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電子ジャーナル
和雑誌 Ebisu（冊子休刊） 13403656 法学部
和雑誌 iPhone magazine 情報基盤センター
和雑誌 JW = judicial world 実法研
和雑誌 Law school 演習（冊子休刊） 18837662 実法研
和雑誌 Macpower（冊子休刊） 中央館
和雑誌 Medical technology 03891887 病輸血・再生

和雑誌 アニテックス（冊子休刊） 09153667
脳研動物資源開発
支援研究部門

和雑誌
インターナショナルナーシングレ
ビュー（冊子休刊）

09193804 旭分館

和雑誌 からだの科学 増刊（冊子休刊） 03030334 中央館
和雑誌 からだの科学 増刊（冊子休刊） 03030334 保健管理センター
和雑誌 からだの科学 増刊（冊子休刊） 03030334 旭分館
和雑誌 からだの科学（冊子休刊） 04533038 中央館
和雑誌 からだの科学（冊子休刊） 04533038 保健管理センター
和雑誌 からだの科学（冊子休刊） 04533038 旭分館
和雑誌 ノンプロフィット・レビュー 13464116 経済学部
和雑誌 ヘーゲル学報 人哲学
和雑誌 レッスンの友（冊子休刊） 09133623 教育音楽
和雑誌 ロースクール研究（冊子休刊） 18809650 実法研
和雑誌 医学と生物学（冊子休刊） 00191604 旭分館

和雑誌
隔月刊こどもケア : 新生児・小児看
護の継続学習誌

病事務部

和雑誌 教育 03869938 教教育（教育）
和雑誌 生活指導 教教育（教育）
和雑誌 税経セミナー（冊子休刊） 中央館
和雑誌 総合看護（冊子休刊） 00380660 旭分館
和雑誌 大図研シリ-ズ 中央館
和雑誌 地理学評論 18834388 理自然環境科学
和雑誌 東洋経済統計月報（冊子休刊） 中央館
和雑誌 東洋経済統計月報（冊子休刊） 経済学部
和雑誌 日経winPC（冊子休刊） 13411497 情報基盤センター
和雑誌 日本医事新報 03859215 医学検査診断学
和雑誌 日本経済思想史研究 13461931 経済学部
和雑誌 舗装 09106219 工図書室
和雑誌 臨床看護（冊子休刊） 03867722 病事務部
和雑誌 臨床看護（冊子休刊） 03867722 旭分館
和雑誌 臨床検査 04851420 病輸血・再生
洋雑誌 Blood 00064971 病輸血・再生 旭町分館(online) [版元サイト]

洋雑誌
Bulletin de la Societe de
linguistique de Paris

00379069 人哲学

洋雑誌 Cultural anthropology 08867356 人人類 Open Access

洋雑誌 Current opinion in hematology 10656251 online only 病輸血・再生

洋雑誌 Current opinion in oncology 10408746 online only 病輸血・再生

洋雑誌
Desarrollo economico : revista de
ciencias sociales

0046001X 経済学部

洋雑誌 Deutsche Schule : Monatsschrift 00120731 教教育（教育）
洋雑誌 Economic geography 00130095 教人間社会（社会） [WOL]

洋雑誌 Eye 0950222X 医学眼科
[PQHMC][ASP]
※embargo 1year

洋雑誌
Geografiska annaler. Series B,
Human geography

04353684 教人間社会（社会） [WOL]

洋雑誌 IEEE　CSDL online only 中央館

洋雑誌 Journal of applied physics 00218979 online only 中央館
[ASP]
※embargo 1year

洋雑誌 Journal of neuroimaging 10512284 脳研図書室 [WOL]

洋雑誌

Journal officiel de la Republique
francaise. Debats parlementaires,
Senat : compte rendu integral des
seances

0755544X 法学部

洋雑誌 Mathematics teacher 00255769 教自然（数学）
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洋雑誌 New England journal of medicine 00284793 保健管理センター 旭町分館(online) [版元サイト]

洋雑誌
Orthodontics & craniofacial
research

16016335 歯科矯正学 [WOL]

洋雑誌
Orthodontics : the art and practice
of dentofacial enhancement

21602999 online only 歯科矯正学

洋雑誌 Pediatrics 00314005 with online 医学小児科学
洋雑誌 Public finance 00333476 経済学部
洋雑誌 Revista de economia politica 01013157 経済学部
洋雑誌 Seminars in orthodontics 10738746 歯科矯正学 [ScienceDirect]
洋雑誌 Stanford law review 00389765 法学部
洋雑誌 UCLA law review 00415650 法学部
洋雑誌 Zeitschrift fur Padagogik 00443247 教教育（教育）
洋雑誌 四川文物 / 四川省文化庁 10036962 人哲学 人東洋
洋雑誌 敦煌研究 10004106 人哲学
洋雑誌 日語学習与研究 10024395 人東洋
洋雑誌 復印報刊資料. B9, 宗教 10054162 人哲学
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