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行 頭文字 雑誌名
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（欠号を含みます）
出版者

カ 改造 18(2)（S11）-21(4)（S14） 改造社

化学と生物 20(1):218(S57.1)- 学会出版センター

下級裁判所刑事裁判例集 1(1)(S34.1)-10(12)(S43.12) 法務省

下級裁判所民事裁判例集 1(1)(S25.1)-35(8)(S63.5) 法曹会

学芸研究紀要 5-7 東京都教育委員会

学芸手帖 21(4)(S32.5)-22(2)(S33.2) 六人社

学習評価研究 15(1993.9)-29(1997.3) みくに出版

学術月報 35(1)(1982.4)-61(3)(2008.3) 日本学術振興会

学術の動向 1(1995.7)-10(2):108(2005.3) 日本学術協力財団

家計調査参考資料 36(S55.3)-65(H17.5) 総務庁統計局

家計調査報告 450(S61.1)-690(2006.4) 総理府統計局

かけはし 1(1987)-66(2009) 海洋架橋調査会

可視光 1-25 日本ペイント

風 3 風の会

風 7-12 風社

風 154-165 日本歌人クラブ

風 1-5 日本ラヂエーター

河川 389(1978.12)-708(2005.7) 日本河川協会

かたち 1-12 かたち社

神奈川県史研究 1-50 神奈川県県民部県史編集室

神奈川文化 17- 神奈川県立図書館

カナダニュース 1-19 カナダ大使館

Ｃｕｌｔｕｒｅ　ＣＡＮＡＤＡ 11-55 カナダ大使館広報文化部

カルチュラル・ビジョン 1 アジア芸術文化交流協会

河 2(1962.8) 紀元書房

川崎技報 52-69 川崎重工業

川崎重工技報 70-139 川崎重工業

川崎製鉄技報 6(1)-35(1) 川崎製鐵

Ｋａｗａｓａｋｉ　ｎｅｗｓ 50-112 川崎重工業

環境衛生 28(7)-41(12)[1981.9-1995.3] 環境衛生研究会

環境会議 1(1999.7)-18(2002.9) 宣伝会議

環境研究 1-5 公害調査センター

観世 6-127 檜書店

観想 1 観想社

関東農政 144-163 農林水産省関東農政局

関東の博物館 9-31 関東地区博物館協会

韓日研究 1-12 韓日問題研究会

キ 機械技術研究所年報 S58-H11 工業技術院機械技術研究所

機械試験所資料 40-49 工業技術院機械試験所

企業会計 44(4)-57(9) 中央経済社

戯曲春秋 1-22 戯曲春秋社

基金調査季報 48-80 海外経済協力基金

木靴 17 木靴の会

気象庁月報 1988.1-1998.1 気象庁

軌跡 1 軌跡編集部

季節風 50 季節風

基礎工 366-369 総合土木研究所

砧 1-201 砧俳句会

キネマ旬報 1(1950.10)-1426(2005.3) キネマ旬報社

カ行
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Ｃａｂｉネット 1137-1214[2002.4-2005.7] 時事画報社

教育委員会月報 153-651 第一法規出版

教育ジャーナル 34(9)-42(8)[1996.1-2003.10] 学習研究社

教育法 106-135 総合労働研究所

跫音 16 跫音の会

行政監察月報 302-495 行政管理研究センター

行政管理研究 12-92 行政管理研究センター

行政事件裁判例集 1(1)-48(12) 法曹会

極無 1 極無同人

銀河 21 銀河社

銀婚 7 銀婚発行所

金材技研ニュース 169-469
科学技術庁金属材料技術研
究所

ＧＩＮＺＡ　ＰＯＣＫＥＴ
ＰＡＲＫ　ＮＥＷＳ

1-48 TＯＫＹＯ　ＧＡＳ

金融研究 15(1)-24(1)[1996.3-2005,7] 日本銀行金融研究所

金融調査研究会報告書 1-25 金融調査研究会事務局

金融と人 76-109 国際経済ジャーナル

ク 杙 1 香川弘夫

雲 14 現代演劇協会

くらしと保険 292-333 生命保険文化センター

暮らしの手帖 22-100 暮らしの手帖社

暮らしの手帖（第２世紀） 1-100 暮らしの手帖社

暮らしの手帖（第３世紀） 1-78 暮らしの手帖社

Ｇｌａｓｓ　ａｎｄ　Ａｒｔ 18-23 栄光

ＧＲＡＰＨＩＣＡＴＩＯＮ
[ｸﾞﾗﾌｨｹｰｼｮﾝ]

212-289 富士ゼロックス

グラフが語る日米の景気動向 22-57 大蔵省印刷局

グラフＴＥＰＣＯ 406-552 東京電力株式会社

グラフ優駿 1984-2009 日本中央競馬会

クリティカ 1 クリティカ編集室

Ｇｒｅｅｎ　ｗｉｎｄｓ 1-12 住友林業株式会社

グリーン・エージ 18(1)-31(5) 日本緑化センター

ＣＬＡＩＲ　ＲＥＰＯＲＴ 88-322 自治体国際化協会

ＧＬＯＢＡＬ　ＥＹＥ 0-14
国際協力銀行開発金融研究
所

グローバル人づくり 27-58 海外職業訓練協会

軍記と語り物 2 軍記物談話室

群青 45-46 群青詩話会

群像 3(2)-54(4)[1948.2-1999.4] 講談社

ぐんま地域文化 1-6 群馬地域文化振興会

ケ ＫＳＫＳ 1 斉田叟一郎

景気予測調査 29-35 大蔵省関東財務局

経済界
27(1):479-42(5):842[1992.1-
2007.3]

経済界ＫＫ

経済学論集 11(11)-66(3)[1941,1-2000,12] 東京大学経済学会

経済研究 27(1)-51(4)[-2000.10.15]

経済ダイヤル 1-8 経済企画協会

経済調査月報 S56-H17.5
大蔵省関東財務局理財部経
済調査課
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経済と外交 779-796 経済外交研究会

