松学舎大学人文学会, 1968.6-.(二松学舎大学人文学会)[年
2回刉]

<AN10323400> ISSN:02889757

西日本短期大学大憲論叢. -- 21巻1・2合併号 (昭56. 3)-. -- 西日本短期大学, 1981-.(西日本短期大学法学会)[年刉]

<AN00183881> ISSN:03869784

西日本皮膚科 = The Nishinihon journal of dermatology / 日本皮膚科学会西日本連合地方会 [編]. -- 31巻1号 (昭44.2)-. -- 日本皮
膚科学会西日本連合地方会, 1969-.(日本皮膚科学会西部支部)[隔月刉]

<AN10449001> ISSN:09174761

西尾市民病院紀要 = Medical journal of Nishio Municipal Hospital / 西尾市民病院 [編]. -- 1巻1号 (平2.12)-. -- 西尾市民病院,
1990-.()[年刉]

<AA11984199> ISSN:1349404X

西日本工業大学紀要 / 西日本工業大学 [編] = Memoirs of Nishinippon Institute of Technology / Nishinippon Institute of Technology.
-- 34巻 (2004)-. -- 西日本工業大学, 2004.7-.(西日本工業大学)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 408



2011年度

経研セ

国開  

経研セ  

情言  

法  

医  

医  

医  

日大歯学 / 日本大学歯学会. -- 38巻1号 (昭39.1)-.(日本大学歯学会)[季刉]

日大醫學雜誌 / 日本大學醫學會. -- 1巻1号 (昭12.2)-. -- 日本大學醫學會, 1937-.(日本大學醫學會)[隔月刉]

<AN00184148> ISSN:03850145

日大口腔科学 = Nihon University journal of oral science / 日本大学松戸歯科大学 [編]. -- 1巻1号 (1975)-. -- 日本大学松戸歯科大
学, 1975-.(日本大学口腔科学会)[年3回刉]

<AN00184159> ISSN:03850102

日語学習与研究 : にほんごのがくしゅうとけんきゅう / 北京对外贸易学院《日语学习与研究》编辑委员会 [編]. -- 日语学习与研究杂志
社.(北京対外貿易学院・北京)[隔月刉]

<AN10032022> ISSN:09129685

日税研論集 = Journal of Japan Tax Research Institute / 日本税務研究センター [編]. -- Vol. 1 (1986)-. -- 日本税務研究センター,
1986-.(日本税務研究センター)[年2回刉]

<AN0018408X> ISSN:00290424

二十一世紀. -- 創刉号 (1990.10)-. -- 香港中文大學中國文化研究所, 1990-.(香港中文大學中國文化研究所)[隔月刉]

<AA12025117> ISSN:18800327

にちぎん : Nichigin. -- 1巻1号 (2005.春)- = 通巻1号 (2005.春)-. -- 日本銀行情報サービス局, 2005.3-.(日本銀行情報サービス局)[季刉]

<AA11249800> ISSN:10024395

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 409

<AA11835836> ISSN:13486063

にじ : 協同組合経営研究誌 / 協同組合経営研究所 [編]. -- No. 596 (2003. 5)-. -- 協同組合経営研究所, 2003.5-.(協同組合経営研究
所)[季刉]

<AN10495235> ISSN:10175725



2011年度

法

医  

法  

太陽研  

工  

理 情基セ 工 経済 理 工 工 工 工 工

工 理 工 工 工

経研セ  

経研セ  

<AN10041056> ISSN:

日経研月報 / Japan Economic Research Institute. -- 96号 (1986.4)-. -- 日本経済研究所, 1986-.(日本経済研究所)[月刉]

<AN0018467X> ISSN:03851680

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)[隔週刉]

<AN00304647> ISSN:03875555

日経会社情報 / 日本経済新聞社 [編]. -- 1号 (1979.春)-. -- 日本経済新聞社, 1979-.(日本経済新聞社)[季刉]

<AA11210419> ISSN:13419900

日経PC21 : 日経ピーシー21 / 日経BP社 [編]. -- 日経BP社.(日経BP社)[月刉]

<AN00184658> ISSN:03850870

日経アーキテクチュア = Nikkei architecture / 日経マグロウヒル社. -- 試作版 [0巻1号] (1975.10)-. -- 日経マグロウヒル社, 1975-.(日経BP
社)[隔週刉]

<AN00184192> ISSN:09120351

日獨医報 = Japan-Germany medical reports. -- Vol. 1, no. 1 (Jan. 1956)-. -- 日獨薬品, 1956-.()[季刉]

<AN0018440X> ISSN:02867281

日仏法学 / 日仏法学会. -- 1号 (昭36.9)-. -- 日仏法学会, 1961-.(日仏法学会)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 410

<AN00166907> ISSN:02865351

日独法学 = Jahrbuch der Japanisch-Deutschen Gesellschaft für Rechtswissenschaft / 日独法学会. -- 創刉号 (1977.6)-. -- 日独法
学会, 1977-.(日独法学会)[年刉]



2011年度

情基セ 工 情言

工  

経済 工 理 工 情基セ

工  

理 情言  

太陽研 情言 太陽研 理 理 情言 理 農 工 理

中央館 情基セ 医 工 工 工 工 工 工 工

経済  

情言 情基セ  

日経産業新聞. -- 縮刷版. -- 1巻1号 (昭48.10)-. -- 日本経済新聞社, 1973-.(日本経済新聞社)[月刉]

<AN10464741> ISSN:

日経デザイン = Nikkei design. -- 91号 (1995.1)-. -- 日経BP社, 1995.1-.(日経BP社)[月刉]

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-.(岩波書店)[月刉]

<AN10202348> ISSN:0917009X

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)[月刉]

<AN10037434> ISSN:

日経コンピュータ = Nikkei computer. -- 試作版 [0巻1号] (1981.4)-. -- 日経マグロウヒル社, 1981-.(日経BP社)[隔週刉]

<AN10202348> ISSN:0917009X

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)[月刉]

<AN10202348> ISSN:0917009X

日経コミュニケーション. -- 1号 (昭60.10)-. -- 日経マグロウヒル社, 1985-.(日経BP社)[月刉]

<AN10280647> ISSN:09153470

日経コンストラクション = Nikkei construction / 日経BP社 [編]. -- 1989年夏号 (1989.夏)-1989年秋号 (1989.秋) ; 1号 (1989.10.13)-. --
日経BP社, 1989-.(日経BP社)[月2回刉]

<AN00369835> ISSN:02854619

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 411

<AN10063933> ISSN:09107215



2011年度

経済 中央館 農 理 太陽研 太陽研 情基セ

経済 国開 法 農

経済  

医  

医  

工  

情言 情言  

太陽研 太陽研 理

<AA11380554> ISSN:13450182

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)[月刉]

<AA11380554> ISSN:13450182

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)[月刉]

<AN00184873> ISSN:03871215

日赤醫學 = The Japanese Red Cross medical journal / 大阪赤十字病院醫齒藥學研究會 [編]. -- 大阪赤十字病院醫齒藥學研究
會.(大阪赤十字病院醫齒藥學研究會)[年3回刉]

<AA11380554> ISSN:13450182

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)[月刉]

<AN10037423> ISSN:

日経流通新聞. -- 縮刷版. -- 1巻1号 (1982.9/10)-. -- 日本経済新聞社, 1982-.(日本経済新聞社)[隔月刉]

<AN00184851> ISSN:03012581

日生病院医学雑誌 / 日本生命済生会附属日生病院. -- 1巻1号 (昭48. 2)-. -- 日本生命済生会附属日生病院.(日本生命済生会附属
日生病院)[年2回刉]

<AN00089974> ISSN:02879506

日経パソコン = Nikkei personal computing. -- 1号 (1983.10)-. -- 日経マグロウヒル社, 1983. 10-.(日経BP社)[月2回刉]

<AN00360444> ISSN:00290491

日経ビジネス / 日経マグロウヒル社. -- 1巻1号 (昭44.9)-1巻12号 (昭45.9) ; 13号 (昭45.9)-.(日経BP社)[週刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 412



2011年度

工 太陽研

情基セ 工  

工 中央館  

理  

工 情基セ  

情基セ  

情基セ  

農  

日経woman : 働く女性の情報誌. -- 創刉号 (1988.5)-. -- 日経ホーム出版社, 1988-.(日経ホーム出版社)[月刉]

日経network : ネットワーク技術が基礎から身につく. -- 1号 (2000.5)-. -- 日経BP社, 2000.4-.(日経BP社)[月刉]

<AN10581508> ISSN:13411497

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)[月刉]

<AN10133482> ISSN:

日経PC21 : 日経ピーシー21 / 日経BP社 [編]. -- 日経BP社.(日経BP社)[月刉]

<AA12122656> ISSN:13483196

日経systems : システム開発の現場力を磨く. -- 156号 (2006.4)-. -- 日経BP社, 2006.3-.(日経BP社)[月刉]

<AA11437527> ISSN:1345482X

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)[月刉]

<AA11210419> ISSN:13419900

日経PC21 : 日経ピーシー21 / 日経BP社 [編]. -- 日経BP社.(日経BP社)[月刉]

<AA11210419> ISSN:13419900

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 413

<AA11380554> ISSN:13450182

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)[月刉]

<AA11380554> ISSN:13450182



2011年度

農

情言  

経済  

情基セ  

中央館 中央館  

経済  

工 工 経済 理

中央館  

<AA11878147> ISSN:

日中言語文化 : 桜美林大学紀要. -- 1集 ([2003.3])-. -- 桜美林大学文学部中国語中国文学科, 2003.3-.()[年刉]

<AN10264232> ISSN:09119361

日経マネー. -- 1号 (1985.12)-. -- 日経ホーム出版社.(日経ホーム出版社)[月刉]

<AA11914116> ISSN:

日経ものづくり. -- 595号 (2004.4)-. -- 日経BP社, 2004.4-.(日経BP社)[月刉]

<N1074500> ISSN:

日経ソフトウエア = Nikkei software. -- 日経BP社.(日経BP社)[月刉]

<AN00357916> ISSN:02854600

日経バイオテク. -- 創刉前 [0巻] 1号 (昭56.8)-. -- 日経マグロウヒル.(日経BP社)[隔週刉]

<AA11344084> ISSN:13449001

日経エコロジー : Ecology. -- 創刉準備号 (1999.4) -. -- 日経BP社, 1999.3-.(日経BP社)[月刉]

<AA12370556> ISSN:18835120

日経消費ウオッチャー : 新製品とライフスタイルを探る専門誌 / 日本経済新聞社産業地域研究所 [編集]. -- No. 1 (2009.1)- = 通巻44号
(2009.1)-. -- 日本経済新聞社産業地域研究所, 2009.1-.(日本経済新聞社)[月刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 414

<AN10581508> ISSN:13411497

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)[月刉]



2011年度

中央館

医  

医  

医  

医  

医  

医  

工 医保健  

日本醫事新報 / 日本医事新報社. -- 1号 (大10)-. -- 日本醫事新報社.(日本医事新報社)[週刉]

<AA12296781> ISSN:1882594X

日本医療・病院管理学会誌 = Journal of the Japan Society for Healthcare administration / 日本医療・病院管理学会 [編]. -- 45巻1
号 (2008.1)-. -- 日本医療・病院管理学会, 2008-.(日本病院管理学会)[季刉]

日本醫史學雜誌 / 日本醫史學會 [編]. -- 1287號 (昭16.1)-1334號 (昭19.12) ; 5卷1號 (昭29.1)- = 通卷1335號 (昭29.1)-. -- 日本醫
史學會, 1941-.(日本医史学会)[季刉]

<AN10166867> ISSN:09164804

日本医真菌学会雑誌 / 日本医真菌学会 = Japanese journal of medical mycology / the Japanese Society for Medical Mycology. --
Vol. 31, no. 1 (1990. 2)-. -- 日本医真菌学会, 1990-.(日本医真菌学会)[季刉]

<AN00185592> ISSN:03859215

日本医学放射線学会雑誌. 日本医学放射線学会学術集会抄録集 = Nippon acta radiologica : journal of Japan Radiological Society. -
- 65回 (平18.4)-. -- 日本医学放射線学会, [2006]-.()[年刉]

<AN00185446> ISSN:00214493

日本醫師會雜誌 / 日本医師会. -- 12巻9号 (昭12)-. -- [日本医師会], [1937]-.(日本医師会)[月刉]

<AN00185515> ISSN:05493323

日本アジア研究 : 埼玉大学大学院文化科学研究科博士後期課程紀要. -- 創刉号 (2004)-. -- 埼玉大学大学院文化科学研究科,
2004.3-.(埼玉大学大学院文化科学研究科)[不明]

<AA1200910X> ISSN:13498975

日本医科大学医学会雑誌 / the Medical Association of Nippon Medical School. -- 1巻1号 (2005.2)-. -- 日本医科大学医学会,
[2005]-.(日本医科大学医学会)[季刉]

<AA12141344> ISSN:

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 415

<AA11946779> ISSN:13490028



2011年度

医

工  

中央館  

中央館  

農  

工  

医  

農  

<AN00186245> ISSN:00290343

日本温泉気候物理医学会雑誌 / 日本温泉気候物理医学会. -- 26巻1号 (昭37.5)-.(日本温泉気候物理医学会)[季刉]

<AN10517316> ISSN:1343084X

日本海地域の自然と環境 : 福五大学積雪研究室研究報告. -- 創刉 [1] 号 (平6)-. -- 福五大学積雪研究室, 1994-.()[年刉]

<AN00186121> ISSN:00214914

日本応用動物昆虫学会誌 / 日本応用動物昆虫学会. -- 1巻1号 (昭32.7)-.(日本応用動物昆虫学会)[季刉]

<AN00186234> ISSN:03694232

日本音響学会誌 / 日本音響学会 [編]. -- 1輯1号 (昭14.8)-. -- 日本音響学会.(日本音響学会)[月刉]

<AA12133481> ISSN:18823033

日本オーラル・ヒストリー研究 / 日本オーラル・ヒストリー学会 [編]. -- 創刉[1]号 (2006)-. -- 日本オーラル・ヒストリー学会, 2006.3-.(日本オー
ラル・ヒストリー学会)[不明]

<AN00029600> ISSN:09133348

日本応用酵素協会誌 / 日本応用酵素協会. -- No. 1 ( [1966] )-. -- 日本応用酵素協会.(日本応用酵素協会)[年刉]

<AN00185923> ISSN:00215082

日本衞生學雜誌 / 日本衛生学会 [編]. -- 1巻1號 (昭21.8)-. -- [日本衛生学会], [1946]-.(日本衛生学会)[季刉]

<AN10373883> ISSN:09168753

日本エネルギー学会誌 = Journal of the Japan Institute of Energy / 日本エネルギー学会. -- 71巻1号 (平4.1)- = 通巻777号 (平4.1)-. --
日本エネルギー学会, 1992-.(日本エネルギ-学会)[月刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 416



2011年度

中央館

医保健  

医保健  

文  

医  

中央館  

工  

医保健  

日本画像医学雑誌 = Japanese journal of medical imaging. -- Vol. 5, no. 1 (1986)-. -- 日本画像医学会.(日本画像医学会)[季刉]

日本學士院紀要 / 日本學士院 [編輯]. -- 6巻1號 (昭23.3)-. -- 日本學士院, 1948.3-.(日本學士院)[年3回刉]

<AN00186926> ISSN:03874168

日本ガスタービン学会誌 / 日本ガスタービン学会. -- 4巻 (1976)-. -- [日本ガスタービン学会].(日本ガスタ-ビン学会)[隔月刉]

<AN10042605> ISSN:02890925

日本カント研究 / 日本カント協会編. -- 1 (2000.6)-. -- 理想社, 2000.6-.(理想社)[年刉]

<AN10449533> ISSN:13406264

日本外傷学会雑誌 = Journal of the Japanese Association for the Surgery of Trauma. -- Vol. 8, no. 3 (平6. 7)- = 通巻24号 (平6. 7)-.
-- 日本外傷学会, 1994-.(日本外傷学会)[季刉]

<AN00266366> ISSN:03880036

日本看護科学会誌 / 日本看護科学学会. -- 1巻 (昭56.12)-. -- 日本看護科学学会.(日本看護科学学会)[季刉]

<AN00330079> ISSN:02859262

日本看護研究学会雑誌 / 日本看護研究学会. -- Vol. 4, no. 2 (昭56. 10)-. -- 日本看護研究学会, 1981-.(日本看護研究学会)[季刉]

<AA11495942> ISSN:

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 417

<AN00186493> ISSN:09158413

日本海ブロック試験研究集録 / 水産庁日本海区水産研究所. -- 1号 (昭52.6)-. -- 水産庁日本海区水産研究所, 1977.6-.(日本海区水
産研究所)[不明]

<AN00010260> ISSN:02875330



2011年度

国開

農 工 工

医  

医  

教育  

教育  

情言 教育  

法 教育  

<AN00187634> ISSN:03873226

日本教育法学会年報 / 日本教育法学会. -- 1号 (1972)-. -- 有斐閣, 1972-.(有斐閣)[年刉]

<AN10420429> ISSN:

日本教育工学会研究報告集 / 日本教育工学会 [編]. -- 日本教育工学会.(日本教育工学会)[隔月刉]

<AA11964147> ISSN:13498290

日本教育工学会論文誌 / 日本教育工学会. -- 28巻1号 (2004.6)-. -- 日本教育工学会.(日本教育工学会)[季刉]

<AN10284604> ISSN:0915924X

日本救急医学会雑誌. -- 1巻1号 (1990.8)-. -- 日本救急医学会, 1990-.(日本救急医学会)[月刉]

<AN00187598> ISSN:02872870

日本教育経営学会紀要 / 日本教育経営学会編集. -- 16号 (1974)-. -- 日本教育経営学会, 1974.6-.(第一法規出版)[年刉]

<AN00187394> ISSN:00214728

日本機械学會誌 = Journal of the Society of Mechanical Engineers. -- 41卷256号 (昭13.7)-. -- 日本機械学會, 1938-.(日本機械学
会)[月刉]

<AN00187474> ISSN:00290645

日本気管食道科学会会報 / 日本気管食道科学会. -- 1 (昭25)-.(日本気管食道科学会)[隔月刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 418

<AN10588325> ISSN:10027874

日本学刉 = Japanese studies / 中華日本学会, 中国社会科学院日本研究所为辦. -- 1991年1期 (1991.[1] ) - = 総1期 (1991.[1] )-. -
- 《日本学刉》雑誌社, [1991].1-.(《日本学刉》雑誌社)[隔月刉]



2011年度

医

教育  

教育  

教育  

教育  

農  

工  

中央館  

日本金屬學會講演槪要 / 日本金屬學會 [編].(日本金属学会)[年2回刉]

<AN00353904> ISSN:05493749

日本近代文学 / 日本近代文学会 [編]. -- 1集 (昭39.11)-. -- 三省堂, 1964-.(日本近代文学会)[年2回刉]

日本教育心理学会総会発表論文集 = Annual convention of the Japanese Association of Educational Psychology / 日本教育心理学
会総会準備委員会. -- 6回 (1964.10)-. -- 日本教育心理学会総会準備委員会, 1964-.(日本教育心理学会大会準備委員会)[年刉]

<AN00187816> ISSN:00290289

日本菌学会会報 = Transactions of the Mycological Society of Japan / 日本菌学会 [編]. -- [Vol. 1], no. 1 (1956)-. -- 日本菌学会,
1956-.(日本菌学会)[季刉]

<AN00351002> ISSN:13425730

日本教育史研究 / 日本教育史研究会 [編]. -- No. 1 (1982.3)-. -- 日本教育史研究会, 1982-.(日本教育史研究会)[年刉]

<AN10216386> ISSN:

日本教育新聞. -- 日本教育新聞社.(日本教育新聞社)[週刉]

<AN00363205> ISSN:

日本胸部臨床 / 日本臨床結核社. -- 19巻1号 (昭35.1)-. -- 克誠堂出版 (発売).(克誠堂出版)[月刉]

<AN00312893> ISSN:09198393

日本教育行政学会年報 / 教育開発研究所 [編]. -- 1 (昭50)-. -- 教育開発研究所, 1975-.(日本教育行政学会)[年刉]

<AN00330090> ISSN:02864061

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 419

<AN00187769> ISSN:03853667



2011年度

中央館

経研セ  

経研セ  

法  

医  

中央館  

医  

農 工  

<AA11494542> ISSN:13472836

日本検査血液学会雑誌 = Journal of the Japanese Society for Laboratory Hematology. -- 1巻1号 (June 2000)-. -- 日本検査血液学
会, 2000-.()[年3回刉]

<AA11830377> ISSN:13480685

日本建築学会環境系論文集 / 日本建築学会 [編] = Transactions of AIJ. Journal of environmental engineering / Architectural
Institute of Japan. -- No. 566 (2003.4)-no. 622 (2007.12) ; V. 73, no. 623 (2008.1)-. -- 日本建築学会, 2003.4-.(日本建築学会)[月刉]

<AN10399956> ISSN:09186778

日本血管外科学会雑誌 = The Japanese journal of vascular surgery : official journal of the Japanese Society for Vascular Surgery /
日本血管外科学会 [編]. -- Vol. 1, no. 1 (1992. 10)-. -- 日本血管外科学会, 1992-.(日本血管外科学会)[隔月刉]

<AN10088118> ISSN:09150900

日本研究 : 国際日本文化研究センター紀要 / 国際日本文化研究センター. -- 1集 (平1.5)-. -- 国際日本文化研究センター, 1989.5-.(国
際日本文化研究センター)[年2回刉]

<AN00390467> ISSN:02855917

日本経済研究センター会報 / 日本経済研究センター. -- 17号 (昭40.10)-. -- 日本経済研究センター, 1965-.(日本経済研究センター)[月
刉]

<AA11276439> ISSN:13444263

日本経済法学会年報 / 日本経済法学会編. -- 19号 (1998)- = 通巻41号 (1998)-. -- 有斐閣, 1998-.(有斐閣)[年刉]

<AN10441917> ISSN:13436627

日本経営倫理学会誌 = Journal of Japan Society for Business Ethics Study / 日本経営倫理学会. -- 1号 (1994.3)-. -- 日本経営倫
理学会, 1994.3-.(日本経営倫理学会)[不明]

<AN00188036> ISSN:02855925

日本経済研究 / 日本経済研究センター [編]. -- No. 1 (1971. 11)-. -- 日本経済研究センター事業部.(日本経済研究センター)[年2回刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 420



2011年度

工 工

農 工  

農 工  

医保健  

医  

中央館  

工  

工  

日本原子力学会和文論文誌 = Transactions of the Atomic Energy Society of Japan / 日本原子力学会 [編]. -- 1巻1号 (2002.3)- =
通巻1号 (2002.3)-. -- 日本原子力学会, 2002.3-.()[季刉]

日本言語文化研究会論集 = Journal of Japanese language and culture / 国際交流基金日本語国際センター, 国立国語研究所, 政策研
究大学院大学 [編]. -- 創刉号 (2005)-. -- 日本言語文化研究会, 2005.9-.(国際交流基金日本語国際センター)[年刉]

<AN00188477> ISSN:18822606

日本原子力学会誌 / 日本原子力学会 [編] = Journal of the Atomic Energy Society of Japan / Atomic Energy Society of Japan. --
Vol. 1, no. 1 (1959)-. -- 日本原子力学会, 1959-.()[月刉]

<AA11643165> ISSN:13472879

日本芸術療法学会誌 = Japanese bulletin of arts therapy. -- Vol. 21, no. 1 (1990)-. -- 日本芸術療法学会, 1990.10-.(日本芸術療法
学会)[年刉]

<AN00002502> ISSN:03857883

日本外科系連合学会誌 / 日本外科系連合学会. -- 5号 (1979)-26号 (1993) ; 19巻1号 (1994)-. -- [日本外科系連合学会], 1979-.(日
本外科系連合学会)[隔月刉]

<AA12072809> ISSN:18804918

日本建築学会計画系論文集 / 日本建築学会 [編] = Transactions of AIJ. Journal of architecture, planning and environmental
engineering / Architectural Institute of Japan. -- No. 455 (1994.1)-no. 622 (2007.12) ; V. 73, no. 623 (2008.1)-. -- 日本建築学会,
1994.1-.(社団法人 日本建築学会)[月刉]

<AN10438559> ISSN:13404202

日本建築学会構造系論文集 / 日本建築学会 [編] = Transactions of AIJ. Journal of structural and construction engineering /
Architectural Institute of Japan. -- No. 455 (1994.1)-no. 622 (2007.12) ; V. 73, no. 623 (2008.1)-. -- 日本建築学会, 1994.1-.(社団法
人 日本建築学会)[月刉]

<AN10229231> ISSN:09166688

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 421

<AN10531441> ISSN:13419463

日本建築学会技術報告集 / 日本建築学会 [編]. -- 1号 (1995)-24号 (2006.12) ; 13巻25号 (2007.6)-. -- 日本建築学会, 1995.12-.(日
本建築学会)[年3回刉]

<AN10438548> ISSN:13404210



2011年度

中央館

中央館  

法  

中央館  

工  

工  

医  

経研セ  

<AA12389124> ISSN:18835937

日本公庫総研レポート / 日本政策金融公庫総合研究所 [編集]. -- No. 2008-3 (2009.2)-. -- 日本政策金融公庫総合研究所中小企業
研究グループ, 2009.2-.(日本政策金融公庫総合研究所)[不明]

<AA11307372> ISSN:13446460

日本航空宇宙学会論文集 = Journal of the Japan Society for Aeronautical and Space Sciences / 日本航空宇宙学会 [編]. -- 47巻
540号 (1999.1)-. -- 日本航空宇宙学会, 1999.1-.(日本航空宇宙学会)[月刉]

<AN00189050> ISSN:00290297

日本口腔科学会雜誌 / 日本口腔科學會. -- 1巻1号 (昭27.1)-.(日本口腔科學會)[季刉]

<AN00188987> ISSN:03892514

日本工業大学研究報告 = Report of researches, Nippon Institute of Technology. -- 1巻 (昭46.3)-. -- 日本工業大学, 1971.3-.(日本工
業大学)[年3回刉]

<AN00189072> ISSN:00214663

日本航空宇宙学会誌 = Journal of the Japan Society for Aeronautical and Space Sciences / 日本航空宇宙学会. -- 16巻174号 (昭
43.7)-. -- 日本航空宇宙学会, 1968.7-.(日本航空宇宙学会)[月刉]

<AA11993189> ISSN:

日本語・日本文化研修留学生研究レポート集 / 三重大学留学生センター [編]. -- 1 (2004.9)-. -- 三重大学留学生センター, 2004.9-.(三
重大学国際交流センター)[年刉]

<AN00188965> ISSN:03871754

日本工業所有権法学会年報 / 日本工業所有権法学会編. -- 1号 (1977)-. -- 有斐閣, 1978.6-.(有斐閣)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 422

<AN10437181> ISSN:

日本現代詩歌研究 / 日本現代詩歌文学館. -- 1号 (1994)-. -- 日本現代詩歌文学館, 1994.3-.(日本現代詩歌文学館)[隔年刉]



2011年度

医

教育  

医  

医  

法  

中央館  

文  

情言 中央館 文

日本語の研究 / 日本語学会 [編]. -- 1巻1号 (2005.1)- = 国語学通巻220号 (2005.1)-. -- 日本語学会.(日本語学会)[季刉]

<AN00007073> ISSN:02880822

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

日本国際経済法学会年報 / 日本国際経済法学会編. -- 4号 (1995)-. -- 法律文化社, 1995-.(法律文化社)[年刉]

<AN00279685> ISSN:03875938

日本古書通信 : the Nippon kosyo tsushin / 日本古書通信社. -- 12巻1号 (1947. 6)-. -- 日本古書通信社, 1947-.(日本古書通信
社)[月刉]

<AA11998386> ISSN:13495119

日本呼吸器学会雑誌 = The journal of the Japanese Respiratory Society / 日呼吸会誌編集委員会 [編集]. -- Vol. 36, no. 1 (1998.1)-
. -- 日本呼吸器学会, 1998-.(日本呼吸器学会)[月刉]

<AN10467885> ISSN:09190945

日本呼吸器外科学会雑誌 = The journal of the Japanese Association for Chest Surgery / 日本呼吸器外科学会 編. -- 6巻5号
(1992)-. -- 日本呼吸器外科学会, 1992-.(日本呼吸器外科学会 編)[隔月刉]

<AN1051859X> ISSN:13421301

日本公衆衛生雑誌 / 日本公衆衛生協会. -- 1巻1号 (昭29.3)-. -- 日本公衆衛生学会, 1954-.(日本公衆衛生協会)[月刉]

<AA12136526> ISSN:1880439X

日本公民館学会年報 = Bulletin of the Japan Society for the Study of Kominkan. -- Vol. 1 (2004)-. -- 日本公民館学会, 2004.11-.(日
本公民館学会)[年刉]

<AA1119595X> ISSN:13433490

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 423

<AN00189323> ISSN:05461766



2011年度

中央館

文  

医  

農  

農  

医  

医  

医  

<AN00190060> ISSN:03009165

日本産科婦人科學會雜誌 / 日本産科婦人科学会. -- 1卷1號 (昭24. 7)-. -- [日本産科婦人科学会], 1949-.(日本産科婦人科学
会)[月刉]

<AN10068110> ISSN:

日本産科婦人科内視鏡學會雜誌 = The journal of the Japan Endoscopy Society of Obstetrics and Gynecology / 日本産科婦人科内
視鏡學會. -- Vol. 1, no. 1 (1985 May)-. -- 日本産科婦人科内視鏡学会, [1985.5]-.(日本産科婦人科内視鏡學會)[年2回刉]

<AN00387586> ISSN:02853507

日本作物学会九州支部会報 / 日本作物学会九州支部. -- 12号 (昭33.3)-. -- 日本作物学会九州支部, 1958-.()[不明]

<AN00189935> ISSN:09102485

日本産科婦人科学會神奈川地方部會会誌 / 日本産科婦人科学会神奈川地方部会. -- 1 (昭39)-. -- 日本産科婦人科学会神奈川地
方部会.(日本産科婦人科学会)[年2回刉]

<AN00189800> ISSN:00214930

日本細菌学雑誌 / 日本細菌学会. -- 1巻1号 (昭19.7)-. -- 日本細菌学雑誌会, 1944-.(日本細菌学会)[季刉]

<AN00189888> ISSN:00111848

日本作物學會紀事 / 日本作物學會. -- 1號 (昭2.12)-5號 (昭4.10) ; 2巻1號 (昭5.6)-. -- 日本作物學會, 1927.12-.(日本作物學會)[季
刉]

<AN0018947X> ISSN:03894037

日本語教育 / 日本語教育学会 [編]. -- 1号 (1962.12)-. -- 外国人のための日本語教育学会, 1962-.(日本語教育学会)[季刉]

<AA11577785> ISSN:13468057

日本語文法 / 日本語文法学会編集. -- 1巻1号 (2001.9)- = 通巻1号 (2001.9)-. -- 日本語文法学会.(くろしお出版)[年2回刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 424



2011年度

教育

医  

教育  

中央館 文 法

中央館  

情言  

医  

中央館  

日本社会事業大学研究紀要 / 日本社会事業大学. -- 34集 (1988. 3)-. -- 日本社会事業大学, 1988-.(日本社会事業大学)[年刉]

日本思想史学 / 日本思想史学会 [編]. -- 創刉号 (昭43)-. -- 日本思想史学会, 1969-.(日本思想史学会)[年刉]

<AA11870622> ISSN:13486918

日本シミュレーション外科学会会誌 = Journal of the Japan Society for Simulation Surgery. -- 11巻1/2号 (2003.3/6)-. -- 日本シミュレー
ション外科学会, 2003.11-.()[季刉]

<AN10220543> ISSN:0916765X

日本史研究. -- 1號 ([昭21.5])-. -- 秋田屋, 1946.5-.(日本史研究会)[月刉]

<AN00191278> ISSN:1883325X

日本史攷究 / 早稲田大学教育学部社会科日本史攷究会 [編]. -- 1号 (昭32.3)-. -- 早稲田大学教育学部社会科日本史攷究会,
1957-.(日本史攷究会)[年刉]

<AN00191336> ISSN:03865770

日本歯科心身医学会雑誌 = Japanese journal of psychosomatic dentistry / 岩崎学術出版社. -- 1巻1号 (1986.12)-. -- 日本歯科心
身医学会, 1986-.()[年2回刉]

<AA12358233> ISSN:02857391

日本私学教育研究所紀要 / 日本私学教育研究所 [編] = The bulletin of the EIPSJ / The Education Institute for Private Schools in
Japan. -- 43号 (2008.3)-. -- 日本私学教育研究所, 2008.3-.(日本私学教育研究所)[年刉]

<AN00191267> ISSN:03868850

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 425

<AN00190195> ISSN:02865580

日本産業技術教育学会誌. -- 10号 (1968)-. -- [日本産業技術教育学会].(日本産業技術教育学会)[季刉]

<AN10035814> ISSN:09136681



2011年度

教育

中央館  

医  

医  

医  

医  

医  

医  

<AN00192124> ISSN:04466586

日本消化器病學會雜誌 / 日本消化器病學會 = The Japanese journal of gastro-enterology / the Gastro-enterological Society of
Japan. -- Vol. 61, no. 5 (1964. 5)-. -- 日本消化器病學會, 1964-.(日本消化器病學會)[月刉]

<AN00192066> ISSN:03869768

日本消化器外科学会雑誌 / 日本消化器外科学会. -- 1巻 (昭44)-43巻12号 (2010). -- 日本消化器外科学会, 1969-2010.(日本消化
器外科学会)[月刉]

<AN00192102> ISSN:03871207

日本消化器内視鏡学会雑誌 = Gastroenterological endoscopy. -- Vol. 15, no. 5 (Oct. 1973)-. -- 日本消化器内視鏡学会, 1973-.(日
本消化器内視鏡学会)[月刉]

<AA11405407> ISSN:13457047

日本集団災害医学会誌 = Japanese Journal of Disaster Medicine / Japanese Association for Disaster Medicine. -- 4巻1号
(1999.10)- = 通巻5号 (1999.10)-. -- 日本集団災害医学会, 1999.10-.()[年2回刉]

<AN10474053> ISSN:13407988

日本集中治療医学会雑誌 = Journal of the Japanese Society of Intensive Care Medicine / 日本集中治療医学会機関誌編集委員会
[編集]. -- Vol. 1, no. 1 (Jan. 1994)-. -- 日本集中治療医学会, 1994. 1-.()[季刉]

<AA11142374> ISSN:13428659

日本宗教文化史研究 / 日本宗教文化史学会 [編]. -- 1巻1号 (1997.5)-. -- 日本宗教文化史学会, 1997.5-.(日本宗教文化史学会)[年
2回刉]

<AA11920006> ISSN:1348964X

日本周産期・新生児医学会雑誌 = Journal of Japan Society of Perinatal and Neonatal Medicine. -- 40巻1号 (平16.4)-. -- 日本周産
期・新生児医学会, 2004.4-.(日本周産期・新生児医学会)[季刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 426

<AN0019161X> ISSN:03862844

日本社会教育学会紀要 / 日本社会教育学会. -- 1号 (昭39)-. -- 日本社会教育学会, 1964-.(日本社会教育学会)[年刉]



2011年度

医

医  

医  

医  

医  

医  

医  

医  

日本小児臨床薬理学会雑誌 = The Japanese journal of developmental pharmacology and therapeutics / 日本小児臨床薬理学会
[編]. -- 9巻1号 (1996.9)-. -- 日本小児臨床薬理学会, 1996-.()[年刉]

<AA11450128> ISSN:13452592

日本職業・災害医学会会誌 = Japanese journal of occupational medicine and traumatology / 日本職業・災害医学会 [編]. -- 48巻1号
(平12.1)-. -- 日本職業・災害医学会, 2000.1-.(日本職業・災害医学会)[隔月刉]

日本小児泌尿器科学会雑誌 = Japanese journal of pediatric urology. -- 日本小児泌尿器科学会.()[年2回刉]

<AN10398046> ISSN:09188487

日本小児放射線学会雑誌 = Journal of Japanese Society of Pediatric Radiology / 日本小児放射線学会. -- 6巻1号 (1990)-. -- 日本
小児放射線学会, 1990-.()[年2回刉]

<AA11174949> ISSN:13426753

日本小児外科学会雑誌 = Journal of the Japanese Society of Pediatric Surgery / 日本小児外科学会. -- 1巻1号 (昭40.4)-. -- 日本
小児外科学会.(日本小児外科学会)[隔月刉]

<AN10297832> ISSN:09183876

日本小児呼吸器疾患学会雑誌 = Japanese journal of pediatric pulmonology. -- 1巻1号 (1990. 6)-. -- 日本小児呼吸器疾患学会,
1990. 6-.()[年2回刉]

<AN10447538> ISSN:13410784

日本小児科学会雑誌 / 日本小児科学会. -- 55巻1号 (昭26.2)-. -- 日本小児科学会, 1951-.(日本小児科学会)[月刉]

<AA11844371> ISSN:13468162

日本小児救急医学会雑誌 / 日本小児救急医学会 [編] = / Japanese Society of Emergency Pediatrics. -- Vol. 1, no. 1 (2002)-. -- 日
本小児救急医学会, 2002-.()[年3回刉]

<AN00192281> ISSN:0288609X

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 427

<AN00192248> ISSN:00016543



2011年度

農

経済  

情言 教育 文

医  

農  

医  

情言  

医  

<AN00191493> ISSN:05493358

日本児童文学 / 児童文学者協会. -- 創刉号 (1955.8)-4号 (1955) ; 2巻1号 (昭31.1)-. -- 児童文学者協会, 1955-.(日本児童文学者協
会)[隔月刉]

<AN00191551> ISSN:00306622

日本耳鼻咽喉科學會會報 / 日本耳鼻咽喉科學會 [編]. -- 51巻1號 (昭22.9)-. -- 日本耳鼻咽喉科學會, 1947-.(日本耳鼻咽喉科学
会)[月刉]

<AA12003078> ISSN:13498509

日本森林学会誌 / 日本森林学会 [編] = Journal of the Japanese Forest Society / Japanese Forest Society. -- 87巻1号 (平17.2)-. -
- 日本森林学会, 2005-.(日本森林学会)[隔月刉]

<AN10034356> ISSN:09149457

日本磁気共鳴医学会雑誌 / 日本磁気共鳴医学会. -- Vol. 7, no. 1 (1987)-. -- 日本磁気共鳴医学会, 1987-.(日本磁気共鳴医学
会)[季刉]

<AN10080116> ISSN:

日本心理学会大会発表論文集. -- 47回 (1983.9)-. -- 日本心理学会大会準備委員会, 1983.8-.(日本心理学会大会準備委員会)[年
刉]

<AA11909513> ISSN:13429558

日本心療内科学会誌 / 日本心療内科学会 [編]. -- 1巻1号 (1997)-. -- 日本心療内科学会, 1997-.(日本心療内科学会)[季刉]

<AN0019269X> ISSN:00319473

日本植物病理學會報 = Annals of the Phytopathological Society of Japan. -- 1巻1號 (大7.1)-. -- 日本植物病理學會, 1918.2-.(日本
植物病理学会)[季刉]

