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※電子ジャーナル略称一覧   ASP： EBSCOhost Academic Search Premier
  OUP： Oxford Journals
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最新号提供中の

電子ジャーナル ※

和雑誌
Baseball clinic = ベースボール・クリ
ニック

教育保体・スポー
ツ（健スポ）

和雑誌 CG WORLD 工学情報工学

和雑誌 Innervision 09138919
医学部保健学科
放射線

和雑誌 International journal of urology 09198172 医学泌尿器科 [ASP]→embargo 1 year

和雑誌 JATAFFジャーナル 21874948 農学部図書室

和雑誌 Journal of applied glycoscience 13447882 農学部図書室

和雑誌
Journal of chemical engineering of
Japan

00219592 with online
工学化学システム
工学

Open Access (1968年～1995
年発行分,及び,発行後3ヶ月
以内の巻号)

和雑誌 Medical practice 09101551 旭町分館
[メディカルオンライン]→
embargo 2 months

和雑誌 Monumenta Nipponica 00270741 人文環日本海
人文文化コミュニケー
ション

和雑誌 NBL 02879670 経済学部 法学部

和雑誌 NBL 別冊 経済学部 法学部

和雑誌 Nursing today（冊子休刊） 09122974
病院事務部（看
護）

和雑誌 Nursing today（冊子休刊） 09122974 旭町分館

和雑誌 Paleontological research 13428144
理学部地質科学
科

和雑誌 Plant production science 1343943X 農学部図書室

和雑誌 Radioisotopes 00338303
医学部保健学科
放射線

和雑誌 Software design 09166297 情報基盤センター

和雑誌 アジア経済 00022942 農学部図書室 経済学部

和雑誌
おいしさの科学シリーズ : Νοστ
ιμο : ノスティモ  / エヌ・ティー・
エス

農学部図書室

和雑誌 ケミカルエンジニヤリング 03871037
工学化学システム
工学

和雑誌 コーチング・クリニック
教育保体・スポー
ツ（保体）

教育保体・スポーツ
（健スポ）

和雑誌 こころの科学 09120734 保健管理センター
人文心理学 / 教育保
体・スポーツ（保体）

和雑誌 こころの科学 09120734
医学部保健学科
看護学

人文心理学 / 教育保
体・スポーツ（保体）

和雑誌 ジュリスト 04480791 経済学部 法学部 / 実法研

和雑誌 たのしい体育・スポーツ
教育保体・スポー
ツ（保体）

和雑誌 ドイツ研究 13441035 法学部

和雑誌 ニイガタ地域経済指標 経済学部

和雑誌 ファインケミカル 09136150 農学部図書室

和雑誌 ペリネイタル・ケア 09108718
医学部保健学科
看護学

[メディカルオンライン]→
embargo 6 months

和雑誌 まちづくり（冊子休刊） 工学建設学

和雑誌 ゆき / 雪センター 13437674
災害・復興科学研
究所

和雑誌 リハビリナース 18823335
医学部保健学科
看護学

[メディカルオンライン]→
embargo 6 months

和雑誌 レファレンス 00342912 法学部
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和雑誌 胃と腸 05362180 医学外科第一

和雑誌 遺伝 03870022 農学部図書室 中央図書館

和雑誌 映像情報. Industrial science 0389214X 工学情報工学

和雑誌 英語教育 09133917
教育言語文コミ（英
語）

中央図書館

和雑誌 英語教育 09133917 経済学部 中央図書館

和雑誌 応用生態工学 13443755 農学部図書室

和雑誌

応用糖質科学 : 日本応用糖質科学
会誌 = Bulletin of applied
glycoscience / 日本応用糖質科学
会 [編]

21856427 農学部図書室

和雑誌 応用物理 03698009 理学部物理学科

和雑誌 音楽文献目録
教育芸術環境（音
楽）

和雑誌 化学工学 03759253
工学化学システム
工学

和雑誌 化学工学論文集 0386216X with online
工学化学システム
工学

Open Access (1984年～2000
年発行分,及び,発行後3ヶ月
以内の巻号)

和雑誌 科学 00227625 旭町分館 中央図書館

和雑誌 会計と監査（冊子休刊） 法学部

和雑誌 会計人コース 09144749 経済学部 中央図書館

和雑誌 外国の立法 0433096X 法学部

和雑誌 外国貿易概況 04486099 経済学部

和雑誌

学術講演梗概集 / 日本建築学会
[編] = Summaries of technical
papers of annual meeting /
Architectural Institute of Japan