警察の窓 11(36)-12(39) 警察庁長官官房総務課

けいさつのまど 42-101 警察庁長官官房総務課

刑事裁判月報 1(1)-18(6) 法曹会

芸術の制作と批評　ＹＯＨ 1970 朝日出版社

京浜文化 1(1)-39(2) 神奈川県立川崎図書館

刑法雑誌 21(4)-39(3)[1977.6-20004] 日本刑法学会

劇 1 劇同人

劇 2
俳優座演劇研究所戯曲研究
会

劇 1-3 劇の会

劇作 11-29 世界文学社

劇作 3(9)-8(9) 白水社

劇場 4 劇場社

劇団河 1 劇団河

劇と評論 14(1) 劇と評論の会

月報ＥＣ公式資料 12-140
駐日ＥＣ委員会代表部広報
部

月報ＥＵ公式資料 140-145
駐日ＥＵ委員会代表部広報
部

研究紀要 1-3 兵庫県立近代美術館

研究紀要 1-6 福武書店教育研究所

研究所報 3-19 同志社大学人文科学研究所

研究成果選集 S62-H12 森林総合研究所

研究通信 1-50 村落社会研究会

原型 8-10 さんど社

原形 15-17 原形同人会

言語と言語学 2-53 ＦＬＬ

県史だより 1-43 西日本文化協会

県史だより 18（1993）-29（1999) （宮崎県）

原子力ｅｙｅ 44(1):514-45(4):529
日刊工業出版プロダクショ
ン

原子力文化 18(4)-30(12) 日本原子力文化振興財団

建設業界 35(11)-52(3)[1986.11-2003.3] 日本土木工業協会

建設統計月報 512-528 建設物価調査会

現代劇場 1 劇団現代劇場

現代詩 8(11) 飯塚書店

現代詩工房 1964.1 現代詩工房

現代思想 3(9)-33(3)[1975.9-2005.3] 青土社

現代のエスプリ 16-460[1965.11-2005.11] 至文堂

現代のエスプリ別冊 S49.11-2004.3 至文堂

現代の眼 1-550 東京国立近代美術館

建築研究情報 3（1998） 建設省建築研究所

現点 1-8 現点の会

憲法運動 3-16 憲法改悪阻止各界連絡会議

コ 弧 5(1955.2) 弧発行所

Ｇｏ・ｏｎ 3(1963.5),復刊2(1964.1) ゴウオン同人会

公害研究 1(1)-21(4) 岩波書店

工業雑誌 28:380(1908.1) 工業雑誌社

航空と文化 17(1985.7)-64(1998) 日本航空協会編集広報室

3 / 18 ページ



行 頭文字 雑誌名
対象巻号の範囲

（欠号を含みます）
出版者

高校演劇 2(1965.2)-21(1969.11) 劇作研究会

高校教育資料 125(S57.5)-213(H12.10) 日本損害保険協会

季刊考古学 1(S57.11)-66(1999.2) 雄山閣

考古学雑誌 1(3)-84(4)[1910.9-1999.3] 日本考古学会

考古学ジャーナル 28-500[1969.1－2003.4] ニューサイエンス社

広告 26(5)-42(6)[1985.9-2001.12] 博報堂

広告批評 68-303[1985.1-2006.4] マドラ

公庫月報 36(2)-56(6) 農林水産長期金融協会

公済時報 484-507 公立学校共済組合

柏樹 1-40 柏樹社

公衆衛生院研究報告 33(2)-39(4) 国立公衆衛生院

公衆衛生研究 40(1)-51(1)[1991.3-2002.3] 国立公衆衛生院

厚生 45(4)-58(6)[1990.4-2003.6] 厚生問題研究会

交通安全公害研究報告書 1-29 交通安全公害研究所

弘道 948-1062 日本弘道会

高等裁判所判例集 1(1)-54(2)[1948.12-2002.8] 判例調査会

広報 368-619 日本広報協会

小売物価統計調査報告 330-616 総理府統計局

古河市史研究 1-12 古河市史編さん委員会

国学院詩人 4 国学院大学現代詩研究会

国語国文 1(1)-71(12)[1971.3-2002.12] 中央図書出版社

国語と国文学 2(7)-79(12)[1925.7-2002.12] 至文堂

国際宇宙年ニュース 1-3 日本国際宇宙年協議会

国際協力 365-605[1985.9-2005.9] 国際協力事業団

国際協力プラザ 1-151 国際協力推進協会

国際交流 55-104 国際交流基金資料部

国際交流基金ＮＥＷＳ 235(2000）-286（2004） 国際交流基金

国際人権ひろば 43-46
アジア太平洋人権情報セン
ター

国際人流 6(4):71-11(3):130 入管協会

国際時計通信 31(4)-37(8) 国際時計通信社

国際文化研修 15-21 全国市町村国際文化研究所

国際法外交雑誌 87(1)-98(2) 国際法学会

国際問題講演録 42-48 日本国際問題研究所

国政報告 295-306 政府広報機構

国土地理院時報 56-84 建設省国土地理院

国文学　解釈と鑑賞 1(1)-69(4)[1936.6-2004.4]、別冊 至文堂

国文学　解釈と教材の研究 1(1)-49(13)[1956.5-2004.12] 學燈社

国文学研究資料館報 1-62[1972.12-2004.3] 国文学研究資料館

国文学研究資料館要覧 S62 国文学研究資料館

国民外交 106-139 国民外交協会

国民生活 15(1)(1985.1)-34(10)(2004.10) 国民生活センター

国民生活研究 17(2)(1977.9)-43(4)(2004.3) 国民生活センター

国立栄養学研究所研究報告 36-37 国立栄養研究所

国立競技場 251-558 国立競技場

国立健康栄養研究所研究報告 38-48 国立健康栄養研究所

国立社研通信 28-57 国立社会教育研修所

国連 70(9)-72(4) 日本国際連合協会

国労文化 129-494 国鉄労働総合本部

湖国と文化 11(4)-27(2) 滋賀県文化体育振興事業団
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古紙再生促進センター会報 11(5)-17(5) 古紙再生促進センター

個人企業経済調査季報 S48第2期-H10 総理府統計局

戸籍 645-685 全国連合戸籍事務協議会

古代オリエント 9-30 ＮHＫ学園

古地図研究
8(1):85(1977.3)-
25(12):300(1995.3)

日本地図資料協会

古地図研究（研究紀要） 301-314 日本古地図学会

子ども家庭福祉情報 1-16
恩賜財母子愛育会日本総合
愛育研究所

古美術 52-105 三彩社

コミュニティ 1-126 地域社会研究所

古文書研究 1-56[1968.6-2002.11] 日本古文書学会

コリアナ 1(1)-12(1) 韓国国際文化協会

コルサル 5 コルサル

コングレス＆コンベンション 1-77 国際会議事務局

犀 4-7 犀の会

ＳＣＩaＳ 1-3(6) 朝日新聞社

財界にっぽん
22(4):251(1990.4)-
36(3):417(2004.3)

財界にっぽん

裁決事例集 21(1980.5)-58(2001.5) 国税不服審判所

最高裁判所判例集（民事・刑
事）

1(1)(1948.1)-54(9)(2001.4) 最高裁判所判例調査会

SEISMO 1-26 地震予知総合研究振興会

埼玉県史研究 1(1978.3)-35(2000.3) 埼玉県県史編さん室

才能教育 66-130 才能教育研究会

裁判所時報 1095(1994)-1392(2005.8) 最高裁判所事務総局

財務省景気予測調査 72-84 財務省関東財務局総務部

さきがけ政策ブックレット 1-4 新党さきがけ

さくらあい 82-105 さくら総合研究所

酒文化研究 1-5 酒文化研究所

ざ・さいくる 1-72
動力炉核燃料開発事業団広
報室

The Seinen 186-301 日本青年館

Satya 6-49
東洋大学井上円了記念学術
センター

茶道の研究
31(1):362(1986.1)-
49(12):589(2004.12)

