
№ 学部 タイトル 出版社 頻度 ISSN

1 看護 ICUとCCU 医学図書出版 月刊 03891194

2 看護 JJNスペシャル 医学書院 隔月刊 09123741

3 看護 Neonatal Care : ネオネイタルケア メディカ出版 月刊 13414577

5 看護 医薬ジャーナル 医薬ジャーナル社 月刊 02874741

6 看護 医療と福祉
日本医療社会事業協
会

年2回 02871521

8 看護 家族看護学研究 : 日本家族看護学会学会誌 日本家族学会 年2回 13418351

9 看護 看護：かんご 日本看護協会出版会 月刊 00228362

10 看護 看護技術 メヂカルフレンド社 月刊 0449752X

11 看護 看護実践の科学 看護の科学社 月刊 03854280

12 看護 看護診断 日本看護診断学会 年2回 13413007

13 看護 看護展望 メヂカルフレンド社 月刊 0385549X

14 看護 がん看護 : Japanese Journal of Cancer Care 南江堂 隔月刊 13420569

15 看護 クリニカルスタディ : Clinical Study メヂカルフレンド社 月刊 03885585

16 看護 健康教室 東山書房 月刊 -

17 看護 公衆衛生 医学書院 月刊 03685187

18 看護 厚生の指標 厚生統計協会 月刊 04526104

19 看護 呼吸と循環 医学書院 月刊 04523458

21 看護 産科と婦人科 診断と治療社 月刊 03869792

22 看護 週刊医学のあゆみ 医歯薬出版 週刊 00392359

23 看護 周産期医学 東京医学社 月刊 03869881

24 看護 小児看護 へるす出版 月刊 03866289

25 看護 小児保健研究 日本小児保健協会 隔月刊 00374113

26 看護 小児科診療 診断と治療社 月刊 03869806

27 看護 助産師 日本助産婦会 季刊 1347684X

28 看護 心身医学 三輪書店 年8回 03850307

29 看護 診断と治療 診断と治療社 月刊 0370999X

31 看護 緩和ケア（前誌:ターミナルケア : The Japanese Journal of Terminal Care) 三輪書店→青海社 隔月刊 13497138

32 看護 日本医療・病院管理学会誌 日本病院管理学会 季刊 1882594X

33 看護 日本がん看護学会誌 日本がん看護学会 年3回 09146423

34 看護 日本看護科学学会学術集会講演集 日本看護科学学会 年刊

35 看護 日本看護学教育学会誌 日本看護学教育学会 年3回 09167536

36 看護 日本看護管理学会誌 日本看護管理学会 年2回 13470140

37 看護 日本災害看護学会誌 日本災害看護学会 年3回 13450204

38 看護 日本在宅ケア学会誌 日本在宅ケア学会 年2回 13469649

39 看護 日本小児看護学会誌 日本小児看護学会 年3回 13449923

40 看護 日本助産学会誌 日本助産学会 年3回 09176357
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42 看護
日本精神科看護学術集会誌
（冊子体）

