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Z4-549 美容の経営プラン : 「 強の美容室」をつくる経営誌. 東京 : 女性モード社, 2021-

Z7-B556 研究紀要 / 千葉市教育センター [編]. 千葉 : 千葉市教育センター, 1993-

Z7-B608 東海北陸教師教育研究 = Tokai Hokuriku journal of
teacher education / 「東海北陸教師教育研究」編集
委員会 編.

名古屋 : 東海・北陸地区私立大学教職課程研究連絡
懇談会, 2014-

Z8-299 堺研究 = The journal of Sakai studies / 堺市立中央
図書館 編.

堺 : 堺市立中央図書館, 1966-

Z8-530 地域史研究 : 尼崎市立歴史博物館紀要 = Bulletin of
the Amagasaki City Museum of History / 尼崎市立歴
史博物館あまがさきアーカイブズ 編.

尼崎 : 尼崎市立歴史博物館, 1971-

Z8-678 藤沢市史研究 / (続) 藤沢市史編さん委員会 編. 藤沢 : 藤沢市文書館, 1970-

Z8-780 郷土研究 / 佐世保市郷土研究所 編. 佐世保 : 佐世保市立図書館, 1971-

Z8-819 成田市史研究 / 成田市立図書館 編. 成田 : 成田市教育委員会, 1972-

Z8-1042 地域研究いたみ / 伊丹市立博物館 編. 伊丹 : 伊丹市立博物館, 1974-

Z8-1209 大和市史研究 / 大和市文化スポーツ部文化振興課
編.

大和 : 大和市文化スポーツ部, 1975-

Z8-1276 安城歴史研究 / 安城市歴史博物館 編. 安城 : 安城市教育委員会, 1975-

Z8-1339 沼津市博物館紀要 / 沼津市歴史民俗資料館, 沼津
市明治史料館 編.

[沼津] : 沼津市歴史民俗資料館[ほか], 1986-

Z8-1608 知床博物館研究報告. 斜里町 (北海道) : 斜里町立知床博物館.

Z8-1684 うと学研究. 宇土 : 宇土市教育委員会, 2010-

Z8-1923 岡山市立オリエント美術館研究紀要. 岡山 : 岡山市立オリエント美術館.

Z8-2209 流山市史研究 / 流山市立博物館 編. [流山] : 流山市教育委員会, 1983-

Z8-2243 佐倉市史研究 / 佐倉市総務部行政管理課 編. 佐倉 : 佐倉市, 1983-

Z8-2290 たからづか : 市史研究紀要たからづか / 宝塚市立中
央図書館市史資料担当 編.

宝塚 : 宝塚市教育委員会, 1984-

Z8-2337 京都市歴史資料館紀要. 京都 : 京都市歴史資料館, 1984-

Z8-2343 砺波散村地域研究所研究紀要 / 砺波市立砺波散村
地域研究所 編.

砺波 : 砺波市立砺波散村地域研究所, 1984-

Z8-2461 八戸市博物館研究紀要 / 八戸市博物館 編. 八戸 : 八戸市博物館, 1985-

Z8-2518 貝塚博物館紀要 / 千葉市立加曽利貝塚博物館 編. 千葉 : 千葉市立加曽利貝塚博物館, 1966-

Z8-2547 生活と文化 : 研究紀要 / 豊島区立郷土資料館 編. 東京 : 豊島区, 1985-

Z8-2597 研究紀要 / 戸田市立郷土博物館 [編]. 戸田 : 戸田市立郷土博物館, 1986-

Z8-2673 和歌山市立博物館研究紀要 = Annual bulletin of
Wakayama City Museum / 和歌山市立博物館 編.

和歌山 : 和歌山市, 1986-

Z8-2779 岐阜市歴史博物館研究紀要 = Annual bulletin of Gifu
City Museum of History / 岐阜市歴史博物館 編.

岐阜 : 岐阜市歴史博物館, 1987-
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Z8-2783 桑名市博物館紀要 / 桑名市博物館 編. 桑名 : 桑名市博物館, 1987-

Z8-3003 寒川町史研究 / 寒川町史編集委員会 編. 寒川町 (神奈川県) : 寒川町, 1988-

Z8-3156 羽村市郷土博物館紀要 / 羽村市郷土博物館 編. 羽村 : 羽村市教育委員会, [1992]-

Z8-3160 品川歴史舘紀要 / 品川区立品川歴史館 編. 東京 : 品川区立品川歴史館, 1986-

Z8-3183 土浦市立博物館紀要 = Bulletin of the Tsuchiura City
Museum / 土浦市立博物館 編.

土浦 : 土浦市立博物館, 1989-

Z8-3213 八王子の歴史と文化 : 郷土資料館研究紀要・年報 /
八王子市郷土資料館 編.

八王子 : 八王子市教育委員会, 1989-

Z8-3363 江東区文化財研究紀要 / 江東区教育委員会地域振
興部文化観光課 編.

東京 : 江東区教育委員会地域振興部, 1990-

Z8-3375 野田市史研究 / 野田市史編さん委員会 編. 野田 : 野田市, 1990-

Z8-3380 和歌山市史研究 / 和歌山市立博物館 編. 和歌山 : 和歌山市, [19--]-

Z8-3435 野洲市歴史民俗博物館研究紀要 / 野洲市歴史民俗
博物館 編.

