
所蔵雑誌一覧表（令和元年度）　

専門雑誌(総合図書館２階設置)

美術・アート・デザイン アーティング ARTing 年２回 ＭⅠ‐6
紀要・論集 アートリサーチ アート・リサーチ 年刊 ＭⅠ‐3
薬学 アイ・ビーヘルスケア I.B　HEALTH CARE(アイ・ビーヘルスケア) 隔月刊 ＭⅡ‐5
地方史 アイチケンシケンキュウ 愛知県史研究 年刊 ＭⅠ‐1
社会問題 アジア　ジョセイ　ケンキュウ アジア女性研究 年刊 ＭⅠ‐5
文学・文芸総合 アナホリッシュ コクブンガク アナホリッシュ國文學 季刊 ＭⅠ‐6
広報誌（農林水産省） アフ ａｆｆ(あふ) 月刊 ＭⅡ‐6
研究誌（南山大学史料室） アルケイアキロクジョウホウレキシ アルケイア－記録・情報・歴史－ 年刊 ＭⅠ‐6
哲学・思想（三和酒類ＰＲ誌） イイチコ Ｉｉｃｈｉｋｏ(イイチコ) 季刊 ＭⅠ‐3
機関誌（長寿社会開発センター） イキガイケンキュウ 生きがい研究 年刊 ＭⅠ‐5
広告・宣伝・ＰＲ イラストレーション Illustration(イラストレーション)　 季刊 ＭⅠ‐4
飲食業 インショクテンケイエイ 飲食店経営 月刊 ＭⅠ‐4
コンピュータ/情報処理 インターフェース インターフェース 月刊 ＭⅡ‐4
機関誌（財団法人味の素食の文化センター刊行食文化） ヴェスタ ｖｅｓｔａ(ヴェスタ)　 季刊 ＭⅠ‐3
機関誌（日本ウォーキング学会） ウォーキングケンキュウ ウォーキング研究 年刊 ＭⅡ‐5
畜産・酪農 ウマノカガク 馬の科学 隔月刊 ＭⅡ‐6
美術館報・博物館報など ウマノハクブツカンケンキュウキヨウ 馬の博物館研究紀要 年刊 ＭⅠ‐2
年報 エイセイブンコケンキュウセンタネンポウ 永青文庫研究センター年報 年刊 ＭⅠ‐2
農林水産一般 エーエフシーフォーラム ＡＦＣフォーラム 月刊 ＭⅡ‐6
建設一般 エーシーイーケンセツギョウカイ ACe 建設業界 月刊 ＭⅡ‐6
研究誌（臨床検査関連） エスアールエル ホウカン ＳＲＬ宝函 不定期 ＭⅡ‐5
機関誌（独立行政法人情報処理推進機構） エスイーシージャーナル SEC journal 不定期 ＭⅡ‐4
経営実務 エストレーラ ESTRELA(エストレーラ) 月刊 ＭⅠ‐3
電波・電気通信 エヌティーティーギジュツジャーナル ＮＴＴ技術ジャーナル 月刊 ＭⅡ‐4
エネルギー・燃料 エネルギーレビュー エネルギーレビュー 月刊 ＭⅡ‐4
美術館報・博物館報など エヒメケンレキシブンカハクブツカンケンキュウキヨウ [愛媛県歴史文化博物館]研究紀要 年刊 ＭⅠ‐2
経営/経済 エフエフジー チョウサ ゲッポウ ＦＦＧ調査月報 月刊 ＭⅠ‐3
音楽・オーディオ エムジェイムセントジッケン ＭＪ無線と実験 月刊 ＭⅡ‐5
出版・読書・図書館 エルアールジー：ライブラリー・リソース・ガイド LRG　：　ライブラリー・リソース・ガイド 季刊 ＭⅠ‐6
広報誌（全国エルピーガス保安共済事業団） エルピーガスジギョウダンコウホウ LPガス事業団広報 年３回 ＭⅡ‐4
出版事情・書評 オウトウツウシン 鴨東通信 季刊 ＭⅠ‐6
歴史一般 オオサカジョウテンシュカクキヨウ 大阪城天守閣紀要 年刊 ＭⅠ‐2
美術館報・博物館報など オオサカレキシハクブツカンケンキュウキヨウ 大阪歴史博物館研究紀要 不定期 ＭⅠ‐2
美術館報・博物館報など オオサカレキシハクブツカンネンポウ 大阪歴史博物館年報 年刊 ＭⅠ‐2
電気機一般 オーム ＯＨＭ(オーム)　 月刊 ＭⅡ‐4
図書館報など オオヤ ブンコ ニュース 大宅文庫ニュース 年２回 ＭⅠ‐6
地方史 オカヤマケンリツキロクシリョウカンキヨウ 岡山県立記録資料館紀要 年刊 ＭⅠ‐2
美術館報・博物館報など オキナワケンリツハクブツカンビジュツカンハクブツカンキヨウ 沖縄県立博物館・美術館博物館　紀要 年刊 ＭⅠ‐2
海外情勢・外交 ガイコウ 外交 不定期 ＭⅠ‐5
法学・政治学 ガイコク ノ リッポウ　リッポウジョウホウ ホンヤクカイセツ 外国の立法　立法情報・翻訳・解説 月刊 ＭⅠ‐5
