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和雑誌 Aera English（Aera本誌に統合） 中央館
和雑誌 Brain and nerve 18816096 医病リハビリ 脳研図書室
和雑誌 Museum 00274003 教芸術（美術）
和雑誌 Progress of theoretical physics（冊子休刊） 0033068X 理物理
和雑誌 Progress of theoretical physics. Supplement（冊子休刊） 03759687 理物理
和雑誌 RFワールド 工電気 中央館／工情報
和雑誌 Studies in English literature（英文学研究とセット） 03873439 人英文
和雑誌 デンタル・ダイヤモンド（本誌） 03862305 旭分館
和雑誌 英文学研究（Studies in English literatureとセット） 00393649 人英文
和雑誌 癌の臨床 00214949 口腔外科第一
和雑誌 形成外科 00215228 口腔外科第一 医学形成外科
和雑誌 呼吸と循環 04523458 医学麻酔学
和雑誌 国華 00232785 教芸術（美術）
和雑誌 国民生活研究 02871505 人社会
和雑誌 生体の科学 03709531 医学麻酔学 旭町分館
和雑誌 税研 09119078 経済学部
和雑誌 設備と管理 03865460 医病事務部
和雑誌 組織科学 02869713 人社会 経済学部

和雑誌 体育科教育 09133933
教保体・スポ（保
体）

中央館／教保体

和雑誌 大和文華 05134846 教芸術（美術）
和雑誌 土木学会論文集（DVD版休刊） 工建設
和雑誌 日経Linux 13450182 工情報 情報セ／工情報
和雑誌 日経アーキテクチュア 03850870 工建設 工建設
和雑誌 日経コミュニケーション 09107215 工情報 工電気／工情報
和雑誌 日経パソコン 02879506 工情報 中央館
和雑誌 美術フォーラム21 教芸術（美術）
和雑誌 美術研究 00219088 教芸術（美術）
和雑誌 病院設備 0007764X 医病事務部
和雑誌 薬学図書館 03862062 旭分館
和雑誌 薬局 00440035 歯病事務部 医病薬剤部
和雑誌 薬事 00165980 歯病事務部 医病薬剤部
和雑誌 林木の育種（休刊） 03879119 農図書室
和雑誌 年報自治体学（休刊） 法学部

洋雑誌 Acta odontologica scandinavica 00016357 online only 旭分館

洋雑誌 American journal of nursing 0002936X online only 旭分館

洋雑誌
American journal of orthodontics and dentofacial
orthopedics

08895406 歯科矯正学 [ScienceDirect]

洋雑誌 Angle orthodontist 00033219 歯科矯正学 Open Access
洋雑誌 Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology 10795642 医病検査部
洋雑誌 California law review 00081221 法学部 [ASP][BSP]
洋雑誌 Columbia law review / Columbia University 00101958 法学部 [ASP][BSP]
洋雑誌 Current herpetology (UniBio Press) online only 全学共通経費
洋雑誌 Experimental dermatology（冊子休刊） 09066705 医学皮膚科学 [WOL]
洋雑誌 Fachdienst Germanistik 01752200 法学部
洋雑誌 Focus : das moderne Nachrichtenmagazin 09437576 法学部
洋雑誌 Francais moderne 00159409 人仏文
洋雑誌 German life & letters. New series 00168777 法学部 [WOL][ASP]
洋雑誌 Harvard business review（機関取扱停止） 00178012 経済学部 [BSP]
洋雑誌 Harvard law review 0017811X 法学部 [ASP][BSP]
洋雑誌 International pharmaceutical abstracts（休刊） 00208264 医病薬剤部

洋雑誌 IOP Journal Archive online only 工情報　外

洋雑誌 Journal of biomedical optics 10833668 online only (I) 全学共通経費

洋雑誌 Journal of circuits, systems, and computers 02181266 with online 工情報
洋雑誌 Journal of electronic imaging 10179909 online only (I) 全学共通経費

洋雑誌 Journal of mammalian ova research (UniBio Press) online only 全学共通経費

洋雑誌 Journal of micro/nanolithography, MEMS, and MOEMS 19325150 online only (I) 全学共通経費
洋雑誌 Journal of pharmaceutical sciences（冊子休刊） 00223549 医病薬剤部 [WOL]
洋雑誌 Le Monde diplomatique 00269395 法学部
洋雑誌 Mammal study (UniBio Press) online only 全学共通経費
洋雑誌 MCN : the American journal of maternal child nursing 0361929X 旭分館

洋雑誌 Neue Rundschau 00283347 法学部

洋雑誌 Neuron 08966273 脳研図書室 [Cell Online]
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洋雑誌 Nursing research 00296562 online only 旭分館
洋雑誌 Optical engineering 00913286 online only (I) 全学共通経費
洋雑誌 Ornithological science (UniBio Press) online only 全学共通経費

洋雑誌 Paleontological research (UniBio Press) online only 全学共通経費 理地質（冊子）

洋雑誌 Physical therapy 00319023 with online 医病リハビリ [PQHMC][ASP]
洋雑誌 Physiotherapy 00319406 医病リハビリ [ScienceDirect]

洋雑誌
PlanEcon report（Monthly Outlook Non-Eurozone Europe）
（休刊）

08953317 with online 経済学部

洋雑誌 Proceedings : Mathematical sciences 02534142 工情報
Open Access
[SpringerLink]

洋雑誌 Schweizer Monatshefte 00367400 法学部

洋雑誌 Spiegel, Der 00387452 法学部
中央館／人文文化
コミ

洋雑誌 Strafverteidiger 07201605 法学部
洋雑誌 T'oung pao. Ser.2 00825433 人哲学
洋雑誌 Yale law journal 00440094 法学部 [ASP]
洋雑誌 Zeitschrift fur offentliches Recht 09484396 法学部
洋雑誌 Zoological science (UniBio Press) online only 全学共通経費
洋雑誌 考古学報 / 中国社会科学院考古研究所 04532902 教芸術（書道）
洋雑誌 農史研究 / 華南農学院農業歴史遺産研究室主編 人東洋
洋雑誌 文物天地 / 文物編輯委員会 10000194 人東洋


