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ソート用 雑誌名 出版者 保存期間 創刊年 刊行 場所
受入停
止区分

備考 備考２ 備考３

ＡＢＣ ACCU NEWS ユネスコ・アジア文化センター 最近2年分 2003 隔月 第１資料室

ＡＢＣ Ace建設業界 日本建設業連合会 vol.1<2011.5>+ 2003 月刊 第１資料室 前: CE建設業界 ●バーコード登録

ＡＢＣ AFCフォーラム 日本政策金融公庫農林水産事業本部 第665号<2006.4>+ 2008 月刊 第１資料室 前: 公庫月報

ＡＢＣ Aging & Health エイジング　アンド　ヘルス 長寿科学振興財団 no.85＜2018.4＞＋ 1992 ４半 第１資料室

ＡＢＣ alic エーリック 農畜産業振興機構 no.1<2012.5>+ 2012 月刊 第１資料室

ＡＢＣ ALPS　アルプス 地域社会ライフプラン協会 vo;.129<2017.4>+ 不明 ４半 第１資料室 ●バーコード登録

ＡＢＣ
Botanical Magazine, Tokyo 　ボタニカル
マガジン

Botanical Society of Japan
第84巻9号（995）-第105巻12号（1080）
<1971.9-1992.12>

1971 月刊 第３資料室 (改) 前：植物学雑誌
後：Journal of plant
research

ＡＢＣ ＣＥＮＴＵＲＹ　センチュリー 現代画報社 vol.197<2013.8>+ 2013 月刊 第１資料室 前:The Human　ザ・ヒューマン ●バーコード登録

ＡＢＣ CEL : Culture,energy and life 大阪ガスエネルギー・文化研究所 vol.57<2001.6>+ 1987 ４半 第３資料室

ＡＢＣ CE建設業界 日本土木工業協会
vol.53(通巻611号)-vol.60 no.3(通巻705
号)<2003.4-2011.3>

2003 月刊 第３資料室 (改) 前: 建設業界 後: Ace建設業界

ＡＢＣ D　ディー　日本演出者協会協会誌 日本演出者協会 創刊号<2008.11>+ 2008.11 半期 第１資料室

ＡＢＣ DBM Monthly Overview 日本政策投資銀行　産業調査部 <2017.9->+ 2006 月刊 第１資料室

ＡＢＣ DRI調査研究レポート
阪神・淡路大震災記念人と防災未来セン
ター

vol.1-vol.38<2003.12-2018.3> 2003 その他 第３資料室 (図) ●バーコード登録

ＡＢＣ ESP　ECONOMY SOCIETY POLICY 経済企画協会 第128号-第520号<1994.1-2009.4> 1972.5 月刊 第３資料室 (電)

ＡＢＣ FECニュース 民間外交推進協会 最近2年分 不明 月刊 第１資料室

ＡＢＣ
FRA news : Fisheries Research Agency
news：フラ　ニュース

水産総合研究センター vol.1<2005.1>+ 2005 ４半 第１資料室
前: FRA announcement(水産
総合研究センター広報)

ＡＢＣ GSJ地質ニュース
産業技術総合研究所地質調査総合セン
ター

1-1<2012.1>+ 2012.1 月刊 第１資料室 ●バーコード登録

ＡＢＣ IATSS Review　イアッツレビュー 国際交通安全学会 vol.21 no.1<1995.5>+ 不明 その他 第１資料室

ＡＢＣ
ISS　京都大学生存基盤科学研究ユニット
ニューズレター

京都大学生存基盤科学研究ユニット企画
戦略室

最近2年分 2006 半期 第３資料室 (止)

ＡＢＣ Japan review 日本国際問題研究所 vol.1 no.1<2017>＋ 2017 ４半 第３資料室

ＡＢＣ JBIC today 国際協力銀行国際経営企画部報道課 最近2年分 2009 ４半 第３資料室

ＡＢＣ
Journal of plant research　ジャーナル・オ
ブ・プラント・リサーチ

Botanical Society of Japan
第105巻（1081）-第111巻（1104）<1993.3-
1998.12>

1993 隔月 第３資料室 (止) 前：植物学雑誌
前：Botanical
Magazine, Tokyo

ＡＢＣ JRIレビュー 日本総合研究所 vol.1 no.1<2012.11>+ 2012 不定 第３資料室
前: Business & Economic
Review

ＡＢＣ LPガス事業団広報 全国エルピーガス保安共済事業団 最近2年分 [1979] 不定 第３資料室

ＡＢＣ METI Chugoku　:めてぃ　ちゅうごく 経済産業調査会中国支局 no.711-no.809<2001.1-2009.3> 2001 隔月 第３資料室 (休) 前: ちゅうごく通産

ＡＢＣ METI journal 経済産業省大臣官房 2013年2/5月号-2017年4/5月<2013.2-2017.4> 2008 隔月 第３資料室 (廃)
広報サイト『METI　Journal』へ
移行

ＡＢＣ MS&AD基礎研review MS&AD基礎研究所 第8号-第19号 <2010.8-2017.3> 2010 半期 第３資料室 (改) 前: あいおい基礎研review
後:MS&ADリサーチア
イ

ＡＢＣ MS&ADリサーチアイ MS&AD基礎研究所 第1号-第2号<2017.10-2018.3> 2017 半期 第３資料室 (休) 前:MS&AD基礎研REVIEW

ＡＢＣ NFCニューズレター 国立美術館 東京国立近代美術館 最近2年分 1995 隔月 ホール (止)

ＡＢＣ NFAJニューズレター 国立美術館　国立映画アーカイブ 最近2年分 2018 ４半 第１資料室

ＡＢＣ NFU : 日本福祉大学評論誌 日本福祉大学 vol.19-vol.43<1976.6-1990.6> 1987 年刊 第３資料室 (止) 前: 福祉大学評論

ＡＢＣ NGOと農林業協力 国際農林業協働協会 vol.9-vol.26<1995-2004> 1992 半期 第３資料室 (図) ●図書受入あり

ＡＢＣ NHK技研R&D 日本放送協会放送技術研究所 32号<1994.8>+ 1988 隔月 第３資料室

ＡＢＣ NHK技研だより 日本放送協会放送技術研究所 最近2年分 2005 月刊 第３資料室

ＡＢＣ NTT技術ジャーナル 電気通信協会 vol.8 no.1<1996.4>+ 1949.1 月刊 第１資料室

ＡＢＣ NTT DoCoMo technical journal 電気通信協会 vol.1 no.1<1999.10>-vol.13 no.4<2012.3> 1999.1 ４半 第３資料室 (休)

ＡＢＣ NTT DoCoMo テクニカル・ジャーナル 電気通信協会 vol.6 no.1-vol.22 no.4<1998.1-2015.1> 1993.7 ４半 第３資料室 (電)

ＡＢＣ NTT R&D 電気通信協会 vol.47 no.1-vol.52 no.3<1998.1-2003.3> 1989 月刊 第３資料室 (廃)
前: NTT電気通信研究所研究
実用化報告

ＡＢＣ NU7 National University 7 学士会 vol.1<2015.9>+ 2015 その他 第３資料室

ＡＢＣ
OTEC 佐賀大学海洋エネルギー研究セン
ター報告

佐賀大学海洋エネルギー研究センター 12号<2007.3>+ 1986 年刊 第３資料室

ＡＢＣ Pacific Friend 時事画報社 2巻1号-30巻4号<1974.5-2002.6> 不明 月刊 第３資料室 (改)
後:Asia Pacific perspectives ：
Japan+

ＡＢＣ PC-Webzine　ピーシーウェブジン PC-Webzine編集局 no.100<2000.6>+ 不明 月刊 第１資料室 ●バーコード登録

ＡＢＣ PFU technical review PFU vol.1 no.1(1)-vol.19 no.2(36)<1990.11-2008.11> 1990 半期 第３資料室 (止) ●バーコード登録
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ＡＢＣ PRI review 　ピーアールアイレビュー 国土交通省国土交通政策研究所 no.12(2004年春季)<2004.5>+ 2001 ４半 第１資料室

ＡＢＣ P & T  Posts and telecommunications 廣済堂出版
vol.11 no.1(118)-vol.11 no.10(127)<1998.1-
1998.10>

1988 月刊 第３資料室 (改) 後: 郵政トピックス

ＡＢＣ REC technical report 札幌国際大学 no.14-no.38<1995.7-2000.3> 1993 その他 第３資料室 (改)
後: 札幌国際大学地域総合研
究センターtechnical report

ＡＢＣ SEC journal　エスイーシー　ジャーナル
情報処理推進機構ソフトウェア・エンジニ
アリング・センター

vol.1 no.1(1)<2005.1>+ 2005 ４半 第１資料室

ＡＢＣ S-Fマガジン　　エスエフ　マガジン 早川書房 no.499-no.584<1998.1-2004.12> 1960 月刊 第３資料室 (止)

ＡＢＣ SRL宝函 エスアールエル vol.1 no.29<2008.7>+ 1977 ４半 第３資料室

ＡＢＣ S&T today 科学技術広報財団
vol.10 no.1(101)-vol.17 no.3(187)<1998.1-
2005.3>

2001 月刊 第３資料室 (休) 前: STA today

ＡＢＣ THE　WAY　FORWARD　ザ　ウェイ　フォ 札幌がんセミナー no.13<2018.6>+ 2012 半年 がんコー
ＡＢＣ TRCほんわかだより 図書館流通センター no.127-no.148<1998.1-1999.11> 1986 月刊 第３資料室 (廃)

ＡＢＣ U7 学士会 vol.33<2010.8>+ 不明 隔月 第３資料室

ＡＢＣ UP　ユゥピィ 東京大学出版会 no.303<1998.1>+ 1972.11 月刊 第１資料室

ＡＢＣ URC都市科学 福岡都市科学研究所 vol.35-vol.59<1998.3-2004> 1989 ４半 第３資料室 (廃)

ＡＢＣ WCRP 世界宗教者平和会議日本委員会 最近2年分 不明 月刊 第３資料室

ア行 愛 アジア福祉教育財団 no.35<2011.12>+ 1986 年刊 第３資料室

ア行 あいおい基礎研review あいおい基礎研究所 創刊号-第7号<2006.7-2009.12> 2006 半期 第３資料室 (改) 後: MS&AD基礎研review

ア行 東京都写真美術館ニュース　eyes 東京都写真美術館 最近2年分 2002 ４半 第１資料室

ア行 愛知学院大学人間文化研究所報 愛知学院大学人間文化研究所 最近2年分 198- その他 第３資料室

ア行 愛知教育大学研究報告. 教育科学編 愛知教育大学 第45輯-第58輯<1996.3-2009.3> 1969 年刊 第３資料室 (電)

ア行
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

愛知教育大学 第50輯-第58輯<2001.3-2009.3> 2001 年刊 第３資料室 (電)
前: 愛知教育大学研究報告.
芸術・保健体育・家政・技術科
学

愛知教育大学研究報
告. 創作編

ア行 愛知教育大学研究報告. 自然科学編 愛知教育大学 第45輯-第58輯<1996.3-2009.3> 1967 年刊 第３資料室 (電)
前: 愛知学芸大学研究報告.
自然科学

ア行 愛知教育大学研究報告. 創作編 愛知教育大学 第33輯-第49輯<1984.1-2000.3> 1984 年刊 第３資料室 (改)
後: 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

ア行
愛知教育大学研究報告. 芸術・保健体育・
家政・技術科学

愛知教育大学 第45輯-第49輯<1996.3-2000.3> 1972 年刊 第３資料室 (改)
後: 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

ア行
愛知教育大学研究報告. 人文・社会科学
編

愛知教育大学 第45輯-第58輯<1996.3-2009.3> 1996 年刊 第３資料室 (電)

前: 愛知教育大学研究報告.
社会科学／愛知教育大学研
究報告. 人文科学●前誌図書
受入あり

ア行 愛知県公文書館だより 愛知県公文書館 no.16<2012>＋ 1970 年刊 第１資料室

ア行 愛知県立芸術大学紀要 愛知県立芸術大学 no.7<1977.3>+ 1970 年刊 第３資料室

ア行 愛知県立大学教育福祉学部論集 愛知県立大学教育福祉学部 第58号<2010.3>+ 2010 年刊 第３資料室

ア行
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

第1号(2009)-第6号(2014)<2010.3-2015.3> 2010 年刊 第３資料室 (電)
後:愛知県立大学日本文化学
部論集

ア行 愛知県立大学文学部論集. 一般教育編 愛知県立大学文学部 第29号-第46号<1980.3-1997.8> 1970 年刊 第３資料室 (改)
前: 愛知県立大学文学部論集.
人文・社会・自然

後: 愛知県立大学文
学部論集. 日本文化
学科編

ア行 愛知県立大学文学部論集. 英文学科編 愛知県立大学文学部 第29号-第47号<1980.3-1999.3> 1970 年刊 第３資料室 (廃)
前: 愛知県立大学文学部論集.
語学・文学

ア行 愛知県立大学文学部論集. 国文学科編 愛知県立大学文学部 第29号-第46号<1980.3-1997.8> 1970 年刊 第３資料室 (改)
前: 愛知県立大学文学部論集.
語学・文学

後: 愛知県立大学日
本文化学部論集. 国
語国文学科編

ア行
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 第29号-第46号<1980.3-1997.8> 1970 年刊 第３資料室 (改)
前: 愛知県立大学文学部論集.
人文・社会・自然

後: 愛知県立大学教
育福祉学部論集

ア行
愛知県立大学文学部論集. 児童教育学科
編

愛知県立大学文学部 第29号-第57号<1980.3-2009.3> 1970 年刊 第３資料室 (改)
前: 愛知県立大学文学部論集.
人文・社会・自然

後: 愛知県立大学教
育福祉学部論集
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ア行
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 第1号(47)-第11号(57)<1998-2009.3> 1998 年刊 第３資料室 (廃)
前: 愛知県立大学文学部論集.
一般教育編

ア行 愛知県立大学文字文化財研究所年報 愛知県立大学文字文化財研究所 第3号-第7号<2010.3-2014.3> 2008 年刊 第３資料室 (電)
後:愛知県立大学文字文化財
研究紀要

ア行 愛知学院大学文学部紀要 愛知学院大学文学会 第36号<2006.3>+ 1971 年刊 第３資料室

ア行 アイヌ民族文化研究センターだより 北海道立アイヌ民族文化研究センター 最近2年分 1994.1 半期 第１資料室

ア行 アイユ 人権教育啓発推進センター 最近2年分 1989.7 月刊 第１資料室

ア行 あうる 中西出版あうる編集部 最近2年分 不明 隔月 第３資料室

ア行 青葉学園短期大学紀要 青葉学園短期大学 16号-25号<1991.11-2000.11> 1976 年刊 第３資料室 (廃)

ア行 青森県近代文学館報 青森県近代文学館 最近2年分 1994 その他 第１資料室

ア行 青山地球社会共生論集 青山学院大学地球社会共生学会 創刊号<2016.5>+ 2016 年刊 第３資料室

ア行 秋田県公文書館研究紀要 秋田県公文書館 創刊号<1995.3>+ 1995 年刊 第３資料室

ア行 AXIS アクシス vol.112<2004.12>+ 1981 隔月 第１資料室 ●バーコード登録

ア行 Asiage　＝　アジア－ジュ 九州国立博物館 最近2年分 2006 ４半 第１資料室

ア行 アジア経済
日本貿易振興機構アジア経済研究所研
究支援部

第12巻1号-第35巻4号<1971.3-1994.3> 1960 月刊 第３資料室 (止)

ア行 アジア研究 高千穂大学アジア研究交流センター no.1<2000.9>+ 2000 年刊 第３資料室

ア行 アジア資料通報 国立国会図書館 vol.27 no.1-vol.40 no.1<1989.4-2002.2> 1986 隔月 作業室 (廃) 前: アジア・アフリカ資料通報

ア行 アジア情報室通報 国立国会図書館 1巻1号<2003.3>+ 2003 ４半 第１資料室

ア行 アジ研ワールド・トレンド
日本貿易振興機構アジア経済研究所研
究支援部

創刊号-107号<1995.4-2004.8> 1995.4 月刊 第３資料室 (止)
前: アジ研ニュース、アジアトレ
ンド

ア行 明日への統計 総務庁統計局 1996<1996>+ 不明 年刊 第１資料室 ●バーコード登録

ア行 跡見学園女子大学一般教育研究報告 跡見学園女子大学一般教育 第2号-第5号<1986.3-1989.3> 1985 年刊 第３資料室 (廃)

ア行 あなたと健康 あなたと健康社 第354号<2002.1>+ 1973 月刊 第１資料室

ア行 アニュアルレポート 経済産業研究所 2004年3月期<2004>+ 200- 年刊 第３資料室

ア行 Aff　アフ 農林水産省大臣官房 vol.26 no.4(295)<1995.4>+ 1987 月刊 第１資料室

ア行 アルプ　Alp 創文社
第1号（創刊号）-第300号（最終号）<1958-
1983>

1958 月刊 第３資料室 (廃) ●バーコード登録

ア行 アンコールワット ２１世紀のカンボジアを支援する会 no.68<2013.1>+ 不明 隔月 第３資料室

ア行 あんさんぶる カワイ音楽教育研究会本部 no.436<2003.4>+ 1962.1 隔月 第３資料室

ア行 安全保障 日本国防協会 no.62-no.117<1993.6-2013.1> 1993 月刊 第３資料室 (改) 前: 日本の国防 後: 日本の国防

ア行 安全保障と危機管理　：　J.S.S.C 日本安全保障・危機管理学会 Vol.39<2017.2>+ 2007 ４半 第３資料室

ア行 アーカイブズ 国立公文書館 第20号-第55号<2005.7-2015.2> 1999 その他 第３資料室 (電)

ア行 アート・トップ 芸術新聞社 no.162-no.175<1998.1-2000.3> 1971 隔月 第３資料室 (止) ●バーコード登録

ア行 Art mind　アートマインド ジャパンアート社 no.95-no.179<1998.1-2015.3> 1981 ４半 第３資料室 (止)

ア行 iichiko 日本ベリエールアートセンター no.46-no.49<1998.1-1998.10> 1986 月刊 第３資料室 (止)

ア行 生きがい研究 長寿社会開発センター no.1<1995.2>+ 1995 年刊 第１資料室 ●バーコード登録

ア行 IKUEI NEWS 電通育英会 vol.37(2007冬)<2007.1>+ 1994.12 ４半 第３資料室

ア行 勇魚 日本捕鯨協会 創刊号-no.36<1989.11-2010.1> 1989.11 半期 第３資料室 (電)

ア行 石井十次資料館研究紀要 石井記念友愛社 創刊号<2000.4>+ 2000 年刊 第３資料室 ●バーコード登録

ア行 石川県史だより 石川県立図書館 第56号＜2016.9＞＋ 1998 年刊 第１資料室

ア行 石川県白山自然保護センター研究報告 石川県白山自然保護センター vol.21<1994.12>+ 不明 年刊 第３資料室
●バーコード登録　図書受入
あり

ア行 碑 碑の会 第75号-第107号<2000.11-2016.11> 1962 ４半 第３資料室 (止)

ア行 月刊イスラエル 日本イスラエル親善協会 vol.11 no.1-vol.10 no.31<1978.1-1998.12> [196-] 月刊 第３資料室 (止) ●図書受入あり

ア行 Anchor　アンカー 報道通信社 vol.31 no.2<2018.2>＋ 2018 月刊 第１資料室 前:LEADERS　リーダーズ ●バーコード登録

ア行 一冊の本 朝日新聞出版 vol.8 no.1(82)<2003.1>+ 1996 月刊 第１資料室 ●バーコード登録

ア行 一枚の繪 一枚の繪 no.316-no.400<1998.1-2004.12> 1971 月刊 第３資料室 (止)

ア行 iju info　＝　イジュウ　インフォ 全国農業会議所 no.3<2006.8>+ 2006 半期 第１資料室

ア行 いとをかし 両口屋是清 vol.0-32<2008.4-2019.10> 2008 ４半 第３資料室 (休)

ア行 伊能忠敬記念館年報 伊能忠敬記念館 第5号<2004.3>+ 1999 年刊 第３資料室 ●バーコード登録

ア行 井上円了センター年報 東洋大学井上円了記念学術センター vol.7<1998.7>+ 1992 年刊 第３資料室

ア行 茨城キリスト教大学紀要. 1, 人文科学 茨城キリスト教大学 第30号-第43号<1996.12-2009.2> 1996 年刊 第３資料室 (電) 前: 茨城キリスト教大学紀要
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ア行
茨城キリスト教大学紀要. 2, 社会・自然科
学

茨城キリスト教大学 第30号-第43号<1996.12-2009.2> 1996 年刊 第３資料室 (電) 前: 茨城キリスト教大学紀要

ア行 茨城県立歴史館報 茨城県立歴史館 第23号<1996.3>+ 1982 その他 第３資料室
●バーコード登録　図書受入
あり

ア行 茨城県近代美術館研究紀要 茨城県近代美術館 4号-12号<1996.3-2006.3> 1991 その他 第３資料室 (休) ●バーコード登録

ア行 茨城県近代美術館年報 茨城県近代美術館 平成7年度<1996.12>+ 1990 年刊 第３資料室 ●バーコード登録

ア行 茨城県陶芸美術館年報 茨城県陶芸美術館 no.1<2002.7>+ 2002 年刊 第３資料室 ●バーコード登録

ア行 彩 日本塗料工業会 no.16-no.30<1998.3-2012.1> 1990 年刊 第３資料室 (止)

ア行 岩手県立大学盛岡短期大学部研究論集 岩手県立大学盛岡短期大学部 第2号<2000.3>+ 2000 年刊 第３資料室
ア行 岩手県立博物館だより 岩手県文化振興事業団 最近2年分 1980 ４半 第１資料室

ア行 岩手県立博物館研究報告 岩手県文化振興事業団 第19号-第35号<2000.3-2016.3> 不明 その他 第３資料室 (電) ●バーコード登録

ア行 岩手県立博物館年報 財団法人岩手県文化振興事業団 平成12年度-平成23年度<2001.5-2012.7> 1981 年刊 第３資料室 (電)

ア行 Inter Communication NTT出版 no.25-no.48<1998.7-2004.4> 不明 月刊 第３資料室 (止)

ア行 International Preservation News
IFLA PAC Core Programme, National
Preservation Program Office, the Library
of Congress

no.14-no.60<1997.5-2013.12> 1987 その他 第３資料室 (廃)

ア行 with PETs ウィズペッツ 日本愛玩動物協会 no.235<2014.1>+ 2013 隔月 第１資料室

ア行 潮 潮出版社 442号<1996.1>+ 1960 月刊 第１資料室 ●バーコード登録

ア行 馬の科学 日本中央競馬会競走馬総合研究所 vol.31 no.1-vol.56 no.492<1994.2-2019.12> 1980.1 ４半 第３資料室 (廃) 前: 獣医技術

ア行 海と安全 日本海難防止協会 no.565-no.572 <2015夏-2017春> 不明 ４半 第３資料室 (電)

ア行 裏千家グラフ : 淡交タイムス 茶道裏千家淡交会総本部 第323号<2001.6>+ 2001 月刊 第１資料室 ●6,12月号のみ寄贈あり

ア行 噂の真相 噂の真相 第2巻7号-<1980.7-2004.4> 1978 月刊 第３資料室 (休) ●バーコード登録

ア行 運転協会誌 日本鉄道運転協会 vol.52 no.8(614)<2010.8>+ [1959] 月刊 第１資料室

ア行 エオリアン論集 上野学園大学音楽文化研究センター no.1<2013> 2013 年刊 第３資料室 (止) ●バーコード登録

ア行 液化石油ガス価格動向 石油情報センター 最近2年分 不明 その他 第３資料室

ア行 エコジン 環境省 2号<200.7.9>+ 2007 隔月 第１資料室

ア行 Estrela　エストレーラ 統計情報研究開発センター vol.13<1995.4>+ 1994 月刊 第３資料室

ア行
SEAJ journal  エスイーエージェー　ジャー
ナル

日本半導体製造装置協会 no.109<2007.7>+ 1996 隔月 第１資料室

ア行 江戸東京博物館News
東京都歴史文化財団東京都江戸東京博
物館

最近2年分 1993 その他 第１資料室

ア行 えねるぎあ
公共財団法人エネルギア文化・スポーツ
財団

第18号<2013>+ 2013 年刊 第３資料室

ア行 エネルギー総合工学 エネルギー総合工学研究所 vol.19 no.3<1996.1>+ 1978.1 ４半 第１資料室

ア行 エネルギーレビュー エネルギーレビューセンター vol.14 no.1<1994.1>+ 1981.1 月刊 第３資料室

ア行 Epistula : BRI news :えぴすとら 建築研究所 最近2年分 1993 その他 第３資料室

ア行 愛媛県総合科学博物館研究報告 愛媛県総合科学博物館 第6号-第11号<2001.3-2006.3> 1996 年刊 第３資料室 (止) ●バーコード登録

ア行 エルファイブ 日本宇宙少年団 vol.9 no.3-vol.15 no.6<1994.11-2001.2> 1988 月刊 第３資料室 (改) 前: YACニュース
後: ジュニアサイエン
ティスト

ア行 エルダー 高齢・障害者雇用支援機構 no.366<2010.4>+ 1979 月刊 ビジネス

ア行 えるふ = Elph ちゅうでん教育振興財団 vol.14-vol.30<2006.4-2011.7> [200-] ４半 第３資料室 (休) 後：情報誌NEWえるふ

ア行 桜花学園大学研究紀要 桜花学園大学 vol.1-vol.7<1999.3-2005.3> 1999 年刊 第３資料室 (改) 前: 豊田短期大学研究紀要
後: 桜花学園大学人
文学部研究紀要

ア行 鴨東通信 : 四季報 思文閣出版 no.5<1992.2>+ 1991 ４半 第１資料室

ア行 大きな目小さな目 農林水産消費安全技術センター no.28<2012>+ 不明 ４半 第１資料室

ア行 大阪教育大学紀要. 1, 人文科学 大阪教育大学 第44巻第2号<1996.2>+ 1968 半期 第３資料室
前: 大阪学芸大学紀要　A　人
文科学　　●図書受入あり

ア行
大阪教育大学紀要. 第2部門, 社会科学・
生活科学

大阪教育大学 第44巻第2号<1996.2>+ 1968 半期 第３資料室
前: 大阪学芸大学紀要　A　人
文科学　　●図書受入あり

ア行
大阪教育大学紀要. 第3部門, 自然科学・
応用科学

大阪教育大学 第44巻第2号<1996.2>+ 1994 半期 第３資料室
前: 大阪学芸大学紀要. C, 教
育科学

ア行 大阪教育大学紀要. 第4部門, 教育科学 大阪教育大学 第44巻第2号<1996.2>+ 1968 年刊 第３資料室
前: 大阪学芸大学紀要. C, 教
育科学

ア行 大阪教育大学紀要. 第5部門, 教科教育 大阪教育大学 第44巻第2号<1996.2>+ 1968 年刊 第３資料室
前: 大阪学芸大学紀要. C, 教
育科学

ア行 大阪経済法科大学経済研究所研究年報 大阪経済法科大学経済研究所 no.4-no.10<1985.3-1991.9> 1981 年刊 第３資料室 (改) 後: 経済研究年報