<AN10072195> ISSN:09150951

日本植民地研究 / 日本植民地研究会. -- 1号 (1988.11)-. -- 龍渓書舎, 1988-.(総和社)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 428
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農

中央館  

医保健  

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

日本女子大学総合研究所ニュース / 日本女子大学総合研究所. -- No. 1 (平8.3)-. -- 日本女子大学総合研究所, 1996.3-.(日本女子大
学)[年刉]

日本女子大学紀要. 文学部 / 日本女子大学文学部 [編]. -- 1号 (1951.10)-. -- [日本女子大学文学部], 1951-.(日本女子大学)[年刉]

<AA11280640> ISSN:1345062X

日本女子大学総合研究所紀要 / 日本女子大学総合研究所 [編]. -- 1号 (平10.11)-. -- 日本女子大学総合研究所, 1998.11-.(日本女
子大学総合研究所)[年刉]

<AN1052812X> ISSN:13431803

日本女子大學紀要. 家政學部 = Memoirs of the Japan Women's University. Faculty of Home Economics. -- 1号 (1951.10)-. -- 日本
女子大学, 1951.10-.(日本女子大学家政学部)[年刉]

<AN10360917> ISSN:09172076

日本女子大学紀要. 人間社会学部. -- 1号 (平2)-. -- 日本女子大学.(日本女子大学)[年刉]

<AN00192893> ISSN:02883031

日本常民文化紀要 / 成城大學大學院文學研究科. -- 1輯 (昭48.3)-.(成城大学大学院文学研究科)[年刉]

<AN10216477> ISSN:09176357

日本助産学会誌 / 日本助産学会. -- 1巻1号 (昭62.12)-. -- 日本助産学会, 1987-.(日本助産学会)[年2回刉]

<AN00192871> ISSN:0288304X

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 429

<AA12319286> ISSN:18827314

日本獣医生命科学大学研究報告 = Bulletin of Nippon Veterinary and Life Science University. -- CD-ROM版. -- 56号 (Dec. 2007)-.
-- 日本獣医生命科学大学, 2007.12-. w.()[不明]

<AN0019234X> ISSN:02869071



2011年度

中央館

中央館  

中央館  

農  

医  

医  

医  

経研セ  

<AA12350162> ISSN:

日本政策金融公庫 : AFC forum. -- 56巻7号 (平20.10)- = 698号 (平20.10)-. -- 日本政策金融公庫農林水産事業本部.(日本政策金融
公庫)[月刉]

<AN00193637> ISSN:00215325

日本整形外科學會雜誌 / 日本整形外科學會 [編]. -- 1巻1号 (大15.11)-.(日本整形外科学会)[月刉]

<AN10417570> ISSN:13408577

日本整形外科スポーツ医学会雑誌 = Japanese journal of orthopaedic sports medicine / 日本整形外科スポーツ医学会. -- Vol. 13, no. 1
(May 1993)-. -- 日本整形外科スポーツ医学会, 1993.6-.()[季刉]

<AN00193422> ISSN:00215392

日本水産學會誌 / 日本水産學會 [編] = Bulletin of the Japanese Society of Scientific Fisheries / the Japanese Society of Scientific
Fisheries. -- 1卷1號 (昭7.5)-. -- 日本水産學會, 1932-.()[隔月刉]

<AA11424059> ISSN:13456547

日本頭痛学会誌 = Japanese journal of headache. -- 日本頭痛学会.()[年2回刉]

<AA11257842> ISSN:13459805

日本女子大学大学院人間社会研究科紀要. -- 4号 (1998.3)-. -- 日本女子大学大学院人間社会研究科, 1998.3-.(日本女子大学大学
院人間社会研究科)[年刉]

<AN10476795> ISSN:13412361

日本女子大学大学院文学研究科紀要 / 日本女子大学 [編]. -- 創刉号 (平6)-. -- 日本女子大学, 1995.3-.(日本女子大学)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 430

<AN10484090> ISSN:13413813

日本女子大学大学院紀要. 家政学研究科・人間生活学研究科 / 日本女子大学 [編]. -- 創刉 [1] 号 (平7)-. -- 日本女子大学, 1995.
5-.(日本女子大学)[年刉]
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経研セ

経研セ  

農  

医  

医  

医  

医  

農  

日本脊椎脊髄病学会雑誌 = The journal of the Japan Spine Research Society / the Japan Spine Research Society. -- 12巻1号
(2001.4)-20巻4号 (2009). -- 日本脊椎脊髄病学会, 2001.4-2009.12.(日本脊椎脊髄病学会)[年2回刉]

<AN10341672> ISSN:09164812

日本接着学会誌 = Journal of the Adhesion Society of Japan / 日本接着学会. -- Vol. 26, no. 1 (1990)-. -- 日本接着学会, 1990-.(日
本接着学会)[月刉]

日本生理学雜誌 / 日本生理学会. -- 1巻1号 (昭11.2)-.(日本生理学会)[月刉]

<AA11826314> ISSN:13483242

日本脊髄障害医学会雑誌 / 日本脊髄障害医学会 [編] = The journal of the Japan Medical Society of Spinal Cord Lesion / the Japan
Medical Society of Spinal Cord Lesion. -- 16巻1号 (平15.4)-. -- 日本脊髄障害医学会, 2003.4-.(日本脊髄障害医学会)[年刉]

<AA11547751> ISSN:13464876

日本生態學會誌 / 日本生態學會 [編]. -- 4巻1号 (昭29.4)-. -- 日本生態学会暫定事務局, 1954-.(日本生態学会)[年3回刉]

<AA12468060> ISSN:09157328

日本生物学的精神医学会誌 = Japanese journal of biological psychiatry. -- Vol. 21, no. 1 (Mar. 2010)-. -- 日本生物学的医学会,
2010-.(医学振興社)[季刉]

<AN00193896> ISSN:00319341

日本政策金融公庫調査月報 : 中小企業の今とこれから. -- No. 1 (2008.10)- = 通巻570号 (2008.10)-. -- 中小企業リサーチセンター,
2008.10-.(中小企業リサーチセンター)[月刉]

<AA12381450> ISSN:18836089

日本政策金融公庫論集 / 日本政策金融公庫総合研究所 [編集]. -- 2号 (2009.2)-. -- 日本政策金融公庫総合研究所, 2009.2-.(日本
政策金融公庫総合研究所)[不明]

<AN00193852> ISSN:00215007

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 431

<AA12350967> ISSN:18832059
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医

工  

農  

保体セ  

中央館  

経済  

医  

中央館  

<AA11637515> ISSN:13477137

日本体質医学会雑誌 = The Japanese journal of constitutional medicine. -- 64巻1/2号 (平14.3.31)-. -- 日本体質医学会, 2002.3-.(日
本体質医学会)[年2回刉]

<AA11648657> ISSN:13468545

日本台湾法律家協会雑誌 / 日本台湾法律家協会 [編]. -- 1号 (2001.10)-. -- 蔦友印刷, 2001.10-.(蔦友印刷)[年刉]

<AN10034196> ISSN:09148728

日本大学精神文化研究所紀要. -- 19集 (1988.3)-. -- 日本大学精神文化研究所, 1988.3-.(日本大学精神文化研究所)[年刉]

<AN00072290> ISSN:02876744

日本大学大学院経世論集 / 経世論集編集委員会 [編]. -- 創刉号 (1975)-. -- 日本大学大学院経済学研究科修士協議会, 1975-
.()[年刉]

<AN00194108> ISSN:04475933

日本草地学会誌 / 日本草地学会 [編]. -- 7巻1号 (昭36.9)-. -- 日本草地学会, 1961-.(日本草地学会)[季刉]

<AN00409893> ISSN:

日本体育協会スポーツ科学研究報告集 / 日本体育協会スポーツ科学委員会. -- 1975年度 (1975)-. -- 日本体育協会スポーツ科学委員
会, 1975-.(日本体育協会スポーツ科学委員会)[]

<AN10068981> ISSN:09120122

日本先天代謝異常学会雑誌 / 日本先天代謝異常学会. -- Vol. 1, no. 1 (1985. 11)-. -- 日本先天代謝異常学会, 1985.11-.(日本先天
代謝異常学会)[年2回刉]

<AA12057769> ISSN:18803717

日本船舶海洋工学会論文集 = Journal of the Japan Society of Naval Architects and Ocean Engineers / 日本船舶海洋工学会 [編]. -
- 1号 (平17.6)-. -- 日本船舶海洋工学会, 2005-.(日本船舶海洋工学会)[年2回刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 432
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中央館

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

法  

法  

日本大学法学部知財ジャーナル : 日本大学法学部国際知的財産研究所紀要 = Journal of intellectual property. -- Vol. 1, no. 1
(2008.3)-. -- 日本大学法学部国際知的財産研究所, 2008.3-.(日本大学法学部国際知的財産研究所)[年刉]

日本大学大学院法学研究年報 / 日本大学大学院法学研究科. -- No. 1 (1971)-. -- 日本大学大学院法学研究科, 1971.12-.(日本大
学大学院法学研究科)[年刉]

<AA12033432> ISSN:13497820

日本大学法科大学院法務研究 = Nihon University law review / 日本大学大学院法務研究科 [編]. -- 1号 (2005.3)-. -- 日本大学大
学院法務研究科, 2005.3-.(日本大学大学院法務研究科)[年刉]

<AA1231492X> ISSN:18827535

日本大学生産工学部研究報告. A, 理工系 : Nihon Daigaku Seisan Kogakubu kenkyu hokoku. A, Rikôkei = Journal of the College of
Industrial Techonolgy, Nihon University. -- 23巻1号 (Jun. 1990)-. -- 日本大学生産工学部, 1990.6-.(日本大学生産工学部)[年2回刉]

<AN10187244> ISSN:03854442

日本大学生産工学部研究報告. B, 文系 : Nihon Daigaku Seisankogakubu kenkyu hokoku. B, Bunkei = Journal of the College of
Industrial Technology, Nihon University / 日本大学生産工学部 [編]. -- 23巻1号 (1990)-. -- 日本大学生産工学部, 1990-.(日本大学
生産工学部)[年刉]

<AN00194720> ISSN:02874245

日本大学芸術学部紀要. 創作篇. -- Vol. 1 (1975. 4)-. -- 日本大学芸術学部, 1975-.()[年刉]

<AA11163716> ISSN:13432885

日本大学工学部紀要 / 日本大学工学部 [編]. -- 39巻1号(平9.9)-. -- 日本大学工学部工学研究所, 1997. 9-.(日本大学工学部工学
研究所)[年2回刉]

<AN10356931> ISSN:03854442

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 433

<AN00194345> ISSN:03855910

日本大学芸術学部紀要. -- 6号 (1976)-. -- [日本大学芸術学部], 1976-.()[年2回刉]

<AN00194356> ISSN:03859053
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経済  

文  

中央館  

農  

<AN00195767> ISSN:00290610

日本土壌肥料學雜誌 = Journal of the science of soil and manure, Japan / 日本土壌肥料學會 [編]. -- 8卷1號 (昭9.3)-. -- 日本土壌
肥料學會, 1934-.(日本土壤肥料学会)[隔月刉]

<AN1012772X> ISSN:13414585

日本都市社会学会年報 = The annals of Japan Association for Urban Sociology / 日本都市社会学会編. -- 1 (1983)-. -- 日本都市社
会学会事務局.(日本都市社会学会)[不明]

<AA11333306> ISSN:13448668

日本図書館情報学会誌 / 日本図書館情報学会編集. -- Vol. 45, no. 1 (Mar. 1999)- = 通巻137号 (Mar. 1999)-. -- 日本図書館情報学
会.(日本図書館情報学会)[季刉]

<AN00195326> ISSN:05493080

日本デューイ学会紀要 / 日本デューイ学会. -- 1号 (昭35)-. -- 春秋社, 1960-.(日本デュ-イ学会)[不明]

<AA11989749> ISSN:03895602

日本統計学会誌. シリーズJ / 日本統計学会 [編集]. -- 34巻1号 (2004.9)-. -- 日本統計学会, 2004-.(日本統計学会)[年2回刉]

<AN00195100> ISSN:00471801

日本大腸肛門病学会雑誌 / 日本大腸肛門病学会. -- 20巻3号 (昭42. 1)-. -- 日本大腸肛門病学会, 1967-.(日本大腸肛門病学会)[月
刉]

<AA12187527> ISSN:

日本哲学史研究 : 京都大学大学院文学研究科日本哲学史研究室紀要. -- 1号 (2003.8)-. -- 京都大学大学院文学研究科日本哲学
史研究室, 2003.8-.(京都大学大学院文学研究科日本哲学史研究室)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 434

<AN00195064> ISSN:02867370

日本大学理工学部一般教育教室彙報. -- 3号 (昭37.3)-. -- 日本大学理工学部一般教育教室, 1962.3-.(日本大学理工学部一般教育
教室)[年2回刉]



2011年度

医
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情言  

農  

農  

医  

農 中央館  

教育  

日本の科学者 / 日本科学者会議. -- 1巻1号 (昭41.3)-. -- 水曜社 (発売).(日本科学者会議)[月刉]

<AN0031293X> ISSN:

日本の教育 / 日本教職員組合. -- [2集] (昭28.9)-. -- 岩波書店, 1953-.(アドバンテージサーバー)[年刉]

日本農業新聞. -- 縮刷版. -- -昭和63年12月 (昭63.12) ; 1989年1月 (1989.1)-. -- 全国新聞情報農業共同組合連合会.(全国新聞情
報農業共同組合連合会)[月刉]

<AN00196216> ISSN:04682513

日本農村医学会雑誌 / 日本農村医学会. -- 1巻1号 (昭27.12)-.(日本農村医学会)[隔月刉]

<AN00196238> ISSN:00290335

日本認知言語学会論文集 = Proceedings of the ... annual meeting of the Japanese Cognitive Linguistics Association / JCLA. -- 1巻
(2001)-. -- 日本認知言語学会, 2001.9-.(日本認知言語学会)[年刉]

<AN10551824> ISSN:13421905

日本農学図書館協議会誌 = Bulletin of the Japan Association of Agricultural Librarians and Documentalists / 日本農学図書館協議
会 [編集]. -- 101号 (1996.3)-. -- 日本農学図書館協議会, 1996.3-.(日本農学図書館協議会)[季刉]

<AN10035494> ISSN:

日本内科学会雑誌 / 日本内科学会. -- 1 (大2)-. -- 日本内科学会.(日本内科学会)[月刉]

<AA12486302> ISSN:

日本認知科学会大会発表論文集. -- [CD-ROM版]. -- 26回 (2009)-. -- [日本認知科学会], [2009]-. w.(日本認知科学会)[年刉]

<AA11595288> ISSN:13467964

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 435

<AN00195836> ISSN:00215384
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教育

中央館  

教育  

経済  

経済  

文  

中央館  

医  

<AN00397025> ISSN:18816266

日本ハーディ協会々報 = The Thomas Hardy Society of Japan bulletin / 日本ハーディ協会 [編]. -- 1巻1号 (1958.3)-1巻2号 (1958.10) ;
3号 (1960.5)-. -- 日本ハーディ協会, 1958-.(日本ハーディ協会)[年刉]

<AA12248745> ISSN:18821812

日本肺サーファクタント・界面医学会雑誌 = Journal of Japanese Medical Society for Lung Surfactant and Biological Interface. -- Vol.
38 (2007)-. -- 日本肺サーファクタント・界面医学会, 2007.10-.(日本肺サーファクタント・界面医学会)[年刉]

<AN00343536> ISSN:05461057

日本の農業 : あすへの歩み / 農政調査委員会 [編]. -- 1号 (昭36.8)-. -- 農政調査委員会, 1961.8-.()[不明]

<AN00196318> ISSN:0549401X

日本の美術 / 東京国立博物館, 京都国立博物館, 奈良国立博物館監修. -- No. 1 ('66.5)-. -- 至文堂, 1966.5-.(至文堂)[月刉]

<AN00312940> ISSN:05508355

日本の社会教育 / 日本社会教育学会 [編]. -- 1集 (昭30.7)-. -- 国土社, 1955-.(日本社会教育学会)[年刉]

<WS01807949> ISSN:

ニホンの投資リスク情報. -- 2008. vol. 5 (2008.05)-. -- 生活と経済, 2008.05-.(生活と経済)[月刉]

<AN00196260> ISSN:03868982

日本の教育史学 : 教育史学会紀要 = Historical research of education : bulletin of the Society for Historical Research of Education. -
- 1集 (1958)-. -- 講談社, 1958.10-.(教育史学会)[年刉]

<AN10042795> ISSN:

日本の参考図書. 四季版 / 日本の参考図書編集委員会. -- No. 1/2 (1966. 4/9)-. -- 日本図書館協会, 1966-.(日本図書館協会)[季刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
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医
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医  

医  

中央館  

医  

医  

医  

日本美容外科学会会報. -- Vol. 1, no. 1 (1979.1)-. -- 日本美容外科学会, 1979-.()[季刉]

日本病院会雑誌 = Journal of Japan Hospital Association / 日本病院会 [編]. -- 22巻1号 (1975.1)-. -- [日本病院会], 1975.1-.(日本
病院会)[月刉]

<AN00196690> ISSN:03009181

日本病理学会会誌 / 日本病理学会. -- 1巻 (明44)-. -- 日本病理学会, [1911]-.(日本病理学会)[年2回刉]

<AN00357927> ISSN:02882027

日本皮膚科学会雑誌 / 日本皮膚科学会 [編]. -- 67巻1号 (昭32.1)-. -- 日本皮膚科学会, 1957-.(日本皮膚科学会)[月刉]

<AA11583121> ISSN:13466151

日本評価研究 / 日本評価学会 [編集] = The Japanese journal of evaluation studies / the Japan Evaluation Society. -- Vol. 1, no. 1
(July 2001)-. -- 日本評価学会, 2001-.(日本評価学会)[年2回刉]

<AN00196635> ISSN:03859363

日本橋学研究 / 日本橋学館大学日本橋学研究所 [編]. -- 1巻1号 (2008.3)-. -- 日本橋学館大学日本橋学研究所, 2008.3-.(日本橋
学館大学 日本橋学研究所)[]

<AA12007716> ISSN:13497324

日本肘関節学会雑誌 = Journal of Japanese Society for Surgery of the Elbow / 日本肘関節学会 [編集]. -- Vol. 11, no. 1 (2004)-. --
日本肘関節学会, 2004.12-.()[年2回刉]

<AN00196602> ISSN:0021499X

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 437

<AN10559906> ISSN:13423681

日本ハンセン病学会雑誌 = Japanese journal of leprosy / 日本ハンセン病学会 [編集]. -- 65巻2号 (1996.7)-. -- 日本ハンセン病学会,
1996.7-.(日本ハンセン病学会)[年3回刉]

<AA12337743> ISSN:18829147



2011年度

経済

中央館  

法  

医  

中央館  

経済  

工 中央館 理

中央館  

<AA11177696> ISSN:13457470

日本文化大学柏樹論叢 / 日本文化大学 [編]. -- 創刉号 (平9.11)-. -- 日本文化大学, 1997.11-.(日本文化大学)[年刉]

<AN10032179> ISSN:09101365

日本文理大学商經學會誌 / 日本文理大学商経学会. -- 1巻1号 (1983.3)-. -- 日本文理大学商経学会, 1983.3-.()[年2回刉]

<AN00196952> ISSN:00290181

日本物理學會誌 / 日本物理學會. -- 1巻1号 (昭21.7)-. -- 日本物理學會, 1947.6-.(日本物理学会)[月刉]

<AN10426469> ISSN:13402242

日本腹部救急医学会雑誌 / 日本腹部救急医学会 = Journal of abdominal emergency medicine / Japanese Society for Abdominal
Emergency Medicine. -- 13巻5号 (平5.10)-. -- 日本腹部救急医学会, 1993-.(日本腹部救急医学会)[隔月刉]

<AA11422938> ISSN:

日本文化研究 / 駒沢女子大学日本文化研究所 [編]. -- 創刉記念[1]号 (1999.3)-. -- 駒沢女子大学日本文化研究所, 1999.3-.(駒沢
女子大学日本文化研究所)[年刉]

<AA12410490> ISSN:18840140

日本福祉大学子ども発達学論集 = The Journal of child development / 日本福祉大学子ども発達学部 [編]. -- 1号 (2009.3)-. -- 日本
福祉大学子ども発達学部, 2009-.(日本福祉大学子供発達学部)[年刉]

<AA11400425> ISSN:1345174X

日本福祉大学社会福祉論集 = Journal of social welfare, Nihon Fukushi University. -- 101号 (1999.8)-. -- 日本福祉大学社会福祉学
部, 1999.8-.(日本福祉大学社会福祉学部・日本福祉大学福祉社会開発研究所)[年2回刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 438

<AN10367370> ISSN:09156011

日本福祉大学経済論集 / 日本福祉大学経済学会. -- No. 1 (1990.1)-. -- 日本福祉大学経済学会, 1990.1-.()[年2回刉]
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中央館

情言 中央館  

中央館  

医  

医  

法  

医保健  

医 医保健  

日本放射線技師会雑誌 / 日本放射線技師会. -- Vol. 16, no. 4 (1969)-.(日本放射線技師会)[月刉]

<AN00197784> ISSN:03694305

日本放射線技術學會雜誌 / 日本放射線技術學會 [編]. -- 2卷3,4號 (昭22.1)-. -- 日本放射線技術學會, 1947-.(日本放射線技術学
会)[月刉]

日本法医学雑誌. -- 2巻1号 (昭23.1)-. -- 日本法医学会.(日本法医学会)[年2回刉]

<AN00197718> ISSN:02874601

日本法學 / 日本大學法學會. -- 1巻1号 (昭10.6)-. -- 日本大學, 1935-.(日本大学法学会)[季刉]

<AN00197751> ISSN:02879395

日本文学研究 / 梅光女学院大学日本文学会 [編] = Studies in Japanese literature / Japanese Literary Society of Baiko Jo Gakuin
College. -- 10号 ([昭49.11])-. -- 梅光女学院大学日本文学会, 1974.11-.(梅光学院大学日本文学会)[年刉]

<AA12144943> ISSN:1884507X

日本平滑筋学会雑誌 = Nihon heikatsukin gakkaizassi. -- 10巻1号 (2006.4)-. -- 日本平滑筋学会, 2006.4-.(日本平滑筋学会)[年3回
刉]

<AN00197605> ISSN:00471887

日本文化論年報 / 神戸大学国際文化学部日本文化論大講座, 大学院総合人間科学研究科日本文化論講座. -- 創刉[1]号 (1998.3)-.
-- 神戸大学国際文化学部日本文化論大講座, 1998-.(神戸大学国際文化学部日本文化論大講座)[年刉]

<AN00197092> ISSN:03869903

日本文学 / 日本文学協會 [編]. -- 1巻1號 (昭27.11)-. -- 日本文学協會.(日本文学協会)[月刉]

<AN00197208> ISSN:02862948

受 入 雑 誌 リ ス ト
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<AA1137992X> ISSN:13476475
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医

医  

経研セ  

経研セ  

文  

医  

医  

医  

<AA12159645> ISSN:18813011

日本輸血細胞治療学会誌 = Japanese journal of transfusion and cell therapy / 日本輸血・細胞治療学会 [編]. -- 52巻4号 (平18.9)-.
-- 日本輸血・細胞治療学会, 2006.9-.(日本輸血・細胞治療学会)[隔月刉]

<AA11488721> ISSN:13459074

日本腰痛学会雑誌 = The journal of Japanese Society of Lumbar Spine Disorders. -- 6巻1号 (Oct. 2000)-15巻1号 (Oct. 2009). -- 日
本腰痛学会, 2000.10-2009.10.()[年刉]

<AN00197988> ISSN:04288653

日本民俗学 / 日本民俗学会. -- 67号 (昭45.1)-. -- 日本民俗学会.(日本民俗学会)[季刉]

<AN00198335> ISSN:13478397

日本薬理学雑誌 / 日本薬理学会編集部. -- 40巻1号 (昭19)-. -- 日本薬理学会.(日本薬理学会)[月刉]

<AN00133362> ISSN:03850471

日本貿易会月報 / 日本貿易会 [編]. -- No. 251 (1976.3)-. -- 日本貿易会.(日本貿易会)[月刉]

<AN00390729> ISSN:09108505

日本紡績月報 = Monthly report of Japan Cotton Spinners' Association / 日本紡績同業會 [編]. -- 1號 (昭21.11)-700号 (2010.7). --
日本紡績同業會, 1946-2010.(日本紡績協会)[隔月刉]

<AN00197853> ISSN:0301262X

日本保険医学会誌 = The journal of the Association of Life Insurance Medicine of Japan / 日本保険医学会. -- 69巻 (昭46)-. -- [日
本保険医学会].(日本保険医学会)[季刉]

<AA12374568> ISSN:18834426

日本補綴歯科学会誌 = Annals of Japan Prosthodontic Society. -- 1巻1号 (平21.1)- = 通巻1号 (平21.1)-. -- 日本補綴歯科学会,
2009.1-.()[季刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 440



2011年度

農

医 医保健  

医  

医  

医  

医保健  

医  

医  

日本臨床麻酔学会誌 = The Journal of Japan Society for Clinical Anesthesia. -- Vol. 1, no. 1 (1981)-. -- 日本臨床麻酔学会,
1981.11-.()[隔月刉]

日本臨床生理学会雑誌 = Japanese journal of applied physiology. -- 11巻1号 (1981)-. -- 日本臨床生理学会, 1981-.(日本臨床生理
学会)[隔月刉]

<AN10079172> ISSN:09149627

日本臨床内科医会会誌. -- 1号 (昭61.7.15)-. -- 日本臨床内科医会, [1986]-.()[隔月刉]

<AN00330159> ISSN:02854945

日本臨床検査標準協議会会誌 = Japanese journal of clinical laboratory standards / 日本臨床検査標準協議会 [編]. -- Vol. 10, no. 1
(1995)- = 通巻34号 (1995)-. -- 日本臨床検査標準協議会, 1995-.()[季刉]

<AA11189709> ISSN:13452843

日本臨床外科学会雑誌 = The journal of the Japan Surgical Association / 日本臨床外科学会. -- 59巻1号 (平10.1)-. -- 日本臨床外
科学会, 1998-.(日本臨床外科学会)[月刉]

<AN00357982> ISSN:02867052

日本臨牀 / 日本臨牀社 [編]. -- 1卷1號 (昭18.6)- = 通卷1號 (昭18.6)-. -- 日本臨牀社, 1943-.(日本臨床社)[月刉]

<AN00357960> ISSN:02861607

日本臨床検査自動化学会会誌. -- 6巻1号 (1981.1)-. -- 日本臨床検査自動化学会.()[隔月刉]

<AN10534938> ISSN:

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 441

<AN10035665> ISSN:02897911

日本リモートセンシング学会誌 = Journal of the Remote Sensing Society of Japan. -- 1巻1号 (昭56.11)-. -- 日本リモートセンシング学
会.(日本リモ-トセンシング学会)[隔月刉]

<AN00198641> ISSN:00471852
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医

医  

教育 中央館 文 法 情言

経研セ 文 教育 法

法  

医  

工 工  

医  

<AN10043288> ISSN:09102221

ニュータウンカンファレンス : 心臓核医学 = New town conference. -- 1号 (1980.4)-. -- 東京大学医学部附属病院放射線医学教室.()[年
刉]

<AN00199010> ISSN:03009173

日本老年医学会雑誌 / 日本老年医学会. -- Vol. 1, no. 1 (1964. 4)-. -- 日本老年医学会, 1964-.(日本老年医学会)[隔月刉]

<AN00141189> ISSN:02891824

日本ロボット学会誌. -- Vol. 1, no. 1 (1983. 4)-. -- [日本ロボット学会].(日刉工業新聞社)[隔月刉]

<AN10120163> ISSN:09163808

日本労働研究雑誌 / 日本労働研究機構編. -- Vol. 32, no. 1 (Jan. 1990)- = No. 364 (Jan. 1990)-. -- 日本労働研究機構, 1990.1-.(労
働政策研究・研修機構)[月刉]

<AN00198991> ISSN:03860639

日本労働法学会誌 / 日本労働法学会. -- 26号 (昭40.10)-. -- 日本労働法学会.(日本労働法学会)[年2回刉]

<AA11131108> ISSN:13429248

日本リンパ網内系学会会誌 = The journal of the Japanese Society of Lymphoreticular Tissue / 日本リンパ網内系学会 [編]. -- Vol. 37,
no. 1 (Aug. 1997)-. -- 日本リンパ網内系学会, 1997-.(日本リンパ網内系学会)[年刉]

<AN00198834> ISSN:03869164

日本歴史 = The Nippon-rekishi. -- 1卷1號 (昭21.6)-2卷5號 ([昭22.12]) ; 通巻10號 (1948.2)-. -- 日本歴史社, 1946.6-.(日本歴史
社)[月刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 442

<AN00357971> ISSN:09114300

日本臨床免疫学会会誌 = Japanese journal of clinical immunology. -- 1巻1号 (昭53.12)-. -- 日本臨床免疫学会.()[隔月刉]
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教育

保体セ  

情言  

教育  

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

人間科学研究 / 日本大学生物資源科学部 [編]. -- 創刉号 (2004)-. -- 日本大学生物資源科学部, 2004.3-.(日本大学生物資源科学
部)[不明]

<AA12047958> ISSN:18800270

人間科学研究 = Waseda journal of human sciences / 早稲田大学人間科学学術院 [編]. -- 18巻1号 (2005.3)-. -- 早稲田大学人間科
学学術院, 2005.3-.(早稲田大学人間科学学術院)[年3回刉]

人間文化 : 愛知学院大学人間文化研究所紀要 / 愛知学院大学人間文化研究所. -- 創刉號 (昭59.8)-. -- 愛知学院大学人間文化研
究所, 1984.8-.(愛知学院大学人間文化研究所)[年刉]

<AN10037489> ISSN:02899760

人間科学 : 常磐大学人間科学部紀要 / 常磐大学人間科学部. -- 1巻1号 (1984.1)-. -- 常磐大学人間科学部, 1984.1-.(常磐大学人間
科学部)[年2回刉]

<AA11908259> ISSN:1349063X

人間性心理学研究 / 「人間性心理学研究」編集委員会. -- 1号 (1983)-. -- 日本人間性心理学会, 1983-.(日本人間性心理学会)[年2
回刉]

<AN00199440> ISSN:03855317

人間発達研究 / お茶の水女子大学心理・教育研究会. -- 1号 (昭51)-.(お茶の水女子大学心理・教育研究会)[年刉]

<AN10004785> ISSN:09108424

乳幼児医学・心理学研究 / 乳幼児医学・心理学研究会 [編]. -- 1巻1号 (1992)-. -- 乳幼児医学・心理学研究会, 1992-.(乳幼児医学・
心理学研究会)[その他]

<AN00199371> ISSN:05494974

人間工学 = The Japanese journal of ergonomics / 日本人間工学会 [編集]. -- Vol. 1, no. 1 (1965.1)-. -- 日本人間工学会, 1965.1-
.(日本人間工学会)[隔月刉]

<AN10151826> ISSN:02894904

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 443

<AA11503869> ISSN:09187065



2011年度

中央館

中央館  

中央館  

情言 中央館  

国開  

中央館  

中央館  

中央館  

<AA12017913> ISSN:

人間学部研究報告 / 京都文教大学 [編] = / Kyoto Bunkyo University. -- 7集 (2004)-. -- 京都文教大学, 2005.3-.(京都文教大学)[年
刉]

<AN10528298> ISSN:13419811

人間情報学研究 = Journal of human informatics / 東北学院大学人間情報学研究所 [編]. -- 創刉号 (1996)-. -- 東北学院大学人間
情報学研究所, 1996-.(東北学院大学人間情報学研究所)[年刉]

<AA11451302> ISSN:13453785

人間環境論集 / 法政大学人間環境学会 [編集]. -- 1巻1号 (2000.3)-. -- 法政大学人間環境学会, 2000.3-.(法政大学人間環境学
会)[年2回刉]

<AA11448680> ISSN:1345496X

人間関係学研究 : 社会学社会心理学人間福祉学 : 大妻女子大学人間関係学部紀要 / 大妻女子大学人間関係学部 [編集]. -- 1
(2000)-. -- 大妻女子大学人間関係学部, 2000-.(大妻女子大学人間関係学部)[年刉]

<AA11818440> ISSN:13474324

人間環境学研究 / 広島修道大学人間環境学会 [編]. -- 1巻1・2合併号 (2003.2)-. -- 広島修道大学人間環境学会, 2003.2-.(広島修
道大学人間環境学会)[年2回刉]

<AA11879150> ISSN:13485253

人間環境学研究 = Journal of human environmental studies. -- Vol. 1, no. 1 (June 2003)-. -- 人間環境学研究会 (発行).(ユニオンサービ
ス/ユニオンプレス)[年2回刉]

<AN00199327> ISSN:03882152

人間科学研究 / 文教大学人間科学部. -- 1号 (1979)-. -- 文教大学, 1979.12-.(文教大学)[年刉]

<AN10409834> ISSN:09182829

人間・環境学 / 京都大学大学院人間・環境学研究科. -- 1巻 (1992)-. -- 京都大学大学院人間・環境学研究科, 1992-.(京都大学大学
院人間・環境学研究科|)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 444
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中央館  

中央館 教育  

教育  

中央館  

中央館  

中央館  

中央館 中央館  

人間文化創成科学論叢 = Journal of the Graduate School of Humanities and Sciences / お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学
研究科 [編集]. -- 10巻 (2007)-. -- お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科, 2008.3-.(お茶の水女子大学大学院人間文化
研究科)[年刉]

人間文化研究 / 名古屋市立大学大学院人間文化研究科 [編] = Studies in humanities and cultures / Graduate School of Humanities
and Social Sciences, Nagoya City University. -- Vol. 1 (Jan. 2003)-. -- 名古屋市立大学大学院人間文化研究科, 2003.1-.(名古屋市
立大学大学院人間文化研究科)[年刉]

<AN10065983> ISSN:09132201

人間文化研究科年報 / 奈良女子大学大学院人間文化研究科. -- 創刉号 (1985)-. -- 奈良女子大学大学院人間文化研究科, 1986.3-
.(奈良女子大学大学院人間文化研究科)[年刉]

<AA1231891X> ISSN:13448013

人間発達研究所紀要 / 人間発達研究所紀要編集委員会. -- 1号 (1987. 2)-. -- 人間発達研究所, 1987-.(人間発達研究所)[年刉]

<AA11222735> ISSN:13440039

人間福祉研究 / 北海道女子大学 [編]. -- 1号 (1998)-. -- 北海道女子大学, 1998-.(北海道浅五学園大学)[年刉]

<AA11807171> ISSN:13480308

人間存在論 = Menschenontologie / 京都大学大学院人間・環境学研究科総合人間学部『人間存在論』刉行会 [編集]. -- 1号 (1995)-.
-- 京都大学大学院人間・環境学研究科総合人間学部『人間存在論』刉行会, 1995.3-.(京都大学大学院人間・環境学研究科総合人間
学部『人間存在論』刉行会)[年刉]

<AA12030795> ISSN:13499718

人間の発達と教育 : 明治学院大学教職課程論叢 / 明治学院大学文学会 [編]. -- 創刉号 (2005)-. -- 明治学院大学文学会, 2005.3-
.(明治学院大学)[年刉]

<AN10142246> ISSN:09137084

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 445

<AA12336740> ISSN:18831907

人間総合科学 : 人間総合科学大学紀要 / 人間総合科学大学 [編] = Human arts and sciences / University of Human Arts and
Sciences. -- 16号 ([平20.3])-. -- 人間総合科学大学, 2008-.(人間総合科学大学)[不明]

<AN10540500> ISSN:13412698
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情言

情言  

<ネ>

農  

農  

農  

理  

法  

中央館  

<AA11583981> ISSN:

年報 / 東京大学情報基盤センター [編] = Annual report / Information Technology Center, the University of Tokyo. -- 1号 (1999)-. --
東京大学情報基盤センター, 2001.3-.(東京大学情報基盤センター)[年刉]

<AN00199972> ISSN:04706455

粘土科学 / 粘土研究会. -- Vol. 1, no. 1 (1961)-. -- 粘土研究会.(日本粘土学会)[季刉]

<AA11541096> ISSN:

年報・死刑廃止 / 年報・死刑廃止編集委員会 [編集]. -- 96 ([19]96)-. -- インパクト出版会, 1996-.(インパクト出版会)[年刉]

<AA12327127> ISSN:18828434

熱帯農業研究 / 日本熱帯農業学会 [編]. -- Vol. 1, no. 1 (June 2008)-. -- 日本熱帯農業学会, 2008.6-.(日本熱帯農業学会)[季刉]

<AA11272904> ISSN:09192182

根の研究 = Root research / 根研究会 [編]. -- 根研究会.(根研究会)[季刉]

<AA11971335> ISSN:13487264

認知心理学研究 : the Japanese journal of cognitive psychology / 日本認知心理学会 [編]. -- 1巻1号 (2004.5)-. -- 日本認知心理学
会, 2004.5-.(日本認知心理学会)[年2回刉]

<AN00388013> ISSN:0915499X

熱帯農学研究 / [九州大学]熱帯農学研究センター. -- 1巻 (1975)-. -- [九州大学熱帯農学研究センター], 1975-.()[不明]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 446

<AN1047304X> ISSN:13417924

認知科学 = Cognitive studies : bulletin of the Japanese Cognitive Science Society / 日本認知科学会編集. -- Vol. 1, no. 1 (May
1994)-. -- 日本認知科学会, 1994-.(日本認知科学会)[季刉]



2011年度

農

中央館  

農  

農  

農  

法  

法  

法  

年報行政研究 / 日本行政学会編. -- 1号 (1962)-. -- 勁草書房, 1962.4-.(勁草書房)[年刉]

<AA12291642> ISSN:18819818

年報公共政策学 = Annals, public policy studies / 北海道大学公共政策大学院 [編]. -- 1号 (2007)-. -- 北海道大学公共政策大学院,
2007-.(北海道大学公共政策大学院)[年刉]

年報 / 飯島記念食品科学振興財団 = Annual report / the Iijima Memorial Foundation for Promotion of Food Science and
Technology. -- 平成元年度 (1989)-. -- 飯島記念食品科学振興財団, 1991-.()[年刉]

<AN1003137X> ISSN:09127194

年報医事法学 = Journal of medical law / 日本医事法学会. -- 1 (1986. 6)-. -- 日本評論社, 1986-.(日本評論社)[年刉]

<AN0020003X> ISSN:05481570

年報 / 森林総合研究所関西支所 = Annual report / Kansai Research Center, Forestry and Forest Products Research Institute. --
No.30 (昭63)-. -- 農林水産省森林総合研究所関西支所, 1989. 10-.()[年刉]

<AN1031297X> ISSN:1348978X

年報 / 森林総合研究所多摩森林科学園. -- 11号 (昭63)-. -- 森林総合研究所多摩森林科学園, 1989-.()[年刉]

<AN10360586> ISSN:09132341

年報 / 林木育種センター [編集] = Annual report / Forest Tree Breeding Center, Independent Administrative Institution. -- No. 29 (平
10/11/12)-no. 29 (平10/11/12) ; 平成13年度 (平13)-. -- 林木育種センター, 2002-.()[不明]