日本精神科看護技術
協会

年3回

43 看護 日本精神保健看護学会誌
日本精神保健看護学
会

年2回 09180621

44 看護 日本地域看護学会誌 日本地域看護学会 年3回 13469657

45 看護 日本難病看護学会誌 日本難病看護学会 年3回 13431692

46 看護 日本保健医療行動科学会雑誌
日本保健医療行動科
学会

年2回 21877653

47 看護 日本母性看護学会誌 日本母性看護学会 年刊 1345773X

48 看護 日本公衆衛生雑誌 : Japanese Journal of Public Health 日本公衆衛生学会 月刊 05461766

49 看護 日本臨床 日本臨牀社 月刊 00471852

50 看護 病院 医学書院 月刊 03852377

51 看護 ペリネイタル・ケア : Perinatal Care メディカ出版 月刊 09108718

52 看護 ホスピスケア ホスピスケア研究会 年2回 09165991

54 看護 臨床栄養 医歯薬出版 月刊 04851412

56 看護 老年看護学
日本老年看護学会学
会誌編集委員会

年2回 13469665

57 看護 日本養護教諭教育学会誌
日本養護教諭教育学
会

年2回 13439693

58 看護 日本認知症ケア学会誌 日本認知症ケア学会 季刊 1347345X

59 看護 高齢者虐待防止研究
日本高齢者虐待防止
学会

年刊 18801838

60 福祉経営 海外社会保障研究
国際社会保障・人口
問題研究所

季刊 13443062

61 福祉経営 季刊社会保障研究
国立社会保障・人口
問題研究所

季刊 03873064

62 福祉経営 季刊特別支援教育 東洋館出版社 季刊 13463268

63 福祉経営 季刊福祉労働 : 障害者・保育・教育の総合誌 ㈱現代書館 季刊 03874044

64 福祉経営 季刊労働法 総合労働研究所 季刊 03860620

65 福祉経営 教育 かもがわ出版 月刊 03869938

66 福祉経営 教育学研究 日本教育学会 季刊 03873161

67 福祉経営
教育学研究：Educational studies in Japan : international yearbook / Japanese
Educa

日本教育学会 年刊 18814832

68 福祉経営 教育心理学研究 日本教育心理学会 季刊 00215015

69 福祉経営 教育と医学 慶應義塾大学出版 月刊 04529677

70 福祉経営 月刊社会教育 国土社 月刊 02872331

71 福祉経営 月刊地域福祉情報 ジャパン通信社 月刊 13413775

72 福祉経営 月刊福祉 全国社会福祉協議会 月刊 13416669

73 福祉経営 厚生労働 中央法規出版 月刊 13435698

74 福祉経営 厚生福祉 時事通信社 週2回 -

75 福祉経営 こころの科学 : Human Mind 日本評論社 隔月刊 09120734

76 福祉経営 さぽーと : 知的障害福祉研究
日本知的障害者福祉
協会

月刊 02878860

77 福祉経営 社会科教育 明治図書 月刊 -

78 福祉経営 社会学評論 有斐閣 季刊 00215414

79 福祉経営 社会事業史研究 社会事業史研究会 年刊 -

80 福祉経営 社会心理学研究 : Japanese Journal of Social Psychology 日本社会心理学会 年3回 09161503

81 福祉経営 社会福祉研究
鉄道弘済会社会福祉
部

年3回 02862980
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82 福祉経営 社会保険旬報 社会保険研究所 旬刊 13435728

83 福祉経営 週刊社会保障 法研 週刊 13435736

84 福祉経営 ジュリスト 有斐閣 月1回 04480791

85 福祉経営 障害者問題研究 : Japanese Journal for the Ploblems of the Handicapped
全国障害者問題研究
会

季刊 03884155

86 福祉経営 心理学研究 日本心理学会 隔月刊 00215236

87 福祉経営 生活と環境
日本環境衛生セン
ター

月刊 00371025

88 福祉経営 生活と福祉 全国社会福祉協議会 月刊 13416677

89 福祉経営 生協総合研究所生活協同組合研究 生協総合研究所 月刊 09111042

90 福祉経営 青少年問題 青少年問題研究会 季刊 09124632

91 福祉経営 ソーシャルワーク研究 相川書房 季刊 03853772

92 福祉経営 地域福祉研究
日本生命済生会福祉
事業部

年刊 03853616

93 福祉経営 聴覚言語障害 聴覚言語障害研究会 年2回 3000338

94 福祉経営 賃金と社会保障 労働旬報社 月2回 09114718

95 福祉経営 日本の地域福祉 : Community Development in Japan 日本地域福祉学会 年刊 -

96 福祉経営 ノーマライゼーション : 障害者の福祉
日本障害者リハビリ
テーション協会

月刊 13414216

97 福祉経営 パーソナリティ研究
日本パーソナリティ心
理学会

年3回 13488406

98 福祉経営 発達 ミネルヴァ書房 季刊 03883787

99 福祉経営 発達心理学研究 日本発達心理学会 年3回 09159029

100 福祉経営 福祉のひろば 大阪福祉事業財団 月刊 02874490

101 福祉経営 ブリーフサイコセラピー研究
日本ブリーフサイコセ
ラピー学会

年2回 -

102 福祉経営 労働の科学
労働科学研究所サー
ビスセンター

月刊 00357774

103 福祉経営 労働判例 産労総合研究所 隔週刊 03871878

104 福祉経営 老年社会科学 : Japanese Journal of Gerontology 日本老年社会科学会 年3回 03882446

105 福祉経営 老年精神医学雑誌 : Japanese Journal of Geriatric Psychiatry ワールドプランニング 月刊 09156305