ア行 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 vol.5 no.3-vol.27 no.2<1980.12-2003.9> 1977 不定 第３資料室 (止)
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ア行 大阪経済法科大学総合科学研究所年報 大阪経済法科大学総合科学研究所 no.3-no.22<1984.1-2003.3> 1982 年刊 第３資料室 (廃)

ア行 大阪経済法科大学法学研究所紀要 大阪経済法科大学法学研究所 no.6-no.36<1984.12-2003.1> 1981 半期 第３資料室 (廃)

ア行 大阪経済法科大学法学論集 大阪経済法科大学法学会 no.7-no.58<1982.8-2003.11> 1977 ４半 第３資料室 (止)

ア行 大阪経済法科大学論集 大阪経済法科大学経法学会 no.14-no.85<1981.9-2003.3> 1973 その他 第３資料室 (止)

ア行 大阪市公文書館研究紀要 大阪市公文書館 第9号-第22号<1995.3-2010.3> 1989 年刊 第３資料室 (止)
●バーコード登録　図書受入
あり

ア行 大阪市公文書館年報 大阪市公文書館 第7号-第23号<1995.5-2011.9> 1989 年刊 第３資料室 (止)
●バーコード登録　図書受入
あり

ア行 大阪総合保育大学紀要 大阪総合保育大学 vol.1<2007.3>+ 2007 年刊 第３資料室

ア行 大阪大学news letter 大阪大学 最近2年分 1998 ４半 第３資料室

ア行
大阪大学医療技術短期大学部研究紀要.
自然科学・医療科学篇

大阪大学医療技術短期大学部 第5輯-第21輯<1978.3-1994.3> 1974 年刊 第３資料室 (廃) ●図書受入あり

ア行
大阪大学医療技術短期大学部研究紀要.
人文科学篇

大阪大学医療技術短期大学部 第10輯-第25輯<1978.6-1993.12> 1968 年刊 第３資料室 (廃)

ア行 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 第26巻-第43巻<2000.3-2017.3> 2000 年刊 第３資料室 (電) 前: 大阪大学人間科学部紀要

ア行 大阪大学人間科学部紀要 大阪大学人間科学部 第24巻-第25巻<1998.3-1999.3> 1975 年刊 第３資料室 (改)
後: 大阪大学大学院人間科学
研究科紀要

●図書受入あり

ア行 大手民鉄の素顔 日本民営鉄道協会 <1995.1-2003.1> 1978.1 年刊 第３資料室 (図)
●バーコード登録　図書受入
あり

ア行 大みか英語英文学研究
茨城キリスト教大学大学院文学研究科英
語英米文学専攻

1号<1997.12>+ 1997 年刊 第３資料室

ア行 岡山県立記録資料館紀要 岡山県立記録資料館 第1号<2006.3>+ 2006 年刊 第３資料室

ア行 岡山商大論叢 岡山商科大学学会 vol.32 no.1-vol.51no.2<1996.4-2015.11> 1965 その他 第３資料室 (止)

ア行 岡山理科大学紀要. A. 自然科学 岡山理科大学 第32号-第52号<1996-2017> 1981 年刊 第３資料室 (電) 前: 岡山理科大学紀要

ア行 岡山理科大学紀要. B, 人文・社会科学 岡山理科大学 第32号-第52号<1996-2017> 1981 年刊 第３資料室 (電) 前: 岡山理科大学紀要

ア行 沖縄県史だより
沖縄県文化振興会公文書館管理部史料
編集室

no.25<2016>＋ 1993 年刊 第１資料室

ア行 沖縄県立博物館・美術館博物館紀要 沖縄県立博物館・美術館 3号<2010>+ 2008 年刊 第３資料室 ●バーコード登録

ア行 沖縄県立博物館・美術館美術館研究紀要 沖縄県立博物館・美術館 1号-2号<2010.3-2012.3> 2010 その他 第３資料室 (止)

ア行 おさかな瓦版 水産総合研究センター 最近2年分 2004 隔月 子ども室

ア行 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 第26号-第41号<2000.12-2015.12> 1975 年刊 第３資料室 (電)

ア行 をちこち : 遠近 国際交流基金 no.1-no.7<2004.10-2005.10> 2004 隔月 第３資料室 (休) 前: 国際交流

ア行 音のゆうびん カワイ音楽教室 vol.81<2007.8>+ 1985 ４半 第３資料室

ア行 小原流挿花 小原流 41巻8号-69巻12号<1991.8-2019.12> 19-- 月刊 第１資料室 (止) ●バーコード登録

ア行 帯広大谷短期大学紀要 帯広大谷短期大学 第28号<1991.3>+ 1961 年刊 第３資料室

ア行 帯広大谷短期大学地域連携センター紀要 帯広大谷短期大学地域連携センター 第6号<2019.9>+ 2014 年刊 第３資料室

ア行 Ojo : 読売ADリポート　オッホ
読売新聞東京本社広告局マーケティング
部

1(通巻681号)<1998.4>+ 1998.4 月刊 第３資料室 前: 読売アド速報

ア行
Open forum : 放送大学大学院教育研究成
果報告

Open Forum編集委員会 no.1<2005.3>+ 2005 不定 第３資料室

ア行 音楽芸術運営研究所紀要 昭和音楽大学音楽芸術運営研究所 第1号-第6号<2001-2007> 2001 年刊 第３資料室 (廃)

ア行 音楽療法研究 昭和音楽大学音楽療法研究所 no.1(2011)<2012.3> 2012 年刊 第３資料室 (止)

ア行 温泉 日本温泉協会 vol.60(658)-vol.76 no.8(823)<1992.5-2008.9> 1930 月刊 第３資料室 (止)

カ行 海外移住 国際協力機構 第579号-第616号<1998.1-2005.3> 1954 ４半 第３資料室 (廃)

カ行 海外漁業協力 海外漁業協力財団 創刊号<1997>+ 1997 その他 第３資料室 ●バーコード登録

カ行 海技研ニュース船と海のサイエンス 海上技術安全研究所 <2005.1-2013秋> 2005 その他 第３資料室 (休)
●関連資料: 船と海のサイエ
ンス

カ行 会計検査研究 会計検査院 no.1<1989.8>+ 1989 半期 第３資料室
●バーコード登録　図書受入
あり

カ行 会計検査のあらまし 会計検査院
平成5年度決算-平成19年度決算<1995.2-
2009.2>

1982 年刊 第３資料室 (図) 前: 決算と検査
●バーコード登録　図
書受入あり

カ行 偕行 偕行社 710号<2010.2>+ 1951.9 月刊 第３資料室

カ行 外交史料館報 外務省外交史料館 8<1995.3>+ 1988 その他 第３資料室 ●バーコード登録

カ行 外交フォーラム 都市出版 no.114-no.261<1998.1-2010.4> 1988.1 月刊 第３資料室 (休)
前: 経済と外交／月刊国際政
経情報

カ行 外国の立法. 月刊版 国立国会図書館調査及び立法考査局 no.235-1<2008.4>+ 2008 その他 第１資料室

カ行 外務省調査月報 外務省第一国際情報官室 1987/no.1-2009/no.4<1987-2009> 1960 その他 第３資料室 (止)
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カ行 海事史研究 日本海事史学会 第30号<1978.4>+ 1963 年刊 第３資料室
●バーコード登録　図書受入
あり

カ行 解放研究とっとり 鳥取県人権文化センター 創刊号-第6号<1999.3-2004.3> 1999.3 年刊 第３資料室 (止) ●バーコード登録

カ行 海洋展望 海洋会 no.2-no.23<1993.9-2005.11> 1993 半期 第３資料室 (休)

カ行 科学技術ジャーナル 科学技術広報財団 vol.1 no.1(1)-vol.10 no.3(108)<1992.4-2001.3> 1992 月刊 第３資料室 (改)
後: Science & technology
journal

カ行 科学技術文献サービス 国立国会図書館 no.115-no.119<1998.4-1999.1> 1962 ４半 第３資料室 (廃)

カ行 科学技術動向
文部科学省科学技術政策研究所科学技
術動向研究センター

no.20-135<2002.11-2013.5> 2001 月刊 第３資料室 (休)

カ行 化学工業資料 工業技術院化学技術研究所 vol.6 no.1-vol.23 no.1<1971.8-1988.7> 1983 隔月 第３資料室 (廃)
前: 化技研ニュース化学工業
資料

●図書受入あり

カ行
財団法人香川県埋蔵文化財調査センター
研究紀要

香川県埋蔵文化財調査センター 4号-11号<1996.3-2004.3> 1993 年刊 第３資料室 (廃)
●バーコード登録　図書受入
あり

カ行
財団法人香川県埋蔵文化財調査センター
年報

香川県埋蔵文化財調査センター 平成7年度-平成14年度<1996.5-2003.6> 1989 年刊 第３資料室 (改)
後: 香川県埋蔵文化財セン
ター年報(→図書受入)

カ行 香川県歴史博物館年報 香川県立ミュージアム 第1号-第9号<2001.3-2008.6> 2001 年刊 第３資料室 (廃) ●バーコード登録

カ行 香川大学教育学部研究報告. 第1部 香川大学教育学部 42号<1977.3>+ 1966 半期 第３資料室

カ行 香川大学教育学部研究報告. 第2部 香川大学教育学部 vol.27 no.1<1977.2>+ 1966 半期 第３資料室

カ行 学苑 昭和女子大学近代文化研究所 672号<1996.1>+ 1950 月刊 第３資料室

カ行 学士会会報 学士会 第688号<1965.8>+　欠号多 1965 隔月 第３資料室 前: 学士会月報

カ行 学習院大学史料館紀要 学習院大学史料館 創刊号<1983.3>+ 1983 その他 第３資料室

カ行 学習情報研究 学習ソフトウェア情報研究センター 215号-249号<2010.7-2016.3> 1987 隔月 第３資料室 (止) ●バーコード登録

カ行 学術情報センターニュース 学術情報センター 33号-50号＜1995.9-2000.3＞ 1986 ４半 第３資料室 (廃)

カ行 学術の動向　SCJフォーラム 日本学術協力財団 創刊号<1996.4>+ 1996 月刊 第１資料室 前:日本学術会議月報

カ行 學鐙 丸善出版 vol.95 no.1<1998.1>+ 1897.3 ４半 第１資料室

カ行 学図研ニュース 学校図書館問題研究会 no.223<2004.9>+ 1985 月刊 第１資料室
●バックナンバーCD-ROMあ
り

カ行 科研費NEWS 文部科学省研究振興局学術研究助成課 最近2年分 2007 ４半 第３資料室

カ行 河川文化 日本河川協会 no.50<2010.6>+ 1998 ４半 第１資料室

カ行 風　日本歌人クラブ 日本歌人クラブ 95<1992>+ 不明 ４半 第１資料室
●バーコード登録　図書受入
あり

カ行 風　文学紀要 群馬県立土屋文明記念文学館 no.2<1998.3>+ 1997 その他 第３資料室 ●バーコード登録

カ行 学校 : 史跡足利学校研究紀要 足利市教育委員会(史跡足利学校事務所) 創刊号-第7号<2001.3-2009.3> 2001 その他 第３資料室 (止)

カ行 活字広報ふれあい 内閣府政府広報室 vol.1<2012.9>+ 2012 その他 第１資料室

カ行 カトリック研究 上智大学神学会 64号<1995>+ 1972 年刊 第３資料室

カ行
Kanagawa arts press　＝　カナガワ　アー
ツ　プレス

神奈川県民ホール 最近2年分 [1994] 隔月 第１資料室

カ行 神奈川県立博物館研究報告. 人文科学 神奈川県立歴史博物館 第21号<1995.3>+ 1985 その他 第３資料室
前: 神奈川県立博物館研究報
告. 考古・歴史・美術・民俗

●バーコード登録　図
書受入あり

カ行 神奈川県立歴史博物館年報 神奈川県立歴史博物館 平成6年度-平成20年度<1996.10-2009.7> 1997 年刊 第３資料室 (電) 前: 神奈川県立博物館年報 ●バーコード登録

カ行 神奈川大学評論 神奈川大学広報委員会 1号-41号<1987.2-2002.3> 1987 その他 第３資料室 (止)

カ行 神奈川大学史紀要 神奈川大学 創刊号<2016.3>+ 2016 年刊 第３資料室

カ行 神奈川大学日本常民文化研究所年報 神奈川大学日本常民文化研究所 創刊号<2014>+ 2016 年刊 第３資料室

カ行 かながわの考古学　研究紀要 かながわ考古学財団 no.1<1996.3>+ 1996 年刊 第３資料室
●バーコード登録　図書受入
あり

カ行 かながわ風土記 丸井図書出版 第246号-第366号<1998.1-2008.7> 1977.8 隔月 第３資料室 (止)

カ行 神奈川県埋蔵文化財調査報告 神奈川県教育委員会 no.37-no.49<1995.3-2006.3> 不明 その他 第３資料室 (図) ●図書受入あり

カ行 金沢大学大学教育開放センター紀要 金沢大学・大学教育開放センター 創刊号-27号<1980.12-2007.12> 1980 年刊 第３資料室 (休)

カ行 金澤文庫研究 神奈川県立金沢文庫 vol.19 no.1(201)<1973.1>+ 不明 半期 第３資料室

カ行 河南論集 大阪藝術大学藝術学部文藝学科研究室 no.2-no.9<1995.12-2005.3> 1994 年刊 第３資料室 (休) ●図書受入あり

カ行 加能史料研究 石川県地域史研究振興会 no.10-no.21<1998.3-2009.3> 1985 年刊 第３資料室 (止)
●バーコード登録　図書受入
あり

カ行 神園 明治神宮国際神道文化研究所 創刊号<2008.11>+ 2008 年刊 第３資料室

カ行 カレントアウェアネス 日本図書館協会 no.221<1998>+ 1979 ４半 第１資料室

カ行 Kawasaki news 川崎重工業広報部 最近2年分 1969 その他 第３資料室

カ行 肝炎の友 障害者団体定期刊行物協会 最近2年分 [19--] その他 第３資料室

カ行 月刊官界 行研 vol.21.1 -vol.31 no.2(352)<1995.1-2005.2> 1975 月刊 第３資料室 (廃)

カ行 かんきょう ぎょうせい vol.21 no.1-vol.32 no.3<1996.1-2007.3> 1976 月刊 第３資料室 (休)
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カ行 環境儀 国立環境研究所 最近2年分 2001 ４半 第３資料室

カ行 環境研究 日立環境財団 no.93-no.182<1994.3-2017.3> 1972 ４半 第３資料室 (廃)

カ行 環境再生保全機構地球環境基金便り 環境再生保全機構地球環境基金部 最近2年分 2004 半期 第３資料室

カ行 観光とまちづくり 日本観光振興協会 no.504<2011,2012 vol.2)+ 不明 ４半 ビジネス ●バーコード登録

カ行 観光文化 日本交通公社 no.216<2012.1>+ 1976 ４半 第１資料室 ●バーコード登録

カ行 看護歴史研究 看護師研究会 vol.8<2016>+ 不明 不明 第３資料室

カ行 関西大学人権問題研究室紀要 関西大学人権問題研究室 第11号<1985.12>+ 1985 年刊 第３資料室

カ行 関西大学東西学術研究所紀要 関西大学東西学術研究所 第41輯<2008.4>+ 1968 年刊 第３資料室

カ行 関西大学東西学術研究所々報 関西大学東西学術研究所 91号<2016.5>＋ 不明 半期 第３資料室

カ行 関西大学部落問題研究室紀要 関西大学部落問題研究室 第9号-第10号<1983.11-1984.12> 1975 年刊 第３資料室 (改)
後: 関西大学人権問題研究室
紀要

カ行 神田外語学院紀要 神田外語学院 創刊号-第5号<1991.12-1996.2> 1991 年刊 第３資料室 (止)

カ行 「がん治療」新時代 メディネット Vol.1-14<2012夏-2018> 2012 ４半 第３資料室 (休)

カ行 がん治療情報 アイロムグループ Vol.1<2019.4>＋ 2019
がんコー
ナー

カ行 関東学園大学法学紀要 関東学園大学法学部 第1号<1991.3>+ 1991 その他 第３資料室

カ行 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

第3号<1996.3>+ 1994 年刊 第３資料室

カ行 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

第3号<2008.3>+ 2006 年刊 第３資料室

カ行 館報 石橋財団ブリヂストン美術館 no.45<1997.11>+ 1982 年刊 第３資料室 ●バーコード登録

カ行 季刊行政相談 全国行政相談委員連合協議会 no.133<2012.5>+　(抜け有) 1979 ４半 第１資料室

カ行 共済総合研究 JA共済総合研究所 第３資料室 ●バーコード登録

カ行 機械技術研究所年報 工業技術院機械技術研究所 平成7年～平成11年度<1996-2000> 不明 年刊 第３資料室 (廃) ●図書受入あり

カ行 技術士 日本技術士会 438号<2003.11>+ 1967 月刊 第１資料室

カ行 築 建築業協会
No.1(1997Summer)-no.34(2011Spring)<1997.6-
2011.3>

1997 半期 第３資料室 (廃)

カ行 きずな 日本鉄道運輸サービス協会 創刊号<2011.1>+ 2011.1 月刊 第３資料室 前: せいび

カ行 北九州市立自然史・歴史博物館研究報告 北九州市立自然史・歴史博物館 第13号<2016.3>＋ 2004 年刊 第３資料室

カ行 北九州市立文学館紀要 北九州市立文学館 第1号＜2018.3＞＋ 2018 年刊 第３資料室 ●バーコード登録

カ行 北区飛鳥山博物館研究報告 東京都北区教育委員会 第13号<2011.3>+ 1999 年刊 第３資料室

カ行 北の丸 国立公文書館 第27号<1995.3>+ 1973 年刊 第３資料室
●バーコード登録　図書受入
あり

カ行 木の建築 木の建築フォラム no.1<2001.12>+ 2001.12 旬刊 第３資料室

カ行 技報 : Unisys technology review 日本ユニシス no.7<1984.8>+ 1988 ４半 第３資料室
●バーコード登録　図書受入
あり

カ行 季報情報公開 行政管理研究センター 1号-16号<2001.6-2005.3> 2001 ４半 第３資料室 (改)
後:季報情報公開・個人情報保
護

カ行 季報情報公開・個人情報保護 行政管理研究センター 17号-40号<2005.6-2011.3> 2005 ４半 第３資料室 (止) 前:季報情報公開

カ行 Campus Scope　:キャンパス　スコープ
読売新聞東京本社教育ネットワーク事務
局

Vol.42 <2018>＋ 不明 年刊 第１資料室 タブロイド判

カ行 救急救命 救急振興財団 vol.1 no.2(第2号)<1999.5>+ 1998 半期 第１資料室

カ行 汲古 汲古書院 第5号<1984.5>+ 1982 半期 第３資料室

カ行 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会 第1号<1994.12>+ 1994 年刊 第３資料室

カ行
九州大学附属図書館付設記録資料館
ニューズレター

九州大学附属図書館付設記録資料館 最近2年分<vol.12 2018年停止中？> 2007 その他 第３資料室

カ行 九州文化史研究所紀要
九州大学附属図書館付設記録資料館九
州文化史資料部門

第48号<2005.3>+ 1951 年刊 第３資料室

カ行 九州歴史資料館研究論集 九州歴史資料館 第20号<1995.3>+ 1975 その他 第３資料室
●バーコード登録　図書受入
あり

カ行 九州歴史資料館年報 九州歴史資料館 平成6年度-平成24年度<1995.6-2013.6> 1974 年刊 第３資料室 (電)
●バーコード登録　図書受入
あり

カ行 弓道 全日本弓道連盟 743号<2012.4>+ 1949 月刊 第１資料室

カ行 九歴だより 九州歴史資料館 最近2年分 1995 その他 第１資料室

カ行 京都学・歴彩館紀要 京都府立京都学・歴彩館 第1号<2018.8>+ 2018 年刊 第３資料室 ●バーコード登録

カ行 紀要 京都嵯峨芸術大学 第27号-第33号<2002.3-2008.3> 2002 年刊 第３資料室 (止)

カ行
教育学研究 : 明星大学通信制大学院研究
紀要

明星大学大学院人文学研究科教育学専
攻通信課程

vol.1-vol.9<2001.8-2009.8> 2001 その他 第３資料室 (止)

カ行 教育情報研究 日本教育情報学会 vol.16 no.1<2000.6>+ 1985 ４半 第１資料室
●バーコード登録　図書受入
あり
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カ行 教育旅行 日本修学旅行協会 660号<2011.5>+ 2005 月刊 第３資料室

カ行 紀要愛媛 愛媛県埋蔵文化財センター 第12号<2016>+ 2000 年刊 第３資料室

カ行 教科書研究センターセンター通信 教科書研究センター 最近2年分 不明 半期 第３資料室

カ行 共済総合研究 JA共済総合研究所 vol.75<2017.9>+ 1991 半期 第３資料室 ●バーコード登録

カ行 共済総研レポート JA共済総合研究所 no.150<2017.4>＋ 1992 隔月 第１資料室

カ行 共済フォーラム 公立共済サービス vol.46 no.4-vol.68　No.4<1995.4-2017.12> 1995 隔月 第３資料室 (止) 前: 公済時報

カ行 教職員の生涯設計 教職員生涯福祉財団事業部 vol.49<2005.7>+ [1993] ４半 第３資料室

カ行 行政&ADP 行政情報システム研究所
vol.35 no.4(410号)-vol.43 no.3(505号)<1999.4-
2007.3>

1996 月刊 第３資料室 (改) 前: 行政とADP
後: 行政&情報システ
ム

カ行 行政&情報システム 行政情報システム研究所 vol.43 ｎo.5(507号)<2007.6>+ 2007 隔月 第１資料室 前: 行政&ADP ●バーコード登録

カ行 行政監察月報 行政管理研究センター no.414-no.495<1994.1-2000.12> 1959 月刊 第３資料室 (改) 後：行政評価月報

カ行 季刊行政管理研究 行政管理研究センター no.　-no.129<1994.3-2010.3> 1978 ４半 第３資料室 (止)

カ行 行政評価月報 行政管理研究センター no.1(496)-no.75(570)<2001.1-2007.3> 2001 月刊 第３資料室 (廃) 前: 行政監察月報 ●図書受入あり

カ行 京都学園大学総合研究所所報 京都学園大学総合研究所 第2号-第11号<2001.3-2010.2> 2000 年刊 第３資料室 (止)

カ行 京都学問所紀要 賀茂御祖神社 創刊号<2014.6>+ 2014 不明 第３資料室

カ行 京都教育大学紀要 京都教育大学 第101号<2002.9>+ 2002 その他 第３資料室

カ行 京都教育大学紀要　A　人文・社会 京都教育大学 第74号-第100号<1989.3-2002.3> 1966 半期 第３資料室 (改) 前: 京都教育大学紀要A文科
後: 京都教育大学紀
要

カ行 京都教育大学紀要　B　自然科学 京都教育大学 第90号-第100号<1997.3-2002.3> 1966 半期 第３資料室 (改) 前: 京都教育大学紀要B理科
後: 京都教育大学紀
要

カ行 京都産業大学国土利用開発研究所紀要 京都産業大学国土利用開発研究所 第12号-第22号<1991.3-2001.3> 1984 その他 第３資料室 (廃) ●図書受入あり

カ行 京都大学大学文書館研究紀要 京都大学大学文書館 第1号<2002.11>+ 2002 年刊 第３資料室

カ行 郷土と博物館 鳥取県立博物館
vol.24 no.2(48号)-vol.24 no.2(48号)<1979.3-
2004.3>

1972 年刊 第３資料室 (廃) 前: 郷土と科学
●バーコード登録　図
書受入あり

カ行 業務報告書 日本開発銀行 第44事業年度-第49事業年度<1995.5-2000.5> [19--] 年刊 第３資料室 (廃)
●バーコード登録　図書受入
あり

カ行 紀要　椋鳩十・人と文学 椋鳩十文学記念館 no.2-no.13<1997.3-2008.3> 1996 年刊 第３資料室 (廃) ●バーコード登録

カ行 教養ゼミナール論集 札幌大学 19号-26号<1993-2000> 1993 年刊 第３資料室 (廃) ●図書受入あり

カ行 キリスト教論藻
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

第10号-第41号<1977.12-2010.3> 1966 年刊 第３資料室 (廃)

カ行 近畿大学法学 近畿大学法学会 第37巻第1号<1989.12>+ 1989 ４半 第３資料室

カ行 近畿中国四国農業研究センター研究資料
農業・食品産業技術総合研究機構近畿中
国四国農業研究センター

第1号<2002.3>‐第12号<2016.3> 2002 不定 第３資料室 (改)
前: 中国農業試験場研究資料
合併:四国農業試験場研究資
料

後:西日本農業研究セ
ンター

●バーコード登録

カ行 近畿中国四国農業研究センター年報
農業・食品産業技術総合研究機構近畿中
国四国農業研究センター

平成13年度-平成19年度<2003.1-2008.12> 2003 年刊 第３資料室 (廃) ●バーコード登録

カ行 近畿中国四国農業研究センター研究報告
農業・食品産業技術総合研究機構近畿中
国四国農業研究センター

第1号<2002.3>-第16号<2016.3> 2002 年刊 第３資料室 (電)
電子版後:農研機構研究報告
西日本農業研究センター

●バーコード登録

カ行 金属材料技術研究所研究報告 科学技術庁金属材料技術研究所 vol.8 -vol.24 <1996-2003> 1958 ４半 第３資料室 (廃)

カ行 近大姫路大学看護学部紀要 近大姫路大学看護学部紀要委員会 創刊号－第7号<2008.12-2015> 2008 年刊 第３資料室 (改) 後：姫路大学看護学部紀要

カ行 近大姫路大学教育学部紀要 近大姫路大学教育学部紀要編集委員会 創刊号－第8号<2009.3-2015> 2009 年刊 第３資料室 (改) 後：姫路大学教育学部紀要

カ行 近大法学 近畿大学法学会 25巻1号-36巻2号<1977.1-1989.3> 1969 その他 第３資料室 (改) 後: 近畿大学法学 ●図書受入あり

カ行 金融研究 日本銀行金融研究所 vol.13 no.1<1994.3>+ 1982 ４半 第３資料室
●バーコード登録　図書受入
あり

カ行 季刊久我山通信 佐々木基一全集刊行会 vno.8<2014秋>+ 2012 ４半 第３資料室

カ行 くさくき くさくき vol.1 no.1(741)<1997.1>+ 1997 月刊 第３資料室 前: 草茎

カ行 九谷を拓く：　石川県九谷焼美術館紀要 石川県九谷焼美術館 第1号＜2018.2＞＋ 2018 年刊 第３資料室

カ行 雲のうえ 北九州市にぎわいづくり懇話会 no.2<2007.1>+ 2006 ４半 第１資料室

カ行 くらしと保険 生命保険文化センター no.331-no.353<1998.3-2004.3> 1960 その他 第３資料室 (電) 前: 教育資料

カ行 くらし塾きんゆう塾 金融広報中央委員会 最近2年分 2007 ４半 第１資料室

カ行 暮しと健康 保健同人社 第53巻（1）-第59巻（12）<1998.1-2004.12> 1946 月刊 第３資料室 (止)