福祉 カイゴフクシ 介護福祉 季刊 ＭⅠ‐5
広報誌（海上保安協会） カイホジャーナル かいほジャーナル 季刊 ＭⅠ‐5
自然科学一般 カガク 科学 月刊 ＭⅡ‐4
広報誌（総務省統計局） カケイチョウサツウシン 家計調査通信 月刊 ＭⅠ‐4
所得・物価・消費 カケイチョウサホウコク 家計調査報告 月刊 ＭⅠ‐4
科学研究費補助金ニュースレター カケンヒニュース 科研費ＮＥＷＳ 不定期 ＭⅡ‐4
建設一般 カジマ ＫＡＪＩＭＡ(カジマ)　 月刊 ＭⅡ‐6
教育研究 ガッコウキョウイク 学校教育 月刊 ＭⅠ‐5
出版・読書・図書館 ガッコウトショカン 学校図書館 月刊 ＭⅠ‐6
地方史 カナザワブンカシンコウザイダンケンキュウキヨウ   [金沢文化振興財団]研究紀要 年刊 ＭⅠ‐2
出版・読書・図書館 カレントアウェアネス カレントアウェアネス 季刊 ＭⅠ‐6
情報誌（国立環境研究所） カンキョウギ 環境儀 季刊 ＭⅡ‐6
看護 カンゴ 看護 月刊 ＭⅡ‐5
旅行・観光 カンコウブンカ 観光文化 季刊 ＭⅡ‐6
看護 カンゴギジュツ 看護技術 月刊 ＭⅡ‐5
外国文学･文化 カンラン 橄欖 月刊 ＭⅠ‐6
機械一般 キカイギジュツ 機械技術 月刊 ＭⅡ‐5
公害・環境保全 キカンカンキョウケンキュウ 季刊環境研究 季刊 ＭⅡ‐6
旅行・観光 キカンカンコウトマチズクリ 季刊 観光とまちづくり 季刊 ＭⅡ‐6
国会・行政 キカンギョウセイソウダン 季刊行政相談 季刊 ＭⅠ‐5
歴史一般 キカンコウコガク 季刊 考古学 季刊 ＭⅠ‐6
所得・物価・消費 キカンコクミンケイザイケイサン 季刊 国民経済計算 不定期 ＭⅠ‐4
美術館報・博物館報など キカンシキハクダヨリ 季刊子規博だより 季刊 ＭⅠ‐6
労働一般 キカンロウドウホウ 季刊労働法 季刊 ＭⅠ‐4
危機管理 キキカンリガクケンキュウ 危機管理学研究 年刊 ＭⅠ‐5
経営実務 キギョウカイケイ 企業会計 月刊 ＭⅠ‐4
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企業・経済 キギョウシンダン 企業診断 月刊 ＭⅠ‐4
雇用・人材開発・就職情報 ギジュツシ 技術士 月刊 ＭⅡ‐5
エネルギー・燃料 キホウエネルギーソウゴウコウガク 季報 エネルギー総合工学 季刊 ＭⅡ‐4
機関誌（財団法人救急振興財団） キュウキュウキュウメイ 救急救命 年２回 ＭⅡ‐5
美術館報・博物館報など キュウシュウダイガクソウゴウケンキュウ ハクブツカンニュース 九州大学総合研究博物館ニュース 不定期 ＭⅠ‐2
美術館報・博物館報など キュウシュウダイガクソウゴウケンキュウハクブツカンネンポウ 九州大学総合研究博物館年報 年刊 ＭⅠ‐2
学校経営 キョウイクイインカイゲッポウ 教育委員会月報 月刊 ＭⅠ‐5
教育研究 キョウイクジョウホウケンキュウ 教育情報研究 季刊 ＭⅠ‐5
教育技術 キョウイクトイガク 教育と医学 月刊 ＭⅠ‐5
機関誌（行政情報システム研究所） ギョウセイアンドジョウホウシステム 行政＆情報システム 隔月刊 ＭⅠ‐5
歴史一般 キンダイニホンケンキュウ 近代日本研究 年刊 ＭⅠ‐6
産業経済関係資料 キンユウケイザイトウケイゲッポウ 金融経済統計月報 月刊 ＭⅠ‐4
法学・政治学 キンユウショウジハンレイ 金融・商事判例 月２回 ＭⅠ‐5
美術館報・博物館報など クマモトハクブツカンカンポウ 熊本博物館館報 年刊 ＭⅠ‐2
文学館報・歴史館報ほか クラシキノレキシ クラシキシシ キヨウ 倉敷の歴史 倉敷市史紀要 年刊 ＭⅠ‐1
年報（久留米大学比較文化研究所） クルメダイガクヒカクブンカケンキュウショネンポウ 久留米大学比較文化研究所年報 年刊 ＭⅠ‐3
研究誌（ビジネス） クルメダイガクビジネスケンキュウ 久留米大学ビジネス研究 年刊 ＭⅠ‐3
紀要・論集 クレシカイジレキシカガクカンケンキュウキヨウ 呉市海事歴史科学館研究紀要 年刊 ＭⅡ‐5
年報（女性歴史文化研究所） クロノス CHRONOS クロノス〈時の鳥〉 年刊 ＭⅠ‐5
