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編集
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学園だより

学園だより編集委員会

名古屋大学学報 (392号より電子版)

事務局総務部

名古屋大学プロフィール Profile of Nagoya University

事務局総務部

名大トピックス

事務局総務部

ＩＳＳＮ09197850
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事務局総務部

欧文

附属図書館

館燈 名古屋大学附属図書館報

附属図書館

ＩＳＳＮ0387477Ｘ

附属図書館研究開発室

附属図書館研究開発
室

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
名古屋大学附属図書館研究年報 = Annals of Nagoya
University Library Studies
LIBST Newsletter
名古屋大学国語国文学

文学部・名古屋大学国語国文学会

事務局

文学部・文学研究科

附属図書館研究開発室

ＩＳＳＮ09109803

名古屋大学中国哲学論集

大学院文学研究科・名古屋大学中国哲学研究会

ＩＳＳＮ13475649

名古屋大学中国語学文学論集

文学部・名古屋大学中国語学文学論集

ＩＳＳＮ03875598

名古屋大学哲学論集

名古屋大学哲学会

ＩＳＳＮ09156577

名古屋大学東洋史研究報告

文学部東洋史研究会

ＩＳＳＮ03874788

名古屋大学文学部研究論集（史学)

文学部

ＩＳＳＮ04694716

名古屋大学文学部研究論集（哲学)

文学部

ＩＳＳＮ04694716

名古屋大学文学部研究論集（文学)

文学部

ＩＳＳＮ04694716

Journal of the School of Letters, Nagoya University

School of Letters

欧文
ＩＳＳＮ13496190
欧文
ＩＳＳＮ18828833

職業と技術の教育学
教育学部・教育発達科
中等教育研究センター紀要
学研究科
心理発達科学論集

ＩＳＳＮ13484893
ＩＳＳＮ0288996Ｘ

大学院教育発達科学研究科附属生涯学習・キャリア教
ＩＳＳＮ18803148
育研究センター
大学院教育発達科学研究科技術・職業教育学研究室 ＩＳＳＮ13442627
大学院教育発達科学研究科附属中等教育研究センター ＩＳＳＮ18810411
大学院教育発達科学研究科

名古屋大学大学院教育発達科学研究科紀要.教育科学 大学院教育発達科学研究科

ＩＳＳＮ13460307

名古屋大学大学院教育発達科学研究科紀要.心理発達 大学院教育発達科学研究科
ＩＳＳＮ13461729
科学
Nagoya Journal of Education and Human Development Graduate School of Education and Human Development 欧文
ＩＳＳＮ18810403
名古屋大学教育学部附属中・高等学校紀要
教育学部附属中・高等学校
ＩＳＳＮ03874761
名古屋大学法学部ニュース

大学院法学研究科

名古屋大学法政論集

大学院法学研究科

ＩＳＳＮ04395905

大学院経済学研究科

ＩＳＳＮ00229725

大学院経済学研究科附属国際経済政策研究センター

ISSN03856690

経済学部・経済学研究 経済科学
科
調査と資料
附属国際経済政策研
究センター
ERC ニュース
理 philosophia
理学部・理学研究科

The Journal of Earth and Planetary Sciences Nagoya
University
名古屋大学医学部保健学科教育・研究年報
（９号より電子版）
医学部・医学系研究科
Nagoya Journal of Medical science

工学部・工学研究科

ＩＳＳＮ04694767

メタプティヒアカ : 名古屋大学大学院文学研究科教育研 大学院文学研究科 教育研究推進室
究推進室年報
名古屋大学人文科学研究
大学院文学研究科

生涯学習・キャリア教育研究

法学部・法学研究科

ＩＳＳＮ1348687Ｘ

附属図書館研究開発室

Hersetec : journal of hermeneutic study and education Graduate School of Letters
of textual configuration
技術・職業教育学研究室研究報告 = Bulletin of Institute 大学院教育発達科学研究科技術教育学(横山）研究室
of Vocational and Technical Education
教育論叢
大学院教育発達科学研究科教育科学専攻

附属中学・高等学校

ＩＳＳＮ13486888

大学院経済学研究科附属国際経済政策研究センター
理学部・大学院理学研究科広報委員会
Dept. of Earth and Planetary Sciences
医学部保健学科
School of Medicine

工学への道

工学部教務課学生支援課

名古屋大学大学院工学研究科・工学部概要

大学院工学研究科・工学部総務課

名古屋大学工学部･工学研究科技術部技報

工学部・工学研究科技術部

名古屋大学大学院工学研究科国際交流室報

大学院工学研究科国際交流室

テクノ・フェア名大報告書

名古屋大学工学研究科

欧文
ISSN0919875X
ISSN13447920
欧文
ISSN00277622

工学部・工学研究科

附属演習林
国際開発研究科
(人間情報学研究科)

多元数理科学研究科

放射線安全管理室年報

大学院工学研究科・工学部放射線安全管理室

Press e : 名古屋大学工学研究科ニュース

大学院工学研究科

名古屋大学森林科学研究

大学院生命農学研究科附属演習林

ISSN13442457

国際開発研究フォーラム

大学院国際開発研究科

ISSN13413752

GSID ニューズレター

大学院国際開発研究科

大学院人間情報学研究科情報表現論講座・情報創造
論講座
名古屋大学大学院多元数理科学研究科教育・研究活動 大学院多元数理科学研究科
年次報告書
Nagoya Mathematical Journal
大学院多元数理科学研究科