カ行 久留米市美術館年報 久留米市美術館 第1号〈2019.3〉＋ 2019 年刊 第３資料室 ●バーコード登録

カ行 クローバー.全国版 ジェイ・ブロード vol.19 (2009年秋号)<2009.9>+ 2009 その他 ビジネス

カ行 グラフSGI 聖教新聞社 最近2年分 1993 月刊 第３資料室 (廃)

カ行 Green letter 富士フイルム・グリーンファンド 20号<1998.12>+ 1986 年刊 第３資料室

カ行 呉市海事歴史科学館研究紀要 呉市海事歴史科学館 no.1<2007>+ 2007 年刊 第３資料室
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カ行 Global Asia East Asia Foundation
Vol.2 No.2(2007年秋号)-Vol.7 No.3(2012秋
号)<2007-2012>

不明 ４半 第３資料室 (止)

カ行 グローバル人づくり 海外職業訓練協会 no.58-no.100<1998-2007> 1990 隔月 第３資料室 (廃)

カ行 ぐんしょ 続群書類従完成会 vol.2 no.4(6)-vol.19 no.2(72)<1989.10-2006.4> 1962 ４半 第３資料室 (廃)

カ行 群馬県立歴史博物館紀要 群馬県立歴史博物館 第1号<1980.3>+ 1980 年刊 第３資料室
●バーコード登録　図書受入
あり

カ行 群妙 自由律俳句クラブ「群妙」 創刊号<2007.6>+ 2007 半期 第３資料室

カ行 経　kei ダイヤモンド社 no.1<2001.11>+ 2001 月刊 第１資料室

カ行 芸能の科学 文化財研究所東京文化財研究所 24号-33号<1996.3-2006.3> 1967 年刊 第３資料室 (廃)
●バーコード登録　図書受入
あり

カ行 経営情報イノベーション研究
静岡県立大学経営情報イノベーション研
究科

vol.1 no.1<2012.9>+ 2012 年刊 第３資料室

カ行 経営と情報 静岡県立大学経営情報学部 vol.25 no.1<2012.11>+ 1989 半期 第３資料室

カ行 経済科学研究 広島修道大学学術交流センター 1巻1・2号<1998.2>+ 1998 半期 第３資料室

カ行 経済教育参考資料 日本経済教育センター no.4-no.88<1968.7-1976.3> 不明 月刊 第３資料室 (廃)

カ行 経済研究年報 大阪経済法科大学経済研究所 no.14-no.21<1995.1-2003.3> 1992 年刊 第３資料室 (止)
前: 大阪経済法科大学経済研
究所研究年報

●図書受入あり

カ行 経済統計研究 経済産業統計協会 42巻1号<2014.1>+ 1965 ４半 第１資料室

カ行 経済産業統計 経済産業調査会 vol.67.1<2014.1>+ 1948 月刊 ビジネス ●バーコード登録あり

カ行 経済と経営 札幌大学経済・経営学会
26巻4号(87号)-42巻1号(134号)<1996.3-
2011.11>

1968 半期 第３資料室 (電) ●図書受入あり

カ行 経済文化研究所年報 神戸国際大学経済文化研究所 第4号-第13号<1995.4-2004.4> 1922 年刊 第３資料室 (止) ●図書受入あり

カ行 経済貿易研究 神奈川大学経済貿易研究所 第21号<1995.3>+ 1965 年刊 第３資料室

カ行 経済調査研究レビュー 経済調査会経済調査研究所 vol.3<2008.9>+ 2007.9 半期 第１資料室

カ行 敬天愛人 西郷南洲顕彰会 第13号<1995.9>+ 1983 年刊 第３資料室
●バーコード登録　図書受入
あり

カ行 研究紀要 奈良県教育委員会 no.1<1994.3>+ 1994 年刊 第３資料室 ●バーコード登録

カ行 研究紀要 滋賀県安土城郭調査研究所 第6号-第13号<1998.3-2008.3> 1993 年刊 第３資料室 (止) ●バーコード登録

カ行 研究紀要. 人文科学・自然科学篇 神戸松蔭女子学院大学学術研究会 第19号-第52号<1977-2011> 1996 年刊 第３資料室 (廃)

カ行 研究所報 関西大学経済・政治研究所 no.1-no.31<1974.12-2005.3> 1974 年刊 第３資料室 (廃) ●図書受入あり

カ行 研究成果選集 森林総合研究所 平成6年度<1995.9>+ 1986 年刊 第３資料室
●バーコード登録　図書受入
あり

カ行 研究双書 関西大学経済・政治研究所 第34冊<1976.3>+ 1959 その他 第３資料室

カ行 研究年報 日本放送協会放送技術研究所 平成6年度<1995.6>+ 19-- 年刊 第３資料室

カ行 研究ノート　茨城県教育財団研究ノート 茨城県教育財団
4号(平成6年度)-12号(平成14年度)<1995.6-
2003.6>

不明 月刊 第３資料室 (止) ●図書受入あり

カ行 研究報告集 科学技術庁金属材料技術研究所 第18号-第24号<1996.3-2003.1> 1980 年刊 第３資料室 (廃)
●バーコード登録　図書受入
あり

カ行 健康365 エイチアンドアイ vol.7 no.4(68)<2010.4>+ 2004.7.16 月刊 第１資料室

カ行 けんさいん 会計検査院 no.11-no.21<1998-2008> 1988 年刊 第３資料室 (廃)

カ行 建設業界 日本土木工業協会 vol.47 no.1-vol.52 no.3<1998.1-2003.3> 1974 月刊 第３資料室 (改) 後: CE建設業界

カ行 建築研究協会誌 建築研究協会 no.1<2001.6>+ 2001 半期 第３資料室

カ行 建築研究資料 建築研究所 no.98<2003.7>+ 1972 その他 第３資料室
●バーコード登録　図書受入
あり

カ行 建築研究報告 建築研究所 140号-148号<2004.3-2014.3> 1949 半期 第３資料室 (止)
●バーコード登録　図書受入
あり

カ行 建築コスト研究 建築コスト管理システム研究所 no.56(2007冬)<2007.1>+ 1993 ４半 第３資料室

カ行 建築雑誌 日本建築学会 <1971年5月-1999年12月> 1887 月刊 第３資料室 (止)

カ行 月刊東洋療法 全日本鍼灸マッサージ師会 最近2年分 不明 月刊 第３資料室

カ行 言語と文化 : 東洋大学紀要
東洋大学言語文化研究所設置準備委員
会

1号-4号<2001.3-2004.3> 2001 年刊 第３資料室 (廃)

カ行 原子力安全委員会月報 科学技術庁原子力安全局 21巻1号(232)-21巻4号(235)<1998.1-1998.4> 1978 月刊 第３資料室 (廃)

カ行 原子力文化 日本原子力文化振興財団 vol.26 no.1(301)<1995.1>+ 1970 月刊 第１資料室 ●バーコード登録

カ行 現代画報 現代画報社
vol.10 no.10(118)-vol.15 no.4(172)<2007.1-
2011.7>

1996 月刊 第３資料室 (改)
後: ザ・ヒューマン　（ホール雑
誌：The Human）

カ行 現代短歌 現代短歌社 no.67〈2019.3〉＋ 2013 隔月 第１資料室 ●バーコード登録

カ行 現代の眼 国立美術館 東京国立近代美術館 最近2年分 不明 ４半 第１資料室

カ行 耕　Por Terkulturo 山崎農業研究所 No.138<2016春>+ 1978 年３回 第１資料室

カ行 公営企業 地方財務協会
vol.29 no.10(355)-vol.42 no.12(504)<1998.1-
2011.3>

1969 月刊 第３資料室 (止)

カ行 光華　Sinorama 光華月刊社 vol.26 no.3-vol.31 no.1<2001.3-2006.1> 不明 月刊 第３資料室 (改)
後: 台灣光華雑誌 = Taiwan
panorama

カ行 航空技術 日本航空技術協会 no.656<2009.11>+ 1955 月刊 第１資料室

33



カ行 航空と文化 日本航空協会 no.44<1993.11>+ 1980 ４半 第１資料室

カ行 公庫月報 農林漁業金融公庫 566号-664号<1998.1-2006.3> 1953 月刊 第３資料室 (改) 後: AFCフォーラム

カ行 黌誌　大学史論輯 日本大学広報部大学史編纂課 第3号<2007.10>+ 2005 年刊 第３資料室

カ行 皇室 扶桑社
no.14-no.57<2002.4-2013冬>,　2015年春
(no.66)+

2002 ４半 第１資料室 前: わたしたちの皇室 ●バーコード登録

カ行 公社債月報 公社債引受協会 389号-510号<1989.1-1999.3> 不明 月刊 第３資料室 (改) 後:証券業報

カ行 更生保護 日本更生保護協会 vol.44 no.11<1993.11>+ 1950 月刊 第１資料室

カ行 高速道路と自動車 高速道路調査会 vol.60 no.10<2017.10>+ 1958 月刊 第１資料室 ●バーコード登録

カ行 高知県立坂本龍馬記念館研究紀要 高知県立坂本龍馬記念館 創刊号<2019.3>+ 2019 年刊 第３資料室

カ行 高知県立高知城歴史博物館研究紀要 高知県立高知城歴史博物館 1号<2019.3>+ 2019 年刊 第３資料室 ●バーコード登録

カ行 交通安全環境研究所報告 交通安全環境研究所 第2号-第13号<2004.11-2008.3> 2002 不定 第３資料室 (止) ●バーコード登録

カ行 交通安全公害研究所年報 交通安全公害研究所 平成6年度-平成12年度<1995.9-2001.11> [19--] 年刊 第３資料室 (改) ●バーコード登録

カ行 交通安全公害研究所報告 交通安全公害研究所 第17号-第29号<1993.3-2000.6> 1973 年刊 第３資料室 (廃)
●バーコード登録　図書受入
あり

カ行 交通科学 大阪交通科学研究会
vol.27 no.1/2合併号-vol.49 no.2<1998.6-
2019.3>

不明 半期 第３資料室 (電)

カ行 神戸国際大学紀要 神戸国際大学学術研究会 第42号-第67号<1992.6-2004.12> 1992 半期 第３資料室 (止) 前: 八代学院大学紀要 ●バーコード登録

カ行
神戸松蔭女子学院大学研究紀要. 人間科
学部篇

神戸松蔭女子学院大学学術研究会 no.1<2012>+ 2012 年刊 第３資料室

カ行
神戸松蔭女子学院大学研究紀要. 文学部
篇

神戸松蔭女子学院大学学術研究会 no.1<2012>+ 2012 年刊 第３資料室

カ行 神戸市立博物館研究紀要 神戸市立博物館 第20号<2004.3>+ 1984 その他 第３資料室 ●バーコード登録

カ行 神戸親和女子大学研究論叢 神戸親和女子大学 第28号<1995.2>+ 1995 年刊 第３資料室

カ行
神戸大学大学院教育学研究科修士論文
要録

神戸大学大学院教育学研究科 1-16<1983.3-1998.3> 1983 年刊 第３資料室 (廃) ●図書受入あり

カ行 広報 日本広報協会 no.512<1995.1>+ 1964 月刊 第１資料室

カ行 公立鳥取環境大学紀要 鳥取環境大学 vol.1<2003.2>＋ 2003 年刊 第３資料室

カ行 公立林業試験研究機関研究成果選集 森林総合研究所 no.1(平成14年度)<2004.3>+ 2004 年刊 第３資料室

カ行 國學院大學博物館研究報告 國學院大學博物館 no.32<2016.3>＋ 2016 年刊 第３資料室
前：國學院大學学術資料セン
ター研究報告

●バーコード登録

カ行
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 第1号<2007.3>+ 2007 年刊 第３資料室

カ行 國學院大學校史・学術資産研究
国学院大学研究開発推進機構校史・学術
資産研究センター

第1号<2009.3>+ 2009 年刊 第３資料室

カ行
國學院大學伝統文化リサーチセンター研
究紀要

國學院大學研究開発推進機構伝統文化
リサーチセンター

第1号-第4号<2009.3-2012.3> 2009 年刊 第３資料室 (廃)

カ行 国語国文論集 安田女子大学日本文学会 25号<1995.1>+ 1970 年刊 第３資料室

カ行 国語国字 国語問題協議会 第181号<2004.8>+ 1960 隔月 第３資料室

カ行 国際関係・比較文化研究 静岡県立大学国際関係学部 4巻1号<2005.9>+ 2002 半期 第３資料室

カ行 国際関係論研究 国際関係論研究会 第26号<2007.3>+ 1966 年刊 第３資料室

カ行 国際協力 国際協力機構 no.465-no.605<1994.1-2005.9> 1974 月刊 第３資料室 (廃)

カ行 国際協力プラザ 国際協力推進協会 創刊号-vol.127<1994.7-2005.3> 1994 月刊 第３資料室 (改) 後: 国際協力新聞

カ行 国際協力研究 国際協力機構国際協力総合研修所 vol.12 no.1-vol.24 no.1<1996.10-2008.4> 1985 半期 第３資料室 (廃)

カ行 国際交流 国際交流基金
vol.22 no.1(85)-vol.26 no.4(104)<1999.10-
2004.7>

1973 ４半 第３資料室 (改) 後: をちこち(遠近)

カ行 国際交流基金日米センター年報 国際交流基金日米センター 1994年度-2005年度<1995.1-2006.9> [1992] 年刊 第３資料室 (休)
●バーコード登録　図書受入
あり

カ行 国際交流基金年報 国際交流基金 1995年度-2007年度<1995.3-2008.9> 1996 年刊 第３資料室 (止) 前: 国際交流基金
●バーコード登録　図
書受入あり

カ行 国際子ども図書館の窓 国立国会図書館 第1号<2001.3>+ 2001 年刊 子ども室

カ行 国際ジャーナル 国際通信社
vol.14 no.17(179)-vol.30 no.1(364)<1996.1-
2012.1>

1996 月刊 第３資料室 (改) 後: トップフォーラム

カ行 国際時計通信 国際時計通信社
vol.26 no.1(262)-vol.41 no.1(442)<1995.1-
2009.1>

1960 月刊 第３資料室 (休)

カ行
国際日本研究フェローシップニュースレ
ター

博報児童教育振興会 第2号<2015.6>+ 2014 年刊 第３資料室

カ行 国際農林業協力 国際農林業協働協会 vol.33 no.1(158)<2010.12>+ 1978 隔月 第３資料室

カ行 国際文化研修
全国市町村振興協会全国市町村国際文
化研修所

vol.5 no.1(Vol.15)=平成9年春号<1997.4>+ 1993 ４半 第１資料室

カ行 国史学研究 龍谷大学国史学研究会 6号<1980.11>+ 1975 その他 第３資料室

カ行 国政モニター月報 内閣府大臣官房政府広報室 <2001.4-2011.1> 2001 月刊 第３資料室 (休) 前: モニター月報

カ行 国総研アニュアルレポート 国土技術政策総合研究所 no.1-no.8<2002.3-2009> 2002 年刊 第３資料室 (改) 後: 国総研レポート

カ行 国総研レポート 国土技術政策総合研究所 no.9<2010.3>+ 2010 年刊 第３資料室 前: 国総研アニュアルレポート
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カ行 国土交通 運輸振興協会 vol.55 no.4(16)<2002.4>+ 2001 隔月 第１資料室

カ行
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 第1号(36)<2005.3>+ 2005 年刊 第３資料室 前: 史料館研究紀要

カ行 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 第38号<2012.3>+ 2005 年刊 第３資料室 前: 国文学研究資料館紀要

カ行 国文研ニュース 人間文化研究機構国文学研究資料館 no.42＜2016.1＞＋ 2008 旬刊 第１資料室

カ行 国立環境研究所ニュース 国立環境研究所 最近2年分 1990 隔月 第３資料室

カ行
国立民族学博物館国内資料調査委員調
査報告（CD-ROM版）

国立民族学博物館 no.18-no.23<1998-2003> 不明 年刊 第３資料室 (止)

カ行 国立民族学博物館友の会ニュース 千里文化財団 最近2年分 1978 隔月 第１資料室

カ行 国立公園 国立公園協会 no.560-no.612<1998.1-2003.4> [1948] 月刊 第３資料室 (止) 前: 国土と健民

カ行 国立公文書館ニュース 国立公文書館 最近2年分 2015 ４半 第１資料室

カ行 国立公文書館年報 国立公文書館 第24号-第38号<1995.5-2009.9> 1972 年刊 第３資料室 (廃)
●バーコード登録　図書受入
あり

カ行 国立科学博物館専報 国立科学博物館 no.28-no.46<1995.12-2010.3> 1968 年刊 第３資料室 (止)

カ行 国立国際美術館年報 国立国際美術館 平成13年度-平成18年度<2002.4-2005.6> 1977 年刊 第３資料室 (廃) ●図書受入あり

カ行 国立国会図書館月報 国立国会図書館 no.442<1998.1>+ 1961 月刊 第１資料室

カ行 国立国会図書館年報 国立国会図書館 平成6年度<1995.12>+ 1950 年刊 第３資料室
●バーコード登録　図書受入
あり

カ行 国立女性教育会館研究紀要 国立女性教育会館 第5号-第9号<2001-2005> 2001 年刊 第３資料室 (改)
前: 国立婦人教育会館研究紀
要

後: 国立女性教育会
館研究ジャーナル

●バーコード登録

カ行 国立新美術館研究紀要 国立新美術館 no.01<2014.11>+ 2014 その他 第３資料室 ●バーコード登録

カ行 国立婦人教育会館研究紀要 国立婦人教育会館 創刊号-第4号<1997.1-2000> 1997 年刊 第３資料室 (改)
後: 国立女性教育会館研究紀
要

●バーコード登録

カ行 国立民族学博物館研究報告 国立民族学博物館 vol.18 no.3<1993>+ 1976.3 その他 第３資料室
●バーコード登録　図書受入
あり

カ行 国立歴史民俗博物館研究報告 国立歴史民俗博物館 no.55<1993.12>+ 1982 不定 第３資料室
●バーコード登録　図書受入
あり

カ行 湖国と文化 滋賀県文化振興事業団 66号(1994年冬)<1994.1>+ 1977 ４半 第１資料室

カ行 GO　Journal　＝　ゴー　ジャーナル MATOI　PUBLISHING 1<2017.11>＋ 2017 不定期 第１資料室

カ行 古書店と読者の雑誌 高原書店編集部 **-第134号<1989-2002.6> [1984] 隔月 第３資料室 (止)

カ行 個人企業経済調査季報 総務庁統計局 no.177-no.200<1996.10-2002.6> 1963 ４半 第３資料室 （改） ●図書受入あり ●一括登録

カ行 個人企業経済調査報告　動向編 総務省統計局 no.201<2003.3>+ 2003 ４半 ビジネス 前: 個人企業経済調査季報 ●一括登録

カ行 KOSMOS　こすもす 国際花と緑の博覧会記念協会 no.1<2017.6>＋ 2017 ４半 第３資料室

カ行 kotoba 集英社 創刊号<2010.9>+ 2010 ４半 第１資料室 ●バーコード登録

カ行 國華清話会 國華社 第一号(平成15年春)<2003.5>+ 2003 半期 第３資料室

カ行 コピライト 著作権情報センター vol.37(442)-vol.52(623)<1998.1-2013.3> 1961 月刊 第３資料室 (止)

カ行 Coffee break 全日本コーヒー協会 vol.43<1999.8>+ [1981] 半期 第１資料室

カ行 駒澤考古 駒澤大学考古学研究室 no.42<2017.9>＋ 2001 年刊 第３資料室 ●バーコード登録

カ行 駒沢大学史学論集 駒沢大学大学院史学会 28号<1998.4>+ 1971 その他 第３資料室 ●図書受入あり

カ行 駒沢大学大学院商学研究 駒沢大学大学院商学研究科 24号-33号<1994.3-2004.4> 1971 その他 第３資料室 (止) ●図書受入あり

カ行 駒沢大学大学院史学論集 駒沢大学大学院史学会 36号<2006.4>+ 2006 年刊 第３資料室 前: 駒沢大学史学論集

カ行 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 9号<1977.3>+ 1967 年刊 第３資料室

カ行 コミュニテイ 地域社会研究所 32号<1972.7>+ 1964 その他 第１資料室 ●図書受入あり

カ行 コミュニティ福祉学研究科紀要
立教大学大学院コミュニティ福祉学研究
科

2号<2004.3>+ 2003 年刊 第３資料室

カ行 Korea Korean Culture and Information Service <2008.8-2018.4> [2008] ４半 第３資料室 (電) 前: Korea policy review

カ行 Korea and the world economy Association of Korean Economic Studies
vol.11 no.2(2010 August)-vol.16 no.1(2015
April)<2010-2015>

季刊 その他 第３資料室 (止)
前: The journal of the Korean
economy

カ行 Korea policy review Korean Overseas Information Service 創刊号-2008.7<2005-2008.7> 2005 月刊 第３資料室 (改) 後: Korea

カ行 Koreana : 韓国の芸術と文化 韓国国際交流財団 Vol.6 No.1(1993年春季号)<1993>+ 1988 ４半 第１資料室 ●バーコード登録

カ行 金光教学 金光教教学研究所 35号<1995>+ 1958 年刊 第３資料室
●バーコード登録　図書受入
あり

カ行 後漢経学研究会論集 後漢経学研究会 創刊号<2002.3>+ 2002.3 不定 第３資料室 ●バーコード登録

サ行 Science & technology journal 科学技術広報財団
vol.10 no.10(115)-vol.15 no.3(168)<2001.1-
2006.3>

2001 月刊 第３資料室 (休) 前: 科学技術ジャーナル

サ行 ScienTech 佐賀大学大学院工学系研究科 no.4<1989.3>+ 1986 年刊 第３資料室 ●図書受入あり

サ行 財界展望 財界展望新社 no.42 vol.1-no50 vol.9 <1998.1-2006.9> 1956 月刊 第３資料室 (改) 後：Zaiten

サ行 再開発コーディネーター 再開発コーディネーター協会 no.139<2009.5>+ 1986 隔月 第３資料室

サ行 再開発研究 再開発コーディネーター協会 no.25<2009.3>+ 1983.9 年刊 第３資料室

サ行 菜果フォーラム 日本青果物輸入安全推進協会 vol.1-vol.27<2010.1-2017.10> 2010.1 その他 第３資料室 (廃)

サ行 斎宮歴史博物館研究紀要 斎宮歴史博物館 3号-22号<1994.3-2003.3> 1992 年刊 第３資料室 (止)
●バーコード登録　図書受入
あり
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サ行 裁決事例集 大蔵財務協会
48(平成6年分・第2)-78(平成21年分・第2)
<1995-2010>

1971 その他 第３資料室 (止)
●バーコード登録　図書受入
あり

サ行 Zaiten 　＝　ザイテン 財界展望新社 50巻10号<2006.10>+ 2006 月刊 第１資料室 前: 財界展望 ●バーコード登録

サ行 嵯峨 : いけばな嵯峨御流 大本山大覚寺嵯峨御流華道総司所 44巻1号(710)-61巻3号(916)<1991.1-2008.3> 1947 月刊 第３資料室 (止) ●バーコード登録

サ行 佐賀大学美術館　年報＋紀要 佐賀大学美術館 平成25年度<2014.3>+ 2014 年刊 第３資料室 ●バーコード登録

サ行 嵯峨美術短期大学紀要 嵯峨美術短期大学 vol.24-vol.26<1998.12-2001.3> 1975 年刊 第３資料室 (改) 後: 紀要

サ行 Satya 東洋大学井上円了記念学術センター 29(1998冬季号)-49(2003冬季号)<1998-2003> 1990 ４半 第３資料室 (廃)

サ行
札幌国際大学地域総合研究センター
technical report

札幌国際大学 no.39-no.51<2000.6-2002.7> 2000 年刊 第３資料室 (止) 前: REC technical report

サ行 札幌大学外国語学部紀要 文化と言語 札幌大学 第44号<1996.3>+ 1968 年刊 第３資料室 (止) ●図書受入あり

サ行 札幌大学女子短期大学部紀要 札幌大学女子短期大学部 27号(47号)-60・61号（75号)<1996.3-2013.3> 1983 その他 第３資料室 (止)
前: 札幌大学教養部・札幌大
学女子短期大学部紀要

サ行 札幌大学総合研究 札幌大学附属総合研究所 第1号-第3号<2010.3-2012.3> 2010 年刊 第３資料室 (止)

サ行 札幌大学総合論叢 札幌大学附属総合研究所 1号-第34号<1996.3-2012.10> 1996 半期 第３資料室 (止)

サ行 札幌法学 札幌大学法学会 1巻1号-24巻2号<1990.2-2013.3> 1990 半期 第３資料室 (止)

サ行 札幌市文化資料室研究紀要 札幌市総務局文化資料室 創刊号-第5号<2009.3-2013.3> 2009 年刊 第３資料室 (改) 後:札幌市公文書館研究紀要

サ行 Subway 日本地下鉄協会 第191号<2011.11>+ 1982 隔月 第３資料室

サ行 産業経営 早稲田大学産業経営研究所 4号-51号<1978.12-2015.12> 1975 半期 第３資料室 (止)

サ行 産業セミナー年報 関西大学経済・政治研究所 1994-2005<1994.12-2005.12> 1985 年刊 第３資料室 (改) 前: 産業セミナー 後: セミナー年報 ●図書受入あり

サ行 産業保健21 労働者健康福祉機構 vol.11 no.1(41)<2005.7>+ 1995 ４半 第１資料室

サ行 産研論集 札幌大学経営学部附属産業経営研究所 16号-44・45号<1996.3-2013.3> 1991 半期 第３資料室 (止) 前: 産業経営研究所論集 ●図書受入あり

サ行 参考書誌研究 国立国会図書館 vol.12<1976>+ 1970 ４半 第３資料室 2012～Web配信
●バーコード登録　図
書受入あり

サ行 日本オーケストラ連盟ニュース 日本オーケストラ連盟 最近2年分 不明 ４半 第１資料室

サ行 山陽女子短期大学研究紀要 山陽女子短期大学 6号-12号<1979.1-1986.3> 1966 年刊 第３資料室 (改) 後: 山陽女子短期大学紀要 ●図書受入あり

サ行 山陽放送学術文化財団リポート 山陽放送学術文化財団 第16号-第58号<1973.1-2014.9> 1964 年刊 第３資料室 (止) ●図書受入あり

サ行 山陽論叢 山陽学園大学 1号-16号<1994.12-2009.12> 1994 年刊 第３資料室 (廃)

サ行 ザ・ユニフォーム : NUC情報 日本ユニフォームセンター vol.41 no.6(506)<2009.7>+ [19--] 月刊 第３資料室

サ行 The Human　ザ・ヒューマン 現代画報社 vol.173<2011.8>-Vol.196<2013.7> 2011.8 月刊 第３資料室 (改) 前: 現代画報
後:Century センチュ
リー

サ行 財団法人山武郡市文化財センター年報 山武郡市文化財センター no.10-no.25<1995-2009> 1990 年刊 第３資料室 (廃)
前: 財団法人山武郡南部地区
文化財センター年報

●バーコード登録　図
書受入あり

サ行 しおさい 水産総合研究センター水産工学研究所 no.14-no.19<1998-2003> 1985 年刊 第３資料室 (廃)