<AN00345280> ISSN:09100679

年報 / 実践女子大学文芸資料研究所 [編]. -- 1号 (昭57.3)-. -- 実践女子大学文芸資料研究所, 1982.3-.(実践女子大学文芸資料研
究所)[年刉]

<AN10113328> ISSN:13489763

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 447

<AA11863194> ISSN:13487760



2011年度

法

中央館  

中央館  

文 法  

<ノ>

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

<AN00203617> ISSN:03861228

ノートルダム清心女子大学紀要. 文化学編 / ノートルダム清心女子大学. -- 1巻1号 (1977)- = 通巻12号 (1977)-. -- ノートルダム清心女子
大学, 1977.3-.(ノートルダム清心女子大学)[年刉]

<AN00200313> ISSN:03899616

能楽研究 : 能楽研究所紀要 / 野上記念法政大学能楽研究所 [編]. -- 1号 (1974)-. -- 野上記念法政大学能楽研究所, 1974-.(野上記
念法政大学能楽研究所)[年刉]

<AN00203581> ISSN:03861201

ノートルダム清心女子大学紀要. 外国語・外国文学編 / ノートルダム清心女子大学. -- 1巻1号 (1977)- = 通巻12号 (1977)-. -- ノートルダ
ム清心女子大学, 1977-.(ノートルダム清心女子大学)[年刉]

<AA12409174> ISSN:03861236

ノートルダム清心女子大学紀要. 人間生活学・児童学・食品栄養学編 / ノートルダム清心女子大学 [編]. -- 33巻1号 (2009)- = 通巻54号
(2009)-. -- ノートルダム清心女子大学, 2009-.(ノートルダム清心女子大学)[年刉]

<AN10282482> ISSN:09169601

年報朝鮮學 / 九州大學朝鮮學研究會 [編]. -- 創刉號 (1990.12)-. -- 九州大學朝鮮學研究會, 1990-.(九州大學朝鮮學研究會)[年刉]

<AN10481580> ISSN:

年報日本現代史. -- 創刉号 (1995)-. -- 東出版, 1995-.(東出版)[年刉]

<AN10341457> ISSN:05494192

年報政治學 / 日本政治學會編. -- 1953年度 (1953)-. -- 岩波書店, 1953.3-.(岩波書店)[年2回刉]

<AN00167910> ISSN:03888916

年報中世史研究 / 中世史研究会編集委員会. -- 創刉号 (1976)-. -- 中世史研究会.(中世史研究会)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 448



2011年度

中央館

経済  

農  

農  

農  

農  

農  

農  

農業経営統計調査報告. 工芸農作物等の生産費 / 農林水産省統計情報部 [編]. -- 平成7年産 (平7)-. -- 農林統計協会, 1997-.()[年
刉]

農業機械化研究所研究報告 = Technical report of the Institute of Agricultural Machinery / 生物系特定産業技術研究推進機構農業
機械化研究所 [編]. -- 28号 (平6.12)-. -- 生物系特定産業技術研究推進機構農業機械化研究所, 1994-.()[不明]

<AN00200823> ISSN:03888541

農業経営研究 / 農業経営研究会. -- No. 1 (昭38)-no. 31 (昭53) ; 17巻1号 (1979.8)-. -- 全国農業構造改善協会.(日本農業経営学
会)[季刉]

<AA11317784> ISSN:

農業および園芸 = Agriculture and horticulture. -- 40巻1号 ([昭40.1])-. -- 養賢堂.(養賢堂)[月刉]

<AN10037751> ISSN:09119450

農業環境技術研究所報告 / 農林水産省農業環境技術研究所 [編]. -- 1号 (昭61.3)-. -- 農業環境技術研究所, 1986-.()[不明]

<AN10475136> ISSN:13410148

農業経済研究報告 / 東北大学農学部農業経営学研究室. -- 1号 (昭34.10)-.()[年刉]

<AN10397280> ISSN:1341934X

農業市場研究 / 日本農業市場学会編集. -- 1巻1号 (1992. 9)- = 通巻35号 (1992. 9)-. -- 日本農業市場学会.(筑波書房)[年2回刉]

<AN0038751X> ISSN:03695247

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 449

<AA11653588> ISSN:13475096

農学国際協力 / 名古屋大学農学国際教育協力研究センター [編集] = International cooperation in agriculture / International
Cooperation Center for Agricultural Education. -- Vol. 1 (2002.5)-. -- 名古屋大学農学国際教育協力研究センター, 2002.5-.(名古屋大
学農学国際教育協力研究センター)[年刉]

<AN00200903> ISSN:02886855



2011年度

農

農  

農  

農 経済  

農  

農  

農  

農  

<AN10041351> ISSN:

農業災害補償制度家畜共済統計表 / 農林省農林経済局 [編]. -- 昭和37年度 (昭37)-昭和63年度 (昭63) ; 平成元年度 (平1)-. -- 農
林省農林経済局農業保険課, 1964.6-.()[年刉]

<AN1007248X> ISSN:09149813

農業研究 / 日本農業研究所 [編]. -- 1号 (1988.9)-. -- 日本農業研究所, 1988.9-.()[年刉]

<AN10058649> ISSN:

農業災害補償制度園芸施設共済統計表 / 農林水産省経済局 [編]. -- 昭和54年度 (昭54)-昭和63年度 (昭63) ; 平成元年度 (平1)-. -
- 農林水産省経済局保険管理課, 1980.12-.()[年刉]

<AN00200867> ISSN:03873234

農業經濟研究 / 農業經濟學會編輯. -- 1巻1号 (大14.4)-. -- 岩波書店, 1925-.(日本農業経済学会)[季刉]

<AA1124513X> ISSN:10006389

农业经济问题 = Problems of agricultural economics. -- 中国社会科学出版社.(中国出版対外貿易総公司)[月刉]

<AA11316908> ISSN:

農業経営統計調査報告. 米及び麦類の生産費 / 農林水産省統計情報部 [編]. -- 平成7年産 (平7)-. -- 農林統計協会, 1997.3-.()[年
刉]

<AA12166924> ISSN:

農業経営統計調査報告. 品目別経営統計 / 農林水産省統計部 [編]. -- [公文書版]. -- 平成16年産 (平16)-. -- 農林水産省大臣官
房統計部, 2006-.()[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 450

<AA12210786> ISSN:

農業経営統計調査報告. 営農類型別経営統計(組織経営編) : 併載:経営形態別経営統計 / 農林水産省統計部 [編]. -- 平成16年 (平
16)-. -- [農林水産省大臣官房統計部], 2007.4-.()[年刉]



2011年度

中央館

農  

農 経済  

農  

法  

農 農  

医  

農  

脳循環代謝 : 日本脳循環代謝学会機関誌 = Japanese journal of cerebral blood flow and metabolism / 日本脳循環代謝学会. -- Vol.
1, no. 1 (1990)-. -- [日本脳循環代謝学会], 1990-.()[年3回刉]

<AN00386889> ISSN:09129731

農村計画学会誌 = Journal of Rural Planning Association / 農村計画学会 [編]. -- Vol. 1, no. 1 (1982. 6)-. -- 農村計画学会.(農村計
画学会)[季刉]

農業法研究 / 農業法学会 [編]. -- Vol. 1, no. 1 (昭33.9)-. -- 農業法学会.()[年刉]

<AN00387280> ISSN:13458833

農耕と園芸. -- 1卷1號 (昭21.2)-. -- 誠文堂新光社.(誠文堂新光社)[月刉]

<AN10377647> ISSN:09159401

農業と經濟 / 農業と經濟社. -- 1卷1號 (昭9.4)-. -- 農業と經濟社, 1934-.(富民協会)[月刉]

<AA11874543> ISSN:

農業物価統計 / 農林水産省統計部 [編]. -- 平成13年 (平13)-. -- 農林統計協会, 2003-.()[年刉]

<AN00201393> ISSN:05495822

農業災害補償制度年報 / 農林省農林経済局 [編集]. -- -昭和63年度版 (昭63) ; 平成元年度版 (平1)-. -- 農林省農林経済局.(農林
水産省経営局)[年刉]

<AN10058536> ISSN:

農業災害補償制度農作物共済統計表 / 農林省農林経済局 [編]. -- 昭和39年産 (昭39)-昭和63年産 (昭63) ; 平成元年産 (平1)-. --
農林省農林経済局保険管理課, 1965.12-.()[年刉]

<AN00201112> ISSN:00290912

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 451

<AN10173250> ISSN:



2011年度

農 経済

農  

農  

農  

農  

医  

農  

農  

<AN10132016> ISSN:

農薬試験成績 / 全農農業技術センター肥料・農薬研究部 [編]. -- 昭和47年度 (昭47)-昭和63年度 (昭63) ; 平成元年度 (平1)-. -- 全
農農業技術センター肥料・農薬研究部.()[年刉]

<AA12477731> ISSN:21850348

農薬調査研究報告 = Research report of agricultural chemicals / 農林水産消費安全技術センター [編]. -- 1号 (平21)-. -- 農林水産
消費安全技術センター農薬検査部, 2010.3-.()[不明]

<AN10155000> ISSN:

農地農業用施設災害統計 / 農林省農地局建設部 [編]. -- -昭和63年版 (昭63) ; 平成元年版 (平1)-. -- 農林省農地局建設部.()[年
刉]

<AN0020232X> ISSN:00290831

脳と発達 / 日本小児神経学会. -- 1巻1号 (昭44. 4)-. -- 診断と治療社, [1969]-.(診断と治療社)[隔月刉]

<AA12221760> ISSN:18823262

農村工学研究所報告 / 農業・食品産業技術総合研究機構農村工学研究所 [編] = Bulletin of the National Institute for Rural
Engineering / National Institute for Rural Engineering National Agriculture and Food Research Organization (NARO). -- 46号 (平
19.3)-. -- 農業・食品産業技術総合研究機構農村工学研究所, 2007.3-.()

<AN00270964> ISSN:09136134

農村と都市をむすぶ / 全食糧労仂組合. -- No. 1 (昭26.6)-. -- 全食糧労仂組合.(全農林労働組合農村と都市をむすぶ編集部)[月刉]

<AN00202024> ISSN:03888533

農村研究 / 東京農業大学農業経済学会. -- 1号 (1954.3)-.()[年2回刉]

<AA12221239> ISSN:18823289

農村工学研究所技報 / 農業・食品産業技術総合研究機構農村工学研究所 [編]. -- 206号 (平19.3)-. -- 農業・食品産業技術総合研
究機構農村工学研究所, 2007.3-.()[不明]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 452



2011年度

経研セ

農  

農  

農  

経研セ  

経研セ  

農  

経済  

野村資本市場クォータリー = Nomura capital markets quarterly / 野村資本市場研究所 [編]. -- 14巻1号 (2010.夏)- = 通巻53号 (2010.
夏)-. -- 野村資本市場研究所, 2010.8-.((株)野村総合研究所)[季刉]

農林水産政策研究所レビュー = PRIMAFF review / 農林水産省農林水産政策研究所 [編集]. -- No. 1 (2001. 9)-. -- 農林水産省農林
水産政策研究所, 2001-.(農林水産政策研究所)[季刉]

<AN10481219> ISSN:13413163

のと海洋ふれあいセンター研究報告 = Report of the Noto Marine Center / 石川県環境部. -- 1号 (1995)-. -- 石川県環境部, 1995-.()[年
刉]

<AA12486630> ISSN:21854629

農林水産省統計表 = Statistical yearbook of Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries / 農林水産省統計情報部 [編]. -- 54次
(昭52/53)-. -- 農林統計協会, 1979-.()[年刉]

<AA11614280> ISSN:1346700X

農林水産政策研究 / 農林水産政策研究所 [編]. -- No. 1 (Dec. 2001)-. -- 農林水産省農林水産政策研究所, 2001.12-.(農林水産政
策研究所)[不明]

<AA11573693> ISSN:13467018

農林業問題研究 / 関西農業経済学会編集. -- 1巻1号 (1965.3)- = 1号 (1965.3)-. -- 富民協会, 1965-.(地域農林経済学会)[季刉]

<AN00386754> ISSN:03879240

農林水産技術研究ジャーナル / 農林水産技術情報協会 [編]. -- 1巻1・2号 (1978)-. -- 農林水産技術情報協会, 1978.2-.(農林水産技
術情報協会)[月刉]

<AN10041737> ISSN:

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 453

<AN00386652> ISSN:13425749

農林金融 / 農林中央金庫企畫部 [編]. -- [Vol. 1], no. 1 (昭23.4)-. -- 農林中央金庫企畫部, 1948-.(農林中央金庫)[月刉]

<AN00202829> ISSN:03888525



2011年度

法

<ハ>

中央館  

保体セ  

工  

経済  

法  

法  

経済  

<AN10398727> ISSN:1880926X

白鴎ビジネスレビュー = Hakuoh business review / 白鴎大学ビジネス開発研究所. -- 1巻1号 (1992. 3)-. -- 白鴎大学ビジネス開発研究所,
1992.3-.()[年刉]

<AA12048622> ISSN:18802699

白鷗大学大学院法学研究年報 / 白鷗大学大学院法学研究科, 白鷗大学法科大学院法務研究科 [編]. -- 創刉[1]号 (平17.7)-. -- [白
鷗大学大学院法学研究科], 2005.7-.(白?大学大学院法学研究科, 白?大学法科大学院法務研究科)[年刉]

<AA12288309> ISSN:18824277

白鷗大学法科大学院紀要 / 白鷗大学大学院法務研究科 [編]. -- No. 1 (2007.11)-. -- 白鷗大学大学院法務研究科, 2007.11-.(白鴎
大学大学院法務研究科)[年刉]

<AA12383900> ISSN:18835864

廃棄物資源循環学会誌 / 廃棄物資源循環学会 [編] = Material cycles and waste management research / Japan Society of Material
Cycles and Waste Management Research. -- 20巻1号 (2009)-. -- 廃棄物資源循環学会, 2009.1-.(廃棄物資源循環学会)[隔月刉]

<AN10016387> ISSN:09137661

白鴎大学論集 / 白鴎大学. -- 1巻1号 (昭62. 2)-. -- 白鴎大学, 1987-.()[年2回刉]

<AN10039203> ISSN:09106545

バイオインダストリー. -- シーエムシー.(シーエムシー出版)[月刉]

<AA11146954> ISSN:13431706

バイオメカニクス研究 / 「バイオメカニクス研究」編集事務局. -- Vol. 1, no. 1 (July 1997)-. -- 日本バイオメカニクス学会事務局, 1997. 7-.(日
本バイオメカニクス学会事務局)[季刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 454

<AN10219475> ISSN:09172599

ノモス = Nomos / 関西大学法学研究所. -- 創刉号 (1990. 10)-. -- 関西大学法学研究所, 1990-.(関西大学法学研究所)[年刉]



2011年度

法

中央館  

中央館  

文  

医  

工  

中央館  

中央館  

八戸工業大学異分野融合科学研究所紀要 = The bulletin of Reseach Institute for Interdisciplinary Science, Hachinohe Institute of
Technology / 八戸工業大学異分野融合科学研究所 [編]. -- 1巻 (平15.2)-. -- 八戸工業大学異分野融合科学研究所, 2003.2-.(八戸
工業大学異分野融合科学研究所)[年刉]

<AN00205113> ISSN:02871866

八戸工業大学紀要 / 八戸工業大学 [編]. -- 1巻 (1982.3)-. -- 八戸工業大学, [1982]-.(八戸工業大学)[年刉]

函館医学誌 / 市立函館病院. -- 1 (昭52)-.(市立函館病院)[年刉]

<AN10267117> ISSN:

橋 / 土木学会. -- 土木学会.(土木学会)[年刉]

<AA11823440> ISSN:1347958X

白山哲学 / 東洋大学文学部哲学研究室 [編]. -- 1号 (1962)-. -- 東洋大学文学部哲学研究室, 1962-.(東洋大学文学部哲学研究
室)[年刉]

<AN00204562> ISSN:09119892

博物館研究 / 日本博物館協会. -- 9巻6号 (昭49.6)-. -- 日本博物館協会, 1974-.(財団法人 日本博物館協会)[月刉]

<AN00204686> ISSN:09100725

白鷗法學 / 白鷗大学法学部. -- 創刉[1]号 (1994.4)-24号 (2004.11) ; 12巻1号 (2005.5)- = 通巻25号 (2005.5)-. -- 白鷗大学法学部,
1994.4-.(白鴎大学法学部)[年2回刉]

<AN00204369> ISSN:03859452

白山英米文学 / [東洋大学文学部英米文学科]. -- 1号 (1976)-. -- 東洋大学文学部英米文学科研究室, 1976.3-.(東洋大学文学部英
米文学科研究室)[年刉]

<AN00204438> ISSN:03851087

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 455

<AN10443264> ISSN:13488473



2011年度

中央館

医  

教育  

教育  

教育  

中央館 法  

附学校  

中央館  

<AN00218931> ISSN:

バドミントンマガジン. -- 1巻1号 (1980.3)-. -- ベースボールマガジン社, 1980-.(ベースボールマガジン社)[月刉]

<AA1213966X> ISSN:18807925

花園大学国際禅学研究所論叢 / 花園大学国際禅学研究所 [編集]. -- 1号 (2006.3)-. -- 花園大学国際禅学研究所, 2006.3-.()[年刉]

<AA12050475> ISSN:

発達・学習支援ネットワーク研究 / 北海道大学大学院教育学研究科 [編]. -- 1号 (2005.3)-. -- 北海道大学大学院教育学研究科,
2005.3-.(北海道大学大学院教育学研究科)[不明]

<AN00354736> ISSN:03857115

發明. -- 51號 (明43.1)-. -- 工業所有權保護協會.(発明協会)[月刉]

<AN10229548> ISSN:09159029

発達心理学研究 / 日本発達心理学会 [編] = The Japanese journal of developmental psychology / Japan Society of Developmental
Psychology. -- 1巻1号 (1990.7)-. -- 日本発達心理学会, 1990-.(日本発達心理学会)[不明]

<AA11553776> ISSN:13460471

発達心理臨床研究 / 兵庫教育大学学校教育学部附属発達心理臨床研究センター [編集]. -- 7巻 (Mar. 2000)-. -- 兵庫教育大学学校
教育学部附属発達心理臨床研究センター, 2000.3-.(兵庫教育大学発達心理臨床研究センター)[年刉]

<AN00205124> ISSN:02873834

八戸大学紀要 = Bulletin of Hachinohe University / 八戸大学. -- 創刉号 (昭56)-. -- 八戸大学商学部, 1982.3-.(八戸大学商学部)[年
刉]

<AN00205292> ISSN:13407236

発達障害研究所年報 / 愛知県心身障害者コロニー発達障害研究所 [編]. -- 1号 (1972)-. -- 愛知県心身障害者コロニー発達障害研究
所, 1973.3-.(愛知県心身障害者コロニー発達障害研究所)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 456



2011年度

中央館

医  

国開  

法  

文 法  

教育  

法  

法 中央館  

犯罪と非行 / 青尐年福祉センター, 矯正福祉会 [編]. -- 創刉号 (1969.8)-. -- [青尐年福祉センター], 1969-.(日立みらい財団)[季刉]

犯罪心理学研究 / 日本犯罪心理学会. -- 1巻1号 (1963)-. -- 日本犯罪心理学会, 1963-.(日本犯罪心理学会)[年3回刉]

<AN10016922> ISSN:09136525

犯罪と刑罰 / 刑法読書会. -- 1号 (1985)-. -- 刑法読書会.(刑法読書会)[年刉]

<AN00342103> ISSN:03856518

犯罪學雜誌 / 日本犯罪學會. -- 2卷1號 (昭4.3)-. -- 犯罪學雜誌發行所, 1929-.(日本犯罪学会)[隔月刉]

<AN00206207> ISSN:0386460X

犯罪社会学研究 / 日本犯罪社会学会 [編]. -- 1 (1976)-. -- 立花書房, 1976-.(立花書房)[年刉]

<AN00206218> ISSN:00177547

浜松赤十字病院医学雑誌 = Medical journal of Hamamatsu Red Cross Hospital / 浜松赤十字病院院内研究委員会 [編集]. -- Vol. 1,
no. 1 (Mar. 2000)-. -- 浜松赤十字病院, 2000.3-.()[年刉]

<AN1013868X> ISSN:

ハリーナ / 「ハリーナ」編集部. -- 創刉準備号[0号] (1989. 6)-. -- 日本ネグロス・キャンペーン委員会, 1989-.(日本ネグロスキャンペ-ン委員
会)[年3回刉]

<AN00206171> ISSN:03020029

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 457

<AN10479476> ISSN:1342467X

花園大学文学部研究紀要 / 花園大学文学部 [編]. -- 27号 (1995.3)-. -- 花園大学文学部, 1995-.(花園大学文学部)[年刉]

<AA11437957> ISSN:13453939



2011年度

法

附学校  

経済  

情言 教育 法

中央館  

教育 法  

法  

<バ>

農  

<AN10028025> ISSN:09148981

バイオサイエンスとインダストリー / バイオインダストリー協会 = Bioscience & industry / Bioindustry Development Center (BIDEC). -- Vol. 46,
no. 4 (1988.4)-. -- バイオインダストリー協会, 1988.4-.(発酵工業協会)[月刉]

<AN00326956> ISSN:04385896

判例タイムズ = The law times report / 法律タイムズ社編集. -- 1輯 (1948)-5輯 (1949) ; 1 (1950)-9 (1951) ; 2巻3号 (昭26.3)- = 通巻10
号 (昭26.3)-. -- 海口書店, 1948-.(判例タイムズ社)[週刉]

<AN10016795> ISSN:0913610X

判例地方自治 / 地方自治判例研究会編集. -- 59年1号 (昭59.4)-60年6号 (昭60) ; No. 14 (昭60)-. -- ぎょうせい, 1984-.(ぎょうせい)[月
刉]

<AN00326901> ISSN:04385888

判例時報 / 判例時報刉行会. -- 1号 (1953.6)-. -- 日本評論新社, 1953-.(判例時報社)[旬刉]

<AA11944671> ISSN:

判例・先例研究 / 東京司法書士会 [編]. -- 平成15年度版 (平15)-. -- 東京司法書士会, 2004.3-.(東京司法書士会)[年刉]

<AN00383359> ISSN:00054933

バンドジャーナル / 管楽研究会. -- 1巻1号 (昭34.10)-. -- 音楽之友社, [1959]-.(音楽之友社)[月刉]

<AN00068307> ISSN:

販売革新. -- 商業界.(商業界)[月刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 458

<AN00206353> ISSN:04384997

阪大法学 / 大阪大学法学会. -- 1号 (1951.12)-149・150号 (1989.3) ; 39巻1号 (1989.8)- = 通巻151号 (1989.8)-. -- 大阪大学法学会,
1951-.(大阪大学大学院法学研究科)[隔月刉]



2011年度

中央館

中央館  

<パ>

教育  

法 中央館  

工  

工  

情言  

理  

パリティ = Parity : physical science magazine / 「パリティ」編集委員会. -- Vol. 1, no. 0 (1985. 9)-. -- 丸善, 1985-.(丸善)[月刉]

<AN10017131> ISSN:09114815

パリティ = Parity : physical science magazine / 「パリティ」編集委員会. -- Vol. 1, no. 0 (1985. 9)-. -- 丸善, 1985-.(丸善)[月刉]

パリティ = Parity : physical science magazine / 「パリティ」編集委員会. -- Vol. 1, no. 0 (1985. 9)-. -- 丸善, 1985-.(丸善)[月刉]

<AN10017131> ISSN:09114815

パリティ = Parity : physical science magazine / 「パリティ」編集委員会. -- Vol. 1, no. 0 (1985. 9)-. -- 丸善, 1985-.(丸善)[月刉]

<AN10017131> ISSN:09114815

パーソナリティ研究 / 日本パーソナリティ心理学会 [編]. -- 12巻1号 (2003.11)-. -- 日本パーソナリティ心理学会, 2003.11-.(日本パーソナリ
ティ心理学会)[年3回刉]

<AN00368708> ISSN:02874954

パテント : the patent magazine / 辨理士會 [編]. -- 1卷1號 (昭23.11)-. -- 辨理士會, 1948-.(日本弁理士会)[月刉]

<AN10017131> ISSN:09114815

梅花女子大学文化表現学部紀要. -- 1 (2004)-. -- 梅花女子大学文化表現学部, 2004.12-.(梅花女子大学文化表現学部)[年刉]

<AA12190033> ISSN:18820441

梅光学院大学論集. -- 40号 (2007)-. -- 梅光学院大学, 2007.1-.(梅光学院大学)[年刉]

<AA11873802> ISSN:13488406

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 459

<AA12016535> ISSN:13499750



2011年度

工 工 工 理 工 理 太陽研 理 情言

工 理 理

太陽研 理 太陽研 理 理 情言

理  

<ヒ>

農  

法  

教育  

中央館  

<AN10188509> ISSN:09166785

比較教育学研究 = Comparative education / 日本比較教育学会編集委員会. -- 16 (1990)-. -- 日本比較教育学会, 1990-.(日本比較
教育学会)[年2回刉]

<AN00206761> ISSN:04408039

比較文学 / 日本比較文学会. -- 1巻 (1958)-. -- [出版者不明], [1958]-.(日本比較文学会)[年刉]

<AN1042922X> ISSN:00181811

皮革科学 : hikaku kagaku / 日本皮革技術協会 [編]. -- 39巻1号 (May 1993)-. -- 日本皮革技術協会, 1993.5-.()[季刉]

<AN10018112> ISSN:09135812

比較家族史研究 / 比較家族史学会 [編]. -- 創刉 [1] 号 (1986)-. -- 比較家族史学会.()[年刉]

<AN10017131> ISSN:09114815

パリティ = Parity : physical science magazine / 「パリティ」編集委員会. -- Vol. 1, no. 0 (1985. 9)-. -- 丸善, 1985-.(丸善)[月刉]

<AN10017131> ISSN:09114815

パリティ = Parity : physical science magazine / 「パリティ」編集委員会. -- Vol. 1, no. 0 (1985. 9)-. -- 丸善, 1985-.(丸善)[月刉]

<AN10017131> ISSN:09114815

パリティ = Parity : physical science magazine / 「パリティ」編集委員会. -- Vol. 1, no. 0 (1985. 9)-. -- 丸善, 1985-.(丸善)[月刉]

<AN10017131> ISSN:09114815

パリティ = Parity : physical science magazine / 「パリティ」編集委員会. -- Vol. 1, no. 0 (1985. 9)-. -- 丸善, 1985-.(丸善)[月刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 460



2011年度

中央館

中央館  

中央館  

中央館  

情言 中央館  

中央館  

法  

法  

比較法研究 = Comparative law journal / 比較法學會. -- 1 (Oct.1950)-. -- 比較法學會.(比較法學會)[年刉]

比較文学年誌 / 早稲田大学比較文学研究室. -- 1号 (1965)-. -- 理想社, 1965.3-.(早稲田大学比較文学研究室)[年刉]

<AN00206830> ISSN:04408055

比較法学 / 早稲田大学比較法研究所 [編]. -- 1巻1号 (1964)-. -- 早稲田大学比較法研究所, 1964.11-.(早稲田大学比較法研究
所)[年3回刉]

<AN00206852> ISSN:04391365

比較文化論叢 : 札幌大学文化学部紀要 / 札幌大学文化学部 [編]. -- 1号 (1998.3)-. -- 札幌大学文化学部, 1998.3-.(札幌大学文化
学部)[年2回刉]

<AN00206772> ISSN:0437455X

比較文学研究 = Etudes de littérature comparée / 東大比較文学会 [編]. -- 1卷1号 (1954.4/6)-4巻1/2号 (1957.1/12) = 1号
(1954.4/6)-6号 (1957.1/12) ; 7号 (1963.9)-. -- 東大比較文学会, 1954-.(朝日出版社)[年2回刉]

<AN00206783> ISSN:02865009

比較文化研究 / 久留米大学比較文化研究所 [編]. -- 14輯 (平5.12)-. -- 久留米大学比較文化研究所, 1993.12-.(久留米大学比較文
化研究所)[年2回刉]

<AN10479523> ISSN:13414429

比較文化年報 / 久留米大学大学院比較文化研究科. -- 3輯 (Mar. 1994)-. -- 久留米大学大学院比較文化研究科, 1994.3-.(久留米大
学大学院比較文化研究科)[年刉]

<AA11232874> ISSN:13466844

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 461

<AA11943588> ISSN:

比較文化 : 福岡女学院大学大学院人文科学研究科紀要 / 福岡女学院大学大学院人文科学研究科 [編]. -- 創刉号 ([2004.3])-. --
福岡女学院大学大学院人文科学研究科紀要編集委員会, 2004.3-.(福岡女学院大学大学院人文科学研究科)[年刉]

<AN10431618> ISSN:1340346X



2011年度

法

法  

法  

法  

法  

経研セ  

中央館  

教育  

<AA11869816> ISSN:13487272

東アジア社会教育研究 / 東京・沖縄・東アジア社会教育研究会 [編集] = / Tokyo-Okinawa-East・Asia Forum on Adult Education and
Culture. -- No. 1 (1996)-. -- 東京・沖縄・東アジア社会教育研究会, 1996.9-.(東京・沖縄・東アジア社会教育研究会)[年刉]

<AA1116642X> ISSN:1348091X

東アジアへの視点 : 北九州発アジア情報 = A viewpoint to East Asia. -- 7巻2号 (1996.6)-. -- 国際東アジア研究センター, 1996-.(国際東ア
ジア研究センター)[季刉]

<AN10441101> ISSN:13404717

東アジア研究 / 大阪経済法科大学アジア研究所. -- 6号 (1994)-. -- 大阪経済法科大学アジア研究所, 1994.5-.(大阪経済法科大学アジ
ア研究所)[季刉]

<AN10415688> ISSN:09191844

比較法文化 : 駿河台大学比較法研究所紀要. -- 創刉 [1] 号 (1992)-. -- 駿河台大学比較法研究所, 1993.3-.(駿河台大学比較法研究
所)[年刉]

<AN10408649> ISSN:09189025

被害者学研究 = Japanese journal of victimology / 日本被害者学会. -- 創刉号 (1992.3)-. -- 日本被害者学会, 1992. 3-.(日本被害者
学会)[年刉]

<AN0020690X> ISSN:03858030

比較法制研究 / 國士舘大學比較法制研究所 [編]. -- 創刉号 (1976)-. -- 國士舘大學比較法制研究所, 1976.12-.(國士舘大學比較法
制研究所)[年刉]

<AA11467437> ISSN:

比較法政研究シリーズ / 東京大学大学院法学政治学研究科比較法政国際センター [編]. -- 1号 (2000.2)-. -- 東京大学大学院法学政
治学研究科比較法政国際センター, 2000.2-.(東京大学大学院法学政治学研究科比較法政国際センター)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 462

<AN00206885> ISSN:00104116

比較法雜誌 / 日本比較法研究所. -- 1卷1號 (1951.1季)-. -- 弘文堂, 1951.1-.(日本比較法研究所)[季刉]



2011年度

経済

医  

情言  

経済  

中央館  

中央館  

中央館 法  

中央館  

ヒストリア / 大阪歴史學會 [編]. -- 1號 ([昭26.9])-. -- 柳原書店, 1951-.(大阪歴史学会)[季刉]

<AN10508632> ISSN:13428217

日立TO技報 = Hitachi Tohoku Software technical report / 日立東北ソフトウェア株式会社. -- 創刉号 (1995)-. -- 日立東北ソフトウェア,
1995-.(日立東北ソフトウェア)[年2回刉]

美術教育学 : 大学美術教科教育研究会報告 / 美術科教育学会. -- 4号 (1982. 10)-. -- 美術科教育学会, 1982-.(美術教育学会)[年
刉]

<AN10477980> ISSN:1343358X

比治山大学現代文化学部紀要. -- 創刉号 (1994)-. -- 比治山大学現代文化学部, 1995.3-.(比治山大学現代文化学部)[年刉]

<AN00207582> ISSN:04392787

悲劇喜劇. -- 1集 (昭22.10)-9集 (昭24.10) ; 4巻1号 (昭25.10)-. -- 早川書房.(早川書房)[月刉]

<AN00207196> ISSN:03875989

彦根論叢 / 滋賀大學經濟學會 [編集]. -- 創刉[1]號 (昭24.12)-. -- 滋賀大學經濟學會, 1949-.()[隔月刉]

<AN10180722> ISSN:0917771X

東日本国際大学経済学部研究紀要. -- 10巻1・2号合併号 (2005.3)- = 通巻18号 (2005.3)-. -- 東日本国際大学経済学部, 2005.3-
.()[年2回刉]

<AN10592719> ISSN:13427784

東日本整形災害外科学会雑誌 = Journal of the Eastern Japan Association of Orthopaedics and Traumatology / 東日本整形災害外
科学会 [編]. -- 9巻1号 (1997.2)-. -- 東日本整形災害外科学会, 1997.2-.(東日本整形災害外科学会)[季刉]

<AN00277420> ISSN:13425404

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 463

<AA12083601> ISSN:18805590



2011年度

医

中央館  

理  

情基セ  

情基セ  

法 経済  

中央館  

中央館  

<AA12187323> ISSN:18814956

一橋社会科学 / 一橋大学大学院社会学研究科 [編]. -- 創刉[1]号 (2007.1)-. -- 一橋大学大学院社会学研究科, 2007.1-.(一橋大学
大学院社会学研究科)[年3回刉]

<AN00208133> ISSN:02851105

一橋大学社会科学古典資料センター年報 = Bulletin of the Center for Historical Social Science Literature. -- No. 1 (1981.3)-. -- 一橋
大学社会科学古典資料センター, 1981.3-.(一橋大学社会科学古典資料センター)[年刉]

<AN10010686> ISSN:09116699

ビデオα  : ビデオアルファ. -- 1巻1号 (1985 summer)-. -- 写真工業出版社, 1985. 7-.(写真工業出版社)[月刉]

<AN0020798X> ISSN:0286861X

一橋研究 / 一橋大学大学院学生会. -- 創刉[1]号 (1955)-30号 (昭50.12) ; 1巻1号 (1976.6)- = 通巻31号 (1976.6)-. -- 一橋大学大学
院学生会, [1955]-.(一橋研究編集委員会)[季刉]

<AN00207833> ISSN:0006386X

ビタミン / 學術研究會議ビタミンB研究特別委員會編. -- 1冊 (昭23.4)-7冊 (昭24.5) ; 2巻1号 (昭24.7)-. -- 創元社, 1948.4-.(日本ビタミン
学会)[月刉]

<AN10088402> ISSN:0286214X

ビデオsalon. -- 1巻1号 (昭55.11)- = 通巻1号 (昭55.11)-. -- 玄光社, 1980.11-.(玄光社)[月刉]

<AN0020771X> ISSN:02860171

日立医学会誌 = Hitachi medical journal. -- No. 1 (1962. 11)-no. 57 (1990. 12) ; V. 29, no. 1 (1991. 5)- = 通巻58号 (1991. 5)-. -- 日立
総合病院, 1962-.()[年2回刉]

<AN00298883> ISSN:03675874

日立評論 / 日立評論編輯部 [編]. -- 1號 (大7.1)-. -- 日立評論社, 1918-.(日立評論社)[月刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 464
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中央館

経済  

法  

工  

情言  

中央館  

医  

医  

皮膚の科学 = Skin research. -- 1巻1号 (2002.2)-. -- 日本皮膚科学会大阪地方会・京滋地方会, 2002-.(日本皮膚科学会大阪地方
会・京滋地方会)[隔月刉]

雲雀野 : 豊橋技術科学大学人文科学系紀要. -- 1号 (1979)-. -- 豊橋技術科学大学, 1979.3-.(豊橋技術科学大学)[年刉]

<AN00208643> ISSN:00181404

皮膚科の臨床 / 金原出版. -- 1巻1号 (昭34.1)-. -- 金原出版, 1959-.(金原出版)[月刉]

<AA11609611> ISSN:13471813

人と国土21 / 国土計画協会 [編]. -- 27巻2号 (2001.7)-. -- 国土計画協会.((財)国土計画協会)[隔月刉]

<AA11876651> ISSN:13429078

火鍋子. -- 翠書房.(翠書房)[年2回刉]

<AN00208381> ISSN:0388757X

一橋ビジネスレビュー = Hitotsubashi business review. -- 48巻1・2号 (2000.9)-. -- 東洋経済新報社, 2000.9-.()[季刉]

<AA1161370X> ISSN:13470388

一橋法学 / 一橋大学大学院法学研究科 [編]. -- 1巻1号 (2002.3)-. -- 一橋大学大学院法学研究科, 2002.3-.(一橋大学大学院法学
研究科)[年3回刉]

<AA11564557> ISSN:13469576

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 465

<AA11394082> ISSN:1348768X

一橋大学留学生センター紀要 / 一橋大学留学生センター [編]. -- 創刉号 (1998.7)-. -- 一橋大学留学生センター, 1998-.(一橋大学留学
生センター)[年刉]

<AA11479006> ISSN:13459953



2011年度

医

医  

医  

法  

法  

国開  

中央館  

情言  

<AN00209384> ISSN:02858347

表現研究 / 表現学会 [編]. -- 1号 (昭40.3)-. -- 表現学会事務局.(表現学会)[年2回刉]

<AN10247379> ISSN:09163603

ヒューマンライツ : 人権教育啓発情報 : 月刉 = The human rights / 部落解放研究所 [編集]. -- 1号 ('88.4)-. -- 部落解放研究所,
1988.4-.(部落解放研究所)[月刉]

<AA11523684> ISSN:13463470

表現学部紀要 / 和光大学表現学部 [編]. -- 1号 (2000)-. -- 和光大学表現学部, 2001.3-.(和光大学表現学部)[不明]

<AN10008582> ISSN:09149570

姫路法学 / 姫路法学会. -- 1号 (1988.3)-. -- 姫路獨協大学法学部, 1988-.(姫路獨協大学法学部)[不明]

<AA12309828> ISSN:18829287

姫路ロー・ジャーナル = Himeji law journal / 姫路獨協大学法科大学院 [編]. -- Vol. 1/2 (2005/2007)-. -- 姫路獨協大学法科大学院,
[2007.11]-.(姫路獨協大学法科大学院)[年刉]

<AN10518647> ISSN:1343229X

肥満研究 : 日本肥満学会誌 = Journal of Japan Society for the Study of Obesity / 日本肥満学会 [編]. -- Vol. 1, no. 1 (1995)-. -- 日
本肥満学会, 1995.6-.()[年3回刉]

<AN10169774> ISSN:09148019

姫路赤十字病院誌 / 姫路赤十字病院. -- Vol. 1, no. 1 (1977)-. -- 姫路赤十字病院学術委員会, 1977-.(姫路赤十字病院)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 466

<AN00208836> ISSN:03877531

皮膚病診療 / 協和企画通信. -- 1巻1号 (1979.1)-. -- 協和企画通信.(協和企画通信)[月刉]



2011年度

医

中央館  

医  

医  

中央館  

中央館  

水循環  

工  

冰川冻土. -- 中国科学院兰州冰川冻土研究所, 1979-.(科学出版社)[隔月刉]

<AN00211091> ISSN:0367648X

表面 / 表面談話会, コロイド談話会. -- 1巻1号 (昭38.10)-. -- 広信社, 1963-.(広信社)[月刉]