野洲 : 野洲市歴史民俗博物館, 2005-

Z8-3479 葦のみち : 三郷市史研究 / 三郷市, 三郷市教育委員
会 編.

三郷 : 三郷市 ; [三郷] : 三郷市教育委員会, 1989-

Z8-3519 大田区立郷土博物館紀要 / 大田区立郷土博物館
編.

東京 : 大田区立郷土博物館, 1991-

Z8-3542 松本市史研究 : 松本市文書館紀要 / 松本市文書館
編.

松本 : 松本市, 1991-

Z8-3555 シーボルト記念館鳴滝紀要 / シーボルト記念館 編. [長崎] : 長崎市, 1991-

Z8-3599 富山市考古資料館紀要. 富山 : 富山市考古資料館, 1982-

Z8-3696 地方史研究御殿場 / 御殿場市立図書館 編. [御殿場] : 御殿場市教育委員会, 2005-

Z8-3709 高知市立自由民権記念館紀要 / 高知市立自由民権
記念館 編.

高知 : 高知市立自由民権記念館, 1991-

Z8-3766 福岡市博物館研究紀要 = Bulletin of Fukuoka City
Museum / 福岡市博物館 編.

福岡 : 福岡市博物館, 1991-

Z8-3776 城郭研究室年報 / 姫路市立城郭研究室 編. 姫路 : 姫路市立城郭研究室, 1992-

Z8-3856 東村山市史研究 / 東村山ふるさと歴史館 編. 東村山 : 東村山ふるさと歴史館, 1992-

Z8-3865 小樽市総合博物館紀要 / 小樽市総合博物館 編. 小樽 : 小樽市総合博物館, 2008-

Z8-3876 紀要 / 敦賀市立博物館 [編]. 敦賀 : 敦賀市立博物館, 1986-

Z8-3902 斎宮歴史博物館研究紀要 / 斎宮歴史博物館 編. 明和町 (三重県) : 斎宮歴史博物館, 1992-

Z8-B148 市誌研究ながの / 長野市総務部庶務課 編. 長野 : 長野市, 1994-

Z8-B153 大津市歴史博物館研究紀要 / 大津市歴史博物館
編.

大津 : 大津市歴史博物館, 1993-

Z8-B300 松戸市立博物館紀要 / 松戸市立博物館 編. 松戸 : 松戸市立博物館, 1994-
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Z8-B402 多治見市文化財保護センター研究紀要. 多治見 : 多治見市教育委員会, 1995-

Z8-B41 長野市立博物館紀要. 人文系 / 長野市立博物館 編. 長野 : 長野市立博物館, 2012-

Z8-B53 袖ケ浦市史研究 / 袖ケ浦市郷土博物館 編. 袖ケ浦 : 袖ケ浦市郷土博物館, 1993-

Z8-B595 三浦一族研究 / 三浦一族研究会 編. 横須賀 : 横須賀市, 1997-

Z8-B77 福井市立郷土歴史博物館研究紀要 = Fukui Municipal
Local History Museum, bulletin / 福井市立郷土歴史
博物館 編.

福井 : 福井市立郷土歴史博物館, 1993-

Z14-1264 Nikkei design = 日経デザイン. 東京 : 日経BP, 1995-

Z14-1734 Western Japan NDIC news / 九州大学西部地区自然
災害資料センター [編].

福岡 : 九州大学西部地区自然災害資料センター,
1990-

Z14-1739 ARIC情報 / 農業農村整備情報総合センター 編. 東京 : 農業農村整備情報総合センター, 1994-

Z14-1796 長崎県工業技術センター研究報告 / 長崎県工業技
術センター [編].

大村 : 長崎県工業技術センター, [1989]-

Z14-1799 Probo : Advantest technical report / アドバンテスト
[編].

東京 : アドバンテスト, 1991-

Z14-1892 研究報告 / [福岡県工業技術センター] [編]. 筑紫野 : 福岡県工業技術センター, 1992-

Z14-2015 AAMT journal : Asia-Pacific Association for Machine
Translation journal.

東京 : アジア太平洋機械翻訳協会, 1992-

Z14-2020 年次報告 / 天野工業技術研究所 [編]. 浜松 : 天野工業技術研究所, [1978]-

Z14-B11 東海の科学史 / 日本科学史学会東海支部 編. 名古屋 : 日本科学史学会東海支部, 1991-

Z14-B223 ショットピーニング技術. 東京 : ショットピーニング技術協会, 1989-

Z14-B254 研究報告 / 大分県産業科学技術センター 編. [大分] : 大分県産業科学技術センター, 1995-

Z14-B256 工学院大学総合研究所年報 / 工学院大学総合研究
所 [編].

東京 : 工学院大学総合研究所, 1995-

Z14-B6 三島光産技報. 北九州 : 三島光産, 1979-

Z14-B76 日本パーカライジング技報 = Technical report /
Nihon Parkerizing Co., Ltd.

平塚 : 日本パーカライジング総合技術研究所, 1988-

Z15-702 ILT年報 = Annual progress report. 大阪 : レーザー技術総合研究所, 1994-

Z15-749 Research report. NIFS-Memo series. Toki : National Institute for Fusion Science, 1991-

Z15-763 The proceedings of Symposium on Geo-Environments
and Geo-Technics = 社会地質学シンポジウム論文
集.