国防・軍事・治安 グンジシガク 軍事史学 季刊 ＭⅠ‐5
経済学 ケイエイシガク 経営史学 季刊 ＭⅠ‐4
経営/経済 ケイエイシリーズ 経営シリーズ 月刊 ＭⅠ‐4
経済学 ケイザイセミナー 経済セミナー 隔月刊 ＭⅠ‐4
機関誌（財団法人経済調査会） ケイザイチョウサケンキュウレビュー 経済調査研究レビュー 年２回 ＭⅡ‐6
地球・宇宙科学 ゲッカンカイヨウ 月刊海洋 月刊 ＭⅡ‐6
金融・財政 ゲッカンキンユウジャーナル 月刊金融ジャーナル 月刊 ＭⅠ‐4
国土開発 ゲッカンゲスイドウ 月刊 下水道 月刊 ＭⅡ‐6
教育一般 ゲッカンコウミンカン 月刊公民館 月刊 ＭⅠ‐5
教育一般 ゲッカンスコーレ 月刊 すこ〜れ 月刊 ＭⅠ‐5
公害・環境保全 ゲッカンセキュリテイケンキュウ 月刊 セキュリティ研究 月刊 ＭⅠ‐3
飲食業 ゲッカンセンモンリョウリ 月刊専門料理 月刊 ＭⅡ‐5
経営実務 ゲッカンソウム 月刊 総務 月刊 ＭⅠ‐4
地球・宇宙科学 ゲッカンチキュウ 月刊地球 月刊 ＭⅡ‐4
看護 ゲッカンナーシング 月刊ナーシング 月刊 ＭⅡ‐5
公害・環境保全 ゲッカンハイキブツ 月刊 廃棄物 月刊 ＭⅡ‐6
福祉 ゲッカンフクシ 月刊 福祉 月刊 ＭⅠ‐5
武道・格闘技 ゲッカンブドウ 月刊 武道 月刊 ＭⅠ‐6
歴史文化財 ゲッカンブンカザイ 月刊 文化財 月刊 ＭⅠ‐6
旅行・観光 ゲッカンホテルリョカン 月刊ホテル旅館 月刊 ＭⅠ‐4
広報誌（国立民俗学博物館） ゲッカンミンパク 月刊 みんぱく 月刊 ＭⅠ‐6
地方自治 ゲッカンジェイリス 月刊J-LIS(ジェイリス) 月刊 ＭⅠ‐5
化学 ゲンダイカガク 現代化学 月刊 ＭⅡ‐4
出版・読書・図書館 ゲンダイノトショカン 現代の図書館 季刊 ＭⅠ‐6
美術館報・博物館報など ゲンダイノメ 現代の眼 隔月刊 ＭⅠ‐6
建設一般 ケンチクケンキュウシリョウ 建築研究資料 不定期 ＭⅡ‐6
建設一般 ケンチクザッシ 建築雑誌 月刊 ＭⅡ‐6
建設一般 ケンチクジャーナル 建築ジャーナル 月刊 ＭⅡ‐6
金融・財政 コウエイキギョウ 公営企業 月刊 ＭⅠ‐4
福祉 コウキョウケンキュウ 公共研究 季刊 ＭⅠ‐5
航空・運輸 コウクウシンコウ 航空振興 年２回 ＭⅡ‐5
厚生・社会保障 コウセイノシヒョウ 厚生の指標 月刊 ＭⅠ‐5
青少年問題 コウセイホゴ 更生保護 月刊 ＭⅠ‐5
美術館報・博物館報など コウチケンリツビジュツカンケンキュウキヨウ 高知県立美術館研究紀要 年刊 ＭⅠ‐2
美術館報・博物館報など コウチケンリツビジュツカンネンポウ 高知県立美術館年報 年刊 ＭⅠ‐2
交通 コウツウカガク 交通科学 不定期 ＭⅡ‐5
美術館報・博物館報など コウベシリツハクブツカンケンキュウキヨウ 神戸市立博物館研究紀要 年刊 ＭⅠ‐2
広報 コウホウ 広報 月刊 ＭⅠ‐4
広報誌（全日本コーヒー協会） コーヒーブレイク Coffee Break(コーヒーブレイク) 不定期 ＭⅠ‐3
文学・文芸総合 コクゴトコクブンガク 国語と国文学 月刊 ＭⅠ‐6
家庭雑貨・金物 コクサイショウギョウ 国際商業 月刊 ＭⅠ‐4
地方自治 コクサイブンカケンシュウ 国際文化研修 季刊 ＭⅠ‐5
国土開発 コクソウケンレポート 国総研レポート 年刊 ＭⅡ‐6
運輸一般・陸運 コクドコウツウ 国土交通 隔月刊 ＭⅡ‐6
文学館報・歴史館報ほか コクブンガクケンキュウシリョウカンキヨウアーカイブズケンキュウヘン 国文学研究資料館紀要アーカイブズ研究篇 年刊 ＭⅠ‐6
紀要・論集 コクブンガクケンキュウシリョウカンキヨウブンガクケンキュウヘン 国文学研究資料館紀要　文学研究篇 年刊 ＭⅠ‐6
出版・読書・図書館 コクリツコッカイトショカンゲッポウ 国立国会図書館月報 月刊 ＭⅠ‐6
美術館報・博物館報など コクリツレキシミンゾクハクブツカンケンキュウホウコク 国立歴史民俗博物館研究報告 不定期 ＭⅠ‐6
精神医療 ココロノカガク こころの科学 隔月刊 ＭⅡ‐5