18839363 工学建設学

和雑誌 岳人
災害・復興科学研
究所

和雑誌 環（第Ⅰ期、冊子終刊） 附属図書館

和雑誌 観光研究 13420208 経済学部

和雑誌 企業と人材 経済学部

和雑誌 基礎工 02855356 工学建設学

和雑誌 教育と医学 04529677
医学部保健学科
看護学

教育保体・スポーツ
（別科）

和雑誌 教育美術 13459937
教育芸術環境（美
術）

和雑誌 経済産業統計 経済学部

和雑誌 経済地理学年報 00045683 経済学部
人文地域文化 / 教育
人間社会ネットワーク

和雑誌 計画行政 03872513 法学部

和雑誌 計画行政 03872513 農学部図書室

和雑誌 月刊社会教育（冊子休刊） 附属図書館

和雑誌 健康管理 04516508 保健管理センター

和雑誌 建築雑誌 00038555 工学建設学

和雑誌 検査技術 13429825 農学部図書室

和雑誌 現代思想
教育教育科学（教
育）

中央図書館 / 人文社
会学

和雑誌 固体物理 04544544 理学部物理学科

和雑誌 公衆衛生 03685187
医学部保健学科
看護学

教育保体・スポーツ
（別科） / 教育図書室
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和雑誌 公衆衛生情報
医学部保健学科
看護学

和雑誌
公正取引委員会排除命令集（冊子
休刊）

法学部

和雑誌 工場管理 00232777 経済学部

和雑誌 広島東洋史学報（冊子休刊） 13426192 人文東洋文化

和雑誌 考える子ども
教育人間社会ネッ
トワーク

和雑誌 国際開発ジャーナル 09119345 法学部

和雑誌 国際商事法務 02877511 経済学部 法学部

和雑誌 国際税務 02890054 経済学部 法学部 / 経済学部

和雑誌 今日の移植 09160094 医学泌尿器科
[メディカルオンライン]→
embargo 2 months

和雑誌 細胞工学 02873796 農学部図書室 旭町分館

和雑誌 思春期青年期精神医学 09173307 保健管理センター

和雑誌 資源地質 09182454
理学部地質科学
科

和雑誌 資料版商事法務 09114408 法学部 経済学部

和雑誌 自治研 13425021 経済学部

和雑誌
実験力学 : journal of JSEM / 日本
実験力学会 [編]

13464930 農学部図書室

和雑誌 写真測量とリモートセンシング 02855844 農学部図書室

和雑誌 社会保障研究（冊子休刊） 03873064 法学部

和雑誌 社会保障研究（冊子休刊） 03873064 経済学部

和雑誌 周産期医学 03869881
医学部保健学科
看護学

医学部小児科

和雑誌 週刊経営財務 経済学部

和雑誌 週刊東洋経済（Data Bank series） 経済学部 中央図書館

和雑誌 消費者物価指数月報 0288920x 経済学部

和雑誌 植物防疫 00374091 農学部図書室

和雑誌 食糧ジャ-ナル
農学部農業生産
科学科

和雑誌 新砂防 02868385
農学部生産環境
科学科

災害・復興科学研究
所

和雑誌 神経治療学（冊子休刊） 09168443 脳研神経内科

和雑誌 人文地理 00187216 経済学部
人文地域文化 / 教育
人間社会ネットワーク

和雑誌 水土の知 03695123 農学部図書室

和雑誌 水利科学 00394858 農学部図書室

和雑誌 数学教室（冊子休刊） 02873508
教育自然情報（数
学）

和雑誌 世界経済評論（冊子休刊） 0488132X 経済学部

和雑誌 精神看護 13432761
医学部保健学科
看護学

和雑誌 税 / 國民租税協會 09134824 法学部 経済学部

和雑誌 体育の科学 00398985
教育保体・スポー
ツ（保体）

中央図書館 / 教育保
体・スポーツ（保体）

和雑誌
地域医療費総覧（社会保険旬報別
冊）

法学部

和雑誌 地域開発 03856623 農学部図書室

和雑誌 地域学研究 / 日本地域学会 [編] 02876256 農学部図書室

和雑誌 地域保健 03852229
医学部保健学科
看護学
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和雑誌 地球 03873498
理学部地質科学
科