サ行 詩界 日本詩人クラブ no.241<2002.9>+ 1994 不定 第１資料室

サ行 歯科衛生だより 日本歯科衛生士会 最近2年分 2011 隔月 第１資料室

サ行 子規庵春秋 子規庵保存会 第15号（2015年）<2016.3>+ 1996 年刊 第３資料室

サ行 季刊子規博だより 松山市立子規記念博物館 no.133<2016.3>+ 1981 ４半 第１資料室

サ行 市史かなざわ 金沢市 第1号-第10号<1995.3-2004.3> 1995 その他 第３資料室 (廃) ●バーコード登録

サ行 市史通信 横浜市史資料室 第2号<2008.8>+ 2008.3 不定 第１資料室

サ行 市史だよりFukuoka 福岡市博物館市史編さん室 no.22<2016>+ 2005 その他 第１資料室

サ行 司書課程年報 別府大学・別府大学短期大学部司書課程 no.1-no.13<1998-2010> 1998 年刊 第３資料室 (止)

サ行 司書の海外研修 日本図書館協会 <1994-1999> 不明 年刊 第３資料室 (止) ●図書受入あり ●バーコード登録

サ行
静岡県立大学国際関係学部教養科研究
紀要

静岡県立大学 8号-14号<1996.3-2002.3> 1988 年刊 第３資料室 (廃)

サ行 静岡文化芸術大学研究紀要 静岡文化芸術大学 vol.8(2007)<2008.3>+ 2001 年刊 第３資料室

サ行 死生学研究 東京大学大学院人文社会系研究科 2006年春号-第17号<2006.3-2012.3> 2003 半期 第３資料室 (止) 後:死生学・応用倫理研究

サ行 死生学・応用倫理研究

サ行 史創 史創研究会 no.4<2014.1>+ 2011 不定 第３資料室

サ行 月刊自治フォーラム 第一法規 vol.487-vol.618<2000.4-2011.3> 1989 月刊 第３資料室 (休) 前: 自治研修

サ行 自治体学 自治体学会 vol.32-2<2019.3>+ 2002 半年 第１資料室 ●図書受入あり ●バーコード登録

サ行 City & Life 第一住宅建設協会 no.92<2009.6>+ 2001.3 ４半 第１資料室

サ行 CITY IN CITY 全国市街地再開発協会 vol.25<2013.3>+ 不明 年刊 第３資料室

サ行 詩とメルヘン サンリオ no.26(1)-no.30(4)<1998.1-2002.4> 不明 月刊 第３資料室 (休)
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サ行
Civil engineering consultant 　シビル　エン
ジニアリング　コンサルタント: 建設コンサ
ルタンツ協会会誌

建設コンサルタンツ協会 vol.210<2001.1>+ 2001 ４半 第１資料室 前: 明日へのJCCA

サ行 月報司法書士 日本司法書士会連合会 no.399<2005.5>+ 不明 月刊 第１資料室

サ行 司法の窓 最高裁判所 no.6<1975.5>+ 1972 半期 第１資料室

サ行 しま 日本離島センター vol.23 no.1(90)<1977.8>+ 1953 ４半 第１資料室 ●郷土で図書受入あり ●バーコード登録

サ行 社会安全学研究 関西大学社会安全学部 no.1<2011.3>+ 2011 年刊 第３資料室

サ行 社会科学年報 専修大学社会科学研究所 第32号<1998.3>+ 1966 年刊 第３資料室 ●図書受入あり

サ行 社会学部論集 佛教大学社会学部 29号<1996.3>+ 1992 年刊 第３資料室 前: 社会学部論叢

サ行 社会正義 : 紀要 上智大学社会正義研究所 1号-28号<1982.3-2009.3> 1982 その他 第３資料室 (廃)

サ行 社会福祉学部論集 佛教大学社会福祉学部 創刊号<2005.3>+ 2005 年刊 第３資料室

サ行 社教情報 全国社会教育委員連合 no.54<2006.3>+ [19--] 半期 第３資料室

サ行 シャープ技報 シャープ研究開発本部 no.71-no.93<1998.4-2005.12> 1962 半期 第３資料室 (止)

サ行 就実修士論文報 就実大学大学院文学研究科 1号<2002.3>+ 2002 その他 第３資料室

サ行 修道商学 広島修道大学学術交流センター
36巻2号(73号)-56巻1号(112号)<1996.3-
2015.9>

1978 その他 第３資料室 (止) 前: 広島修大論集.商経編

サ行 修道法学 広島修道大学学術交流センター 18巻2号<1996.3>+ 1977 半期 第３資料室

サ行 淑徳短期大学研究紀要 淑徳短期大学紀要委員会 18号-41号<1979.3-2002.2> 1972 年刊 第３資料室 (電) 前: 淑徳短期大学学報 ●図書受入あり

サ行 淑徳大学研究紀要 淑徳大学 13号-30号2<1978.12-1996.3> 1973 年刊 第３資料室 (改) 前: 淑徳大学紀要
後: 淑徳大学社会学
部研究紀要

サ行
淑徳大学研究紀要. 総合福祉学部・コミュ
ニティ政策学部

淑徳大学総合福祉学部 45号<2011.3>+ 2011 年刊 第３資料室
前: 淑徳大学総合福祉学部研
究紀要

サ行 淑徳大学社会学部研究紀要 淑徳大学社会学部 31号-39号<1997.3-2005.3> 1997 年刊 第３資料室 (改) 前: 淑徳大学研究紀要
後: 淑徳大学総合福
祉学部研究紀要

サ行 淑徳大学総合福祉学部研究紀要 淑徳大学総合福祉学部 40号-44号<2006.3-2010.3> 2006 年刊 第３資料室 (改)
前: 淑徳大学社会学部研究紀
要

後: 淑徳大学研究紀
要.総合福祉学部・コ
ミュニティ政策学部

サ行 淑徳大学大学院研究紀要 淑徳大学大学院 1号-12号<1992-2005> 1992 年刊 第３資料室 (改)
後: 淑徳大学大学院総合福祉
研究科研究紀要

サ行
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 13号<2006>+ 2006 年刊 第３資料室 前: 淑徳大学大学院研究紀要

サ行 珠算春秋 全国珠算教育連盟 no.79<1995.5>+ 1955 年刊 第３資料室
●バーコード登録　図書受入
あり

サ行 Shoin literary review 神戸松蔭女子学院大学学術研究会 no.11-no.44<1977-2011> 1968 年刊 第３資料室 (廃)

サ行 城西国際大学留学生別科紀要 城西国際大学留学生別科 no.1-no.4<2005-2010> 2005 年刊 第３資料室 (止)

サ行 月刊　生涯学習 国政情報センター 1-4.5号<2008.4>+ 2008 月刊 第１資料室 ●バーコード登録

サ行 生涯学習基盤経営研究
東京大学大学院教育研究科生涯学習基
盤経営コース

2012年度<2011>+ 2010 年刊 第３資料室

サ行
生涯学習研究 : 聖徳大学生涯学習研究所
紀要

聖徳大学 第6号<2008.3>+ 2003 年刊 第３資料室

サ行 商経論叢 神奈川大学経済学会 vol.24 no.3<1989.2>+ 1965 ４半 第３資料室

サ行 商工金融 商工総合研究所 vol.56 no.9<2006.9>+ 1951 月刊 第１資料室

サ行 小説推理 双葉社 vol.38 no.1-vol.44 no.12<1998.1-2004.12> 1961.12 月刊 第３資料室 (止)

サ行 小説すばる 集英社 vol.12 no.1-vol.18 no.12<1998.1-2004.12> 1970.5 月刊 第３資料室 (止)

サ行 正倉院紀要 宮内庁正倉院事務所 21号<1999.3>+ 1997 年刊 第３資料室 前: 正倉院年報 ●バーコード登録

サ行 正倉院年報 宮内庁正倉院事務所 17号-20号<1995.3-1998.3> 1979 年刊 第３資料室 (改) 後: 正倉院紀要
●バーコード登録　図
書受入あり

サ行 小日本 : 坂の上の雲ミュージアム通信 坂の上の雲ミュージアム 最近2年分 2007 その他 第１資料室

サ行 情報誌ＮＥＷえるふ ちゅうでん教育振興財団 vol.1<2014.3>+ 2014 ４半 第３資料室 前：えるふ

サ行 情報通信政策研究 総務省情報通信政策研究所 Vol.1 no.1-2<2017>+ 2017 年刊 第３資料室

サ行 書協 : 日本書籍出版協会会報 日本書籍出版協会 no.1<1987.1>+ 1987 月刊 第１資料室 前: 日本書籍出版協会会報

サ行 食品安全 内閣府食品安全委員会 vol.3<2004.12>+ 2004 ４半 第１資料室

サ行 食品と容器 缶詰技術研究会 vol.54<2013.8>+ 1960 月刊 第１資料室
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サ行 諸國叢書 成城大学民俗学研究所 第12輯<1995.3>+ 1984 不定 第３資料室

サ行 書斎の窓 有斐閣 no.253<1976.6>+ 1953.6 月刊 第１資料室

サ行 書燈 不二出版
vol.52 no.1(609)-vol.64 no.11(763)<1998.1-
2010.11>

不明 月刊 第３資料室 (止)

サ行 除痘館記念資料室だより 洪庵記念会除痘館記念資料室 no.3＜2011.7＞＋ 不明 年刊 第１資料室

サ行 所報吉備 岡山県古代吉備文化財センター no.60<2016.3>+ 1986 半期 第１資料室

サ行 書陵部紀要 宮内庁書陵部 no.47-no.67<1996.3-2015.3> 1951 年刊 第３資料室 (止)
●バーコード登録　図書受入
あり

サ行 資料館紀要 京都府立総合資料館 23号<1995.3>‐45号<2016.11> 1972.3 その他 第３資料室 (廃)
●バーコード登録　図書受入
あり

サ行 史料館研究紀要 国文学研究資料館史料館 26号-35号<1995.3-2004.3> 不明 年刊 第３資料室 (改)
後: 国文学研究資料館紀要.
アーカイブズ研究篇

●バーコード登録　図
書受入あり

サ行 史料館研究紀要 大分県立先哲史料館 第1号<1996.3>+ 1996 年刊 第３資料室 ●バーコード登録

サ行 月刊シルバー人材センター 労務行政 第74号<1993.5>+ 1987 月刊 第１資料室

サ行 白い国の詩 東北電力広報・地域交流部 no.497-no.611<1998.1-2011.3> 1986 ４半 第３資料室 (休) 前: 家庭と電気 ●バーコード登録

サ行 新・田舎人 ふるさと保全ネットワーク no.9<1996.9>+ 1994 ４半 第１資料室

サ行 Think Asia 霞山会 第5号<2011>+ [2010] ４半 第３資料室

サ行 新・さぬき野 香川県広報広聴課 最近2年分 不明 ４半 第１資料室

サ行 信金中央金庫ディスクロージャー誌 信金中央金庫総合企画部 2001<2001>+ 2001 年刊 第３資料室 ●バーコード登録

サ行 信金中金月報 信金中央金庫
vol.1 no.1(341)-vol12 no.9(489)<2002.1-
2013.9>

2002 月刊 第３資料室 (電)

サ行 神大古文書研究 神奈川大学 創刊号<2014.3>+ 2014 年刊 第３資料室

サ行 心的トラウマ研究
ひょうご震災記念21世紀研究機構兵庫県
こころのケアセンター研究部

第1号-第10号<2005.3-2014.11> 2005 年刊 第３資料室 (止)

サ行 心理臨床の広場 日本心理臨床学会 vol.1 no.1(1)<2008.9>+ 2008 半期 第１資料室 ●バーコード登録

サ行 季刊森林総研 森林総合研究所企画部 vol.1<2008.5>+ 2008 ４半 第１資料室 前: 研究の"森"から ●バーコード登録

サ行 森林総合研究所研究報告 森林総合研究所 no.369<1995.3>+ 1989 不定 第３資料室 前: 林業試験場研究報告
●バーコード登録　図
書受入あり

サ行 森林総合研究所年報 森林総合研究所
1994(平成6)年度-2005(平成17)年度<1996.3-
2006.1>

1990 年刊 第３資料室 (止) 前: 林業試験場年報
●バーコード登録　図
書受入あり

サ行 自治総研 地方自治総合研究所 vol.24 no.1(230)-vol.34(362)<1998.1-2008.12> 1975 その他 第３資料室 (止)

サ行 自治体国際化フォーラム 自治体国際化協会 vol.41<1993.2>+ 1989 月刊 ビジネス ●バーコード登録

サ行 自治の動き 自治省 no.284-no.286<1998-1998.9> 1964 月刊 第３資料室 (廃)

サ行 児童文学講座 立教女学院短期大学図書館 創刊準備号<2012.3>+ 2012 その他 第３資料室

サ行 JICA’s world 国際協力機構 no.16-no.60<2010.1-2013.9> 2008 月刊 第３資料室 (改) 後：mundi

サ行 Japan research review 日本総合研究所 vol.1 no.3(3)-vol.15 no.6(176)<1991.3-2005.6> 1991 月刊 第３資料室 (改)
後: Business & economic
review

サ行 Japan railway & transport review East Japan Railway Culture Foundation no.1-no.69<1994-2017> 1994 ４半 第３資料室 (止)

サ行
JAFPA : NPO Japan Alpine-Flora
Preservation Association's bulletin

日本高山植物保護協会事務局 no.53<2007.4>+ [19--] その他 第３資料室

サ行 JAMSTEC 海洋科学技術センター情報管理室 vol.6 no.3(23)-vol.12 no.2(46)<1994.7-2000.4> 1989 隔月 第３資料室 (改) 後: Blue earth

サ行
Journal of financial planning : 日本版FP
ジャーナル

日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 vol.6 no.58(58)<2004.12>+ 1999 月刊 第１資料室

サ行
Journal of the Faculty of Agriculture,
Tottori University

鳥取大学農学部 vol.14-vol.35<1979.2-1999.11> 1951 その他 第３資料室 (廃)

サ行
Journal of Tokyo University of Fisheries
東京水産大学研究報告

東京水産大学 vol.63 no.1-vol.90<1976.11-2003.9> 1951 年刊 第３資料室 (廃)

サ行 The journal of the Korean economy Association of Korean Economic Studies
vol.7 no.1(2006 Spring)-vol. 11 no.1(2010
April)<2006-2010>

不明 その他 第３資料室 (改)
後: Korea and the world
economy

サ行 樹林 大阪文学学校・葦書房 vol.234<1984.9>+ 1984 月刊 第３資料室
4・10月のみ寄贈あり(以前は
3・9月)

サ行 自由思想 石橋湛山記念財団 no.82<1998.6>+ 不明 その他 第３資料室

サ行 自由と正義 日本弁護士連合会 vol.59 no.1(708)<2008.1>+ 1950 月刊 第１資料室

サ行 Join 日本劇団協議会常務理事会 no.27<2000.1>+ 1992 ４半 第１資料室
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サ行 Joint トヨタ財団 no.1<2009.7>+ 2009.7 ４半 第３資料室

サ行 上越教育大学研究紀要 上越教育大学 15巻2号-25巻2号<1996-2006> 1990 半期 第３資料室 (止)

前: 上越教育大学研究紀要.
第1分冊, 学校教育,幼児教育,
障害児教育、上越教育大学研
究紀要. 第2分冊, 言語系教育,
社会系教育,芸術系教育、上
越教育大学研究紀要. 第3分
冊, 自然系教育,生活・健康系
教育

サ行 生涯発達研究 愛知県立大学生涯発達研究所 第6号<2014.3>+ 2009 年刊 第３資料室

サ行
情報学研究:東京大学大学院情報学環紀
要

東京大学大学院情報学環 vol.68-vol.84<2005.1-2013.3> 2005 年刊 第３資料室 (電)
前: 東京大学社会情報研究所
紀要

サ行 常民文化 成城大学常民文化研究会 第17号<1994.3>+ 1977 年刊 第３資料室 ●図書受入あり

サ行 植物学雑誌 日本植物学会
第80巻1号（944）-第84巻6号（994）<1967.1-
1971.6>

1887 月刊 第３資料室 (改) ●図書受入あり
後：Botanical
Magazine, Tokyo　ボタ
ニカル　マガジン

サ行 女子教育 目白大学短期大学部女子教育研究所 no.19-no.29<1996.4-2006.4> 1978 年刊 第３資料室 (廃)

サ行 人口推計月報 総務省統計局 最近2年分 1952 月刊
参考カウン
ター

サ行 人事院月報 日経印刷 no.323<1978.1>+ 1950 月刊 第１資料室

サ行 新東技報 新東工業 no.36<2018.12>+ 1971 年刊 第３資料室

サ行 季刊新日鉄住金 新日鉄住金 <2013>＋ 不明 ４半 第３資料室

サ行 人文会ニュース 人文会 49号<1987.10>+ 1973 その他 第３資料室

サ行 人文研究 大阪市立大学大学院文学研究科 第56巻<2005.3>+ 1949 年刊 第３資料室

サ行 人民日報. 海外版. 日本月刊 日本新華僑通信社 第4号<2011.12.25>+ 2011 月刊 第１資料室

サ行 人文地理 人文地理学会 19巻1号（103）-24巻1号（133） 1948 隔月 第３資料室 (止)

サ行 水交 水交会 no.612<2010.1>+ 1952 月刊 第３資料室

サ行 水産技術 水産総合研究センター vol.1no.1<2008.9>+ 2008 半期 ビジネス ●バーコード登録

サ行 水産研究・教育機構研究報告 水産研究・教育機構 No.42<2016.9>+ 不明 不定 第３資料室

サ行 水産工学研究所技報 水産総合研究センター水産工学研究所 no.24-no.30<2002.3-2008.3> 1996 年刊 第３資料室 (廃) ●バーコード登録

サ行 水産総合研究センター研究報告 水産総合研究センター no.1<2001.12>+ 2001 ４半 第３資料室 ●バーコード登録

サ行 月刊水墨画 ユーキャン 2巻1号-26巻7号<1990.5-2014.10>(休) 1989 月刊 第３資料室 (休) 前: 趣味の水墨画 ●バーコード登録

サ行 月刊ずいひつ 日本随筆家協会 vol.26no.1-vol.32 no.12(372)<1998.1-2004.12> 1973.4 月刊 第３資料室 (止)

サ行 水利科学 日本治山治水協会 vol.50 no.2(289)<2006>+ 1957 隔月 第３資料室

サ行 Scholar 千趣留学生奨学財団 no.12<1997.9>+ 1992 半期 第３資料室

サ行 スクウェア21 全国経営者団体連合会 no.109<1993.4>+ 1983 月刊 ビジネス

サ行 すこやかライフ 環境再生保全機構 no.37<2011.3>+ 不明 年刊 第３資料室

サ行 Suzuki method　才能教育 才能教育研究會 no.64<1983.5>+ 1967.5 ４半 第３資料室

サ行 Suッkara スッカラ 1巻2号(2)-10巻2号（4）<2006.2-2015.2> 2006 月刊 第３資料室 (休) ●バーコード登録

サ行 スポーツ健康科学紀要 東洋大学スポーツ健康科学委員会 創刊号<2001.3>+ 2001 年刊 第３資料室

サ行 住友史料館報 住友史料館 第26号<1995.7>+ 1988 年刊 第３資料室
●バーコード登録　図書受入
あり

サ行 随筆にっぽん 随筆文化推進協会『随筆にっぽん』 no.1<2010.8>+ 2010.8 ４半 第３資料室

サ行 生活科学論叢 神戸松蔭女子学院大学学術研究会 第10号-第42号<1977.12-2011.3> 1968 年刊 第３資料室 (廃)

サ行 生活経済政策 生活経済政策研究所 no.78<2003.7>+ 1997 月刊 ビジネス 前: 平和経済

サ行 生活経済学研究 生活経済学会 第10巻-第16巻<1994.12-2001.3> 1994 年刊 第３資料室 (止) 前: 生活経済学会会報 ●バーコード登録

サ行 聖カタリナ大学キリスト教研究所所報 聖カタリナ大学キリスト教研究所 最近2年分 2004 年刊 第３資料室

サ行 青丘学術論集 韓国文化研究振興財団 8号-25号<1996.3-2005.3> 1991 半期 第３資料室 (休)
●バーコード登録　図書受入
あり

サ行 政経研究 政治経済研究所 no.104<2015.6>+ 1961 半期 第３資料室

サ行 政治経済史学 日本政治経済史学研究所 no.129-no.300<1977.2-1991.6> 1963 月刊 第３資料室 (止) ●図書受入あり

サ行 静修女子大学紀要 静修女子大学 第1号-第4号<1994.3-1997.3> 1994 年刊 第３資料室 (改)
後: 札幌国際大学紀要. 人文・
社会学部

サ行 静修短期大学研究紀要 静修短期大学 no.7-no.28<1976.12-1997.3> 1976 年刊 第３資料室 (改)
前: 札幌静修短期大学研究紀
要

後: 札幌国際大学研
究紀要 短期大学部
編

●図書受入あり
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サ行 青春と読書 集英社 no.37<1975.12>+ 1966.9 月刊 第１資料室

サ行 青少年教育研究センター紀要 政治経済研究所 第４号<2016.3>+ 1961 半期 第３資料室

サ行 せいび 車両整備協会 484号-489号<2011.4-2011.9> [19--] 月刊 第３資料室 (改) 後: きずな

サ行 生物圏科学 広島大学大学院生物圏科学研究科 41巻-54巻<2002.1-2015.12> 2002 年刊 第３資料室 (電) 前: 生物生産学研究

サ行 生物生産学研究 広島大学生物生産学部 31巻1号-40巻<1992-2001> 1992 年刊 第３資料室 (改)
前: 広島大学生物生産学部紀
要

後: 生物圏科学

サ行 生物多様性センターニューズレター 環境省自然環境局生物多様性センター 最近2年分 2000 その他 第１資料室

サ行 生命工学工業技術研究所年報
通商産業省工業技術院生命工学工業技
術研究所

平成5年度-平成11年度<1994.10-2000.10> 1993 年刊 第３資料室 (廃) ●バーコード登録

サ行 生命保険ファクトブック 生命保険文化センター 1995年-2010年 1969 年刊 第３資料室 (改) 後:生命保険の動向 ●図書受入あり

サ行 生命保険の動向 生命保険協会 2004年度<2004.10>+ [2004] 年刊 第３資料室 前: 生命保険ファクトブック ●バーコード登録

サ行 生命誌 JT生命誌研究館 vol.2 no.2(5)<1994.7>+ 1992 ４半 第３資料室

サ行 清流 清流出版 vol.1 no.4-vol.19 no.12<1994.8-2012.12> 1994 月刊 第３資料室 (止)

サ行 世界と日本 内外ニュース no.790-no.1083<1994.11-2007.1> 1972 旬刊 第３資料室 (止)

サ行 世界二輪車概況 本田技研工業広報部 1995年度版<1996>+ [19--] 年刊 第３資料室
●バーコード登録　図書受入
あり

サ行 世界の動き 世界の動き社 no.557-no.690<1995.1-2005.3> 1952 隔月 第３資料室 (休)
前: われらの世界／月間国際
速報世界の動き

サ行 世界思想 世界思想社 20号<1993.4>+ 1967 年刊 第３資料室

サ行 世界の児童と母性 資生堂社会福祉事業財団 no.1<1975.11>+ 1975 半期 第１資料室 ●バーコード登録

サ行 世界の農林水産 国際農林業協同協会 no.840<2015秋>+ 1972 ４半 第１資料室

サ行 赤十字NEWS 日本赤十字社 最近2年分 不明 月刊 第１資料室 ●タブロイド判

サ行 せきめん 日本石綿協会 no.624-no.692<1998.1-2005.3> 1977 隔月 第３資料室 (廃) 前: 石綿

サ行 Securitarian 防衛弘済会 no.398-no.574<1992.4-2006.9> 1991 月刊 第３資料室 (休) 前: 防衛アンテナ

サ行 石油化学工業の現状 石油化学工業協会 1995年<1995.7>+ [19--] 年刊 第３資料室
●バーコード登録　図書受入
あり

サ行 セミナー年報 関西大学経済・政治研究所 2006<2007>+ 2007 年刊 第３資料室 前: 産業セミナー年報

サ行 全Ｌ協ニュース エルピーガス協会 最近2年分 不明 ４半 第３資料室 前：LP協会ニュース

サ行 専修大学社会科学研究所月報 専修大学社会科学研究所 最近5年分 1963 月刊 第３資料室

サ行 専修大学法学研究所所報 専修大学法学研究所 no.17<1998.10>+ 1986 年刊 第３資料室

サ行 戦争と平和 : 大阪国際平和研究所紀要 大阪国際平和センター 2-17<1992-2008> 1993 その他 第３資料室 (休) ●バーコード登録

サ行 仙台市科学館研究報告 仙台市科学館 vol.21<2012.3>+ 1991 年刊 第３資料室

サ行 選択 選択出版 vol.2 no.1<1976.1>+ 1975 月刊 第１資料室 ●バーコード登録

サ行 専門店 協同組合連合会日本専門店会連盟 no.748<2014.9・10>+ 1951 隔月 第１資料室

サ行 千里山商学 関西大学大学院商学研究科院生研究会 第10号<1977.3>+ 1968 その他 第３資料室 ●図書受入あり

サ行 川柳　番傘 番傘川柳社 85巻1号<1996.1>+ 1946 月刊 第１資料室 ●バーコード登録

サ行 税大ジャーナル 税務大学校 1<2005.4>+ 2005 ４半 第３資料室

サ行 税務大学校論叢 大蔵財務協会 No.41<2004.1>+ 2004 不定 第３資料室
●図書受入あり　バーコード
登録

サ行 禅研だより 愛知学院大学禅研究所参禅会 最近2年分 不明 年刊 第３資料室

サ行 全国高体連ジャーナル 全国高等学校体育連盟 vol.13<2007.7>+ 2001 半期 第１資料室

サ行 全国書誌通信 国立国会図書館書誌部 no.101-no.127<1998.3-2007.5> 1989 不定 第３資料室 (廃)

サ行 全作家 : 全作家協会機関誌 全作家協会 no.38<1996.2>+ 1976 ４半 第１資料室

サ行 季刊・川柳　樹樹 H･U･N企画 最近2年分 不明 ４半 第１資料室

サ行 創価学会ニュース 創価学会広報室 最近2年分 1973 月刊 第３資料室

サ行 創業事例集 日本政策金融公庫 no.17<2009.9>+ 不明 不定 ビジネス ●バーコード登録

サ行 創形美術学校紀要 高沢学園創形美術学校 創刊号-vol.6<2002.3-2007.11> 2002 年刊 第３資料室 (休)

サ行 草月 草月文化事業出版部 no.199-no.300<1991.12-2008.10> 1970 ４半 第３資料室 (止) 前: いけばな草月 ●バーコード登録

サ行 総研レビュー 徳山大学総合経済研究所 第4号-第17号<1993.3-2001.1> 1993 その他 第３資料室 (休) ●図書受入あり

サ行 総研大文化科学研究 総合研究大学院大学文化科学研究科 創刊号<2005.8>+ 2005 年刊 第３資料室

サ行 総合研究 高千穂大学総合研究所 no.3<1990>+ 1988 年刊 第３資料室 ●図書受入あり

サ行 総合研究開発機構年次報告書 総合研究開発機構 平成7年-平成16年<1995.11-2004.9> [19--] 年刊 第３資料室 (廃)
●バーコード登録　図書受入
あり