106 福祉経営 日本社会保障法学会誌 (法律文化社) 13429566

107 福祉臨床 新幼児と保育 小学館 隔月刊 -

108 福祉臨床 Brain and Nerve : 脳と神経 医学書院 月刊 18816096

109 福祉臨床 保育ナビ フレーベル館 月刊 -

110 福祉臨床 介護福祉
社会福祉振興・試験
センター

季刊 -

111 福祉臨床 家族心理学年報 金子書房 年刊 -

112 福祉臨床 家族療法研究 : Japanese Journal of Family Therapy
日本家族研究・家族
療法学会

年3回 09106022

113 福祉臨床 季刊保育問題研究 新読書社 隔月刊 02878453

114 福祉臨床 月刊実践障害児教育 学習研究社 月刊 02850788

115 福祉臨床 現代と保育 ひとなる書房 年3回 03877922

116 福祉臨床 作業療法ジャーナル 三輪書店 月刊 09151354

117 福祉臨床 児童心理 金子書房 月刊 0385826X

118 福祉臨床 児童養護
全国社会福祉協議会
養護施設協議会

季刊 13436694

119 福祉臨床 社会福祉セミナー 日本放送出版協会 年3回 -
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120 福祉臨床 心理学評論 心理学評論刊行会 季刊 03861058

121 福祉臨床 心理臨床学研究 : Journal of Japanese Clinical Psychology 日本心理臨床学会 隔月刊 02891921

122 福祉臨床 精神医学 医学書院 月刊 04881281

123 福祉臨床 精神保健福祉
日本精神医学ソー
シャル・ワーカー協会

季刊 13452231

124 福祉臨床 精神療法 : Japanese Journal of Psychotherapy 金剛出版 隔月刊 09168710

125 福祉臨床 総合リハビリテーション 医学書院 月刊 03869822

126 福祉臨床 総合社会福祉研究 総合社会福祉研究所 年2回 -

127 福祉臨床 特別支援教育研究 東洋館出版社 月刊 18807275

128 福祉臨床 美術手帖 美術出版社 月刊 02872218

129 福祉臨床 月刊保育とカリキュラム ひかりのくに 月刊 -

130 福祉臨床 保育の友 全国社会福祉協議会 月刊 0018327X

131 福祉臨床 理学療法ジャーナル : The Japanese Journal of Physical Therapy 医学書院 月刊 09150552

132 福祉臨床 リハビリテーション医学 医学書院 月刊 18813526

133 福祉臨床 リハビリテーション研究 : Study of Current Rehabilitation
日本障害者リハビリ
テーション協会

季刊 -

134 福祉臨床 臨床精神病理 : Japanese Journal of Psychopathology 星和書店 年3回 03893723

135 福祉臨床 実践成年後見 民事法研究会
年4回

→年6回
13740108

136 ソフト Journal of the physical Society of Japan
物理系学術誌刊行セ
ンター

月刊 00319015

137 ソフト 医療情報学 : Japan Journal of Medical Informatics 日本医療情報学会 隔月刊 02898055

138 ソフト 映像情報インダストリアル 産業開発機構 月刊 13461362

139 ソフト 科学 岩波書店 月刊 00227625

140 ソフト 経営システム : Management System 日本経営工学会 季刊 09176241

141 ソフト 計測と制御 : Journal of the Society of Instrument and Control Engineers コロナ社 月刊 04534662