千葉 : 社会地質学会, 1991-

Z15-B12 東北の雪と生活. 仙台 : 日本雪氷学会東北支部, 1986-

Z15-B49 岡山大学地球科学研究報告. 岡山 : 岡山大学理学部地球科学科, 1994-

Z15-B54 フィッション・トラックニュースレター. [函館] : 日本フィッション・トラック研究会, [1988]-

Z15-B65 サウンド = Sound. 東京 : カワイサウンド技術・音楽振興財団, [1986]-
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Z15-B78 応用電子物性分科会誌 = Bulletin of solid state
physics and applications / 応用物理学会応用電子物
性分科会 編.

[東京] : 応用物理学会, 1995-

Z15-B79 のと海洋ふれあいセンター研究報告 = Report of the
Noto Marine Center / のと海洋ふれあいセンター研
究報告編集事務局 編.

金沢 : 石川県生活環境部, 1995-

Z15-B86 「深田研究助成」研究報告 / 深田地質研究所 [編]. 東京 : 深田地質研究所, 1994-

Z16-1023 日本電子news. 昭島 : 日本電子, 1991-

Z16-1204 波となぎさ = Wave & beach. 東京 : 港湾海岸防災協議会, 1992-

Z16-1211 潤滑経済 / 潤滑通信社 [編]. 東京 : 潤滑通信社, 1991-

Z16-1227 クリモト技報 / 栗本鉄工所 [編]. 大阪 : 栗本鉄工所, 1993-

Z16-1285 ビルと環境 : 建築物環境衛生管理のための総合誌 /
「ビルと環境」編集委員会 編.

東京 : 日本建築衛生管理教育センター, 1992-

Z16-1534 レーザ協会誌 = Laser / レーザ協会運営会 編. さいたま : レーザ協会, 1991-

Z16-1733 環境工学研究. [大阪] : 空気調和・衛生工学会近畿支部環境工学研
究会, [1994]-

Z16-2214 高田技報 = Takada technical report / 高田工業所技
術本部企画開発部 編.

北九州 : 高田工業所, 1990-

Z16-2264 Tsubaki technical review / 椿本チエイン [編]. 大阪 : 椿本チエイン, 1991-

Z16-2302 東熱技報 = Tonets technical reports / 技術統轄本
部 編集・企画.

東京 : 東洋熱工業, 1974-

Z16-2331 電気学会研究会資料. The papers of Technical
Meeting on Public Plant Engineering, IEE Japan /
PPE = 公共施設研究会 [編].

東京 : 電気学会, 1990-

Z16-2432 建築とエネルギー : 建築エネルギー懇話会誌. [大阪] : 建築エネルギー懇話会広報部会, 1990-

Z16-2543 真空ジャーナル. 東京 : 日本真空工業会出版委員会, [1993]-

Z16-2611 クリーンテクノロジー = Clean technology : クリーン環
境と清浄化技術の専門誌 / クリーンテクノロジー編集
部 編.

東京 : 日本工業出版, 1991-

Z16-2648 電気材料技術雑誌 = Journal of the Society of
Electrical Materials Engineering.

吹田 : 電気材料技術懇談会, 1992-

Z16-2649 電気学会研究会資料. The papers of technical
meeting on History of Electrical Engineering, IEE
Japan. HEE =

東京 : 電気学会, [19--]-

Z16-2666 録音. 東京 : 日本映画・テレビ録音協会, 1962-

Z16-2715 電興技報 / 電気興業株式会社 [編]. 東京 : 電気興業, [1964]-

Z16-B130 タクマ技報 = Takuma technical review. 尼崎 : タクマ, 1993-

Z16-B155 Suzuki technical review. 浜松 : スズキ, [1993]-
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Z16-B289 Crystal letters = 結晶工学ニュース / 応用物理学会
結晶工学分科会 編.

[東京] : 応用物理学会結晶工学分科会, 1994-

Z16-B86 コア / 日本設備工業新聞社 [編]. 東京 : 日本設備工業新聞社, 1989-

Z17-1182 セメント・コンクリート研究討論会論文報告集. [東京] : [セメント・コンクリート研究会], [1991]-

Z17-1482 Organometallic news. 大阪 : 近畿化学協会有機金属部会, 1986-

Z17-1544 Form tech review = フォームテックレビュー. 伊勢原 : 天田財団, 1991-

Z17-B74 アルミニウム / アルミニウム編集小委員会 編. 東京 : 日本アルミニウム協会, 1994-

Z17-B84 長崎県窯業技術センター研究報告. 波佐見町 (長崎県) : 長崎県窯業技術センター, 1994-

Z18-349 東北畜産学会報 = Tohoku journal of animal science
and technology.

仙台 : 東北畜産学会, 1995-

Z18-960 佐賀県有明水産振興センター研究報告 / 佐賀県有
明水産振興センター 編.

芦刈町 (佐賀県) : 佐賀県有明水産振興センター,
1993-

Z18-1062 耕 = Por terkulturo : 所報. 東京 : 山崎農業研究所, 1978-

Z18-1439 富山の生物 = Bulletin of the Toyama Biological
Society.