和雑誌 地球. 号外 03873498
理学部地質科学
科

和雑誌 地団研専報
理学部地質科学
科

和雑誌 地方財政 法学部 経済学部

和雑誌 地理学評論 18834388
災害・復興科学研
究所

人文地域文化 / 教育
人間社会ネットワーク

和雑誌 地學雜誌 0022135X
理学部地質科学
科

和雑誌
中央労働時報. 号外, 不当労働行
為事件労働争議調整事件の概況

法学部

和雑誌 中國史學 09176578 人文東洋文化

和雑誌 都市問題 03873382 法学部 経済学部

和雑誌 糖尿病ケア 13489968
医学部保健学科
看護学

[メディカルオンライン]→
embargo 6 months

和雑誌 日刊中国通信 法学部

和雑誌 日経Linux 13450182 工学情報工学 情報基盤センター

和雑誌 日経アーキテクチュア 03850870 工学建設学 工学建設学

和雑誌 日経エコロジー 13449001 農学部図書室

和雑誌 日経コミュニケーション 09107215
工学電気電子工
学

工学情報工学

和雑誌 日経コンストラクション 09153470 農学部図書室

和雑誌 日経サイエンス 別冊 09170626 旭町分館
中央図書館 / 農学部
応用生物化学科

和雑誌 日本観光学会誌 13418270 経済学部

和雑誌 日本形成外科学会会誌 03894703 医学形成外科

和雑誌 日本建築学会環境系論文集 13480685 工学建設学

和雑誌 日本建築学会計画系論文集 13404210 工学建設学

和雑誌 日本建築学会構造系論文集 13404202 工学建設学

和雑誌 日本作物學會紀事 00111848 農学部図書室

和雑誌 日本農業の動き 02896931 農学部図書室

和雑誌 日本泌尿器科学会雑誌 00215287 医学泌尿器科

和雑誌 日本物理學會誌 00290181 理学部物理学科

和雑誌 年間労働判例・命令要旨集 法学部

和雑誌 農業経営研究 03888541 農学部図書室

和雑誌 農業経済研究 03873234 経済学部

和雑誌 農業経済研究 03873234 農学部図書室

和雑誌 農業市場研究 02855305 農学部図書室

和雑誌 農村と都市をむすぶ 09136134
農学部農業生産
科学科

和雑誌 農村計画学会誌 09129731 農学部図書室

和雑誌 農林業問題研究（冊子休刊） 03888525 農学部図書室

和雑誌 泌尿器外科 09146180 医学泌尿器科
[メディカルオンライン]→
embargo 2 months

和雑誌 不当労働行為事件命令集 法学部

和雑誌 文化経済学 13441442 経済学部

和雑誌 文芸春秋 別冊（冊子休刊） 附属図書館
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和雑誌 米と流通
農学部農業生産
科学科

和雑誌 別冊中央労働時報 13424203 法学部

和雑誌 法学セミナー 04393295 経済学部 中央図書館 / 法学部

和雑誌 北陸作物学会報 03888061 農学部図書室

和雑誌 明日の食品産業 03855864 農学部図書室

和雑誌 流通 09149937 農学部図書室

和雑誌 臨床スポーツ医学 02893339
教育保体・スポー
ツ（保体）

教育保体・スポーツ
（健スポ） / 病院総合
リハビリ

[メディカルオンライン]→
embargo 2 months

和雑誌 臨床放射線 00099252
医学部保健学科
放射線

医学部放射線科

和雑誌 歴史と経済 13479660 農学部図書室
人文環日本海 / 経済
学部

和雑誌 労働の科学 00357774 人文心理学 教育図書室

和雑誌 労働委員会関係裁判例集 法学部

和雑誌 労働科学 0022443X 人文心理学

和雑誌 労働法律旬報 経済学部 法学部

和雑誌 労働法令通信 法学部

洋雑誌 Academy of Management journal 00014273 with online 経済学部

洋雑誌 Academy of Management review 03637425 with online 経済学部

洋雑誌
Acta anaesthesiologica
Scandinavica

00015172 医学麻酔学 [ASP]→embargo 1 year

洋雑誌 Acta neurochirurgica 00016268 脳研脳外科 [PQHMC]→embargo 1 year

洋雑誌
Actes de la recherche en sciences
sociales

03355322 人文社会学

洋雑誌 Administrative law review 00018368 法学部

洋雑誌 Administrative science quarterly 00018392
online only
(Ikarashi only)

経済学部

洋雑誌 Aktiengesellschaft 00023752 法学部

洋雑誌
Amerasia journal : a joint quarterly
publication of the UCLA

00447471 人文環日本海

洋雑誌 American antiquity 00027316 人文地域文化

洋雑誌
American economic journal. Applied
economics

19457782
with online
(Ikarashi only)