142 ソフト 計測自動制御学会論文集 コロナ社 月刊 04534654

143 ソフト 工場管理 日刊工業新聞社 月刊 00232777

144 ソフト 応用数理 岩波書店 季刊 09172270

145 ソフト コンピュータソフトウェア 岩波書店 隔月刊 02896540

146 ソフト システム/制御/情報 : システム制御情報学会誌
システム制御情報学
会

月刊 09161600

147 ソフト シミュレーション
日本シミュレーション
学会

季刊 02859947

148 ソフト 情報処理 オーム社 月刊 04478053

149 ソフト 情報処理学会論文誌 : 論文誌ジャーナル オンライン版 情報処理学会 月刊 18827837

150 ソフト
人工知能：人工知能学会誌 : Journal of Japanese Society for Artificial
Intelligence

オーム社 隔月刊 21882266

151 ソフト 数学セミナー 日本評論社 月刊 03864960

152 ソフト 精密工学会誌 : Journal of the Japan Society of Precision Engineering 精密工学会 月刊 09120289

153 ソフト デザイン学研究 日本デザイン学会 隔月刊 09108173

154 ソフト
デザイン学研究. 研究発表大会概要集
[CD-ROM版]

日本デザイン学会 年刊 09108173

155 ソフト デザイン学研究・作品集 日本デザイン学会 年刊 13418475

156 ソフト
デザイン学研究.特集号 : Special Issue of Japanese Sciety for Science of
Design

日本デザイン学会 季刊 09196803

157 ソフト 電気学会論文誌. A, 基礎・材料・共通部門誌 電気学会 月刊
03854205
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158 ソフト 電気学会論文誌. C, 電子・情報・システム部門誌 電気学会 月刊 03854221

159 ソフト 電気学会論文誌D産業応用部門誌 電気学会 月刊 09136339

160 ソフト 電子情報通信学会誌 電子情報通信学会 月刊 09135693

161 ソフト 東芝レビュー オーム社 月刊 03720462

162 ソフト 日経エレクトロニクス 日経BP社 月刊 03851680

163 ソフト 日経コンピュータ 日経BP社 隔週刊 02854619

164 ソフト 日経ソフトウエア : Nikkei Software 日経BP社 月刊 -

165 ソフト 日経ビジネス 日経BP社 週刊 00290491

166 ソフト 日経ものづくり 日経BP社 月刊 13492772

167 ソフト 日本ロボット学会誌 : Journal of the Robotics Society of Japan 日刊工業新聞社 年10回 02891824

168 ソフト 日本音響学会誌 日本音響学会 月刊 03694232

169 ソフト 日本教育工学会論文誌 東京大学出版会 季刊 13498290

170 ソフト 人間工学 : The Japanese Journal of Ergonomics 人間工学協会 隔月刊 05494974

171 ソフト パリティ  : Parity : Physical Science Magazine 丸善 月刊 09114815

172 ソフト ヒューマンインターフェース学会研究報告集 : Human Interface[CD-ROM版]
ヒューマンインター
フェース学会

年刊 21859329

173 ソフト ヒューマンインターフェース学会論文誌 [CD-ROM版]
ヒューマンインター
フェース学会

年4回 2186828X

174 ソフト ヒューマンインターフェース学会誌
ヒューマンインター
フェース学会

季刊 13447254

175 ソフト 品質 : Quality 日本品質管理学会 季刊 03868230

176 ソフト プレス技術 日刊工業新聞社 月刊 03873544

177 総合政策
Anthropological Science, Japanese Series : Journal of the Anthropological
Society of Nippon : 人類学雑誌

日本人類学会 年2回 13443992

178 総合政策
Anthropological Science,: Journal of the Anthropological Society of Nippon :
人類学雑誌