富山 : 富山県生物学会, 1993-

Z18-3047 熊本県農業研究センター研究報告 = Research
bulletin of the Kumamoto Prefectural Agricultural
Research Center / 熊本県農業研究センター 編.

合志 : 熊本県農業研究センター, 1989-

Z18-3149 まくなぎ = Acta dipterologica. つくば : 双翅学会, 1966-

Z18-3242 シープジャパン = Sheep Japan : 羊の総合誌 / 畜産
技術協会 編.

東京 : 畜産技術協会, 1991-

Z18-3325 いも類振興情報 / いも類振興会 [編]. 東京 : いも類振興会, 1984-

Z18-3330 宮城県古川農業試験場研究報告 = Bulletin of the
Miyagi Prefectural Furukawa Agricultural Experiment
Station / 宮城県古川農業試験場 編.

大崎 : 宮城県古川農業試験場, 1991-

Z18-3377 高知県農業技術センター研究報告 = Bulletin of the
Kochi Agricultural Research Center / 高知県農業技
術センター 編.

南国 : 高知県農業技術センター, 1992-

Z18-3384 JA金融法務 / 経済法令研究会 [編]. 東京 : 経済法令研究会, 1994-

Z18-3446 研究報告 / 群馬県林業試験場 編. 榛東村 (群馬県) : 群馬県林業試験場, 1992-

Z18-3505 根の研究 = Root research. 東京 : 根研究学会, 1992-

Z18-B101 応用水文 = Applied hydrology / 農業土木学会水文・
水環境研究部会 編.

[福岡] : 農業土木学会水文・水環境研究部会, 1988-

Z18-B105 愛知県水産試験場研究報告 / 愛知県水産試験場
[編].

蒲郡 : 愛知県水産試験場, 1993-

Z18-B106 雑穀研究 = Millet research. 京都 : 雑穀研究会, 1991-

Z18-B110 動物臨床医学 = Journal of animal clinical medicine /
動物臨床医学研究所 編.

倉吉 : 動物臨床医学会, 1992-
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Z18-B180 ルーメン研究会報 / ルーメン研究会 [編]. つくば市 : ルーメン研究会, [1990]-

Z18-B258 Aeschna : Journal of the Odonatological Society of
Osaka.

大阪 : 蜻蛉研究会, [1974]-

Z18-B262 農業生産技術管理学会誌 = Journal of Japanese
Society of Agricultural Technology Management / 農
業生産技術管理学会誌編集委員会 編.

鹿児島 : 農業生産技術管理学会, 1994-

Z18-B293 高知県農業技術センター特別研究報告 / 高知県農
業技術センター 編.

南国 : 高知県農業技術センター, 1994-

Z18-B319 インセクトマップオブ宮城 = The insect map of Miyagi. 柴田町 (宮城県) : 宮城昆虫地理研究会, 1994-

Z18-B383 岩手県林業技術センター研究報告 / 岩手県林業技
術センター [編].

矢巾町 (岩手県) : 岩手県林業技術センター, 1995-

Z19-42 日本化学療法学会雑誌 = Japanese journal of
chemotherapy.

東京 : 日本化学療法学会, 1995-

Z19-195 医学検査 = Japanese journal of medical technology :
日本臨床衛生検査技師会誌 / 日本臨床衛生検査技
師会 編.

東京 : 日本臨床衛生検査技師会, 1991-

Z19-1004 CI研究 : 日本脳神経CI学会機関誌 / 「CI研究」編集
事務局 編.

観音寺 : 日本脳神経CI学会, 1992-

Z19-1377 日本美容外科学会会報. 東京 : 日本美容外科学会, 1979-

Z19-1507 日本腹部救急医学会雑誌 = Journal of abdominal
emergency medicine.

東京 : 日本腹部救急医学会, 1993-

Z19-1536 日本足の外科学会雑誌 = The journal of the
Japanese Society for Surgery of the Foot.

東京 : 日本足の外科学会, 1992-

Z19-1551 神戸市健康科学研究所報 = Annual report of Kobe
Institute of Health / 神戸市健康科学研究所 編.

神戸 : 神戸市健康科学研究所 = Kobe Institute of
Health, 2021-

Z19-1965 日本小児腎不全学会雑誌 = Journal of Japanese
Society for Pediatric Renal Failure.

東京 : 日本小児腎不全学会, 1995-

Z19-2004 九州実験動物雑誌 = Kyushu journal of experimental
animals.

佐賀 : 九州実験動物研究会, 1992-

Z19-2022 IOL & RS = 日本白内障屈折矯正手術学会雑誌 :
Japanese journal of cataract and refractive surgery /
日本白内障屈折矯正手術学会 編.

東京 : 杏林舎内「IOL & RS」編集事務局, 1995-

Z19-2343 日本顎口腔機能学会雑誌 / 日本顎口腔機能学会
編.

[徳島] : 日本顎口腔機能学会, 1994-

Z19-2901 歯科医療 / 第一歯科出版 [編]. 東京 : 第一歯科出版, 1992-

Z19-3173 Vision : the journal of the Vision Society of Japan. 東京 : 日本視覚学会, 1989-

Z19-3231 日本性感染症学会誌 = Japanese journal of sexually
transmitted infections.

