
令和2年度定期購読和雑誌

※出版状況等により変更の可能性があります。　

https://libipu.iwate-pu.ac.jp/drupal/?q=ja/node/24

タイトル 出版社 頻度

1 with NEO　（前誌:Neonatal Care : ネオネイタルケア） メディカ出版 隔月刊

2 医療と福祉 日本医療社会事業協会 年2回

3 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

4 看護技術 メヂカルフレンド社 月刊

5 看護実践の科学 看護の科学社 月刊

6 看護展望 メヂカルフレンド社 月刊

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

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

9 健康教室 東山書房 月刊

10 公衆衛生 医学書院 月刊

11 厚生の指標 厚生統計協会 月刊

12 呼吸器ジャーナル（前「呼吸と循環」） 医学書院 季刊

13 循環器ジャーナル（前「呼吸と循環」） 医学書院 季刊

14 週刊医学のあゆみ 医歯薬出版 週刊

15 周産期医学 東京医学社 月刊

16 小児看護 へるす出版 月刊

17 助産師 日本助産婦会 季刊

18 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

19 日本医療・病院管理学会誌 日本病院管理学会 季刊

20 日本看護学教育学会誌 日本看護学教育学会 年3回

21 日本看護管理学会誌 日本看護管理学会 年2回

22 日本災害看護学会誌 日本災害看護学会 年3回

23 日本在宅ケア学会誌 日本在宅ケア学会 年2回

24 日本小児看護学会誌 日本小児看護学会 年1回

25 日本助産学会誌 日本助産学会 年3回

26 日本ストーマ排泄リハビリテーション学会誌
日本ストーマ・排泄リハビリテーション学
会

年3回刊

27 日本精神保健看護学会誌 日本精神保健看護学会 年2回
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タイトル 出版社 頻度

28 日本地域看護学会誌 日本地域看護学会 年3回

29 日本難病看護学会誌 日本難病看護学会 年3回

30 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

31 日本母性看護学会誌 日本母性看護学会 年刊

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

33 病院 医学書院 月刊

34 ホスピスケア ホスピスケア研究会 年2回

35 老年看護学 日本老年看護学会学会誌編集委員会 年2回

36 日本養護教諭教育学会誌 日本養護教諭教育学会 年2回

37 日本認知症ケア学会誌 日本認知症ケア学会 季刊

38 高齢者虐待防止研究 日本高齢者虐待防止学会 年刊

39 思春期学 日本思春期学会 季刊

40 糖尿病　オンラインジャーナル 日本糖尿病学会 月刊

41 日本新生児看護学会誌 日本新生児看護学会 季刊

42 日本精神科病院協会雑誌 日本精神科病院協会 月刊

43
社会保障研究
（海外社会保障研究と季刊社会保障研究の統合誌）

国際社会保障・人口問題研究所 季刊

44 季刊福祉労働 : 障害者・保育・教育の総合誌 ㈱現代書館 季刊

45 季刊労働法 総合労働研究所 季刊

46 教育学研究 日本教育学会 季刊

47
教育学研究：Educational studies in Japan : international yearbook / Japanese Educa
tional Research Association

日本教育学会 年刊

48 教育心理学研究 日本教育心理学会 季刊

49 月刊福祉 全国社会福祉協議会 月刊

50 厚生労働 中央法規出版 月刊

51 厚生福祉 時事通信社 週2回

52 こころの科学 : Human Mind 日本評論社 隔月刊

53 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

54 社会学評論 有斐閣 季刊

55 社会事業史研究 社会事業史研究会 年2回

56 社会心理学研究 : Japanese Journal of Social Psychology 日本社会心理学会 年3回

57 社会福祉研究 鉄道弘済会社会福祉部 年3回
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58 社会保険旬報 社会保険研究所 旬刊