サ行 総合政策フォーラム 中京大学総合政策学部 vol.1<2006.3>+ 2006 半期 第３資料室

サ行 総合政策論叢 中京大学総合政策学部 第1巻<2010.3>+ 2010 年刊 第３資料室

サ行 総合福祉研究 淑徳大学 第9号<2005.3>+ 2003 年刊 第３資料室 前: 総合福祉研究室年報

サ行 総合法律支援論叢 日本司法支援センター 第1号-第9号<2012.3-2017.3> 2012 半期 第３資料室 (休)

サ行 創生 創生短歌会
vol.46 no.1(546)-vol.47 no.12(569)<1998.1-
1999.12>

不明 月刊 第３資料室 (止)
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サ行 創発　:　大阪健康福祉短期大学紀要 大阪健康福祉短期大学 vol.18<2019.3>＋ 2003 年刊 第３資料室 ●バーコード登録

サ行 双文 群馬県立文書館 第12号<1995.3>+ 1984 年刊 第３資料室
●バーコード登録　図書受入
あり

サ行 創文 創文社 no.147-2016秋no.23<1976.1-2016.10> 1962 月刊 第３資料室 (廃)

サ行 総務省 総務省 創刊号<2001.1>+ 2001 月刊 第１資料室

サ行 総務省統計局刊行物一覧 総務省統計図書館 昭和59年-平成14年<1984-2002> 2001 年刊 第３資料室 (電) 前: 総務庁統計局刊行物一覧

サ行 育てる 育てる会 no.443<2005.6>+ [19--] 月刊 第１資料室 ●バーコード登録

サ行 そんがいほけん 日本損害保険協会 no.254-no.265<1998.1-1999.3> [197-] その他 第３資料室 (改) 後: 損害保険

サ行 Sonpo 日本損害保険協会 創刊号-52号<1999.4-2010.1> 1999 隔月 第３資料室 (廃)

タ行 月刊　体育施設　Sports Facilities 体育施設出版 no.602-641<2016.8-2019.3> 1971 月刊 第３資料室 (止)

タ行 大学アーカイヴズ 全国大学史資料協議会東日本部会 no.54<2016.3>+ 1989 半期 第１資料室

タ行 大学改革と生涯学習 山梨学院生涯学習センター 12号<2008.3>+ 1997 年刊 第３資料室

タ行 大学史ニュース 日本大学広報部大学史編纂課 最近2年分 2010 不定 第３資料室
前：日本大学大学史編纂課だ
より

タ行 大学時報 日本私立大学連盟 no.350(2013.5)+ 1956 隔月 第３資料室

タ行 大学出版 大学出版部協会 no.37<1998>+ 1986 ４半 第１資料室

タ行 太成学院大学紀要 太成学院大学 第6巻(23号)-第13号(30号)<2004.3-2011.3> 2004 半期 第３資料室 (電) 前: 南大阪大学紀要

タ行 大乗 大乗刊行会 no.536<1995.1>+ 1954 月刊 第３資料室

タ行 大東学園専門学校紀要 大東学園専門学校 1号-5号<1985.3-1989.3> 1985 その他 第３資料室 (廃)

タ行 大日光 日光東照宮 no.54<1981.1>+ [19--] 半期 第３資料室

タ行 大白蓮華 聖教新聞社 no.639<2003.6>+ 1949 月刊 第３資料室

タ行 大法輪 大法輪閣 vol.65no.1-vol.71 no.12<1998.1-2004.12> 1934.1 月刊 第３資料室 (止) ●図書受入あり

タ行 台灣光華雑誌 = Taiwan panorama 光華画報雑誌社 vol.31 no.2-vol.39 no.8<2006.2-2014.8> 2006 月刊 第３資料室 (止) 前: 光華 = Sinorama

タ行 高千穂論叢 高千穂大学高千穂学会 昭和53年度(1)<1953>+ 1953 ４半 第３資料室 ●図書受入あり

タ行 たびとしょ　＝　旅の図書館　News　Letter 日本交通公社旅の図書館 vol.3<2018.4>+ 2017 ４半 第１資料室

タ行 旅とルーツ 芳文館出版 no.62-no.86<1992.6-2005.9> 1992 ４半 第３資料室 (改) 前: 姓氏と家紋 後: 姓氏と家系

タ行 談 : speak, talk, and think たばこ総合研究センター no.69<2003.9>+ 1973 ４半 第１資料室 ●バーコード登録

タ行 短期大学教育 日本私立短期大学協会 no.54<1998.4>+ 不明 年刊 第３資料室
前: 日本私立短期大学協会会
報

●図書受入あり

タ行 淡青 東京大学広報誌 no.24<2010.9>＋ 不明 半期 第３資料室

タ行 地域活性化情報ファイル 地域活性化センター -no.197<1997.1-2010.3> 1993 月刊 第３資料室 (廃)

タ行 地域史研究 尼崎市立地域研究史料館 vol.14 no.3(42)-vol.34 no.1(98)<1985.3-2004.9> 1971 その他 第３資料室 (止) ●バーコード登録

タ行 地域創造 地域創造 vol.30<2011.10>+ 1995 半期 ビジネス ●バーコード登録

タ行 地域創造レター 地域創造 no.168<2009.3>+ 1995 月刊 第１資料室

タ行 地域づくり 地域活性化センター no.178<2004.4>+ 1985 月刊 ビジネス ●別冊は図書受入

タ行 地域と経済 札幌大学経済学部附属地域経済研究所 no.1-no.7<2004.3-2010.3> 2004 年刊 第３資料室 (廃)

タ行 地域防災 日本防火・防災協会 no.1<2015．4>+ 2015 隔月 第１資料室

タ行 ちいさい・おおきい・つよい・よわい ジャパンマシニスト社 no.17 -no.42<1997.11-2004.2> 不明 月刊 第３資料室 (止) ●バーコード登録

タ行 小さな親切 「小さな親切」運動本部 no.268<1988.1>+ [1963] 隔月 第３資料室

タ行 Ｃｈａｍｂｅｒ　＝　チェンバー 大阪商工会議所 no.286-no.482<1976.1-1998.10> 不明 月刊 第３資料室 (廃)

タ行
地球磁気観測報告. 水沢・江刺・鹿野山.
一等磁気点

国土交通省国土地理院 no.15(平成7年)-no.25(平成16年)<1996-2005> 1982 年刊 第３資料室 (電)
●バーコード登録　図書受入
あり

タ行 畜産の情報
農畜産業振興機構調査情報部(調査情報
第一課)

<2008.4>+ 2008 月刊 ビジネス ●バーコード登録

タ行 ちくま 筑摩書房 no.81<1976.1>+ 1969.4 月刊 第１資料室

タ行 知財管理 日本知的財産協会 vol.48(1)-vol.58(12)<1998.1-2008.12> 1996 月刊 第３資料室 (止)

タ行 地質ニュース 実業公報社 no.454-no.679<1992.6-2011.3> 1953 月刊 第３資料室 (廃)

タ行 治水神・禹王研究会誌 治水神・禹王研究会 第2号<2015.4>+ 2014 年刊 第３資料室

タ行 致知 致知出版 no.489-no.512<2016.4-2018.4> 1978 月刊 第３資料室 (止)

タ行 知的コミュニティ基盤研究センター年報
筑波大学知的コミュニティ基盤研究セン
ター

平成26年度<2015.12>+ 2003 年刊 第３資料室

タ行 季刊知的生活 季刊「知的生活」社 1/2・3(4/5)-40巻1号（152号）<1981.7-2018.3> 1982 ４半 第３資料室 (廃) ●図書受入あり

タ行 千葉県立中央博物館研究報告 人文科学 千葉県立中央博物館 vol.4 no.1(8)-vol.11 no.2(23)<1995.3-2010.7> 1989 年刊 第３資料室 (止)
●バーコード登録　図書受入
あり

タ行 地方共済 地方職員共済組合 no.216-no.237<1998-2006.5> [1959] 隔月 第３資料室 (止)

タ行 地方自治情報 地方行政総合研究センター vol.1-vol.144<1998.4-2010.3> 1998 月刊 第３資料室 (廃)

33



タ行 中央大学史紀要 中央大学入学センター事務部 第3号-第20<1991.3-2016.3> 1989 年刊 第３資料室 (止) ●図書受入あり

タ行 中国四国社会福祉史研究 中国四国社会福祉史学会 no.1<2002.6>+ 2002 年刊 第３資料室 ●バーコード登録

タ行 中国四国防衛局広報 中国四国社会福祉史学会 no.15<2011.11>+ 2008 ４半 第１資料室

タ行 季刊　中国創研 中国地域創造研究センター vol.22-2(83)<2018.6>+ 2018 ４半 第１資料室 前:季刊中国総研

タ行 ちゅうごく通産 通商産業調査会中国支局
vol.42 no.4(594)-vol.51 no.12(710)<1991.3-
2000.11>

1991 月刊 第３資料室 (改) 後: METI Chugoku

タ行 中国農業試験場研究資料 農林水産省中国農業試験場 no.19-no.3<1990.3-1999.3> 1987 その他 第３資料室 (改) 前: 中国農試研究資料
後: 近畿中国四国農
業研究センター研究
資料

●バーコード登録
図書受入あり

タ行 中国農業試験場研究報告 農林水産省中国農業試験場 no.1-no.22<1987.3-2001.3> 1987 その他 第３資料室 (廃)
前: 中国農業試験場報告.A～
E

●バーコード登録　図
書受入あり

タ行 中国農業試験場報告. A, 作物部 農林水産省中国農業試験場 no.25-no.34<1977.3-1986.3> 1967 年刊 第３資料室 (改)
前: 中国農業試験場報告. A,
作物部・環境部

後: 中国農業試験場
研究報告

●図書受入あり

タ行 中国農業試験場報告. B, 畜産部 農林水産省中国農業試験場 no.19-no.29<1972.11-1986.3> 1962 年刊 第３資料室 (改) 前: 中国農業試験場報告
後: 中国農業試験場
研究報告

●図書受入あり

タ行 中国農業試験場報告. C, 農業経営部 農林水産省中国農業試験場 no.19-no.27<1973.3-1984.3> 1962 年刊 第３資料室 (改) 前: 中国農業試験場報告
後: 中国農業試験場
研究報告

●図書受入あり

タ行
中国農業試験場報告. D, 企画連絡室・各
部共通

農林水産省中国農業試験場 no.6<1973.3> 1967 年刊 第３資料室 (改) 後: 中国農業試験場研究報告 ●図書受入あり

タ行 中国農業試験場報告. E, 環境部 農林水産省中国農業試験場 no.11-no.23<1976.3-1985.12> 1967 年刊 第３資料室 (改)
前: 中国農業試験場報告. A,
作物部・環境部

後: 中国農業試験場
研究報告

●図書受入あり

タ行 知遊 日医文化総研 vol.6-vol.30<2006.7-2018.7> 2003 半期 第１資料室 (休)

タ行 調査 日本政策投資銀行　産業調査部 vol.110<2017.9>+ 1999 年刊 第３資料室

タ行 調査季報 横浜市都市経営局 no.118<1993.12>+ 1963 ４半 第３資料室
●バーコード登録　図書受入
あり

タ行 調査と資料 関西大学経済・政治研究所 第87号<1997>+ 不明 その他 第３資料室 ●図書受入あり

タ行 ちょうせい 総務省公害等調整委員会事務局 第9号-第64号<1997.5-2011.2> 1995 ４半 第３資料室 (電)

タ行 つくりませんか図書館を 日本図書館協会 no.1-no.11<1991.1-1998.4> 1991 不定 第３資料室 (止)

タ行 テクニカルレビュー 三菱自動車工業 no.2<1989.12>+ 1988 年刊 第３資料室 ●バーコード登録

タ行 Techno-cosmos 日本ペイント vol.13-vol.22<1998.5-2009.3> 1992 年刊 第３資料室 (休)

タ行
Technology Reports of the Yamaguchi
University

Faculty of Engineering, Yamaguchi
University

vol.2 no.2-vol.5 no.5<1978.12-1996.12> 1972 年刊 第３資料室 (廃)

タ行 デジタルアーカイブ学会誌 デジタルアーカイブ学会 Vol.3 no.1<2019.1> 2017 ４半 第１資料室 ●バーコード登録

タ行 鉄道・運輸機構だより 鉄道建設・運輸施設整備支援機構総務部 最近2年分 2004 ４半 第３資料室

タ行 展示学 日本展示学会 no.23-no.49<1997.5-2011> 1984 半期 第３資料室 (止)

タ行 ＴＡＳＣ　ＲＥＰＯＲＴ 財団法人たばこ総合研究センター no.1-no.8<1996.3-2003.3> 1996 年刊 第３資料室 (廃)

タ行 ディフェンス 隊友会 vol.4 no.2(7)<1985.9>+ 1982 その他 第３資料室

タ行 適塾 適塾記念会 第45号<2012.12>+ 1956 年刊 第３資料室

タ行 鉄道車両工業 日本鉄道車輌工業会 no.464<2012.10>+ 1971 ４半 第１資料室

タ行 でぽら 過疎地域問題調査会 no.5<1993.9>+ 1991 半期 ビジネス ●バーコード登録

タ行 伝統と文化 ポーラ伝統文化振興財団 no.1-no.34<1983.10-2010.10> 1983 半期 第３資料室 (止) ●バーコード登録

タ行 伝統文化 伝統文化活性化国民協会 no.9-no.51<2003.12-2014.> 2001 ４半 第３資料室 (廃)

タ行 東海大学国際文化学部紀要 東海大学国際文化学部 創刊号(2008)<2009.3>+ 2009 年刊 第３資料室

タ行 東京音楽大学ニュース 東京音楽大学 9号-42号<1977.6-1997.3> 1973 半期 第３資料室 (休)

タ行 東京外国語大学論集 東京外国語大学 28号-71号<1978.3-2005.12> 1951 年刊 第３資料室 (止) ●図書受入あり

タ行 東京海洋大学研究報告 東京海洋大学 第1号-第9号<2005.8-2013.2> 2005 年刊 第３資料室 (電)

タ行 東京かんえん : 肝臓病情報誌 障害者団体定期刊行物協会 最近2年分 [19--] その他 第３資料室

タ行
東京工業大学工学部附属工業高等学校
研究報告

東京工業大学工学部附属工業高等学校 第8号-第17号<1977.12-1987.3> 1970 年刊 第３資料室 (廃) ●図書受入あり

タ行 東京国立近代美術館研究紀要 東京国立近代美術館 第5号<1996.3>+ 1987 年刊 第３資料室
●バーコード登録　図書受入
あり

タ行 東京国立近代美術館年報 東京国立近代美術館 平成5年度-平成19年度<1993.3-2009.3> 1968 年刊 第３資料室 (廃)
●バーコード登録　図書受入
あり

タ行 東京国立博物館紀要 東京国立博物館 第30号<1995.3>+ 1966 年刊 第３資料室
●バーコード登録　図書受入
あり

タ行 東京水産大学論集 東京水産大学 第10号-第39号<1975.3-2003.9> 1966 年刊 第３資料室 (廃) ●図書受入あり

タ行 東京大学社会情報研究所紀要 東京大学社会情報研究所 no.46-no.67<1993.1-2004.3> 1993 年刊 第３資料室 (改) 前: 東京大学新聞研究所紀要 後: 情報学研究
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タ行 東京大学社会情報研究所調査研究紀要 東京大学社会情報研究所 no.3-no.21<1993.12-2004> 1992 不定 第３資料室 (改)
後: 東京大学大学院情報学環
情報学研究. 調査研究編

●図書受入あり

タ行 東京大学社会情報研究所年報 東京大学社会情報研究所 23号-32号<1995.9-2004.6> 1996 年刊 第３資料室 (廃)
前: 東京大学社会情報研究所
の活動

タ行 東京大学史料編纂所研究紀要 東京大学史料編纂所 第5号<1995.3>+ 1991 年刊 第３資料室 ●図書受入あり

タ行
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 第58号<2012.7>+ 1998 ４半 第１資料室

タ行 東京大学史料編纂所報 東京大学史料編纂所 29(1993年度)<1995.3>+ 1967 年刊 第３資料室 ●図書受入あり

タ行 東京大学新聞研究所紀要 東京大学新聞研究所 no.21-no.45<1973.3-1992.3> 1952 年刊 第３資料室 (改)
後: 東京大学社会情報研究所
紀要

●図書受入あり

タ行
東京大学大学院情報学環・学際情報学府
年報

東京大学大学院情報学環 第1号(33号)-第8号(40号)<2006.3-2012.1> 2006 年刊 第３資料室 (電)

タ行
東京大学大学院情報学環情報学研究. 調
査研究編

東京大学大学院情報学環 no.22-no.29<2005-2013.3> 2005 年刊 第３資料室 (電)
前: 東京大学社会情報研究所
調査研究紀要

タ行 東京ビッグサイトイベントカレンダー 東京ビッグサイト 最近2年分 不明 半期 第１資料室

タ行 Tokyo Big Sight event calendar Tokyo Big Sight 最近2年分 不明 半期 第１資料室

タ行 東京都江戸東京博物館紀要 東京都江戸東京博物館 第1号<2011.3>+ 2011.3 年刊 第３資料室
前: 東京都江戸東京博物館研
究報告

●バーコード登録

タ行 東京都江戸東京博物館研究報告 東京都江戸東京博物館 第1号-第16号<1995-2010> 1995 年刊 第３資料室 (改)
後: 東京都江戸東京博物館紀
要

●バーコード登録

タ行 東京都公文書館だより 東京都公文書館 最近2年分 2002 その他 第１資料室

タ行 統計研究彙報 総務省統計研修所 <1996>+ 2003 不定 第３資料室
●バーコード登録　図書受入
あり

タ行 投資信託 投資信託協会 no.442-no.614<1997.8-2011.12> 1997 月刊 第３資料室 (止)

タ行 東風西声 : 九州国立博物館紀要 九州国立博物館 創刊号<2005.1>+ 2005 年刊 第３資料室

タ行 動物考古学 動物考古学研究会 no.2-no.30(1994.4-2013.3） 1994 不定期 第３資料室 (止)

タ行 東北アジアアラカルト 東北大学東北アジア研究センター vol.1-vol.14<2000.3-2005.4> 2000 不定 第３資料室 (休) ●図書受入あり

タ行 東北アジア研究 東北大学東北アジア研究センター vol.1<1997.1>+ 1996 その他 第３資料室

タ行
東北大学東北アジア研究センターニューズ
レター

東北大学東北アジア研究センター 最近2年分 1999 ４半 第３資料室 (止)

タ行 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 第50号<2001>+ 2001 年刊 第３資料室 前: 東北大学文学部研究年報

タ行 東北大学文学部研究年報 東北大学文学部 第28号-第49号<1979.3-2000> 1951 年刊 第３資料室 (改)
後: 東北大学文学研究科研究
年報

●図書受入あり

タ行 東北歴史博物館研究紀要 東北歴史博物館 1-6<2000.3-2005.3> 2000 年刊 第３資料室 (止) ●バーコード登録

タ行 東北歴史博物館 : 年報 東北歴史博物館 平成11年度<2000.3>+ 2000 年刊 第３資料室 ●バーコード登録

タ行 東洋学文献センター叢刊別輯
東京大学東洋文化研究所附属東洋学文
献センター

1-24<1977.1-1999.3> 1977 不定 第３資料室 (止)

タ行 東洋思想文化 東洋大学文学部 第1号-第4号<2014.2-2017.3> 2014 年刊 第３資料室 (止)
前:東洋大学中国哲学文学科
紀要

タ行 東洋大学紀要. 教養課程篇 東洋大学教養課程委員会 第37号-第39号<1998.3-2000.3> 1963 年刊 第３資料室 (廃) ●図書受入あり

タ行 東洋大学紀要. 教養課程篇. 保健体育 東洋大学教養課程委員会 no.8-no.10<1998.3-2000.3> 1991 年刊 第３資料室 (廃)
前: 東洋大学紀要. 教養課程
篇

タ行 東洋大学社会学研究所年報 東洋大学社会学研究所 第28号-第34号<1996.3-2002.3> 1968 年刊 第３資料室 (止)

タ行 東洋大学中国哲学文学科紀要 東洋大学文学部 創刊号-第66号<1993.3-2013.3> 1993 年刊 第３資料室 (改) 前: 東洋学論叢 後:東洋思想文化

タ行
東洋大学文学部紀要. 教育学科・教職課
程編

東洋大学 第52集<1998-2000> 1977 年刊 第３資料室 (改)
前: 東洋大学文学部紀要.教育
学科篇

後: 東洋大学文学部
紀要.教育学科編

タ行 東洋大学文学部紀要. 教育学科編 東洋大学 26号-61集(33号)<2001-2008.2> 2001 年刊 第３資料室 (止)
前: 東洋大学文学部紀要.教育
学科・教職課程編

タ行 東洋大学文学部紀要. 教育学科篇 東洋大学 第29集(1)-第30集(2)<1976.3-1977> 1975 年刊 第３資料室 (改)
後: 東洋大学文学部紀要. 教
育学科・教職課程編

タ行 東洋大学文学部紀要. 史学科篇 東洋大学 第52集<1998.12>+ 1975 年刊 第３資料室 前: 東洋大学紀要.文学部篇

タ行 東洋学論叢 東洋大学文学部 第51集<1998.3>+ 1975 年刊 第３資料室 (改) 前: 東洋大学紀要.文学部篇
後: 東洋大学中国哲
学文学科紀要

タ行 時の動き 国立印刷局 995号-1106号<1998.1-2007.4> 1968 月刊 第３資料室 (廃)

タ行 徳川林政史研究所研究紀要 徳川黎明会 第28号<1994.3>+ 1977 年刊 第３資料室 ●バーコード登録

タ行 トークス
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

no.12<2009.3>+ 1998 年刊 第３資料室

33



タ行 特選街 特選街出版 vol.20 no.1-vol.26 no.12<1998.1-2004.12> 1979.3 月刊 第３資料室 (止)

タ行 徳山大学総合経済研究所紀要 徳山大学総合経済研究所 第1号-第15号<1979.3-1993.3> 1979 年刊 第３資料室 (改)
前: 徳山大学総合経済研究所
研究所報

後: 徳山大学総合研
究所紀要

タ行 徳山大学論叢 徳山大学経済学会 第7号-第69号<1976.12-2009.12> 1971 半期 第３資料室 (止)

タ行 図書 岩波書店 185号<1965.1>+ 1938.8 月刊 第１資料室

タ行 図書月報 総務庁統計図書館 no.45-no.81<1988.3-1991.3> 1984 月刊 第３資料室 (廃)
前: 総理府統計局図書館資料
月報

タ行 としょかん としょかん文庫・友の会 no.10-no.25<1983.11-1987.12> 1981 月刊 第３資料室 (止)

タ行 図書館学 西日本図書館学会 <2013.9>+ 1954 半期 第１資料室 ●バーコード登録

タ行 図書館協力通信 国立国会図書館関西館事業部 no.2-no.97<1987.7-2003.8> 1987 隔月 第３資料室 (電)

タ行 図書館情報大学研究報告 図書館情報大学 vol.17 no.1-vol.21 no.2<1998.3-2003.3> 1982 半期 第３資料室 (廃)

タ行 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 vol.1 no.1-vol.12 no.2<2003.9-2015.3> 2003 半期 第３資料室 (止) ●バーコード登録

タ行 図書館と映像資料 日本図書館協会 no.1-no.14<1999.5-2006.11> 1999 その他 第３資料室 (廃) ●バーコード登録

タ行 図書館車の窓 林田製作所 no.1<1982.6>+ 1982 ４半 第３資料室

タ行 図書館の自由 日本図書館協会 no.68<2010.5>+ 1981 ４半 第１資料室 ●バーコード登録

タ行 図書館の窓 東京大学附属図書館 8巻3号-21巻12号<1969.3-1982.12> 1962 月刊 第３資料室 (止)

タ行 季刊としょかん批評 せきた書房 1号-5号<1982.12-1984.9> 1982 ４半 第３資料室 (止)

タ行 としょぶらり
米子工業高等専門学校図書館情報セン
ター

最近2年分 1992 半期 第１資料室

タ行 Toda communication 戸田建設広報部 no.94<2008.3>＋ [19--] その他 第３資料室

タ行 土地改良 土地改良建設協会 vol.39 no.1(220)<2001.1>+ 1963 隔月 第１資料室

タ行 土地総合研究 土地総合研究所 vol.22no.1<2014.2>+ 1993 ４半 第３資料室

タ行 栃木県立博物館研究紀要 栃木県立博物館 第13号-第25号<1996.3-2008.3> 1984 年刊 第３資料室 (止)
●バーコード登録　図書受入
あり

タ行 栃木県立博物館年報 栃木県立博物館 第13号(平成6年度)<1995.8>+ 1984 年刊 第３資料室
●バーコード登録　図書受入
あり

タ行 特許研究 工業所有権情報・研修館特許研究室 no.1<1986.1>+ 1986 半期 第１資料室

タ行 特許と企業 日本科学振興財団 no.253-378<1990.1-2002.12> 1969 月刊 第３資料室 (止)

タ行 とっとりnow 鳥取県広報連絡協議会 最近2年分 1988 ４半 第１資料室

タ行 鳥取県食品加工研究所研究報告 鳥取県食品加工研究所 no.29-no.34<1986.12-1998.3> [1967] 不定 第３資料室 (廃)
前: 鳥取県立農産加工所研究
報告

●バーコード登録

タ行 鳥取県立博物館研究報告 鳥取県立博物館 no.30<1993.3>+ 1972 年刊 第３資料室
●バーコード登録　図書受入
あり

タ行 鳥取県立博物館年報 鳥取県立博物館 no.35(平成18年度)<2008.3>+ [1973] 年刊 第３資料室

タ行 鳥取女子短期大学研究紀要 鳥取女子短期大学 第1号-第42号<1972-2000.12> 1972 半期 第３資料室 (改) 後: 鳥取短期大学研究紀要

タ行 鳥取短期大学研究紀要 鳥取短期大学 43号-58号<2001-2008> 2001 半期 第３資料室 (図)
前: 鳥取女子短期大学研究紀
要

●バーコード登録(郷
土)

タ行 鳥取大学工学部研究報告 鳥取大学工学部 1巻1号-36巻39号<1970.12-2005.12> 1970 年刊 第３資料室 (電)

タ行 鳥取大学農学部研究報告 鳥取大学農学部 第31巻-第57巻<1979.2-2005.3> 1970 年刊 第３資料室 (廃)

タ行 鳥取地学会誌 鳥取地学会事務局 no.1<1997.5>+ 1997 年刊 第３資料室 ●バーコード登録

タ行 Top Forum　トップ・フォーラム 国際通信社 vol.30 no.2-vol.33 no.6<2012.2-2016.1> 2012.2 月刊 第３資料室 (改) 前: 国際ジャーナル 後:MASTERS ●バーコード登録

タ行 都道府県展望 全国知事会 no.321-no.630<1985.6-2011.3> 1958 月刊 第３資料室 (電)