東京 : 日本性感染症学会, 1990-

Z19-3232 脳神経外科速報 : 臨床医の人生に伴走するlifetime
journal.

大阪 : メディカ出版, 1990-
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Z19-3237 理学療法の歩み = Annual report of the Miyagi
Physical Therapy Association / 宮城県理学療法士会
学術誌部 編.

仙台 : 宮城県理学療法士会, 1989-

Z19-3257 Otology Japan / 日本耳科学会事務局 [編]. 東京 : 日本耳科学会事務局, 1991-

Z19-3260 透析フロンティア / メディカルレビュー社 編. 大阪 : 扶桑薬品工業 ; 大阪 : メディカルレビュー社
(発売), 1991-

Z19-3309 思春期青年期精神医学 / 日本思春期青年期精神医
学会 編.

東京 : 日本思春期青年期精神医学会 ; 東京 : 岩崎学
術出版社 (発売), 1991-

Z19-3310 超音波検査技術 = Japanese journal of medical
ultrasound technology / 日本超音波医学検査研究会.

東京 : 日本超音波医学検査研究会, [1976]-

Z19-3319 生命倫理 / 日本生命倫理学会編集委員会 編. 東京 : 日本生命倫理学会, 1991-

Z19-3342 日本マススクリーニング学会誌 = Journal of
Japanese Society for Neonatal Screening.

[東京] : 日本マススクリーニング学会, [1991]-

Z19-3370 理学療法群馬 = The Gunma journal of physical
therapy / 理学療法群馬編集委員会 編.

前橋 : 群馬県理学療法士協会, 1990-

Z19-3378 口腔・咽頭科 = Stomato-pharyngology / 日本口腔・
咽頭科学会 編.

東京 : 日本口腔・咽頭科学会, 1989-

Z19-3381 運動障害 = The Journal of movement disorder and
disability / 日本運動障害研究会 編.

さいたま : 日本運動障害研究会, 1991-

Z19-3383 小児口腔外科 = Pediatric oral and maxillofacial
surgery.

東京 : 日本小児口腔外科学会, 1991-

Z19-3394 香川県内科医会誌 = The journal of Kagawa
Physicians' Association.

さぬき : 香川県内科医会, 1963-

Z19-3422 日本顎変形症学会雑誌 = The Japanese journal of
jaw deformities.

東京 : 日本顎変形症学会, 1991-

Z19-3441 日本小児整形外科学会雑誌 = Journal of Japanese
Pediatric Orthopaedic Association / 日本小児整形外
科学会 編.

東京 : 日本小児整形外科学会, 1991-

Z19-3443 東京矯正歯科学会雑誌 / 東京矯正歯科学会 [編]. 東京 : 東京矯正歯科学会, 1991-

Z19-3445 血液事業. 東京 : 日本血液事業学会, 1978-

Z19-3446 日本レーザー歯学会誌 / 日本レーザー歯学会 [編]. 東京 : 日本レーザー歯学会, 1992-

Z19-3454 広島歯科医学雑誌 = The Journal of the Hiroshima
Dental Association.

広島 : 広島県歯科医師会, [1963]-

Z19-3479 痛みと漢方. 東京 : 日本疼痛漢方研究会, 1991-

Z19-3499 病理技術 : 病理技術研究会誌. 東京 : 病理技術研究会, 1983-

Z19-3530 脳神経外科ジャーナル / 日本脳神経外科コングレス
編.

東京 : 日本脳神経外科コングレス ; 東京 : 三輪書店
(発売), 1992-

Z19-3537 青森県作業療法研究 = Bulletin of Aomori
occupational therapy / 青森県作業療法士会 編.

弘前 : 青森県作業療法士会, 1992-
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Z19-3571 臨床環境医学 = Japanese journal of clinical ecology
/ 「臨床環境医学」編集室 編.

伊勢原 : 日本臨床環境医学会事務局, 1992-

Z19-3579 Journal of clinical rehabilitation. 東京 : 医歯薬出版, 1992-

Z19-3594 日本臨床工学技士会会誌 = Journal of Japan
Association for Clinical Engineers / 日本臨床工学技
士会会誌編集委員会 編.

東京 : 日本臨床工学技士会, 1995-

Z19-3624 小児耳鼻咽喉科 = Pediatric otorhinolaryngology
Japan.

[東京] : 日本小児耳鼻咽喉科学会, [1980]-

Z19-3643 末梢神経 = Peripheral nerve. 名古屋 : 日本末梢神経学会事務局, 1992-

Z19-3658 てんかん治療研究振興財団研究年報 = Annual
report of the Japan Epilepsy Research Foundation.

大阪 : てんかん治療研究振興財団, 1989-

Z19-3661 Holistic magazine = ホリスティックマガジン : ホリス
ティックヘルス&医学の情報誌 / 日本ホリスティック医
学協会 編.

東京 : 日本ホリスティック医学協会, 1994-

Z19-3685 子どもの心とからだ = Journal of Japanese Society of
Psychosomatic Pediatrics : 日本小児心身医学会雑
誌 / 日本小児心身医学会編集委員会 編.

