雑誌記事索引 新規採録雑誌一覧（平成29年7月公開分）
請求記号

タイトル

出版者等

Z4-323

FCC review = ファーストコールカンパニー・レビュー.

大阪 : タナベ経営戦略総合研究所, 2015-

Z8-2728

日本史学集録 / 筑波大学日本史談話会 編.

筑波大学日本史談話会, 1985-

Z19-2916

日本排尿機能学会誌.

[松本] : [日本排尿機能学会], [2002]-

Z43-233

電気学会研究会資料. LAV /

東京 : 電気学会, [19--]-

Z43-2257

電気学会研究会資料. ECT = The papers of technical 東京 : 電気学会, [19--]meeting on electronic circuits, IEE Japan

Z61-J930

JSEE Annual Conference International Session
Tokyo : Japanese Society for Engineering Education,
proceedings : international cooperation in engineering [2006]education.

Z71-K276

アダプテッド・スポーツ科学 = Japanese journal of
adapted sport science.

熊取町 (大阪府) : 日本アダプテッド体育・スポーツ学
会, 2015-

Z71-M937

OBA MJ = 月刊大阪弁護士会.

大阪 : 大阪弁護士会, 2013-

Z71-S408

InfoCom T&S world trend report : 世界の情報通信
東京 : 情報通信総合研究所, [2015]サービスの情報誌 / 情報通信総合研究所ICT創造研
究部 編.

Z72-B612

病院羅針盤.

Z72-F461

沖縄県立博物館・美術館美術館紀要 = Bulletin of the 那覇 : 沖縄県立博物館・美術館, 2015art museum, Okinawa Prefectural Museum & Art
Museum / 沖縄県立博物館・美術館 編.

Z72-H710

岐阜女子大学食文化研究 = Food culture research / 岐阜 : 岐阜女子大学, 2014「食文化研究」編集委員会 編.

Z72-H714

近世京都 / 近世京都学会機関誌編集委員会 編.

京都 : 近世京都学会, 2014-

Z72-H736

日本スポーツ栄養研究誌 = Japanese journal of
sports nutrition.

東京 : 日本スポーツ栄養研究会, 2008-

Z72-H898

Z72-K39

同志社図書館情報学 = Doshisha journal of library
京都 : 同志社大学図書館司書課程, [19--]and information science / 同志社大学図書館司書課
程 編.
日本トイレ研究所アニュアルレポート.
東京 : 日本トイレ研究所, [19--]-

Z72-K489

防衛取得研究論文集.

[東京] : 防衛基盤整備協会, [20--]-

Z72-K501

新潟国際情報大学国際学部紀要 = NUIS journal of
intenational studies / 紀要編集委員会 編.

新潟 : 新潟国際情報大学国際学部, 2015-

Z72-K518

巡礼遍路研究.

高野町 (和歌山県) : 巡礼遍路研究会, 2015-

Z72-K528

アジア文化研究 / アジア文化研究学会 編.

東京 : 振学出版, 2015-

Z72-K529

日本薬科大学教育紀要 = The annual report of Nihon [伊奈町 (埼玉県)] : 日本薬科大学, 2015Pharmaceutical University.

Z72-K540

日英教育誌 : forum : narratives, paradigms, criticisms, 府中 (東京都) : 日英教育研究会, [2015]trans-national journal of education and culture.

東京 : 産労総合研究所, 2015-
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Z72-K541

高崎商科大学コミュニティ・パートナーシップ・センター 高崎 : 高崎商科大学コミュニティ・パートナーシップ・セ
紀要 = Journal of community studies, Center for
ンター, 2015Community Partnerships, Takasaki University of
Commerce / 高崎商科大学コミュニティ・パートナー
シップ・センター紀要編集委員会 編.

Z72-K582

言語の研究 = Inquires into Japanese language /
八王子 : 首都大学東京言語研究会, 2015Tokyo Metropolitan University Gengo Kenkyukai [編].

Z72-K619

I'nexus.

Z72-K630

やまがた精神保健福祉 / 山形県精神保健福祉協会 [山形] : 山形県精神保健福祉協会, [19--]編.
法政大学教職課程年報.
東京 : 法政大学キャリアデザイン学部 ; 2012-

Z72-K664

[朝霞] : 異文化情報ネクサス研究会, [2005]-

Z72-K685

日本宋代文學學會報 = Bulletin of the Japanese
Society of Song Period Chinese Literature / 日本宋
代文學學會 編.

豐中 : 日本宋代文學學會, 2015-

Z72-K687

中小企業会計研究 = Journal of accounting research 神戸 : 中小企業会計学会, 2015for small- and medium-sized entities (SMEs) / 中小
企業会計学会 編.