日本人類学会 季刊 09187960

179 総合政策 BIO　City　（ビオ　シティ） ビオシティ 季刊

180 総合政策 Newton ニュートンプレス 月刊 2860651

181 総合政策 アジア経済 アジア経済研究所 月刊 00022942

182 総合政策 運輸と経済 運輸調査局 月刊 02878305

183 総合政策 エコノミスト 毎日新聞社 週刊 00130621

184 総合政策 オペレーションズ・リサーチ
日本オペレーション
ズ・リサーチ学会

月刊 00303674

185 総合政策 オルタ
アジア太平洋資料セ
ンター

月刊

186 総合政策 會計（（会計） 森山書店 03872963

187 総合政策 外交 時事通信社 隔月刊

188 総合政策 河川 日本河川協会 月刊 02879859

189 総合政策 環境社会学研究 有斐閣 年刊

190 総合政策 環境情報科学
(社)環境情報科学セ
ンター

季刊+1  03896633

191 総合政策 環境情報科学論文集
(社)環境情報科学セ
ンター

年刊 03896633

192 総合政策 環境と公害 : 自然と人間の共生を求めて 岩波書店 季刊 09187537

193 総合政策 季刊　行政管理研究
行政管理研究セン
ター

季刊 0386684X

195 総合政策 企業会計 中央経済社 03864448

196 総合政策 季報　情報公開・個人情報保護
行政管理研究セン
ター

季刊
 13470337
18804373
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197 総合政策 経済セミナー : The Keizai Seminar 日本評論社 月刊 0386992X

198 総合政策 経済分析 財務省印刷局 不定期 04534727

199 総合政策 月刊交通 東京法令出版 月刊 03857956

200 総合政策 現代農業 農山漁村文化協会 月刊 02893517

201 総合政策 現代思想 青土社 月刊 -

202 総合政策 公共選択 : 経済と政治の接点を研究する試み : その理論と現実への適用 勁草書房 年2回 21872953

203 総合政策 高速道路と自動車 高速道路調査会 月刊 02872587

204 総合政策 交通工学 交通工学研究会
隔月刊→

年4回
04544595

205 総合政策 公法研究 有斐閣 年刊 03873102

206 総合政策 災害情報 日本災害情報学会 年刊 13483609

207 総合政策 最高裁判所判例集
最高裁判所判例調査
会

不定期 -

208 総合政策 砂防と治水 全国治水砂防協会 隔月刊 02882124

209 総合政策 産業経理 産業経理協会 季刊 02874288

210 総合政策 自然災害科学 日本自然災害学会 季刊 02866021

211 総合政策 自然保護
（財）日本自然保護協
会

隔月 08364138

212 総合政策 思想 岩波書店 月刊 03862755

213 総合政策 自治研究 良書普及会 月刊 02875209

214 総合政策 週刊東洋経済 東洋経済新報社 週刊 09185755

215 総合政策 ジュリスト 増刊 有斐閣 不定期 04480791

216 総合政策 論究ジュリスト 有斐閣 不定期 21871302

217 総合政策 ジュリスト 別冊 有斐閣 不定期 04480791

218 総合政策 のらのら 農山漁村文化協会 隔月刊 21864276

219 総合政策 森林科学 日本森林学会 年3回 09171908

220 総合政策 水利科学 日本治山治水協会 隔月刊 00394858

221 総合政策 税経通信 税務経理協会 月刊 -

222 総合政策 政治経済史学
日本政治経済史学研
究所

月刊 02864266

223 総合政策 生物科学
(社)農産漁村文化協
会

季刊 00452033

224 総合政策 税務弘報 中央経済社 月刊 09135278

225 総合政策 世界 岩波書店 月刊 05824532

226 総合政策 世界開発報告 国際復興開発銀行 年刊 2711729

228 総合政策 季刊　地域（旧「増刊現代農業」) 農山漁村文化協会 季刊 02893517

229 総合政策 村落社会研究　Journal of Rural Studies（ジャーナル） 農山漁村文化協会 年2回 13408240

230 総合政策 地域開発
日本地域開発セン
ター

月刊 03856623

231 総合政策 地方財政 地方財務協会 月刊 -

232 総合政策 地理 古今書院 月刊 05779308

233 総合政策 チルチンびと
有限会社ダイナシティ
コーポレーション

隔月刊

234 総合政策 天気 日本気象学会 月刊 05460921

235 総合政策 統計 日本統計協会 月刊 02857677
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236 総合政策 時の法令 財務省印刷局 月2回 04934067