京都 : 日本小児心身医学会, 1992-

Z19-3689 栄養学レビュー. 東京 : 国際生命科学研究機構 ; 東京 : 女子栄養大学
出版部 (発売), 1992-

Z19-3711 炎症と免疫 / 「炎症と免疫」編集委員会 編. 東京 : 先端医学社, 1992-

Z19-3738 研究助成業績報告集 / 木村記念循環器財団 [編]. 久留米 : 木村記念循環器財団, 1992-

Z19-3754 日本社会精神医学会雑誌 / 日本社会精神医学会
編.

東京 : 日本社会精神医学会, 1993-

Z19-3777 Bio clinica = バイオクリニカ. 東京 : 北隆館, 1994-

Z19-3785 循環器専門医 = Journal of JCS cardiologists : 日本
循環器学会専門医誌 / 日本循環器学会専門医編集
部会 編.

東京 : 日本循環器学会 ; 東京 : 南江堂 (発売), 1993-

Z19-3793 日本磁気歯科学会雑誌 = The journal of the
Japanese Society of Magnetic Applications in
Dentistry.

坂戸 : 日本磁気歯科学会, 1992-

Z19-3812 看護教育学研究 = Journal of research for nursing
education / 日本看護教育学学会 編.

千葉 : 日本看護教育学学会, 1992-

Z19-B119 排尿障害プラクティス / 「排尿障害プラクティス」編集
委員会 編.

東京 : メディカルレビュー社, 1993-

Z19-B127 大阪保険医雑誌 = Osaka medical practitioners
magazine.

大阪 : 大阪府保険医協会, 1973-

Z19-B165 プレホスピタル・ケア = Prehospital care / プレホスピ
タル・ケア編集室 編.

東京 : 東京法令出版, 1988-

Z19-B211 Quintessence dental implantology / クインテッセンス
出版株式会社 [編].

東京 : クインテッセンス出版, 1994-

Z19-B214 産業精神保健 = Japanese journal of occupational
mental health.

東京 : 日本産業精神保健学会, 1993-
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Z19-B240 東北矯正歯科学会雑誌 = Journal of Tohoku
Orthodontic Society.

仙台 : 東北矯正歯科学会, 1993-

Z19-B244 作業療法おかやま / 岡山県作業療法士会学術部 編. 岡山 : 岡山県作業療法士会, 1990-

Z19-B280 Hormone frontier in gynecology = ホルモンフロンティ
アインジャイネコロジー.

大阪 : メディカルレビュー社, 1994-

Z19-B288 日本健康教育学会誌 = Japanese journal of Health
Education and Promotion / 日本健康教育学会 編.

坂戸 : 日本健康教育学会, 1993-

Z19-B349 北海道脳神経疾患研究所医誌. 札幌 : 北海道脳神経疾患研究所, 1988-

Z19-B388 甲北信越矯正歯科学会雑誌 / 甲北信越矯正歯科学
会 [編].

新潟 : 甲北信越矯正歯科学会, 1993-

Z19-B396 こうち : 一般社団法人高知県臨床検査技師会会誌. 高知 : 高知県臨床検査技師会, 1971-

Z19-B400 睡眠と環境 = The journal of sleep and environments :
日本睡眠環境学会雑誌.

横浜 : 日本睡眠環境学会, 1993-

Z19-B402 日本神経回路学会誌 = The brain & neural networks
/ 日本神経回路学会 編.

東京 : 日本神経回路学会, 1994-

Z19-B424 けんさしつ : 一般社団法人鳥取県臨床検査技師会会
誌.

米子 : 鳥取県臨床検査技師会, 1973-

Z19-B439 産業ストレス研究 = Job stress research. 東京 : 日本産業ストレス学会, 1994-

Z19-B449 日赤検査 : 日本赤十字社臨床検査技師会会誌. 深谷 : 日本赤十字社臨床検査技師会, [1968]-

Z19-B485 歯科の色彩 = Journal of Japan Academy of Color for
Dentistry.

瑞穂 : 日本歯科色彩学会, 1994-

Z19-B491 人工血液 = Artificial blood : 日本血液代替物学会会
誌 / 「人工血液」編集委員会 編.

東京 : 日本血液代替物学会, 1993-

Z19-B52 Pest control = ペストコントロール : 公益社団法人日
本ペストコントロール協会「機関誌」 : 快適なより良い
生活環境を求めて.

東京 : 日本ペストコントロール協会, [1972]-

Z19-B520 体力・栄養・免疫学雑誌. 弘前 : 体力・栄養・免疫学会, [1991]-

Z19-B551 内観研究 = The Japanese journal of Naikan
Association / 日本内観学会 編.

吹田 : 日本内観学会, 1995-

Z19-B557 看護診断 / 日本看護診断学会 [編]. 長岡京 : 日本看護診断学会, 1995-

Z19-B564 微研ジャーナル友. 東京 : 微研・広報室「友」編集委員会, [1977]-

Z19-B565 Aesthetic dermatology. 東京 : 日本美容皮膚科学会, [1991]-

Z19-B572 秋田県母性衛生学会雑誌 = Akita journal of maternal
health / 秋田県母性衛生学会 編.

秋田 : 秋田県母性衛生学会, [1986]-

Z19-B580 乳癌基礎研究 = Basic investigation of breast
carcinoma.

倉敷 : 乳癌基礎研究会事務局, 1991-

Z19-B628 日本小児麻酔学会誌 / 日本小児麻酔学会誌編集委
員会 編.