産業経済関係資料 コジンキギョウケイザイチョウサホウコク ドウコウヘン 個人企業経済調査報告（動向編） 季刊 ＭⅠ‐4
歴史一般 コダイブンカオカンガエル 古代文化を考える 不定期 ＭⅠ‐6
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紀要（島根県古代文化センター研究） コダイブンカケンキュウ 古代文化研究 年刊 ＭⅠ‐6
美術・アート・デザイン コッカ 国華 月刊 ＭⅠ‐1
美術・アート・デザイン コッカセイワカイカイホウ 国華清話会会報 年２回 ＭⅠ‐1
出版・読書・図書館 コピライト コピライト 月刊 ＭⅠ‐3
歴史・地理 コモンジョケンキュウ 古文書研究 年２回 ＭⅠ‐6
機関誌（古代山城研究会） コル 溝漊 年２回 ＭⅠ‐6
コンピュータ/情報処理 コンピュータソフトウェア コンピュータソフトウェア 季刊 ＭⅡ‐4
紀要・論集 サイタマシアーカイブセンターキヨウ さいたま市アーカイブズセンター紀要 不定期 ＭⅠ‐1
地方史 サガケンリツサガジョウホンマルレキシカンケンキュウキヨウ 佐賀県立佐賀城本丸歴史館研究紀要 年刊 ＭⅠ‐2
美術館報・博物館報など サガケンリツナゴヤジョウハクブツカンケンキュウキヨウ [佐賀県立名護屋城博物館]研究紀要 年刊 ＭⅠ‐2
地方史 サクラシシケンキュウ 佐倉市史研究 年刊 ＭⅠ‐1
公害・環境保全 サステナニュー サステナNew 季刊 ＭⅡ‐6
鉄道 サブウェイ SUBWAY 季刊 ＭⅡ‐5
産業保健情報 サンギョウホケンニジュウイチ 産業保健２１ 季刊 ＭⅡ‐5
出版・読書・図書館 サンコウショシケンキュウ 参考書誌研究 不定期 ＭⅠ‐6
地方史（美術館報・博物館報など） シシケンキュウフクオカ 市史研究 ふくおか 年刊 ＭⅠ‐1
地方史（横浜市） シシツウシン [横浜]市史通信 不定期 ＭⅠ‐1
地方自治 シセイ 市政 月刊 ＭⅠ‐5
機関誌（財団法人第一住宅建設協会） シティアンドライフ ｃｉｔｙ＆ｌｉｆｅ 季刊 ＭⅡ‐6
紀要・論集 ジテンシャブンカセンターケンキュウホウコクショ 自転車文化センター研究報告書 年刊 ＭⅡ‐5
文学館報・歴史館報ほか シブサワケンキュウ 渋沢研究 年刊 ＭⅠ‐3
法学・政治学 シホウノマド 司法の窓 年刊 ＭⅠ‐5
美術館報・博物館報など シマネケンリツコダイイズモレキシハクブツカンネンポウ 島根県立古代出雲歴史博物館年報 年刊 ＭⅠ‐2
教育技術 シャカイキョウイク 社会教育 月刊 ＭⅠ‐5
福祉 シャカイフクシケンキュウ 社会福祉研究 年３回 ＭⅠ‐5
出版・読書・図書館 ジャントークラブ JUNTO CLUB(ジャントークラブ) 年刊 ＭⅠ‐6
教育関係資料 シュウカンキョウイクシリョウ 週刊教育資料 週刊 ＭⅠ‐5
建設一般 ジュウタクケンチク 住宅建築 隔月刊 ＭⅡ‐6
研究誌（珠算） シュザンシュンジュウ 珠算春秋 年刊 ＭⅡ‐4
出版情報・書評 シュッパンニュース 出版ニュース 旬刊 ＭⅠ‐3
法学・政治学 ジュリスト ジュリスト 月刊 ＭⅠ‐5
醸造業 シュルイショクヒントウケイゲッポウ 酒類食品統計月報 月刊 ＭⅠ‐4
エネルギー･燃料 ショウエネルギー 省エネルギー 月刊 ＭⅡ‐4
福祉 ショウガイシャノフクシノーマライゼーション 障害者の福祉 ノーマライゼーション 月刊 ＭⅠ‐5
小売業 ショウギョウカイ 商業界 月刊 ＭⅠ‐4
建設一般 ショウテンケンチク 商店建築 月刊 ＭⅡ‐6
所得・物価・消費 ショウヒシャブッカシスウゲッポウ 消費者物価指数月報 月刊 ＭⅠ‐4
コンピュータ/情報処理 ジョウホウノカガクトギジュツ 情報の科学と技術 月刊 ＭⅡ‐4
家電・弱電・照明 ショウメイガッカイシ 照明学会誌 月刊 ＭⅡ‐4
栄養学 ショクセイカツケンキュウ 食生活研究 隔月刊 ＭⅡ‐5
出版・読書・図書館 ショリョウブキヨウ 書陵部紀要 年刊 ＭⅠ‐6
歴史一般 シリン 史林 隔月刊 ＭⅠ‐6
広報誌（霞山会） シンクアジア Think Asia 季刊 ＭⅠ‐5
建設一般 シンケンチク 新建築 月刊 ＭⅡ‐6