兵庫県立大学環境人間学部研究報告 / 兵庫県立大学 [編]. -- 7号 (2005)-. -- 兵庫県立大学, 2005.2-.(兵庫県立大学)[年刉]

<AN10554119> ISSN:13421646

兵庫大学論集 / 兵庫大学 [編]. -- 創刉号 (1996.3)-. -- 兵庫大学, 1996.3-.(兵庫大学)[年刉]

<AA11559863> ISSN:10000240

兵庫県全外科医会会誌 = Journal of Hyogo Association of Surgeons / 兵庫県全外科医会. -- 52号 (昭52)-140号 (1999.9) ; 36巻1号
(1999.11)-. -- 兵庫県全外科医会, 1977-.(兵庫県全外科医会)[季刉]

<AA12363641> ISSN:18834574

兵庫県立がんセンター紀要 = Bulletin of Hyogo Cancer Center / 兵庫県立がんセンター [編]. -- 22巻 (2007)-. -- 兵庫県立成人病セン
ター, 2008.10-.(兵庫県立がんセンター)[年刉]

<AA12014165> ISSN:13498592

兵庫医科大学医学会雑誌 / 兵庫医科大学医学会 [編]. -- 1巻1号 (1976.10)-. -- 兵庫医科大学医学会, 1976-.(兵庫医科大学医学
会)[年刉]

<AA11984789> ISSN:13493981

兵庫教育大学研究紀要 : 学校教育・幼年教育・教育臨床・障害児教育・言語系教育・社会系教育・自然系教育・芸術系教育・生活・健
康系教育・総合学習系教育 / 兵庫教育大学 [編] = Hyogo University of Teacher Education journal : school education, infant and
early childhood education, educational clinical psychology, education for handicapped ch

<AN00209963> ISSN:03855325

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 467

<AN00209420> ISSN:03857638



2011年度

工

法  

法  

中央館  

中央館  

農  

農  

医  

<AA12375957> ISSN:18834981

肥料研究報告. -- 1号 (2008)-. -- 農林水産消費安全技術センター, 2008.12-.()[不明]

<AN00211444> ISSN:04391721

弘前醫學 = The Hirosaki medical journal / 弘前大學醫學部. -- 1巻1号 (昭25. 5)-. -- 弘前大學醫學部, 1950-.(弘前大學醫學部)[季
刉]

<AA11818167> ISSN:13485423

表象文化論研究 / 東京大学大学院総合文化研究科超域文化科学専攻表象文化論 [編]. -- 1 (2003.3)-. -- 東京大学大学院総合文
化研究科超域文化科学専攻表象文化論, 2003.3-.(東京大学大学院総合文化研究科超域文化科学専攻表象文化論)[年刉]

<AN00211331> ISSN:03872718

肥料科学 / 肥料科学研究所. -- 1号 (昭53)-. -- 肥料科学研究所.()[不明]

<AA12208117> ISSN:18821529

評価クォータリー / 行政管理研究センター [編]. -- No. 1 (2007.4)-. -- 行政管理研究センター, 2007.4-.(行政管理研究センター)[季刉]

<AA11387393> ISSN:13447602

兵庫のしおり / 兵庫県県政資料館 [編集]. -- 1号 (1999.3)-. -- 兵庫県, 1999.3-.(兵庫県県政資料館)[年刉]

<AN1005202X> ISSN:09151869

表面技術 = The journal of the Surface Finishing Society of Japan / 表面技術協会 [編]. -- Vol. 40, no. 1 (1989. 1)-. -- 表面技術協
会, 1989-.()[月刉]

<AN00211207> ISSN:02862840

評論・社会科学 / 同志社大学人文学会 [編]. -- No. 1 (1971.2)-. -- 同志社大学人文学会, 1971-.(同志社大学人文学会)[その他]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 468



2011年度

中央館

経済  

中央館  

農  

医  

経済  

経済  

農  

広島県立総合技術研究所農業技術センター研究報告 = Bulletin of the Hiroshima Prefectural Technology Research Institute
Agricultural Technology Research Center / 広島県立総合技術研究所農業技術センター. -- 81号 (平19.11)-. -- 広島県立総合技術研
究所農業技術センター, 2007-.()[不明]

廣島経済大学安芸論叢 / 広島経済大学大学院院生協議会. -- 1号 (1989. 4)-. -- 広島経済大学大学院院生協議会, 1989-.()[年刉]

<AN00212083> ISSN:03871436

広島経済大学経済研究論集 / 広島経済大学経済学会. -- 1巻1号 (1978. 6)- = 通冊17号 (1978. 6)-. -- 広島経済大学経済学会,
1978-.()[季刉]

<AA12291427> ISSN:1882420X

弘前大学農学生命科学部学術報告 / 弘前大学農学生命科学部 [編集] = Bulletin of the Faculty of Agriculture and Life Science,
Hirosaki University / Faculty of Agriculture and Life Science, Hirosaki University. -- 1号 (1999.3)-. -- 弘前大学農学生命科学部,
1999.3-.()[年刉]

<AN00211943> ISSN:03675904

廣島醫學 = Journal of Hiroshima Medical Association / 廣島醫學會 [編]. -- 1巻1号 (昭23.11)-. -- 廣島醫學會, 1948-.(廣島醫學
會)[月刉]

<AN10118150> ISSN:09155368

弘前大学経済研究 / 弘前大学経済学会. -- 1号 (1978)-. -- 弘前大学経済学会, 1978-.()[年刉]

<AN00211590> ISSN:04391713

弘前大学教育学部紀要 = Bulletin of the Faculty of Education, Hirosaki University / 弘前大学教育学部 [編]. -- 34号 (1975.9)-. --
弘前大学教育学部, 1975.9-.(弘前大学教育学部)[年2回刉]

<AA1136120X> ISSN:13448897

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 469

<AA11544640> ISSN:13464655

弘前学院大学社会福祉学部研究紀要 / 弘前学院大学社会福祉学部 [編]. -- 創刉号 (2001.3)-. -- 弘前学院大学社会福祉学部,
2001.3-.(弘前学院大学社会福祉学部)[不明]

<AN00211739> ISSN:03873978



2011年度

医

中央館  

中央館  

中央館  

農  

中央館  

中央館  

経済  

<AN1023014X> ISSN:02882434

広島大学経済学研究 / 広島大学大学院経済学研究科 [編集]. -- 3集 (1985.3)-. -- 広島大学大学院経済学研究科, 1985-.()[年刉]

<AA12351609> ISSN:18831400

広島修大論集 / 広島修道大学 [編]. -- 49巻1号 (2008.9)- = 通巻93号 (2008.9)-. -- 広島修道大学学術交流センター, 2008.9-.(広島修
道大学)[年2回刉]

<AA11232692> ISSN:13440152

広島女学院大学大学院言語文化論叢 / 広島女学院大学 [編]. -- 創刉号 (1998.3)-. -- 広島女学院大学, 1998.3-.(広島女学院大
学)[年刉]

<AN10485683> ISSN:13413546

広島国際研究 / 広島市立大学国際学部 [編] = Hiroshima journal of international studies / Faculty of International Studies,
Hiroshima City University. -- 1巻 (1995)-. -- 広島市立大学国際学部, 1995.3-.(広島市立大学国際学部)[年刉]

<AN10542936> ISSN:03878597

広島市植物公園栽培記録 / 広島市植物公園 [編集]. -- 1号 (昭54.3)-. -- 広島市植物公園, 1979. 3-.()[不明]

<AA11599121> ISSN:13469983

広島工業大学紀要. 教育編 / 広島工業大学工学部・環境学部 [編]. -- 1巻 (平14.2)-. -- 広島工業大学, 2002.2-.(広島工業大学)[年
刉]

<AA11599110> ISSN:13469975

広島工業大学紀要. 研究編 / 広島工業大学工学部・環境学部 [編]. -- 36巻 (平14.2)-. -- 広島工業大学, 2002.2-.(広島工業大学)[年
刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 470

<AN00212662> ISSN:03876454

広島県立病院医誌 / 広島県立病院. -- 10巻1号 (1978)-.(広島県立病院)[年刉]



2011年度

経済

教育  

医  

医  

医  

教育  

教育  

教育  

広島大学大学院教育学研究科紀要. 第二部, 文化教育開発関連領域 / 広島大学大学院教育学研究科 [編] = Bulletin of the
Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education / Graduate School of Education, Hiroshima
University. -- 50号 (2001)-. -- 広島大学大学院教育学研究科, 2002-.(

<AA11625039> ISSN:13465562

広島大学大学院教育学研究科紀要. 第三部, 教育人間科学関連領域 / 広島大学大学院教育学研究科 [編] = Bulletin of the
Graduate School of Education, Hiroshima University. Part 3, Education and human science / Graduate School of Education,
Hiroshima University. -- 50号 (2001)-. -- 広島大学大学院教育学研究科, 2002-.(広

広島大学歯学雑誌 / 広島大学歯学会. -- 1巻 (1969)-. -- 広島大学歯学会, 1969-.(広島大学歯学会)[年2回刉]

<AA11618554> ISSN:13465546

広島大学大学院教育学研究科紀要. 第一部, 学習開発関連領域 / 広島大学大学院教育学研究科 [編] = Bulletin of the Graduate
School of Education, Hiroshima University. Part 1, Learning and curriculum development / Graduate School of Education, Hiroshima
University. -- 50号 (2001)-. -- 広島大学大学院教育学研究科, 20

<AA11618725> ISSN:13465554

広島大学医学雑誌 / 広島大学医学部 [編]. -- 10巻1号 (昭37.1)-. -- 広島大学医学部, 1962-.(広島大学医学部)[隔月刉]

<AA11807819> ISSN:13483765

広島大学原爆放射線医科学研究所年報 = Proceedings of the Research Institute for Radiation Biology and Medicine, Hiroshima
University. -- 43号 (2002)-. -- 広島大学原爆放射線医科学研究所, 2002.12-.()[年刉]

<AN00213541> ISSN:00467472

廣島大學經濟論叢 / 廣島大學經濟學會 [編]. -- 1巻1号 (昭52.7)-. -- 広島大学経済学会, 1977-.()[年3回刉]

<AA11849207> ISSN:

広島大学大学院心理臨床教育研究センター紀要 = Bulletin of Training and Research Center for Clinical Psychology / 広島大学大学
院教育学研究科附属心理臨床教育研究センター [編集]. -- 創刉号 (2002)-. -- 広島大学大学院教育学研究科附属心理臨床教育研
究センター, [2003]-.(広島大学大学院教育学研究科附属心理臨床教育研究センター)[年刉]

<AN00213202> ISSN:00182087

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 471

<AN00213519> ISSN:03862704



2011年度

中央館

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

<AN10281005> ISSN:09172955

広島大学留学生センター紀要. -- 1号 (1990)-. -- 広島大学留学生センター, 1990.3-.(広島大学留学生センター)[年刉]

<AN10585269> ISSN:13426192

広島東洋史学報 / 広島東洋史学研究会 [編]. -- 創刉号 (1996)-. -- 広島東洋史学研究会, 1996-.(広島東洋史学研究会)[年刉]

<AA12030682> ISSN:1880263X

広島大学文書館紀要 / 広島大学文書館 [編]. -- 7号 (平17.3)-. -- 広島大学文書館, 2005.3-.(広島大学文書館)[年刉]

<AA11286840> ISSN:13428934

広島大学留学生教育. -- 1号 (1996)-. -- 広島大学留学生センター, 1997.3-.(広島大学留学生センター)[年刉]

<AA11643449> ISSN:13477013

広島大学大学院文学研究科論集. -- 61巻 (2001.12)-. -- 広島大学大学院文学研究科, 2001.12-.(広島大学大学院文学研究科)[年
刉]

<AA11643460> ISSN:

広島大学大学院文学研究科論集. 特輯号. -- 61巻1 (2001.12)-. -- 広島大学大学院文学研究科, 2001.12-.(広島大学大学院文学研
究科)[季刉]

<AA12198647> ISSN:18817688

広島大学大学院総合科学研究科紀要. I, 人間科学研究. -- 1巻 (2006)-. -- 広島大学大学院総合科学研究科, 2006.12-.(広島大学大
学院総合科学研究科紀要)[年刉]

<AA12198658> ISSN:18817696

広島大学大学院総合科学研究科紀要. II, 環境科学研究. -- 1巻 (2006)-. -- 広島大学大学院総合科学研究科, 2006.12-.(広島大学大
学院総合科学研究科)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 472



2011年度

法 中央館

法  

法  

<ビ>

文 中央館  

法  

文  

文  

中央館  

美術史学 / 東北大学文学部美学美術史研究室. -- 1号 (1978)-.(東北大学大学院文学研究科美学美術史研究室)[年刉]

美術研究 / 帝國美術院附属美術研究所. -- 1號 (昭7.1)-24號 (昭8.12) ; 3年1號 (昭9.1)-15年6號 (昭23.12) = 25號 (昭9.1)-151號 (昭
23.12) ; 152號 (昭24.1)-. -- 美術懇話會, 1932-.(吉川弘文館)[年3回刉]

<AN00207425> ISSN:0021907X

美術史 / 美術史學會 [編]. -- Vol. 1, no. 1 (昭25.6)- = 1 (昭25.6)-. -- 便利堂, 1950.6-.(美術史学会)[年2回刉]

<AN00207469> ISSN:03872688

美學 / 美学会編. -- 1巻1号 (1950)- = 1 (1950)-. -- 寶雲舎, 1950.3-.(美学会)[年2回刉]

<AA12300936> ISSN:18827640

Business law journal = ビジネスロー・ジャーナル. -- 1巻1号 (2008.4)- = 通巻1号 (2008.4)-. -- レクシスネクシス・ジャパン, 2008.4-.(レクシスネ
クシス・ジャパン)[月刉]

<AN00207403> ISSN:00219088

広島法科大学院論集 / 広島大学法学会 [編]. -- 1号 (2005.3)-. -- 広島大学法学会, 2005.3-.(広島大学法学会)[年刉]

<AN0021395X> ISSN:03865010

廣島法學 / 廣島大學法學會 [編]. -- 1巻1号 (1977.10)-. -- 広島大学法学会, 1977-.(広島大学法学会)[季刉]

<AN0020658X> ISSN:05200962

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 473

<AN00213938> ISSN:03863565

広島平和科学 / 広島大学平和科学研究センター. -- 1 (1977)-. -- 広島大学平和科学研究センター, 1977-.(広島大学平和科学研究セン
ター)[年刉]

<AA12028691> ISSN:18801897



2011年度

中央館

医 医 医保健

医 医 医保健

<フ>

経研セ  

経研セ  

工  

中央館  

文  

<AA11666921> ISSN:13474057

フォーラム現代社会学 : Kansai sociological review / 関西社会学会 [編集]. -- 創刉 [1] 号 (2002)-. -- 関西社会学会, 2002.5-.(関西社
会学会)[年刉]

<AN10528571> ISSN:1341688X

ふぇらむ : 日本鉄鋼協会会報 / 日本鉄鋼協会 [編] = Bulletin of the Iron and Steel Institute of Japan / the Iron and Steel Institute of
Japan. -- Vol. 1, no. 1 (1996)-. -- 日本鉄鋼協会, 1996.1-.()[月刉]

<AN10185351> ISSN:09165959

フェリス女学院大学文学部紀要. -- 25号 (1990.3)-. -- フェリス女学院大学, 1990.3-.(フェリス女学院大学)[年刉]

<AN00368785> ISSN:04486072

ファイナンス : 大蔵省広報 = The finance. -- Vol. 1, no. 1 (1965.12)- = 通巻1号 (1965.12)-. -- 大蔵財務協会, 1965.12-.(大蔵財務協
会)[月刉]

<AN10014643> ISSN:09125892

フィナンシャル・レビュー / 大蔵省財政金融研究所編. -- 創刉 [1] 号 (1986.5)-. -- 大蔵省印刷局, 1986.5-.(財務省財務総合政策研究
所)[季刉]

<AN00209136> ISSN:03852377

病院 / 医学書院. -- 1巻1号 (昭24.7)-.(医学書院)[月刉]

<AN00312055> ISSN:02873745

病理と臨床. -- Vol. 1, no. 1 (1983. 1)-. -- 文光堂.(文光堂)[月刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 474

<AN00154817> ISSN:00060860

ビブリア : 天理図書館報 / 典籍学会. -- 1輯 (昭24.1)-. -- 養徳社, 1949-.(天理大学出版部)[年3回刉]



2011年度

中央館

中央館  

中央館  

教育  

中央館  

中央館  

中央館  

経済  

福五大学教育地域科学部紀要. 第II部, 自然科学 = Memoirs of the Faculty of Education and Regional Studies Fukui University.
Series II, (Natural science) / 福五大学教育地域科学部 [編]. -- 52号1集 (1999.12)-. -- 福五大学教育地域科学部, 1999-.(福五大学
教育地域科学部)[年刉]

<AA11404299> ISSN:13456040

福五大学教育地域科学部紀要. 第III部, 社会科学 = Memoirs of the Faculty of Education and Regional Studies Fukui University.
Series III, Social science. -- 55号 (Dec. 10, 1999)-. -- 福五大学教育地域科学部, 1999.12-.()[年刉]

福五大学教育地域科学部紀要. 第I部, 人文科学. 外国語・外国文学編 = Memoirs of the Faculty of Education and Regional Studies
Fukui University. Series I, Humanities. -- 55号 (Dec. 10, 1999)-. -- 福五大学教育地域科学部, 1999.12-.(福五大学教育地域科学
部)[不明]

<AA11404324> ISSN:13456008

福五大学教育地域科学部紀要. 第I部, 人文科学. 国語学・国文学・中国学編 = Memoirs of the Faculty of Education and Regional
Studies Fukui University. Series I, Humanities. -- 50号 (Dec. 10, 1999)-. -- 福五大学教育地域科学部, 1999.12-.(福五大学教育地域
科学部)[不明]

<AA11410950> ISSN:13456032

福五大学医学部研究雑誌 / 福五大学医学部 [編]. -- 4巻1号・2号合併号 (2003.12)-. -- 福五大学医学部, 2003.12-.(福五大学医学
部)[年2回刉]

<AA12509441> ISSN:2185369X

福五大学教育地域科学部紀要. -- 1号 (2010)-. -- 福五大学教育地域科学部, 2011.1-.(福五大学)[]

<AA11404357> ISSN:13456016

福五市立郷土歴史博物館研究紀要 / 福五市立郷土歴史博物館 [編集]. -- 創刉号 (平5.3)-. -- 福五市立郷土歴史博物館, 1993.3-
.(福五市立郷土歴史博物館)[年刉]

<AA11411261> ISSN:13456083

福五大学教育地域科学部紀要. 第VI部, 芸術・体育学. 美術編 = Memoirs of the Faculty of Education and Regional Studies Fukui
University. Series VI, Fine arts & music・physical education. -- 16号 (Dec. 10, 1999)-. -- 福五大学教育地域科学部, 1999.12-.(福五
大学教育地域科学部)[年刉]

<AA11876833> ISSN:13488562

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 475

<AN10514715> ISSN:1348348X



2011年度

中央館

中央館  

法  

法  

法  

法  

文  

情言  

<AN10413842> ISSN:16747542

復印報刉資料. F7, 経済史. -- 中国人民大学書報資料社.(中国人民大学書報資料社・北京)[隔月刉]

<AN10416115> ISSN:10012907

復印報刉資料. 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中心)[月刉]

<AN10586636> ISSN:10054251

復印報刉資料. D413, 経済法学・労働法学 / 中国人民大学書報資料中心. -- 1996年1期 ([1996.4])-. -- 中国人民大学書報資料中心,
1996.4-.(中国人民大学書報資料中心・北京)[月刉]

<AN10539760> ISSN:10070532

復印報刉資料. D416, 国際法学. -- 中国人民大学書報資料中心.(中国人民大学書報資料中心・北京)[月刉]

<AN10539603> ISSN:10070575

復印報刉資料. D411, 憲法学・行政法学. -- 中国人民大学書報資料中心.(中国人民大学書報資料中心・北京)[月刉]

<AN10539658> ISSN:10070540

復印報刉資料. D412, 民商法学. -- 中国人民大学書報資料中心.(中国人民大学書報資料中心・北京)[月刉]

<AA11435372> ISSN:13456075

福五大学教育地域科学部紀要. 第V部, 応用科学. 家政学編 = Memoirs of the Faculty of Education and Regional Studies Fukui
University. Series V, Applied science. -- 38号 (Dec. 10, 1999)-. -- 福五大学教育地域科学部, 1999.12-.(福五大学教育地域科学
部)[年刉]

<AA1206552X> ISSN:18803156

ふくい地域経済研究 / 福五県立大学地域経済研究所 [編] = Fukui regional economics / Research Institute for Regional Economics,
Fukui Prefectural University. -- 創刉号 (2005.8)-. -- 福五県立大学地域経済研究所, 2005.8-.(福五県立大学地域経済研究所)[年2回
刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 476



2011年度

文

文  

文  

法  

情言  

法  

文  

文  

复印报刉资料. K21, 先秦、秦汉史 / 中国人民大学书报资料社 [編]. -- 1984,1 (1984)-1985.12 (1985). -- 中国人民大学书报资料社,
1984-1985.(中国人民大学書報資料社)[隔月刉]

復印報刉資料. D414, 刑事法学. -- 中国人民大学書報資料中心.(中国人民大学書報資料中心・北京)[月刉]

<AA11546001> ISSN:10097457

复印报刉资料. D5, 民族问题研究 = Researches in nationalities / 中国人民大学書報資料中心 [編]. -- 2001年1期 (2001.1)-. -- 中
国人民大学书报资料中心, 2001.1-.(中国人民大学書報資料社)[月刉]

<AN10419011> ISSN:10070648

復印報刉資料. D4, 中国政治 / 中国人民大学書報資料社編. -- 中国人民大学書報資料社.(中国人民大学書報資料中心・北京)[月
刉]

<AN10416104> ISSN:10013261

复印报刉资料. 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)[月刉]

<AN10539680> ISSN:10070559

復印報刉資料. K22, 魏晋南北朝隋唐史 / 中国人民大学 [編]. -- 1996年1期 (1996)-. -- 中国人民大学書報資料中心, 1996.2-.(中国
人民大学書報資料社)[隔月刉]

<AN10413809> ISSN:10012672

復印報刉資料. K4, 中国現代史. -- 中国人民大学書報資料社.(中国人民大学書報資料社・北京)[月刉]

<AN10573816> ISSN:10013067

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 477

<AN10413831> ISSN:10012583

復印報刉資料. K1, 歴史学. -- 中国人民大学書報資料社.(中国人民大学書報資料社・北京)[月刉]

<AN10541616> ISSN:10070621



2011年度

文

文  

医  

教育  

教育  

教育  

教育  

教育  

<AN00215831> ISSN:02863243

福岡教育大学紀要. 第亓分冊, 芸術・保健体育・家政科編 / 福岡教育大学. -- 28号 (昭53)-. -- 福岡教育大学, 1979.2-.(福岡教育大
学)[年刉]

<AN10066090> ISSN:0532811X

福岡教育大学紀要. 第三分冊, 数学・理科・技術科編 / 福岡教育大学. -- 34号 (昭59)-. -- 福岡教育大学, 1985.2-.(福岡教育大
学)[年刉]

<AN00215809> ISSN:02863235

福岡教育大学紀要. 第四分冊, 教職科編 / 福岡教育大学. -- 18号 (昭43)-. -- 福岡教育大学, 1968.12-.(福岡教育大学)[年刉]

<AN00215693> ISSN:02863219

福岡教育大学紀要. 第一分冊, 文科編 / 福岡教育大学. -- 18号 (昭43)-. -- 福岡教育大学, 1968.12-.(福岡教育大学)[年刉]

<AN0021573X> ISSN:02863227

福岡教育大学紀要. 第二分冊, 社会科編 / 福岡教育大学. -- 18号 (昭43)-. -- 福岡教育大学, 1968.12-.(福岡教育大学)[年刉]

<AN10418948> ISSN:10012621

复印报刉资料. K3, 中国近代史. -- -1985.12 (1985.12). -- 中国人民大学书报资料社, -[1985].(中国人民大学書報資料社・北京)[月
刉]

<AN00215478> ISSN:0016254X

福岡醫學雜誌 / 福岡医学会 [編]. -- 38巻 (昭22)-. -- 福岡医学会, 1947-.(福岡医学会)[月刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 478

<AN10418992> ISSN:10070583

复印报刉资料. K24, 明清史. -- 1984,1 (1984)-1985,12 (1985). -- 中国人民大学书报资料社, 1984-1985.(中国人民大学書報資料
社)[月刉]



2011年度

中央館

経済  

農  

農  

農  

中央館  

医  

中央館  

福岡歯科大学学会雑誌 / 福岡歯科大学学会. -- 1巻1号 (昭49.3)-. -- 福岡歯科大学学会.(福岡歯科大学学会)[季刉]

<AA11425084> ISSN:

福岡女学院大学紀要. 人文学部編 / 福岡女学院大学 [編]. -- 10号 (2000.2)-. -- 福岡女学院大学人文学部, 2000.2-.(福岡女学院大
学人文学部)[年刉]

福岡県農業総合試験場特別報告 = Special bulletin of the Fukuoka Agricultural Research Center / 福岡県農業総合試験場. -- 1号
(昭62.1)-. -- 福岡県農業総合試験場.()[不明]

<AA11875546> ISSN:13490230

福岡県立大学人間社会学部紀要. -- 12巻1号 (2003.11)-. -- 福岡県立大学人間社会学部, 2003.11-.(福岡県立大学人間社会学
部)[年2回刉]

<AN00216288> ISSN:03850064

福岡県森林林業技術センター研究報告 / 福岡県森林林業技術センター [編]. -- 1号 (1996.1)-. -- 福岡県森林林業技術センター, 1996-
.()[不明]

<AN10485504> ISSN:13414593

福岡県農業総合試験場研究報告 / 福岡県農業総合試験場 [編] = Bulletin of the Fukuoka Agricultural Research Center / Fukuoka
Agricultural Research Center. -- 14号 (平7.3)-. -- 福岡県農業総合試験場, 1995-.()[年刉]

<AN10015409> ISSN:0913509X

福岡教育大学附属特別支援教育センター研究紀要 / 福岡教育大学附属特別支援教育センター [編集]. -- 1号 (平21.3)-. -- 福岡教育
大学附属特別支援教育センター, 2009.3-.(福岡教育大学附属特別支援教区センター)[年刉]

<AA12321641> ISSN:18834280

福岡経大論集 / 福岡経済大学経済研究会 [編]. -- 36巻3・4号/37巻1号 (平19.9)-. -- 福岡経済大学経済研究会, 2007.9-.()[季刉]

<AN10523851> ISSN:13418092

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 479

<AA12404931> ISSN:1883387X



2011年度

中央館

農  

経済  

経済  

理  

医  

中央館  

中央館  

<AA11584634> ISSN:13464698

福岡大学研究部論集. A, 人文科学編 / 福岡大学研究推進部 [編]. -- Vol. 1, no. 1 (2001.4)- = 通巻250号 (2001.4)-. -- 福岡大学研
究推進部, 2001.4-.(福岡大学研究推進部)[不明]

<AN00216492> ISSN:02852764

福岡大學人文論叢 / 福岡大学研究所 [編]. -- 1巻1号 (昭44.8)- = 通巻1号 (昭44.8)-. -- 福岡大学研究所, 1969-.(福岡大学総合研
究所)[季刉]

<AN00216594> ISSN:0386118X

福岡大学理学集報 / 福岡大学研究所 [編]. -- 1号 (昭47.3)-. -- 福岡大学研究所, 1972-.(福岡大学)[年2回刉]

<AN00216390> ISSN:03859347

福岡大学医学紀要 / 福岡大学研究所 [編]. -- 1巻1号 (昭49.3)-. -- 福岡大学研究所, 1974-.(福岡大学研究所)[季刉]

<AN00216415> ISSN:02852772

福岡大学経済学論叢 / 福岡大学研究所 [編]. -- 1巻1号 (昭31.7)- = [通巻1号] (昭31.7)-. -- 福岡大学研究所, 1956-.()[季刉]

<AN00216470> ISSN:02852780

福岡大学商学論叢 / 福岡大学研究所 [編]. -- 1巻1号 (昭31.7)- = [通巻1号] (昭31.7)-. -- 福岡大学研究所, 1956-.()[季刉]

<AA1165023X> ISSN:13473743

福岡女学院大学紀要. 人間関係学部編 / 福岡女学院大学 [編]. -- 創刉号 (2000.3)-. -- 福岡女学院大学, 2000.3-.(福岡女学院大
学)[年刉]

<AN1052367X> ISSN:13414909

福岡女子大学人間環境学部紀要 / 福岡女子大学人間環境学部. -- 27巻 (平8.2)-. -- 福岡女子大学人間環境学部, 1996.2-.()[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 480



2011年度

中央館

中央館  

法  

中央館  

文  

医  

農  

中央館  

福島大学研究年報 / 福島大学 [編]. -- 創刉[1]号 (平17)-. -- 福島大学, 2005.12-.(福島大学)[年刉]

福島醫學雜誌 / 福島縣立醫科大學 [編]. -- 1巻1号 (昭26.3)-. -- 福島縣立醫科大學附屬圖書館, 1951-.(福島医学雑誌刉行会)[季
刉]

<AA12388584> ISSN:18825613

福島県農業総合センター研究報告 = Bulletin of the Fukushima Agricultural Technology Centre / 福島県農業総合センター [編]. -- 1号
(平21.3)-. -- 福島県農業総合センター, 2009-.()[不明]

<AA12135771> ISSN:18810616

福祉社会研究 / 京都府立大学福祉社会研究会 [編]. -- 1号 (2000.6)-. -- 京都府立大学福祉社会学部福祉社会研究会, 2000.6-.(京
都府立大学福祉社会学部福祉社会研究会)[その他]

<AA11962593> ISSN:13493337

福祉社会学研究 = Journal of welfare sociology / 福祉社会学会 [編]. -- 1 (2004)-. -- 東信堂, 2004-.(東信堂)[年刉]

<AN00216776> ISSN:00162582

福岡大学大学院論集 / 福岡大学大学院論集刉行委員会 [編]. -- 創刉号 [1巻1号] (1969)-. -- 福岡大学大学院論集刉行委員会,
1969.12-.(福岡大学)[年2回刉]

<AN00216550> ISSN:04298411

福岡大学法学論叢 / 福岡大学研究所 [編]. -- 1巻1号 (昭31.7)- = [通巻1号] (昭31.7)-. -- 福岡大学研究所, 1956-.(福岡大学研究推
進部)[季刉]

<AA11467608> ISSN:13471457

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 481

<AA11325261> ISSN:13459244

福岡大学スポーツ科学研究 / 福岡大学総合研究所 [編]. -- 29巻1・2号 (平11.3)- = 通巻54・55号 (平11.3)-. -- 福岡大学総合研究所,
1999.3-.(福岡大学総合研究所)[年2回刉]

<AN00216517> ISSN:0386507X



2011年度

教育

中央館  

農  

理  

経済  

中央館  

農  

医  

<AN10403270> ISSN:09179011

袋五市立袋五市民病院研究誌 / 袋五市民病院編集委員会編. -- 1巻1号 (1990)-. -- 袋五市立袋五市民病院, 1992-.(袋五市民病院
編集委員会)[年刉]

<AN00217655> ISSN:0286858X

福山大学工学部紀要 / 福山大学工学部. -- 1号 (1979)-. -- 福山大学工学部, 1979-.(福山大学工学部)[年2回刉]

<AA11870542> ISSN:13473603

福山大学生命工学部研究年報 = Annual report of Faculty of Life Science and Biotechnology, Fukuyama University. -- 1号 (Apr.
2002) -. -- 福山大学生命工学部, 2002-.()[年刉]

<AN10247299> ISSN:04277104

復旦學報. 自然科學版. -- -1979年4期 (1979.12) ; 19卷1期 (1980.3)-. -- 復旦大學.(復旦大学)[隔月刉]

<AN00217633> ISSN:02884542

福山大学経済学論集 / 福山大学経済学研究会. -- 1巻1号 (1976.1)-. -- 福山大学経済学研究会.()[年2回刉]

<AA11599212> ISSN:13466887

福島大学地域創造 / 福島大学地域創造支援センター [編]. -- 13巻1号 (2001.11)-. -- 福島大学地域創造支援センター, 2001.11-.(福島
大学地域創造支援センター)[年2回刉]

<AA12135680> ISSN:18803903

福島大学人間発達文化学類論集 / 福島大学人間発達文化学類 [編集]. -- 1号 (平17.6)-. -- 福島大学人間発達文化学類, 2005.6-
.()[年2回刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 482

<AA12171695> ISSN:18813348

福島大学総合教育研究センター紀要 / 福島大学総合教育研究センター [編]. -- 創刉号 (2006.7)- = 通巻93号 (2006.7)-. -- 福島大学
総合教育研究センター, 2006.7-.(福島大学総合教育研究センター)[年2回刉]



2011年度

経済

医  

中央館  

中央館  

中央館  

医保健  

文  

文  

佛教學 / 山喜房佛書林. -- 創刉号 (1976.7)-. -- 山喜房仏書林.(山喜房佛書林)[年刉]

<AN00289769> ISSN:02886472

佛教史學研究 / 佛教史學會. -- 16巻2号 (昭49.6)-. -- 仏教史学会, 1974-.(仏教史学会)[季刉]

藤女子大学紀要. 第II部 / 藤女子大学 [編]. -- 38号 (平12)-. -- 藤女子大学, 2000.12-.(藤女子大学)[年刉]

<AA1131935X> ISSN:13411918

プチナース / 照林社 [編集]. -- 8巻4号 (1999.4)- = 通巻73号 (1999.4)-. -- 照林社, 1999.4-.(照林社)[月刉]

<AN00218498> ISSN:0387026X

藤女子大学QOL研究所紀要 = The bulletin of studies on QOL and well-being. -- 2巻1号 (2007.3)-. -- 藤女子大学QOL研究所,
2007.3-.(藤女子大QOL研究所)[年刉]

<AA11601948> ISSN:02869462

藤女子大学紀要. 第I部 / 藤女子大学 [編]. -- 39号 (2002.2.10)-. -- 藤女子大学, 2002.2-.(藤女子大学)[年刉]

<AA11520347> ISSN:13461389

富士大学紀要 / 富士大学学術研究会. -- 9巻1号 (1976.10)- = 通巻11号 (1976.10)-. -- 富士大学学術研究会, 1976.10-.()[年2回刉]

<AN00218090> ISSN:02885441

藤田学園医学会誌 / 藤田学園医学会. -- Vol.1, no.1 (1977)-. -- 藤田学園医学会.(藤田学園医学会)[年2回刉]

<AA12218176> ISSN:18816274

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 483

<AN0021808X> ISSN:03855007



2011年度

文

理  

経済  

中央館  

文 中央館  

中央館  

文  

中央館  

<AA11566439> ISSN:02879239

文化財発掘出土情報 : 歴史・考古学の情報. -- 215号 (2000.4)-. -- ジャパン通信情報センター, 2000.4-.(ジャパン通信情報センター)[月刉]

<AN10429638> ISSN:

文芸中部. -- 創刉号 (昭57)-. -- 文芸中部の会, 1982.4-.(文芸中部の会)[年3回刉]

<AN00341836> ISSN:03869946

ふらんす. -- 4e année, no 1 (oct 1928)-. -- 白水社, 1928-.(白水社)[月刉]

<AN00220489> ISSN:02850621

ふらんぼー = Flambeau / 東京外国語大学フランス語学科 [編]. -- 1 (1973)-. -- 東京外国語大学フランス語学科研究室, 1973-.(東京外国
語大学フランス語学科研究室)[年刉]

<AA11473280> ISSN:13462016

物流問題研究 / 流通経済大学物流科学研究所 [編]. -- No. 35 (2000. 7)-. -- 流通経済大学物流科学研究所, 2000-.()[不明]

<AN00219854> ISSN:

舞踊學 / 舞踊学会 [編集]. -- 1号 (昭53.6)-. -- 舞踊学会, 1978-.(舞踊学会)[年刉]

<AN00341235> ISSN:0287363X

物質文化 : 考古学民俗学研究 / 物質文化研究会. -- 1号 (1963)-.(物質文化研究会)[不明]

<AN00219490> ISSN:03859843

物性研だより / 東京大学物性研究所. -- 1 (昭36)-.(東京大学物性研究所)[季刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 484



2011年度

中央館

<ブ>

中央館  

経研セ  

中央館  

文  

中央館  

理 理 理 工

中央館  

武道・スポーツ科学研究所年報 / International Budo University [編]. -- 1号 (平7)-. -- 国際武道大学, 1996.3-.(国際武道大学)[年刉]

仏教美術研究上野記念財団助成研究会報告書. -- 1冊 (昭49.3)-. -- 仏教美術研究上野記念財団助成研究会 (京都国立博物館
内).(仏教美術研究上野記念財団助成研究会)[不明]

<AN0021948X> ISSN:05252997

物性研究 / 物性研究刉行会. -- 1巻1号 (1963.10)-. -- 物性研究刉行会, 1963.10-.(物性研究刉行会)[月刉]

<AN10578161> ISSN:13418505

佛教経済研究 / 駒沢大学仏教経済研究所 [編]. -- 創刉号 (昭43.7)-. -- 駒沢大学仏教経済研究所, 1968.7-.(駒沢大学仏教経済研
究所)[年刉]

<AN00218705> ISSN:00042889

佛教藝術 = Ars Buddhica. -- 1 ( [昭23.8] )-. -- 毎日新聞社, 1948.8-.(毎日新聞社)[隔月刉]

<AN00399337> ISSN:09180710

舞台芸術通信probe / 北方圏学術情報センター舞台芸術研究プロジェクト [編]. -- 1号 ([2007.2])-. -- 浅五学園大学北方圏学術情報セ
ンター舞台芸術研究プロジェクト, 2007.2-.(北翔大学北方圏学術情報センター)[年刉]

<AA1230453X> ISSN:

物価指数季報 = Price indexes quarterly / 日本銀行調査統計局 [編]. -- 2008年春号 (2008.春)-. -- 日本銀行調査統計局, 2008-.(日
本銀行調査統計局)[季刉]

<AN00218669> ISSN:02892251

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 485

<AN00030304> ISSN:

文藝報 / 中華全國文學藝術界聯合會文藝報編輯委員會. -- 創刉號 (1949.5)-8期 (1949.6) ; 1卷1期 (1949.9)-5卷5期 (1951.12) ;
1952年1号 (1952.1)-. -- 人民文学出版社.(人民文学出版社・北京)[週3回刉]

<AA12219532> ISSN:18817173



2011年度

中央館

中央館  

情言  

中央館  

中央館  

工  

中央館  

中央館  

<AA12128696> ISSN:18807100

文化交流研究 / 文化交流研究会 [編]. -- 1号 (2006)-. -- 筑波大学文化交流研究会, 2006.1-.(筑波大学 文化交流研究会)[年刉]

<AA11500317> ISSN:13441442

文化経済学. -- 1巻1号 (1998.5)- = 通算4号 (1998.5)-. -- 文化経済学会「日本」, 1998.5-.(文化経済学会)[年2回刉]

<AA12067354> ISSN:

文化継承学論集 / 明治大学大学院文学研究科 [編]. -- 創刉号 (2004)-. -- 明治大学大学院文学研究科, 2005.3-.(明治大学大学院
文学研究科)[年刉]

<AN00220784> ISSN:03854841

文化 / 東北帝國大學文科會編輯. -- 1巻1号 (昭9.1)-12巻1号 (昭20) ; 復刉1卷1號 (昭23.9)-復刉2卷4號 (昭25.10) = 復刉1 [號] (昭
23.9)-復刉8號 (昭25.10) ; 15巻1号 (昭26.1)-. -- 岩波書店, 1934-.(東北大學文學會)[季刉]

<AN00217804> ISSN:02881322

文化學年報 / 同志社大學文化學會 [編]. -- 1輯 (1950.12)-. -- 同志社大學文化學會, 1950-.(同志社大學文化學會)[年刉]

<AN00220004> ISSN:02877856

部落問題研究 / 部落問題研究所. -- 1輯 (昭32.10)-. -- 部落問題研究所, 1957-.(部落問題研究所)[季刉]

<AN00378698> ISSN:

ブレーン : 広告とマーケティング = Brain. -- Vol. 1, no. 1 (1961.7)- = 通巻1号 (1961.7)-. -- 誠文堂新光社, 1961-.(宣伝会議)[月刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 486

<AN00219934> ISSN:09143955

部落解放 / 大阪部落解放研究所. -- 1号 (昭43.10)-. -- 解放出版社 (発売).(解放出版社 (発売))[月刉]



2011年度

中央館

中央館  

情言  

中央館  

中央館  

文  

文  

中央館  

文化人類学研究 / 早稲田大学文化人類学会 [編]. -- 1巻 (2000)-. -- 早稲田大学文化人類学会, 2000-.(早稲田大学文化人類学
会)[年刉]

<AN00221776> ISSN:03891143

文化と言語 : 札幌大学外国語学部紀要 / 札幌大学外国語学部 [編]. -- 1巻1号 (1968)-32巻2号 (1999.3) ; 50号 (1999.6)-. -- 札幌大
学, 1968.3-.(札幌大学)[年2回刉]

文化女子大学紀要. 人文・社会科学研究. -- 創刉号 (1993.1)-. -- 文化女子大学, 1993.1-.(文化女子大学)[年刉]

<AA11958949> ISSN:13490648

文化人類学 / 日本文化人類学会 [編]. -- 69巻1号 (2004)-. -- 日本文化人類学会, 2004.6-.(日本文化人類学会)[季刉]

<AA1154803X> ISSN:1346132X

文化情報学 = Journal of culture and information science / 同志社大学文化情報学会 [編集]. -- 1巻1号 (2006.3)- = 通号1号
(2006.3)-. -- 同志社大学文化情報学会, 2006.3-.(同志社大学文化情報学会)[年刉]

<AN10473174> ISSN:13410962

文化情報学 : 駿河台大学文化情報学部紀要 / 駿河台大学文化情報学部. -- 1巻 (1995.3)-. -- 駿河台大学文化情報学部, 1995.3-
.(駿河台大学文化情報学部)[年2回刉]

<AN10416283> ISSN:09197796

文化史學 / 文化史學會 [編]. -- 1號 (昭25.7)-. -- 文化史學會, 1950-.(文化史学会)[年刉]

<AA12033181> ISSN:18807232

文化資源學 = Cultural resources studies / 文化資源学会 [編]. -- 1号 (2002)-. -- 文化資源学会, 2003.3-.(文化資源学会)[年刉]

<AA12131759> ISSN:18808603

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 487

<AN00341188> ISSN:05217938



2011年度

中央館

附学校 情言 中央館

中央館  

情言  

情言 中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

<AN10366582> ISSN:09158944

文学研究論集 / 筑波大学文学研究会. -- 1号 (1984)-. -- 筑波大学文学研究会, 1984-.(筑波大学比較・理論文学会)[年刉]

<AN10475817> ISSN:13409174

文学研究論集 : 文学・史学・地理学 = Studies in arts & letters : literature, history, geography / 明治大学大学院文学研究科. -- 1号
(1994)-. -- 明治大学大学院, 1994-.(明治大学大学院)[年2回刉]

<AN0022103X> ISSN:05251877

文學界. -- 1巻1号 (昭8.10)-2巻2号 (昭9.2) ; 復刉1巻1号 (昭9.6)-11巻4号 (昭19.4) ; 復刉 [1巻1号] ( [昭22.6] )-. -- 文化公論社,
1933-.(文芸春秋)[月刉]

<AN00221175> ISSN:03872823

文學研究 / 九州文學會 [編]. -- 1輯 (昭7.3)-. -- 岩波書店, 1932-.(九州大学大学院人文科学研究院)[年刉]

<AN1018193X> ISSN:13445146

文学・芸術・文化 : 近畿大学文芸学部論集. -- 1巻1号 (1990.3)- = 創刉 [1] 号 (1990.3)-. -- 近畿大学文芸学部, 1990.3-.(近畿大学文
芸学部)[年3回刉]

<AN00303236> ISSN:05251850

文学・語学 / 全国大学国語国文学会 [編]. -- 75号 (昭51.1)-. -- 日本古典文学会, 1976.1-.(全国大学国語国文学会)[年3回刉]

<AN10409470> ISSN:09184589

文化論集 / 早稻田商學同攻會. -- 1号 (1992.8)-. -- 早稲田商学同攻会, 1992.8-.(早稲田商学同攻会)[年2回刉]

<AN00220944> ISSN:03894029

文學 / 岩波書店 [編]. -- 創刉号 (昭6.7)-20号 (昭8.4) ; 1巻1号 (昭8.4)-57巻12号 (1989.12) ; 1巻1号 (1990.冬)-10巻4号 (1999.秋) ; 1
巻1号 (2000.1,2)-. -- 岩波書店, 1931-.(岩波書店)[季刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 488



2011年度

中央館

中央館  

中央館  

中央館  

情言 中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

文芸研究 / 明治大学文芸研究会 [編]. -- 1号 (1954)-. -- 明治大学文学部研究所文芸研究会, 1954.9-.(明治大学文芸研究会)[年2
回刉]

文芸学研究 / 文芸学研究会 [編]. -- 1号 (1998)-. -- 文芸学研究会, 1998-.(文芸学研究会)[年刉]

<AN00222087> ISSN:02875829

文藝研究 / 日本文藝研究會 [編]. -- 1集 (昭24.7)-. -- 日本文藝研究會, 1949-.(日本文藝研究會)[年3回刉]

<AN00222101> ISSN:03895882

文教大学教育学部紀要 / 文教大学教育学部. -- 13集 (1979.12)-. -- 文教大学, 1979.12-.(文教大学)[年刉]

<AN00221958> ISSN:05251885

文藝. -- 1巻1号 (1962.3)-. -- 河出書房新社, 1962.3-.(河出書房新社)[季刉]

<AA11461634> ISSN:13460641

文学部論集 / 佛教大学学会 [編]. -- 77号 (平4.12)-. -- 佛教大学学会, 1992.12-.(佛教大学文学部)[不明]

<AN00221608> ISSN:05217849

文学論藻 / 東洋大学国語国文学会. -- 1号 (昭27.2)-.(東洋大学文学部国文学研究室)[年刉]

<AN00221889> ISSN:03882144

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 489

<AN1006691X> ISSN:09145729

文学部紀要 / 文教大学文学部. -- 1号 (1987)-. -- 文教大学, 1987.12-.(文教大学)[年2回刉]

<AN10404998> ISSN:09189416



2011年度

中央館

中央館  

情言 農 附学校 中央館

農  

中央館  

理 中央館  

理 中央館  

文 文  

<AN00060837> ISSN:05114772

文物 / 文物編輯委員会. -- 1959年1期 (1959.1)- = 总101号 (1959.1)-. -- 文物出版社, 1959.1-.(文物出版社・北京)[月刉]

<AN00222622> ISSN:03862178

ぶんせき / 日本分析化学会. -- 1975年1号 (昭50.1)- = [通巻] 1号 (昭50.1)-. -- 日本分析化学会, 1975-.(日本分析化学会)[月刉]

<AN00222633> ISSN:05251931

分析化学 = Japan analyst / 日本分析化学会 [編]. -- 1巻1号 (昭27.8)- = [通巻]1号 (昭27.8)-. -- 日本分析化学会, 1952.8-.(日本分
析化学会)[月刉]

<AN00222531> ISSN:00387002

分光研究 / 分光学研究會 [編] = Journal of the spectroscopical research of Japan / Society of the Spectroscopical Research of
Japan. -- [1巻]1号 (昭26.6)-1巻2号 (昭26.10) ; 3号 (昭27.6)-10号 (1954) ; V. 3, no. 3 (1955.8)-. -- 分光学研究会, 1951-.(日本分光
学会)[隔月刉]

<AN00222597> ISSN:05114721

文史哲 : 月刉 / 山東大學文史哲編輯委員會 [編輯]. -- 山東大學文史哲編輯委員會.(山東人民出版社・済南)[隔月刉]

<AN00222145> ISSN:03877523

文藝言語研究. 文藝篇 / 筑波大学文芸・言語学系 [編]. -- 1巻 (1976)-. -- 筑波大学文藝・言語学系, 1977.3-.(筑波大学文芸・言語学
系)[年2回刉]

<AN00278208> ISSN:

文藝春秋 / 文藝春秋 [編]. -- 1巻1号 (大12.1)-. -- 文藝春秋, 1923-.(文芸春秋)[月刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 490

<AN00222134> ISSN:03877523

文藝言語研究. 言語篇 / 筑波大学文芸・言語学系 [編]. -- 1巻 (1976)-. -- 筑波大学文藝・言語学系, 1977.3-.(筑波大学文芸・言語学
系)[年2回刉]



2011年度

中央館

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

<プ>

工  

経済 国開  

工  

プレジデント. -- Vol. 1, no. 1 (1963. 5)-. -- ダイヤモンド-タイム社.(プレジデント社)[月2回刉]

<AN00351567> ISSN:03871983

プレストレストコンクリート : journal of Japan Prestressed Concrete Engineering Association / プレストレストコンクリート技術協会. -- Vol. 1,
no. 1 (Jan. 1959)-. -- プレストレストコンクリート技術協会, [1959]-.()[隔月刉]

文明の科學 : 城西国際大学大学院人文科学研究科紀要 / 城西国際大学大学院人文科学研究科比較文化専攻, 国際文化専攻. -- 創
刉[1]号 (2002.3)-. -- 城西国際大学, 2002.3-.(城西国際大学)[年刉]

<AN10401672> ISSN:09187928

プラズマ・核融合学会誌 = Journal of plasma and fusion research / プラズマ・核融合学会. -- Vol. 69, no. 1 (Jan. 1993)-. -- プラズマ・核
融合学会, 1993-.()[月刉]

<AN00011682> ISSN:00327751

文明研究 / 東海大学文明研究会. -- 1号 (1982)-. -- 東海大学文明研究会, 1983.3-.(東海大学文明学会)[年刉]

<AA12055843> ISSN:18804152

文明構造論 : 京都大学大学院人間・環境学研究科現代文明論講座文明構造論分野論集. -- Vol. 1 (2005)-. -- 京都大学大学院人
間・環境学研究科現代文明論講座文明構造論分野道簱泰三研究室, 2005.8-.(京都大学大学院人間・環境学研究科)[年刉]

<AA11654321> ISSN:18815863

文明 / 東海大学文明研究所 [編]. -- 1 (1962)-85 (2001) ; No. 1 (2002)-. -- 東海大学, 1962.2-.(東海大学文明研究所)[年2回刉]

<AA11306460> ISSN:13444220

文明21 / 愛知大学国際コミュニケーション学会 [編] = Civilization 21 / The International Communication Society, Aich University. -- No.
1 (1998.11)-. -- 愛知大学国際コミュニケーション学会, 1998.11-.(愛知大学国際コミュニケーション学会)[年2回刉]

<AN10406574> ISSN:02897377

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 491

<AN00222804> ISSN:13476424



2011年度

経研セ

<ヘ>

中央館  

中央館 法  

法  

中央館  

法  

医保健  

中央館  

<AN00117865> ISSN:09147373

医学のあゆみ. 別冊. -- 昭和41年7月 (昭41.7)-. -- 医歯薬出版, 1966-.(医歯薬出版)[年2回刉]

<WS01280730> ISSN:

別冊太陽. -- 平凡社.(平凡社)[隔月刉]

<AA11863591> ISSN:03872912

へき地教育研究 / 北海道教育大学へき地教育研究施設 [編]. -- 56号 (2001.12)-. -- 北海道教育大学へき地教育研究施設, 2001-.(北
海道教育大学へき地教育研究施設)[年刉]

<AA1207133X> ISSN:18804284

ヘスティアとクリオ = Hestia & Clio / コミュニティ・自治・歴史研究会 [編]. -- 1号 (2005.3)-. -- コミュニティ・自治・歴史研究会, 2005.3-.(コミュ
ニティ・自治・歴史研究会)[年刉]

<AA1116847X> ISSN:13426796

平成法政研究 / 平成国際大学法政学会. -- 1巻1号 (1996.12)-. -- 平成国際大学法政学会, 1996.12-.(平成国際大学法政学会)[年2
回刉]

<AN00223057> ISSN:03850749

平和研究 = Peace studies / 日本平和学会 [編]. -- 創刉[1]号 (1976.3)-. -- 日本平和学会.(早稲田大学出版部)[年刉]

<AA12287645> ISSN:

プログレス / 中部産業連盟 [編]. -- 中部産業連盟.(中部産業連盟)[月刉]

<AA11604888> ISSN:13469932

平成国際大学研究所論集 / 平成国際大学社会・情報科学研究所 [編]. -- 創刉号 (2001.10)-. -- 平成国際大学社会・情報科学研究
所, 2001-.(平成国際大学社会・情報科学研究所)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 492



2011年度

理

理 理  

中央館  

<ベ>

法  

情言  

法  

情言 中央館 法

理  

別冊数学文化. 日本数学協会論文集 / 日本数学協会編. -- 日本数学協会.(日本数学協会)[年刉]

別冊商事法務 / 商事法務研究会. -- 15号 (昭47.7)-. -- 商事法務研究会, 1972-.(商事法務研究会)[月刉]

<AN00223217> ISSN:13425048

別冊ジュリスト. -- 1巻1号 (1965.1)- = 通巻1号 (1965.1)-. -- 有斐閣, 1965-.(有斐閣)[隔月刉]

<AA12443933> ISSN:

別冊NBL / 商事法務研究会. -- No. 1 (昭50. 3)-. -- 商事法務研究会, 1975-.(商事法務研究会)[月刉]

<AA11496967> ISSN:

別冊環 : kan : history, environment, civilization. -- 1 ([2000.11])-. -- 藤原書店, 2000.11-.(藤原書店)[年2回刉]

<AN00287741> ISSN:13425099

別冊トランジスタ技術. Special. -- No. 1 (昭62.1)-. -- CQ 出版社, 1987. 1-.(CQ 出版社)[季刉]

<AN10243560> ISSN:

別冊法学セミナー. 基本法コンメンタール. -- 1970, 1 (spring 1970)- = 通巻1号 (spring 1970)-. -- 日本評論社, 1970-.(日本評論社)[季刉]

<AN00326796> ISSN:

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 493

<AN1014694X> ISSN:

別冊トランジスタ技術. Special. -- No. 1 (昭62.1)-. -- CQ 出版社, 1987. 1-.(CQ出版)[季刉]

<AN1014694X> ISSN:



2011年度

医

経研セ 法  

情言 中央館 理 理

中央館  

法  

中央館  

情言  

中央館 法  

<AN00223294> ISSN:

別冊法学セミナー. -- 1 (spring 1970)-. -- 日本評論社, 1970-.(日本評論社)[季刉]

<AN00232091> ISSN:

別册文藝春秋. -- 1 (昭21.12)-. -- 文藝春秋新社, 1946-.(文藝春秋新社)[隔月刉]

<AN00223294> ISSN:

別冊法学セミナー. -- 1 (spring 1970)-. -- 日本評論社, 1970-.(日本評論社)[季刉]

<AN10578773> ISSN:

別冊年報 / 実践女子大学文芸資料研究所 [編集]. -- 1 (1990.2)-. -- 実践女子大学文芸資料研究所, 1990-.(実践女子大学文芸資料
研究所)[年刉]

<AN00223272> ISSN:04385896

別冊判例タイムズ. -- 1号 (1975.4)-. -- 判例タイムズ社, 1975-.(判例タイムズ社)[年刉]

<AN0023207X> ISSN:13424203

別冊中央労働時報 / 中央労働委員会事務局監修. -- 1巻1号 (1968.4)-1巻8号 (1968.10) = 778号 (1968.4)-785号 (1968.10) ; 786号
(1968.11)-. -- 労委協会, 1968. 4-.(労委協会)[月刉]

<AN10216295> ISSN:09170626

別冊日経サイエンス / 日経サイエンス編集部. -- 日本語版. -- 97号 (1990.11)-. -- 日経サイエンス, 1990-.(日経サイエンス社)[年3回刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 494

<AN00089500> ISSN:02871645

別冊整形外科 = Orthopedic surgery / 南江堂. -- No. 1 ( [1982. 8] )-. -- 南江堂, 1982-.(南江堂)[年2回刉]



2011年度

中央館

<ペ>

医  

文  

工 中央館  

医保健  

<ホ>

中央館  

法 中央館  

法  

法学セミナー増刉.(日本評論社)[隔月刉]

<AA12032112> ISSN:

法科大学院要件事実教育研究所報. -- 創刉号 (2005.3)-. -- 法科大学院要件事実教育研究所, 2005.3-.(法科大学院要件事実教育
研究所)[不明]

ペリネイタル・ケア. -- Vol. 1, no. 1 (1982)-. -- メディカ出版.(メディカ出版)[月刉]

<AN00200958> ISSN:09101144

法学研究年誌 / 東北学院大学大学院法学研究科. -- 1号 (昭58.3)-. -- 東北学院大学, 1983-.(東北学院大学)[年刉]

<H1280002> ISSN:

北京大学学报. 哲学社会科学版. -- -1995年3期 (1995.5) = -总169期 (1995.5) ; 32巻4期 (1995.7)- = 1995年4期 (1995.7)- = 总170期
(1995.7)-. -- 北京人民出版社.(北京大学・北京)[隔月刉]

<AN00223523> ISSN:03862763

ペトロテック = Petrotech. -- Vol. 1, no. 1 (Jan. 1978)- = 通巻1号 (Jan. 1978)-. -- 石油学会, 1978.1-.(石油学会)[月刉]

<AN00026883> ISSN:09108718

別府大学紀要 / 別府大学. -- 6輯 (昭30.12)-. -- 別府大学会, 1955.12-.(別府大学会)[年刉]

<AN00334342> ISSN:03884171

ペインクリニック. -- 1巻1号 (1980.6)-. -- あゆむ出版, 1980-.(真興交易医書出版部)[月刉]

<AN10462972> ISSN:10005919

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 495

<AN00223385> ISSN:02864983



2011年度

法

法  

情言 中央館 法

中央館 法  

法  

法  

法  

中央館  

<AN00224570> ISSN:03884945

法学研究論集 / 亜細亜大学大学院法学研究科 [編]. -- No. 1 (1977)-. -- 亜細亜大学大学院法学研究科, 1977-.(亜細亜大学大学院
法学研究科)[年刉]

<AN10475872> ISSN:13409131

法学研究論集 = Studies in law / 明治大学大学院法学研究科. -- 1号 (1994)-. -- 明治大学大学院, 1994-.(明治大学大学院)[年2回
刉]

<AN00224504> ISSN:03890538

法學研究 / 慶應義塾大学法学研究会. -- 1巻1號 (大11.2)-. -- 法學研究會, [1922]-.(慶應義塾大学法学研究会)[月刉]

<AN10398749> ISSN:1002896X

法学研究 / 法学研究編輯部編. -- -1995年6期 (1995.12) = -总101期 (1995.12) ; 18巻1期 (1996.1)- = 总102期 (1996.1)-. -- 中国社
会科学出版社.(中国社会科学出版社・北京)[隔月刉]

<AN10064470> ISSN:03892220

法学教室. -- 103号 (1989.4)-. -- 有斐閣, 1989-.(有斐閣)[月刉]

<AN00224424> ISSN:02870665

法学紀要 / 日本大学法学研究所 [編]. -- 1巻 (1959)-. -- 日本大学法学研究所, 1959.5-.(日本大学法学部法学研究所)[年刉]

<AN00224402> ISSN:03855082

法学 / 東北帝國大學法學會. -- 1卷1號 (1932.1)-. -- 岩波書店, 1932.1-.(東北大学法学会)[隔月刉]

<AN00224435> ISSN:00226815

法學協會雜誌 / 法學協會. -- 1號 (明17.3)-80號 (明23) ; 9巻1號(明24)-. -- 法學協會, 1884-.(法学協会)[月刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 496



2011年度

法

法  

法 国開  

法  

法  

法  

情言 法 法 中央館

法  

法学論集 / 大阪経済法科大学法学会. -- 1号 (昭52.3)-.(大阪経済法科大学法学会)[不明]

法學政治學論究 : 法律・政治・社会. -- 1号 (1989.夏季)-. -- 『法学政治学論究』編集委員会, 1989.6-.(法学政治学論究刉行会)[季刉]

<AN10334010> ISSN:04393295

法学セミナー. -- [Vol. 36, no. 4] (1991.4)- = No.436 (1991.4)-. -- 日本評論社, 1991-.(日本評論社)[月刉]

<AN00224708> ISSN:03860108

法學新報. -- 1号 (明24.4)-129号 (明34.12) ; 12巻1号 (明35.1)-. -- 法學新報社, 1891.4-.(中央大学法学会)[月刉]

<AN00224581> ISSN:02868350

法学ジャーナル / 関西大学大学院法学研究科院生協議会 [編]. -- 1号 (昭42)-. -- 関西大学大学院法学研究科院生協議会, 1967-
.(関西大学大学院法学研究科院生協議会)[年2回刉]

<AN10086101> ISSN:0916278X

法学雑誌tâtonnement : タートンヌマン / Tâtonnement刉行会 [編]. -- 1号 (1997)-. -- Tâtonnement刉行会, 1997-.(新青出版)[年刉]

<AN0022464X> ISSN:03872874

法学志林 / 法学志林協会. -- 1号 (明32.11)-64号 (明37.12) ; 7巻1号 (明38.1)-. -- 法政大学.(法政大学法学志林協會)[季刉]

<AN00224650> ISSN:00096296

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 497

<AN10462826> ISSN:1001618X

法学雑誌 / 法学雑誌編輯部編輯. -- 1980年1期 (1980.7)-2001年2期 (2001.3) = 総1期 (1980.7)-总125期 (2001.3) ; 22巻3期
(2001.5)- = 2001年3期 (2001.5)- = 总126期 (2001.5)-. -- 法学雑誌社, [1980]-.(法学雑誌社)[月刉]

<AA11124576> ISSN:



2011年度

法

法  

中央館  

法  

法  

医  

中央館  

経研セ  

<AN10018906> ISSN:

法人企業統計季報 / 大蔵省理財局経済課 [編]. -- -昭和64年1月〜平成元年3月 (昭64.1/平1.3)-. -- 大蔵省印刷局.(大蔵省印刷
局)[季刉]

<AN00225427> ISSN:04412540

放射線科学 / 放射線医学総合研究所 [編集]. -- 11巻4号 (1968.4)-. -- 実業公報社, 1968.4-.(放射線医学総合研究所)[月刉]

<AA11586447> ISSN:13442805

放射線安全管理室年報 / 名古屋大学工学部・工学研究科放射線安全管理室 [編]. -- 名古屋大学工学部・工学研究科放射線安全管
理室.(名古屋大学工学部・工学研究科放射線安全管理室)[年刉]

<AN00334400> ISSN:02852403

法研会論集 : 愛知学院大学大学院法学研究科紀要 / 愛知学院大学大学院法学研究科「法研会論集」編集委員会. -- 8巻1号
(1981.5)- = 通巻9号 (1981.5)-. -- 愛知学院大学大学院法学研究科法研会, 1981-.(愛知学院大学大学院法研会)[年2回刉]

<AN00225267> ISSN:04376161

法社會學 / 日本法社會學會 [編]. -- 1 (1951)-. -- 日本評論社, 1951-.(日本評論社)[年刉]

<AA12070417> ISSN:18807615

法学会雑誌 / 首都大学東京・東京都立大学法学会編集. -- 46巻1号 (2005.9)-. -- [首都大学東京・東京都立大学法学会], 2005-.(首
都大学東京・東京都立大学法学会)[年2回刉]

<AN10414288> ISSN:02570203

方言. -- 1979年1期 (1979)-. -- 中国社会科学出版社, 1979.2-.(中国社会科学出版社・北京)[季刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 498

<AN0022472X> ISSN:03872866

法學論叢 / 京都帝國大學法科大學. -- 1巻1號 (大8.1)-. -- 京都法學會.(京都大学法学会)[隔月刉]



2011年度

法 中央館

中央館  

法  

中央館  

中央館  

法  

法  

法 中央館  

法政法科大学院紀要 = Hosei law review / 法政大学法科大学院 [編]. -- 1巻1号 (2005.3)- = 通巻1号 (2005.3)-. -- 法政大学法科大
学院, 2005.3-.(法政大学法科大学院)[不明]

<AN00226270> ISSN:02861577

法政理論 / 新潟大学法学会. -- 1巻1号 (1968.10)-. -- 新潟大学人文学部.(新潟大学法学部)[季刉]

法政哲学 / 法政哲学会 [編]. -- 創刉号 (2005)-. -- 法政哲学会, 2005.6-.(法政哲学会)[年刉]

<H2210008> ISSN:

法制日報. -- 法制日報社.(法制日報社)[日刉]

<AA12030445> ISSN:

法制史研究 / 法制史學會 [編]. -- 1 (1951)-. -- 創文社, 1952. 7-.(法制史学会)[年刉]

<AN00226157> ISSN:04412486

法政大学文学部紀要 / 法政大學 [編]. -- 1号 (昭29.3)-. -- 法政大学文学部, 1954-.(法政大学文学部)[年刉]

<AA12104417> ISSN:13498088

法政研究 / 九州大学法政学会 [編]. -- 1巻1号 (1931.3)-. -- [九州大学法政学会], 1931-.(九州大学法政学会)[季刉]

<AN00225777> ISSN:03868893

法政史学 / 法政大学史学会. -- 6号 (昭28)-.(法政大学史学会)[年刉]

<AN00225802> ISSN:04412508

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 499

<AN00225744> ISSN:03872882



2011年度

法

法  

法  

中央館  

中央館  

法  

法  

情言  

<AA12426967> ISSN:18834094

法曹養成と臨床教育 / 臨床法学教育学会 [編]. -- No. 1 (2009)-. -- 日本加除出版, 2009-.(日本加除出版)[年刉]

<AN00312791> ISSN:

放送レポート / 放送レポート編集委員会. -- 創刉準備号 (1971.10)-v. 3, no. 5 (1974.12) ; 18・19合併号 ( [19] 75.5 )-. -- 晩聲社.(メディ
ア総合研究所)[隔月刉]

<AA11845818> ISSN:

放送メディア研究 = Studies of broadcasting and media / 日本放送協会放送文化研究所 [編集]. -- 1 (2003)-. -- 丸善プラネット.(丸善プ
ラネット)[年刉]

<AA12134021> ISSN:

法曹養成対策室報 / 日本弁護士連合会法曹養成対策室 [編]. -- 1号 (2006.3)-. -- 日本弁護士連合会, 2006.3-.(日本弁護士連合会
法曹養成対策室)[不明]

<AN00327201> ISSN:00239453

法曹時報 / 法曹會. -- 1卷1號 ([昭24. 3])-. -- 法曹會, 1949. 3-.(法曹會)[月刉]

<AN10019636> ISSN:09114505

放送大学研究年報 / 放送大学. -- 創刉号 (昭58)-. -- 放送大学, 1984.3-.(放送大学)[年刉]

<AN00327187> ISSN:

法曹 / 法曹会. -- 8号 (昭24.7)-. -- 法曹会, 1949-.()[月刉]

<AA11207753> ISSN:02880008

放送研究と調査 = The NHK monthly report on broadcast research / NHK放送文化研究所 [編集]. -- 42巻4号 (1992.4)- = 通巻491号
(1992.4)-. -- 日本放送出版協会, 1992.4-.(NHK放送文化研究所)[月刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 500
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法

中央館  

法  

法  

中央館  

法  

法  

法  

法の支配. -- No. 1 (1959.6)-. -- 日本法律家協会.(日本法律家協会)[季刉]

法と民为为義 / 日本民为法律家協会 [編]. -- 46号 (昭45.4)-. -- 日本民为法律家協会, 1970-.(日本民为法律家協会)[月刉]

<AN00226769> ISSN:03856267

法の科学 : 民为为義科学者協会法律部会機関誌〔年刉〕. -- 1号 (1973)-. -- 日本評論社, [1973]-.(日本評論社)[年刉]

<AN00335786> ISSN:04392892

法と政治 / 關西學院大學法政學會 [編]. -- 1巻1/2号 (1949.12)-. -- 關西學院大學法政學會, 1949-.(関西学院大学法政学会)[季刉]

<AA11707381> ISSN:13475657

法とセクシュアリティ = Law and sexuality / 性的マイノリティと法研究会 [編]. -- No. 1 (2002)-. -- 性的マイノリティと法研究会, 2002.9-.(性的
マイノリティと法研究会)[年刉]

<AN00162622> ISSN:0385034X

報徳学 : Hotokugaku / 国際二宮尊徳思想学会 [編] = Hotoku studies / International Ninomiya Sontoku Association. -- No. 1 (2004)-
. -- 国際二宮尊徳思想学会.(国際二宮尊徳思想学会)[年刉]

<AN10123616> ISSN:09138692

法と精神医療 / 法と精神医療学会 [編集]. -- 創刉 [1] 号 (1987)-. -- 法と精神医療学会.(法と精神医療学会)[年刉]

<AN00226703> ISSN:02880709

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 501

<AN00226601> ISSN:03872890

法哲学年報 / 日本法哲学会 [編]. -- 1953 (1953)-. -- 有斐閣, 1953-.(有斐閣)[年刉]

<AA11990704> ISSN:13494139



2011年度

法

法  

医保健  

中央館  

情言  

法 教育 中央館

法 中央館  

法  

<AN00327096> ISSN:09169806

法律のひろば : 國民の法律雜誌 / 法務廰法規課編集. -- 1卷1号 (昭23.10)-. -- 一洋社, 1948.10-.(ぎょうせい)[月刉]

<AN00327052> ISSN:03873420

法律時報. -- 1卷1號 ([昭4.12])-. -- 日本評論社, 1929.12-.(日本評論社)[月刉]

<AN10185839> ISSN:

法律時報. 別冊, 私法判例リマークス. -- No. 1 (1990)-. -- 日本評論社, 1990.7-.(日本評論社)[年2回刉]

<AA11436885> ISSN:

法律時報. 増刉 : シリーズ司法改革 : series juridical reform / 法律時報・法学セミナー編集部編. -- 1 (2000)-3 (2001) ; 2002 (2002)-. --
日本評論社, 2000.4-.(日本評論社)[年刉]

<AN00327052> ISSN:03873420

法律時報. -- 1卷1號 ([昭4.12])-. -- 日本評論社, 1929.12-.(日本評論社)[月刉]

<AA11153960> ISSN:

法務総合研究所研究部報告 / 法務総合研究所 [編集]. -- 1 (1997)-. -- 法務省法務総合研究所, 1997.4-.(法務総合研究所)[不明]

<AN10513009> ISSN:13417045

訪問看護と介護 = The Japanese journal of home care nursing. -- Vol. 1, no. 1 (1996. 1)-. -- 医学書院, 1996-.(医学書院)[月刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 502

<AA11836646> ISSN:

ほうむ / 損保ジャパン [編]. -- No. 49 (2003. 3)-. -- 損害保険ジャパン法務部, 2003-.(損保ジャパン)[季刉]



2011年度

法

法  

法  

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

農  

北星学園大学文学部北星論集 / 北星学園大学 [文学部] [編]. -- 21号 (1983)-. -- 北星学園大学, 1984.3-.(北星学園大学)[年刉]

<AA11655302> ISSN:13471333

北大植物園研究紀要 / 北海道大学北方生物圏フィールド科学センター植物園 [編] = Bulletin of Botanic Garden, Hokkaido University /
Botanic Garden, Field Science Center for Northern Biosphere, Hokkaido University. -- 2号 (Mar. 2002)-. -- 北海道大学北方生物圏
フィールド科学センター植物園, 2002.3-.()[年刉]

北星学園大学経済学部北星論集 / 北星学園大学[経済学部] [編]. -- 21号 (1983)-. -- 北星学園大学, 1984-.(北星学園大学)[年刉]

<AA11124918> ISSN:13426958

北星学園大学社会福祉学部北星論集 / 北星学園大学[社会福祉学部] [編]. -- 34号 (1997.3)-. -- 北星学園大学, 1997.3-.(北星学園
大学)[年刉]

<AN10040993> ISSN:0289338X

法令全書 / 内閣官報局. -- 慶應3年 (慶應3)-慶應3年 (慶應3) ; 明治元年 (明1)-明治45年7號 (明45.7) ; 大正元年1號 (大1.7/8)-大正
15年12號 (大15.12) ; 昭和元年12號 (昭1.12)-昭和64年1月/平成元年1月号 (昭64.1/平1.1) ; 平成元年2月号 (平1.2)-. -- 内閣官報局,
1887-.(大蔵省印刷局)[月刉]

<AA12322746> ISSN:18827675

北翔大学生涯学習システム学部研究紀要 / 北翔大学生涯学習システム学部 [編]. -- 8号 (2008)-. -- 北翔大学, 2008.3-.(北翔大学)[年
刉]

<AN10040982> ISSN:02893398

法律論叢 / 明大學會 [編]. -- 7卷1號 (昭3.1)-. -- 明大學會, [1928]-.(明治大学法律研究所)[隔月刉]

<AN10019487> ISSN:03873617

法令解説資料総覧. -- 創刉特集号 (昭52.12)-. -- 第一法規出版.(第一法規)[月刉]

<AN00173414> ISSN:

受 入 雑 誌 リ ス ト
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<AN00227047> ISSN:03895947



2011年度

法

法  

国開  

中央館  

医  

医  

経済  

医  

<AN00227659> ISSN:03868885

北陸史學 / 石川史學會 [編]. -- 創刉號 (1953.3)-. -- 石川史学会.()[年刉]

<AN00227772> ISSN:02887649

北陸と公衆衛生 / 北陸公衆衛生学会. -- 1巻 (昭49.7)-. -- 北陸公衆衛生学会.()[年刉]

<AN00150598> ISSN:09137629

北陸外科学会雑誌. -- Vol. 1, no. 1 (昭57.10)-. -- 金沢大学医学部第一外科学教室内北陸外科学会事務所.()[年刉]

<AN00227604> ISSN:03863530

北陸公衆衛生学会誌 / 北陸公衆衛生学会. -- 1号 (昭49.12)-. -- 北陸公衆衛生学会.(北陸公衆衛生学会)[年2回刉]

<AA12192673> ISSN:

北東アジア経済データブック. -- 2005 (2005)-. -- 環日本海経済研究所広報・企画室, 2006.3-.(環日本海経済研究所広報・企画室)[年
刉]

<AA11551293> ISSN:13463810

北東アジア研究 = Shimane journal of North East Asian research : North East Asian region / 島根県立大学北東アジア地域研究センター
[編]. -- 1号 (2001.3)-. -- 島根県立大学北東アジア地域研究センター, 2001.3-.(島根県立大学北東アジア地域研究センター)[年2回刉]

<AN00227353> ISSN:03855953

北大法学論集. -- 12巻1号 (昭36.9)-. -- 北海道大学法学部, 1961-.(北海道大学大学院法学研究科)[隔月刉]

<AA12442260> ISSN:

北大法政ジャーナル = Hokudai housei journal / 北海道大学大学院法学研究科 [編]. -- No. 16 (2009)-. -- 北海道大学大学院法学研
究科, 2009.12-.(北海道大学大学院法学研究科)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 504



2011年度

法

医  

法  

医保健  

医保健  

アイソ  

医保健  

中央館  

保存科学 / 東京国立文化財研究所保存科学部. -- 1号 (昭39.3)-. -- 東京国立文化財研究所, 1966.3-.(東京国立文化財研究所)[年
刉]

保健物理 : hoken buturi. -- Vol. 1, 1 (1966)-. -- 日本保健物理協議会, 1966-.(日本保健物理学会)[季刉]

<AA11466922> ISSN:13418688

ホスピスケアと在宅ケア : 日本ホスピス・在宅ケア研究会雑誌 / 日本ホスピス・在宅ケア研究会[編]. -- Vol. 3, no. 2 (1995)- = 通巻5号
(1995)-. -- 日本ホスピス・在宅ケア研究会, 1995-.(日本ホスピス・在宅ケア研究会)[年3回刉]

<AN00228662> ISSN:02870606

保健師ジャーナル = The Japanese journal for public health nurse. -- 60巻1号 (2004.1)-. -- 医学書院, 2004-.(医学書院)[月刉]

<AN00228389> ISSN:00183342

保健の科学. -- 1巻1号 (昭34.1)-. -- 杏林書院.(杏林書院)[月刉]

<AN00228458> ISSN:03676110

保健医療科学 = Journal of the National Institute of Public Health / 国立保健医療科学院. -- 51巻2号 (平14.6)-. -- 国立保健医療科
学院, 2002.6-.(国立保健医療科学院)[季刉]

<AN00228119> ISSN:03872939

保險學雜誌. -- 290號 ( [大10.6] )-. -- 保險學會, 1921.6-.(保險學會)[季刉]

<AA11879059> ISSN:13488333

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 505

<AN10431662> ISSN:09199640

北陸法學 / 北陸大學法學會. -- 1巻1・2合併号 (1993)-. -- 北陸大学法学会, 1993.10-.(北陸大学法学会)[季刉]

<AA11751510> ISSN:13476459



2011年度

中央館

中央館  

中央館  

経済  

法  

医  

中央館  

中央館  

<AA11273292> ISSN:13442554

北海道教育大学紀要. 教育科学編 / 北海道教育大学 [編]. -- 49巻1号 (平10.8)-. -- 北海道教育大学, 1998.8-.(北海道教育大学)[年
2回刉]

<AN00228800> ISSN:03676102

北海道醫學雜誌 = Acta medica Hokkaidonensia / 北海道醫學會 [編]. -- 23年1號 (昭23.9)-. -- 北海道醫學會, 1948-.(北海道医学
会)[隔月刉]

<AA11498882> ISSN:13463020

北海道医療大学人間基礎科学論集 / 北海道医療大学 [編]. -- 26号 (2000)-. -- 北海道医療大学人間基礎科学論集編集委員会,
2000.11-.(北海道医療大学人間基礎科学論集編集委員会)[年刉]

<AA11453148> ISSN:13454137

北海学園大学大学院経済学研究科研究年報 / 北海学園大学大学院経済学研究科 [編]. -- 1号 (2000.3)-. -- 北海学園大学大学院
経済学研究科, 2000-.()[年刉]

