雑誌記事索引 新規採録雑誌一覧（平成29年5月公開分）
請求記号

タイトル

出版者等

Z7-3184

幼児教育じほう.

東京 : 全国国公立幼稚園・こども園長会事務局「時報
部」, 2015-

Z18-1493

北海道の農業機械と食料生産 = Journal of Hokkaido 札幌 : 農業食料工学会北海道支部, 2014Branch of the Japanese Society of Agricultural
Machinery and Food Engineers : 農業食料工学会北海
道支部会報.

Z19-2956

日本新生児成育医学会雑誌 = Journal of Japan
Society for Neonatal Health and Development.

大阪 : 日本新生児成育医学会, 2015-

Z19-91

兵庫県外科医会会誌 = Journal of Hyogo Surgical
Association.

神戸 : 兵庫県外科医会, 2014-

Z19-B502

秋田県臨床細胞学会誌 = The journal of Akita Clinical 秋田 : 秋田県臨床細胞学会, 2015Cytology Society.

Z19-B879

若手研究者のための健康科学研究助成成果報告書 東京 : 明治安田厚生事業団, 2015= Research-aid report.

Z43-230

電気学会研究会資料. HV = The papers of technical
meeting on high voltage engineering, IEE Japan /

東京 : 電気学会, [19--]-

Z43-232

電気学会研究会資料. IM = The papers of technical
meeting on instrumentation and measurement, IEE
Japan /

東京 : 電気学会, [19--]-

Z61-J909

The Center for ELF journal.

[町田] : [The Center for English as Lingua Franca,
Tamagawa University], [2015]-

Z62-B32

Steinbeck studies.

Sapporo : The John Steinbeck Society of Japan,
[1996]-

Z62-B43

Japanese journal of European studies.

Tokyo : Organization for European Studies, Waseda
University, [2013]-

Z63-D541

Glycative stress research : official journal.

Kyotanabe : Society for Glycation Stress Research,
Glycation Stress Research Center, Doshisha
University, [2014]-

Z71-P704

ダイヤモンド・ドラッグストア = Diamond drug store.

東京 : ダイヤモンド・フリードマン社 ; [2015]-

Z72-H362

複言語・多言語教育研究 = Journal of plurilingual and 川崎 : 日本外国語教育推進機構, 2013multilingual education.

Z72-H468

秋田公立美術大学研究紀要 / 秋田公立美術大学附 秋田 : 秋田公立美術大学, 2014属図書館運営委員会紀要編集部会 編.

Z72-H486

日本の人事部leaders / 『日本の人事部』編集部 企画 東京 : アイ・キュー, 2013編集.

Z72-H489

ビジネス・ブレークスルー大学レビュー / ビジネス・ブ 東京 : ビジネス・ブレークスルー大学, 2014レークスルー大学大学業務部・紀要委員会 編.

Z72-H607

途上国商品輸入ビジネス支援セミナー.

東京 : 貿易・産業協力振興財団 ; [19--]-

Z72-K101

日本女子大学教職教育開発センター年報 / 日本女
子大学教職教育開発センター 編.

東京 : 日本女子大学教職教育開発センター, 2015-

Z72-K111

Shakespeare journal / 日本シェイクスピア協会 編.

東京 : 日本シェイクスピア協会, 2015-

Z72-K112

多文化社会研究 = Journal of global humanities and
social sciences, Nagasaki University.

長崎 : 長崎大学多文化社会学部, 2015-
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Z72-K113

広島都市学園大学子ども教育学部紀要 = Bulletin of 広島 : 広島都市学園大学, 2014Hiroshima Cosmopolitan University Faculty of
Childhood Education / 『広島都市学園大学子ども教
育学部紀要』編集委員会 編.

Z72-K114

家庭の法と裁判 = Family court journal / 家庭の法と 東京 : 日本加除出版, [2015]裁判研究会 編.

Z72-K116

国際言語文化 = International language and culture : 京都 : 国際言語文化学会事務局, 2015国際言語文化学会学会誌 / 国際言語文化学会事務
局 編.
愛知大学中国交換研究員論叢 = Journal of Chinese 名古屋 : 愛知大学国際交流センター, [1994]exchange scholars at Aichi University.

Z72-K138
Z72-K139

広島文教女子大学高等教育研究 = Hiroshima Bunkyo 広島 : 広島文教女子大学高等教育研究センター,
Women's University journal of higher education / 広島 2015文教女子大学高等教育研究センター 編.