59 週刊社会保障 法研 週刊

60 ジュリスト 有斐閣 月1回

61 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

62 心理学研究 日本心理学会 隔月刊

63 生活と福祉 全国社会福祉協議会 月刊

64 ソーシャルワーク研究 相川書房 季刊

65 地域福祉研究 日本生命済生会福祉事業部 年刊

66 賃金と社会保障 労働旬報社 月2回

67 日本の地域福祉 : Community Development in Japan 日本地域福祉学会 年刊

68 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

69 発達 ミネルヴァ書房 季刊

70 発達心理学研究 日本発達心理学会 年3回

71 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

72 労働判例 産労総合研究所 隔週刊

73 老年社会科学 : Japanese Journal of Gerontology 日本老年社会科学会 年3回

74 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

75 社会保障法 : 日本社会保障法学会誌 (法律文化社) 年刊

76 新幼児と保育 小学館 隔月刊

77 Brain and Nerve : 脳と神経 医学書院 月刊

78 保育ナビ フレーベル館 月刊

79 介護福祉 社会福祉振興・試験センター 季刊

80 季刊保育問題研究 新読書社 隔月刊

81 月刊実践障害児教育 学習研究社 月刊

82 作業療法ジャーナル 三輪書店 月刊

83 児童養護 全国社会福祉協議会養護施設協議会 季刊

84 心理学評論 心理学評論刊行会 季刊

85 心理臨床学研究 : Journal of Japanese Clinical Psychology 日本心理臨床学会 隔月刊

86 精神医学 医学書院 月刊

87 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
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88 総合リハビリテーション 医学書院 月刊

89 特別支援教育研究 東洋館出版社 月刊

90 月刊保育とカリキュラム ひかりのくに 月刊

91 理学療法ジャーナル : The Japanese Journal of Physical Therapy 医学書院 月刊

92 リハビリテーション医学 医学書院
年4回

→年6回

93 実践成年後見 民事法研究会 年3回

94 社会政策 ミネルヴァ書房   年刊

95 成年後見法研究 民事法研究会 年2回

96 そだちの科学 日本評論社 月刊

97 Medical Rehabilitation 全日本病院出版会 月刊

98 月刊ケアマネジメント 環境新聞社 季刊

99 社会福祉学 日本社会福祉学会 年刊

100 地域社会学会年報 ハーベスト社 月刊

101 科学 岩波書店 季刊

102 経営システム : Management System 日本経営工学会 月刊

103 計測自動制御学会論文集 コロナ社 季刊

104 応用数理 岩波書店 季刊

105 コンピュータソフトウェア 岩波書店 月刊

106 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 季刊

107 情報処理 オーム社 月刊

108 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 隔月刊

109 人工知能：人工知能学会誌 : Journal of Japanese Society for Artificial Intelligence オーム社 月刊

110 電気学会論文誌. A, 基礎・材料・共通部門誌 電気学会 月刊

111 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

112 電気学会論文誌D産業応用部門誌 電気学会 月刊

113 電子情報通信学会誌 電子情報通信学会 月刊

114 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

115 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

116 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

117 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
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118 日経マネー 日経BP出版センター 月刊

119 Newton ニュートンプレス 月刊

120 運輸と経済 運輸調査局 月刊

121 エコノミスト 毎日新聞社 週刊

122 環境情報科学 (社)環境情報科学センター 季刊+1

123 環境と公害 : 自然と人間の共生を求めて 岩波書店 季刊

124 季報　情報公開・個人情報保護 行政管理研究センター 季刊

125 経済セミナー : The Keizai Seminar 日本評論社 月刊

126 月刊交通 東京法令出版 月刊

127 高速道路と自動車 高速道路調査会 月刊

128 交通工学 交通工学研究会
隔月刊→年4

回

129 最高裁判所判例集 最高裁判所判例調査会 不定期

130 自治研究 良書普及会 月刊

131 週刊東洋経済 東洋経済新報社 週刊

132 ジュリスト 増刊 有斐閣 不定期

133 論究ジュリスト 有斐閣 不定期

134 ジュリスト 別冊 有斐閣 不定期

135 水利科学 日本治山治水協会 隔月刊

136 数学セミナー 日本評論社 隔月刊

137 税経通信 税務経理協会 月刊

138 税務弘報 中央経済社 月刊

139 地域開発 日本地域開発センター 季刊

140 地方財政 地方財務協会 月刊

141 地理 古今書院 月刊

142 天気 日本気象学会 月刊

143 時の法令 財務省印刷局 月2回

144 都市問題 東京市政調査会 月刊

145 土木学会誌 土木学会 月刊

146 農業と経済 昭和堂 月刊/増刊3

147 判例タイムズ 判例タイムズ社 月2回
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148 判例時報 判例時報社 旬刊