社会問題 ジンケントブラクモンダイ 人権と部落問題 月刊 ＭⅠ‐5
マスコミ・出版・広告 シンブンケンキュウ 新聞研究 月刊 ＭⅠ‐6
心理学 シンリリンショウノヒロバ 心理臨床の広場 年２回 ＭⅡ‐5
自然科学 スウガク 数学 季刊 ＭⅡ‐4
自然科学一般 スウリカガク 数理科学 月刊 ＭⅡ‐4
家庭医学・健康 スコヤカライフ すこやかライフ 年２回 ＭⅡ‐5
スポーツ医学 スポーツメディスン Sportsmedicine(スポーツメディスン) 月刊 ＭⅡ-5
電気設備 スマイトデンキ 住まいとでんき 月刊 ＭⅡ‐6
機関誌（財団法人渋沢栄一記念財団）　 セイエン 青淵 月刊 ＭⅠ‐3
経営実務 ゼイケイツウシン 税経通信 月刊 ＭⅠ‐4
紀要・論集 セイナン ガクイン ダイガク ハクブツカン ケンキュウ キヨウ 西南学院大学博物館研究紀要 ＭⅠ‐2
美術館報・博物館報など セイナン ガクイン ダイガク ハクブツカン ネンポウ 西南学院大学博物館年報 年刊 ＭⅠ‐2
美術館報・博物館報など セイナンガクインダイガクハクブツカンニュース 西南学院大学博物館ニュース 不定期 ＭⅠ‐2
生物学 セイブツノカガク イデン 生物の科学 遺伝 隔月刊 ＭⅡ‐4
税務 ゼイムホウレイツウタツゲッポウ 税務法令通達月報 月刊 ＭⅠ‐4
ＰＲ誌（世界思想社） セカイシソウ 世界思想 年刊 ＭⅠ‐6
建設材料/設備・積算 セキサンシリョウ 積算資料 月刊 ＭⅡ‐6
建設材料/設備・積算 セツビトカンリ 設備と管理 月刊 ＭⅡ‐6
建設材料/設備・積算 セメントコンクリート セメント・コンクリート 月刊 ＭⅡ‐6
地方史 センダイ 千台 年刊 ＭⅠ‐6
美術館報・博物館報など センダイシハクブツカンチョウサケンキュウホウコク 仙台市博物館調査研究報告 年刊 ＭⅠ‐2
美術館報・博物館報など センダイシハクブツカンネンポウ 仙台市博物館年報 年刊 ＭⅠ‐2
広告・宣伝・ＰＲ センデンカイギ 宣伝会議 月刊 ＭⅠ‐4
福祉 ソウゴウフクシケンキュウ 総合福祉研究 年刊 ＭⅠ‐5
広報誌（総務省） ソウムショウ 総務省 月刊 ＭⅠ‐5
福祉 ソーシャルワークケンキュウ ソーシャルワーク研究 季刊 ＭⅠ‐5
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自然科学 タカタカバカンキョウケンキュウ 鷹・鷹場・環境研究 年刊 ＭⅠ‐2
スポーツ一般・陸上競技 タイイクノカガク 体育の科学 月刊 ＭⅡ‐5
マスコミ・出版・広告 ダイガクシュッパン 大学出版 季刊 ＭⅠ‐3
建設一般 タケナカダイクドウグカン ケンキュウキヨウ 竹中大工道具館研究紀要 年刊 ＭⅡ‐6
文学館報・歴史館報ほか チイキシケンキュウ 地域史研究 年刊 ＭⅠ‐2
地方自治 チイキズクリ 地域づくり 月刊 ＭⅠ‐5
機関誌（財団法人地域創造） チイキソウゾウ 地域創造 年２回 ＭⅠ‐6
福祉 チイキフクシジョウホウ 地域福祉情報 月刊 ＭⅠ‐5
小売業 ダイヤモンド・チェーンストア Diamond Chain Store(ダイヤモンド・チェーンストア) 月２回 ＭⅠ‐4
機関誌（国際大学グローバル・コミュニケーション・センター） チジョウ 智場 不定期 ＭⅠ‐5
紀要・論集 チバイマムカシ 千葉いまむかし 年刊 ＭⅠ‐1
美術館報・博物館報など チバシビジュツカンケンキュウキヨウ シレン 千葉市美術館研究紀要 採蓮 年刊 ＭⅠ‐2
地方自治 チホウザイセイ 地方財政 月刊 ＭⅠ‐5
歴史・地理 チホウシケンキュウ 地方史研究 隔月刊 ＭⅠ‐6
教育技術 チョウカクショウガイ 聴覚障害 季刊 ＭⅠ‐5
地方自治 チョウサキホウ [横浜市]調査季報 季刊 ＭⅠ‐3
地理 チリ 地理 月刊 ＭⅠ‐6
賃金 チンギンジジョウ 賃金事情 月２回 ＭⅠ‐4
鉄道 テツドウウンユキコウダヨリ 鉄道・運輸機構だより 季刊 ＭⅡ‐5
鉄道 テツドウシガク 鉄道史学 不定期 ＭⅡ‐5
広報誌（全国過疎地域活性化連盟） デポラ でぽら 年刊 ＭⅠ‐5
電気機一般 デンキガッカイシ 電気学会誌 月刊 ＭⅡ‐4
