雑誌記事索引 新規採録雑誌一覧（平成29年11月公開分）
請求記号
Z3-B668

タイトル

出版者等

Warm topic.

金沢 : 北陸環日本海経済交流促進協議会, 1999-

生活指導

東京 : 全国生活指導研究協議会 ; 東京 : 高文研 (発
売), 1959-

Z7-2993

秋期研究大会発表集録 / 日本数学教育学会 編.

東京 : 日本数学教育学会, 2013-

Z42-391

館報 / ブリヂストン美術館, 石橋美術館 [編].

[東京] : ブリヂストン美術館[ほか], 1982-

Z43-236

電気学会研究会資料. OQD = The papers of technical 東京 : 電気学会, [19--]meeting on optical and quantum devices, IEE Japan /

Z43-237

電気学会研究会資料. PE /

東京 : 電気学会, [19--]-

Z43-238

電気学会研究会資料. TER /

東京 : 電気学会, [19--]-

Z43-240

電気学会研究会資料. RM /

東京 : 電気学会, [19--]-

Z43-241

電気学会研究会資料. SA /

東京 : 電気学会, [19--]-

Z43-243

電気学会研究会資料. SPC = The papers of technical 東京 : 電気学会, [19--]meeting on semiconductor power converter, IEE
Japan /

Z63-D550

Journal of Asian urban environment.

Tokyo : Asian Institute of Urban Environment, c2015-

Z72-H819

翰苑 / 近大姫路大学人文学・人権教育研究所 編.

新島学園短期大学 2017-

Z72-J100

エア・パワー研究 = Air power studies / 航空自衛隊
幹部学校 編.

東京 : 航空自衛隊幹部学校, 2014-

Z72-J193

現代QOL研究 = Journal of interdisciplinary QOL
studies / 現代QOL学会機関誌編集委員会 編.

東京 : 現代QOL学会, 2014-

Z72-J51

北海道の福祉.

札幌 : 北海道社会福祉協議会, 2012-

Z72-J62

都市防災研究論文集 = Annual journal of urban
disaster reduction research.

[大阪] : 大阪市立大学都市防災研究プロジェクト,
[2014]-

Z72-L101

電子キーボード音楽研究 = Journal of the Japan
川崎 : 日本電子キーボード学会, 2006Electronic Keyboard Society / 日本電子キーボード学
会 編.

Z72-L112

コミュニケーション障害研究 / 北海道コミュニケーショ 札幌 : 北海道コミュニケーション能力育成研究会,
ン能力育成研究会 編.
2013-

Z72-L141

東京学芸大学国語教育学会研究紀要 / 東京学芸大 小金井 : 東京学芸大学国語教育学会, [19--]学国語教育学会 編.

Z72-L149

The Japan journal of basketball studies = バスケット
ボール研究.

東京 : 日本バスケットボール学会, 2015-

Z72-L153

四国大学全学共通教育センター年報 / 全学共通教
育センター年報編集委員会 編.

徳島 : 四国大学全学共通教育センター, 2015-

Z72-L17

年報 : Gaudeamus igitur sparsos congregavit / 和歌
山大学「教養の森」センター 編.

和歌山 : 和歌山大学「教養の森」センター, 2015-

Z72-L227

TOSS特別支援教育.

東京 : 東京教育技術研究所, 2015-

Z72-L248

日経ITイノベーターズ.

東京 : 日経BP社, 2016-

Z72-L257

ゲンロン = Genron.

東京 : ゲンロン, 2015-

Z7-265
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Z72-L311

京都学園大学経済経営学部論集 = The Faculty of
京都 : 京都学園大学経済経営学部学会, 2015Economics and Business Administration journal, Kyoto
Gakuen University / 京都学園大学経済経営学部学
会 編.

Z72-L321

九州産業大学健康・スポーツ科学研究 = Studies in
health and sports science.

福岡 : 九州産業大学健康・スポーツ科学センター,
1999-

Z72-L36

大岡信研究.

東京 : 大岡信研究会, 2015-

Z72-L40

商業教育.

高松 : 香川県高等学校教育研究会商業部会, [1962]-

Z72-L415

Biglife 21.

東京 : ビッグライフ社 ; 東京 : 展望社 (発売), [19--]-

実践政策学 = Policy and practice studies.