237 総合政策 都市政策 勁草書房 季刊 03850390

238 総合政策 都市問題 東京市政調査会 月刊 03873382

239 総合政策 土木学会誌 土木学会 月刊 0021468X

240 総合政策 日経アーキテクチュア 日経マグロウヒル社 年26冊 03850870

241 総合政策 日本民俗学 日本民俗学会 季刊 04288653

242 総合政策 年報村落社会研究 農山漁村文化協会 年刊

243 総合政策 農業と経済 昭和堂 月刊/増刊3 00290912

244 総合政策 農業経済研究 : Journal of Rural Economics 岩波書店 季刊 03873234

245 総合政策 判例タイムズ 判例タイムズ社 月2回 04385896

246 総合政策 判例時報 判例時報社 旬刊 04385888

247 総合政策 比較法研究 : Comparative Low Journal 有斐閣 年刊 04391365

248 総合政策 人と車
(財）全日本交通安全
協会

月刊

249 総合政策 フィナンシャル・レビュー 財務省 季刊 09125892

250 総合政策 文化人類学 日本民族学会 季刊 13490648

251 総合政策 法学協会雑誌 有斐閣 月刊 00226815

252 総合政策 法学セミナー 日本評論社 月刊 04393295

253 総合政策 法学教室 有斐閣 月刊 03892220

254 総合政策 法学論叢 京都大学法学会 月刊 03872866

255 総合政策 法曹時報 法曹会 月刊 00239453

256 総合政策 法律のひろば ぎょうせい 月刊 09169806

257 総合政策 法律時報 日本評論社 月刊 03873420

258 総合政策 民商法雑誌 有斐閣 月刊 13425056

259 総合政策 ランドスケープ研究 日本造園学会 季刊 13408984

260 総合政策 理論と方法 : Sociological Theory and Methods ハーベスト社 年2回 09131442

261 生活科 Aera = アエラ 朝日新聞社 週刊 09148833

262 生活科 Confort : コンフォルト : 季刊インテリア・コーディネート・マガジン 建築資料研究社 隔月刊 -

263 生活科 Environmental Health and Preventive Medicine : 日本衛生学雑誌英語版 日本衛生学会 季刊 1342078X

264 生活科 Food science and technology research:日本食品科学工学会誌英語版 日本食品科学工学会 季刊 13446606

265 生活科 Food style 21 食品化学新聞社 月刊 13439502

266 生活科
Journal of Nutritional Science and Vitaminology : 日本栄養・食糧学会誌英語
版

日本栄養・食糧学会 隔月刊 03014800

267 生活科 New Food Industory : ニューフードインダストリー 食品資材研究会 月刊 05470277

268 生活科 NHKきょうの料理 日本放送出版協会 月刊 -

269 生活科 The Journal of Biochemistry : 生化学英語版 日本生化学会 月刊 0021924X

270 生活科 Vesta : 食文化のひろば
味の素食の文化セン
ター

季刊 09180214

271 生活科 栄養と料理 女子栄養大学出版部 月刊 -

272 生活科 栄養学雑誌 日本栄養改善学会 隔月刊 00215147

273 生活科 化学 科学同人 月刊 04511964
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274 生活科 化学と生物 日本農芸化学会 月刊 0453073X

275 生活科 Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry 日本農芸化学会 月刊 09168451

276 生活科 学校給食 全国学校給食協会 月刊 -

277 生活科 暮しの手帖. 4世紀 暮しの手帖社 隔月刊 -

278 生活科 月刊フードケミカル : A Technical Journal on Food Chemistry & Chemicals 食品化学新聞社 月刊 09112286