美術館報・博物館報など トウキョウコクリツキンダイビジュツカンケンキュウキヨウ 東京国立近代美術館研究紀要 不定期 ＭⅠ‐2
美術館報・博物館報など トウキョウトエドトウキョウハクブツカンキヨウ 東京都江戸東京博物館紀要 年刊 ＭⅠ‐2
広報誌（総務省統計局） トウケイチョウサニュース 統計調査ニュース 月刊 ＭⅠ‐4
経済/経営 トウサンゲッポウ 倒産月報 月刊 ＭⅠ‐4
美術・アート・デザイン トウセツ 陶説 月刊 ＭⅠ‐6
美術館報・博物館報など トウホクレキシハクブツカンケンキュウキヨウ 東北歴史博物館研究紀要 年刊 ＭⅠ‐2
美術館報・博物館報など トウホクレキシハクブツカンネンポウ 東北歴史博物館年報 年刊 ＭⅠ‐2
法学・政治学 トキノホウレイ 時の法令 月２回 ＭⅠ‐5
出版・読書・図書館 ドクショスイシンウンドウ 読書推進運動 月刊 ＭⅠ‐3
美術館報・博物館報など ドクリツギョウセイホウジンコクリツビジュツカンネンポウ 独立行政法人国立美術館年報 年刊 ＭⅠ‐2
美術館報・博物館報など ドクリツギョウセイホウジンコクリツビジュツカントウキョウコクリツキンダイビジュツカンカツドウホウコク 独立行政法人国立美術館東京国立近代美術館活動報告 年刊 ＭⅠ‐2
国土開発 トシケイカク 都市計画 隔月刊 ＭⅡ‐6
出版・読書・図書館 トショカンカイ 図書館界 隔月刊 ＭⅠ‐6
出版・読書・図書館 トショカンガク 図書館学 年２回 ＭⅠ‐6
出版・読書・図書館 トショカンザッシ 図書館雑誌 月刊 ＭⅠ‐6
土木一般 ドボクギジュツ 土木技術 月刊 ＭⅡ‐6
紀要・論集 ナガサキガク：ナガサキシナガサキガクケンキュウジョキヨウ 長崎学　：　長崎市長崎学研究所紀要 年刊 ＭⅠ‐1
美術館報・博物館報など ナガサキケンビジュツカンケンキュウキヨウ 長崎県美術館研究紀要 年刊 ＭⅠ‐2
美術館報・博物館報など ナガサキケンビジュツカンネンポウ 長崎県美術館年報 年刊 ＭⅠ‐2
美術館報・博物館報など ナガサキレキシブンカハクブツカンケンキュウキヨウ 長崎歴史文化博物館 研究紀要 不定期 ＭⅠ‐2
一般総合誌 ナショナルジオグラフィック　ニホンバン ナショナル ジオグラフィック日本版 月刊 ＭⅡ‐4
美術館報・博物館報など ナラケンリツミンゾクハクブツカンダヨリ 奈良県立民俗博物館だより 不定期 ＭⅠ‐2
歴史文化財 ナラブンカザイケンキュウジョキヨウ 奈良文化財研究所紀要 年刊 ＭⅠ‐2
文学館報・歴史館報ほか ナルタキキヨウ 鳴滝紀要 年刊 ＭⅠ‐2
美術館報・博物館報など ナンキオンガクブンコキヨウ 南葵音楽文庫紀要 年刊 ＭⅠ‐2
美術館報・博物館報など ニイガタケンリツレキシハクブツカンケンキュウキヨウ 新潟県立歴史博物館研究紀要 不定期 ＭⅠ‐2
美術館報・博物館報など ニイガタシレキシハクブツカンケンキュウキヨウ 新潟市歴史博物館研究紀要 ＭⅠ‐2
広報誌（日本銀行） ニチギン にちぎん 季刊 ＭⅠ‐3
建設一般 ニッケイアーキテクチュア 日経アーキテクチュア 隔週刊 ＭⅡ‐6
広告・宣伝・ＰＲ ニッケイデザイン 日経デザイン 月刊 ＭⅠ‐4
医学総合 ニッケイメデイカル 日経メディカル 月刊 ＭⅡ‐5
機械一般 ニッケイモノズクリ 日経ものづくり 月刊 ＭⅡ‐5
日本語研究 ニホンゴガク 日本語学 月刊及び増刊号ＭⅠ‐6
機関誌（日本写真家協会） ニホンシャシンカキョウカイカイホウ 日本写真家協会会報 年３回 ＭⅠ‐6
総記 ニホンノカガクシャ 日本の科学者 月刊 ＭⅡ‐4
出版・読書・図書館 ニホンノサンコウトショ シキバン 日本の参考図書四季版 季刊 ＭⅠ‐6
歴史一般 ニホンレキシ 日本歴史 月刊 ＭⅠ‐6
コンピュータ/情報処理 ネクストコム Nextcom(ネクストコム) 季刊 ＭⅡ‐4
機関誌（社団法人日本熱供給事業協会） ネツキョウキュウ 熱供給 季刊 ＭⅡ‐4
マスコミ・出版・広告 ネットワークシリョウホゾン ネットワーク資料保存 季刊 ＭⅠ‐6
農機具・肥料 ノウギョウデンカ 農業電化 隔月刊 ＭⅡ‐6