経済学部
［EconLit with FullText］→
2016.4～利用可

洋雑誌
American economic journal.
Economic policy

19457731
with online
(Ikarashi only)

経済学部
［EconLit with FullText］→
2016.4～利用可

洋雑誌
American economic journal.
Macroeconomics

19457707
with online
(Ikarashi only)

経済学部
［EconLit with FullText］→
2016.4～利用可

洋雑誌
American economic journal.
Microeconomics

19457669
with online
(Ikarashi only)

経済学部
［EconLit with FullText］→
2016.4～利用可

洋雑誌 American economic review 00028282
with online
(Ikarashi only)

経済学部
［EconLit with FullText］→
2016.4～利用可

洋雑誌 American statistician 00031305
online only
(Ikarashi only)

経済学部

洋雑誌 Annals of plastic surgery 01487043 online only 医学形成外科

洋雑誌 Annual review of applied linguistics 02671905
教育言語文コミ（英
語）

洋雑誌 Annual review of immunology 07320582
online only
(Asahimachi
only)

旭町分館

洋雑誌 Antitrust bulletin 0003603X 法学部 [ASP]

洋雑誌
Applied and environmental
microbiology

00992240 online only 農学部図書室
Open Access (Embargo 6
months)

洋雑誌 Applied radiology 01609963
医学部保健学科
放射線

Open Access

洋雑誌 Arabica : revue d'études Arabes 05705398 with online 人文哲学
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洋雑誌 Arbitration international 09570411 法学部

洋雑誌 Architect 07460554 工学建設学

洋雑誌 Archiv fur Sozialgeschichte 00666505 人文史学

洋雑誌
Archives for dermatological
research

03403696 医学皮膚科学 [PQHMC]→Embargo 1 year

洋雑誌
Archives of orthopaedic and
trauma surgery

09368051 医学整形外科

洋雑誌 Biochemical journal 02646021
online only
(Asahimachi
only)

旭町分館

洋雑誌 Biology of reproduction 00063363 online only 農学部図書室
Open Access (Embargo 1
year)

洋雑誌 Blood reviews 0268960X 病院無菌治療部 [ScienceDirect]

洋雑誌 Brain pathology 10156305 脳研病理
電子ジャーナル経費
（Online（Asahimachi
only））

[版元サイト]

洋雑誌
British journal of politics &
international relations

13691481 法学部 [ASP]→Embargo 1 year

洋雑誌 British poultry science 00071668
online only
(Ikarashi only)

農学部図書室 [ASP]→Embargo 18 months

洋雑誌
Brookings papers on economic
activity

00072303
online only
(Ikarashi only)

経済学部
［EconLit with FullText］→
2016.4～利用可。Embargo 1
year。

洋雑誌 Business history 00076791
online only
(Ikarashi only)

経済学部

洋雑誌 California management review 00081256 経済学部

洋雑誌 Canadian geographer 00083658 人文地域文化 [ASP]→Embargo 1 year

洋雑誌
Canadian journal of experimental
psychology

11961961 人文心理学 [PQHMC]

洋雑誌 Canadian journal of forest research 00455067
online only
(Ikarashi only)

農学部図書室 [ASP]→Embargo 1 year

洋雑誌 Capital & class 03098168
online only
(Ikarashi only)

経済学部

洋雑誌 Caries research 00086568
online only
(Asahimachi
only)

歯学保存第一 [PQHMC]→Embargo 1 year

洋雑誌 Caries research 00086568 歯学予防歯科 [PQHMC]→Embargo 1 year

洋雑誌 Chest 00123692 病院救急部
病院救急部（Onlineは
継続）

[ScienceDirect]

洋雑誌 Child's nervous system : Ch. N. S. 02567040 脳研脳外科

洋雑誌
Clinical and experimental
dermatology

03076938 医学皮膚科学 [ASP]→Embargo 1 year

洋雑誌 Clinical oral implants research 09057161 歯学補綴第二

洋雑誌 Community dental health 0265539X 歯学予防歯科

洋雑誌 Comparative political studies 00104140
online only
(Ikarashi only)

法学部

洋雑誌 Comparative politics 00104159 with online 法学部

洋雑誌 Computer und Recht 01791990 with online 法学部

洋雑誌 Cultural studies 09502386
online only
(Ikarashi only)