279 生活科 月刊専門料理 柴田書店 月刊 -

280 生活科 現代詩手帖 思潮社 月刊 13425544

281 生活科 現代化学 : Chemistry Today 東京化学同人 月刊 0386961X

282 生活科 建築技術 建築技術研究会 月刊 00229911

283 生活科 建築知識 : The Kenchiku Chishiki エクスナレッジ 月刊 03881741

284 生活科 史学雑誌 山川出版社 月刊 00182478

285 生活科 脂質栄養学 日本脂質栄養学会 年2回 13434594

286 生活科 社会経済史学 社会経済史学会 隔月刊 00380113

288 生活科 食品と開発 UBMメディア㈱ 月刊 09113932

289 生活科 食生活 国民栄養協会 月刊 0386989X

290 生活科 食生活研究 食生活研究会 隔月刊 02880806

291 生活科 食品と科学 食品と科学社 月刊 00374105

292 生活科 新建築.住宅特集 : The Japan Architect 新建築社 月刊 13426516

293 生活科 生物の科学　遺伝 裳華房 隔月刊 03870022

294 生活科 生化学 日本生化学会 隔月刊 00371017

295 生活科 装苑 : Soen 文化出版局 月刊 -

296 生活科 組織科学 白桃書房 季刊 02869713

297 生活科 ディテール 彰国社 季刊 00124133

298 生活科 日経サイエンス : Scientific American.日本版 日経サイエンス社 月刊 0917009X

299 生活科 日本衛生学雑誌 日本衛生学会 年3回 00215082

300 生活科
日本栄養・食糧学会誌 : Journal of Japanese Society of Nutrition and Food
Science

日本栄養・食糧学会 隔月刊 02873516

301 生活科 日本食品化学学会誌 日本食品化学学会 年3回 13412094

302 生活科 日本家政学会誌 日本家政学会 月刊 09135227

303 生活科 日本調理科学会誌 日本調理科学会 季刊  13411535

304 生活科 ビタミン ビタミン学会 月刊 0006386X

305 生活科 文学 岩波書店 隔月刊 03894029

306 生活科 文藝春秋 文藝春秋 月刊 -

307 生活科 保健の科学 杏林書院 月刊 00183342

308 生活科 メディカル朝日 : Asahi Monthly Journal of Medicine 朝日新聞社 月刊 09197818

309 生活科 歴史評論 校倉書房 月刊 03868907

310 国際文化 アジア研究 アジア政経学会 季刊 00449237

311 国際文化 考える人 新潮社 季刊

312 国際文化 国語と国文学 至文堂 月刊 03873110
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313 国際文化 古代文化 古代学協会 季刊 00459232

314 国際文化 史林 史学研究会 隔月刊 03869369

315 国際文化 中央公論 中央公論新社 月刊 05296838

316 国際文化 日本語学 明治書院 月刊 02880822

317 国際文化 日本歴史 吉川弘文館 月刊 03869164

318 国際文化 年刊藝能 藝能学会 年刊 09113282

319 国際文化 民具研究 日本民具学会 年2回 -

320 国際文化 歴史学研究 青木書店 月刊 03869237

321 国際文化 中国語学 日本中国語学会 年1回 05780969

322 国際文化 中国女性史研究 中国女性史研究会 年1回 09176489

323 国際文化 日中文化交流
日本中国文化交流協
会

月刊 05495407

324 国際文化 NEWS LETTER
近現代東北アジア地
域史研究会

年1回 13451596

325 国際文化 東アジア－歴史と文化－
新潟大学東アジア学
会

年1回 1344106X

326 共通 人民中国 東方書店 月刊 04490312

327 共通 体育科教育 大修館書店 月刊 09133933

328 看護院 思春期学 日本思春期学会 季刊 0287637X

329 看護院 糖尿病 日本糖尿病学会 月刊 0021437X

331 看護院 日本精神科病院協会雑誌 日本精神科病院協会 月刊 02860244

332 社福院 Medical Rehabilitation 全日本病院出版会 月刊 13460773

333 社福院 月刊ケアマネジメント 環境新聞社 月刊 -

334 社福院 社会福祉学 日本社会福祉学会 季刊 09110232

335 社福院 地域社会学会年報 ハーベスト社 年刊

336 ソフト院 日経コミュニケーション 日経BP社 月刊 09107215

337 ソフト院 日経パソコン : Nikkei Personal Computing 日経BP社 隔週刊 02879506

338 ソフト院 日経マネー 日経BP出版センター 月刊 09119361

339 総合政策院 季刊地理学 : Quarterly Journal of Geography 古今書院 季刊 09167889

340 総合政策院 地理学評論
日本地理学会・古今
書院

月刊 13479555

341 総合政策院 土木学会論文集. D3, 土木計画学 土木学会 年刊 -

342 総合政策院 道路 日本道路協会 月刊 00125571

343 メディア JR時刻表 交通新聞社 月刊 -

344 メディア Newsweek日本版 : The International Newsmagazine
阪急コミュニケーショ
ンズ

週刊 09122001

345 メディア プチナース 照林社 月刊 13448722

346 メディア Aera English : with Herald Tribune 朝日新聞社 月刊 -

（合計）
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