Z72-K148

地域協働研究 = Studies of regional collaboration / 岡 岡崎 : 岡崎女子大学・岡崎女子短期大学地域協働推
崎女子大学・岡崎女子短期大学地域協働推進セン
進センター, 2015ター 編.
スポーツサイエンス = Sports science / スポーツサイ 神戸 : スポーツサイエンスフォーラム, 2006エンスフォーラム 編.

Z72-K157
Z72-K158
Z72-K175

町田 : 玉川大学教育学部全人教育研究センター,
2015立正大学図書館司書課程年報 = Annual report of the 東京 : 立正大学文学部図書館司書課程, 2015Librarian Course, Rissho University / 立正大学文学
部図書館司書課程 編.

Z72-K189

表現学 / 大正大学表現学部表現文化学科 編.

東京 : 大正大学表現学部表現文化学科, 2015-

Z72-K190

高等教育と国際化 : 山梨大学教育国際化推進機構
紀要年報 / 山梨大学教育国際化推進機構 編.

甲府 : 山梨大学教育国際化推進機構, 2015-

Z72-K191

Fukuoka Jo Gakuin University bulletin. Faculty of
福岡 : 福岡女学院大学国際キャリア学部, 2015International Career Development = 福岡女学院大学
紀要. 国際キャリア学部編 / 福岡女学院大学国際
キャリア学部 編.

Z72-K192

愛知高齢者福祉研究会誌 / 愛知高齢者福祉研究会 [名古屋] : [愛知高齢者福祉研究会], 2015編集委員会 編.

Z72-K193

GIS journal : the Hosei journal of Global and
Interdisciplinary Studies / Department of Global and
Interdisciplinary Studies, Hosei University [編].

Z72-K194

帯広大谷短期大学地域連携推進センター紀要 / 帯 音更町 (北海道) : 帯広大谷短期大学, 2014広大谷短期大学地域連携推進センター紀要委員会
編.
應用語文學報 = Journal of applied languages = 語文 臺中 : 國立臺中科技大學, 2014応用学報 / 國立臺中科技大學語文學院 編.

Z72-K196
Z72-K232

玉川大学教育学部全人教育研究センター年報.

Tokyo : Department of Global and Interdisciplinary
Studies, Hosei University, [2015]-

女性と文化 : 下田歌子研究所年報 = Women and
culture : the annual bulletin of the Shimoda Utako
Institute.
笹川スポーツ研究助成研究成果報告書 = Sasakawa
sports research grants.

日野 : 実践女子学園下田歌子研究所, 2015-

Z72-K281

Strategy & foresight.

東京 : [プライスウォーターハウスクーパース・ストラテ
ジー], 2014-

Z72-K291

音楽教育メディア研究 = Music education media.

佐倉 : 日本音楽教育メディア学会, 2015-

Z72-K252

東京 : 笹川スポーツ財団, 2015-
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Z72-K293

大学教育論叢 = Studies in higher education : bulletin 福山 : 福山大学大学教育センター, 2015of University Education Center, Fukuyama University.

Z72-K298
Z72-K310

岡山大学国語研究 / 岡山大学教育学部国語研究室 [岡山] : 岡山大学教育学部国語研究室, 1987編.
高田短期大学介護・福祉研究.
津 : 高田短期大学介護福祉研究センター, 2015-

Z72-K313

キャリア研究センター紀要・年報.

津 : 高田短期大学キャリア研究センター, 2015-

Z72-K356

Teacher education research : journal of the Center
for Teacher Education Research, Tamagawa
University.
実践女子大学CLEIPジャーナル = Jissen Women's
University CLEIP journal.

Machida : Center for Teacher Education Research,
Tamagawa University, [2015]-

Z72-K376

教育ブレティン = Educational bulletin.

[北九州] : 九州工業大学, [2005]-

Z72-K379

学際. [第三次] = Interdisciplinary.

東京 : 統計研究会, 2015-

Z72-K382

MUI network report.

東京 : マーケティング総合研究所, [199-]-

Z72-K430

View21. 教育委員会版 = ビュー21 : 明日の学校をとも 東京 : ベネッセコーポレーションベネッセ教育総合研
に考えるベネッセの教育情報誌.
究所, 2015-

Z72-K438

岐阜県文化財保護センター研究紀要 / 岐阜県文化
財保護センター 編.

Z72-K477

大和大学研究紀要 = Journal of Yamato University / 吹田 : 大和大学, 2015大和大学研究紀要編集委員会 編.

Z74-B863

放射化学 / 日本放射化学会編集委員会 編.

熊取町 (大阪府) : 日本放射化学会, 2013-

Z74-F416

Nature reviews. Rheumatology.