ISSN13442805

表現と創造

欧文
ISSN00277630

Nagoya mathematical lectures = 多元数理講義録

大学院多元数理科学研究科

言語文化研究叢書 ・・・ 図書として配架してあります

大学院国際言語文化研究科

ISSN13471600

言語文化論集

大学院国際言語文化研究科

ISSN03886824

言葉と文化

大学院国際言語文化研究科日本言語文化専攻

ISSN13455508

多元文化

大学院国際言語文化研究科国際多元文化専攻

ISSN13463462

メディアと文化

大学院国際言語文化研究科

ISSN18800831

ことばの科学 Ｓｔｕｄｉａ Ｌｉｎｇｕｉｓｔｉｃａ

名古屋大学言語文化研究会

ISSN13456156

名古屋大学社会学論集

大学院環境学研究科社会環境学専攻社会学講座

ISSN13428977

環境学研究科

SELIS ニュースレター

情報科学研究科

社会文化形成

名古屋大学21世紀COEﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ「太陽・地球・生命圏相
互作用系の変動学」編集委員会
名古屋大学社会文化形成研究会

ISSN18810756

環境医学研究所

環境医学研究所年報

環境医学研究所

ISSN03693570

名古屋大学太陽地球環境研究所年報

太陽地球環境研究所

Annual report / Solar-Terrestrial Environment
Laboratory, Nagoya University
名古屋大学太陽地球環境研究所 Stel News letter

Solar-Terrestrial Environment Laboratory

名古屋大学電子光学研究のあゆみ

１００万ボルト電子顕微鏡実行委員会

国際言語文化研究科

太陽地球環境研究所

エコトピア科学研究所
地球水循環研究セン
ター

太陽地球環境研究所

nVBL news ： ベンチャー･ビジネス･ラボラトリー ニュー エコトピア科学研究所ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー
ス
名古屋大学地球水循環研究センター年報
地球水循環研究センター
HyARC News 地球水循環研究センターニュース

情報連携基盤センター 名古屋大学情報連携基盤センターニュース
アイソトープ総合セン Tracer
ター
名古屋高等教育研究

地球水循環研究センター
情報連携基盤センター

ISSN13478982

アイソトープ総合センター
高等教育研究センター

ISSN13482459

高等教育研究センター 高等教育研究プロファイル(名古屋大学高等教育研究セ 高等教育研究センター
ンターニュースレター)
かわらばん
高等教育研究センター
生物機能開発利用研
究センター

生物機能開発利用研究センター年報

生物機能開発利用研究センター

Ｂｉｏｓｃｉｅｎｃｅ ａｎｄ ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ ｃｅｎｔｅｒ ｎｅｗｓ

生物機能開発利用研究センター

総合保健体育科学
総合保健体育科学セン
ター
総合保健体育科学センター年報
大学文書資料室

総合保健体育科学センター
総合保健体育科学センター

名古屋大学大学文書資料室紀要

大学文書資料室

名古屋大学大学文書資料室ニュース

大学文書資料室

年代測定総合研究セン 名古屋大学加速器質量分析計業績報告書
ター
農学国際協力
農学国際教育協力研
ICCAE news 名古屋大学農学国際教育協力研究セン
究センター
ターニュース
名古屋大学博物館報告
博物館
名古屋大学博物館要覧

NEWS LETTER
名古屋大学日本語・日本文化論集

留学生センター

ISSN13493868

年代測定総合研究センター
農学国際教育協力研究センター

ISSN13475096

農学国際教育協力研究センター
博物館
博物館

物質科学国際研究センター
物質科学国際研究セン RCMS News 名古屋大学物質科学国際研究センター
ニュース
ター
CALE news 名古屋大学法政国際教育協力研究センター 法政国際教育協力研究センター
法政国際教育協力研 ニューズレター
究センター
CALE updates
Center for Asian Legal Exchange
南半球宇宙観測研究
センター

ISSN02895412

南半球宇宙観測研究センター
留学生センター

ISSN13468286

留学生センター

名古屋大学留学生センター紀要

留学生センター

名古屋大学留学生センターニュース

留学生センター

ISSN13486616

高等研究院便覧 = Institute for Advanced Research - a 高等研究院
guide
高等研究院年次報告
高等研究院
高等研究院

高等研究院 Letter = Institute for Advanced Research
Letter
Exedra

高等研究院

核燃料管理施設

名古屋大学核燃料管理施設年報

核燃料管理施設

評価企画室

評価企画室ニューズレター

評価企画室

災害対策室

名古屋大学災害対策室年次報告書

災害対策室

名古屋大学環境医学研究所技術部報告

全学技術センター

全学技術センター

高等研究院

名古屋大学全学技術センター(理学)装置開発系技術報 全学技術センター
告
名古屋大学技術研修会報告集
全学技術センター

誌名（５０音順-ABC順）

関連団 体

ISSN18808778

編集

名古屋大学体育会

濃緑

名古屋大学体育会出版局

名古屋大学留学生会

NUFSA Newsletter

名古屋大学留学生会

備考