[大阪] : 実践政策学エディトリアルボード ; 大阪 : ユニ
オンプレス (発売), 2015-

法と社会研究 = Japanese law & society review =
Revue japonaise droit et societe = Japanische
Zeitschrift fur Recht und Gesellschaft.

東京 : 信山社, 2015-

Z72-L467

Z72-L468

国際武器移転史 : The journal of Research Institute 東京 : 明治大学国際武器移転史研究所, 2016for the History of Global Arms Transfer / 明治大学国
際武器移転史研究所 編.

Z72-L65

研究紀要 / [香川県小学校長会] [編].

[高松] : 香川県小学校長会, [19--]-

Z72-L67

東京 : ひつじ書房, 2015-

Z72-L70

方言の研究 = Studies in dialects / 日本方言研究会
編.
葬送文化 / 会誌編集委員会 編.

那須烏山 : 日本葬送文化学会, 2010-

Z72-L85

社会連携センターbulletin.

[東京] : 東京藝術大学社会連携センター, 2015-

Z72-M278

公共コミュニケーション研究 = Public communication
studies

平塚 : 公共コミュニケーション学会, 2016-

岐阜保健短期大学紀要 = Bulletin of Gifu Junior
College of Health Science / 岐阜保健短期大学図書
紀要委員会 編.

岐阜 : 岐阜保健短期大学図書紀要委員会, [2012]-

Z74-J365
Z74-J366

The truck = ザッ・トラック.

東京 : 日新, [2014]-

Z74-J729

肝臓クリニカルアップデート / 肝臓クリニカルアップ
デート編集委員会 編.

東京 : 医学図書出版, 2015-

Z74-J738

脳神経外科と漢方 = Journal of neurosurgery and
東京 : 日本脳神経外科漢方医学会, 2015kampo medicine : 日本脳神経外科漢方医学会機関誌
/ 日本脳神経外科漢方医学会 編.

Z74-J744

理学療法みえ / 三重県理学療法士会学術局学術誌 津 : 三重県理学療法士会, 2015部 編.

Z72-L460

Z74-J746

Z74-J803
Z74-J809

広島大学大学院生物圏科学研究科瀬戸内圏フィール 東広島 : 広島大学大学院生物圏科学研究科附属瀬
ド科学教育研究センター報告 = Bulletin of Setouchi 戸内圏フィールド科学教育研究センター, 2004Field Science Center Graduate School of Biosphere
Science Hiroshima University / 広島大学大学院生物
圏科学研究科附属瀬戸内圏フィールド科学教育研究
センター 編.
季刊資源と素材.
東京 : 資源・素材学会, 2016自然災害研究協議会中国地区部会研究論文集 =
Chugoku Regional Division Research of Natural
Disaster Research Council.

[山口] : 自然災害研究協議会中国地区部会, 2015-
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Z74-J811

Veterinary immunology for practitioners : 獣医免疫ア 相模原 : 理研ベンチャー動物アレルギー検査, 2016レルギー学専門誌.

Z74-J813

奨励研究報告書 / 東和食品研究振興会 編.

Z74-J828

在宅新療0→100 : 0歳-100歳までの在宅医療と地域 東京 : へるす出版, 2016連携を考える専門雑誌 : the Japanese journal of
home care medicine for all ages.

Z74-J842
Z74-J843

東京 : 東和食品研究振興会, [19--]-

タウリンリサーチ = Japanese journal of taurine
[神戸] : 国際タウリン研究会, 2015research.
日本小児体液研究会誌 = Japanese journal of
東京 : 日本小児体液研究会事務局, [2009]pediatric body fluid and electrolyte / 日本小児体液研
究会事務局 編.

YH2471136

研究報告書 [電子資料] / フジクラ財団 [編].

[東京] : フジクラ財団, [2014]-

YH2471443

日本科学教育学会年会論文集 [電子資料] / 日本科 [横浜] : [日本科学教育学会], 2011学教育学会年会企画委員会・年会実行委員会 編.

YH2471525

前田建設技術研究所報 [電子資料] = Maeda
東京 : 前田建設工業, 2005Corporation report of Technical Research Institute /
前田建設工業株式会社技術研究所 編.