タ行 Toba super aquarium 鳥羽水族館 no.1(1992春)<1992>+ 1992 ４半 第３資料室

タ行 富弘美術館 富弘美術館 最近2年分 2005 ４半 第１資料室

タ行 とやま文学 富山県芸術文化協会 27号<2009.3>+ 1983 年刊 第３資料室

タ行 富山県公文書館だより 富山県公文書館 最近2年分 1987 その他 第１資料室

タ行 富山県公文書館年報 富山県公文書館 第8号(平成6年度)<1995>+ 1988 年刊 第３資料室
●バーコード登録　図書受入
あり

タ行 富山市日本海文化研究所紀要 富山市日本海文化研究所 no.6<1993.3>+ 1988 年刊 第３資料室
●バーコード登録　図書受入
あり

タ行 トヨタ技術公開集 トヨタ自動車 53<1994.2>+ 不明 その他 第３資料室
●バーコード登録　図書受入
あり

タ行 豊田短期大学研究紀要 豊田短期大学 1号-8号<1991.3-1998.3> 1991 年刊 第３資料室 (改) 後: 桜花学園大学研究紀要

タ行 Toyota technical review トヨタ自動車技術管理部 vol.42 no.2(198)<1992.11>+ 1991 半期 第３資料室

タ行 Traffic & business　道路新産業 道路新産業開発機構 no.14<1988.11>+ 不明 ４半 第１資料室

タ行 トランスポート 運輸振興協会
vol.48 no.1(557)-vol.49 no.3(571)<1998.1-
1999.3>

1970 月刊 第３資料室 (廃) 前: 運輸／運輸調査月報

タ行 Toriino　：　トリーノ 日本野鳥の会 vol.30 2014春-vol.46 2018春<2014.3-2018.3> 不明 ４半 第３資料室 (止)

タ行 ．de-Magazin　Deutschland． Societats-Verlag 2009 no.3<2009.6>-2016 no.3 <2017.3> 2011 隔月 第３資料室 (改) 前: Deutschland
後:Deutschland
Edition

タ行 Deutschland : フォーラム政治/文化/経済 Societats-Verlag 1994 no.2-2009 no.2<1994.4-2009.4> 1993 隔月 第３資料室 (改)
後: ．de-Magazin
Deutschland．
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タ行 Deutschland Edition Societats-Verlag 2017 no.1<2017.7>+ 2017 ４半 第１資料室
前: ．de-Magazin
Deutschland

タ行 銅 日本銅センター no.27<1994.8>-no.29<1995.3>、no.1<1995.9>+ 1973 その他 第１資料室

タ行 道 どう出版 no.143(2005冬号)<2005.1>+ 2005.1 ４半 第１資料室 前: Aiki news ●バーコード登録

タ行 島嶼研究 日本島嶼学会 第17巻1号<2016.2> 2000 半期 第３資料室 (止) ●創刊号郷土受入

タ行 動物ジャーナル 動物虐待防止会 no.1-no.84<1993-2014> 1993 ４半 第３資料室 (止)

タ行 動物たち 日本動物愛護協会 no.96-vol.140<1996.1-2008.1> 1979 ４半 第３資料室 (止)

タ行 同朋 真宗大谷派宗務所 vol.46 no.1(525)<1995.1>+ 不明 月刊 第３資料室

タ行
東北芸術工科大学文化財保存修復研究
センター紀要

東北芸術工科大学文化財保存修復研究
センター

no.3<2013>＋ 2011 年刊 第３資料室

タ行
東北芸術工科大学文化財保存修復研究
センター年報

東北芸術工科大学文化財保存修復研究
センター

no.5-no.6<2014.8-2015.9> 2010 年刊 第３資料室 (改)
吸収後:東北芸術工科大学文
化財保存修復研究センター紀
要

タ行
東北芸術工科大学文化財保存修復研究
センター研究成果報告書

東北芸術工科大学文化財保存修復研究
センター

平成25年度<2014.5> 2006 年刊 第３資料室 (廃)

タ行 道路建設 日本道路建設業協会 no.455<1985.12>+ 1947 隔月 第１資料室

タ行 読書推進運動 読書推進運動協議会 no.41-no.401<1971.4-2001.4> 不明 月刊 第３資料室 (止)

タ行 独立広報 独立書人団 第117号<2015>＋ 19-- 半期 第３資料室

ナ行 内海文化研究紀要
広島大学大学院文学研究科附属内海文
化研究施設

7号<1979.3>+ 1973 不定 第３資料室 ●図書受入あり

ナ行
内閣府青年国際交流事業事後活動ニュー
ス

内閣府青年国際交流担当室 2015 vol.1<2015.10>+ 2015 ４半 第１資料室

ナ行 ナイスパル : ゲートボール 日本ゲートボール連合 no.174-no.327<1999.6-2012.3> 1996 月刊 第３資料室 (休)

ナ行 NOW IS.　宮城は現在も現実に立ち向かう 宮城県震災復興本部 最近2年分 2016 月刊 第１資料室

ナ行 長崎大学総合環境研究 長崎大学環境科学部 1巻1号-15巻1号＜1998.12-2013.4> 1998 半期 第３資料室 (電)

ナ行 長野県立歴史館研究紀要 長野県立歴史館 第1号<1995.3>+ 1995 年刊 第３資料室 ●バーコード登録

ナ行 長野県立歴史館たより 長野県立歴史館 最近2年分 1994 ４半 第１資料室

ナ行
NACSIS-CAT/ILLニュースレター 　ナクシ
スキャット

国立情報学研究所 13号-40号<2003.12-2015.3> 2000 ４半 第３資料室 (電)

ナ行 Nachi technical report 不二越開発本部開発企画部 vol.1<2003.12>+ 2006 不定 第３資料室 前: Nachi-business news
ナ行 Nachi-business news 不二越開発本部開発企画部 vol.1-vol.10<2003.12-2006.6> 2003 その他 第３資料室 (改) 後: Nachi technical report
ナ行 波 新潮社 vol.12 no.2(97)<1978.2>+ 1967 月刊 第１資料室
ナ行 奈文研ニュース 奈良文化研究所 最近2年分 2001 ４半 第１資料室
ナ行 奈良学研究 帝塚山大学奈良学総合文化研究所 創刊号<1997.3>+ 1997 年刊 第３資料室

ナ行 奈良国立文化財研究所年報 奈良国立文化財研究所 1995-2000.3<1996.3-2009.3> [19--] 年刊 第３資料室 (改)
後: 奈良文化財研究所紀要／
独立行政法人文化財研究所
奈良文化財研究所概要

●バーコード登録
図書受入あり

ナ行 奈良文化財研究所紀要 国立文化財機構奈良文化財研究所 2001<2001.10>+ 2001 年刊 第３資料室 ●バーコード登録

ナ行 南葵音楽文庫紀要 和歌山県立図書館 1号<2018.3>＋ 2018 年刊 第３資料室 ●バーコード登録

ナ行 新潟県立文書館研究紀要 新潟県立文書館 no.1-no.8<1994.3-2001.3> 1994.3 その他 第３資料室 (休) ●バーコード登録

ナ行 新見女子短期大学紀要 新見女子短期大学 第1巻-第7巻<1981.3-1986.12> 1981 年刊 第３資料室 (改) 後: 新見公立短期大学紀要

ナ行 西日本工業大学紀要 西日本工業大学 第34号<2004.7>+ 2004 年刊 第３資料室
前: 西日本工業大学紀要.理工
学編／西日本工業大学紀要.
人文社会科学編

ナ行 西日本工業大学紀要. 人文社会科学編 西日本工業大学 第1巻-第19巻<1985.6-2003.6> 1985 年刊 第３資料室 (改) 後: 西日本工業大学紀要

ナ行 西日本工業大学紀要. 理工学編 西日本工業大学 第15号-第33号<1985.6-2003.6> 1985 年刊 第３資料室 (改) 後: 西日本工業大学紀要

ナ行 西日本農研ニュース
農業・食品産業技術総合研究機構西日本
農業研究センター

最近2年分 2001 ４半 第１資料室 前：近中四農研ニュース

ナ行 西日本農業研究センター研究資料
国立研究開発法人　農業・食品産業技術
総合研究機構　西日本農業研究センター

第13<2017.3> 2017 不定 第３資料室 (廃)
前:近畿中国四国農業研究セ
ンター

ナ行 西日本農研農業経営研究
農業・食品産業技術総合研究機構西日本
農業研究センター

第27号<2017.3>+ 2017 不定 第１資料室
前:近畿中国四国農研農業経
営研究

●郷土受入あり ●バーコード登録

ナ行 二十一世紀の教育の創造　明日の学校 尚志会 no.16<2011>＋ 不明 不定 第３資料室

ナ行 二松 : 大学院紀要 二松学舎大学大学院文学研究科 1集<1987.3>+ 1987 年刊 第３資料室 ●図書受入あり

ナ行 二松学舎大学東洋学研究所集刊 二松学舎大学東洋学研究所 第9集-34集<1979.3-2004> 1970 年刊 第３資料室 (改)
後: 二松学舎大学東アジア学
術総合研究所集刊

●図書受入あり
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ナ行
二松学舎大学東アジア学術総合研究所集
刊

二松学舎大学東アジア学術総合研究所 35集<2005>+ 2005 年刊 第３資料室
前: 二松学舎大学東洋学研究
所集刊

ナ行 二松学舎大学論集 二松学舎大学文学部 昭和51年度<1977.3>+ 1957 年刊 第３資料室 ●図書受入あり

ナ行 にちぎん 日本銀行情報サービス局 vol.1 no.1(1)<2005.3>+ 2005 ４半 ビジネス 前: にちぎんクオータリー

ナ行 にちぎんクオータリー 日本銀行情報サービス局 vol.13 no.1(49)-vol.19 no.3(75)<1998.1-2004.9> 1994 ４半 第３資料室 (改) 後: にちぎん

ナ行 日薬医薬品情報 日本薬剤師会 vol.1 no.1- vol.17 no.3 <1998.4-2014.3> 1998 月刊 第３資料室 (休)

ナ行 日経グローカル 日本経済新聞社産業地域研究所 no.87-no.168<2007.11-2011.3> 2004.4 隔週 第３資料室 (止) 前: 日経地域情報 ●バーコード登録

ナ行 日整広報はつらつ! 日本柔道整復師会 vol.225-vol.235<2014.3-2015.11> 2014 隔月 第３資料室 (改)
(合)前：日整広報、日整はつら
つ！

後：日整Feel!Go!

ナ行 日整はつらつ! 日本柔道整復師会 vol.1-vol.15<2011.9-2014.1> 2011 ４半 第３資料室 (改) 後：日整広報はつらつ！

ナ行 日展ニュース 日展 最近2年分 1976 その他 第１資料室

ナ行 Nippon Steel monthly　新日鉄 新日本製鉄 no.1-vol.221<1990-2012.8> 1990 月刊 第３資料室 (廃)

ナ行 日本医師会赤ひげ大賞 日本医師会 vol.1<2013>+ 2013 年刊 第３資料室

ナ行 日本医師会雑誌 日本医師会 119巻1号<1998.1>+ 1921 月刊 第１資料室 ●バーコード登録

ナ行 日本NPO学会ニューズレター 日本NPO学会 最近2年分 不明 その他 第３資料室

ナ行 日本開発銀行レポート 日本開発銀行 1995-1999 1995 年刊 第３資料室 (廃) ●バーコード登録

ナ行 日本・韓国青年親善交流事業 内閣府政策統括官(共生社会政策担当) 第8回(1994)-第13回(1999)<1995.3-2000.3> 1987 不定 第３資料室 (図) ●図書受入あり

ナ行 日本学術会議月報 日本学術会議 22巻4号-35巻12号<1981.4-1994.12> 不明 月刊 第３資料室 (改) 後:学術の動向

ナ行 日本教育 日本教育会 no.349<2006.9>+ 1982 月刊 第１資料室

ナ行 日本銀行月報 日本銀行
平成10年1月号-平成10年3月号<1998.1-
1998.3>

1991 月刊 第３資料室 (改) 後: 日本銀行調査月報

ナ行 日本銀行政策委員会月報 日本銀行 no.558<1996.1>+ 不明 月刊 第１資料室

ナ行 日本銀行調査季報 日本銀行 2004年秋-2006年秋<2004.1-2006.1> 2004 ４半 第３資料室 (廃)

ナ行 日本銀行調査月報 日本銀行 平成10年4月号-2004年6月<1998.4-2004.6> 1998 月刊 第３資料室 (廃) 前: 日本銀行月報

ナ行 日本クウェイト協会報 日本クウェイト協会 最近2年分 1972 半期 第３資料室

ナ行 日本鯨類研究所年報 日本鯨類研究所 平成6年度<1995.10>+ 1988 年刊 第３資料室
●バーコード登録　図書受入
あり

ナ行 日本原子力学会誌 日本原子力学会 Vol.59 no.4<2017.4>＋ 1959 月刊 第３資料室 ●バーコード登録

ナ行 日本現代詩歌研究 日本現代詩歌文学館 no.1<1994.3>+ 1994 その他 第３資料室 ●バーコード登録

ナ行 日本公庫つなぐ 日本政策金融公庫 第6号<2016.7>+ 2015 ４半 第３資料室

ナ行 日本古写経研究所研究紀要
国際仏教学大学院大学附置日本古写経
研究所

創刊号<2016.3>+ 2016 年刊 第３資料室

ナ行 日本子ども家庭総合研究所紀要 母子愛育会日本子ども家庭総合研究所 第34集<1998.3>+ 1998 年刊 第３資料室 前: 日本総合愛育研究所紀要
●バーコード登録　図
書受入あり

ナ行 日本サウディアラビア協会報 日本サウディアラビア協会事務局 no.225<2011夏>+ 不明 ４半 第３資料室

ナ行 日本私学教育研究所紀要 日本私学教育研究所 第30号<1995.3>+ 1966 年刊 第３資料室
●バーコード登録　図書受入
あり

ナ行 日本史の方法 日本史の方法研究会 第2号-<2005.1->＋ 2005 不定期 第３資料室

ナ行 日本写真家協会会報 日本写真家協会 no.137<2008.2>+ 1956 その他 第１資料室

ナ行 日本醸造協会誌 日本醸造協会 no.109<2014.1>+ 1906 月刊 ビジネス ●バーコード登録

ナ行 日本消防 日本消防協会 vol.51 no.1-vol.59 no.3<1998.1-2006.3> 不明 月刊 第３資料室 (止)

ナ行 日本植物園協会誌 日本植物園協会 no.42<2008.3>+ 1967 年刊 第３資料室

ナ行 日本書籍出版協会会報 日本書籍出版協会 no.230-no.346<1975.1-1984.1> [195-] 月刊 第３資料室 (改) 後: 書協

ナ行 日本獣医師会雑誌 日本獣医師会 vol.60 no.3(725)<2007.3>+ 1951 月刊 第１資料室 前: 日本獣医協会雑誌 ●バーコード登録

ナ行 社団法人日本水産資源保護協会季報 日本水産資源保護協会 vol.1 no.1(516)<2008.4>+ 2008 ４半 第１資料室
前: 社団法人日本水産資源保
護協会月報

ナ行 季刊　ニッポンスチール 日本製鉄株式会社 vol.1<2019>＋ 2019 ４半 第３資料室

ナ行 日本政策金融公庫調査月報 日本政策金融公庫総合研究所 no.1(570)<2008.1>+ 2008 月刊 ビジネス ●バーコード登録

ナ行 日本政策金融公庫論集 日本政策金融公庫総合研究所 no.1<2008.11>+ 2008 ４半 第１資料室 前: 政策公庫論集

ナ行
日本大学大学院総合社会情報研究科紀
要

日本大学大学院総合社会情報研究科 創刊号-11号<2001.2-2011.2> 2001 年刊 第３資料室 (電)

ナ行 日本大学史紀要 日本大学総務部 1号-12号<1995.12-2010.3> 1995 半期 第３資料室 (止)

ナ行 日本図書館学会会報 日本図書館学会 31号-63号<1981.6-1992.6> 不明 不明 第３資料室 (止)

ナ行 日本の国防 日本国防協会 no.117<2014.8>+ 1983 月刊 第３資料室 前: 安全保障

ナ行 日本の参考図書. 四季版 日本図書館協会 no.1・2<1967.7>+ 1967 ４半 事務室

ナ行 日本の速記 日本図書館協会 no.399<2014.2>+ 不明 月刊 第３資料室
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ナ行 日本の損害保険ファクトブック 日本損害保険協会 1995<1995.9>+ 不明 年刊 第３資料室
●バーコード登録　図書受入
あり

ナ行 日本の塗料工業 日本塗料工業会 平成4年版<1992>+ 1979 年刊 第３資料室 ●バーコード登録

ナ行 日本の祭り：伝統芸能 財団法人地域伝統芸能活用センター 2016年春号<2015.12>＋ 2011 ４半 第１資料室

ナ行 日本の祭り ゆめディア 第1号（2）<2014.8>＋ 2014 年刊 第３資料室 ●バーコード登録

ナ行 日本文化研究所紀要 亜細亜大学日本文化研究所 第1号(1994)-第3号(1996)<1995.1-1997.3> 1995 年刊 第３資料室 (廃)

ナ行 日本文化史研究 帝塚山大学奈良学総合文化研究所 創刊号<1977.3>+ 1977 年刊 第３資料室 ●図書受入あり

ナ行 日本貿易会月報 日本貿易会 no.656<2008.2>+ 不明 月刊 ビジネス 前: 日本貿易会会報

ナ行 日本薬剤師会雑誌 日本薬剤師会 vol.47 no.1<1995.1>+ 1962 月刊 第１資料室 ●バーコード登録

ナ行 日本容器包装リサイクル協会ニュース 日本容器包装リサイクル協会 最近2年分 2004 ４半 第３資料室

ナ行 日本労働研究機構研究紀要 日本労働研究機構 no.6-no.25<1993.12-2003.7> 1991 半期 第３資料室 (廃)
●バーコード登録　図書受入
あり

ナ行 NIMS now　＝　ニムスナウ 物質・材料研究機構 最近2年分 2001 その他 第３資料室

ナ行 乳酸菌ニュース 全国はっ酵乳乳酸菌飲料協会 no.456<2007.4>+ 1962 ４半 第３資料室

ナ行 ニュース農業と環境 農業・食品産業技術総合研究機構 no.110<2016.12>+ 2016 ４半 第１資料室 前: 農環研ニュース

ナ行 NewテクマノートSO(創) フジキン no.1<2011.8>+ 2011 ４半 第３資料室

ナ行 ニューモラル モラロジー研究所出版部 no.89<1977.1>+ 1969 月刊 第３資料室

ナ行 NARASIA Q ＝　ナラジア　キュウ 奈良県 創刊号-vol.7<-2014.3> -- 不明 第３資料室 (廃)

ナ行 NIRA政策研究 総合研究開発機構 vol.10 no.1-vol.19 no.3(219)<1998.1-2006.3> 1988 月刊 第３資料室 (廃)

ナ行 人間科学研究 大阪大学大学院人間科学研究科 vol.1-vol.5<1999.1-2003.12> 1999 年刊 第３資料室 (廃)

ナ行 人間環境学研究 広島修道大学総合研究所 1巻1・2号<2003.2>+ 2003 年刊 第３資料室

ナ行 人間関係学研究 日本人間関係学会 vol.1 no.1-vol.21 no.1<1994.1-2016.12> 1994 年刊 第３資料室 (止)

ナ行 人間発達学研究 愛知県立大学大学院人間発達学研究科 第1号<2010.3>+ 2010 年刊 第３資料室

ナ行
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 第14号<1999.9>+ 1984 年刊 第３資料室

ナ行 人間文化研究 京都学園大学人間文化学会 第1号-第38号<1999.12-2017.3> 1999 その他 第３資料室 (電)

ナ行 人間学紀要 上智人間学会 7号<1977.12>+ 1972 年刊 第３資料室 ●図書受入あり

ナ行 沼津市明治史料館通信 沼津市明治史料館 最近2年分 1985 ４半 第１資料室

ナ行 Noodles.com インスタントラーメン発明記念館 1(通巻44号)-22(通巻65号)<2000.3-2005.6> 2000 ４半 第３資料室 (廃) 前: Foodeum

ナ行 Ｎｅｘｔｃｏｍ KDDI総研 vol.6<2001夏>+ 1999 ４半 第３資料室

ナ行 ネットワーク資料保存 日本図書館協会資料保存委員会 no.26-no.115<1990.7-2016.12> 1990 ４半 第３資料室 (電)
前: 資料保存研究会ニューズ
レター

ナ行 熱風 : スタジオジブリの好奇心 スタジオジブリ vol.1 no.4<2003.4>+ 2003 月刊 第１資料室 ●バーコード登録

ナ行 熱供給 日本熱供給事業協会 vol.1<1990.1>+ 1990 その他 第１資料室

ナ行 年次報告書 国際協力銀行広報室 <2000>+ 2000 年刊 第３資料室 ●バーコード登録

ナ行 年次報告書 笹川平和財団 1994年度-2006年度<1995.11-2007.9> [1989] 年刊 第３資料室 (止) ●バーコード登録

ナ行 年次レポート 日本容器包装リサイクル協会 平成26年度<2015>+ 2015 年刊 第３資料室

ナ行 年報 長野県立歴史館
no.1(1994・95・96年度)-no.12(2009年
度)<1998.3-2010.7>

1998 年刊 第３資料室 (止) ●バーコード登録

ナ行 年報 北海道立北方民族博物館 平成4年度<1994>+ 1991 年刊 第３資料室 ●バーコード登録

ナ行 年報 茨城県教育財団 14号-25号<1995-2006> 1982 年刊 第３資料室 (改) 後: 埋蔵文化財部年報
●バーコード登録　図
書受入あり

ナ行 年報 : 事業の概要と道路統計 日本道路公団 平成7年-平成15年<1995.11-2003.11> 1958 年刊 第３資料室 (廃)
●バーコード登録　図書受入
あり

ナ行 年報　(かながわ考古学財団年報) かながわ考古学財団 2号(平成6年度)<1996.3>+ 1995 その他 第３資料室
●バーコード登録　図書受入
あり

ナ行 農　英知と進歩 農政調査委員会 no.290<2012>+ 1973 その他 第１資料室

ナ行 農環研ニュース 農業環境技術研究 no.101-no.109<2014.3-2016.3> 1984 ４半 第３資料室 (改) 後: ニュース農業と環境

ナ行 農業 大日本農会 no.1506<2008.4>+ 1933 月刊 第１資料室 前: 大日本農会報 ●バーコード登録

ナ行 農林金融 農林中央金庫 vol.33 no.5<1980.5>+ 1948 月刊 第１資料室

ナ行 農林水産試験研究年報　林業編（国立） 農林総合研究所 平成6年度－平成12年度 不明 年刊 第３資料室 (止)

ナ行
能登の海中林 : のと海洋ふれあいセン
ターだより

のと海洋ふれあいセンター 最近2年分 1994 半期 第１資料室
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ナ行
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(12)-35巻1号(46)<1977.3-2011.3> 1977 年刊 第３資料室 (改)

後:  ノートルダム清心女子大
学紀要. 外国語・外国文学編.
文化学編. 日本語・日本文学
編

ナ行
ノートルダム清心女子大学紀要. 外国語・
外国文学編. 文化学編. 日本語・日本文学
編

ノートルダム清心女子大学 36巻1号(47)<2012.3>+ 2012 年刊 第３資料室

前: 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紀
要. 文化学編／ノートルダム清
心女子大学紀要. 日本語・日
本文学編

ナ行
ノートルダム清心女子大学紀要. 国語・国
文学編

ノートルダム清心女子大学 1巻1号(10)-23巻1号(34)<1977.3-1999.3> 1977 年刊 第３資料室 (改)
後: ノートルダム清心女子大学
紀要. 日本語・日本文学編

ナ行
ノートルダム清心女子大学紀要. 日本語・
日本文学編

ノートルダム清心女子大学 24巻1号(35)-35巻1号(46)<2000.3-2011.3> 2000 年刊 第３資料室 (改)
前: ノートルダム清心女子大学
紀要. 国語・国文学編

後: ノートルダム清心
女子大学紀要. 外国
語・外国文学編. 文化
学編. 日本語・日本文
学編

ナ行
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 1巻１号(22)<1977.3>+ 1977 年刊 第３資料室

ナ行 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(12)-35巻1号(46)<1977.3-2011.3> 1977 年刊 第３資料室 (改)
後: ノートルダム清心女子大学
紀要. 外国語・外国文学編. 文
化学編. 日本語・日本文学編

ナ行 のびゆく農業 : 世界の農政 農政調査委員会 no.973<2008.8>+ 1956 月刊 第１資料室

ナ行 Biological Journal of Okayama University
Dept. of Biology, Faculty of Science,
Okayama University

vol.11 nos.1/2-vol.17 nos.1/2<1965.3-1976.5> 1952 その他 第３資料室 (止)

ハ行 配管技術 日本工業出版 vol.42 no.12(561)<2000.1>+ 1959 月刊 第１資料室

ハ行 俳句界 文學の森
13巻12号(137)25巻12号(281)<2007.12-
2019.12>

1995.1 月刊 第１資料室 (止) ●バーコード登録

ハ行 俳句史研究 大阪俳句史研究会 第22号<2015>+ 1986 年刊 第３資料室

ハ行 梅光文芸 梅光学院大学文学部日本文学科 創刊号-第10号<2002.12-2011.1> 2002 年刊 第３資料室 (止)

ハ行 バイコロジーレポート 日本自転車普及協会 vol.227-vol.291<1993.11-1999.3> [1974] 月刊 第３資料室 (休)
●バーコード登録　図書受入
あり

ハ行 パイロット 日本パイロット協会 no.98-no.106<1998.1-2000> 1965 その他 第３資料室 (改) 後: Pilot

ハ行 Pilot 日本パイロット協会 no.107-no.125<2001.1-2007.1> 2001 その他 第３資料室 (廃) 前: パイロット

ハ行 ハウジング・トリビューン 創樹社 vol.113<1997.3>+ 1994 旬刊 第１資料室 ●バーコード登録

ハ行 萩原朔太郎研究会　会報 萩原朔太郎研究会 vol.82＜2017.5＞＋ 1964 年刊 第３資料室

ハ行
はくさん : 石川県白山自然保護センター普
及誌

石川県白山自然保護センター 最近2年分 1973 ４半 第１資料室

ハ行 白山英米文学 東洋大学文学部英米文学科研究室 第23号-第42号<1998.3-2017.2> 1976 年刊 第３資料室 (止)

ハ行 白山史学 白山史学会 第34号<1998.4>+ 1953 その他 第３資料室

ハ行 白山哲学 東洋大学文学部哲学研究室 第10号-第51号<1976.3-2017.2> 不明 年刊 第３資料室 (止) ●図書受入あり

ハ行
博士学位論文内容の要旨および審査の結
果の要旨

上智大学大学院 第2号-第23号(2004)<1980.1-2005.4> 不明 年刊 第３資料室 (止) ●図書受入あり

ハ行
博士学位論文内容の要旨および審査の結
果の要旨

関西外国語大学 甲4号.乙3号-甲54.55号<1995-2013> 1990 その他 第３資料室 (休) ●図書受入あり

ハ行 博物館研究 日本博物館協会 47巻4号<2012.3>+ 1974 月刊 第１資料室 ●バーコード登録

ハ行 白門 中央大学通信教育部 48巻1号<1996.1>+ 1949 ４半 第３資料室

ハ行
HASEGAWA LETTER 長谷川香料技術レ
ポート

長谷川香料株式会社 no.32(2013.8)+ 1994 不定 第３資料室

ハ行 働く広場 : 障害者と雇用 高齢・障害者雇用支援機構 no.209<1995.2>+ 1977 月刊 ビジネス

ハ行 花ばさみ : 花芸安達流 花芸安達会 205号-361号<1991.4-2004.4> 19-- 月刊 第３資料室 (休) ●バーコード登録

ハ行 Happy one プラスワン出版社 vol.3 no.8(24)-vol.26 no.9(301)<1986.8-2009.9> 1985 月刊 第３資料室 (止)