東京 : 日本小児麻酔学会, 1995-

Z19-B629 山梨肺癌研究会会誌 / 山梨肺癌研究会 編. 中央 : 山梨肺癌研究会, 1989-
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Z19-B64 Postureしせいと生活 : ポスチャー. 東京 : 姿勢研究所, 1993-

Z19-B644 家族看護学研究 / 日本家族看護学会 [編]. 東京 : 日本家族看護学会, 1995-

Z19-B69 作業行動研究 = Japanese journal of occupational
behavior / 日本作業行動学会編集委員会 編.

東京 : 日本作業行動学会, 1993-

Z19-B75 医工学治療 = Therapeutics & engineering : NPO日本
医工学治療学会機関誌.

札幌 : 日本医工学治療学会, [1989]-

Z43-120 日本受精着床学会雑誌 = Journal of fertilization and
implantation.

東京 : 日本受精着床学会, 1987-

Z43-608 京都府保健環境研究所年報 / 京都府保健環境研究
所 編.

京都 : 京都府保健環境研究所, 1994-

Z43-636 麻酔・集中治療とテクノロジー. 京都 : 日本麻酔・集中治療テクノロジー学会, 1990-

Z43-753 環境工学研究論文集 = Environmental research / 土
木学会環境工学委員会 編.

東京 : 土木学会, [1992]-

Z43-1247 研究報告 = Reports of Industrial Technology Center
of Wakayama Prefecture / 和歌山県工業技術セン
ター 編.

和歌山 : 和歌山県工業技術センター, 1991-

Z43-2550 臨床描画研究 / 日本描画テスト・描画療法学会 編. [三木町 (香川県) ] : 日本描画テスト・描画療法学会 ;
京都 : 北大路書房 (発売), 1986-

Z43-2552 協同組合奨励研究報告 / 全国農業協同組合中央会
編.

東京 : 家の光出版総合サービス, 1976-

Z43-2624 組織細胞化学 / 日本組織細胞化学会 編. 東京 : 学際企画, [19--]-

Z43-2660 研究報告 / 日本鋳造工学会 [編]. 東京 : 日本鋳造工学会, [19--]-

Z63-C293 International journal of the Society of Materials
Engineering for Resources.

Akita : Society of Materials Engineering for
Resources of Japan, 1993-

Z63-D500 Personalized medicine universe : official journal of
International Society of Personalized Medicine.

Tokyo : International Society of Personalized
Medicine, [2012]-

Z63-D621 Cognition & rehabilitation. Kaizuka : Osaka Kawasaki Rehabilitation University,
[2020]-

Z65-A972 Journal of cross-disciplinary research. Tokyo : DOMO, [2020]-

Z72-D401 Voters. 東京 : 明るい選挙推進協会, 2011-

Z72-K972 みもざ : 建築批評と言論. 奈良 : 季刊みもざ刊行会, 2021-

Z72-T418 民教連ニュース. 東京 : 日本民間教育研究団体連絡会, [1963]-

Z72-T506 Medium = メディウム : journal of culture and
technology.

[東京] : 『メディウム』編集委員会, 2020-

Z72-T546 致良知 : 熊本陽明学研究会機関誌. 熊本 : 熊本陽明学研究会, 2020-

Z72-T651 グローバル地域研究 = 全球区域研究 = Global and
regional research / グローバル地域研究会 編.

鹿児島 : 南方新社, 2020-

Z72-T686 ゆかり : 跡見学園女子大学地域交流センター年次報
告書.

東京 : 跡見学園女子大学地域交流センター, 2020-
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Z72-T699 東北大学学生相談・特別支援センター年報 / 東北大
学学生相談・特別支援センター, 東北大学高度教養
教育・学生支援機構 編.

仙台 : 東北大学学生相談・特別支援センター ; 仙台 :
東北大学高度教養教育・学生支援機構, [2015]-

Z72-T710 人権判例報 = Human rights jurisprudence journal. 東京 : 信山社, 2020-

Z72-T711 法の思想と歴史 = Denken und Geschichte des
Rechts.

東京 : 信山社, 2020-

Z72-T730 伝統文化 = Transmission culture / 平安女学院大学
伝統文化研究センター 編.

京都 : 平安女学院大学伝統文化研究センター, 2021-

Z72-V433 蘇峰. 菊陽町 (熊本県) : 徳富蘇峰の会・熊本, 2021-

Z72-V440 情報法制レポート. [東京] : 情報法制研究所出版部 = Japan Insitute of
Law and Information Systems, 2021-

Z72-V453 社会主義理論研究 = Journal of socialism theory / 社
会主義理論学会 編.

[東京] : 社会主義理論学会, 2021-

Z72-V499 長期滞在型・ロングステイ観光論集 / 長期滞在型・ロ
ングステイ観光学会年次大会実行委員会事務局 編.

八王子 : 長期滞在型・ロングステイ観光学会, 2017-

Z72-V501 道標 : 研究紀要 / 日本道徳教育学会神奈川支部研
究紀要編集委員会 編.

横浜 : 日本道徳教育学会神奈川支部事務局, 2014-

Z72-V529 Oil : 老いる : over50人生完成期の自由な暮らし / ま
ちづくり広場「Oil」編集委員会 [編].