[Tokyo] : Nature Publishing Group, [2009]-

Z74-F819

Shinken housing plus one = 新建ハウジングプラスワ 東京 : 新建新聞社, [2015]ン.
札幌保健医療大学紀要 = Journal of the Sapporo
札幌 : 札幌保健医療大学, 2014University of Health Sciences / 札幌保健医療大学
編.
Chemical biology = ケミカルバイオロジー / 日本ケミカ [東京] : 日本ケミカルバイオロジー学会, [2008]ルバイオロジー学会 編.

Z72-K366

Z74-J162
Z74-J188

東京 : 実践女子大学言語文化教育研究センター,
2015-

岐阜 : 岐阜県文化財保護センター, [2015]-

Z74-J553

Allergy : European journal of allergy and clinical
東京 : ワイリー・パブリッシング・ジャパン, c2015immunology : official journal of the European Academy
of Allergy and Clinical Immunology : highlights from the
official journal of the European Academy of Allergy
and Clinical Immunology.

Z74-J560

日本看護学会論文集. 在宅看護 / 日本看護学会, 日 清瀬 : 日本看護学会 ; 2015本看護協会看護研修学校教育研究部学会企画課 編.

Z74-J567

産業応用工学会論文誌 = The Japanese journal of
the Institute of Industrial Applications Engineers.

Z74-J568

京都府立医科大学附属北部医療センター誌 =
[与謝野町 (京都府)] : 京都府立医科大学附属北部医
Journal of North Medical Center Kyoto Prefectural
療センター, 2015University of Medicine / 京都府立医科大学附属北部
医療センター編集委員会 編.

Z74-J569

日本在宅栄養管理学会誌 = Journal of the Japan
Home Nutrition Management Society.

[北九州] : 産業応用工学会, c2013-

東京 : 日本在宅栄養管理学会, 2015-
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日本看護学会論文集. 急性期看護 / 日本看護学会, 清瀬 : 日本看護学会 ; 2015日本看護協会看護研修学校教育研究部学会企画課
編.
Loco cure = ロコキュア : 運動器領域の医学情報誌 / 東京 : 先端医学社, 2015「Loco cure」編集委員会 編.
精神科臨床legato / 「精神科臨床legato」編集委員会 大阪 : メディカルレビュー社, 2015編.
岐阜県小児科医会報.
岐阜 : 岐阜県小児科医会, 1985-

Z74-J590

Pulmonary hypertension update = パルモナリー ハイ 大阪 : メディカルレビュー社, 2015パーテンション アップデート.

Z74-J596

西九州大学健康栄養学部紀要 = Journal of health
神埼 : 西九州大学, 2015and nutrition science in Nishikyusyu University / 西九
州大学健康栄養学部紀要委員会 [編].

Z74-J605

佐賀救急医学会雑誌 = The journal of Saga
emergency medicine.

佐賀 : 佐賀救急医学会, 2015-

Z74-J606

日本医療大学紀要 = Bulletin of Japan Health Care
College / 日本医療大学(図書・学術振興委員会) 編.

札幌 : 日本医療大学, 2015-

Z74-J615

東京医科大学病院聴覚・人工内耳センター年報.

東京 : 東京医科大学病院聴覚・人工内耳センター,
2009-

Z74-J622

祈りと救いの臨床 = Clinical journal of spirituality and 東京 : 日本評論社, 2015mental health : 日本「祈りと救いとこころ」学会誌 / 日
本「祈りと救いとこころ」学会 編.

Z74-J625

先端医療と健康美容 = Advanced medicine for health 東京 : 日本先端医療医学会, 2015and beauty.

Z74-J630

Nikkei robotics.

東京 : 日経BP社, 2015-

Z74-J637

農業農村工学会資源循環研究部会論文集.

東京 : 農業農村工学会資源循環研究部会事務局,
[20--]-

YH2471475

九州国語教育学会紀要 [電子資料] / 九州国語教育
宗像 : 九州国語教育学会, 2015学会紀要編集委員会 編.

YH2471491

比治山大学・比治山大学短期大学部教職課程研究
[電子資料] = Review of the research on teachers
training.

YH2471493

総合文化学論輯 [電子資料] = Journal of
comprehensive cultural studies / 総合文化学研究所 [福岡] : 総合文化学会, [2014][編].

YH2471495

日本整形外科超音波学会会誌 [電子資料] = The
journal of the Japanese Society of Orthopedic
Ultrasonics.

YH267-218

日本設計工学会東海支部研究発表講演会講演論文
[名古屋] : 日本設計工学会東海支部, 2015集 [電子資料].

広島 : 比治山大学・比治山大学短期大学部, [2015]-

東京 : 日本整形外科超音波学会事務局, 2015-