ハ行 Harmony : Sanki engineering magazine 三機工業株式会社広報部 vol.20<2000.1>+ 1992 ４半 第３資料室

ハ行 抜萃のつづり 熊平製作所 42号<1982.4>+ 1931 年刊 第３資料室
●バーコード登録　図書受入
あり

ハ行 ぱっちわーく 『ぱっちわーく』事務局 no.1<1993.5>-no.286<2017.3> 1993 月刊 第３資料室 (廃)

ハ行 パテント 弁理士会 第51巻（1）-第61巻（12）<1998.1-2008.12> 1948 月刊 第３資料室 (止)

ハ行 パナソニック技報 パナソニックコーポレートR&D戦略室 vol.54 no.3- vol.59 no.1 <2008.1-2013.4> 2008 ４半 第３資料室 (電)
前: Matsushita technical
journal

ハ行 パナソニック電工技報 パナソニック電工R&D企画室 vol.56 no.4-vol.59 no.3<2008.12-2011.9> 2008 ４半 第３資料室 (廃) 前: 松下電工技報
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ハ行
Publisher’s review = パブリッシャーズ・レ
ビュー

白水社 1号<2011.12.15>+ 2011 月刊 第１資料室

ハ行 浜銀総研政策提言 浜銀総合研究所 1号-6号(2014.9-2017.3) 2014 その他 第３資料室 (休)

ハ行 馬銜：はみ 日本中央競馬会 15号-85号<1981夏-1998冬> 不明 ４半 第３資料室 (改) 後:MORS

ハ行 比較文化論叢 札幌大学文化学部 1号-28号<1998.3-2013.3> 1998 半期 第３資料室 (止)

ハ行 人と教育 目白大学教育研究所 no.1(30)<2007.4>+ 2007 年刊 第３資料室

ハ行
ＰＣＣｏｍｐｕｔｉｎｇ　ＰＣ　Ｊａｐａｎ　＝　ピー
シー・コンピューティング　ピーシー
コンピューティング

ソフトバンクパブリッシング株式会社 no.37-no.65<1999.12-2002.4> 不明 月刊 第３資料室 (止) ●バーコード登録

ハ行 氷見市立博物館年報 氷見市立博物館 第13号(平成6年度)<1995.3>+ 1983 年刊 第３資料室

ハ行 姫路市立美術館研究紀要 姫路市立美術館 vol.3<1999.3>+ 1996 不定 第３資料室 ●バーコード登録

ハ行 姫路市立美術館年報 姫路市立美術館 平成9年度<1999.3>+ 1984 年刊 第３資料室 ●バーコード登録

ハ行 非文字資料研究
神奈川大学日本常民文化研究所非文字
資料研究センター

no.16<2007.6>-no.35<2016.1> 2003 半期 第３資料室 (改)
後:非文字資料研究
NewsLetter

ハ行 非文字資料研究News Letter
神奈川大学日本常民文化研究所非文字
資料研究センター

no.36<2016.9>＋ 2016 半期 第３資料室 前:非文字資料研究

ハ行 Human ad リクルート vol.9-vol.73<1992.9-2008.1> 1990 ４半 第３資料室 (改) 後: A&R company

ハ行 月刊百科 平凡社 no.480-no.584<2002.1-2011.6> 1967 月刊 第３資料室 (休) 前: 国民百科

ハ行 季刊　評価クォータリー 行政管理研究センター no.1<2007.4>+ 2007.4 ４半 第１資料室 前: 季刊評価クォーター

ハ行 兵庫県立近代美術館年報 兵庫県立近代美術館 平成6年度-平成13年度<1995.5-2003.3> [19--] 年刊 第３資料室 (改) 後: 兵庫県立美術館年報
●バーコード登録　図
書受入あり

ハ行 兵庫県立美術館研究紀要 兵庫県立美術館 第1号<2007.3>+ 2007 年刊 第３資料室

ハ行 兵庫県立美術館年報 兵庫県立美術館 平成14年度<2004.3>+ 2004 年刊 第３資料室 前: 兵庫県立近代美術館年報

ハ行 ひょうご歴史研究室紀要 兵庫県立歴史博物館ひょうご歴史研究室 創刊号<2016.3> 2016 年刊 第３資料室

ハ行 広島県立文書館だより 広島県立文書館 no.40<2016>+ 1990 半期 第１資料室

ハ行 広島工業大学紀要. 教育編 広島工業大学 1巻<2002.2>+ 2002 年刊 第３資料室 前: 広島工業大学研究紀要

ハ行 広島工業大学紀要. 研究編 広島工業大学 36巻<2002.2>+ 2002 年刊 第３資料室 前: 広島工業大学研究紀要

ハ行 広島工業大学研究紀要 広島工業大学 1巻1号-35巻<1966.1-2001.2> 1966 年刊 第３資料室 (改)
後:広島工業大学紀要.研究編
／広島工業大学紀要.教育編

ハ行 広島国際学院大学研究報告 広島国際学院大学 第32巻<1999.12>+ 1999 年刊 第３資料室
前: 広島電機大学・広島自動
車工業短期大学研究報告

ハ行 広島市公文書館紀要 広島市公文書館 第18号<1995.3>+ 1978.3 その他 第３資料室
●バーコード登録　図書受入
あり

ハ行 広島修大論集 広島修道大学学術交流センター 49巻1号(93)<2008.9>+ 2008 半期 第３資料室 前: 広島修大論集. 人文編

ハ行 広島修大論集. 人文編 広島修道大学総合研究所 18巻2号(32)-48巻2号(92)<1978.3-2008.2> 1973 半期 第３資料室 (改) 後: 広島修大論集

ハ行 広島修道大学研究叢書 広島修道大学学術交流センター 2号-148号<1979.6-2015> 1979 その他 第３資料室 (休) ●図書受入あり

ハ行 広島修道大学総合研究所レポート 広島修道大学総合研究所 no.1-no.40<1976-2005> 1977 年刊 第３資料室 (廃)

ハ行 広島女学院大学英語英米文学研究
広島女学院大学文学部英米言語文化学
科

9号-21号<2001.3-2013> 1992 年刊 第３資料室 (止)

ハ行 広島女学院大学大学院言語文化論叢 広島女学院大学大学院言語文化研究科 創刊号-19号<1998.3-2016.3> 1998 年刊 第３資料室 (電)

ハ行 広島女学院大学論集 広島女学院大学 28集-59集<1978.12-2009.12> 1951 年刊 第３資料室 (電)

ハ行 広島女子大学家政学部紀要 広島女子大学 13号-19号<1978.3-1983.12> 1969 年刊 第３資料室 (止)

ハ行 広島女子大学文学部紀要 広島女子大学 13号-19号<1978.3-1984.3> 1969 年刊 第３資料室 (止)

ハ行 広島女子大国文 広島女子大学国文学会 15号-22号<1998.9-2007.12> 1984 その他 第３資料室 (止)

ハ行 広島大学生物生産学部紀要 広島大学生物生産学部 17巻2号-30巻2号<1978.12-1991.12> 1979 半期 第３資料室 (改) 前: 広島大学水畜産学部紀要 後: 生物生産学研究

ハ行 広島大学大学院文学研究科論集 広島大学大学院文学研究科 61巻<2001.12>+ 2001 年刊 第３資料室 前: 広島大学文学部紀要

ハ行
広島大学大学院文学研究科考古学研究
室紀要

広島大学大学院文学研究科 第17号<2013.3>+ 不明 年刊 第３資料室

ハ行 広島大学文学部紀要 広島大学文学部 38巻-60巻<1978.12-2000.12> 1951 年刊 第３資料室 (改)
後: 広島大学大学院文学研究
科論集

ハ行 広島大学文書館紀要 広島大学文書館 7号-12号<2005.3-2010.3> 2005 年刊 第３資料室 (止) 前: 広島大学史紀要

ハ行 広島大学史紀要 広島大学文書館設立準備室 3号-6号<2001.3-2004.3> 1999 年刊 第３資料室 (改) 後: 広島大学文書館紀要

ハ行
広島電機大学・広島自動車工業短期大学
研究報告

広島電機大学 31巻<1998.12> 1968 年刊 第３資料室 (改)
後: 広島国際学院大学研究報
告

ハ行 ひろしまの遺跡 広島県教育事業団 最近2年分 [1980] 不定 第１資料室
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ハ行 広島平和科学 広島大学平和科学研究センター 17号<1994>+ 不明 その他 第３資料室
●バーコード登録　図書受入
あり

ハ行 Business & economic review 日本総合研究所 15巻7号(177)-22巻9号(263)<2005.7-2012.8> 2005 月刊 第３資料室 (改) 前: Japan research review 後: JRIレビュー

ハ行
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 no.344(2003年11月号)<2003.1>+ 2003 月刊 ビジネス ●一括登録

ハ行 美術屋百兵衛 麗人社 no.2<2007.7>-no.39<2016.10> 2007 ４半 第３資料室 (止) ●バーコード登録

ハ行 Vita futura 京都勤労者学園 no.4-no.10<1996.12-2004.2> 1993 年刊 第３資料室 (休) ●図書受入あり

ハ行 Big Sight : 東京ビッグサイト広報誌 東京ビッグサイト 最近2年分 2004 その他 第１資料室

ハ行 Biblia 山形Bibliaの会 no.1<1983.5-2015.7、2018.1>＋ 1983 半期 第３資料室 2018.1（66）復刊

ハ行 ビブリア. 天理図書館報 天理大学出版部 no.109<1998.5>+ その他 第３資料室 ●一括登録

ハ行 びぶろす 国立国会図書館図書館協力部 vol.49 no.1-vol.49 no.8<1998.1-1998.8> 1950.4 月刊 第３資料室 (電)

ハ行 姫路大学看護学部紀要 姫路大学 第8号<2016>+ 2016 年刊 第３資料室
前：近大姫路大学看護学部紀
要

ハ行 姫路大学教育学部紀要 姫路大学 第9号<2016>+ 2016 年刊 第３資料室
前：近大姫路大学教育学部紀
要

ハ行 病院患者図書館 日本病院患者図書館協会 vol.18 no.3<1995.12>+ 1996 その他 第１資料室 前: 病院図書館

ハ行 ひろみら論集 広島修道大学 創刊号-第3号<2015.12-2017.12> 2015 年刊 第３資料室 (廃)

ハ行 琵琶湖博物館業績目録 滋賀県立琵琶湖博物館 1-8<1998-2004> 1998 年刊 第３資料室 (電) ●バーコード登録

ハ行 琵琶湖博物館資料目録 琵琶湖博物館 1－18<1998.3-2008.3> 1998 不定 第３資料室 (止) ●バーコード登録

ハ行 ファイナンス 大蔵財務協会 vol.30 no.10(350)<1995.1>+ 1965 月刊 第１資料室

ハ行 Facata＝ファカタ　福岡市博物館だより 福岡市博物 最近2年分 不明 ４半 第１資料室

ハ行 フィールドブック 印旛郡市文化財センター 最近2年分 1999 その他 第１資料室

ハ行 Fishing cafe シマノ vol.1<2000.12>+ 2000 その他 第１資料室 ●バーコード登録

ハ行 Feel!Go!　=　フィールゴー 日本柔道整復師会 vol.237<2016春>+ 2016 ４半 第３資料室 前：日整広報はつらつ！

ハ行 月刊フェスク 日本消防設備安全センター no.388<2014.2>+ 1981 月刊 第１資料室

ハ行 フォト 時事画報社
vol.45 no.1(1034)-vol.49 no.7(1136)<1998.1-
2002.4>

1961 隔週 第３資料室 (休) 前: グラフ政府の窓

ハ行 福井県文書館研究紀要 福井県文書館 no.1<2004.3>+ 2004 年刊 第３資料室 ●バーコード登録

ハ行 福井県ふるさと文学館報 福井県ふるさと文学館 no.1<2015.3>＋ 2015 年刊 第１資料室

ハ行
福岡県立大学生涯福祉研究センター研究
報告叢書

福岡県立大学生涯福祉研究センター vol.22-vol.46<2006.3-2010.3> 不明 不定 第３資料室 (止)

ハ行 福岡市博物館研究紀要 福岡市博物館 第6号-第19号<1996.3-2009.3> 1991 年刊 第３資料室 (止) ●バーコード登録

ハ行 福岡市博物館年報 福岡市博物館 3(平成6年度)-16(平成19年度)<1996.3-2009.3> 1993 年刊 第３資料室 (止) ●バーコード登録

ハ行 福岡市総合図書館研究紀要 福岡市総合図書館 創刊号<2000.3>+ 2000 年刊 第３資料室 ●バーコード登録

ハ行 福島県史料情報 福島県文化振興事業団 no.44<2016.2>+ 不明 ４半 第１資料室

ハ行 ふじのくに考古通信 静岡県埋蔵文化財センター 最近2年分 2011.12 その他 第１資料室

ハ行 不二越技報 不二越営業総括部 vol.54(116)-vol.58 no.1(124)<1998.1-2002.11> 1955 半期 第３資料室 (廃) 前: 不二越月報

ハ行 Fujitsu 富士通 42-4(244)<1991.7>+ 1962 その他 第３資料室 前: Fuji

ハ行 Fujitsu飛翔 富士通「Fujitsu飛翔」編集室 no.1-no.65<1989-2011.1> 1989 ４半 第３資料室 (廃)

ハ行 藤並の森 高知県立文学館 最近2年分 [1998] 月刊 第１資料室

ハ行 Fuji Film research & development
富士写真フイルムR&D総括本部知的情報
統合部

no.41<1996.3-2017.3、2019>＋ 1989 年刊 第３資料室
前: 富士写真フイルム研究報
告

ハ行 府中市美術館研究紀要 府中市美術館 第1号-第10号<1997.3-2006.3> 2000 年刊 第３資料室 (止) ●バーコード登録

ハ行 仏教学部論集 佛教大学仏教学部 95号-101号<2011.3-2017.3> 2011 年刊 第３資料室 (止) 前: 文学部論集

ハ行 仏教大学研究紀要 佛教大学学会 63号-76号<1979.3-1992.3> 1956 月刊 第３資料室 (改) 前: 仏教大学学報 後: 文学部論集 ●図書受入あり

ハ行 仏教大学総合研究所紀要 仏教大学総合研究所 創刊号<1994.3>+ 1994 年刊 第３資料室

ハ行 仏教大学総合研究所共同研究成果報告 仏教大学総合研究所 第2号<2016.3>+ 2015 年刊 第３資料室

ハ行 佛教大学大学院紀要 佛教大学大学院 22号-36号<1994.3-2008.3> 1994 年刊 第３資料室 (改) 前: 仏教大学大学院研究紀要

後: 佛教大学大学院
紀要.文学研究科篇／
佛教大学大学院紀要.
教育学研究科篇／佛
教大学大学院紀要.社
会学研究科篇／佛教
大学大学院紀要.社会
福祉学研究科篇
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ハ行 佛教大学大学院紀要. 教育学研究科篇 佛教大学大学院 37巻-44巻<2009.3-2016.3> 2009 年刊 第３資料室 (止) 前: 佛教大学大学院紀要

ハ行
佛教大学大学院紀要. 社会福祉学研究科
篇

佛教大学大学院 37号-45号<2009.3-2017.3> 2009 年刊 第３資料室 (止) 前: 佛教大学大学院紀要

ハ行 佛教大学大学院紀要. 社会学研究科篇 佛教大学大学院 37号-45号<2009.3-2017.3> 2009 年刊 第３資料室 (止) 前: 佛教大学大学院紀要

ハ行 佛教大学大学院紀要. 文学研究科篇 佛教大学大学院 37号-45号<2009.3-2017.3> 2009 年刊 第３資料室 (止) 前: 佛教大学大学院紀要

ハ行 仏教大学大学院研究紀要 佛教大学学会 14号-21号<1986.3-1993.2> 1968 年刊 第３資料室 (改) 後: 佛教大学大学院紀要

ハ行 仏教大学通信教育部論集 仏教大学通信教育部 14号-24号<1979.12-1990.3> [1966] 年刊 第３資料室 (止)

ハ行 佛教大学報 佛教大学 28号-40号<1978.1-1990.1> [19--] 年刊 第３資料室 (止) ●図書受入あり 前：仏教大学学報

ハ行 BOOKMARK 金原瑞人 vol.01<2015.秋>+ 2015 ４半 第１資料室

ハ行 物質工学工業技術研究所報告 工業技術院物質工学工業技術研究所 vol.1 no.1-vol.8 no.4<1993.8-2000.12> 1993 隔月 第３資料室 (廃) ●バーコード登録

ハ行 仏大社会学 佛教大学社会学研究会 14号<1989.3>+ 1976 その他 第３資料室

ハ行 Foodeum フーディアム・コミュニケーション 38号-43号<1998-1999.11> 1988 ４半 第３資料室 (改) 後: Noodles.com

ハ行
Foods & food ingredients journal of Japan :
FFIジャーナル

FFIジャーナル編集委員会 no.175-vol.213<1998-2008> 1994 月刊 第３資料室 (止) 前: Art taste

ハ行
The bulletin of the Yamaguchi Medical
School

Yamaguchi University School of Medicine vol.25 no.1/2-vol.52 no.3/4<1978.6-2005.12> 1953 半期 第３資料室 (廃)

ハ行
ふみ　古典籍共同研究事業センターニュー
ズ

国文学研究資料館古典籍共同研究事業
センター

最近2年分 不明 半期 第1資料室

ハ行 HUM-HUM　＝　フムフム 広島大学総合博物館ニューズレター vol.3<2010>＋ 不明 年刊 第１資料室

ハ行
ふるえ　ＮＴＴ研究所発　触感コンテンツ専
門誌

日本電信電話 最近2年分 2015 隔月 第３資料室

ハ行 ふれあいらしんばん : 点字広報誌 内閣府政府広報室 第1号<2007.9>+ 2007 その他 第１資料室

ハ行 Blue earth
海洋研究開発機構横浜研究所事業推進
部

12-3(47)-31-2（160）<2000.6-2019.4> 2000 隔月 第３資料室 (電) 前: JAMSTEC

ハ行 Front リバーフロント整備センター vol.3 no.10-vol.19 no.6(222)<1991.7-2007.3> 1988 月刊 第３資料室 (休) ●バーコード登録

ハ行 Blue signal 西日本旅客鉄道広報部 創刊号<1987.5>+ 1987 隔月 第１資料室

ハ行 文化遺産の世界 文化遺産の世界編集部 vol.27<2016>+ 2001 ４半 第３資料室 ●一部郷土受入あり ●バーコード登録

ハ行 文化科学研究 中京大学文化科学研究所 vol.2 no.1<1991.3>+ 1989 不定 第３資料室

ハ行 文学論藻 東洋大学文学部日本文学文化学科 第50号-第76号<1975.12-2002.3> 1952 年刊 第３資料室 (止)

ハ行 文学部論集 佛教大学文学部 77号-101号<1992.12-2017.3> 1992 その他 第３資料室 (止)
前: 人文学論集／仏教大学研
究紀要

ハ行 文化財研究紀要 東京都北区教育委員会 第8集-第23集<1995.3-2010.3> 1987 年刊 第３資料室 (止)
●バーコード登録　図書受入
あり

ハ行 文化誌 亜細亜学園学術文化連合会
21号(平成7年度)-34号(平成20年度)<1996-
2009>

不明 その他 第３資料室 (止) ●図書受入あり

ハ行 文化庁月報 文化庁 295号-510号<1993.4-2011.3> 1968 月刊 第３資料室 (電) ●バーコード登録

ハ行 文京学院大学外国語学部紀要 文京学院大学総合研究所 14号<2015.2>+ 2015 年刊 第３資料室
前:文京学院大学外国語学部
文京学院短期大学紀要

ハ行
文京学院大学外国語学部文京学院短期
大学紀要

文京学院大学総合研究所 創刊号-13号<2002.2-2014.2> 2002 年刊 第３資料室 (改)

ハ行 文京女子短期大学英語英文学科紀要 文京女子短期大学英語英文学科 31号-33号<1998.12-2000.12> 1982 年刊 第３資料室 (廃)

ハ行 文京女子短期大学保育科紀要 文京女子短期大学 5号-10号<1986.12-1991.12> 1982 不定 第３資料室 (廃)

ハ行 文芸埼玉 埼玉県教育委員会 no.58<1997.12>+ 不明 年刊 第３資料室

ハ行 粉砕 ホソカワミクロン no.40<1997.1>+ 1957 年刊 第３資料室

ハ行 文章歩道 高遠書房
vol.1 no.1(1)-vol.13 no.3、vol.101春<1995.4-
2008.1,2020.4>＋

1995 ４半 第３資料室

ハ行 文林 神戸松蔭女子学院大学学術研究会 第12号-第45号<1978-2011> 1966 年刊 第３資料室 (廃)

ハ行 Plutonium 原子燃料政策研究会 no.1<1993.3>+ 1993 その他 第３資料室

ハ行 平成法政研究 平成国際大学法政学会 1巻1号<1996.12>+ 1996 半期 第３資料室

ハ行 平和言語学研究 平和言語学研究所 創刊号-3号<2015.3-2017.3> 2016 年刊 第３資料室 (廃)

ハ行
平和と宗教 : 庭野平和財団平和研究レ
ポート

庭野平和財団 no.17-no.26<1998.12-2007.12> 1982 年刊 第３資料室 (休)
●バーコード登録　図書受入
あり

ハ行 平和のための宗教 世界宗教者平和会議日本委員会 vol.2<2008.6>+ 2007 年刊 第３資料室

ハ行 平和文化 広島平和文化センター 最近2年分 不明 その他 第１資料室

ハ行 ＰＥＳＴ　ＣＯＮＴＲＯＬ 日本ペストコントロール協会 no.172<2015.10>+ 1972 ４半 第３資料室

ハ行 法学研究 慶應義塾大学法学研究会 第69巻第1号<1996.1>+ 1922 月刊 第３資料室

ハ行 法学ジャーナル 関西大学大学院法学研究科院生協議会 第65号-第91号<1996.4-2016.3> 1967 半期 第３資料室 (止) ●図書受入あり

ハ行 法学政治学論究 : 法律・政治・社会
慶應義塾大学大学院法学研究科内「法学
政治学論究」刊行会

第28号<1996.春>+ 1989 ４半 第３資料室

ハ行 防炎ニュース 日本防炎協会 no.167-no.214<2006.7-2018.5> 1966 ４半 第３資料室 (電)
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ハ行 防災科研ニュース 防災科学技術研究所 最近2年分 1997 ４半 第３資料室

ハ行 ぼうさい 内閣府(防災担当) no.49<2009.1>+ 2001 隔月 第１資料室

ハ行 法政大学工学部研究集報 法政大学工学部 15号-45号<1979.3-2009.3> 1964 年刊 第３資料室 (改)
後: 法政大学理工学部・生命
科学部・デザイン工学部研究
集報

 ●図書受入あり

ハ行 法政大学小金井論集 法政大学小金井論集編集委員会 4号<2007.3>+ 2004 年刊 第３資料室

ハ行 法政大学理系学部研究集報
法政大学情報科学部・理工学部・生命科
学部

第50号<2014.4>+ 2014 年刊 第３資料室 (改)
前: 法政大学理工学部・生命
科学部・デザイン工学部研究
集報

●図書受入あり

ハ行 放送研究と調査 日本放送出版協会 vol.42 no.4(491)<1992.4>+ 1992 月刊 第１資料室 ●図書受入あり

ハ行 報道ニッポン 報道通信社
vol.10 no.11(104)-vol.25 no.1(274)<1997.11-
2012.1>

1997 月刊 第３資料室 (改) 前: VIP Japan 後: リーダーズ・アイ

ハ行 報徳博物館館報 報徳福運社 第9号<1995.9>+ その他 第３資料室
●バーコード登録　図書受入
あり

ハ行 報徳学 国際二宮尊徳思想学会 創刊号<2004.3>+ 2004 年刊 第３資料室 ●バーコード登録

ハ行 Home rule & civil society 中央学院大学地方自治研究センター no.6-no.11<1995.3-2000.3> 不明 年刊 第３資料室 (止) ●図書受入あり

ハ行 法友 偕和會総合本部事務局 vol. no.()-vol.39 no.2(451)<1998.1-2016.2> 1984 月刊 第３資料室 (止) 前: ほうゆう

ハ行 北陸法学 北陸大学法学会 1巻1/2号-13巻1/2号<1993.1-2006.3> 1993 ４半 第３資料室 (廃)

ハ行 菩薩行 法華宗菩薩行研究会 第2号<2013>+ 2010 不定 第３資料室

ハ行 母子保健情報 母子愛育会 no.47 -no.64<2003.6-2011.11> 1981 半期 第３資料室 (止)
●バーコード登録　図書受入
あり

ハ行 母子保健情報誌 日本家族計画協会 no.01<2016.3>+ 2016 年刊 第１資料室

ハ行 保存科学 国立文化財機構東京文化財研究所 32<1993.3>+ 1964 年刊 第３資料室
●バーコード登録　図書受入
あり

ハ行 北海道開拓記念館研究紀要 北海道開拓記念館 第23号<1995.3>+ 1995 年刊 第３資料室
前: 北海道開拓記念館研究年
報

●バーコード登録

ハ行 北海道開拓記念館調査報告 北海道開拓記念館 第34号<1995.3>+ [19--] 年刊 第３資料室
●バーコード登録　図書受入
あり

ハ行 北海道東海大学紀要. 人文社会科学系 北海道東海大学国際文化学部 1号-20号<1989.3-2008.3> 1989 年刊 第３資料室 (廃)

ハ行
北海道博物館アイヌ民族文化研究セン
ター研究紀要

北海道博物館 創刊号<2016>+ 2016 年刊 第３資料室

ハ行 北海道文学館報 北海道立文学館 最近2年分 1967 ４半 第１資料室

ハ行
北海道立アイヌ民族文化研究センター研
究紀要

北海道立アイヌ民族文化研究センター 1号<1995.3>+ 1995 年刊 第３資料室 ●バーコード登録

ハ行 北海道立北方民族博物館研究紀要 北海道立北方民族博物館 第4号<1995.3>+ 1992 年刊 第３資料室
●バーコード登録　図書受入
あり

ハ行 北海道立文書館研究紀要 北海道立文書館 第10号-第22号<1995.3-2009.3> 1986 その他 第３資料室 (止)
●バーコード登録　図書受入
あり

ハ行 北方民族博物館だより 北海道立北方民族博物館 最近2年分 1991 ４半 第１資料室

ハ行 ボザール 美術愛好会サロン・デ・ボザール no.152-no.272<1990.8-2000.8> 1973 月刊 第３資料室 (止)

ハ行 ほほえみ 大内 久美子 1号(創刊号)-29号(最終号)<1987.1-2003.6> 1987 半期 第３資料室 (廃)
●バーコード登録　図書受入
あり