Z72-K752

認知言語学研究 = Journal of cognitive linguistics :
the journal of the Japanese Cognitive Linguistics
Association / 日本認知言語学会 編.

東京 : 開拓社, 2015-

Z72-K775

法然思想 = Hōnen's thought.

東京 : 草愚舎 ; 2015-

Z72-K779

言語文化研究科紀要 = Bulletin of the Bunkyo
越谷 : 文教大学大学院言語文化研究科, 2015University Graduate School of Language and Culture
/ 文教大学大学院言語文化研究科 編.

Z72-K797

武蔵野法学 : journal of law and political science / 武 東京 : 武蔵野大学法学会, 2014蔵野大学法学会 編.

Z72-K836

中日文化研究.

Z72-K860

三菱一号館美術館研究紀要 / 三菱一号館美術館 編 東京 : 三菱一号館美術館, 2015= Bulletin of Mitsubishi Ichigokan Museum, Tokyo /
Mitsubishi Ichigokan Museum, Tokyo.

Z72-K868

中日文化研究所論文集.

Z72-K926

古事記学 : 國學院大學21世紀研究教育計画委員会 東京 : 國學院大學研究開発推進機構研究開発推進
研究事業成果報告論集 / 國學院大學研究開発推進 センター, 2015機構研究開発推進センター 編.

Z72-K934

追手門学院一貫連携教育研究所紀要 = Bulletin of
Research Center for Integrated Education System.

大阪 : 追手門学院一貫連携教育研究所, 2015-

Z72-K937

Today.

東京 : リスクマネジメント協会, [1997]-

Z72-K980

Eunarasia Q = ゆーろ・ならじあ・きゅー / 奈良県立大 [奈良] : 奈良県立大学ユーラシア研究センター事務
学ユーラシア研究センター事務局 編.
局, 2015-

Z72-L16

福祉社会開発研究 = Annual report of researches on 東京 : 東洋大学福祉社会開発研究センター, [2008]development of welfare society / 東洋大学福祉社会
開発研究センター 編.

三鷹 : 中日文化研究所, 2013-

三鷹 : 中日文化研究所, 2013-
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Z72-L790

東国真宗.

Z74-J215

繊維状物質研究 = Fibrous material research : 繊維状 東京 : 日本繊維状物質研究協会, 2014物質の安全衛生専門誌.

Z74-J229

ヨーガ療法研究 = The Japanese journal of yoga
therapy / 日本ヨーガ療法学会 編.

米子 : 日本ヨーガ療法学会, 2003-

Z74-J282

オペナース.

東京 : 医学出版, 2014-

Z74-J641

日本めまい平衡医学会医師講習会.

毛呂山町 (埼玉県) : 日本めまい平衡医学会医師講
習会, [19--]-

Z74-J644

吉備国際大学心理・発達総合研究センター紀要 =
高梁 : 吉備国際大学心理・発達総合研究センター,
Journal of Kibi International University, Research
2015Center for Psychology and Human Development / 吉
備国際大学心理・発達総合研究センター 編.

Z74-J650

国士舘防災・救急救助総合研究 = Journal of disaster 多摩 : 国士舘大学防災・救急救助総合研究所, 2015management and emergency medical system,
Kokushikan University / 国士舘大学防災・救急救助
総合研究所 編.

Z74-J660

睡眠口腔医学 = Journal of oral and sleep medicine.

東京 : 日本睡眠歯科学会, 2014-

Z74-J664

理学療法さが.

佐賀 : 佐賀県理学療法士会, 2015-

Z74-J694

京都看護 = Kyoto nursing journal : 京都看護大学紀 京都 : 京都看護大学看護学部, 2015要.
福井県臨床検査技師会誌 = The journal of the Fukui [福井] : 福井県臨床検査技師会, 2015Association of Medical Technologists.

Z74-J704

茅ヶ崎 : 東国真宗研究所, [2015]-

Z74-J705

電子免疫治療研究会 = Research Society of Electron 坂出 : 電子免疫治療研究会, 2015Immunotherapy : 電子免疫治療研究会雑誌.

Z74-J721

日本脳ドック学会報 = The Japan Brain Dock Society 札幌 : 日本脳ドック学会, 2015report.

Z78-A902

Journal of information and communication engineering Applied Science and Computer Science Publications

YH2471500

信頼性・保全性シンポジウム [電子資料] = The
Symposium on Reliability and Maintainability.

[東京] : [日本科学技術連盟], [2013]-