人文情報論 [ASP]→Embargo 18 months

洋雑誌 Current eye research 02713683 online only 医学眼科 [ASP]→Embargo 18 months

洋雑誌 Diabetes 00121797 online only
医学血液・代謝内
科

Open Access (Embargo 6
months)

洋雑誌 Domus 00125377 工学建設学

洋雑誌 Ecological monographs 00129615
online only
(Ikarashi only)

農学部図書室

洋雑誌 Ecology 00129658
online only
(Ikarashi only)

農学部図書室

洋雑誌 Economic & Labour Market Review 17518326 経済学部

洋雑誌 Economic and industrial democracy 0143831X
online only
(Ikarashi only)

経済学部
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洋雑誌
Economic development and cultural
change

00130079 online only 経済学部

洋雑誌
Economic report of the President
transmitted to the Congress

01931180 経済学部 Open Access

洋雑誌 Economy and society 03085147
online only
(Ikarashi only)

経済学部

洋雑誌
Endocrinology + Molecular
Endocrinology

00137227 online only
医学血液・代謝内
科

Open Access (Embargo 1
year)

洋雑誌 Ethos 00912131 人文文化人類学

洋雑誌
European archives of oto-rhino-
laryngology

09374477 医学耳鼻科

洋雑誌 European journal of neuroscience 0953816X 脳研図書室 [ASP]→Embargo 1 year

洋雑誌 Exceptional children 00144029
online only
(Ikarashi only)

教育教育科学（特
別支援）

[ASP][PQHMC]

洋雑誌 FASEB journal 08926638 online only 旭町分館
Open Access (Embargo 1
year)

洋雑誌 Finanzarchiv. Neue Folge 00152218 with online 経済学部

洋雑誌 Foreign language annals 0015718X
教育言語文コミ（英
語）

洋雑誌 Forest science 0015749X online only 農学部図書室

洋雑誌 Genetics 00166731 online only
農学部農業生産
科学科

[PQHMC]

洋雑誌
Geschichte in Wissenschaft und
Unterricht

00169056 人文史学

洋雑誌 Hand clinics 07490712 医学整形外科

洋雑誌 Historische Zeitschrift 00182613 online only 人文史学

洋雑誌 Historische Zeitschrift 00182613 法学部

洋雑誌 History and anthropology 02757206
online only
(Ikarashi only)

人文文化人類学 [ASP]→Embargo 18 months

洋雑誌 History of political economy 00182702
online only
(Ikarashi only)

経済学部

洋雑誌 History of political thought 0143781X
with online
(Ikarashi only)

法学部

洋雑誌 Hortscience 00185345 農学部図書室

洋雑誌 IMF Economic Review 20414161 経済学部 [ASP]

洋雑誌 Information systems research : ISR 10477047 online only 経済学部

洋雑誌 International dental journal 00206539 歯学予防歯科

洋雑誌 International journal of dermatology 00119059 医学皮膚科学 [ASP]→Embargo 1 year

洋雑誌
Investigative ophthalmology and
visual science

01460404 online only 医学眼科 Open Access

洋雑誌 Jahrbuch fur Wirtschaftsgeschichte 00752800 経済学部

洋雑誌 JAMA surgery 21686254 医学外科第一

洋雑誌 Japanese psychological research 00215368 人文心理学 [ASP]→Embargo 1 year

洋雑誌
Japanese Slavic and East European
studies

03891186 経済学部 [CiNii (Open Access)]

洋雑誌 Journal of accountancy 00218448 経済学部

洋雑誌
Journal of accounting, auditing &
finance. New series

0148558X
online only
(Ikarashi only)

経済学部

洋雑誌 Journal of agricultural economics 0021857X 農学部図書室

洋雑誌 Journal of animal science 00218812 online only 農学部図書室 [PQHMC]

洋雑誌 Journal of antibiotics 00218820 online only 農学部図書室

洋雑誌 Journal of business law 00219460 法学部

洋雑誌
Journal of clinical endocrinology &
metabolism

0021972X online only
医学血液・代謝内
科

Open Access (Embargo 1
year)

洋雑誌 Journal of clinical orthodontics 00223875 歯学歯科矯正
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洋雑誌 Journal of conflict resolution 00220027
online only
(Ikarashi only)

法学部

洋雑誌 Journal of consumer research 00935301 online only 経済学部

洋雑誌 Journal of contemporary Asia 00472336
online only
(Ikarashi only)