ハ行 本 講談社
vol.19 no.1(210)-vol.39 no.06(455)<1994.1-
2014.6>

1976.2 月刊 第３資料室 (止)

ハ行 本を選ぶ ライブラリー・アド・サービス no.1<1985.6>+ 1985 その他 第１資料室

ハ行 本の旅人 角川書店 創刊号-vol.12 no.1(123)<1995.11-2006.1> 1995.10 月刊 第３資料室 (止) ●バーコード登録

ハ行 本のひろば 日本キリスト教書販売 no.472-no.565<1998.1-2005.8> 1975 月刊 第３資料室 (止)

ハ行 本郷 吉川弘文館 創刊号<1995.1>+ 1995 隔月 第１資料室

ハ行 Honda R&D technical review 本田技術研究所 vol.2<1990.9>+ 1989 半期 第３資料室 ●バーコード登録

ハ行 ホースメイト 馬の雑誌 日本馬事協会 vol.23-vol.53<1998.3-2008.3> 1990 不定 第３資料室 (休)

ハ行 Voters : 考える主権者をめざす情報誌 明るい選挙推進協会 創刊号<2011.6>+ 2011 その他 第１資料室 ●バーコード登録

ハ行 ボランティア 富士福祉事業団
vol.32 no.9(381)-vol.45 no.12(540)<1998.1-
2011.4>

1966 月刊 第３資料室 (止)

ハ行 盆栽世界 新企画出版局 no.332-no.448<1998.1-2004.12> 不明 月刊 第３資料室 (止)

ハ行 梵鐘 : 日本古鐘研究会機関誌 日本古鐘研究会 1号-20号<1994.11-2007.1> 1994 その他 第３資料室 (廃) ●図書受入あり

ハ行 Postureしせいと生活 : ポスチャー 姿勢研究所 vol.1(創刊号)<1993.7>+ 1993 半期 第１資料室

マ行 MY詩集 My詩集社 vol.318-vol.400<2000.12-2014.9> 1971 隔月 第３資料室 (止)

マ行 MY DOG　：　マイドッグ PECO vol.1<2019.12>+ 2019 ４半 第１資料室 ●バーコード登録

マ行 舞阪町立郷土資料館年報 舞阪町立郷土資料館 1990.9(第1号)-2004(第14号)<1992.1-2005.6> 1992 年刊 第３資料室 (休) ●バーコード登録

マ行 毎日フォーラム : 日本の選択 毎日新聞社 2007年1月号<2007.1>+ 2005 月刊 第１資料室 ●バーコード登録

マ行
前橋文学館研究紀要：萩原朔太郎記念・
水と緑と詩のまち

萩原朔太郎記念・水と緑と詩のまち前橋
文学館

第1号-第8号<2008.3-2015.3> 2008 年刊 第３資料室 (廃)

マ行
前橋文学館報 　萩原朔太郎記念　水と緑
と詩のまち

萩原朔太郎記念水と緑と詩のまち前橋文
学館

no.43<2016.3>＋ [1995] その他 第３資料室

マ行 Macao Talkabout マカオ政府観光局 最近2年分 不明 隔月 第１資料室

マ行 纒向考古学通信 桜井市纏向学研究センター vol.5<2013>+ 2009 年刊 第１資料室
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マ行 Macrocosm　＝　マクロコムズ 青少年国際交流推進センター 最近2年分 1994 ４半 第１資料室

マ行 まち・むら あしたの日本を創る協会 no.3<1982.8>+ 1981 ４半 第１資料室 ●バーコード登録

マ行 Matsushita technical journal 松下電器産業コーポレートR&D戦略室 vol.44 no.1-vol.54 no.2<1998.2-2008.9> 1998 ４半 第３資料室 (改) 前: National technical report 後: パナソニック技報

マ行 松下電工技報 松下電工R&D企画室 no.61-vol.56 no.3<1998.1-2008.9> 1970 不定 第３資料室 (改) 後: パナソニック電工技報

マ行 松本清張記念館館報 松本清張記念館 最近2年分 1999 年３回 第１資料室

マ行 まなびの杜 東北大学総務部広報課 最近2年分 1998 ４半 第３資料室 (止)

マ行 Mamor 扶桑社 創刊準備号<2006.12>+ 2006 月刊 第１資料室

マ行 Marine voice 21 日本埋立浚渫協会 243<2005.5>+ 1994 隔月 第３資料室

マ行 マレーシア 日本マレーシア協会 <2012>＋ 不明 隔月 第１資料室

マ行 みすず みすず書房 no.137<1971.1>+ 不明 月刊 第１資料室

マ行 水登ともに 水資源協会 no.408-no.475<1998.1-2003.8> [19--] 月刊 第３資料室 (廃)

マ行 水とともに : 水がささえる豊かな社会 水資源機構 no.1-no.63<2003.1-2008.12> 2003 その他 第３資料室 (休)

マ行 水の技術 水資源協会 no.1-no.17<1997.9-2008.9> 1997 半期 第３資料室 (廃)

マ行 水の文化 ミツカン水の文化センター 創刊号<1999.1>+ 1999 その他 第１資料室

マ行 瑞垣 神宮司庁 no.195<2003.6>+ [19--] ４半 第３資料室

マ行 みち 日本道路公団 70号-116号<1987.7-1999.10> 1970 ４半 第３資料室 (廃)

マ行 三井文庫論叢 三井文庫 第28号<1994.12>+ [1967.3] 年刊 第３資料室
●バーコード登録　図書受入
あり

マ行 緑 川柳みどり会 no.356<1993.11>+ [19--] 月刊 第３資料室

マ行 港郷土資料館館報 港区立港郷土資料館
13(平成6年度版)-20(平成13年度版)<1995.9-
2002.7>

1984 年刊 第３資料室 (止)
●バーコード登録　図書受入
あり

マ行 港郷土資料館研究紀要 港区立港郷土資料館
3（平成7年度版）-11（平成21年度版）<1995-
2009>

不明 年刊 第３資料室 (止) ●図書受入あり

マ行 港郷土資料館だより 港区立港郷土資料館 最近2年分 1982 半期 第１資料室 (止)

マ行 港区指定文化財 東京都港区教育委員会 平成7年度-平成22年度<1995.9-2010.10> [19--] 年刊 第３資料室 (止)
●バーコード登録　図書受入
あり

マ行 Miho Museum研究紀要 秀明文化財団 第1号<1997.3>+ 1997 年刊 第３資料室 ●バーコード登録

マ行 南大阪大学紀要 南大阪大学 1巻1号(14)-5巻22号<1999.2-2003.3> 1999 半期 第３資料室 (改) 前: 紀要
後: 太成学院大学紀
要

マ行
美作女子大学・美作女子大学短期大学部
紀要

美作女子大学 24号-48号<1979-2003> 1979 年刊 第３資料室 (改)
前: 美作女子大学・美作短期
大学研究紀要

後: 美作大学・美作大
学短期大学部紀要

マ行 美作女子大学・美作短期大学研究紀要 美作女子大学 13号-23号<1968-1978> 1968 年刊 第３資料室 (改) 前: 美作短期大学研究紀要
後: 美作女子大学・美
作女子大学短期大学
部紀要

マ行 美作大学・美作大学短期大学部紀要 美作大学 49号-53号<2004.3-2008.3> 2004 年刊 第３資料室 (止)
前: 美作女子大学・美作女子
大学短期大学部紀要

マ行 みやぎ心のケアセンター紀要
宮城県精神保健福祉協会みやぎ心のケ
アセンター

7号<2019.9>+ 2013 年刊 第３資料室

マ行 宮沢賢治学会イーハトーブセンター会報 宮沢賢治イーハトーブセンター 第48号-第50号<2014.3-2015.3> 1990 半期 第３資料室 (止)

マ行 ミュージアム・レター 学習院大学史料館 最近2年分 2006 ４半 第１資料室

マ行 未来 未来社 no.112<1976.1>+ 不明 月刊 第１資料室

マ行 未来の図書館研究所調査・研究レポート 未来の図書館研究所 第1号＜2017.9＞＋ 2017 年刊 第３資料室 ●バーコード登録

マ行 ミルククラブ 中央酪農会議 vol.15<1995.3>+ 不明 その他 第１資料室

マ行 milsil　＝　ミルシル 国立科学博物館 1-2(2)<2008.3>+ 2008 隔月 第１資料室 ●バーコード登録

マ行 民具マンスリー 神奈川大学 14巻7号<1981.1>+ 1968 月刊 第３資料室

マ行 民俗学研究所紀要 成城大学民俗学研究所 第6集<1982.3>+ 1977 不定 第３資料室 ●図書受入あり

マ行 民俗学研究所ニュース 成城大学民俗学研究所 最近2年分 1988 ４半 第１資料室

マ行 民俗文化 近畿大学民俗学研究所 第7号<1995.3>+ 1989 年刊 第３資料室

マ行 みんてつ 日本民営鉄道協会 no.1<2001.11>+ 2001 ４半 第１資料室

マ行 みんてつ 日本民営鉄道協会 no.92<1998> 1976 隔月 第３資料室 (廃)

マ行 民博通信 国立民族学博物館 no.129-no.134<2010.9-2019.3> 1977 ４半 第３資料室 (電)

マ行 無限大 日本アイ・ビー・エム 67号-112号<1985夏-2002冬> 1969 半期 第３資料室 (電)

マ行 武蔵学園史年報 武蔵学園記念室 2号-13号<1996.12-2008.3> 1995 年刊 第３資料室 (止)

マ行 武蔵野音楽大学研究紀要 武蔵野音楽大学 29号-30号<1998.3-1999.3> 1962 年刊 第３資料室 (止)
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マ行 mundi 国際協力機構 no.1<2013.10>+ 2013 月刊 第１資料室 前：JICA's world

マ行 目で見るWHO 日本WHO協会 第28号<1995.9>+ 不明 その他 第３資料室
●バーコード登録　図書受入
あり

マ行 目の眼 里文出版 no.256-no.364<1998.1-2007.1> 1977.9 月刊 第３資料室 (止)

マ行 明治大学工学部研究報告 明治大学工学部 34号-56号<1978.3-1989.3> 1950 不定 第３資料室 (改)
後: 明治大学理工学部研究報
告

マ行 明治大学理工学部研究報告 明治大学理工学部 No.1(57)-No.53(109)<1990.3-2016.3> 1990 その他 第３資料室 (止) 前: 明治大学工学部研究報告

マ行 明治大学博物館年報 明治大学博物館事務室 2000年度-2014年度<2002.3-2015.6> 1995 年刊 第３資料室 (電) ●バーコード登録

マ行
明治大学平和教育登戸研究所資料館館
報

明治大学平和教育登戸研究所資料館 第1号<2015>+ 2016 年刊 第３資料室

マ行 めいせい 明星大学通信教育部 29巻10号-52巻5号<1996.1-2018.8> 1967 月刊 第３資料室 (電)

マ行 目白学園女子教育研究所研究レポート 目白学園女子教育研究所 9号-12号<1997.3-2000> 1989 年刊 第３資料室 (改)
後: 目白大学短期大学部女子
教育研究所研究レポート

マ行
目白大学短期大学部女子教育研究所研
究レポート

目白大学短期大学部女子教育研究所 13号-18号<2001-2006.3> 2001 年刊 第３資料室 (廃)
前: 目白学園女子教育研究所
研究レポート

マ行 メッセンジャー 杉浦 貴之 最近2年分 不明 年３回
がんコー
ナー

マ行 メタモルフォシス 村田製作所 no.1- no.17<1995.5-2013.5> 1995 その他 第３資料室 (電)

マ行 メディア展望 新聞通信調査会 no.674<2018.2>+ 1963 月刊 第３資料室

マ行 盲導犬くらぶ 日本盲導犬協会 no.95<2019.7>＋ 不明 ４半 第１資料室

マ行 モニター月報 内閣府大臣官房政府広報室 <1998.1-2001.3> 19-- 月刊 第３資料室 (改) 後: 国政モニター月報

マ行 モノグラフ・小学生ナウ ベネッセコーポレーション vol.1 no.1-vol.19 no.3<1981.6-2000.2> 1981 その他 第３資料室 (休) ●バーコード登録

マ行 モノグラフ中学生の世界 ベネッセコーポレーション vol.11(増刊)-vol.64<1982.4-1999.12> 1978 その他 第３資料室 (休)
●バーコード登録　図書受入
あり

マ行 モノグラフ・高校生 ベネッセコーポレーション vol.8-vol.58<1983.3-2000.2> 1980 その他 第３資料室 (休)
●バーコード登録　図書受入
あり

マ行 モラロジー研究 モラロジー研究所 no.2<1974.3>+ 1973 不定 第３資料室

マ行 MORS：モール 日本中央競馬会競走馬総合研究所 86号-95号<1999春-2001夏> 1999 ４半 第３資料室 (廃) 前:馬銜

マ行 文 公文教育研究会
50号(1998年新春)-100号(2010年夏
号)<1998.1-2010.7>

1985 ４半 第３資料室 (改) 後: 文next

マ行 文next 公文教育研究会 no.101<2011.1>+ 2011 半期 第３資料室 前: 文

マ行 文書館紀要 埼玉県立文書館 第8号<1995.3>+ 1985 年刊 第３資料室
●バーコード登録　図書受入
あり

マ行 文書館だより 栃木県立文書館 no.58<2016>+ 1987 年刊 第１資料室

マ行 文書館だより 福井県文書館 no.23<2015>+ 2003 年刊 第１資料室

マ行 問題と研究 : アジア太平洋研究専門誌 国立政治大学国際関係研究センター
vol.27 no.4(316)-vol.34 no.11(407)<1998.1-
2005.12>

1971 ４半 第３資料室 (止)

マ行 文部科学広報 文部科学省 70号<2006.4>+ 2001 月刊 第１資料室

ヤ行 野外文化 青少年交友協会 最近2年分 1986 隔月 第３資料室

ヤ行 八事 : 中京大学評論誌 中京大学 創刊号<1986.3>+ 1986 その他 第３資料室

ヤ行 八代学院大学紀要 八代学院大学学術研究会 12号-41号<1977.3-1992.1> 1970 半期 第３資料室 (改) 後: 神戸国際大学紀要 ●図書受入あり

ヤ行 安田女子大学紀要 安田女子大学 1号-12号<1967.12-1984.3> 1967 年刊 第３資料室 (止)

ヤ行
安田女子大学大学院文学研究科紀要. 日
本語学日本文学専攻

安田女子大学大学院文学研究科 1号-22号<1996.3-2017.3> 1996 年刊 第３資料室 (電)

ヤ行 野鳥 日本野鳥の会
vol.52 no.12(496)-vol.83 no.4(824)<1987.12-
2018.5>

1934 月刊 第３資料室 ●バーコード登録

ヤ行 山口県史だより 山口県県史編さん室 no.31<2014.11>+ 1992 年刊 第１資料室

ヤ行 山口県文書館研究紀要 山口県文書館 第22号<1995.3>+ 1972 年刊 第３資料室
●バーコード登録　図書受入
あり

ヤ行 山口県文書館ニュース 山口県文書館 no.48<2014>+ 1965 年刊 第１資料室

ヤ行 山口大学工学部研究報告 山口大学工学部 48巻1号-49巻2号<1998.3-1999.3> 1964 半期 第３資料室 (電) 前: 山口大学工学部学報

ヤ行 山口大学農学部学術報告 山口大学農学部 no.28-no.41<1977.1-1993.12> 1950 年刊 第３資料室 (廃)

ヤ行 山梨学院生涯学習センター研究報告 山梨学院生涯学習センター 19輯<2008.3>+ 1997 不定 第３資料室

ヤ行 山梨学院大学一般教育論集 山梨学院大学一般教育研究会 1号-10号<1978.12-1987> 1978 年刊 第３資料室 (改)
後: 山梨学院大学一般教育部
論集

ヤ行 山梨学院大学一般教育部論集 山梨学院大学一般教育部 11号-25号<1989-2003.1> 1989 年刊 第３資料室 (廃)
前: 山梨学院大学一般教育論
集

ヤ行 山梨学院大学商学論集 山梨学院大学商学研究会 1号-5号<1978.1-1982.11> 1978 その他 第３資料室 (廃)

ヤ行 山梨学院大学法学論集 山梨学院大学法学研究会 no.1-no.63<1978.12-2009.3> 1978 その他 第３資料室 (電)

ヤ行 山梨学院ロー・ジャーナル 山梨学院大学法科大学院 no.2-no.12<2007.7-2017.2> 2005 ４半 第３資料室 (廃)
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ヤ行 山梨県立文学館館報 山梨県立文学館 最近2年分 1989 ４半 第１資料室

ヤ行 山梨てくてく 山梨県広聴広報課 vol.1<2015冬>+ 2015 ４半 第１資料室

ヤ行 季刊悠久. 第2次 鶴岡八幡宮悠久事務局 no.81<2000.4>+ 1980 ４半 第３資料室

ヤ行 郵政 郵政弘済会
vol.50 no.1(582)-vol.51 no.3(596)<1998.1-
1999.3>

不明 月刊 第３資料室 (止)

ヤ行 郵政トピックス 日本郵政公社広報部
vol.11 no.11(128)-vol.17 no.4(191)<1998.11-
2004.4>

1988 月刊 第３資料室 (休) 前: P & T

ヤ行
EURO -NARASIA Q　＝　ユーロ・ナラジ
ア・キュー

奈良県立大学 vol.1<2015.10>+ 2015 隔月 第３資料室

ヤ行 幼児と保育 小学館 vol.43 no.14-vol.50 no.9<1998.1-2004.12> 1955 月刊 第３資料室 (止)

ヤ行 幼稚園じほう 全国国公立幼稚園長会事務局「時報部」 vol.18 no.1-vol.42 no.12<1990.4-2015.3> [1973] 月刊 第３資料室 (改)

ヤ行 幼児教育じほう
全国国公立幼稚園・こども園長会事務局
「時報部」

vol.43 no.1<2015.4>＋ 2015 月刊 第１資料室 前:幼稚園じほう ●バーコード登録

ヤ行 陽明学
二松学舎大学東アジア学術総合研究所
陽明学研究部

第8号<1996.3>+ 1989 年刊 第３資料室 ●図書受入あり

ヤ行 要覧 北海道開拓記念館
95(平成7年度)-13(平成25年度)<1995.7-
2013.7>

[19--] 年刊 第３資料室 (止)

ヤ行 横浜開港資料館紀要 横浜開港資料館 第13号<1995.3>+ 1983 その他 第３資料室
●バーコード登録　図書受入
あり

ヤ行 横浜都市発展記念館紀要 横浜都市発展記念館 no.1<2005.3>+ 2005 その他 第３資料室

ヤ行 予算の話 計友協会 <1996.7-2001.7> 不明 年刊 第３資料室 (止)
●バーコード登録　図書受入
あり

ヤ行 米子医学雑誌 鳥取大学医学部内米子医学会 49巻1号<1998.1>+ 1958 隔月 第３資料室

ヤ行 米子工業高等専門学校研究報告 米子工業高等専門学校 18号-39号<1982.12-2003.12> 1965 年刊 第３資料室 (電)

ヤ行 予防時報 日本損害保険協会 no.192-no.265<1998.1-2016.3> 不明 ４半 第３資料室 (電)

ヤ行 Europe 駐日欧州委員会代表部広報部 no.210-no.265<1998.3-2011> 1993 月刊 第３資料室 (廃) 前:月刊EC

ラ行 The Lion
ライオンズクラブ国際協会ライオン誌日本
語版事務所

1巻25号- 53巻6号<1982.6-2009.12> 1958 月刊 第３資料室 (改) 後：LION　in japan

ラ行 LION　in japan
ライオンズクラブ国際協会ライオン誌日本
語版事務所

54巻1号<2010.1>＋ 1958 隔月 第３資料室 前:The Lion

ラ行 ライフルスポーツ 日本ライフル射撃協会 no.395<2012.4>+ 1973 隔月 第３資料室

ラ行 ラパン　:　羅盤 ゼンリン <1995-2000> 1995 不明 第３資料室 (廃)

ラ行 Label France : フランス外務省発行広報誌 フランス外務省 31号-67号<1998.4-2007.7> 不明 その他 第３資料室 (廃)

ラ行 ラメール : 海と船の雑誌 日本海事広報協会 vol.29 no.5(168)-vol.42 no.2<2004.9-2017.3> 1976 隔月 第３資料室 (休)

ラ行 Real partner 全国宅地建物取引業協会連合会 407号<2011.6>+ 不明 月刊 第１資料室

ラ行 RIETI highlight 経済産業研究所 no.1<2005.1>+ 2005 ４半 第３資料室 前: Research digest

ラ行 Recrew：レクルー 日本レクリエーション協会 <2012>＋ 2012 第１資料室 前:レクリエーション

ラ行 季刊ritokei 離島経済新聞社 no.23<2018spring>＋ 2012 ４半 第１資料室 ●タブロイド判

ラ行 立教 立教大学 no.105-236<1983-2016.3> 1956 ４半 第３資料室

ラ行 立教学院史研究 立教大学立教学院史資料センター 1号-9号<2003.3> 2003 年刊 第３資料室

ラ行 立教大学コミュニティ福祉研究所紀要 立教大学コミュニティ福祉研究所 1号<2013.10>+ 2013 年刊 第３資料室

ラ行 理研ニュース：RIKEN　NEWS 理化学研究所 <2010年>＋ 不明 月刊 第３資料室

ラ行 理　philosophia　＝　リ　フィロソフィア
名古屋大学理学部・大学院理学研究科広
報委員会

最近2年分 2001 半期 第３資料室

ラ行 リベラルタイム リベラルタイム出版社 vol.1 no.1(1)<2001.6>+ 2001.4 月刊 ビジネス ●バーコード登録

ラ行 リポート笠間 笠間書院 no.58(2015.5)<2015.5>+ 1971 半期 第１資料室

ラ行 留学ジャーナル 留学ジャーナル 通巻55号<1998冬>+ 1984 ４半 第１資料室 ●バーコード登録

ラ行
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 vol.1-vol.10<2007.3-2016.3> 2007 年刊 第３資料室

ラ行 流氷群 流氷群同人会 no.57(2014.初秋)+ 不明 その他 第３資料室

ラ行 旅客船 日本旅客船協会 no.194-no.281<1996.1-2018.3> 1952 ４半 第３資料室

ラ行 緑丘 緑丘会事務局 no.108<2010.8>+ 不明 半期 第３資料室

ラ行 リンネル 宝島社 no.84-101<2017.10-2019.2> 2008 月刊 ２階書庫 (止) ●バーコード登録

ラ行 Rinya 林野庁 no.25<2009.4>+ 2007 月刊 第１資料室

ラ行 林野庁図書館報 林野庁図書館 no.191<1998.3> 1986 ４半 第３資料室 (廃) 前: 林野資料館報
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ラ行 LEADERS　リーダーズ 報道通信社 vol.28 no.11-vol.31 no.1<2015.11-2017.1> 2015.11 月刊 第３資料室 (改)
前:Leader's eye　リーダーズ・
アイ

後：Anchor　アンカー ●バーコード登録

ラ行 Leader's eye　リーダーズ・アイ 報道通信社 vol.2 no.25-<2012.2-2015.10> 2012.2 月刊 第３資料室 (改) 前: 報道ニッポン ●バーコード登録

ラ行 れいろう モラロジー研究所 vol.19 no.8(240)<1977.1>+ 1958 月刊 第１資料室 ●バーコード登録

ラ行 歴史学部論集 佛教大学歴史学部 創刊号(2011)-7号<2011.3-2017.3> 2011 年刊 第３資料室 (止) 前: 文学部論集

ラ行
歴史館ニュース　:　港区立郷土歴史館情
報案内

港区立港郷土資料館 最近2年分 2019 ４半 第１資料室

ラ行 歴史研究 大阪教育大学歴史学研究室 vol.35(1998)<1998.3>+ 不明 年刊 第３資料室

ラ行 歴史手帖 名著出版 vol. no.1(1)-vol.25 no.2(280)<1973.11-1997.2> 1973 月刊 第３資料室 (休) ●バーコード登録

ラ行
歴史と民俗 : 神奈川大学日本常民文化研
究所論集

平凡社 12<1995.9> 1986 年刊 第３資料室 (図)
●バーコード登録　図書受入
あり

ラ行 歴史認識問題研究 歴史認識問題研究会 創刊号〈2017.9〉＋ 2017 年２ 第３資料室 ●バーコード登録

ラ行 歴代宝案研究 沖縄県教育委員会 1号-10号<1990.3-1999.3> 1990.3 年刊 第３資料室 (休) ●バーコード登録

ラ行 歴博 国立歴史民俗博物館 創刊号<1983.10>+ 1983 隔月 第３資料室 ●バーコード登録

ラ行
れざんでぱんだあんす : 日本私家本図書
館館報

日本私家本図書館 第3号-第25号<1986.11-1992.2> 1986 不定 第３資料室 (止)

ラ行 responsible care news 日本化学工業協会 最近2年分 2012 その他 第３資料室

ラ行 Letter Park 郵便事業国内営業統括本部切手・葉書部 最近2年分 2006 月刊 第３資料室

ラ行 老健 : 全国老人保健施設協会機関誌 全国老人保健施設協会 vol.10 no.5<1999.8>+ 1990 月刊 第１資料室 ●バーコード登録

ラ行 労働時報 第一法規
vol.51 no.1(594)-vol.56 no.6(659)<1998.1-
2003.6>

1948 月刊 第３資料室 (改) 後: 厚生労働

ラ行 労働統計調査月報 日本労政協會 vol.36.1(420)-vol.37.9(440)<1984-1985> 1949 月刊 第３資料室 (廃) 図書受入あり

ラ行 碌山美術館報 碌山美術館 no.36＜2016.3＞＋ [1980] 年刊 第３資料室

ラ行 ロータリーの友 ロータリーの友事務所 vol.60 no.7-vol.61 no.9<2012.7-2013.9> 1953 月刊 第３資料室 (止)

ワ行 ワイルドライフ　:　International wildlife 日本科学協会 no.7-no.75<1979.1-1984.9> 1978 月刊 第３資料室 (廃)

ワ行 和歌山県立文書館紀要 和歌山県 創刊号<1995.3>+ 1995 その他 第３資料室 ●バーコード登録

ワ行 和歌山県立文書館だより 和歌山県立文書館 no.45<2016.3>+ 1997 半期 第１資料室

ワ行 和菓子 虎屋虎屋文庫 創刊号<1994.3>+ 1994 年刊 第１資料室 ●バーコード登録

ワ行 私たちの皇室 主婦と生活社 no.2-no.13<1999.4-2002.1> 1999 ４半 電動書庫 (改) 後:皇室 ●バーコード登録

ワ行 私たちの自然 日本鳥類保護連盟 no.292-no.591<1986.3-2014.3> 1960 月刊 第３資料室 (止)

ワ行 私たちの生活学校 あしたの日本を創る協会 no.106-no.197<1998.5-2013.2> 1980 隔月 第３資料室 (休) ●図書受入あり

ワ行 私たちの広場 明るい選挙推進協会 no.217-no.317<1998.1-2011.3> 1965 隔月 第３資料室 (廃) 前: 公明選挙時報

ワ行 笑い学研究 日本笑い学会 no.7<2000.7>+ 1994 年刊 第３資料室
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