<AN00228753> ISSN:03857255

北海学園大学法学研究 / 北海学園大学法学部 [編]. -- 1巻 (1966.3)-. -- 北海学園大学法学会, 1966-.(北海学園大学法学会)[季刉]

<AN00228731> ISSN:02865262

北海学園大学工学部研究報告 / 北海学園大学工学部 [編]. -- 1号 (1972.2)-. -- [北海学園大学工学部], 1972-.(北海学園大学工学
部)[年刉]

<AN10428282> ISSN:09199608

北海学園大学人文論集 / 北海学園大学人文学会 [編]. -- 1号 (1993.11)-. -- 北海学園大学人文学会, 1993-.(北海学園大学人文学
会)[年2回刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 506

<AN10340239> ISSN:03857271

北海学園大学学園論集 / 北海学園大学学術研究会. -- 31号 (昭52. 10)-. -- 北海学園大学学術研究会, 1977-.(北海学園大学学術
研究会)[季刉]



2011年度

中央館

教育  

医  

医  

農  

教育  

農  

中央館  

北海道大学大学院農学研究院邦文紀要 = Memoirs of the Research Faculty of Agriculture, Hokkaido University / 北海道大学大学院
農学研究院 [編]. -- 28巻2号 (2007)-. -- 北海道大学大学院農学研究院, 2007-.()[年2回刉]

<AA11482667> ISSN:13460277

北海道大学文学研究科紀要 / 北海道大学文学研究科 [編]. -- 101号 (2000.8)-. -- 北海道大学, 2000.9-.(北海道大学)[年刉]

北海道大学演習林研究報告 = Research bulletin of the Hokkaido University Forests / 北海道大学北方生物圏フィールド科学センター森
林圏ステーション [編集]. -- 58巻2号 (2001.8)-. -- 北海道大学北方生物圏フィールド科学センター森林圏ステーション, 2001-.()[不明]

<AA12219452> ISSN:18821669

北海道大学大学院教育学研究院紀要 / 北海道大学大学院教育学研究院 [編]. -- 102号 (2007)-. -- 北海道大学大学院教育学研究
院, 2007.6-.(北海道大学大学院教育学研究院)[不明]

<AA12190860> ISSN:18818064

北海道外科雑誌 / 北海道外科学会. -- 7巻2号 (昭38. 4)-.(北海道外科学会)[年2回刉]

<AN00229778> ISSN:09147063

北海道歯学雑誌 / 北海道歯学会. -- 1巻1号 (1980.12)-. -- 北海道歯学会, 1980-.(北海道歯学会)[年2回刉]

<AA11595357> ISSN:13470981

北海道教育大学紀要. 人文科学・社会科学編 / 北海道教育大学 [編]. -- 49巻1号 (平10.8)-. -- 北海道教育大学, 1998.8-.(北海道教
育大学)[年2回刉]

<AN00204096> ISSN:03864464

北海道教育大学大雪山自然教育研究施設研究報告 = Report of the Taisetsuzan Institute of Science / 北海道教育大学大雪山自然
教育研究施設. -- 11号 (昭51.10)-. -- 北海道教育大学大雪山自然教育研究施設, 1976.10-.(北海道教育大学大雪山自然教育研究
施設)[年刉]

<AN00229472> ISSN:02887509

受 入 雑 誌 リ ス ト
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<AA11272030> ISSN:13442562



2011年度

中央館

農  

農  

医  

農  

農  

農  

情言  

<AN1005962X> ISSN:09103945

北海道林業試験場研究報告. -- No. 22 (昭59.12)-. -- 北海道立林業試験場.()[不明]

<AA12471633> ISSN:13494228

北研學刉. -- 白帝社.(白帝社)[不明]

<AN00231270> ISSN:04410807

北海道立農業試験場集報 / 北海道立中央農業試験場. -- 1号 (1957.3)-.()[不明]

<AN00231306> ISSN:03676048

北海道立農業試験場報告 / 北海道立農業試験場. -- 1号 (1951.3)-.()[不明]

<AA11654219> ISSN:13471821

北海道農業研究センター農業経営研究 / 農業技術研究機構北海道農業研究センター総合研究部 [編集]. -- 82号 (2002.3)-. -- 北海道
農業研究センター総合研究部, 2002.3-.()[不明]

<AN10142461> ISSN:13405764

北海道脳神経疾患研究所医誌 = Journal of [Hokkaido] Brain Research Foundation / 北海道脳神経疾患研究所. -- 1巻1号 (1988)-.
-- 北海道脳神経疾患研究所, 1988. 8-.(北海道脳神経疾患研究所)[年刉]

<AN10062420> ISSN:13438026

北海道地区大学図書館職員研究集会記録 / 北海道地区大学図書館協議会. -- 25回 (昭57)-. -- 北海道地区大学図書館協議会.(北
海道地区大学図書館協議会)[年刉]

<AA11611599> ISSN:13478117

北海道農業研究センター研究報告 / 農業技術研究機構北海道農業研究センター [編] = Research bulletin of the National Agricultural
Research Center for Hokkaido Region / National Agricultural Research Organization, National Agricultural Research Center for
Hokkaido Region. -- 174号 (平14.2)-. -- 北

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 508
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中央館

農  

経済  

中央館  

法  

医  

中央館  

<ボ>

医  

防衛医科大学校雑誌 = Journal of the National Defense Medical College / 防衛医科大学校 [編]. -- 1巻1号 (昭51.3)-. -- 防衛医科
大学校, 1976-.(防衛医科大学校)[季刉]

ホルモンと臨牀 / 医学の世界社. -- 1巻1号 (昭28. 4)-.(医学の世界社)[月刉]

<AN00359591> ISSN:

本の雑誌. -- 1号 (1976.春)-. -- 本の雑誌社.(本の雑誌社)[月刉]

<AN00224049> ISSN:03851796

北海道立文書館研究紀要. -- 創刉号 (1986.2)-. -- 北海道立文書館, 1986.2-.(北海道立文書館)[年刉]

<AA11564717> ISSN:

ポリティーク = Politick. -- Vol. 1 (2001.5)-. -- 旬報社, 2001.5-.(旬報社)[隔月刉]

<AN00231838> ISSN:00457167

北方林業 / 北方林業会. -- 1 (昭24)-. -- 北方林業会.(北方林業会)[月刉]

<AN0020151X> ISSN:03855961

北海道大学農經論叢 / 北海道大学農学部農業経済学教室. -- 16集 (昭35.3)-. -- 北海道大学農学部農業経済学教室, 1960-.()[年
刉]

<AN10120287> ISSN:09122575

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 509

<AA12313676> ISSN:1882773X

北方人文研究 / 北海道大学大学院文学研究科北方研究教育センター [編集]. -- 1号 (2008)-. -- 北海道大学大学院文学研究科北方
研究教育センター, 2008.3-.(北海道大学大学院文学研究科北方研究教育センター)[不明]

<AN00380339> ISSN:03888045



2011年度

中央館

医  

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

経済  

中央館  

<AA12137074> ISSN:18809065

貿易風 : 中部大学国際関係学部論集 = Boekifu : Chubu international review. -- 1号 (2006.3)-. -- 中部大学国際関係学部, 2006.3-
.(中部大学国際関係学部論集)[不明]

<AN10008797> ISSN:09119019

防衛大学校紀要. 人文科学分冊. -- 50輯 (昭60.3)-. -- 防衛大学校, 1985.3-.()[年2回刉]

<AN00224333> ISSN:04064984

貿易と関税 = The tariffs and trade / 日本関税協会 [編]. -- 3巻1号 (昭30.1)- = 通巻22号 (昭30.1)-. -- 日本関税協会, 1955.1-.(日本
関税協会)[月刉]

<AA11306981> ISSN:13441116

防衛研究所紀要 = NIDS security studies. -- 1巻1号 (1998.6)-. -- 防衛研究所, 1998-.(防衛庁防衛研究所)[年2回刉]

<AN10008800> ISSN:09119000

防衛大学校紀要. 社会科学分冊. -- 50輯 (昭60.3)-. -- 防衛大学校, 1985.3-.()[年2回刉]

<AN00224082> ISSN:00065528

防衛衛生 / 防衛衛生協会. -- 6巻1号 (昭34. 3)-.(防衛衛生協会)[月刉]

<AN10198444> ISSN:09155163

防衛学研究 = Defense studies / 防衛大学校防衛学研究会. -- 1号 (1989.3)-. -- 防衛大学校防衛学研究会, 1989.3-.(防衛大学校防
衛学研究会)[年2回刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 510

<AN00224060> ISSN:03868133

防衛医科大学校進学課程研究紀要 / 防衛医科大学校 = Bulletin of liberal arts & sciences of the National Defense Medical College /
National Defense Medical College. -- 1号 (Mar. 1978)-. -- 防衛医科大学校進学課程研究紀要編集委員会, 1978.3-.()[年刉]



2011年度

中央館

医保健  

医保健  

<ポ>

中央館  

<マ>

経研セ  

経研セ  

医保健  

法  

毎日新聞||マイニチシンブン(毎日新聞)[日刉]

<AA12390429> ISSN:18837735

マイノリティ研究 : 文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業 / 関西大学マイノリティ研究センター [編]. -- Vol. 1 (2009.3)-. --
関西大学マイノリティ研究センター, 2009.3-.(関西大学マイノリティ研究センター)[不明]

毎月勤労統計調査月報. 全国調査 / 労働大臣官房政策調査部統計調査第一課. -- No.456 (昭62.1)-. -- 労働大臣官房政策調査部,
1987-.(厚生労働省大臣官房統計情報部)[月刉]

<AA11941651> ISSN:13445103

毎月勤労統計調査報告. 地方調査 / 労働大臣官房政策調査部 [編] = Monthly labour survey. Prefectural survey / Policy Planning
and Research Department, Minister's Secretariat, Ministry of Labour. -- No. 550 (平9. 1/3)-. -- 労働大臣官房政策調査部, 1997-.(厚
生労働省大臣官房統計情報部)[季刉]

<WS02100002> ISSN:

母性衛生 = Maternal health / 日本母性衛生学会 [編]. -- 1巻1号 (昭35.11)-. -- 日本母性衛生学会, 1960-.(日本母性衛生学会)[季
刉]

<AA12335511> ISSN:18828426

ポピュラーカルチャー研究 : ポピュラーカルチャー研究会報告書 / 京都精華大学表現研究機構 [編]. -- Vol. 1, no. 1 (2007)-. -- 京都精華大
学表現研究機構, 2007-.(京都精華大学表現研究機構)[季刉]

<AN10158756> ISSN:13445111

防災科学技術研究所研究報告 = Report of the National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention / 科学技術庁
防災科学技術研究所 [編]. -- 46号 (平2.12)-. -- 防災科学技術研究所, 1990.12-.(防災科学技術研究所)[年2回刉]

<AN00341723> ISSN:03898997

母子保健情報 = Current information of maternal & child health / 恩賜財団母子愛育会 [編集]. -- 創刉[1]/2号 (1981.3)-. -- 母子愛
育会, 1981-.(恩賜財団母子愛育会)[年2回刉]

<AN0022863X> ISSN:03881512

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 511

<AN10237058> ISSN:09166564



2011年度

中央館

情言  

医  

医  

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

<AN00232342> ISSN:03874818

待兼山論叢. 日本学篇 / 大阪大学文学部. -- 9号 (1975)-. -- 大阪大学文学部, 1975.12-.(大阪大学大学院文学研究科)[年刉]

<AN00232353> ISSN:03874818

待兼山論叢. 美学篇 / 大阪大学文学部. -- 9号 (1975)-. -- 大阪大学文学部, 1975.12-.(大阪大学大学院文学研究科)[年刉]

<AN0023231X> ISSN:03874818

待兼山論叢. 史学篇 / 大阪大学文学部. -- 5号 (1972)-.(大阪大学大学院文学研究科)[年刉]

<AN00232331> ISSN:03874818

待兼山論叢. 哲学篇 / 大阪大学文学部. -- 5号 (1972)-. -- 大阪大学文学部, 1972.3-.(大阪大学大学院文学研究科)[年刉]

<AN0023223X> ISSN:00214892

麻酔 = The Japanese journal of anesthesiology. -- Vol. 1, no. 1 (Apr. 1952)-. -- 克誠堂出版, 1952-.(克誠堂出版)[月刉]

<AN00232251> ISSN:03851664

麻酔と蘇生 / 広島麻酔医学会. -- 6巻1号 (1970.3)-. -- 広島麻酔医学会, 1970-.(広島麻酔医学会)[季刉]

<AA11225201> ISSN:13438867

前橋工科大学研究紀要 / 前橋工科大学 [編]. -- 1号 (平10.3)-. -- 前橋工科大学, 1998.4-.(前橋工科大学)[年刉]

<AN10418471> ISSN:13411306

マス・コミュニケーション研究 / 日本マス・コミュニケーション学会. -- 42号 (1993)-. -- 日本マス・コミュニケーション学会, 1993.3-.(日本マス・コミュ
ニケーション学会)[年2回刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 512



2011年度

中央館

中央館  

医  

情基セ  

教育  

中央館  

医  

中央館  

松本清張研究. -- 創刉準備号 (1999)-. -- 北九州市立松本清張記念館, 1999.3-.(北九州市立松本清張記念館)[年刉]

松本歯科大学紀要 / 松本歯科大学 [編]. -- 27輯 (1998)-. -- 松本歯科大学, 1999.3-.(松本歯科大学)[年刉]

<AN00232590> ISSN:03851613

松本歯学 / 松本歯科大学学会. -- 1巻1・2号 (昭50. 12)-. -- 松本歯科大学学会.(松本歯科大学学会)[年3回刉]

<AA11462772> ISSN:

Macpeople = マックピープル : マックがもっと楽しくなる情報マガジン. -- アスキー.(アスキー出版)[月刉]

<AN10233217> ISSN:

マツダ財団研究報告書. 青尐年健全育成関係 / マツダ財団 [編]. -- Vol. 1 (1987)-. -- マツダ財団, 1987-.(マツダ財団)[年刉]

<AA11325975> ISSN:13446576

待兼山論叢. 文学篇 / 大阪大学文学部. -- 5号 (1972)-.(大阪大学大学院文学研究科)[年刉]

<AN1040245X> ISSN:09176772

末梢神経 = Peripheral nerve / 末梢神経研究会事務局編集. -- Vol. 1, no. 1 (1990)-. -- 末梢神経研究会, 1992.7-.()[年2回刉]

<AA11827339> ISSN:

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 513

<AA12381574> ISSN:03874818

待兼山論叢. 文化動態論篇 / 大阪大学大学院文学研究科 [編]. -- 42号 (2008)-. -- 大阪大学大学院文学研究科, 2008.12-.(大阪大
学大学院文学研究科)[不明]

<AN00232364> ISSN:03874818



2011年度

中央館

中央館  

医  

経済  

経済  

法  

経研セ  

文  

<AN00233662> ISSN:03873188

萬葉 / 萬葉學會. -- 創刉 [1] 號 (昭26.10)-.(萬葉學會)[季刉]

<AA11461929> ISSN:

松山法学 / 松山法学編集室 [編]. -- 1号 (2000.3)-. -- 松山大学法学部, 2000-.(松山大学法学部)[不明]

<AA11524701> ISSN:

マンスリー・レビュー = Monthly review / 日本総合研究所 [企画編集]. -- 2001年4月号 (2001.4)-. -- 三五住友銀行, 2001.4-.(三五住友
銀行)[月刉]

<AN10288762> ISSN:03870510

松山大学大学院松山論叢 / 松山大学. -- 12号 (1989.11)-. -- 松山大学, 1989.11-.()[年刉]

<AN10105261> ISSN:09163298

松山大学論集 / 松山大学学術研究会. -- 1巻1号 (平1.4)- = 通巻188号 (平1.4)-. -- 松山大学学術研究会, 1989-.()[隔月刉]

<AA12413794> ISSN:09190732

松山東雲女子大学人文科学部紀要 / 松山東雲女子大学 [編集]. -- 16巻 (2008.3)-. -- 松山東雲女子大学人文科学部紀要委員会,
2008.3-.(松山東雲女子大学)[年刉]

<AN00232808> ISSN:03853888

松山赤十字病院医学雑誌 / 松山赤十字病院. -- 1巻1号 (1976.5)-. -- 松山赤十字病院, 1976-.(松山赤十字病院)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 514

<AA11824385> ISSN:13480618

松本大学研究紀要 / 松商学園松本大学 [編]. -- 創刉号 (2003.3)- = 通刉53号 (2003.3)-. -- 松商学園松本大学, 2003.3-.(松商学園
松本大学)[年刉]



2011年度

中央館

<ミ>

医  

中央館  

医  

中央館  

教育  

農  

法  

三重大学大学院生物資源学研究科紀要 = The bulletin of the Graduate School of Bioresources Mie University. -- No. 34 (July
2007)-. -- 三重大学大学院生物資源学研究科, 2007.7-.()[年刉]

<AN10036307> ISSN:02897156

三重大学法経論叢 / 三重大学社会科学学会. -- 1巻1号 (1984. 3)-. -- 三重大学社会科学学会, 1984-.(三重大学社会科学学会)[年2
回刉]

三重大学国際交流センター紀要 / 三重大学国際交流センター [編]. -- 創刉号 (2006)- = 通巻8号 (2006)-. -- 三重大学国際交流セン
ター, 2006.3-.(三重大学国際交流センター)[年刉]

<AA12097333> ISSN:

三重大学教育学部研究紀要. 自然科学・人文科学・社会科学・教育科学 / 三重大学教育学部. -- 56巻 (2005)-. -- 三重大学教育学
部, 2005.3-.(三重大学教育学部)[年刉]

<AA12234310> ISSN:

三重県史研究 / 三重県総務部学事文書課. -- 創刉 [1] 号 (昭60.3)-. -- 三重県, 1985-.(三重県)[年刉]

<AA12357773> ISSN:18829139

三重県保健環境研究所年報 = Annual report of Mie Prefecture Health and Environment Research Institute / 三重県保健環境研究所
[編]. -- 10号 (2008)- = 通巻53号 (2001)-. -- 三重県保健環境研究所, 2008.9-.(三重県科学技術振興センター)[年刉]

<AA12143758> ISSN:

万葉古代学研究所年報 / 奈良県万葉文化振興財団万葉古代学研究所 [編]. -- 1号 (2003.3)-. -- 奈良県万葉文化振興財団万葉古
代学研究所, 2003.3-.(奈良県万葉文化振興財団万葉古代学研究所)[年刉]

<AN00233709> ISSN:03850978

三重医学 / 三重県立大学医学部三重医学会 [編]. -- 1巻1号 (1957.8)-. -- 三重県立大学医学部三重医学会, 1957-.(三重県立大学
医学部三重医学会)[年3回刉]

<AN1014678X> ISSN:09111514

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 515

<AA11823746> ISSN:



2011年度

中央館

法  

法  

文  

中央館  

経研セ  

経研セ  

経済  

<AA11849750> ISSN:13487027

みずほ総研論集 / みずほ総合研究所 [編]. -- 2003年創刉 [1] 号 (2003.7)- = 通巻1号 (2003.7)-. -- みずほ総合研究所調査本部,
2003-.(みずほ総合研究所調査部)[不明]

<AN00234610> ISSN:00266760

三田學會雑誌. -- 1卷1號 (明42.2)-. -- 三田學會, 1909-.()[季刉]

<AN10320708> ISSN:09138277

水資源・環境研究 / 水資源・環境学会. -- 創刉号 (1987. 4)-. -- 水資源・環境学会, [1987]-.(水資源・環境学会)[不明]

<AA11680274> ISSN:13473573

みずほ産業調査 / みずほコーポレート銀行 [編集]. -- No. 1 (2002)-. -- みずほコーポレート銀行産業調査部, 2002.8-.(みずほコーポレート銀
行産業調査部)[不明]

<AN0023444X> ISSN:02875810

三重法經 / 三重短期大學法經學會. -- No. 1 (1953.10)-. -- 三重短期大学法經學會, [1953]-.(三重短期大學法經學會)[季刉]

<AN10180937> ISSN:09107398

三河地域史研究. -- 創刉号 (1983)-. -- 三河地域史研究会.(三河地域史研究会)[年2回刉]

<AA12123342> ISSN:18807798

三重中京大学研究フォーラム / 三重中京大学 [編]. -- 1号 (2006)-. -- 三重中京大学学術研究会, 2006.3-.(三重中京大学学術研究
会)[年刉]

<AA12123320> ISSN:18808964

三重中京大学地域社会研究所報 / 三重中京大学地域社会研究所 [編]. -- 18号 (2006.3)-. -- 三重中京大学地域社会研究所,
2006.3-.(三重中京大学地域社会研究所)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 516



2011年度

経済

文  

中央館  

中央館  

経研セ  

中央館  

中央館  

文  

南アジア研究 : JJASAS / 日本南アジア学会 [編集]. -- 1号 (1989.10)-. -- 東京大学出版会, 1989.10-.(東京大学出版会)[年刉]

緑の杖 : ゼリョーナヤ・パーロチカ : 日本トルストイ協会報. -- 1号 ( [2004.3] )-. -- 日本トルストイ協会, 2004.3-.(日本トルストイ協会)[年刉]

<AA12411777> ISSN:18840124

水俣学研究 / 熊本学園大学水俣学研究センター [編] = Journal of Minamata studies / The Open Research Center for Minamata
Studies, Kumamoto Gakuen University. -- Vol. 1, no. 1 (Mar. 2009)-. -- 熊本学園大学水俣学研究センター, 2009.3-.(熊本学園大学水
俣学研究センター)[不明]

<AN10241576> ISSN:09155643

三菱史料館論集 / 三菱経済研究所. -- Vol. 1 (2000)-. -- 三菱経済研究所, 2000.2-.(三菱経済研究所)[年刉]

<AA11864528> ISSN:13474812

三菱総合研究所所報 = Journal of Mitsubishi Research Institute. -- No. 40 (2002)-. -- 三菱総合研究所, 2002.7-.(三菱総合研究所プ
ロジェクト支援部広報課)[不明]

<AA11943602> ISSN:

密教図像 / 密教図像学会. -- 創刉号 (昭57. 6)-. -- 密教図像学会.(法蔵館)[年刉]

<AN00234825> ISSN:03898261

三五文庫論叢 / 三五文庫. -- 創刉号 (1967)-. -- 三五文庫, 1967.3-.(三五文庫)[年刉]

<AA11410407> ISSN:13453076

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 517

<AN00234698> ISSN:0544571X

三田商学研究 / 慶應義塾大学商学部. -- 1巻1号 (1958.4)-. -- 慶應義塾大学商学部.()[隔月刉]

<AN00257332> ISSN:02873176



2011年度

医

農  

農  

国開  

中央館  

医  

情言  

中央館  

<AN00235657> ISSN:03867501

宮城學院女子大學研究論文集. -- 1 (1951)-. -- 宮城學院女子大學, 1951.12-.(宮城學院女子大學文化學會)[年2回刉]

<AA12208252> ISSN:1347667X

未病と抗老化 : 財団法人博慈会老人病研究所紀要 / 博慈会老人病研究所編. -- 11巻1号 (Aug. 2002) -. -- 博慈会老人病研究所,
2002-.(博慈会老人病研究所)[年刉]

<AN00162702> ISSN:09146334

未名 / 中文研究会. -- 創刉号 (1982.2)-. -- 中文研究会.(中文研究会)[年刉]

<AA1214067X> ISSN:

南の風. -- シャプラニール=市民による海外協力の会.(シャプラニ-ル)[隔月刉]

<AA1158604X> ISSN:13464299

身延山大学仏教学部紀要 / 身延山大学仏教学部 [編]. -- 創刉号 (2000)-. -- 身延山大学仏教学部, 2000-.(身延山大学仏教学
部)[年刉]

<AA11836271> ISSN:1348639X

南九州大学研究報告. A, 自然科学編 / 南九州大学 = Bulletin of Minamikyushu University. A, Natural science / Minamikyushu
University. -- 33号 (平15.4)-. -- 南九州大学, 2003.4-.()[年刉]

<AA11836318> ISSN:13486381

南九州大学研究報告. B, 人文社会科学編 / 南九州大学 = Bulletin of Minamikyushu University. B, Cultural and social science /
Minamikyushu University. -- 33号 (平15.4)-. -- 南九州大学, 2003.4-.()[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 518

<AN00235307> ISSN:05401259

南大阪病院医学雑誌 / 南大阪病院. -- 1 (昭28)-. -- [出版者不明], 1953-.(南大阪病院)[年刉]



2011年度

教育

中央館  

農  

農  

中央館  

経済  

農  

中央館  

宮崎県総合農業試験場研究報告 = Bulletin of the Miyazaki Agricultural Experiment Station / 宮崎県総合農業試験場. -- 1号 (昭
41.3)-. -- 宮崎県総合農業試験場, [1966]-.()[不明]

<AN10063252> ISSN:09152407

宮崎産業経営大学研究紀要 / 宮崎産業経営大学法学会・経営学会. -- 創刉号 [1巻1号] (1988.12)-. -- 宮崎産業経営大学法学会・
経営学会, 1988.12-.(宮崎産業経営大学法学会・経営学会・宮崎産業経営大学経済学会)[年2回刉]

宮城大学事業構想学部紀要. -- 1号 (1998)-. -- 宮城大学事業構想学部, 1998.12-.(宮城大学事業構想学部)[年刉]

<AN10074000> ISSN:0915275X

宮崎産業経営大学経営学論集 / 宮崎産業経営大学経営学会 [編]. -- 宮崎産業経営大学経営学会.()[年2回刉]

<AN00236150> ISSN:03888339

宮城県水産研究報告 / 宮城県水産研究開発センター [編] = Miyagi Prefectural report of fisheries science / Miyagi Prefecture
Fisheries Research and Development Center. -- 1号 (2001.3)-. -- 宮城県水産研究開発センター, 2001-.()[不明]

<AA12172756> ISSN:18806589

宮城大学食産業学部紀要 / 宮城大学食産業学部 [編] = Journal of Miyagi University School of Food, Agricultural and Environmental
Sciences / Miyagi University School of Food, Agricultural and Environmental Sciences. -- 1巻1号 (2006.10)-. -- 宮城大学食産業学
部, 2006.10-.()[年刉]

<AA11345848> ISSN:1344607X

宮城教育大学環境教育研究紀要 / 宮城教育大学環境教育実践研究センター [編]. -- 1号 (1998)-. -- 宮城教育大学環境教育実践研
究センター, 1998-.(宮城教育大学環境教育実践研究センター)[年刉]

<AA1125110X> ISSN:13461621

宮城教育大学紀要 / 宮城教育大学 [編]. -- 32巻 (1997)-. -- 宮城教育大学, 1998.3-.(宮城教育大学)[年刉]

<AA11546908> ISSN:13464329

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 519

<AA11332700> ISSN:13448005



2011年度

法

教育  

教育  

教育  

農  

中央館  

工 工  

中央館  

<AA11501273> ISSN:13460986

未来材料 = Expected materials for the future. -- 1巻1号 (2001.1)-. -- エヌ・ティー・エス, 2001.1-.(エヌ・ティー・エス)[月刉]

<AN00043485> ISSN:09123253

民具マンスリー / 日本常民文化研究所 [編]. -- 1巻1号 (昭43.4)-. -- 慶友社, 1968-.(神奈川大学日本常民文化研究所)[月刉]

<AN00236503> ISSN:05446066

宮崎大学農学部研究報告 = Bulletin of the Faculty of Agriculture, Miyazaki University / 宮崎大学農学部 [編集]. -- 17巻1号 (昭
45.9)-. -- 宮崎大学農学部, 1970-.()[不明]

<AN00385241> ISSN:

ミュージック・マガジン. -- 12巻1号 (昭55. 1)-. -- ニューミュージック・マガジン社.(ニューミュージックマガジン社)[月刉]

<AA11403467> ISSN:1345403X

宮崎大学教育文化学部紀要. 芸術・保健体育・家政・技術 / 宮崎大学教育文化学部 [編集]. -- 1号 (平11.9)-. -- 宮崎大学教育文化
学部, 1999.9-.(宮崎大学教育文化学部)[年2回刉]

<AA11403241> ISSN:13454005

宮崎大学教育文化学部紀要. 人文科学 / 宮崎大学教育文化学部 [編集]. -- 1号 (平11.9)-. -- 宮崎大学教育文化学部, 1999.9-.(宮
崎大学教育文化学部)[年2回刉]

<AN10067322> ISSN:09152016

宮崎産業経営大学法学論集 / 宮崎産業経営大学法学会. -- 1巻1号 (1988. 12)-. -- 宮崎産業経営大学法学会, 1988-.(宮崎産業経
営大学法学会)[年2回刉]

<AA11403434> ISSN:13454048

宮崎大学教育文化学部紀要. 教育科学. -- 1 (平11.9)-. -- [宮崎大学教育文化学部], 1999.9-.(宮崎大学教育文化学部)[年2回刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 520



2011年度

法

文  

法  

法  

中央館  

法  

法  

法  

民事訴訟雑誌 / 民事訴訟法学会. -- 1 (1954)-. -- 民事訴訟法学会.(民事訴訟法学会)[年刉]

民商法雜誌. -- 1巻1号 (昭10.1)-. -- 弘文堂.(弘文堂)[月刉]

<AN00327733> ISSN:

民事月報 / 司法省民事局 [編]. -- 1卷1號 (昭19.1)-. -- 司法省民事局, 1944-.()[月刉]

<AN00236693> ISSN:00754188

民为与法制 = Democracy and legal system / 民为与法制雑誌社 [編輯]. -- 民为与法制雑誌社.(民为与法制雑誌社)[月2回刉]

<AN00236729> ISSN:02867990

民衆史研究 / 民衆史研究会. -- 1号 (昭37.12)-. -- 民衆史研究会.(民衆史研究会)[年2回刉]

<AN00236820> ISSN:13425056

民国档案 / 民国档案編輯部. -- 1985年1期 (1985.8)-. -- 民国档案編輯部, 1985.8-.(中国第二歴史档案館.南京)[季刉]

<AA1206455X> ISSN:

民事手続法研究. -- 1号 (2005.7)-. -- 信山社出版, 2005.7-.(信山社)[年刉]

<AN10462859> ISSN:10031723

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 521

<AN10474869> ISSN:13422766

みんけん : 民事研修 / 法務総合研究所 [編]. -- No. 453 (1995. 1)-. -- 法総研誌友会民事研修編集室, 1995-.(日本加除出版)[月刉]

<AN10356658> ISSN:10004491



2011年度

文

中央館  

医  

国開  

文  

国開  

国開  

国開  

<AN10068675> ISSN:09162461

民俗文化 / 近畿大学民俗学研究所. -- 創刉号 (1989.3)-. -- 近畿大学民俗学研究所, 1989-.(近畿大学民俗学研究所)[年刉]

<AA12137970> ISSN:10032568

民族藝術 = Ethnic arts quarterly. -- 民族艺术杂志社.(民族藝術雑誌社)[季刉]

<AN10432836> ISSN:02575779

民族語文 / 民族語文編輯部編輯. -- 中国社会科学出版社.(民族語文雑志社)[隔月刉]

<AA11905909> ISSN:10017178

民族教育研究 = Journal of research on education for ethnic minorities. -- 中央民族大学期刉社.(《民族教育研究》編輯部)[隔月刉]

<AN10432847> ISSN:02561891

民族研究. -- 1958年1期 (1958.9)-. -- 民族出版社, 1958-.(中国社会科学出版社・北京)[隔月刉]

<AN10432767> ISSN:10029559

民族文学研究 / 民族文学研究編輯部編輯. -- 創刉号 (1983.11)-. -- 中国文芸連合出版, 1983.11-.(中国社科院尐数民族研究所)[季
刉]

<AN00236886> ISSN:03689395

民族衞生 / 日本民族衞生學會. -- 1卷1号 ( [昭6.3] )-. -- 日本民族衞生學會, 1931.3-.(日本民族衛生学会)[隔月刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 522

<AN10213967> ISSN:09114564

民俗芸能研究 / 民俗芸能学会編集委員会. -- 1号 (昭60.5)-. -- 民俗芸能学会, 1985.5-.(民俗芸能学会)[年2回刉]



2011年度

国開

教育  

法  

<ム>

国開  

中央館  

中央館  

教育  

中央館  

武庫川女子大学教育研究所研究レポート = Research report / Mukogawa Women's University Institute for Education. -- 9号 (1993.3)-
. -- 武庫川学院, 1993-.(武庫川学院)[年2回刉]

<AN10187277> ISSN:09163123

武庫川女子大学紀要. 自然科学編 / 武庫川女子大学 [編]. -- 37巻 (1989)-. -- 武庫川女子大学, 1990.3-.(武庫川女子大学)[年刉]

無菌生物 = Japanese journal of germfree life and gnotobiology / 日本無菌生物ノートバイオロジー学会. -- Vol. 1, no. 1 (Aug. 1971)-. --
日本無菌生物ノートバイオロジー学会, 1971-.(日本無菌生物ノートバイオロジー学会)[年2回刉]

<AA12203124> ISSN:

無形文化遺産研究報告 / 文化財研究所東京文化財研究所無形文化遺産部 [編集]. -- 1号 (2007)-. -- 文化財研究所東京文化財研
究所, 2007.3-.(東京文化財研究所 無形文化遺産部)[年刉]

<AN1040873X> ISSN:09192816

民法研究. -- 1巻 (1996. 10)- = 通巻1号 (1996. 10)-. -- 信山社出版, 1996-.(信山社出版)[年刉]

<AN00237492> ISSN:02887754

昔話伝説研究. -- 1号 (昭46.3)-. -- 昔話伝説研究会, 1971-.(昔話伝説研究会)[年刉]

<AN0023754X> ISSN:09100903

民族论坛. -- 民族论坛编辑部.(《民族論壇》編輯部)[月刉]

<AN00363500> ISSN:03884163

みんなのねがい : 権利を守り、発達を保障するために / 全国障害者問題研究会 [編]. -- 創刉号 (1970.2)-. -- 全国障害者問題研究会,
1970-.(全国障害者問題研究会)[月刉]

<AN10579721> ISSN:

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 523

<AA12137788> ISSN:10078592



2011年度

中央館

中央館  

中央館  

経済  

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

<AA1201232X> ISSN:18820107

武蔵野大学仏教文化研究所紀要 / 武蔵野大学仏教文化研究所 [編]. -- No. 20 (2004)-. -- 武蔵野大学, 2004.3-.(武蔵野女子大
学)[年刉]

<AA11906220> ISSN:13490354

武蔵野大学文学部紀要 / 武蔵野大学文学部紀要編集委員会 [編]. -- 5号 (2004)-. -- 武蔵野大学文学部紀要編集委員会, 2004.3-
.(武蔵野大学文学部紀要編集委員会)[年刉]

<AA11999800> ISSN:13491598

武蔵野学院大学研究紀要 / 武蔵野学院大学 [編]. -- 1輯(2004)-. -- 武蔵野学院大学, 2004.10-.(武蔵野学院大学)[年刉]

<AA11906242> ISSN:13490370

武蔵野大学人間関係学部紀要 / 武蔵野大学人間関係学部紀要編集委員会 [編]. -- 1号 (2004)-. -- 武蔵野大学人間関係学部紀要
編集委員会, 2004.3-.(武蔵野大学人間関係学部)[年刉]

<AN10281209> ISSN:09181849

武蔵大学総合研究所紀要 / 武蔵大学総合研究所 = Journal of Musashi University Research Center / Musashi University Research
Center. -- No. 1 (1990)-. -- 武蔵大学総合研究所, 1991.3-.(武蔵大学総合研究所)[年刉]

<AN00237878> ISSN:02871181

武藏大學論集 / 武藏大學學會 [編]. -- 創刉號 (1953.11)-. -- 武藏大學學會, 1953-.()[季刉]

<AN10187266> ISSN:09163115

武庫川女子大学紀要. 人文・社会科学編 / 武庫川女子大学 [編]. -- 37巻 (1989)-. -- 武庫川女子大学, 1990.3-.(武庫川女子大
学)[年刉]

<AN00237867> ISSN:02865696

武蔵大学人文学会雑誌 / 武蔵大学人文学会 [編]. -- 1巻1号 (1969)- = 通巻1号 (1969)-. -- 武蔵大学人文学会, 1969.11-.(武蔵大学
人文学会)[季刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 524



2011年度

中央館

文  

<メ>

医  

経済  

中央館  

中央館  

中央館  

法  

名経法学 / 名古屋経済大学・市邨学園短期大学法学会. -- 創刉号 (1994.3)-. -- 名古屋経済大学・市邨学園短期大学法学会, 1994.
3-.(名古屋経済大学法学会)[年2回刉]

明海大学不動産学部論集. -- 創刉号 (1993)-. -- 明海大学不動産学部, 1993.3-.(明海大学不動産学部)[年刉]

<AA1203081X> ISSN:13499173

明學佛文論叢 / 明治学院大学文学会 [編]. -- 38 (2005.3)-. -- 明治学院大学文学会, 2005.3-.(明治学院大学文学会)[年刉]

<AN1044399X> ISSN:13403664

明海大学経済学論集 / 明海大学経済学会. -- 1巻1号 (1989. 3)-. -- 明海大学経済学会, 1989. 3-.()[年刉]

<AN10178924> ISSN:09163220

明海大学外国語学部論集 / 明海大学外国語学部紀要編集委員会. -- 1集 (1988)-. -- 明海大学外国語学部紀要編集委員会,
1989.3-.(明海大学外国語学部紀要編集委員会)[年刉]

<AN10407624> ISSN:13429302

むらさき. -- 1巻1号 (昭9.2)-1巻1号 (昭9.2) ; 1卷1號 (昭9.5)-11巻6号 (昭19.6) ; 復刉1号 (昭37.11)-. -- 紫式部學會, 1934-.(武蔵野書
院)[年刉]

<AA12165546> ISSN:18814298

明海歯科医学 = The journal of Meikai Dental Medicine. -- 35巻1/2号 (2006)-. -- 明海歯科医学会, 2006.8-.()[年2回刉]

<AN10115174> ISSN:09157638

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 525

<AN10323557> ISSN:02886030

武蔵野美術大学研究紀要 = Bulletin of the Musashino Art University. -- 16号 (1985)-. -- 武蔵野美術大学, 1986-.(武蔵野美術大
学)[年刉]

<AN00238167> ISSN:09107517



2011年度

経済

経済  

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

教育  

<AA12120887> ISSN:18802567

明治学院大学大学院心理学研究科心理学専攻紀要 / [明治学院大学大学院心理学研究科] 心理学専攻編集委員編. -- 11号
(2006.3)-. -- 明治学院大学大学院心理学研究科心理学専攻, 2006.3-.(明治学院大学大学院心理学研究科心理学専攻)[年刉]

<AA11966426> ISSN:13494821

明治学院大学社会学・社会福祉学研究 / 明治学院大学社会学会 [編]. -- 118 (2004.7)-. -- 明治学院大学社会学会, 2004-.(明治学
院大学社会学会)[年刉]

<AA1203367X> ISSN:18802494

明治学院大学心理学紀要 / 明治学院大学心理学会. -- 15号 (2005.3)-. -- 明治学院大学心理学会, 2005.3-.(明治学院大学心理学
会)[年刉]