経済学部 [ASP]→Embargo 18 months

洋雑誌 Journal of contemporary history 00220094
online only
(Ikarashi only)

経済学部

洋雑誌 Journal of development studies 00220388
online only
(Ikarashi only)

経済学部 [ASP]→Embargo 18 months

洋雑誌 Journal of East Asian linguistics 09258558
教育言語文コミ（英
語）

洋雑誌 Journal of economic literature 00220515
with online
(Ikarashi only)

経済学部
［EconLit with FullText］→
2016.4～利用可

洋雑誌 Journal of economic perspectives 08953309
with online
(Ikarashi only)

経済学部

洋雑誌 Journal of endourology 08927790
online only
(Asahimachi
only)

医学泌尿器科

洋雑誌 Journal of fixed income 10598596 経済学部

洋雑誌 Journal of folklore research 07377037 人文地域文化 [ASP]

洋雑誌 Journal of food science 00221147 農学部図書室
電子ジャーナル経費
（Online（Ikarashi
only））

[版元サイト]

洋雑誌 Journal of glaciology 00221430 with online
災害・復興科学研
究所

Open Access

洋雑誌
Journal of horticultural science &
biotechnology

14620316 農学部図書室

洋雑誌 Journal of hydraulic engineering 07339429 with online
災害・復興科学研
究所

[ASP]→Embargo 1 year

洋雑誌 Journal of international arbitration 02558106 法学部

洋雑誌
Journal of international business
studies

00472506 online only 経済学部

洋雑誌 Journal of Japanese studies 00956848 法学部

洋雑誌 Journal of Japanese studies 00956848
online only
(Ikarashi only)

人文環日本海

洋雑誌 Journal of labor economics 0734306X online only 経済学部

洋雑誌 Journal of legal studies 00472530 法学部

洋雑誌 Journal of management 01492063
online only
(Ikarashi only)

経済学部

洋雑誌
Journal of management accounting
research

10492127 経済学部

洋雑誌
Journal of management information
systems : JMIS

07421222
online only
(Ikarashi only)

経済学部

洋雑誌 Journal of marketing 00222429
online only
(Ikarashi only)

経済学部

洋雑誌 Journal of motor behavior 00222895
with online
(Ikarashi only)

人文心理学 [ASP]→Embargo 18 months

洋雑誌 Journal of neuro-oncology 0167594X 脳研脳外科 [PQHMC]→Embargo 1 year

洋雑誌 Journal of nutrition 00223166
online only
(Ikarashi only)

農学部図書室 [PQHMC]

洋雑誌 Journal of political economy 00223808 online only 経済学部

洋雑誌 Journal of portfolio management 00954918 経済学部

洋雑誌
Journal of post Keynesian
economics

01603477
online only
(Ikarashi only)

経済学部

洋雑誌
Journal of Southeast Asian
Economies

23395095 経済学部

洋雑誌
Journal of spinal disorders &
Techniques

15360652 online only 医学整形外科

洋雑誌 Journal of surgical oncology 00224790 医学外科第一

洋雑誌
Journal of the American Society
for Horticultural Science

00031062 農学部図書室

洋雑誌
Journal of the American Statistical
Association

01621459
online only
(Ikarashi only)

経済学部
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洋雑誌
Journal of the European Academy
of Dermatology and Venereology

09269959 医学皮膚科学 [ASP]→Embargo 1 year

洋雑誌 Journal of urology 00225347 医泌尿器科学 [ScienceDirect]

洋雑誌 Journal of women, politics & policy 1554477X
online only
(Ikarashi only)

人文社会学

洋雑誌 Journal of world trade 10116702 法学部

洋雑誌 Laboratory investigation 00236837 online only 旭町分館
Open Access (Embargo 1
year)

洋雑誌 Language teaching 02614448
教育言語文コミ（英
語）

洋雑誌 Language testing 02655322
教育言語文コミ（英
語）

洋雑誌 Law quarterly review 0023933X 法学部

洋雑誌 Leukemia 08876924 online only
医学血液・代謝内
科

[PQHMC][ASP]→Embargo 1
year

洋雑誌 Management science 00251909 online only 経済学部

洋雑誌 Micropaleontology 00262803 with online
理学部地質科学
科

洋雑誌 Mineralogical magazine 0026461X online only
理学部地質科学
科

洋雑誌
Minerva : a review of science
learning and policy

00264695
大学教育機能開
発センター

[ASP]→Embargo 1 year

洋雑誌
MIS quarterly : management
information systems

02767783 経済学部

洋雑誌 MIT Sloan management review 15329194
with online
(Ikarashi only)