日本茶道学会

砂糖類情報 19-101 農畜産業振興事業団

沙漠 33 詩人集団沙漠

SAPIO 8(13):165-10(5):201 小学館

サブリエ 50-57 砂時計社

Ｓａｒａｎｉｐ 15-26 市立函館博物館

Salon 2(6)-3(9) 青山キャリアセンター

山河 5 山河の会

産業医学 28(1)(S61.1)-36(6)(1994.11) 日本産業衛生協会

産業衛生学雑誌 37(1)(1995.1)-42(6)(2000.11) 日本産業衛生学会

ＣＥ建設業界 611(2003.4)-619(2003.12) 日本土木工業協会

JI 7(1)-14(8) 慈悲と愛出版社

ＪＩＡ　ＮＥＷＳ 61-149 新日本建築家協会

ＪＲ　ＥＡＳＴ 1(1)-12(3)
東日本旅客鉄道株式会社広
報課編　交通協力会

サ行 サ

シ
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ＪＲ全農レポート 20-29 全国農業協同組合連合会

JRCC　NEWS 21-43
日本レスポンシブル・ケア
協議会

ＪＴＢ　時刻表 2000.1-2008.11
ＪTＢ　日本交通公社出版
事務局

詩炎 14-15 詩炎同人会

しおさい 2-19 水産庁水産工学研究所

誌界 1-42 日本詩人クラブ

史学雑誌 74(1)(1962.1)-113(12)(2004.12) 山川出版者

滋賀埋文ニュース 241-284 滋賀県埋蔵文化財センター

時間 160-274 時間社

詩季 7 白川書院

資源環境対策
28(1):344(1992.1)-
42(17)(2006.12)

公害対策技術同友会

詩稿 6 井上岩夫

時事英語研究 46(10)-53(1) 研究社出版

詩人会議 24(1)-26(9) 詩人会議

詩人連邦 69-135 詩人連邦発行所

史跡と美術 1(1)(1930.11)-70(10)(2000.12) 史跡美術同攷会

自然医学 295-460 自然医学会

自然食ニュース 115-431 グリーンハートサービス

自然生活 1-11 野草社

自然と人間を結ぶ（21世紀の
日本を考える）

4-43 農産漁村文化協会

自然と文化 1975-1988 日本ナショナルトラスト

思想 2(1921.11)-973(2005.5) 岩波書店

思想と現代 33-40 唯物論研究協会

詩賊　詩とエッセイ 14 詩賊の会

詩組織 6-8 ぶうめらんぐの会

自治研究 66(1)(1990.11)-82(7)(2006.7) 良書普及会

自治実務セミナー 28(1)(1989.1)-45(12)(2006.12) 良書普及会

自治体学研究 41(1989.6)-77(1998.9)
神奈川県自治総合研究セン
ター

しちにん １ しちにん会

自治フォーラム 353-544
自治大学校地方自治研究セ
ンター

詩潮 2-8 詩潮社

視聴覚教育 40(1)-53(3) 日本視聴覚教育協会

室内 398(1988.1)-513(1999.3) 工作社

City&life 1(1984.2)-79 第一住宅建設協会

詩と真実 150-186 詩と真実社

詩と批評 1(3)-2(6) 昭森社

しにか 1(1)-11 大衆館書店

詩の家 30-35 詩の家

ＧＰｎｅｔ
[ｼﾞｰﾋﾟｰﾈｯﾄ]

42(1)(1995.5)-52(9)(2005.11) 環境衛生研究会

詩篇 1-2 窓書房

司法の窓 6-49 最高裁判所事務総局

社会教育 45(1)(2001.1)-47(12)(2003.12) 国土社

社会経済史学 66(5)(2001.1)-69(4)(2003.11) 社会経済史学会
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若越郷土研究 33(1):188-34(3):196 福井県郷土誌懇談会

社研通信 1-36(2001)
国立教育政策研究所社会教
育実践センター

写真週報 26(1938.8)-327(1944.6) 情報局

Ｊｏｕｒｎａｌ ｏｆ
ｆｉｎａｎｃｉａｌ ｐｌａｎｎｉｎｇ

6(58)-8(70)
日本ファイナンシャル・プ
ランナーズ協会

シャープ技報 31-72 シャープ技報本部

JAMSTEC 17-46 海洋化学技術センター

しゃりばり 132-143 北海道開発問題研究調査会

ジャンクション 206-216 ブリヂストン

自由 38(1)(1996.1）－47(10)(2005.10) 自由社

週刊金曜日 1(1)[1993.11]-14(49)[2006.12] 金曜日

自由思想 27(S58.5） 石橋湛山記念財団

自由と正義 2001.1-2005.12 日本弁護士連合会

住民基本台帳人口移動報告季
報

H3.1- H10.12 総理府統計局

住民と自治 393(1996.1)-507(2005.7) 自治体問題研究所

Ｊｅ　ｐｅｎｓｅ　高校生版 298(1991.4)-327(1994.2/3) 高文研

趣味の水墨画 13(1990,4)-157（2002.5) 日本美術教育センター

旬刊商事法務 1183(1989.6-1663(2003.5) 商事法務研究会

春燈 2006.3(60周年記念号） 春燈俳句会

join 22(1998.9）-40 日本劇団協議会機関誌

詩洋
35(4):27[1961.6]-
39(4):241[1964.12]

詩洋社

生涯教育 1[1988.7]-2[1989.7] 野村生涯教育センター

障害者雇用ニュース 182[S63.4]-169[H3.9] 日本障害者雇用促進協会

障害者雇用マニュアル 31(1985.3)-91(2001.3) 身体障害者雇用促進協会

生涯フォーラム 1086[1990.5]-1199(2001.10) 社会教育協会

情況（第三期） 5(1):36(2004.1)-7(6):62(2006.12) 情況出版

商業界 46(8)[1993.8]-52(4) 商業界

商業施設 11(7)[1985.6]-22(4)[1996.4] 商業施設技術団体連合会

証券業報 587[1999.4]-624[2003.3] 日本証券業協会

証券投資信託月報 388[1993.1 ]-440[1997.5] 証券投資信託協会

証券投資信託協会 3(1) -3(13) 日本消費者協会

小説公園 3(1)-3(13) 六興出版社

小説中央公論 1(2)[S35.10]- 4(18)[S38.4] 中央公論社

小説と詩と評論 95[1971.9] 小説と詩と評論社

正倉院年報 1-18[1979.3-1996.3] 宮内庁正倉院事務局

月刊消費者 1996.1-2004.11 日本消費者協会

消費者物価指数月報 1995.1-2004.12 総務庁統計局

情報管理 39(1)[1996.4]-44(12)[2002.3] 日本科学技術情報センター

情報処理 37(1)[1996.1]－38(12)[1997.12] 情報処理学会

訟務月報 38(1)[1992.1]－52(3)【2006.3] 法務省訟務局

勝友 1(1)[S13.6]-7(1)[S19.1) 正信同愛会

蝕 1[1960.3]-8[1962.1] 文芸懇話会

食と健康 525[2000.9]-559[2003.7] 日本食品衛生協会

食農教育 1[1998.5]-9[2000.7] 農山漁村文化協会
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食品衛生 469[1996.1]-524[2000.8] 日本食品衛生協会