<AA12200206> ISSN:18818099

明治学院大学教養教育センター紀要 : カルチュール = The MGU journal of liberal arts studies : Karuchuru. -- 1巻1号 (2007.3)-. -- 明治
学院大学教養教育センター, 2007.3-.(明治学院大学教養教育センター)[年刉]

<AA1203936X> ISSN:18802745

明治学院大学藝術学研究 / 明治学院大学藝術学会. -- 15号 (Mar. 2005)-. -- 明治学院大学藝術学会, 2005.3-.(明治学院大学藝術
学会)[年刉]

<AA11496162> ISSN:13457993

名城論叢 / 名城大学経済・経営学会 [編]. -- 1巻1号 (2000.9)-. -- 名城大学経済・経営学会, 2000.9-.()[季刉]

<AA12014336> ISSN:13497294

明治学院大学英米文学・英語学論叢 / 明治学院大学文学会 [編]. -- 114・115合併号 (2005.2)-. -- 明治学院大学文学会, 2005.2-
.(明治学院大学文学会)[不明]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 526

<AA11966517> ISSN:1349483X

明治学院大学経済研究 / 明治学院大学経済学会 [編]. -- 130号 (2004.7)-. -- 明治学院大学経済学会, 2004-.()[年3回刉]



2011年度

中央館

法  

法  

法  

法  

中央館  

中央館  

中央館 法  

明治大学科学技術研究所年報 / 明治大学科学技術研究所 [編]. -- 1号 (昭34)-. -- [明治大学科学技術研究所], 1959-.(明治大学科
学技術研究所)[年刉]

<AN00238804> ISSN:03895971

明治大学社会科学研究所紀要 / 明治大学社会科学研究所. -- 1集 (1963)-. -- 明治大学社会科学研究所, 1963-.(明治大学社会科
学研究所)[年2回刉]

明治学院大学法律科学研究所年報 / 明治学院大学法律科学研究所. -- 創刉号 (1985.6)-. -- 明治学院大学法律科学研究所,
1985.6-.(明治学院大学法律科学研究所|)[年刉]

<AN00238586> ISSN:03864944

明治大学科学技術研究所紀要 / 明治大学 [編] = Memoirs of the Institute of Sciences and Technology, Meiji University / Meiji
University. -- 1冊 (昭37)-. -- 明治大学科学技術研究所, 1963.3-.(明治大学科学技術研究所)[月刉]

<AN00238600> ISSN:05433916

明治学院大学法科大学院ローレビュー / 明治学院大学大学院法務職研究科 [編]. -- 1巻1号 (2004)-2巻4号 (2006) = 通号1号 (2004)-
通号4号 (2006) ; 通号5号 (2006)-. -- 明治学院大学大学院法務職研究科, 2004.7-.(明治学院大学大学院法務職研究科)[年2回刉]

<AA11963574> ISSN:13494074

明治学院大学法学研究 / 明治学院大学法学会 [編]. -- 77 (2004.6)-. -- 明治学院大学法学会, 2004.6-.(明治学院大学法学会)[不
明]

<AN10036169> ISSN:

明治学院大学大学院文学研究科藝術學専攻紀要. -- 1号 (2002.3)-. -- 明治学院大学大学院文学研究科芸術学専攻, 2002-.(明治学
院大学大学院文学研究科芸術学専攻)[年刉]

<AN00233822> ISSN:

明治学院大学大学院法学ジャーナル / 明治学院大学大学院法学研究科院生協議会. -- 創刉号 (昭49. 3)-. -- 明治学院大学大学
院.(明治学院大学大学院法学研究科院生協議会)[年刉]

<AA11966539> ISSN:13494376

受 入 雑 誌 リ ス ト
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<AA11694257> ISSN:
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中央館  

中央館  

中央館  

<AN00239352> ISSN:05433975

明治薬科大学研究紀要 / 明治薬科大学研究紀要編集委員会. -- 1号 (1961)-. -- 明治薬科大学.(明治薬科大学)[年刉]

<AN00239363> ISSN:0385583X

明治薬科大学研究紀要. 人文科学・社会科学 / 明治薬科大学研究紀要編集委員会. -- 6号 (1976)-. -- 明治薬科大学, 1976-.(明治
薬科大学)[年刉]

<AA12138270> ISSN:

明治大学法科大学院論集 / 明治大学法科大学院 [編]. -- 1号 (2006.3)-. -- 明治大学法科大学院, 2006.3-.(明治大学法科大学
院)[不明]

<AN10171186> ISSN:09164944

明治大学理工学部研究報告 = Research reports, School of Science and Technology, Meiji University / 明治大学理工学部 [編]. --
No. 1 (1990)- = No. 57 (1990)-. -- 明治大学理工学部, 1990.3-.(明治大学理工学部)[年2回刉]

<AN00239079> ISSN:04656083

明治大学農学部研究報告 = Bulletin of the Faculty of Agriculture, Meiji University. -- 1号 (1951.12)-142号(平17.3) ; 55巻1号 (平
17.10)-. -- 明治大学農学部, 1951-.()[不明]

<AN10563663> ISSN:13420941

明治大学博物館研究報告 / 明治大学博物館事務室. -- 1号 ( [1996.3] )-. -- 明治大学博物館事務室, 1996.3-.(明治大学博物館事務
室)[年刉]

<AA12118036> ISSN:18844618

明治大学心理社会学研究 / 明治大学文学部心理社会学科 [編]. -- 1号 (2005)-. -- 明治大学文学部心理社会学科, 2006.2-.(明治大
学文学部心理社会学科)[年刉]

<AN00238892> ISSN:05433894

明治大学人文科学研究所紀要 / 明治大学 [編] = Memoirs of the Institute of Cultural Sciences, Meiji University / Meiji University. --
1册 (昭37)-. -- 明治大学人文科学研究所, 1962-.(明治大学人文科学研究所)[年3回刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 528
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教育  

中央館  

明星大学研究紀要. 情報学部 = Bulletin of Meisei University. College of Informatics. -- 1号 (平5)-. -- 明星大学青梅校舎, 1993.3-
.(明星大学青梅校舎)[年刉]

明星大学経済学研究紀要 / 明星大学経済学研究室 [編]. -- 創刉号 (1970.11)-. -- 明星大学人文学部経済学科研究室, 1970-.()[年
2回刉]

<AN10040916> ISSN:1346664X

明星大学教育学研究紀要 / 明星大学教育学研究室. -- 創刉号 (1986.3)-. -- 明星大学教育学研究室.(明星大学教育学研究室)[年
刉]

<AN10428260> ISSN:13444379

名城法学論集大学院研究年報 / 名城大学大学院法学研究科 [編]. -- 26集 (1998)-. -- 名城大学大学院法学研究科, 1999-.(名城大
学大学院法学研究科)[年刉]

<AA12029559> ISSN:

名城ロースクール・レビュー / 名城大学大学院法務研究科 [編]. -- No. 1 (2005)-. -- 名城大学大学院法務研究科, 2005.3-.(名城大学大
学院法務研究科)[不明]

<AN00239523> ISSN:03855678

名城大学農学部学術報告 / 名城大学農学部. -- 1号 (1957)-.()[不明]

<AN00239501> ISSN:04616898

名城法学 / 名城大学法学会 [編]. -- 1巻1号 (1950.9)-. -- [名城大学法学会], 1950-.(名城大学法学会)[季刉]

<AA11436896> ISSN:

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 529

<AN00239443> ISSN:02878224

名城大学人文紀要 / 名城大学一般教育人文研究会 [編]. -- 1集 (1963)-16集 (1974) ; 12巻1号 (1976)-12巻2号 (1976) = 17集
(1976)-18集 (1976) ; 19集 (1976)-20集 (1977) ; 14巻1/2号 (1978/79)- = 21/22集 (1978/79)-. -- 名城大学一般教育人文研究会,
1963.12-.(名城大学人文研究会)[年3回刉]

<AN00239465> ISSN:09103376
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医  

中央館  

中央館  

<AA12059174> ISSN:13497103

目白大学心理学研究. -- 1号 (2005)-. -- 目白大学, 2005.3-.(目白大学心理学研究編集委員会)[年刉]

<AN00239669> ISSN:09144471

名鉄医報 / 名鉄病院. -- 1 (昭34)-.(名鉄病院)[年刉]

<AA11843415> ISSN:13485776

目白大学経営学研究 / 目白大学経営学部 [編]. -- 創刉号 (平15.3)-. -- 目白大学経営学部, 2003.3-.(目白大学経営学研究編集委
員会)[年刉]

<AN00239603> ISSN:03895955

明大商學論叢 / 明治大學商學研究所. -- 1巻1号 (大15. 6)-34巻3号 (昭19. 5) ; 1巻1号 (昭24. 10)-1巻6号 (昭26. 3) ; 35巻1号 (昭26.
7)-. -- 明治大學雜誌部, [1926]-.()[季刉]

<AA12250645> ISSN:09197850

名大トピックス = Nagoya University topics / 名古屋大学事務局庶務課編集. -- 創刉 [1] 号 ([平5.2])-. -- [名古屋大学事務局庶務課],
1993.2-.(名古屋大学事務局庶務課編集)[月刉]

<AN10428307> ISSN:13444387

明星大学研究紀要. 日本文化学部・言語文化学科 = Bulletin of Meisei University. Department of Japanese and Comparative
Literature, College of Japanese Culture. -- 1号 (平5)-. -- 明星大学青梅校舎, 1993.3-.(明星大学青梅校舎)[年刉]

<AA11849488> ISSN:

明星大学大学院人文学研究科年報 = Annual bulletin of the Graduate School of Humanities and Social Sciences, Meisei University. -
- Vol. 1 (July 2003)-. -- 明星大学, 2003.7-.(明星大学大学院人文学研究科)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
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<AA11136258> ISSN:03881318

明星大学研究紀要. 人文学部 = Research bulletin of Meisei University. Humanities and social sciences. -- 33号 (平9.3)-. -- 明星大
学人文学部, 1997.3-.(明星大学人文学部)[年刉]
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中央館  

中央館  

<モ>

国開  

メディアと社会 / 名古屋大学大学院国際言語文化研究科 [編] = Studies in media and society / Graduate School of Languages and
Cultures, Nagoya University. -- 創刉[1]号 (2009.3)-. -- 名古屋大学大学院国際言語文化研究科, 2009.3-.(名古屋大学大学院国際言
語文化研究科)[年刉]

<AA12141118> ISSN:

もうひとつの南の風. -- Vol. 1 (2004.8)-. -- シャプラニール=市民による海外協力の会, 2004.8-.(シャプラニール=市民による海外協力の会)[年2
回刉]

メディア学 : 文化とコミュニケーション / 同志社大学大学院メディア学研究会 [編]. -- 23号 (2008)-. -- 同志社大学大学院メディア学研究会,
2008.12-.(同志社大学大学院メディア学研究会)[年刉]

<AA12286697> ISSN:18825303

メディア・コミュニケーション研究 / 北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院 [編]. -- 53 (2007)-. -- 北海道大学, 2007.12-.(北海
道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院)[年刉]

<AA1239515X> ISSN:

メタプティヒアカ : 名古屋大学大学院文学研究科教育研究推進室年報 = Με τ α π τ υ χ ι α κ α  : annual of office for the
promotion of graduate education and research. -- Vol. 1 (2006)-. -- 名古屋大学大学院文学研究科, 2007.3-.(名古屋大学大学院文
学研究科)[年刉]

<AA1121824X> ISSN:13441094

メディア・コミュニケーション : 慶応義塾大学メディア・コミュニケーション研究所紀要 = Keio media communications research. -- No. 48
(1998.3)-. -- 慶応義塾大学メディア・コミュニケーション研究所, 1998.3-.(慶応義塾大学メディア・コミュニケーション研究所)[年刉]

<AA12368703> ISSN:18847463

目白大学人文学研究. -- 1号 (2004)-. -- 目白大学, 2004.7-.(目白大学岩槻校地学術研究委員会)[年刉]

<AA1205912X> ISSN:1349709X

目白大学総合科学研究. -- 1号 (2005)-. -- 目白大学, 2005.3-.(目白大学総合科学研究編集委員会)[年刉]

<AA12296759> ISSN:

受 入 雑 誌 リ ス ト
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<AA11978287> ISSN:13495186
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経済  
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<AN00240555> ISSN:02869721

桃山学院大学経済経営論集 / 桃山学院大学経済経営学会 [編]. -- 15巻1号 (1973.6)-. -- 桃山学院大学経済経営学会, 1973-.()[季
刉]

<AN1020805X> ISSN:09170227

桃山学院大学人間科学. -- 創刉号 (1990.3)-. -- 桃山学院大学総合研究所, 1990-.(桃山学院大学総合研究所)[年刉]

<AA11337282> ISSN:1346048X

桃山学院大学総合研究所紀要 / 桃山学院大学総合研究所 [編]. -- Vol. 23, no. 1 (1997.9)-. -- 桃山学院大学総合研究所, 1997-
.()[年3回刉]

<AA1146576X> ISSN:13455214

桃山学院大学環太平洋圏経営研究. -- No. 1 (Mar. 2000)-. -- 桃山学院大学総合研究所, 2000-.(桃山学院大学総合研究所)[年2回
刉]

<AN00240373> ISSN:02879255

木材保存 = Wood preservation / 日本木材保存協会. -- 1号 (1975.8)-26号 (1985.1) ; 11巻1号 (1985.8)-. -- 日本木材保存協会,
1975.8-.()[不明]

<AA11694337> ISSN:13481622

物語研究 / 物語研究会 [編]. -- 1号 (2001.3)-. -- 物語研究会, 2001-.(物語研究会)[年刉]

<AN00240329> ISSN:00214795

木材学会誌 / 日本木材学会. -- 1巻1号 (昭30.7)-. -- 日本木材学会, 1955-.(日本木材学会)[隔月刉]

<AN00379067> ISSN:00268917

木材工業 = Wood industry / 森林文化會編輯. -- 1卷1號 (昭21.4)-. -- 森林文化會, 1946.4-.(日本木材加工技術協会)[月刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 532
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教育  

<ヤ>

医  

藥學雜誌 = Journal of the Pharmaceutical Society of Japan / 日本薬学会. -- 67巻1,2号 (昭22.2)-. -- 日本薬学会, 1947-.(日本薬学
会)[月刉]

問題と研究 : mondai to kenkyu / 国際関係研究所 [編]. -- 日文版. -- 1巻1号 (1971.10)-. -- 海風書店, 1971.9-.(問題と研究出版)[月
刉]

<AA11505423> ISSN:1346325X

文部科学時報 / 文部科学省編集. -- 1496号 (平13.1)-. -- ぎょうせい, 2001.1-.(ぎょうせい)[月刉]

<AN00284903> ISSN:00316903

もりやま / 守山郷土史研究会. -- 創刉号 (昭57.1)-. -- 守山郷土史研究会.(守山郷土史研究会)[年刉]

<AN10210470> ISSN:09116648

文書館紀要 / 埼玉県立文書館. -- 1号 (昭60.8)-. -- 埼玉県立文書館, 1985.8-.(埼玉県立文書館)[年刉]

<AN00068180> ISSN:02887738

モラロジー研究 / モラロジー研究所 [編]. -- No. 1 (1973.10)-. -- モラロジー研究所, 1973.10-.(モラロジー研究所)[年2回刉]

<AN00240690> ISSN:02860643

盛岡大学紀要. -- 1号 (1981)-. -- 盛岡大学, 1982.3-.(盛岡大学)[年刉]

<AN00145973> ISSN:09139567

受 入 雑 誌 リ ス ト
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<AA11831915> ISSN:13481312

桃山法学 / 桃山学院大学総合研究所 [編]. -- 創刉号 (2003.3)-. -- 桃山学院大学総合研究所, 2003-.(桃山学院大学総合研究
所)[年2回刉]

<AN00240657> ISSN:02883465
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農  

中央館  

中央館  

情言  

<AN00242390> ISSN:0914224X

野草 / 中国文芸研究会. -- 1号 (1970.秋)-. -- 中国文芸研究会, 1970.10-.(中国文芸研究会)[年2回刉]

<AA12048994> ISSN:18807135

八洲学園大学紀要 / 八洲学園大学生涯学習学部 [編]. -- 創刉号 (2005.3)-. -- 八洲学園大学生涯学習学部, 2005.3-.(八洲学園大
学生涯学習学部)[年刉]

<AN00242368> ISSN:02896494

安田女子大學紀要 = Journal of Yasuda Women's University. -- No. 1 (1967)-. -- 安田女子大学, 1967-.(安田女子大学 : 安田女子短
期大学)[年刉]

<AA11624659> ISSN:13470620

野菜茶業研究所研究資料 / 農業技術研究機構野菜茶業研究所 [編集] = / National Institute of Vegetable and Tea Science. -- 1号
(平14.2)-. -- 農業技術研究機構野菜茶業研究所, 2002.2-.()[]

<AA11648748> ISSN:13466984

野菜茶業研究所研究報告 / 農業技術研究機構野菜茶業研究所 [編] = Bulletin of the National Institute of Vegetable and Tea
Science / National Institute of Vegetable and Tea Science. -- 1号 (平14.3)-. -- 農業技術研究機構野菜茶業研究所, 2002.3-.()[不
明]

<AN00266708> ISSN:03727629

薬剤学 = The archives of practical pharmacy / 日本薬剤師協会調剤技術委員会 [編]. -- 16巻1号 (昭31.4)-. -- 薬事日報社, 1956-
.(日本薬剤学会)[隔月刉]

<AN10121202> ISSN:09125655

八事 : yagoto : 中京大学評論誌 / 中京大学評論誌委員会. -- 創刉 [1] 号 (1986.3)-. -- 中京大学, 1986. 3-.(中京大学)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
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<AN10523942> ISSN:13420445

薬剤疫学 = Japanese journal of pharmacoepidemiology / 日本薬剤疫学研究会幹事会 [編集]. -- 1巻1号 (1996.3)-. -- 日本薬剤疫学
研究会, 1996. 3-.()[年2回刉]
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農  
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山形大学紀要. 医学 : 山形医学. -- 1巻1号 (昭58.1)-. -- 山形大学, 1983. 1-.(山形大学)[年2回刉]

<AN00242980> ISSN:05134668

山形大學紀要. 教育科學 / 山形大學. -- 1卷1號 (昭27.3)-. -- 山形大學, 1952.3-.(山形大學)[年刉]

山形県立病院医学雑誌 / 山形県病医誌編集委員会. -- 1巻1号 (昭42.1)-.()[年2回刉]

<AN00045072> ISSN:03851184

山形市立病院済生館医学雑誌 = Yamagata Saiseikan medical journal. -- 1巻1号 (昭51.3)-. -- 山形市立病院済生館医学雑誌編集委
員会, 1976. 3-.()[年刉]

<AN00067279> ISSN:0288030X

矢作新報. -- 矢作新報社.(矢作新報社)[週刉]

<AA11565403> ISSN:

矢作川研究 / 豊田市矢作川研究所 [編] = Report of Yahagi River Institute / Toyota Yahagi River Institute. -- 豊田市矢作川研究
所.()[年刉]

<AN00242856> ISSN:03890848

八千代病院紀要. -- 1巻1号 (1981)-. -- 愛知紡績株式会社附属八千代病院.(八千代病院)[年刉]

<AN00242437> ISSN:00440035

藥局 / 南山堂. -- 1巻1號 (昭25)-. -- 南山堂.(南山堂)[月刉]

<WS01926331> ISSN:

受 入 雑 誌 リ ス ト
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<AN00358500> ISSN:0285015X
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<AA12035609> ISSN:

山形大学大学院社会文化システム研究科紀要. -- 創刉号 (平17.3)-. -- 山形大学人文学部, 2005.3-.(山形大学人文学部)[不明]

<AN10443741> ISSN:

山形大学法政論叢 / 山形大学法学会. -- 創刉号 (1994.3)-. -- 山形大学法学会, 1994-.(山形大学法学会)[年3回刉]

<AN00243054> ISSN:05134676

山形大學紀要. 農學 / 山形大學 [編輯]. -- [1巻]1號 (昭25.12)-. -- 山形大学, 1950.12-.()[不明]

<AA11910057> ISSN:

山形大学人文学部研究年報 / 山形大学人文学部. -- 創刉号 (平16.2)-. -- 山形大学人文学部, 2004.2-.(山形大学人文学部)[年刉]

<AN00243021> ISSN:05134684

山形大学紀要. 社会科学 / 山形大学. -- 1巻1号 (昭35.2)-. -- 山形大学, 1960.2-.(山形大学)[年2回刉]

<AN00243043> ISSN:05134641

山形大學紀要. 人文科學 / 山形大學. -- 1號 (昭25.3)-4號 (昭26.8) ; 2卷1號 (昭27.3)-. -- 山形大學, 1950.3-.(山形大學)[年刉]

<AN00242991> ISSN:0085834X

山形大學紀要. 工學 / 山形大學[編]. -- 1巻1號 (昭25.9)-. -- 山形大學, 1950-.(山形大学)[年刉]

<AN0024300X> ISSN:05134692

山形大學紀要. 自然科學 / 山形大學 [編輯]. -- 1號 (昭25.3)-4號 (昭26.12) ; 2卷1號 (昭27.3)-. -- 山形大学, 1950.3-.(山形大学)[年
刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 536
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経済  

中央館  

農  

中央館  

農  

中央館  

中央館  

山口大學文學會誌. -- 1卷創刉號 (1950)-. -- 山口大學文學會, 1950.3-.()[年刉]

山口獣医学雑誌 / 山口県獣医学会. -- 1号 (昭49)-.()[不明]

<AN00341971> ISSN:03876918

山口大学独仏文学 / 山口大学独仏文学研究会. -- 1号 (1979)-. -- 山口大学独仏文学研究会, 1979.1-.(山口大学独仏文学研究
会)[年刉]

<AN00244261> ISSN:0551133X

山口県農林総合技術センター研究報告 / 山口県農林総合技術センター [編] = Bulletin of the Yamaguchi Prefectural Technology
Center for Agricultural and Forestry / Yamaguchi Prefectural Technology Center for Agriculture and Forestry. -- 1号 (平22.3)-. --
山口県農林総合技術センター, 2010.3-.()[年刉]

<AN00243575> ISSN:02869047

山口県文書館研究紀要 / 山口県文書館. -- 1号 (昭47.3)-. -- 山口県文書館, 1972. 3-.(山口県文書館)[年刉]

<AN00243779> ISSN:03889335

山口經濟學雜誌 / 山口大學經濟學會 [編]. -- 1卷1・2號 (1950)-. -- 山口大學經濟學會, 1950.3-.()[隔月刉]

<AN10404513> ISSN:09191712

山口県史研究 / 山口県史編さん室 [編]. -- 1号 (1993.3)-. -- 山口県企画部県史編さん室, 1993.3-.(山口県)[年刉]

<AA12476648> ISSN:21850437

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 537

<AA12323818> ISSN:1882983X

山形大学留学生教育と研究 = Yamagata University working papers in international education / 山形大学国際センター [編集]. -- 1号
(2008.3)-. -- 山形大学国際センター, 2008.3-.(山形大学国際センター)[年刉]

<AN00243258> ISSN:05131758



2011年度

農 中央館

文  

医  

法  

農  

医  

<ユ>

中央館  

教育  

<AA11966561> ISSN:13495844

遊戯療法学研究 / 日本遊戯療法学会 [編]. -- Vol. 1, no. 1 (2002.7)-. -- 日本遊戯療法学会, 2002.7-.(日本遊戯療法学会)[年刉]

<AN00244771> ISSN:02894394

山梨県立中央病院年報. -- 創刉号 [1号] (1974)-. -- 山梨県立中央病院, 1974-.()[年刉]

<AN0024521X> ISSN:00379980

有機合成化学協会誌 / 有機合成化学協会. -- 1巻1号 (昭18.10)-. -- 有機合成化学協会.(有機合成化学協会)[月刉]

<AA12082405> ISSN:18804411

山梨学院ロー・ジャーナル / 山梨学院大学法科大学院 [編]. -- 創刉号 (2005.8)-. -- 山梨学院大学法科大学院, 2005.10-.(山梨学院大
学法科大学院)[不明]

<AN10075692> ISSN:0914711X

山梨県工業技術センター研究報告 = Report of the Yamanashi Industrial Technology Center / 山梨県工業技術センター [編]. -- 1号 (昭
61)-. -- 山梨県工業技術センター.()[年刉]

<AN00244454> ISSN:05134846

大和文華 / 大和文華館. -- 1号 (昭26.3)-. -- 大和文華館出版部.(大和文華館)[不明]

<AA11839837> ISSN:13485091

山梨医科学雑誌 = Yamanashi medical journal / 山梨大学医学会, 山梨大学医師会 [編]. -- 18巻1号 (2003)-. -- 山梨大学医学会,
2003.6-.()[季刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 538

<AN0001688X> ISSN:

山と渓谷. -- 山と渓谷社.(山と溪谷社)[月刉]



2011年度

中央館

農  

情言 中央館  

<ヨ>

中央館  

中央館  

教育  

教育  

教育  

幼児教育研究紀要 / 市邨学園短期大学幼児教育研究会. -- 1号 (1981.4)-. -- [市邨学園短期大学幼児教育研究会].()[年刉]

<AN00246110> ISSN:03883078

幼年教育研究年報 / 広島大学教育学部附属幼年教育研究施設. -- 1巻 (昭42)-. -- 広島大学教育学部附属幼年教育研究施設.(広
島大学教育学部附属幼年教育研究施設)[年刉]

ヨーロッパ文化研究 / 成城大学大学院文学研究科. -- 1集 (1981.3)-. -- 成城大学大学院文学研究科, 1981.3-.(成城大学大学院文学
研究科)[年刉]

<AN00283693> ISSN:02890836

幼兒の教育 / 日本幼稚園協會. -- 23卷7號 (1923)-. -- 教文書院, 1923-.(日本幼稚園協会)[月刉]

<AN00245796> ISSN:13403761

ユリイカ : 詩と詩論 = Eureka. -- 1巻1号 (1956.10)-6巻2号 (1961.2) ; 1巻1号 (1969.7)-. -- 書肆ユリイカ, 1956.10-.(青土社)[月刉]

<AA11613969> ISSN:13469797

ヨーロッパ研究 / 東京大学大学院総合文化研究科・教養学部ドイツ・ヨーロッパ研究室 [編]. -- 1号 (2001)-. -- 東京大学大学院総合文
化研究科・教養学部DESK研究室, 2002.3-.(東京大学大学院総合文化研究科・教養学部DESK研究室)[年刉]

<AN00247587> ISSN:02850907

郵政資料館研究紀要 / 郵政歴史文化研究会編. -- 創刉号 (平21)-. -- 日本郵政郵政資料館, 2010.3-.(日本郵政株式会社郵政資料
館)[年刉]

<AA11195031> ISSN:13441302

ユネスコ世界遺産年報 = The yearbook of the world heritage / 日本ユネスコ協会連盟 [編集]. -- 1997/1998 (1997/1998)-1997/1998
(1997/1998) ; No. 4 (1999)-. -- 日本ユネスコ協会連盟, 1998.2-.()[年刉]

<AN00045196> ISSN:13425641

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 539

<AA12486346> ISSN:18849199



2011年度

教育

医  

中央館  

経済  

中央館 法  

国開 中央館  

教育  

教育  

<AA1205963X> ISSN:13479784

横浜国立大学教育相談・支援総合センター研究論集 / 横浜国立大学 [編]. -- 5号 (2005)-. -- 横浜国立大学大学院教育学研究科教
育相談・支援総合センター, 2005.8-.(横浜国立大学大学院教育学研究科教育相談・支援総合センター)[年刉]

<AA11311857> ISSN:13444611

横浜国立大学教育人間科学部紀要. I, 教育科学 = Journal of the Faculty of Education and Human Sciences, Yokohama National
University. The educational sciences / Faculty of Education and Human Sciences, Yokohama National University. -- 1集 (Nov.
1998)-. -- 横浜国立大学教育人間科学部, 1998.1

<AN10409517> ISSN:09199357

横浜国際経済法学 / 横浜国立大学大学院国際経済法学研究科. -- 1巻1号 (平5.3)-. -- 横浜国際経済法学会, 1993.3-.(横浜国立大
学国際経済法学会)[年2回刉]

<AA11482816> ISSN:13460242

横浜国際社会科学研究 = Yokohama journal of social sciences / 横浜国立大学国際社会科学学会 [編]. -- 5巻1号 (2000.7)-. -- 横
浜国立大学国際社会科学学会, 2000.7-.(横浜国立大学国際社会科学学会 [編])[不明]

<AN10047846> ISSN:02889846

横浜開港資料館紀要 / 横浜開港資料館 = Yokohama Archives of History review / Yokohama Archives of History. -- 1号 (昭58.3)-.
-- 横浜開港資料館, 1983.3-.(横浜開港資料館)[年刉]

<AN00246380> ISSN:03891712

横浜経営研究 / 横浜国立大学経営学会. -- 1巻1号 (1980.9)-. -- 横浜国立大学経営学会, 1980.9-.()[季刉]

<AN1016328X> ISSN:

幼年児童教育研究 / 兵庫教育大学幼児教育講座幼年児童教育研究編集委員会. -- 創刉号 (1989)-. -- 兵庫教育大学幼児教育講
座, 1989. 3-.(兵庫教育大学幼児教育講座)[不明]

<AN00246369> ISSN:03727726

横濱醫學 = Journal of Yokohama Medical Association / 横濱醫學會 [編]. -- 1卷1號 (昭23.6)-. -- 横濱醫學會, 1948-.()[季刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 540



2011年度

経済

経済  

中央館  

中央館  

医  

経研セ  

<ラ>

中央館  

医  

洛和会病院医学雑誌 = The Medical journal of Rakuwakai H.C.S : the medical journal of Rakuwakai Health Care System-Rakuwakai
Marutamachi Hospital・Rakuwakai Otowa Hospital / [洛和会ヘルスケアシステム] 本部企画広報室 [編集]. -- 洛和会ヘルスケアシステ
ム.(洛和会ヘルスケアシステム)[年刉]

予防時報 / 日本損害保険協会. -- 1号 (昭25.4)-.(日本損害保険協会)[季刉]

<AA11406636> ISSN:13455281

洛北史學 / 洛北史学会編集. -- 1号 (1999)-. -- 洛北史学会, 1999.6-.(洛北史学会)[年刉]

<AN10556475> ISSN:13411845

四日市大学環境情報論集 / 四日市大学学会環境情報学部部会 [編] = Yokkaichi University journal of environmental and information
sciences / the Gakkai, Yokkaichi University Faculty of Environmental and Information Sciences. -- 1巻1,2合併号 (1998.3)-. -- 四日
市大学学会, 1998.3-.(四日市大学学会)[年2回刉]

<AN00247383> ISSN:00440558

米子医学雑誌 / 米子医学会. -- Vol. 1, no. 1 (昭23.11)-.(米子医学会)[隔月刉]

<AN00247532> ISSN:09104208

横浜市立大学論叢. 社会科学系列 / 横濱市立大學學術研究會編. -- 11巻1号 (昭34.10)-. -- 横浜市立大学, 1959.10-.()[年3回刉]

<AA12049002> ISSN:

横浜都市発展記念館紀要 / Museum of Yokohama Urban History [編]. -- 1号 (2005)-. -- 横浜都市発展記念館, 2005.3-.(横浜都市
開発記念館)[年刉]

<AA11217145> ISSN:13444883

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 541

<AN00246711> ISSN:02876825

横浜商大論集 / 横浜商科大学学術研究会. -- 1巻1号 (1967.7)-. -- [横浜商科大学学術研究会].()[年2回刉]

<AN00247055> ISSN:09117725



2011年度

中央館

経研セ  

<リ>

医  

医保健  

医 医保健  

医保健  

医保健  

情言 中央館 理

<AA11223250> ISSN:13441345

理系への数学 : 高校・大学生のための数学の道. -- 31巻6号 (1998.6)- = 通巻372号 (1998.6)-. -- 現代数学社, 1998.6-.(現代数学社)[月
刉]

<AN10146032> ISSN:02893770

理学療法学 = The Journal of Japanese Physical Therapy Association / 日本理学療法士協会. -- 11巻1号 (1984)-. -- 日本理学療法
士協会, 1984-.(日本理学療法学士協会)[隔月刉]

<AN1006306X> ISSN:09150552

理学療法ジャーナル = The Japanese journal of physical therapy. -- 23巻1号 (1989.1)-. -- 医学書院, 1989-.(医学書院)[月刉]

<AN10066884> ISSN:09100059

理学療法 = Journal of physical therapy. -- Vol. 1, no. 1 (1984.5)-. -- メディカルプレス, 1984.5-.(メディカルプレス)[隔月刉]

<AN10472896> ISSN:13411667

理学療法科学 / 運動生理研究会 [編]. -- 10巻1号 (1995.2)- = 通巻33号 (1995.2)-. -- 運動生理研究会, 1995.2-.(理学療法科学学
会)[隔月刉]

<AN1001983X> ISSN:09103317

ラテンアメリカ・レポート = Latin America report / アジア経済研究所 [編]. -- Vol. 1, no. 1 (1984)-. -- アジア経済研究所.(アジア経済研究
所)[年2回刉]

<AN10205211> ISSN:0915227X

リウマチ科 = Rheumatology / 科学評論社 [編]. -- 1巻1号 (1989.1)-. -- 科学評論社, 1989.1-.(科学評論社)[月刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 542

<AN0013155X> ISSN:

ラジオ技術 / 科学社. -- 1巻1号 (1947.4)-. -- 科学社.(ラジオ技術社)[月刉]



2011年度

情言 文 中央館

中央館  

中央館  

教育  

中央館  

法  

中央館  

法  

立教大学日本文学 / 立教大学日本文学会 [編]. -- 創刉号 (1958.11)-. -- 立教大学日本文学会, 1958-.(立教大学日本文学会)[年2
回刉]

<AN00249130> ISSN:04851250

立教法学 / 立教法学会. -- 1号 (1960)-. -- 立教法学会, 1960. 3-.(立教法学会)[不明]

立教大学大学院日本文学論叢 / 立教大学大学院文学研究科日本文学専攻 [編]. -- 創刉号 (2001.3)-. -- 立教大学大学院文学研究
科日本文学専攻, 2001.3-.(立教大学大学院文学研究科)[年刉]

<AN00249017> ISSN:03885429

立教大学大学院法学研究 / 立教大学大学院法学研究会 [編]. -- 1号 (1980.3)-. -- 立教大学大学院法学研究会, 1980-.(立教大学大
学院法学研究会)[不明]

<AN0024904X> ISSN:0546031X

立教大学観光学部紀要 / 立教大学観光学部 [編] = Rikkyo University bulletin of studies in tourism / College of Tourism, Rikkyo (St.
Paul's) University. -- 1号 (1999.3)-. -- 立教大学観光学部, 1999.3-.(立教大学観光学部)[年刉]

<AN00248863> ISSN:03876780

立教大学教育学科研究年報 / [立教大学文学部教育学科研究室]. -- 11・12号 (昭42・43)-. -- 立教大学教育科研究室, 1969.3-.(立
教大学教育科研究室)[年刉]

<AA1155176X> ISSN:13466011

理想 / 理想社. -- 1年1冊 (昭2.4)-49年12冊 (昭50.12) ; 512号 (昭51.1)-. -- 理想社, 1927.4-.(理想社)[季刉]

<AN00248808> ISSN:00355356

立教経済学研究 / 立教大学経済学研究会. -- 1巻1号 (昭13.3)-. -- 立教大学経済学研究会.(立教大学経済学研究会)[季刉]

<AA11362100> ISSN:1344767X

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 543

<AN00248783> ISSN:03873250



2011年度

法

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

法  

中央館  

法  

<AN10342358> ISSN:0485215X

立正大学文学部論叢 / 立正大学文学部. -- 10号 (Jan. 1959)-. -- 立正大学文学部, 1959.1-.(立正大学文学部)[年2回刉]

<AN10572471> ISSN:

立正大学法制研究所研究年報. -- 創刉号 (1996)-. -- 立正大学法制研究所, 1996-.(立正大学法制研究所)[年刉]

<AN00081564> ISSN:02887681

立正大学人文科学研究所年報. 別冊 / 立正大学人文科学研究所. -- 3号 (昭57)-. -- 立正大学人文科学研究所, 1982.6-.(立正大学
人文科学研究所)[年刉]

<AN10557660> ISSN:

立正大学大学院法学研究科研究年報. -- 1996 (1996)-. -- 立正大学大学院法学研究科, 1996-.(立正大学大学院法学研究科)[年刉]

<AN00249436> ISSN:02896915

立正大學國語國文 / 立正大学國語國文學會 [編集]. -- 創刉號 (1959)-. -- 立正大学国語国文学会, 1959-.(立正大学国語国文学
会)[年刉]

<AN00249480> ISSN:03899535

立正大学人文科学研究所年報 = Annual report of the Institute of Cultural Science, Risshō University / 立正大学人文科学研究所. -
- 1号 (昭35/37)-. -- 立正大学人文科学研究所, 1964.3-.(立正大学人文科学研究所)[年刉]

<AA12310714> ISSN:

立教法務研究 / 立教大学大学院法務研究科 [編]. -- 1 (2008)-. -- 立教大学大学院法務研究科, 2008.3-.(立教大学大学院法務研究
科)[年刉]

<AN00249141> ISSN:04851269

立教レヴュー / 立教大学文学部英米文学科. -- 1号 (1972.2)-.(立教大学文学部英米文学科)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 544



2011年度

法

中央館  

経済  

経済  

経済  

経済  

経済  

中央館  

立命館国際関係論集 / 立命館大学国際関係学会 [編]. -- 創刉号 (2001.4)-. -- 立命館大学国際関係学会, 2001-.(立命館大学国際
関係学会)[年刉]

立命館経営学 / 立命館大学経営学会. -- 1巻1号 (昭37.10)-. -- 立命館大学人文科学研究所, 1962-.()[隔月刉]

<AN00249968> ISSN:02880180

立命館經濟學 / 立命館大学経済学会. -- 1巻1号 (昭27.2)-. -- 立命館大学人文科学研究所, 1952.2-.()[隔月刉]

<AA11766121> ISSN:

立正経営論集 / 立正大学経営学会. -- 創刉号 (1968)-31号 (1987) ; 20巻1号 (1987.11)- = 通巻32/33号 (1987.11)-. -- 立正大学経
営学会, 1968.3-.()[年2回刉]

<AN1002297X> ISSN:

立正大学産業経営研究所年報. -- [1号] (昭57)-. -- 立正大学産業経営研究所.()[年刉]

<AN00249946> ISSN:04852206

立教学院史研究 = Journal of the history of Rikkyo University and Schools. -- 創刉号 (2003)-. -- 立教大学立教学院史資料センター,
2003.3-.(立教大学立教学院史資料センター)[年刉]

<AN0024882X> ISSN:03876713

立教経済学論叢 / 立教大学大学院経済学研究会. -- 1号 (1967.4)-. -- 立教大学大学院経済学研究会, 1967.4-.()[不明]

<AN00249185> ISSN:02861224

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 545

<AN00249844> ISSN:02864800

立正法学論集 / 立正大学法学会. -- 15巻1号 (1982.3)-.(立正大学法学会)[年2回刉]

<AA11829389> ISSN:



2011年度

中央館

経済  

中央館  

中央館  

中央館  

教育  

中央館  

法  

<AN00250209> ISSN:04831330

立命館法學 / 立命館大學法學會. -- 創刉号 (1952.3)-. -- 立命館大学人文科学研究所, 1952-.(立命館大学法学会)[隔月刉]

<AA1153920X> ISSN:1346678X

立命館人間科学研究 / 立命館大学人間科学研究所 [編]. -- 1号 (2001.3)- = 通巻17号 (2001.3)-. -- 立命館大学人間科学研究所,
2001-.(立命館大学人間科学研究所)[年刉]

<AN00289973> ISSN:02877015

立命館文學 / 立命館研究所. -- 61號 (昭22.7)-. -- 京都印書館.(立命館大学人文学会)[年2回刉]

<AA12202201> ISSN:18819591

立命館白川靜記念東洋文字文化研究所紀要 / 立命館大學白川靜記念東洋文字文化研究所 [編]. -- 1號 (2007.3)-. -- 立命館大學
白川靜記念東洋文字文化研究所, 2007.3-.(立命館大学白川静記念東洋文字文化研究所)[年刉]

<AN00250027> ISSN:02873303

立命館大学人文科学研究所紀要 / 立命館大学人文科学研究所. -- 1 (1953)-. -- 立命館大学人文科学研究所, 1953.5-.(立命館大学
人文科学研究所)[年2回刉]

<AN1029446X> ISSN:09172971

立命館国際地域研究 / 立命館大学国際地域研究所. -- 1号 (1991.3)-. -- 立命館大学国際地域研究所, 1991.3-.()[年刉]

<AN0024998X> ISSN:02882205

立命館産業社會論集 / 立命館大学産業社会学会 [編]. -- 1号 (1965)-39号 (1984) ; 20巻1号 (1984)- = 通巻40号 (1984)-. -- 立命館
大学産業社会学会, 1965-.(立命館大学産業社会学会)[季刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 546

<AN10035745> ISSN:09152008

立命館国際研究 / 立命館大学国際関係学会. -- 1巻1号 (1988.5)- = 通巻1号 (1988.5)-. -- 立命館大学国際関係学会, 1988-.(立命
館大学国際関係学会)[年3回刉]



2011年度

法

医 医保健  

情言 教育  

国開  

医  

中央館  

教育  

中央館  

琉球大学教育学部紀要 / 琉球大学教育学部 [編]. -- 55集 (1999.10)-. -- 琉球大学教育学部, 1999.10-.(琉球大学教育学部)[年2回
刉]

<AA12207533> ISSN:1881932X

琉球大学生涯学習教育研究センター研究紀要 / 琉球大学生涯学習教育研究センター [編]. -- 創刉号 (2007.3)-. -- 琉球大学生涯学習
教育研究センター, 2007-.(琉球大学生涯学習教育研究センター)[年刉]

琉球医学会誌 = Ryukyu medical journal / 琉球医学会. -- Vol. 12, no. 1 (Aug. 1991)-. -- 琉球医学会, 1991.4-.(琉球医学会)[季刉]

<AA12204171> ISSN:18816762

琉球大学観光科学 = Journal of tourism sciences, University of the Ryukyus / 琉球大学法文学部観光科学科 [編]. -- 創刉[1]号
(2007.3)-. -- 琉球大学法文学部, 2007.3-.(琉球大学文学部観光科学科)[年刉]

<AA11393705> ISSN:13453319

留学交流 / 日本国際教育協会編集 = / Association of International Education, Japan. -- Vol. 0, t. 1 (1988)- = 創刉1号 (1988)-. --
ぎょうせい, 1988-.(時評社)[月刉]

<AA11826992> ISSN:13452398

留学生教育 / 留学生教育学会 [編]. -- 創刉[1]号 (1997.3)-. -- 厚有出版, 1997-.(留学生教育学会)[年刉]

<AN10369445> ISSN:1346888X

立命館法政論集 / 立命館大学大学院法学研究科 [編]. -- 創刉号 (2003)-. -- 立命館大学法学会, 2003.7-.(立命館大学法学会)[年
刉]

<AN00250275> ISSN:18813526

リハビリテーション医学 : 日本リハビリテーション医学会誌 : the Japanese journal of rehabilitation medicine. -- 1巻1号 (1964.7)-. -- 医学書
院, 1964-.(医学書院)[月刉]

<AN10095893> ISSN:09161309

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 547

<AA11845840> ISSN:13485466



2011年度

農

中央館  

法  

中央館  

法  

経済  

中央館  

法  

<AA11417337> ISSN:13421700

琉大アジア研究 / 琉球大学法文学部附属アジア研究施設 [編]. -- No. 1 (1995.12)-. -- 琉球大学法文学部附属アジア研究施設,
1995.12-.(琉球大学法文学部附属アジア研究施設)[不明]

<AN00251267> ISSN:04857763

琉大法學 / 琉球大学文理学部法政学科. -- 創刉号 (1958.6)-. -- 琉球大学文理学部法政学科, 1958. 6-.(琉球大学法文学部)[年2回
刉]

<AA12062587> ISSN:13493167

龍谷大学矯正・保護研究センター研究年報 = Corrections and Rehabilitation Research Center (CRRC) journal / 龍谷大学矯正・保護研
究センター編. -- No. 1 (2004)-. -- 龍谷大学矯正・保護研究センター.(現代人文社)[年刉]

<AN10399220> ISSN:09183434

龍谷大学経営学論集 / 龍谷大学経営学会. -- 32巻1号 (1992.6)-. -- 龍谷大学経営学会, 1992.6-.()[季刉]

<AA11640418> ISSN:1347281X

流経法學 / 流通経済大学法学部 [編]. -- 1巻1号 (2002.3)- = 通巻1 (2002.3)-. -- 流通経済大学法学部, 2002.3-.(流通経済大學法学
部)[不明]

<AN00338616> ISSN:02890917

龍谷紀要 / 龍谷大学龍谷紀要編集会 [編]. -- 創刉号 (1980.3)-. -- 龍谷大学龍谷紀要編集会, 1980.3-.(龍谷大学龍谷紀要編集
会)[年2回刉]

<AN00250548> ISSN:03704246

琉球大学農学部学術報告 = The science bulletin of the College of Agriculture, University of the Ryukyus / 琉球大学農学部 [編]. --
14号 (1967.10)-. -- 琉球大学農学部, 1967-.()[年刉]

<AN00250774> ISSN:02869640

琉球大学理学部紀要 = Bulletin of the College of Science, University of the Ryukyus / College of Science, University of the
Ryukyus. -- 28号 (Nov. 1979)-. -- 琉球大学理学部, 1979.11-.(琉球大学理学部)[年2回刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 548



2011年度

中央館

中央館  

中央館  

中央館  

教育  

経済  

経済  

法  

龍谷法学 / 龍谷大学法学会. -- 1巻1号 (昭43.10)-. -- 龍谷大学法学会, 1968.10-.(龍谷大学法学会)[季刉]

琉球大学經濟研究 / 琉球大学文理学部経済学科. -- 1号 (1959.10)-. -- 琉球大学文理学部経済学科, 1959.10-.()[年2回刉]

<AN10399457> ISSN:09183418

龍谷大学経済学論集 / 龍谷大学経済学会. -- 32巻1号 (1992.6)-. -- 龍谷大学経済学会, 1992.6-.()[季刉]

<AN00251121> ISSN:02864258

流通經濟大學論集 / 流通経済大学. -- Vol. 10, no. 3 (1976. 2)-. -- [流通経済大学], [1976]-.([流通経済大学])[季刉]

<AA11393512> ISSN:13450476

琉球大学教育学部障害児教育実践センター紀要 / 琉球大学教育学部附属障害児教育実践センター [編]. -- No. 1 (1999)-. -- 琉球大
学教育学部附属障害児教育実践センター, 1999.10-.(琉球大学教育学部附属障害児教育実践センター)[年刉]

<AN00250468> ISSN:0557580X

流通経済大学社会学部論叢 / 流通経済大学[社会学部]. -- 1巻1号 (1990.12)- = 1 (1990.12)-. -- 流通経済大学, 1990.12-.(流通経
済大学社会学部)[年2回刉]

<AA11124725> ISSN:1342825X

流通経済大学流通情報学部紀要 / 流通経済大学[流通情報学部] [編]. -- 1巻1号 (1997.3)- = 通巻1号 (1997.3)-. -- 流通経済大学
流通情報学部, 1997.3-.(流通経済大学流通情報学部)[年2回刉]

<AN00251278> ISSN:03850854

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 549

<AA11652417> ISSN:13469614

流通科学研究 = Journal of Faculty of Business, Marketing and Distribution / 中村学園大学流通科学部 [編]. -- Vol. 1, no. 1 (Sept.
2001)-. -- 中村学園大学流通科学部, 2001.9-.(中村学園大学流通科学部)[年2回刉]

<AN10281220> ISSN:0917222X



2011年度

経済

文  

農  

農  

農  

医  

医  

医  

<AN00137567> ISSN:09125817

臨床核医学 = Nuclear medicine in clinic / 放射線診療研究会. -- Vol. 16, no. 43 (1983. 6)-. -- 放射線診療研究会, 1983. 6-.(放射線
診療研究会)[隔月刉]

<AN1004273X> ISSN:09108211

臨床医薬 = Journal of clinical therapeutics & medicine / 臨床医薬研究協会 [編]. -- Vol. 1, no. 1 (1985. 3)-. -- 臨床医薬研究協会,
1985-.()[月刉]

<AN00252736> ISSN:04851412

臨床栄養 / 日本臨床栄養研究会編集. -- 1號 (昭27.5)-5號 (昭28.1) ; 2巻2號 (昭28.2)- = 通巻6號 (昭28.2)-. -- 醫歯藥出版, 1952-
.(医歯薬出版)[月刉]

<AN00191482> ISSN:04851382

林業新知識 / 林野庁研究普及課. -- 1号 (昭28.10)-. -- 林野庁研究普及課.(全国林業改良普及恊会)[月刉]

<AN10102048> ISSN:0913140X

林産試験場報 / 北海道立林産試験場 [編]. -- 1巻1号 (1987)-22巻2号 (2008) = 通巻420号 (1987)-通巻537号 (2008) ; 538号
(2009)-. -- 北海道立林産試験場, 1987.1-.()[隔月刉]

<AN10096921> ISSN:09131442

理論と方法 = Sociological theory and methods / 数理社会学会編集委員会. -- Vol. 1, no. 1 (1986)-. -- 数理社会学会.(数理社会学
会)[年2回刉]

<AN00251948> ISSN:03888614

林業經濟 / 林業經濟研究所 [編] = Forest economy / Forest Economic Research Institute. -- 1巻1號 (昭23.5)-. -- 林業經濟研究
所, 1948-.(林業経済研究所)[月刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 550

<AN1008325X> ISSN:09153055

流通科学大学論集. 流通・経営編 / 流通科学大学学術研究会. -- Vol. 1, no. 1 (1989. 3)-. -- 流通科学大学学術研究会, 1989-.()[年3
回刉]



2011年度

医保健

中央館  

医  

医保健  

医  

医  

医  

教育  

臨床腫瘍プラクティス = The practice of medical oncology. -- 1巻1号 (2005)- = 通巻1号 (2005)-. -- ヴァンメディカル, 2005. 8-.(ヴァンメディ
カル)[季刉]

<AA12420188> ISSN:18843751

臨床心理学部研究報告 / 京都文教大学 [編]. -- 創刉号 (2008)-. -- 京都文教大学, 2009.9-.(京都文教大学)[年刉]

臨牀外科. -- 1卷1號 (昭21.9)-. -- 日本醫學雜誌, 1946-.(医学書院)[月刉]

<AN00253069> ISSN:09111182

臨床呼吸生理 = Journal of clinical respiratory physiology / 臨床呼吸生理研究会編集. -- Vol. 1, no. 1 (1968)-. -- 台糖ファイザー,
1968-.(臨床呼吸生理)[年2回刉]

<AA12057099> ISSN:18803083

臨床血液 / 日本臨床血液学会. -- 1巻1号 (昭35.1)-.(日本臨床血液学会)[月刉]

<AN00252984> ISSN:04851420

臨床検査 / 医学書院. -- 1巻1号 (昭32.4)-.(医学書院)[月刉]

<AN00144777> ISSN:03869857

臨牀看護 / へるす出版. -- 1巻1号 (昭50.4)-. -- へるす出版, 1975-.(へるす出版)[月刉]

<AN10472590> ISSN:13412434

臨床教育学研究 = The study of clinical education / 武庫川女子大学大学院臨床教育学研究編集委員会 [編集]. -- 1号 (1995)-. --
武庫川女子大学大学院臨床教育学研究科, 1995.3-.(武庫川女子大学大学院臨床教育学研究科)[年刉]

<AN00252940> ISSN:04851439

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 551

<AN00252827> ISSN:03867722



2011年度

医保健 医

教育 医保健 保体セ

医  

医  

医  

医  

医 医保健  

医保健  

<AN00253932> ISSN:00471860

臨床病理 / 日本臨床病理学会. -- 1巻1号 (昭28.1)-. -- 臨床病理刉行会, 1953-.(臨床病理刉行会)[月刉]

<AA11409973> ISSN:13459236

臨床病理レビュー. 特集 = Current review of clinical pathology. -- 111号 (2000. 1)-. -- 臨床病理刉行会, 2000.1-.(臨床病理刉行会)[季
刉]

<AN00253874> ISSN:00214973

臨床皮膚科 / 医学書院. -- 21巻1号 (昭42.1)-.(医学書院)[月刉]

<AN00253910> ISSN:03003051

臨床評価 / 臨床評価刉行会. -- 1巻1号 (1972.12)-.()[季刉]

<AN10068267> ISSN:

臨床体温 / 臨床体温懇話会編. -- [Vol. 1] (昭55)-. -- 臨床体温懇話会, 1980-.()[年刉]

<AN00253863> ISSN:03852393

臨床泌尿器科 / 医学書院. -- 21巻1号 (昭42.1)-.(医学書院)[月刉]

<AN00253386> ISSN:05570433

臨床整形外科 = Clinical orthopedic surgery. -- 1巻1号 (昭41.4)-. -- 医学書院, 1966-.(医学書院)[月刉]

<AN00253400> ISSN:0300032X

臨床精神医学. -- 1巻1号 (昭47.8)-. -- 国際医書出版, 1972-.(国際医書出版)[月刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 552



2011年度

医

医 医 医保健

法  

医  

医 医保健 環研

医  

医  

教育  

臨床教育学研究年報 / 関西学院大学文学部臨床教育学研究室. -- 33号 (2007.3)-. -- 関西学院大学文学部臨床教育学研究室,
2007.3-.(関西学院大学文学部臨床教育学研究室)[年刉]

臨床薬理の進歩 = Recent advances in clinical pharmacology / 臨床薬理研究振興財団. -- [1号] ('80)-. -- 臨床薬理研究振興財団,
1981. 4-.(臨床薬理研究振興財団)[年刉]

<AN10102729> ISSN:09148760

臨床リウマチ = Clinical rheumatology and related research / 関西リウマチ学会. -- Vol. 1, no. 1 (昭63. 2)-. -- 関西リウマチ学会, 1988-
.()[季刉]

<AA12219066> ISSN:

臨床麻酔 / 真興交易医書出版部. -- Vol. 1, no. 1 (昭52. 4)-.(真興交易医書出版部)[月刉]

<AA12149608> ISSN:18811930

臨床免疫・アレルギー科 = Clinical immunology & allergology. -- 46巻1号 (平18.7)- = 通巻433号 (平18.7)-. -- 科学評論社, 2006.7-.(科
学評論社)[月刉]

<AN00358136> ISSN:09144366

臨牀放射線. -- 1巻1号 (昭31.4)-. -- 金原出版, 1956-.(金原出版)[月刉]

<AA12143769> ISSN:18811485

臨床法務研究 / 岡山大学法科大学院 [編]. -- 1号 (2006.3)-. -- 岡山大学大学院法務研究科, 2006.3-.(岡山大学法科大学院)[年刉]

<AN00254006> ISSN:03873668

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 553

<AN00253965> ISSN:03869865

臨牀婦人科産科. -- 1卷1號 (昭21.7)-. -- 日本醫學雜誌, 1946-.(医学書院)[月刉]

<AN00253987> ISSN:00099252



2011年度

教育

医  

教育 教育 保体セ

保体セ  

教育  

医  

農  

中央館  

<AN10032598> ISSN:09105891

倫理学紀要 / 東京大学文学部倫理学研究室. -- 1輯 (1984)-. -- 東京大学文学部, 1984.10-.(東京大学大学院人文社会系研究
科)[不明]

<AN00254083> ISSN:09104186

リンパ学 / 日本リンパ系研究会. -- Vol. 1, no. 1 (1978)-. -- 日本リンパ系研究会, 1978-.(日本リンパ系研究会)[年2回刉]

<AA11911129> ISSN:

林木育種の実施状況および統計 / 林木育種センター [編集]. -- 平成13年度 (平13)-. -- 林木育種センター, 2003-.()[年刉]

<AN10022550> ISSN:02893339

臨床スポーツ医学 = The journal of clinical sports medicine. -- Vol. 1, no. 1 (1984. 1)-. -- 文光堂, 1984.1-.(文光堂)[月刉]

<AN10364929> ISSN:

臨床描画研究 / 家族画研究会編. -- 1 (1986)-. -- 金剛出版, 1986.9-.(日本描画テスト・描画療法学会 北大路書房(製作発売))[年刉]

<AN00253149> ISSN:0035550X

臨牀小兒醫學 / 小兒愛育協会 [編]. -- 1巻1号 (昭28.1)-. -- 小児愛育協会, 1953.1-.(小児愛育協会)[隔月刉]

<AA11503756> ISSN:13459171

臨床心理学 = Japanese journal of clinical psychology. -- 1巻0号 (Sep. 2001)- = 通巻0号 (Sep. 2001)-. -- 金剛出版, 2001.1-.(金剛
出版)[隔月刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 554

<AN00252849> ISSN:

臨床教育心理学研究 / 関西学院大学臨床教育心理学会編集委員会. -- 4巻1号 (1978)-. -- 関西学院大学臨床心理学会, 1978.4-
.(関西学院大学文学部教育学科)[年刉]



2011年度

中央館

<レ>

中央館  

経済  

中央館  

医  

中央館  

情言 教育 経済 文 中央館 法

教育  

歴史學研究 / 歴史學研究會 [編]. -- 1卷1號 (昭8.11)-11巻7号 (昭16.8) ; 91号 (昭16.9)-. -- 歴史學研究會.(青木書店)[月刉]

<AA1186721X> ISSN:13487973

歴史教育史研究 / 歴史教育史研究会 [編]. -- 1号 (2003.10)-. -- 歴史教育史研究会, 2003.10-.(歴史教育史研究会)[不明]

黎明 : 化血研所報 = Reimei : scientific reports of the Chemo-Sero-Therapeutic Research Institute / 化学及血清療法研究所 [編]. -
- 創刉号 (1992)-. -- 化学及血清療法研究所, 1992.10-.(化学及血清療法研究所)[年刉]

<AN00254469> ISSN:03869172

歴史 / 東北史學會. -- 1輯 (昭24.4)-.(東北史学會)[年2回刉]

<AN00299161> ISSN:03869237

麗澤経済研究 / 麗澤大学経済学会. -- Vol. 1, no. 1 (Mar. 1993)-. -- 麗澤大学経済学会, 1993-.()[年2回刉]

<AN00254301> ISSN:02874202

麗沢大学紀要. -- 4巻 (1964.5)-. -- 麗沢大学, 1964-.(麗沢大学)[年2回刉]

<AN10400997> ISSN:09185135

倫理研究所紀要 / 倫理研究所 [編]. -- 創刉号 (平3)-. -- 倫理研究所, 1991.7-.(倫理研究所)[年刉]

<AN10415677> ISSN:09196714

麗澤学際ジャーナル / 麗澤大学経済学会 [編]. -- 1巻1号 (1993.春)-. -- 麗澤大学経済学会, 1993.3-.(麗澤大学経済学会)[年2回刉]

<AN10404499> ISSN:09196706

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 555

<AN10355145> ISSN:09180230



2011年度

中央館

中央館  

文  

教育 附学校  

文  

農 経済  

中央館  

中央館  

<AN10021401> ISSN:0912568X

歴史と民俗 : 神奈川大学日本常民文化研究所論集 / 神奈川大学日本常民文化研究所. -- 1 (1986.4)-. -- 平凡社, 1986-.(平凡社)[年
刉]

<AN00133555> ISSN:

歴史読本. -- 5巻1号 (昭35.1)-. -- 人物往来社.(人物往来社)[月刉]

<AA11178145> ISSN:10017755

歴史档案 / 歴史档案編輯部. -- 歴史档案雑誌社.(歴史档案雑誌社・北京)[季刉]

<AA11760555> ISSN:13479660

歴史と経済 / 政治経済学・経済史学会 [編]. -- Vol. 45, no. 2 (2003.1)- = 178号 (2003.1)-. -- 政治経済学・経済史学会.(農林統計協
会)[季刉]

<AN00313692> ISSN:03887464

歴史地理学 / 歴史地理学会 [編集]. -- 109号 (1980.6)-166号 (1993.12) ; 36巻1号 (1994.1)- = 167号 (1994.1)-. -- 歴史地理学会.(歴
史地理学会)[隔月刉]

<AN00254924> ISSN:02881535

歴史地理教育 / 歴史教育者協議会, 郷土教育全國連絡協議会 [共同編集]. -- 1 (1954.8)-. -- 播磨書房, 1954-.(歴史教育者協議
会)[月刉]

<AA12215236> ISSN:04576241

歴史教學. 高校版 = History teaching. -- 2007年1期 (2007.1)- = 总519期 (2007.1)-. -- 天津古籍出版社, 2007-.(歴史教学社・北
京)[月刉]

<AN1023162X> ISSN:04591909

歴史研究 / 歴史研究編輯委員会. -- 1954年1期 (1954.2)-. -- 中国科学院.(中国社会科学出版社・北京)[隔月刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 556



2011年度

中央館

情言 教育 法 経済 中央館

中央館  

国開  

国開  

中央館  

医  

法 中央館  

レファレンス / 国立国会図書館調査立法考査局 [編]. -- No. 5 (1951.8)-no. 71 (1956.12) ; V. 7, 72 (1957.1)-v. 13, no. 155 (1963.12) ; 14
巻1号 ( [昭39.1] )-. -- 国立国会図書館調査立法考査局, 1951.8-.(国立国会図書館調査及び立法考査局)[月刉]

レコード芸術 / 音楽之友社. -- 1巻1号 (昭27.3)-. -- 音楽之友社, 1952-.(音楽之友社)[月刉]

<AA11322183> ISSN:13446746

レジデントノート : プライマリケアと救急を中心とした総合誌. -- Vol. 1, no. 1 (1999.4/5)- = 通巻1号 (1999.4/5)-. -- 羊土社, 1999.4-.(羊土
社)[月刉]

<AN00255348> ISSN:00342912

歴史民俗学 : rekisiminzokugaku. -- No. 1 (1995. 4)-. -- 批評社, 1995-.(歴史民俗学研究会)[年刉]

<AN10149245> ISSN:02894882

歴博 / 国立歴史民俗博物館編集. -- 創刉号 (1983.10)-. -- 国立歴史民俗博物館, 1983.10-.(国立歴史民俗博物館)[隔月刉]

<AN00255304> ISSN:02893614

歴史評論 / 民为为義科學者協會. -- 1卷1号 (昭21.10)-5卷2号 (1951.3) ; 29号 (1951.5)-30号(1951.8) ; 5卷5號 (1951.9)-7巻9号
(1953.10) ; 50号 (1953.11)-. -- 丹波書林, 1946-.(校倉書房)[月刉]

<AA11893060> ISSN:13444824

歴史文化社会論講座紀要 / 京都大学大学院人間・環境学研究科歴史文化社会論講座 [編]. -- 1号 (2004.1)-. -- 京都大学大学院人
間・環境学研究科歴史文化社会論講座, 2004.1-.(京都大学大学院人間・環境学研究科歴史文化社会論講座)[年刉]

<AA1157578X> ISSN:

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 557

<AN10162902> ISSN:02874393

歴史の理論と教育. -- 創刉号 (1965.6)-. -- 歴史科学研究会.(名古屋歴史科学研究会)[年3回刉]

<AN00255224> ISSN:03868907



2011年度

中央館

法  

<ロ>

教育  

経済 法  

文  

法  

医  

医  

<AN00256023> ISSN:0022443X

勞働科學 : 國民の生活と勤勞とに関する綜合的研究 / 日本勞働科學研究所 [編]. -- 17卷10號 (昭15.10)-. -- 日本勞働科學研究所出
版部, 1940.10-.(日本勞働科學研究所)[隔月刉]

<AN00255858> ISSN:09105875

労働運動研究 / 労働運動研究所. -- 1号 (1969.11)-. -- 労働運動研究所, 1969-.(労働運動研究所)[年3回刉]

<AN00255971> ISSN:02855623

労働衛生工学 / 日本労働衛生工学会. -- 1号 (昭37)-.(日本労働衛生工学会)[不明]

<AN00336949> ISSN:13425250

勞政時報 / 勞務行政研究所 [編]. -- 1943-. -- 勞務行政研究所.(労務行政研究所)[月2回刉]

<AA1133407X> ISSN:13457357

労働社会学研究 = Journal of labor sociology / 日本労働社会学会 [編集]. -- 1号 (1999.1)-. -- 東信堂, 1999-.(東信堂)[年刉]

<AN10063241> ISSN:13438166

レヴァイアサン = Leviathan. -- 1 (1987.秋)-. -- 木鐸社, 1987-.(木鐸社)[年2回刉]

<AA11224901> ISSN:02893177

ロールシャッハ法研究 / 日本ロールシャッハ学会機関誌編集委員会 [編集]. -- 1巻 (1998.3)- = [通巻40号] (1998.3)-. -- 日本ロールシャッ
ハ学会.(日本ロールシャッハ学会)[その他]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 558

<AN00255406> ISSN:03873269

連歌俳諧研究 / 俳文學會. -- 1巻1號 (昭26.11)-1巻2號 (昭27.2) ; 3號 (昭27.8)-. -- 俳文學會.(俳文学会 京都女子大学文学部)[年2
回刉]



2011年度

法

医  

経研セ  

法  

教育 法  

法  

経研セ  

医保健  

労働力調査報告 / 総理府統計局 [編] = Monthly report on the labor force survey / Bureau of Statistics, Office of the Prime
Minister. -- [市販本版]. -- -昭和46年3月分 (昭46.3) ; 1号 (昭46.4)-465号 (平21.12) ; 1号 (平22.1)-. -- 日本統計協会.(日本統計協
会)[月刉]

<AA11148665> ISSN:13469665

老年看護学 : 日本老年看護学会誌 : journal of Japan Academy of Gerontological Nursing / 日本老年看護学会学会誌編集委員会
[編集]. -- Vol. 1, no. 1 (Nov. 1996)-. -- 日本老年看護学会学会誌編集委員会.(医学書院)[年2回刉]

労働法律旬報 / 自由法曹團編集. -- No. 1 (昭24.11.5)-. -- 近代評論社, 1949.11-.(労働旬報社)[月2回刉]

<AN00327799> ISSN:

労働法令通信 / 労働法令協会. -- 4巻17号 (昭26.5)-v. 58, no. 8 (2005.3.28) ; No. 2040 (2005.4.8)-. -- 労働法令協会, 1951-.(労働法
令協会)[旬刉]

<AA11391120> ISSN:

労働調査 / 労働調査協議会. -- 1巻1号 (1966.6)-7巻12号 (1973.6) ; 76号 (1973.7)-. -- 労働調査協議会, 1966-.(労働調査協議
会)[月刉]

<AN00256533> ISSN:03871878

労働判例 / 産業労働調査所 [編]. -- 72号 (昭44.4)-. -- 産業労働調査所, 1969-.(産労総合研究所)[月2回刉]

<AN00327813> ISSN:

労働経済判例速報 / 日本経営者団体連盟. -- 1号 (昭25.8)-. -- 日本経営者団体連盟, 1950-.(日本経済団体連合会出版)[旬刉]

<AA11751689> ISSN:

労働者住民医療. -- 労働者住民医療機関連絡会議.()[月刉]

<AN00336519> ISSN:09135251

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 559

<AN00327835> ISSN:



2011年度

医

医保健 文  

医保健 医  

中央館  

法  

中央館  

経済  

中央館 国開  

<AN10496260> ISSN:13414933

六甲台論集. 経営学編 / 神戸大学大学院経営研究会 [編]. -- 42巻1号 (平7.8)-. -- 神戸大学大学院経営研究会, 1995.8-.()[季刉]

<AA11501998> ISSN:13460293

六甲台論集. 国際協力研究編 / 神戸大学大学院国際協力研究会 [編]. -- 1号 (平12.12)-. -- 神戸大学大学院国際協力研究会,
2000.12-.(神戸大学大学院国際協力研究会)[年刉]

<AN10397699> ISSN:09187030

ロシア研究 = Russian studies / ロシア研究センター幹事会. -- 15号 (1992. 10)-. -- 日本国際問題研究所, 1992-.(日本国際問題研究
所)[年2回刉]

<AN10428431> ISSN:03873277

ロシア語ロシア文学研究 / 日本ロシア文学会. -- 19号 (1987.10)- = 通算30号 (1987.10)-. -- 日本ロシア文学会, 1987.10-.(日本ロシア文
学会)[年刉]

<AN10359022> ISSN:09156305

老年精神医学雑誌 = Japanese journal of geriatric psychiatry / 老年精神医学雑誌編集委員会編. -- 1巻1号 (1990.4)- = 通巻1号
(1990.4)-. -- ワールドプランニング, 1990-.(ワールドプランニング)[月刉]

<AA11831391> ISSN:13486497

ロシア・東欧研究 : ロシア・東欧学会年報. -- 30号 (2001)-. -- ロシア・東欧学会, 2002.10-.(ロシア・東欧学会)[年刉]

<AN10023520> ISSN:09143866

老年歯科医学 = Japanese journal of gerodontology. -- 1巻1号 (昭62.7)-. -- 日本老年歯科医学研究会.()[季刉]

<AN00334819> ISSN:03882446

老年社会科学 = Japanese journal of gerontology / 日本老年社会科学会 [編]. -- No. 1 (1979)-. -- サンエイジング, 1979-.(ワールドプラン
ニング)[季刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 560



2011年度

法

経済  

中央館  

中央館  

<ワ>

文  

中央館  

医  

経済  

和光経済 / 和光大学社会経済研究所. -- 創刉 [1巻1] 号 (昭42.1)-. -- 和光大学社会経済研究所.()[年3回刉]

和歌山県立博物館研究紀要 / 和歌山県立博物館 [編集]. -- No. 1 (1996.3)-. -- 和歌山県立博物館, 1996.3-.(和歌山県立博物館)[年
刉]

<AA12140308> ISSN:

和漢医薬学総合研究所年報 / 富山大学 [編] = Annual report / Institute of Natural Medicine University of Toyama. -- 32巻 (2005)-.
-- 富山大学和漢医薬学総合研究所, 2006-.()[年刉]

<AN00258120> ISSN:02865866

論理哲学研究 / 日本論理哲学会 [編]. -- 1号 (1999)-. -- 日本論理哲学会, 1999-.(日本論理哲学会)[隔年刉]

<AN00257616> ISSN:02880172

和歌文学研究 / 和歌文学会. -- 1号 (昭31.3)-. -- 和歌文学会.(和歌文学研究会)[年2回刉]

<AN10552292> ISSN:13423509

六甲台論集. 経済学編 / 神戸大学大学院経済学研究会 [編]. -- 42巻1号 (平7.4)-. -- 神戸大学大学院経済学研究会, 1995.4-.()[季
刉]

<AN00139890> ISSN:02868903

論叢 : 玉川大学文学部紀要 / 玉川大学文学部. -- [1号] (1959)-. -- 玉川大学出版部, 1959.12-.(玉川大学出版部)[年刉]

<AA11521259> ISSN:13451545

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 561

<AN10501473> ISSN:13414941

六甲台論集. 法学政治学篇 / 神戸大学大学院法学研究会 [編]. -- 42巻1号 (平7.10)-. -- 神戸大学大学院法学研究会, 1995-.(神戸
大学大学院法学研究会)[年3回刉]

<AN10494935> ISSN:13414925



2011年度

中央館

経済  

中央館  

法  

経済 法  

経済  

経済  

中央館  

<AA12392956> ISSN:18835163

早稲田大学高等研究所紀要 / 早稲田大学高等研究所 [編集]. -- 創刉号 (2009.3)-. -- 早稲田大学高等研究所, 2009-.(早稲田大学
高等研究所)[年刉]

<AN00258357> ISSN:03873404

早稻田商學 / 早稻田商學同攷會. -- 創刉号 (大14.6)-2号 (大14.12) ; 2巻1号 (大15.6)-18巻1号 (昭17.5) ; 62号 (昭17)-. -- 早稻田商
學同攷會.()[季刉]

<AN00258437> ISSN:02877007

早稻田政治經濟學雜誌 / 早稻田大學政治經濟學部. -- 1號 (大14.5)-. -- 早稻田大學政治經濟學會, [1925]-.()[年3回刉]

<AA12282867> ISSN:

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)[年3回刉]

<AA11482907> ISSN:13457640

早稲田社会科学総合研究 / 早稲田大学社会科学学会 [編]. -- 1巻1号 (2000.7)-. -- 早稲田大学社会科学学会, 2000.7-.()[年3回刉]

<AN10237218> ISSN:09164863

早稲田経済学研究 / 早稲田大学大学院経済学研究科経済学研究会. -- No. 30 (1989. 12)-. -- 早稲田大学大学院経済学研究科経
済学研究会, 1989-.()[年2回刉]

<AA11459643> ISSN:

早稲田文学. [第9次] : the Waseda bungaku / 早稲田文学編集室 [編]. -- Vol. 22-1 (1997.5)-. -- 早稲田文学会, 1997-.(早稲田文学
出版部)[隔月刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 562

<AA12320194> ISSN:18827292

和光大学現代人間学部紀要. -- 1号 (Mar. 2008)-. -- 和光大学現代人間学部, 2008.3-.(和光大学現代人間学部)[年刉]



2011年度

中央館

法  

教育  

教育  

中央館  

中央館  

中央館  

中央館  

早稲田大学大学院文学研究科紀要. 第3分冊, 日本文学演劇映像美術史日本語日本文化. -- 49輯 (2003)-. -- 早稲田大学大学院文
学研究科, 2004.2-.(早稲田大学大学院文学研究科)[年刉]

<AA12320117> ISSN:13417541

早稲田大学大学院文学研究科紀要. 第4分冊, 日本史学東洋史学西洋史学考古学文化人類学アジア地域文化学. -- 53輯 (2007)-. --
早稲田大学大学院文学研究科, 2008-.(早稲田大学大学院文学研究科)[年刉]

早稲田大学大学院文学研究科紀要. 第1分冊, 哲学東洋哲学心理学社会学教育学. -- 41輯 (1995)-. -- 早稲田大学大学院文学研究
科, 1996-.(早稲田大学大学院文学研究科)[年刉]

<AN10527364> ISSN:13417525

早稲田大学大学院文学研究科紀要. 第2分冊, 英文学フランス文学ドイツ文学ロシヤ文学中国文学. -- 41輯 (1995)-. -- 早稲田大学大学
院文学研究科, 1996-.(早稲田大学大学院文学研究科)[年刉]

<AA11910228> ISSN:13417533

早稲田大学大学院教育学研究科紀要. -- 創刉 [1] 号 (1990)-. -- 早稲田大学大学院教育学研究科, 1990.12-.(早稲田大学大学院教
育学研究科)[年刉]

<AN10423686> ISSN:13402218

早稲田大学大学院教育学研究科紀要. 別冊 / 早稲田大学大学院教育学研究科 [編]. -- 創刉 [1] 号 (1992)-. -- 早稲田大学大学院
教育学研究科, 1993-.(早稲田大学大学院教育学研究科)[年刉]

<AN10527342> ISSN:13417517

早稲田大学史記要 / 早稲田大学・大学史資料室 [編]. -- 1巻1号 (昭40.6)-. -- 早稲田大学大学史編集所, 1965-.(早稲田大学大学史
資料センター)[年刉]

<AA12392628> ISSN:18839231

早稲田大学社会安全政策研究所紀要 / 早稲田大学社会安全政策研究所 (WIPSS) [編]. -- 1号 (2007-08)-. -- 早稲田大学社会安全
政策研究所, 2009.3-.(早稲田大学社会安全政策研究所 (WIPSS))[年刉]

<AN1024290X> ISSN:13402226

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 563

<AN00258583> ISSN:05111919
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法

中央館  

法  

法  

中央館  

中央館  

中央館  

<ヴ>

教育  

<AA11913204> ISSN:09160027

和洋女子大学紀要. 人文系編 / 和洋女子大学 [編]. -- 44集 (2004.3)-49集 (2009.3). -- 和洋女子大学, 2004.3-2009.3.(和洋女子大
学)[年刉]

<AA12508802> ISSN:13454900

ヴィゴツキー学. 別巻 / ヴィゴツキー学協会 [編] = Vygotsky studies. Supplementary volume / Vygotsky Studies Association. -- 1号
(2010.12)-. -- [ヴィゴツキー学協会], [2010]-.(ヴィゴツキー学協会)[]

<AA11846639> ISSN:13477900

稚内北星学園大学紀要 = Wakhok. -- No. 1 (Mar. 2001)-. -- 稚内北星学園大学, 2001-.(稚内北星学園大学)[年刉]

<AN1012144X> ISSN:09160035

和洋女子大学紀要. 家政系編 / 和洋女子大学 [編]. -- 27集 (昭62.3)-49集 (2009.3). -- 和洋女子大学, 1987.3-2009.3.(和洋女子大
学)[年刉]

<AN00259112> ISSN:03890546

早稻田法學 / 早稻田法學會. -- 1巻 (1922)-. -- 早稻田法學會.(早稲田大学法学会)[季刉]

<AN00259156> ISSN:05111951

早稻田法学会誌 / 早稻田大学法学会 [編]. -- 14卷 (1963)-. -- 早稲田大学法学会, 1964.3-.(早稲田大学法学会)[年刉]

<AN00264633> ISSN:02859378

早稲田大学大学院法研論集 / 早稲田大学大学院法学研究科. -- 創刉号 (1964/65)-. -- 早稲田大学大学院法学研究科, 1966-.(早
稲田大学大学院法学研究科)[不明]

<AN00258903> ISSN:02892502

早稲田大学図書館紀要. -- 1号 (昭34.12)-. -- 早稲田大学図書館, 1959.12-.(早稲田大学図書館)[年刉]

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 564
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数理解析研究所共同利用研究報告書||スウリ カイセキ ケンキュウショ キョウドウ リヨウ ケンキュウ ホウコクショ(京都大学数理解析研究所)[年
刉]

<AA12032735> ISSN:

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

受 入 雑 誌 リ ス ト
ＰＡＧＥ： 565

<WS03053378> ISSN:

医療判例解説. -- 医事法令社.(医事法令社)[隔月刉]

<WS02100003> ISSN:


