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Ｎｏ． 誌　　　名 出　　版　　社

1 AERA : ｱｴﾗ 朝日新聞社

2 Harvard business review : Diamondﾊｰﾊﾞｰﾄﾞ･ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ﾚﾋﾞｭｰ ダイヤモンド社

3 MUSEUM 東京国立博物館

4 National geographic : ﾅｼｮﾅﾙｼﾞｵｸﾞﾗﾌｨｯｸ 日経ナショナルジオグラフィック社

5 New food industry 株式会社食品資材研究会

6 Newsweek : ﾆｭｰｽﾞｳｨｰｸ日本版 阪急コミュニケーションズ

7 Newton : ニュートン ニュートンプレス

8 Software Design 技術評論社

9 Studies in English literature 日本英文学会

10 The English journal アルク

11 TIME タイム社

12 TOEIC Test  ﾌﾟﾗｽ・ﾏｶﾞｼﾞﾝ リント

13 ｱｼﾞｱ遊学 ; Intriguing Asia 勉誠出版

14 異文化間教育 アカデミア出版会

15 岩波ﾌﾞｯｸﾚｯﾄ 岩波書店

16 英語教育 大修館

17 英文學研究 日本英文学会

18
英文学研究. 支部統合号 ; Studies in English. The regional
branches combined issue

日本英文学会

19 栄養と料理 女子栄養大学出版部

20 エコノミスト 毎日新聞社

21 応用統計学 応用統計学会事務局

22 オペレーションズリサーチ（日本オペレーションズ・リサーチ学会誌） 日本オペレーションズ・リサーチ学会

23 会計 森山書店

24 会計･監査ｼﾞｬｰﾅﾙ 第一法規

25 会計人ｺｰｽ 中央経済社

26 解釈 解釈学会

27 会社四季報 東洋経済新報社

28 化学 化学同人

29 別冊　化学 化学同人

30 科学 岩波書店

31 学林 中國藝文研究會

32 学校給食 全国学校給食協会

33 環境と公害 岩波書店

34 観世 桧書店

35 季刊栄養教諭 日本文京出版

36 季刊　会計基準 税務研究会

37 季刊ビジネス・インサイト 現代経営学研究所

38 季刊労働法 労働開発研究会

39 企業会計 中央経済社

40 企業診断 同友舘

41 キネマ旬報 キネマ旬報社

42 教育 国土社

43 教育科学. 国語教育 明治図書出版

44 教育と医学 慶應義塾大学出版

45 教員養成ｾﾐﾅｰ 時事通信社

46 教職課程 協同出版

47 近世文芸 日本近世文学会

48 金融研究 ときわ総合ｻｰﾋﾞｽ株式会社営業部(出版部門)

49 金融経済統計月報 [市販本版] ときわ総合ｻｰﾋﾞｽ株式会社営業部(出版部門)

50 暮しの手帖（第４世紀） 暮しの手帖社

51 群像 講談社

52 経営システム（日本経営工学会誌） 日本経営工学会

53 経営実務 全国協同出版

54 経営情報学会誌 経営情報学会

55 経済ｾﾐﾅｰ 日本評論社

56 経済論叢 京都大学経済学会
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57 芸術新潮 新潮社