食品衛生研究 35(4)[1985.4]-53(5)[2003.5] 日本食品衛生協会

諸君 33[2001.1]-37[2005.12] 文藝春秋

女子教育もんだい 20[1984.8]-62[1995.1] 労働教育センター

書写書道 108[2000.4]-150[2003.10] 日本武道館

史料館報 17(1972.11)-80(2004) 国立史料館

史林 60(1):281[S52]-84(2) 史学研究会

シルバーサービス 1[1990.3]-39[1997.12] シルバーサービス振興会

シルバー人材センター 73[1993.4]-189[2002.12]
全国シルバー人材センター
協会

ＪＩＬリサーチ 6[1991.夏]-37[1999.春] 日本労働研究機構

城 1[1961.秋] 現代詩９人の会

白い国の詩 425[1992.1]-520[1999.12]
東北電力Ｋ．Ｋ．広報サー
ビス部

試論 101[1966.5] 鈴木昌之

新アララギ 1(5)[1998.5]-8(3)[2005.3] 新アララギ発行所

新沖縄文学 1[1966.4]-89[1991.9] 沖縄タイムス社

審議だより 1[1990.9]-10[1992.3]
臨時脳死及び臓器移植調査
会

信金中金月報 1[2002.1]-5[2006.12] 信金中央金庫

人権通信 19(1)[1984.1]-33(2)[1998.3] 全国人権擁護委員連合会

人権と部落問題 689[2002.5]-696[2002.12] 部落問題研究所

人権のひろば 1[1998.5]-12[2000.3] (財)人権擁護協会

人口推計月報 [1980.1]-[1986.12] 総理府統計局

人事院月報 33:347[1980.1]-52:601[1999.12] 大蔵省印刷局

新詩人
16(12):190[1962.1]-
24(9):281[1969.9]

新詩人社

新詩潮 16 新詩潮社

新詩篇 1[1962.6]- 7号[1966.5] 新詩篇の会

新詩法 3[1966.4]-4[1966.7] 国井克彦

新自由クラブ 65-107[1986.9] 新自由クラブ

身障雇用ニュース 32[S55.4]-127[S63.3] 身体障害者雇用促進協会

新潮 30(1)[T8.1]-96(4)[1999.4] 新潮社

神道古典研究 1[1979.10]-15[2003.12] 神道大系編纂会

新日本詩人 5[1961.10] 新日本詩人社

新日本文学 40(1)[1985.1]-50(3)[1999.4] 新日本文学会

心理学研究 66(6)[1996.2]-70[2000.2] 日本審理学会

森林総合研究所所報 291[1988.10]-509[2006.12] 森林総合研究所

森林総合研究所年報 [1994.3]-[2001] 森林総合研究所

心霊研究
38(1):443[1984.1]－
63(10):752[2009.10]

日本心霊科学協会

新論 1[1991.7]-4[1992.4] 新論社

水産界 1272[1991.1]-1409[2002,6] 大日本水産会

随想森林 18[1988.1]-46[2002.1] 土井林学振興会

数学セミナー 35[1996.1]-42[2004.3] 日本評論社

Sports grephic Ｎｕｍｂｅｒ 
1[1980.4] 13(8):288[1992.4]-
19(8):441[1998.4]

文芸春秋

住まいとまち 10[1991.2]-120[2000.3] 不動産流通近代化センター

住商ニュース 80[S60.9]-100[H1.1] 住友商事

ス
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すみとも 2[1997.4]-17[2001.11] 住友グループ広報委員会

駿台詩人
1[1962.10] 2[1962.12] 5[1963.11
]

明治大学現代詩研究会

駿台史学 65[S60.10]-112[H13.3] 駿台史学会

生活経済学会会報 6[1990.12]9[1993.12] 生活経済学会

税経通信 51(1)[1996.1]-61(8)[2006.6] 税務経理協会

制作 1[1954]-3[1955] 中田耕治

正視 355[1991.1]-481[2001.7] 内外政治研究所

青少年 14[[1998]-399(2007.3) 青少年育成国民会議

青少年問題調査季報 14[1983]-19[1988.2] 総務庁青少年対策本部

青少年問題調査年報 1[1989.1]  -10[1997.12] 総務庁青少年対策本部

成人病ガイド 1(1968)-67（1995.6） 三井生命厚生事業団

青年 175[S58.12]-185[S59.10] 日本青年館

税務法令通達月報 38(1)[S58.1]- [2002.8] 税務経理協会

生命研ニュース 1[1993.2]-49[2001.3]
工業技術院生命工学工業技
術研究所

生命誌 2(2)[1994,7]-62 Ｊ大生命誌研究館

生命保険協会会報 64[S58.12]-248[1996.4] 生命保険協会

清流 1[1994.5]-9[2002] 清流出版

世界 1[S21.1]-246[2005.12] 岩波書店

世界開発 2(1)[1989.1]-5(1)[1992.3]
国際連合開発計画東京連絡
事務所

世界経済リポート 109[S50.10]-169[H1.8] 世界経済研究協会

世界週報
83(1):4030[2002.1]-
88(12):4287[2007.3]

時事通信社

世界と議会 222[1980.12]-464[2002.12] 尾崎行雄記念財団

世界と我等
7(4)[S7.4],11(3)[S11.3],12(11)[S1
2.11]

国際連盟協会

世界の動き 397[1982.11]-693[2005.6] 世界の動き社

世界の児童と母性 8[1979.7]-43[1998.3 資生堂社会福祉事業財団

世間話研究 4[1993.3],7[1997.3]-14[2004.10] 世間話研究会

世論時報 392[S59.1]-444[S63.5] 世論時報社

船員ほけん 452[1991.3]-620[2005.3] 船員保険会

前衛 668[1996.1]-849
日本共産党中央委員会出版
局

選挙 10(10)[S32.10]-57(4)[H16.5]
都道府県選挙管理委員会連
合会

全金連会報 63[1987.3]－109[1999.9] 全国貸金業協会連合会

全作家 1[1976.6]-75[2009.9] 全国同人雑誌作家協会

全障連関東ブロックニュース 15[S57.1]-27[S60.10 身体障害者定期刊行物協会

全障連全国事務局ニュース
1[1988.11]-8[1991.6] 臨時号
[1991.8]

関西障害者定期刊行物協会

全障連ニュース [1987.3,6,7,11] 身体障害者定期刊行物協会

泉石 1[1990.11]-6[2002] 古河歴史博物館

戦前船舶 1[1996.7]-50[2007.6] 戦前船舶研究会

選択 18(3)1992.3]-31(6)[2005.7] 選択出版

宣伝会議 462[1989.6]-707[2006.12] 宣伝会議

前頭葉 1 青柳勝

全燃会報 124[S61.7]-161[H17.1] 全国燃料協会

セ
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ＳＯＧＩ葬儀 1(1)[1991.1]-1(6)[1991.11] 表現社

草原 8[1966.5]-9[1966.11] 現代詩工房

総合教育技術 57[H14.4]-58[H15.4] 小学館

総合ケア
2n1(13)[1992.1]-
6n10(70)[1996.10]

医歯薬出版

総合ジャーナリズム研究
3(2):18[S41.2}-3(7):23[S41.7]
7(3)

