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Z16-178

電気現場.

東京 : 電気情報社, [2016]-

Z18-1770

森林・林業技術シンポジウム.

羽曳野 : 全国林業試験研究機関協議会, 2015-

材料と施工 : 材料施工研究部会報 = Construction
and materials : report of Research Division on
Construction and Materials.

神戸 : 農業土木学会材料施工研究部会, 2007-

Z18-2300
Z18-3535

栃木県家畜保健衛生業績発表会集録.

[宇都宮] : 栃木県農政部, [2010]-

Z19-792

精神療法

東京 : 金剛出版, 1992-

Z19-1756

漢方のめぐみ = The blessing of kampo : 日常診療と
漢方をつなぐ.

東京 : 日本漢方医学研究所, 2016-

Z19-2233

喘息・アレルギー = Asthma and allergy / 「喘息・アレ 大阪 : メディカルレビュー社, 2016ルギー」編集委員会 編.

Z41-1647

九州地区大学教育研究協議会議事録.

福岡 : 九州地区大学教育研究会, 2016-

Z53-T381

SUT journal of Mathematics

Tokyo : Tokyo University of Science, 1989-

Z61-J962

Theory and research for developing learning systems Higashi-Hiroshima : Research Initiative for Developing
/ Research Initiative for Developing Learning Systems Learning Systems, Graduate School of Education,
[編].
Hiroshima University, [2015]-

Z63-D554

Journal of transformation of human behavior under
[八王子] : Journal Committee, c2016the influence of infosocionomics society / Institute of
Policy and Cultural Studies of Chuo University, The
Infosocionomics Society [編].

Z63-D557

Annals of nuclear cardiology : official journal of the
Japanese Society of Nuclear Cardiology.

Tokyo : The Japanese Society of Nuclear Cardiology,
2015-

Z65-A961

Correspondence : Hitotsubashi journal of arts and
literature.

Kunitachi : Graduate School of Language and Society,
Hitotsubashi University, 2016-

Z72-B527

東京藝術大学大学美術館年報・紀要 / 東京藝術大 東京 : 東京芸術大学大学美術館, 2016学大学美術館 編 = Annual report・bulletin / The
University Art Museum, Tokyo University of the Arts.

Z72-C145

ロシア語教育研究 = Проблемы препо 箕面 : 日本ロシア語教育研究会, 2010давания Русского языка /
日本ロシア語教育研究会 編.

Z72-J501

Nagoya journal of nutritional sciences = 名古屋栄養
科学雑誌 / 名古屋学芸大学管理栄養学部 編.

日進 : 名古屋学芸大学管理栄養学部, 2015-

Z72-J897

学習院大学教育学・教育実践論叢.

東京 : 学習院大学文学部, 2012-

Z72-K60

精神分析的心理療法フォーラム = Japanese Forum of 京都 : 日本精神分析的心理療法フォーラム, 2013Pshchoanalytic Psychotherapy / 日本精神分析的心
理療法フォーラム誌編集委員会 編.

Z72-L480

保育教諭養成課程研究 / 保育教諭養成課程研究会 [市川] : 保育教諭養成課程研究会, 2015編集委員会 編.

Z72-L488

子ども安全研究 / 吉川慎之介記念基金 編.

[東京] : 日本子ども安全学会, 2015-

Z72-L586

抗路 = 항로 : 在日総合誌.

京都 : 抗路舎 ; 武蔵野 : クレイン (発売), 2015-

Z72-L622

フラタニティ = Fraternity.

東京 : ロゴス, 2016-
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県立広島大学総合教育センター紀要 = Bulletin of
Comprehensive Education Center Prefectural
University of Hiroshima.

広島 : 県立広島大学総合教育センター, 2016-

Z72-L650
Z72-L652

法学教育研究会誌 / 法学教育研究会 編.

青森 : 法学教育研究会, 2016-

Z72-L701

明星大学発達支援研究センター紀要 : MISSION / 明 [日野] : 明星大学発達支援研究センター, 2016星大学発達支援研究センター紀要編集委員会 編.
摂南大学地域総合研究所報 = Bulletin of Setsunan
Institute of Regional Studies / 摂南大学地域総合研
究所 [編].

寝屋川 : 摂南大学, 2016-

Z72-L702

Z72-L704

北里大学教職課程センター教育研究 / 北里大学教
職課程センター 編.