広報誌（日立製作所） ハイタック はいたっく 月刊 ＭⅡ‐4
住居・インテリア ハウジングトリビューン Housing Tribune(ハウジング・トリビューン) 月２回 ＭⅡ‐6
機関誌（日本バウビオロギー研究会） バウビオロギー バウビオロギー 季刊 ＭⅡ‐6
発明･特許 ハツメイ 発明 月刊 ＭⅡ‐5
機関誌（独立行政法人工業所有権情報・研修館特許研究室） パテントスタディーズ　 トッキョケンキュウ PATENT STUDIES 特許研究 年２回 ＭⅡ‐5
海事・海運・港湾 ハトウ 波濤 年３回 ＭⅡ‐5
電気設備 パナソニックデンコウギホウ パナソニック電工技報 季刊 ＭⅡ‐5
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政策情報誌 ハマギン ソウケン セイサク テイゲン 浜銀総研政策提言 年２回 ＭⅠ‐3
自然科学一般 パリティ パリティ 月刊 ＭⅡ‐4
食料・食品加工 パン Pain（パン） 月刊 ＭⅠ‐3
広告・宣伝・ＰＲ ハンソクカイギ 販促会議 月刊 ＭⅠ‐4
小売業 ハンバイカクシン 販売革新 月刊 ＭⅠ‐4
法学･政治学 ハンレイジホウ 判例時報 旬刊 ＭⅠ‐5
法学･政治学 ハンレイタイムズ 判例タイムズ 月刊 ＭⅠ‐5
出版事情・書評 ピエリア Pieria (ピエリア) 年刊 ＭⅠ‐3
機関誌（東アジア学会） ヒガシアジアケンキュウ 東アジア研究 年２回 ＭⅠ‐5
海外情勢・外交 ヒガシアジアブンカコウショウケンキュウ 東アジア文化交渉研究 年刊 ＭⅠ‐5
エネルギー・燃料 ビジネスアイエネコ Business i. ENECO(ビジネスアイエネコ) 月刊 ＭⅡ‐6
機関誌（独立行政法人労働政策研究・研究機構） ビジネスレーバートレンド Business Labor Trend(ビジネス・レーバー・トレンド) 月刊 ＭⅠ‐4
歴史一般 ヒストリア ヒストリア 年５回 ＭⅠ‐6
研究誌（目白大学教育研究所所報） ヒトトキョウイク 人と教育 年刊 ＭⅠ‐3
皮膚科 ヒフトビヨウ 皮膚と美容 季刊 ＭⅡ‐5
美術館報・博物館報など ヒミシリツハクブツカンネンポウ 氷見市立博物館年報 年刊 ＭⅠ‐2
国会・行政 ヒョウカクォータリー 評価クォータリー 季刊 ＭⅠ‐5
工業技術 ヒョウジュンカトヒンシツカンリ 標準化と品質管理 月刊 ＭⅡ‐5
美術・アート・デザイン ビレンキョウニュース 美連協ニュース 季刊 ＭⅠ‐6
紀要・論集 ヒロシマダイガクゲンダイインドケンキュウ　クウカントシャカイ 広島大学現代インド研究 空間と社会 年刊 ＭⅠ‐5
繊維産業 ファッションハンバイ ファッション販売 月刊 ＭⅠ‐4
海外情勢・外交 フォーリン・アフェアーズ・リポート Foreign affairs report 月刊 ＭⅠ‐5
機関誌（社団法人全国はっ酵乳乳酸菌飲料協会） フードレビュー ＦＯＯＤレビュー 年３回 ＭⅡ‐5
その他一般（医学） フクオカイガクザッシ 福岡医学雑誌 月刊 ＭⅡ‐5
紀要・論集 フクオカシソウゴウトショカンケンキュウキヨウ 福岡市総合図書館研究紀要 年刊 ＭⅠ‐6
紀要・論集 フクオカシ ハクブツカン ケンキュウ キヨウ 福岡市博物館研究紀要 年刊 ＭⅠ‐1
産業経済関係資料 ブッカシリョウ 物価資料 月刊 ＭⅠ‐4
紀要・論集 ブッキョウダイガク ソウゴウケンキュウジョキョウドウケンキュウセイカホウコクロンブンシュウ 佛教大学総合研究所共同研究成果報告論文集 年刊 ＭⅠ‐2
建設一般 フドウサンカンテイ 不動産鑑定 月刊 ＭⅡ‐6
社会問題 ブラクカイホウ 部落解放 月刊 ＭⅠ‐5
機関誌（ＪＲ西日本） ブルーシグナル Blue signal(ブルーシグナル) 隔月刊 ＭⅡ‐5
歴史文化財 ブンカザイハックツシュツドジョウホウ 文化財発掘出土情報 月刊 ＭⅠ‐6
研究誌 ブンメイケンキュウキュウシュウ 文明研究・九州 不定期 ＭⅠ‐6
その他（政治・行政を含む） ヘイワブンカ 平和文化 季刊 ＭⅠ‐6