東京社

総合資料館だより 70[1987.1]-145[2005.10] 京都府立総合資料館

捜査官 6[1981.10]-20[1995.11] 検察庁

草汁会報 1[1989.12]-16[1993.9] 草汁会

造船界 117[1980.4]-206[1997/7] 日本造船工業会

創造 1[1968.6]-5[1969.8] 雄渾社

素描 1[1962.5]-3[1963.5] 素描の会

曹洞宗研究員研究紀要 19[S62.7] 9[1998.12] 曹洞宗宗務庁

曹洞宗研究員研究生研究紀要 16[S59.8]-18[S61.11] 曹洞宗宗務庁教学部

総務庁広報 78[1999.9]-80[1999.11] 行政管理センター

ＳＯＬＡ 15[1992.1]-97 井田企画

そんがいほけん 123[S59.6]-265[1999.3] 日本損害保険協会

大乗禅 19(6)-21(11) 中央仏教社

大正労働文学研究 1-2 大正労働文学研究会

大日光 49(S53.8)-79(2009.3) 日光東照宮

別冊太陽 1983.8-2003.2 平凡社

別冊太陽　おとなの学校 1-6 平凡社

別冊太陽　骨董をたのしむ 1-48 平凡社

別冊太陽　子どもの昭和史 1986.8-2000.1 平凡社

別冊太陽　世界の女優シリー
ズ

1986.7-1987.1 平凡社

別冊太陽　日本骨董紀行 1-9 平凡社

別冊太陽　日本のこころ 1-121 平凡社

ＴＨＥ　ＴＩＬＥ　ＦＲＯＮＴ 1-4 ダントー

宅地とまちづくり 179(2000.3）-195（2003.3） 日本宅地開発協会

たたら研究 19(1976.3)-48(2998.12) たたら研究会

田中正造研究 1(1)(1976.5)-9(1979.8) わらしべ書房

田中正造とその時代 1(1981.11)-4(1983) 青山館

田中正造の世界 1:15(1984.1)-5:19 谷中村出版社

旅とルーツ 71(1996)-76(1998) 芳文館

食べもの文化 84(1985.4)-317(2003.4) 芽ばえ社

ＴＡＬＩＳＭＡＮ 1(1989.10)-24(1997.3) 東京海上火災保険

短観 1996.2-1999.12 日本銀行統計局

地域開発 225(S58.6)-459(2002) 日本地域開発センター

地域から日本を変える 1(1992.4)-48(1996.3) 松下政経塾

地下水道 1-5 地下水道グループ

地球 3-44 地球社

地球環境 28(4)(1997.4)-425 日工フォーラム社

地球市民ジャーナル 78(1990.4)-103(1992.10) 曹洞宗ボランティア会

地質学雑誌 90(1)(1984.1)-109(12) 日本地質学会

地質ニュース 365(1985.1)-607(2005.3) 実業広報社

地図
25(1):97(1987.3)-
36(4):144(1998.12)

日本国際地図学会

ソ

タ行 タ

チ
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地点 9(1972.9) 地点同人会

Ｇ－ＴＥＮ 28(S63.3)-60(H3.3) 天理やまと文化会議

チベット文化研究会報 8(2)(1984.4)-16(4)(1992.10) チベット文化研究所

地方演劇 2(3)(1959.8) 地方演劇社

地方財政 1(1)(S37.1)-26(12)(1987) 地方財政協会

地方史研究 1(S26.3)-49(2):278(1999.4) 地方史研究協議会

地方史静岡 1(S46.7)-28(H12.3) 地方史静岡刊行会

地方自治情報 1(1998.4)-57(2002) 地方行政総合研究センター

地方自治職員研修
26(4):345(1993.4)-
37(3):510(2004)

公務職員研修協会

地方自治の窓 1(1983)-60(1996.3) 地方自治協会

地方文化の復権 1(1991.1)-9(1993.9) 住友商事

中央公論 39(5):434-119:1447(H16.12) 中央公論社

別冊中央公論 1(2)(1981.9) 中央公論社

中央公論文芸特集 1-10 中央公論社

中央公論経営問題 10(2):35(S46.6)-21(1):85(S57.3) 中央公論社

中央公論文芸特集 復刊 1(1):1(1984)-4(4):13(1987.12) 中央公論社

中央詩人 14 詩友会

中教審ニュース 1(1989)-5(1991) 文部省大臣官房政策課

中小企業 34(1)(S57.1)-54(5)(2002.5) ダイヤモンド社

中小企業海外情報抄録 26(1987.3)-60(1996.1)
中小企業総合事業団・中小
企業情報センター

中小企業関係資料リスト 22-2(1987.7)-25(4)(1990.11)
中小企業総合事業団・中小
企業情報センター

中小企業国際化支援レポート 1(2001)-18(2004)
中小企業総合事業団・中小
企業情報センター

中小企業情報 65(1986.10)-150(1998.3)
中小企業総合事業団・中小
企業情報センター

中小企業のための海外投資ガ
イド

54(1986.10)-155(2000.3)
中小企業総合事業団・中小
企業情報センター

中部日本詩人 4-5 宇宙時代社

中部日本詩人会 10 中部日本詩人会

聴覚障害
42(4)421(1986.4)-
54(3):576(1999.3)

聾教育研究会

調査季報 88(1986.2)-136(1998.12)
横浜市企画財務局都市科学
研究室

潮流詩派 49 潮流出版社

著作権に関する判例速報 147(1996)-189(1998.3) 日本著作権協議会

賃金と社会保障 1169(1996.1)-1371(2004.6) 労働旬報社

通商ニュース 29(1982.2)-92(1988.5) ノルウェー王国大使館

翼のある風景 11(1983)-34(1995) 日本航空宇宙工業会

つぼ 6 つぼの会

壺 2-15 壺発行所

ていくおふ 31(1985.7)-89 全日本空輸広報室

抵当証券事業 1(1989.12)-21(2001.9) 抵当証券事業協会

ＤＥＶＥＬＯＰＭＥＮＴ　＆
ＣＯＯＰＥＲＡＴＩＯＮ

8[2001.4]-13[2002.8] 国際協力銀行

ディフェンス 3(5)[S59.3]-27(1)(2008.10) 隊友会

ツ

テ
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手形研究 488[1994.1]-500[1994.12] 経済法令研究会