相模原 : 北里大学教職課程センター, 2016-

Z72-L738

フィルカル : philosophy & culture : 分析哲学と文化を 東京 : ミュー, 2016つなぐ.

Z72-L742

教育と人格 : 研究紀要 / 北海道人格教育協議会 編. 札幌 : 北海道人格教育協議会, 2016-

Z72-L760

神奈川大学史紀要 / 神奈川大学百年史編纂委員会 横浜 : 神奈川大学, 2016専門委員会, 神奈川大学資料編纂室 編.

Z72-L764

声楽発声研究 = Journal of research in singing and
voice.

東京 : 日本声楽発声学会, 2010-

Z72-L776

神大古文書研究 : 神奈川大学日本常民文化研究所
による古文書購読講座研究誌.

横浜 : 神奈川大学, 2014-

Z72-L787

国際取引法学会 = The Japanese Association of
International Business Law / 国際取引法学会 編.

[東京] : 国際取引法学会, 2016-

福祉のまちづくり研究講演集.

[坂町 (広島県)] : 日本福祉のまちづくり学会中国四国
支部, [2016]-

Z72-L789

川崎大師教学研究所紀要 = Journal of Kawasaki
Daishi Institute for Buddhist Studies.

川崎 : 川崎大師教学研究所, 2016-

Z72-L794

昭和女子大学現代教育研究所紀要 = Report / 昭和 東京 : 昭和女子大学現代教育研究所, 2016女子大学現代教育研究所 編.

Z72-L805

三重県総合博物館研究紀要 = Mie Prefectural
Museum research bulletin / 三重県総合博物館 編.

津 : 三重県総合博物館, 2015-

Z72-L812

ライフスタイルデザイン研究誌 = Journal of lifestyle
design research.

岡崎 : 愛知学泉大学・愛知学泉短期大学ライフスタイ
ルデザイン総合研究所, 2016-

Z72-L813

Atomi観光コミュニティ学部紀要 = Atomi tourism and
community studies.

新座 : 跡見学園女子大学, 2016-

Z72-L814

国際言語文化学会日本学研究 = Japanology / 京都 京都 : 京都外国語大学国際言語文化学会事務局,
外国語大学日本語・日本語教育研究会, 京都外国語 2016大学カルチュラルスタディーズ研究会 編.

Z72-L823

研究論集 / 淑徳大学人文学部紀要委員会 編.

Z72-L825

追手門学院大学地域創造学部紀要 = Bulletin of the 茨木 : 追手門学院大学地域創造学部, 2016Faculty of Regional Development Studies, Otemon
Gakuin University.

Z72-L788

東京 : 淑徳大学人文学部紀要委員会, 2016-
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Z72-L826

日本古写経研究所研究紀要 = Journal of the
Research Institute for Old Japanese Manuscripts of
Buddhist Scriptures.

Z72-L837

フェリス女学院大学キリスト教研究所紀要 = The
横浜 : フェリス女学院大学, 2016bulletin of the Institute for the Study of Christianity /
フェリス女学院大学キリスト教研究所 編.

Z72-L844

帝塚山大学現代生活学部子育て支援センター紀要 = 奈良 : 帝塚山大学現代生活学部子育て支援センター,
Journal of Child-Raising Support Center, Faculty of 2016Contemporary Human Life Science, Tezukayama
University / 帝塚山大学現代生活学部子育て支援セ
ンター運営委員会 編.

Z72-L845

言語研究 = Research in language.

東京 : 国際仏教学大学院大学附置日本古写経研究
所, 2016-

新潟 : 新潟大学大学院現代社会文化研究科「言語研
究」プロジェクト, 2016-

Z72-L846

就実大学大学院教育学研究科紀要 = Bulletin of the 岡山 : 就実大学大学院教育学研究科, 2016Graduate School of Education, Shujitsu University.

Z72-L850

東アジア教育研究 = 東亜教育研究 = ???????? = The 東京 : 東アジア教育研究所, 2016journal of East Asian educational research / 『東アジ
ア教育研究』編集委員会 編.

Z72-L851

ひょうご歴史研究室紀要 = Bulletin of the Historical 姫路 : 兵庫県立歴史博物館ひょうご歴史研究室,
Institute of Hyogo Prefecture / 兵庫県立歴史博物館 2016ひょうご歴史研究室 編.