機関誌（社団法人日本ペストコントロール協会） ペストコントロール ペストコントロール 季刊 ＭⅡ‐5
文具・事務機器 ベターストレイジ Better storage(ベターストレイジ) 季刊 ＭⅠ‐3
消防・防災 ボウエンニュース 防炎ニュース 季刊 ＭⅡ‐4
法学･政治学 ホウガクキョウシツ 法学教室 月刊 ＭⅠ‐5
法学・政治学 ホウガクセミナー 法学セミナー 月刊 ＭⅠ‐5
広報誌（内閣府防災情報） ボウサイ ぼうさい 季刊 ＭⅡ‐4
科学 ホウシャセンカガク 放射線科学 季刊 ＭⅡ‐5
法学･政治学 ホウソウジホウ 法曹時報 月刊 ＭⅠ‐5
マスコミ・出版・広告 ホウソウレポート 放送レポート 隔月刊 ＭⅠ‐6
法学･政治学 ホウリツジホウ 法律時報 月刊 ＭⅠ‐5
広報誌（財団法人明るい選挙推進協会） ボーターズ Voters 隔月刊 ＭⅠ‐5
歴史文化財 ホッカイドウハクブツカンアイヌミンゾクブンカケンキュウセンター ケンキュウキヨウ 北海道博物館アイヌ民族文化研究センター 研究紀要 年刊 ＭⅠ‐2
出版情報・書評 ホンオエラブ 本を選ぶ 月刊 ＭⅠ‐3
政策情報誌 マイニチフォーラムニホンノセンタク 毎日フォーラム日本の選択 月刊 ＭⅠ‐5
その他社会科学 ミズノブンカ 水の文化 年３回 ＭⅡ‐6
研究誌（南日本文化財研究） ミナミニホンブンカザイケンキュウ 南日本文化財研究 不定期 ＭⅠ‐6
美術・アート・デザイン ミュージアム Ｍｕｓｅｕｍ 隔月刊 ＭⅠ‐6
音楽・オーディオ ミュージックトレード ミュージックトレード 月刊 ＭⅠ‐4
自然科学一般 ミルシル ｍｉｌｓｉｌ（ミルシル） 隔月刊 ＭⅡ‐4
研究誌（神奈川大学日本常民文化研究所） ミングマンスリー 民具マンスリー 月刊 ＭⅠ‐6
鉄道 ミンテツ みんてつ 季刊 ＭⅡ‐5
出版情報・書評 ミンナノトショカン みんなの図書館 月刊 ＭⅠ‐6
美術館報・博物館報など メイジダイガクヘイワキョウイクノボリトケンキュウショシリョウカンカンポウ 明治大学平和教育登戸研究所資料館館報 年刊 ＭⅠ‐2
食糧・食品加工 メンギョウカイ 麺業界 月刊 ＭⅡ‐5
紀要・論集（大学・短期大学） ヤゴト 八事 年刊 ＭⅠ‐3
紀要・論集 ユウセイハクブツカンケンキュウキヨウ 郵政博物館研究紀要

逓信総合博物館研究紀要
年刊 ＭⅠ‐2
機関誌（表千家不白流白和会） ユキマ ゆきま 季刊 ＭⅠ‐6
紀要・論集 ヨコハマシシシリョウシツキヨウ 横浜市史資料室紀要 年刊 ＭⅠ‐1
地方史 ヨコハマトシハッテンキネンカンキヨウ 横浜都市発展記念館紀要 年刊 ＭⅠ‐2
土木一般 ランドスケープ デザイン LANDSCAPE DESIGN(ランドスケープ デザイン) 隔月刊 ＭⅡ‐6
建設一般 リアルパートナー Real Partner(リアルパートナー) 月刊 ＭⅡ‐6
広報誌（独立行政法人経済産業研究所） リエティハイライト RIETI Highlight(リエティハイライト) 季刊 ＭⅠ‐4
航空・空輸 リョキャクセン リョカクセン 旅客船 季刊 ＭⅡ‐5
内科 リンショウシンリガク 臨床心理学 隔月刊 ＭⅡ‐5
広報誌（林野庁） リンヤ 林野 月刊 ＭⅡ‐6
歴史一般 レキシ ト ミンゾク 歴史と民俗 年刊 ＭⅠ‐6
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総合
棚番号

分類 雑誌よみ 雑誌タイトル 刊別

歴史一般 レキシケンキュウ 歴史研究 月刊 ＭⅠ‐6
歴史一般 レキシヒョウロン 歴史評論 月刊 ＭⅠ‐6
美術館報・博物館報など レキハク 歴博 隔月刊 ＭⅠ‐6
労働一般 ロウドウホウリツジュンポウ 労働法律旬報 月２回 ＭⅠ‐4
紀要・論集 ワカヤマケンリツハクブツカンケンキュウキヨウ 和歌山県立博物館研究紀要 年刊 ＭⅠ‐2

＊（　）が付いている資料については、端末での検索時（）抜きで検索してください。
＊本来のデータには（　）が入っていないものもあります。
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