テクニカル　レビュー 1[1988.12]-9[1997.4] 三菱自動車工業株式会社

ＴＥＣＨＮＯーＣＯＳＭＯＳ 1(1992.3)-6(1994) 日本ペイント株式会社

ＤＩＧＩＣ 1(1986.10)-38(1996.1) ソニー株式会社

鉄と鋼 73(1)(1987.1)-78(11)(1992.11) 日本鉄鋼協会

鉄の話題 57(1987)-64(1988.10)
新日本製鉄秘書部広報企画
室

てとらぽっと 6-9 ぐるうぷ・てとらぽっと

ＤｅＰＯＬＡ[ﾃﾞﾎﾟﾗ] 1(1991.10)-12 全国過疎地域活性化連盟

でもす 10(6)(1952.6) 朝日新聞文化事業団

てら 1(1999.9)-23(2005.6)
エヌ・ティ・ティ・コミュ
ニケーションウェア

テレビドラマ 4(4)(1962.4),4(9)(1962.9) ソノブックス社

テレビラジオ番組個人視聴率
調査全国結果表

H4.6-H21.6 ＮHＫ文研世論調査部

テレビラジオ番組視聴率調査
全国結果表

S38.12-H4.6 ＮHＫ文研世論調査部

テレビラジオ番組視聴率調査
全国・地方別結果表

S38.6-S44.7 ＮHＫ文研世論調査部

電気とガス 42(4)(1992.4)-48(3)(1998.3) 通商産業調査会

伝統と文化 1(S58.10)-14 ポーラ伝統文化振興財団

銅 1(1986.10)-29(1995.3) 日本銅センター

ＴＯＫＡＩ 68(S59.7)-156 東海大学校友会

銅・技術情報 1(S61.10) 日本銅センター

東京学士会会院雑誌 5(M16.1-10) 東京学士会院

東京国立近代美術館年報 1982-1993 東京国立近代美術館

東京都美術館紀要 12(1987)-18(1993) 東京都美術館

東京の社会教育 18(3),24(1)-25(5)
東京都教育庁社会教育部計
画課

統計 47(1)(1996.1)-51(3)(2000.3) 日本統計協会

統計通信 500(1986.12)-677(2001.9) 全国統計

投資信託 441(1997.7)-531(2005.1) 証券投資信託協会

東電グラフ 313(1980.1)-405(1987.9) 東京電力

動物たち 25(S59.3)-140(2008.1) 日本動物愛護協会

東方見聞録 1(S61.10)-17 灘神戸生活協同組合広報部

東洋医学
9(4):37(S56.8)-
28(10):197(2000.10)

自然社

道路 719(2001.1)-754(2003.12) 日本道路協会

討論集会 36(S53.2)-158 尾崎行雄記念財団

時の動き 971(1996.1)-1066(2003.12) 大蔵省印刷局

時の法令 1555(H9.10)-1632(H12.12) 大蔵省印刷局

特殊教育 43(S59.8)-68(H3.7) 東洋館出版社

トークトーク 1(S61.7)-56 心の開発集団

都市ガス事業の現況 1987-1991 日本ガス協会

都市問題 87(1)(1996.1)-89(1998) 東京市政調査会

栃木県史研究 1(S46.2)-24(S58.3) 栃木県教育委員会事務局

栃木県立博物館年報 1-26 栃木県立博物館

土地制度史学
26(1):101(S58.10)-
45(1):177(2002.10)

都市制度史学会

ト
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対象巻号の範囲

（欠号を含みます）
出版者

特許研究 1(S61.1)-24(1997.9) 発明協会

特許流通情報 10(4)(S60.12)-22(1)(H9.3) 発明協会

Ｔｏｂａ　ｓｕｐｅｒ　ａｇｕａｒｉｕｍ 1(1992)-28 鳥羽水族館

土木学会誌 81(1)(H8.1)-86(3) 土木学会

とみのおがわ 1(1997.8)-2(1998.4) 聖徳太子奉讃会

トヨタ技術公開集 31(1988.12)-174(2005.5) トヨタ自動車株式会社

ＴＯＹＯＴＡ　Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ
Ｒｅｖｉｅｗ

41(1)(1991.5)-47
トヨタ自動車株式会社技術
管理部

とらっく 243(1991.1)-341(1999.3) 三菱自動車販売

トランスポート 460(1990.1)-571（1999.3）2001.6 運輸振興協会

Ｄｒｅａｍ 365(1990.11)-368(1991.2) 若い根っこの会

トレードピア 217(H1.1)-339(1999.3）
日商岩井株式会社東京社長
室広報課

内外教育 4296(H4.1)-5397(2002.12) 時事通信社

長帽子 3,11,22-23 長帽子の会

National Technical Report 40(2)(1994.4)-43(6)(H9.12) 松下電器産業

七瀬 1(1991.3)-8(1998) 鉾田町

ＮＡＶＩ 13:150(1996.8)-13:171(1998.5) 二玄社

波 11(11):146(1987.11)-2007.4 日本てんかん協会

奈良国立文化財研究所年報 1985-2000 奈良国立文化財研究所

なる 458(1997.6）－534(2003.9）
科学技術庁航空宇宙技術研
究所

難民Ｒｅｆｕｇｅｅｓ 1993.2-1996.4
ＵＮHＣＲ日本韓国地域事
務所

西陣グラフ 347(S60.9)-535(1999.12) 西陣織工業組合

２１世紀フォーラム 40(1990.6)-66(1998) 政策科学研究所

二重奏 1(1981.8)-64(1998.7) 二世帯住宅研究所

日米センター
ＮＥＷＳ　ＬＥＴＴＥＲ

7(1997)-7(004.9) 国際交流基金日米センター

日経アーキテクチュア 793(2005.4)-812(2005.12) 日経ＢＰ社

日経グローカル 1-42
日本経済新聞社産業地域研
究所

日建連
30(2):331(1997.2)-
33(3):368(2000.3)

日本建設業団体連合会

ＮＩＰＰＯＮ　ＳＴＥＥＬ
ＭＯＮＴＨＬＹ

1(1990.4)-93(1999.12)
新日本製鐵株式会社秘書部
広報室

日本育英会年報 S53-H15 日本育英会

日本医師会雑誌 129(1)(2003.1)-131(2004.6) 日本医師会出版部

日本一 5(2)(T8.2) 南北社

日本栄養・食糧学会誌 38(1985)-54(2001) 日本栄養食糧学会

日本演劇 7(2)(1949.1) 日本演劇社

日本学 1(1)(1983.5)-20(1992.12) 名著刊行会

日本学術会議月報 22(4)(S56.4)-37(3)(1996.3) 日本学術会議

日本歌人クラブ 91(1991.7)-153(2006.10) 日本歌人クラブ

日本家政学会誌 40(1)(1989.1)-53(2002) 日本家政学会

日本銀行統計 2005夏,秋 ときわ総合サービス

日本近代文学館 1(S46.5)-122(1991.7) 日本近代文学館

日本経済指標 442(1992)-449(1993) 大蔵省印刷局

ナ行 ナ

ニ
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対象巻号の範囲

（欠号を含みます）
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日本語 1(1)(1988.1)-18(11)(2007.1) アルク