58 計測自動制御学会論文集 計測自動制御学会

59 月刊金融ジャーナル 日本金融通信社

60 月刊グローバル経営 日本在外企業協会

61 研究と資料

62 現代化学 東京化学同人

63 現代思想 青土社

64 現代の社会病理
日本社会病理学会編
垣内出版

65 公衆衛生情報 ライフ出版社

66 厚生の指標 厚生統計協会

67 国語国文 中央図書出版社

68 国語と国文学 ぎょうせい

69 国民経済雑誌 神戸大学経済経営学会

70 こころの科学 日本評論社

71 子どもと発育発達 杏林書院

72 サライ 小学館

73 産業経理 産業経理協会

74 史學雜誌 史學會

75 システム/制御/情報 システム制御情報学会

76 思想 岩波書店

77 視聴覚教育 日本映画教育協会

78 実験医学. 羊土社

79 シミュレーション 日本シミュレーション学会

80 社会学評論 日本社会学会

81 社會經濟史學 社會經濟史學會

82 社会福祉研究 鉄道弘済会社会福祉部

83 社会分析 日本社会分析学会

84 週刊ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ ダイヤモンド社

85 週刊東洋経済 東洋経済新報社

86 受験ジャーナル 実務教育出版

87 ｼﾞｭﾘｽﾄ 有斐閣

88 ｼﾞｭﾘｽﾄ. 増刊 有斐閣

89 別冊ジュリスト 有斐閣

90 旬刊　経理情報 中央経済社

91 旬刊　商事法務 商事法務研究会

92 上代文学 上代文学会

93 情報処理（情報処理学会誌） 情報処理学会

94 食品と科学 ; Food science 食品と科学社

95 史林 史學研究會

96 人工知能 人工知能学会

97 人材教育 日本能率協会マネジメントセンター

98 新潮 新潮社

99 人文地理 常山堂

100 心理學研究 岩波書店

101 心理学評論 心理学評論刊行会

102 数学セミナー 日本評論社

103 数理科学 サイエンス社

104 スポーツのひろば 新日本ｽﾎﾟｰﾂ連盟

105 生化學 (社)日本生化学会

106 税経通信 税務経理協会

107 世界 岩波書店

108 繊維科学 日本繊維ｾﾝﾀｰ

109 ソシオロジ ソシオロジー編集委員会

110 組織科学 / 組織学会 白桃書房

111 体育の科学 杏林書院

112 大学図書館協力ﾆｭｰｽ 学術文献普及会

113 大学図書館研究 学術文献普及会

114 ダ・ヴィンチ メディアファクトリー
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115 たのしい体育・スポーツ 学校体育研究同士会

116 地方史研究 地方史研究協議会

117 中央公論 中央公論新社

118 中国

119 中国研究月報 中国研究所

120 中国語學 日本中国語学会

121 中国文学報 京都大學文學部中國語学中國文學研究室

122 中古文学 中古文学会

123 中世文学 中世文學會

124 朝鮮学報 天理大学　朝鮮学会

125 朝鮮史研究会論文集 朝鮮史研究会

126 地理 古今書院

127 地理学評論 日本地理学会

128 電気学会誌 電気学会

129 電子情報通信学会誌 電子情報通信学会

130 伝承文学研究 三弥井書店

131 道徳教育

132 東方学 東方學會

133 東洋史研究 東洋史研究会

134 トレーニング　ジャーナル 月刊 ブックハウス・エイチディ

135 西日本社会学会年報 西日本社会学会

136 日経Linux ; Nikkei Linux 日経BP社

137 日経NETWORK 日経BP社

138 日経SYSTEMS 日経BP社

139 日経ヴェリタス 日本経済新聞社

140 日経エンタテインメント 日経BP社

141 日経コミュニケーション 日経BP社

142 日経コンピュータ 日経BP社

143 日経サイエンス 日経サイエンス社

144 別冊日経ｻｲｴﾝｽ 日本語版 日経サイエンス

145 日経情報ストラテジー 日経BP社

146 日経ソフトウェア 日経BP社

147 日経デジタルマーケティング 日経BP社

148 日経トップリーダー 日経BP社

149 日経パソコン 日経BP社

150 日経ビジネス 日経BP社

151 日経ビジネスアソシエ 日経BP社

152 日本銀行統計 ｻﾝﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ株式会社

153 日本近代文学 日本近代文学会

154 日本経営学会誌 千倉書房

155 日本語学 明治書院

156 日本語の研究 日本語学会

157 日本史研究 日本史研究会

158 日本小児科学会雑誌 日本小児科学会

159 日本食品科学工学会誌 日本食品科学工学会

160 日本文学 日本文学協会

161 日本歴史 吉川弘文館

162 能樂ﾀｲﾑｽﾞ 能樂書林

163 白居易研究年報 勉誠出版

164 博物館研究 日本博物館協会

165 発達 ミネルヴァ書房

166 判例時報 判例時報社

167 判例タイムズ 判例タイムズ社

168 東アジア近代史 東アジア近代史学会

169 ビジネス法務 中央経済社

170 ヒストリア 大阪歴史学会

171 一橋ビジネスレビュー 東洋経済新報社

172 仏教芸術 毎日新聞社出版局
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173 部落解放研究 部落解放・人権研究所

174 部落問題研究 部落問題研究所

175 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ社

176 文學界 文藝春秋

177 文学語学 全国大学国語国文学会

178 文藝 河出書房新社

179 文藝春秋 文藝春秋

180 宝生 宝生会

181 法律時報 日本評論社

182 法律時報．増刊 日本評論社

183 法律時報.別冊　私法判例リマークス 日本評論社

184 保健師ジャーナル メテオMBC

185 万葉 万葉学会

186 民商法雑誌 有斐閣

187 留学ジャーナル 国際文化教育センター

188 梁塵 中世歌謡研究会

189 臨床栄養 医歯薬出版

190 臨床栄養 別冊 医歯薬出版

191 臨床検査 医学書院

192 臨床スポーツ医学 文光堂

193 歴史學研究 岩波書店

194 歴史評論 校倉書房

195 論究ジュリスト 有斐閣

196 和歌文学研究 和歌文学会