那須町 (栃木県) : ジャパンマシニスト社森の編集室,
2021-

Z72-V530 紙魚の手帖. 東京 : 東京創元社, 2021-

Z72-V592 Slavica Kiotoensia : annual report of Department of
Slavic Languages and Literatures Graduate School of
Letters, Kyoto University = 京都大学大学院文学研
究科スラブ語学スラブ文学専修年報.

京都 : 京都大学大学院文学研究科スラブ語学スラブ
文学専修 = Department of Slavic Languages and
Literatures Graduate School of Letters, Kyoto
University, 2021-

Z72-V593 鴨臺國文斅. 東京 : 大正大学新郊北文学会, 2021-

Z72-V610 大学改革支援に関する調査研究プロジェクト報告書 /
大学改革支援・学位授与機構 編.

小平 : 大学改革支援・学位授与機構, [2020頃]-

Z72-V623 みどり市大間々博物館報 : 事業報告 / みどり市大
間々博物館 編.

みどり : みどり市大間々博物館, 2021-

Z72-V627 The forward = ザ・フォワード. 東京 : 実業之日本社, 2021-

Z72-V693 大妻女子大学英語教育研究所英語教育研究 = SELT
journal.

東京 : 大妻女子大学英語教育研究所, 2021-

Z72-V706 北海道大学考古学研究室研究紀要 = Bulletin of the
Laboratory of Archaeology, Hokkaido University / 北
海道大学大学院文学研究院考古学研究室 編.

札幌 : 北海道大学大学院文学研究院考古学研究室
= The Laboratory of Archaeology, Hokkaido
University, 2021-

Z72-V726 European journal of Japanese philosophy. [Nagoya] : Chisokudō, 2016-

Z72-V732 国際情報学研究 = Japanese journal of global
informatics / 中央大学国際情報学部 編.

東京 : 中央大学国際情報学部 = Faculty of Global
Informatics in Chuo University, 2021-

Z72-V746 全国犯罪被害者支援フォーラム. 採録版 / 全国被害
者支援ネットワーク 編

[東京] : 全国被害者支援ネットワーク, [1900年代]-
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Z72-W100 体育・スポーツ政策論叢. 東松山 : 日本体育・スポーツ・健康学会体育・スポー
ツ政策専門領域 = Specialized Area of Policy for
Physical Education and Sport in Japan Society of
Physical Education, Health and Sport Sciences,
2022-

Z74-C194 戦争と医学 = War and medicine / 戦争と医学医療研
究会 編.

大阪 : 戦争と医学医療研究会, 2021-

Z74-L135 家畜保健衛生業績発表会集録. [千葉] : 千葉県, [1900年代]-

Z74-L140 胆膵oncology forum : frontiers in panbreato-biliary
cancer.

大阪 : メディカルレビュー社, 2020-

Z74-L141 MD frontier : 筋ジストロフィー診療の今を考える /
「MD Frontier-筋ジストロフィー診療の今を考える-」編
集委員会 編.

大阪 : メディカルレビュー社, 2021-

Z74-L142 日本在宅救急医学会誌 = Journal of Japan Society
for Homecare and Emergency Medicine.

東京 : 日本在宅救急医学会 = Japan Society for
Homecare and Emergency Medicine, 2020-

Z74-L301 東京都看護協会学会誌 = Journal of Tokyo Nursing
Association.

東京 : 東京都看護協会 = Tokyo Nursing Association,
2021-

Z74-L311 TSK技報 = TSK technical review. [東京] : 月島機械技報編集委員会, 2004-

Z74-L312 看護実践研究学会誌 = Journal of Academy of
Nursing Practice Research.

羽島 : 看護実践研究学会 = Academy of Nursing
Practice Research, 2020-

Z74-L313 日本プラネタリウム協議会会誌 / 日本プラネタリウム
協議会実行委員会 編.

[焼津] : [日本プラネタリウム協議会], [2008]-

Z74-L329 Journal of aligner orthodontics. 東京 : クインテッセンス出版, 2021-

Z74-L337 Miyakensis : 三宅島自然ふれあいセンター研究報告
/ 日本野鳥の会 編 ; 三宅島自然ふれあいセンターア
カコッコ館 [監修].

東京 : 東京都三宅島三宅村, [1994]-

Z74-L339 CV : コンピュータビジョン 前線. 東京 : 共立出版, 2021-

Z74-L342 横浜医専研究会雑誌. [横浜] : 横浜医専研究会, 2021-

Z74-L345 全国トース技術研究組合研究報告 / 全国トース技術
研究組合研究報告編集委員会 編.

久留米 : 全国トース技術研究組合 = All Japan Tohsu
Technical Association in Civil Engineering, 2021-

Z74-L358 Ten = 天 : tsunami, earth and networking : the journal
of International Tsunami Disaster Prevention Society
(ITDPS).

[和光] : 国際津波防災学会 = International Tsunami
Disaster Prevention Society, [2020]-

YH247-
1868

観光研究. 日本観光研究学会機関誌 = The tourism
studies. Special issue : journal of Japan Institute of
Tourism Research / 特集号 : 日本観光研究学会 編.

東京 : 日本観光研究学会 = Japan Institute of
Tourism Research, 2021-