日本史研究 1(S21.5)-460(2000) 日本史研究会

日本水産資源保護協会月報 257(S60.7)-425(H9) 日本水産資源保護協会

日本地質学会Ｎｅｗｓ 1(1)(1998.1)-5(6)(2002) 日本地質学会

日本農業の動き 105(1993.6)-119(1997.2) 農林統計協会

日本の科学と技術 29:249(S63.1)-36;276(1995)
日本科学技術振興財団事務
局

日本の風 1(2005.3)-6(2006) 防衛弘済会

日本の損害保険 1978-2009 日本損害保険協会

日本の貿易 S61-S63 通商産業省貿易局総務課

日本美術工芸 580(1987.1)-700(1997.1) 日本美術工芸社

日本婦人問題懇話会会報 39(1983.12)-59(2002.1) 日本婦人問題懇話会

日本貿易月報 464(1992.7)-560(1999) 日本貿易会

日本未来派 106,108,118-119 日本未来派の会

日本民俗学 151(1984.1)-233(2003) 日本民俗学会

日本歴史 1(S21.6)-649(2003.1) 吉川弘文館

日本労働協会雑誌 331(S62.1)-363(H1.12) 日本労働協会

日本労働研究雑誌 364(H2.1)-477(2008.6) 日本労働研究機構

ニュースフラッシュ 1(1):1(1994.1)-2(24):48(1995.12)
金属鉱業事業団資源情報セ
ンター

ＮＥＷＳ　ＬＥＴＴＥＲ 30(2000.12)-37(2003.3) 首都圏新空港研究会

ニュースレター 9(S60)-27(H15) 日本青少年研究所

(国際農業機械化研究会)
Ｎｅｗｓ　ｌｅｔｔｅｒ

148(1987.1)-303(1999.12) 国際農業機械化研究会

Ｎｅｗｔｏｎ 9(1)(1989.1)-20(2000) 教育者

Ｎｅｗｔｏｎ別冊 1989-2003 教育者

ニューハウス 448(1993.1)-498(1997.3) ニューハウス社

ニューフレーバー
24(1):214(1990.1)-
27(1):250(1993.1)

フレーバー技術研究会

ＮＩＲＡニュース 1(1)(1988.1)-13(2000) 総合研究開発機構

ＮＩＲＥニュース 1[1991.11]-87[1998.12]
工業技術院資源環境技術総
合研究所

人間 226[1985.8]-306[1992.12] 真理生活研究所

ネクステイジ 1[1989.3]-55[1998.3/4] 住友商事

熱供給 1[1990,秋]-33[1998.秋] 日本熱供給事業協会

年金と雇用 １[1982.10]-65[1992.2] 年金制度研究開発基金

年輪 9[1982]-13[1986.10] 踏み越えし年輪を拡げる会

農業経済研究 53(1)[1981.6]-67(3)[1995.12] 岩波書店

農業総合研究所年報 33[1983]-48[1998] 農業総合研究所

農総研季報 ７(1990.9)－49（2001.3） 農業総合研究所

農薬時報 372[1999.]-577[2004.10] 農薬工業会

農林水産政策研究成果情報 Ｈ13[2002.6]-Ｈ17[2006] 農林水産政策研究所

農林水産統計月報 508[1995.7]-648[2007.3] 農林統計協会

農林水産統計速報 [1981.7]-[2000.9] 農林水産省統計情報部

農林統計調査 529[1995.4]-624[2003.3] 農林統計協会

農林水産図書資料月報
52(4):609[2001.4]-
55(3):644[2005.3]

農林統計協会

ノッポとチビ 10[1962.12]-31[1966.6] 大野新

ＮＯＮ砲 1[1966.4]6[1967.4]7[1967.7] 潮流出版社

ネ

ノ
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（欠号を含みます）
出版者

配管技術 42(12)[2000.10]-47(7)[2005.6] 日本工業出版

パイロット 51[1982.5]-111[2002.5] 日本パイロット協会

Ｈｏｕｓｉｎｇ　Ｔｒｉｂｕｎｅ
[ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ･ﾄﾘﾋﾞｭｰﾝ]

113[1997.3]-290[2005.9] 創樹社

獏 42[1963.2]-44[1963.8] 獏の会

白亜紀 19[1963.2] 白亜紀の会

はくさん 12(4)[1985.3]-27(4)[2000.3]
石川県白山自然保護セン
ター

方舟 1[1966.11]2[1967.3] 方舟の会

ＨＡＺＡＭＡ 1[1982.9]-8[1989.4] 間組広報部

働く広場 6[1978.3]-294[2002.2]
身体障害者雇用促進協会→日
本障害者雇用促進協会

Ｈａｐｐｙ－ｏｎｅ 8[1991.1]-302 プラスワン出版社

話の特集 313[1992.1]-352[1995.3] 話の特集編集室

Ｐｕｂｌｉｃ　Ｓｐａｃｅ 1[1982.7]-10[1087.10] 日本交通文化協会

パブリックビジネスリポート 1[2005.9]-6[[2006.3] 日経ＢＰ社

馬銜 1[1977.12]-22[1998.12] 日本中央競馬会

Ｆｕｒｌｏnｇ 1[1990.7]-133[2001.4] 地方競馬全国協会

版画芸術 28[1980.冬]-91[1996.3] 阿部出版

犯罪と非行 57[1983.8]-114[1997.11] 青少年更生福祉センター

Ｐ＆Ｔ 1[1988.4]-11[1998.10] 廣済堂出版

ＰＨＰ 524[1992.1]-578[1996.7] ＰHＰ研究所

ＰＦＵ　ｔｅｃｈｎｉｃａｌ
ｒｅｖｉｅｗ

1[1990.11]-14[1997.11] ＰＦＵ

美をもとめて 1[1975.8]-33.34[1978.4.5] 博報堂公共本部

美学 119[1979.12]-183[1995.12］ 美学会

悲劇喜劇 43(1)[1990.1]-52(4)[1999.4] 早川書房

ビジネス・インテリジェンス
12(1):124号[1999.1]-
18(2):197[2004.2]

インテリジェンス社

ＢＣＳ 20[1987.1]-48[1994.7] 建築業協会

ビジネス・レビュー
一橋Ｔ学産業経営研究所編

25(1)[1977.6}-47(4)[2000.4] 千倉書房

ヒストリア 110[1986.3]-164[1999.4] 大阪歴史学会

ひと 217[1991.1]-216[1990.12] 太郎次郎社

一橋ビジネス・レビュー
（ビジネス・レビューの改題）

48[2009.9]-52(1)[2004.7] 東洋経済新報社

一橋論叢 725[2001.1]-785[2006.3] 日本評論社

ＰＰＭ 22(1)[1991.1]-28(3)[1997.3] 日本工業新聞社

Ｂｉｂｌｉａ 1[1983.5]-16[1991.1] 山形ビブリアの会

Ｖｉｅｗかんざき 35[1981.7]-68[1993.5] 神崎製紙営業本部

ＨＵＭＡＮ・ＡＤ
[ﾋｭｰﾏﾝ･ｱﾄﾞ]

1[1990]-41[2000.9] リクルート

Ｈｕｍａｎ　ｓｔｕｄｉｅｓ 1[1988.7]-30[2003.3] 電通総研

ヒューライツＴ阪 3[1995.6]-42[2002.3]
アジア太平洋人権情報セン
ター

兵庫県立近代美術館年報 S60-H6 兵庫県立近代美術館

兵庫県立歴史博物館ニュース 1[1983,1]-66[1989] 兵庫県立歴史博物館

ひらがなタイムズ 75[1993.1]-185[2002.3 ヤック企画

ハ行 ハ

ヒ
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ＢＭＪ[ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼﾞｬｰ
ﾅﾙ』→RMJ