経済学部

洋雑誌 Modern drama 00267694 人文英文学

洋雑誌 Modern English teacher 03080587
教育言語文コミ（英
語）

グローバル教育セン
ター

洋雑誌 Modern language journal 00267902
教育言語文コミ（英
語）

電子ジャーナル経費
（Online（Ikarashi
only））

[版元サイト]

洋雑誌
Monthly bulletin of statistics =
Bulletin mensuel de statist

00417432 経済学部 Open Access

洋雑誌
Monthly Review : An independent
socialist magazine

00270520 with online 経済学部 [ASP]

洋雑誌
Muttersprache : Zeitschrift zur
Pflege und Erforschung der
deutschen Sprache

0027514X 人文独文学

洋雑誌 National institute economic review 00279501
online only
(Ikarashi only)

経済学部

洋雑誌 National tax journal 00280283 経済学部

洋雑誌 Natural language semantics 0925854X
教育言語文コミ（英
語）

洋雑誌 Nature biotechnology 10870156 online only 旭町分館
[PQHMC][ASP]→Embargo 1
year

洋雑誌
O.R.L : journal for oto-rhino-
laryngology and its borderland

03011569 医学耳鼻科 [PQHMC]→Embargo 1 year

洋雑誌 Oceania 00298077 人文文化人類学 [ASP]→Embargo 6 months

洋雑誌 Organization science 10477039 online only 経済学部

洋雑誌 Outlook on agriculture 00307270 online only 農学部図書室

洋雑誌 Outlook on agriculture 00307270 農学部図書室

洋雑誌 Paddy and water environment 16112490 農学部図書室

洋雑誌 Paleobiology 00948373
理学部地質科学
科

[PQHMC]

洋雑誌 Pediatric dermatology 07368046 医学皮膚科学 [ASP]→Embargo 1 year

洋雑誌
Photogrammetric engineering and
remote sensing

00991112 農学部図書室

洋雑誌 Planning 00012610 工学建設学 [ASP]

洋雑誌 Plant and cell physiology 00320781 農学部図書室 [OUP]

洋雑誌 Political insight 20419058 法学部
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洋雑誌 Political science quarterly 00323195 法学部 [ASP]→Embargo 6 months

洋雑誌 Political studies 00323217 法学部 [ASP]

洋雑誌 Political studies review 14789299 法学部 [ASP]→Embargo 1 year

洋雑誌 Political theory 00905917
online only
(Ikarashi only)

法学部

洋雑誌 Politics 02633957 法学部 [ASP]→Embargo 1 year

洋雑誌 Politics and society 00323292 法学部

洋雑誌 Poultry science 00325791 online only 農学部図書室
Open Access (Embargo 1
year)

洋雑誌
Proceedings of the annual meeting
/ American Society of International
Law

02725037 with online 法学部

洋雑誌
Proceedings of the Prehistoric
Society

0079497X 人文地域文化

洋雑誌 Public international law 03407349 法学部

洋雑誌 Public law 00333565 法学部

洋雑誌
Quarterly journal of experimental
psychology

17470218
with online
(Ikarashi only)

人文心理学

洋雑誌 Rangeland ecology & management 15507424 online only 農学部図書室

洋雑誌 Remedial and special education 07419325
online only
(Ikarashi only)

教育教育科学（特
別支援）

洋雑誌 Res publica litterarum 02754304
人文文化コミュニ
ケーション

洋雑誌 Review of economics and statistics 00346535 online only 経済学部

洋雑誌
Review of politics / University of
Notre Dame

00346705 法学部 [ASP]→Embargo 1 year

洋雑誌
Reviews in mineralogy &
geochemistry

15296466
理学部地質科学
科

洋雑誌
Revue de droit penal et de
criminologie

00354384 法学部

洋雑誌
Revue de science criminelle et de
droit penal compare. N.S

00351733 法学部

洋雑誌
Revue du droit public et de la
science politique en France et a
l'etranger

00352578 法学部

洋雑誌
Revue francaise de droit
administratif

07631219 法学部

洋雑誌
Revue francaise de science
politique

00352950 法学部

洋雑誌
Revue historique de droit francais
et etranger. Serie 4

00353280 法学部

洋雑誌
Revue trimestrielle de droit
commercial et de droit economiq

02449358 法学部

洋雑誌 Rural sociology 00360112 農学部図書室 [ASP]→Embargo 1 year

洋雑誌
S.A.M. advanced management
journal

07497075 経済学部

洋雑誌 Science. New series 00368075 脳研図書室
電子ジャーナル経費
（Online）

[版元サイト]