149 比較法研究 : Comparative Low Journal 有斐閣 年刊

150 人と車 (財）全日本交通安全協会 月刊

151 フィナンシャル・レビュー 財務省 季刊

152 法学協会雑誌 有斐閣 月刊

153 法学セミナー 日本評論社 月刊

154 法学教室 有斐閣 月刊

155 法学論叢 京都大学法学会 月刊

156 法曹時報 法曹会 月刊

157 法律のひろば ぎょうせい 月刊

158 法律時報 日本評論社 月刊

159 民商法雑誌 有斐閣 年6回

160 ランドスケープ研究 日本造園学会 季刊

161 DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー（ハーバードビジネスレビュー日本版） ダイヤモンド社 月刊

162 ナショナルジオグラフィック　日本版 日経ナショナルジオグラフィック社 月刊

163 人文地理 常山堂   隔月刊

164 季刊地理学 : Quarterly Journal of Geography 古今書院 季刊

165 地理学評論 日本地理学会・古今書院 月刊

166 道路 日本道路協会 月刊

167 Aera = アエラ 朝日新聞社 週刊

168 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

169 Food style 21 食品化学新聞社 月刊

170 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

171 NHKきょうの料理 日本放送出版協会 月刊

172 Vesta : 食文化のひろば 味の素食の文化センター 季刊

173 栄養と料理 女子栄養大学出版部 月刊

174 栄養学雑誌 日本栄養改善学会 隔月刊

175 化学 科学同人 月刊

176 化学と生物 日本農芸化学会 月刊

177 学校給食 全国学校給食協会 月刊
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178 暮しの手帖. 5世紀 暮しの手帖社 隔月刊

179 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

180 月刊専門料理 柴田書店 月刊

181 現代化学 : Chemistry Today 東京化学同人 月刊

182 脂質栄養学 日本脂質栄養学会 年2回

183 食品と開発 UBMメディア㈱ 月刊

184 食生活研究 食生活研究会 隔月刊

185 食品と科学 食品と科学社 月刊

186 生物の科学　遺伝 裳華房 隔月刊

187 生化学 日本生化学会 隔月刊

188 装苑 : Soen 文化出版局 隔月刊

189 日経サイエンス : Scientific American.日本版 日経サイエンス社 月刊

190 日本衛生学雑誌：学術総会講演集 日本衛生学会 年刊

191 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

192 日本食品化学学会誌 日本食品化学学会 年3回

193 日本調理科学会誌 日本調理科学会 季刊

194 ビタミン ビタミン学会 月刊

195 文藝春秋 文藝春秋 月刊

196 歴史評論 校倉書房 月刊

197 アジア研究 アジア政経学会 季刊

198 史林 史学研究会 隔月刊

199 日本歴史 吉川弘文館 月刊

200 歴史学研究 青木書店 月刊

201 中国語学 日本中国語学会 年1回

202 JR時刻表 交通新聞社 月刊

203 Newsweek日本版 : The International Newsmagazine 阪急コミュニケーションズ 週刊

204 プチナース 照林社 月刊

205 Aera English : with Herald Tribune 朝日新聞社 年2回

206 教育と医学 慶應義塾大学出版 月刊

207 美術手帖 美術出版社 隔月刊
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208 日経コンピュータ 日経BP社 隔週刊

209 日経ソフトウエア 日経BP社 隔月刊

210 日経ビジネス 日経BP社 週刊

211 思想 岩波書店 月刊

212 世界 岩波書店 月刊

213 農業経済研究 岩波書店 季刊

214 保健の科学 杏林書院 月刊

215 中央公論 中央公論新社 月刊
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