23[2000,9]-36[2002,3]
ビルマネージメントジャー
ナル

ひろがり 14[1985]-66[1999,4] 石油化学工業協会

ピロティ 10[S48,12]-94[1994,4] 兵庫県立近代美術館

琵琶湖博物館開設準備室研究
調査報告

5[1996.3」 滋賀県教育委員会

琵琶湖博物館研究調査報告 6[1998.7]-14[1999,4] 滋賀県立琵琶湖博物館

ファイナンスＴ蔵省広報 30(1)[1994,4]-36(9)[2000,12] 大蔵省財務協会

ファムポリティック 1[1993,9]-24[1999.夏] フループわいふ

Ｆｏｒｅｓｉｇｈｔ 1(1)[1990,1]-9(2)[1998.2] 新潮社

フォト 39(1)[1992.1]-49(7)[2002.4] 時事画報社

Ｆｏｒｂｅｓ　フォーブス
日本版

1(1):1(1992.4)-6(4):61(1997.4) ぎょうせい

ＦＯＲＵＭ 1(19993)-13(1999)
東京都専修学校各種学校協
会広報

福祉 74(1)(1991.1)-87 全国福祉協議会

不二越技報 41(1)(S60.3)-52 不二越

藤沢市史研究 1(1970.10)-28 藤沢市史編纂委員会

富士総研技報 1(1)(1990.6)-7(1)(2000) 富士総合研究所

ＦＵＪＩＴＳＵ 44(1):254(1993.1)-50:295(1999) 富士通

富士通ジャーナル 184(1991.6)-236 富士通

ＦＵＪＩＴＳＵ飛翔 創刊特別号(1989.12)-29 富士通株式会社

富士論叢 8(S38) 富士短期大学学術研究会

婦人教育情報 1(1979.10)-34(1997.3) 国立婦人教育会館

普請研究 1(1982.9)-40(1992.9) 普請帳研究会

婦人公論 9(6)(T13.6)-84(7):1032(1999.3) 中央公論社

別冊婦人公論 1(1980.7)-48(1992.4) 中央公論社

婦人之友 42(8)(S23.8)-93(4)(1999.4) 婦人之友社

ＦＵＳＯ 342(1999.4)-362(2000) 三菱自動車

府中市美術館準備室だより 2(1991.3)-11(2000.3) 府中市美術館準備室

物価資料 915(2004.8)-943(2006.12) 建設物価調査会

ぶっくまん 71(S46.9)-79(S45.5)] 研究社

物質研ＮＥＷＳ 1(1993.6)-48(2001.3)
工業技術院物質工学工業技
術研究所

物質工学工業技術研究所年報 H5(1994.11)-H11(2000.7)
工業技術院物質工学工業技
術研究所

物質工学工業技術研究所報告 1(1)(1993.8)-8(4)(2000.12)
工業技術院物質工学工業技
術研究所

フーディアム 創刊準備号(S63.春)-43(1999秋） 日清食品株式会社広報室

武道 365(1997.3)-457 日本武道館

別冊不動産鑑定 1(1979.9) 住宅新報社

船と海のサイエンス 2(2002,.11)-12(2005.5) 海上技術安全研究所

無頼派 2(1964.10) 田島邦彦

部落開放 529(2004.2)-558(2005.12) 開放出版社

ふらんす 74(4)(1999.4)-78(3)(2003.3) 白水社

Ｂｌｕｅ　Ｓｉｇｎａｌ[ﾌﾞﾙｰ
ｼｸﾞﾅﾙ]

1(1987.5)-68(1999.12)
大阪西日本旅客鉄道株式会
社

フ
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Ｐｌｕｔｏｎｉｕｍ 1(1993.3)-27 原子燃料政策研究会

ＰＲＥＭＩＥＲＥ　日本版 1(1):1(1998.5)-8(4):84(2005.4)
アシットフィリパッキジャ
パン

文宴 28(1971.4) 中井正義

文科 1(1996.7)-10(1999.2) アートロベ

文学 1(S6.7)-56(7)(1988.7) 岩波書店

文学界 7(4)(S15.4)-53(4)(1999.4) 文芸春秋

文学館通信 3(1999.3)
群馬県立土屋文明記念文学
館

文化財 208(S56.1)-425(H11.2) 第一法規

文化財の虫菌害 11(1986.7)-42(2001.12) 文化財虫害研究所

文化財の保護 25(H5.3)-32 東京都教育委員会

文化庁月報 160(S57.1)-387(H12.12) 文化庁

文化展望 12(2004.12) フィネス

文芸 3(3)(S10.3) 改造社

文芸 6(6)(S24.6)-14(3)(S32.2増） 河出書房

文芸 1(4)(S37.6)-38(1)(1999) 河出書房新社

文芸狭山 1(S56.11)-12(H5.3) 狭山市立図書館

文芸春秋 3(4)(T14.4)-83(2005) 文芸春秋

別冊文芸春秋 156(S56.7)-233 文芸春秋

文芸広場
39(1):453(1991.1)-
48(3):563(2000.3)

公立学校共済組合本部

文献ジャーナル 1(S37.4)-38(6):409(1999.3) 富士短期大学

平和科学研究通信 2(3)(1979.5)-9(4)(1988.10)
広島大学平和科学研究セン
ター

平和と宗教 4(1985)-26(2007.12) 庭野平和財団

平和の推進 S58(1984)-H7(1996) 広島平和文化センター

ペガサス 2(1966) ペガサス発行所

季刊へるめす 1(S59.12)-18(H元.3) 岩波書店

へるめす 19(1989.5)-67(1997.7) 岩波書店

へるめす別巻 １（S59.12)-5(S63.7) 岩波書店

変革 1(1963.4) 変革短歌研究社

Ｐｏ 38(1984)-65(1991) ぽの会

保育情報 365(2007.4)-388(2009.3) 全国保育団体連絡会

貿易風 0(1988.3)-40(1998.1) 日本貿易会広報部会

法学協会雑誌 42(1)(T13.1)-121(5) 法学協会事務所

法学教室 68(1986.5)-294(2005.3) 有斐閣

法学研究 51(1)(S53.1)-75 慶應義塾大学法学研究会

法学セミナー 46(S35.1)-576(2002.12) 日本評論社

法学セミナー増刊　総合特集
シリーズ

1(S52.2)-46(1990.12) 日本評論社

別冊法学セミナー 1(1970.4)-91 日本評論社

外国語誌

行 頭文字 雑誌名
対象巻号の範囲

（欠号を含みます）
出版者

新華僑 1997-1999 新華僑雑誌社

C THE　CHINESE　PEN 1975－Autumn.winter TAIPEI　CHINESE　CENTER

ヘ

ホ
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行 頭文字 雑誌名
対象巻号の範囲

（欠号を含みます）
出版者

F
Ｆｏｒｅｉｇｎ　Ａｆｆａｉ
ｒｓ

75(6)(1996.11/12)-
83(4)(2004.7/8)

Council　on　Foreign
RelaTions[N.Y]

J
JAPAN Railway & Transport
review

2-18
EAST JAPAN RAILWAYCULTure
Foun DATion

K KOREA FOCUS 7(2)-7(6) Korea FoundaTion

Pacific Friend 13(12)-30(12) Jiji ＧａHｏ sHa

Plays The Dorama magazine
For Yohng People

1956(1-5,10-12),1957(1-5,10-
12)

Taipei Review 51(4)-52 (2001.4-2002.4) Kwang Hwa PublisHing

Time 153-156(1999-2000)
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