Z72-L853

国際教養大学アジア地域研究連携機構研究紀要 = [秋田] : 国際教養大学アジア地域研究連携機構,
Journal of the Institute for Asian Studies and Regional 2015Collaboration, Akita International University / 国際教
養大学アジア地域研究連携機構 編.

Z72-L855

順天堂グローバル教養論集 = Juntendo journal of
global studies : 順天堂大学国際教養学部紀要.

東京 : 順天堂大学国際教養学部, 2016-

Z72-L862

森下財団紀要 = Journal of Morisita Memorial
Research.

京都 : 京都大学名誉教授森下正明研究記念財団,
2016-

Z72-L863

聖和短期大学紀要 = Seiwa bulletin / 聖和短期大学 西宮 : 聖和短期大学保育学会, 2016紀要編集委員会 編.
佛教大学総合研究所共同研究成果報告論文集 =
Supplement to the bulletin of the Research Institute
of Bukkyo University.

京都 : 佛教大学総合研究所, 2015-

Z72-L864

Z72-L869

流通科学大学高等教育推進センター紀要 = Journal
of the Center for Promotion of Higher Education.

神戸 : 流通科学大学高等教育推進センター, 2016-

福岡女たちの戦後 = Fukuoka women's history.

福岡 : 戦後の女性記録継承プロジェクト ; [福岡] : 福
岡女性史研究会, 2016-

Z72-L910

Hanada

東京 : 飛鳥新社, 2016-

Z72-L923

イギリス理想主義研究年報 = The bulletin of the
東大阪 : イギリス理想主義研究会, [2005]Japanese Society for British Idealism / イギリス理想
主義研究会 編.

Z72-L924

文化財建造物研究 = Journal of the Society for
Research and Conservation of Architectural
Monuments, Japan : 保存と修理.

Z72-L908

東京 : 文化財建造物保存修理研究会, 2016-
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Z72-L968

北翔大学教育文化学部研究紀要 = Bulletin of
Hokusyo University School of Education and Culture
Department / 北翔大学 編.

江別 : 北翔大学, 2016-

Z72-L970

四国遍路と世界の巡礼 = The shikoku henro and
松山 : 愛媛大学法文学部附属四国遍路・世界の巡礼
pilgrimages of the world / 愛媛大学法文学部附属四 研究センター, 2016国遍路・世界の巡礼研究センター 編.
学習システム研究.

[東広島] : [広島大学] 学習システム促進研究セン
ター, 2015-

Z72-L984

共通教育研究紀要.

神戸 : 神戸学院大学共通教育センター, 2016-

Z72-L986

常葉初等教育研究 = Journal of studies on
elementary education, Tokoha University.

静岡 : 常葉大学教育学部初等教育課程, 2016-

Artes mundi = アルテス・ムンディ.

日進 : 名古屋外国語大学ワールドリベラルアーツセン
ター, 2016-

Z72-M3

神戸学院大学グローバル・コミュニケーション学会紀
要 = Journal of global communication studies.

神戸 : 神戸学院大学グローバル・コミュニケーション
学会, 2016-

Z72-M604

車椅子シーティング研究 = The Japanese journal of
wheelchair seating

東京 : 日本シーティング・コンサルタント協会, 2016-

Z72-M716

嗜好品文化研究 : 研究誌

京都 : 嗜好品文化研究会, 2016-

Z72-M750

新社会学研究 : Japan sociologist

東京 : 新曜社, 2016-

Z72-M8

福井大学初等教育研究 / 福井大学教育地域科学部 福井 : 福井大学教育地域科学部, 2016学校教育課程委員会, 福井大学初等教育研究編集委
員会 編.

Z72-M809

教職課程センター紀要 = Journal of Center for
Teacher Development and Educational Research,
Daito Bunka University

Z74-B158

鳥取県中小家畜試験場研究報告 = Bulletin of Tottori 南部町 (鳥取県) : 鳥取県中小家畜試験場, 2015Swine & Poultry Experiment Station.

Z74-E140

福井医療科学雑誌 / [新田塚医療福祉センター] 編.

Z74-G734

追手門学院大学心の相談室紀要 = Bulletin of Office 茨木 : 追手門学院大学地域支援心理研究センター附
for Psychological Services, the Psychological
属心の相談室, 2015Research Center for Community Support, Otemon
Gakuin University.

Z74-J844

高知県小児科医会報.

高知 : 高知県小児科医会, [1994]-

Z74-J845

商標懇 / 特許庁商標懇談会編集委員会 編.

東京 : 特許庁商標懇談会, [1984]-

Z74-J857

臨床ユング心理学研究 : Japanese journal of Jungian 京都 : 日本ユング心理学会, 2015psychology : practice and clinical issues / 日本ユング
心理学会編集委員会 編.

Z74-J858

日本包括歯科臨床学会誌 = The journal of
comprehensive clinical dentistry.

東京 : 日本包括歯科臨床学会, 2016-

Z74-J880

Schizophrenia care.

東京 : 先端医学社, 2016-

Z72-L977

Z72-M11

Z74-J885

東京 : 大東文化大学教職課程センター事務室, 2016-

福井 : 新田塚学園福井医療短期大学, 2015-

筑波大学理療科教員養成施設紀要 : 教育, 研究, 臨 [東京] : 筑波大学理療科教員養成施設, 2015床 / 筑波大学理療科教員養成施設紀要編集委員会
編.
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Z74-J890

フードジャーナル = Food journal : the magazine of
food culture : 21世紀の食文化をクリエイトする.

京都 : フードジャーナル社, 2003-

Z74-J893

京都府作業療法士会学術誌 : Kyoto occupational
therapy research.

[京都] : 京都府作業療法士会, [2015]-

Z74-J900

VOSS : voice of somatics & somatic psychology.

東京 : 日本ソマティック心理学協会, [2015]-

Z74-J901

上智大学総合人間科学部看護学科紀要 = Journal of 東京 : 上智大学総合人間科学部看護学科, 2016Department of Nursing, Faculty of Human Sciences,
Sophia University / 上智大学総合人間科学部看護学
科紀要委員会 編.
岐阜聖徳学園大学看護学研究誌 = Journal of
nursing research, Gifu Shotoku Gakuen University /
岐阜聖徳学園大学看護学部看護学科 編.

岐阜 : 岐阜聖徳学園大学, 2016-

Z74-J911

決断科学.

福岡 : 九州大学持続可能な社会のための決断科学
センター, 2016-

山形県立米沢栄養大学紀要 = Bulletin of Yamagata
Prefectural Yonezawa University of Nutrition
Sciences.
日経クラウドファースト = Nikkei cloud first : AWS・
Azure導入の先端技術情報 / 日経コンピュータ編集
編.
和歌山母性衛生学会誌 = Journal of Wakayama
Society of Maternal Health / 和歌山県母性衛生学会
編.
やまとぐさ : 高知県立牧野植物園研究報告 =
Theligonum japonicum : annals of the Makino
Botanical Garden, Kochi / 高知県立牧野植物園 [編].

米沢 : 山形県立米沢栄養大学, 2015-

Z74-J922
Z74-J927
Z74-J928
Z74-J929

Z74-J937

Z74-J938
Z74-J947

東京 : 日経BP社, 2016和歌山 : 和歌山県母性衛生学会, 2016高知 : 高知県牧野記念財団, 2016-

武庫川女子大学看護学ジャーナル = Nursing journal 西宮 : 武庫川女子大学看護学部, 2016of Mukogawa Women's University / 武庫川女子大学
看護学部, 武庫川女子大学大学院看護学研究科
[編].
日本卵子学会誌 = Journal of ova research.
東京 : 日本卵子学会, 2016-

Z74-J949

脳血管内治療 : official journal of the Japanese
Society for Neuroendovascular Therapy / 日本脳神
経血管内治療学会 編.

Z74-J951

武蔵野大学数理工学センター紀要 = The bulletin of 東京 : 武蔵野大学数理工学センター, 2016Musashino University Musashino Center of
Mathematical Engineering / 武蔵野大学数理工学セン
ター紀要編集委員会 編.

YH2471541
YH2471544
YH2471605

東京 : 日本脳神経血管内治療学会, 2016-

佐賀県衛生薬業センター所報 [電子資料] = Annual 佐賀 : 佐賀県衛生薬業センター, [20--]report of Saga Prefectural Institute of Public Health
and Pharmaceutical Research / 佐賀県衛生薬業セン
ター 編.
筑波大学理療科教員養成施設紀要 [電子資料] : 教 [東京] : 筑波大学理療科教員養成施設, 2015育, 研究, 臨床 / 筑波大学理療科教員養成施設紀要
編集委員会 編.
社会地質学会誌

社会地質学会 2016-