洋雑誌 Scottish geographical journal 14702541
online only
(Ikarashi only)

人文地域文化 [ASP]→Embargo 18 months

洋雑誌 Seminars in hematology 00371963 病院無菌治療部

洋雑誌 Shakespeare quarterly 00373222 経済学部 人文英文学

洋雑誌
Soil Science Society of America
journal

03615995 online only 農学部図書室

洋雑誌 Southern economic journal 00384038 経済学部

洋雑誌 Spine 03622436 online only 医学整形外科

洋雑誌 Staat, Der 0038884X with online 法学部

洋雑誌 Statistical journal of the IAOS 18747655
online only
(Ikarashi only)

経済学部 [ASP]→Embargo 1 year

洋雑誌 Stem cells 10665099 病院無菌治療部
Open Access (Embargo 1
year)
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洋雑誌 Surgical clinics of North America 00396109 医学外科第一

洋雑誌 System 0346251X
教育言語文コミ（英
語）

[ScienceDirect]

洋雑誌 Technology and culture 0040165X 人文科学史

洋雑誌

The American journal of
gastroenterology : official
publication National
Gastroenterological Association

00029270 with online 医学病理第一

洋雑誌 The SAA archaeological record 15327299 人文地域文化 Open Access

洋雑誌 Thrombosis and haemostasis 03406245
with online
(Asahimachi
only)

医学血液・代謝内
科

洋雑誌 Twentieth century literature 0041462X 人文英文学 [ASP]

洋雑誌
Vierteljahrschrift fur Sozial- und
Wirtschaftsgeschichte

03408728 経済学部

洋雑誌 West European politics 01402382
online only
(Ikarashi only)

法学部

洋雑誌 Wireless networks 10220038 工学情報工学 [ACM]

洋雑誌
Zeitschrift fur
Geschichtswissenschaft

00442828 人文史学

洋雑誌
Zeitschrift fur Unternehmens- und
Gesellschaftsrecht

03402479 法学部

洋雑誌
Палеонтологиче
ский журнал

0031031X
理学部地質科学
科

洋雑誌
海内与海外 / 中華全国帰国華僑
聯合会

10023801 経済学部

洋雑誌 韓国考古学報 / 韓国考古学会 1015373X 人文地域文化

洋雑誌 古文化 / 韓国大学博物館協会 12295302 人文地域文化

洋雑誌 思想戦綫 / 云南大学学報編輯部 1001778X 人文東洋文化

洋雑誌
社会学研究 / 中国社会科学院社
会学研究所

10025936 法学部

洋雑誌 新華月報 / 新華月報社 1001666X 法学部

洋雑誌 人民文学 02588218 人文東洋文化

洋雑誌 人類学学報 10003193 人文地域文化

洋雑誌 政法論叢 / 政法論叢編輯部 10026274 法学部

洋雑誌 中華人民共和国国務院公報 10043438 法学部

洋雑誌 中原文物 10031731 人文地域文化

洋雑誌
中国社会科学 / 中国社会科学編
輯部

10024921 法学部

洋雑誌 中国農史 / 中国農史編輯部 10004459 人文東洋文化

洋雑誌 中国農村経済 / 中国社会科学院 10028870 農学部図書室

洋雑誌 農業経済問題 10006389 農学部図書室

洋雑誌
農業考古 = Agricultural
archaeology

10062335 人文東洋文化

洋雑誌
比較法研究 / 中国政法大学比較
法研究所

10048561 法学部

洋雑誌 復印報刊資料 語言文字学 10013261 経済学部

洋雑誌 文史 / 中華書局編輯部編 05114713 経済学部

洋雑誌 法学雑誌 / 法学雑誌編輯部 1001618X 法学部

洋雑誌 民俗研究 / 山東大学 10024360 人文地域文化

洋雑誌
歴史研究 / 歴史研究編輯委員會
編

04591909 人文東洋文化

洋雑誌 Cambridge Journals Online online only
電子ジャーナル経
費
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洋雑誌 SpringerLink online only
電子ジャーナル経
費

洋雑誌 Wiley Online Library online only
電子ジャーナル経
費

和雑誌 最新看護索引Weｂ
online only
(Asahimachi
only)

医学部保健学科
看護学
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