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DV-Xα研究協会会報 DV-Xα研究協会 DV-Xα研究協会 可

13465015 Bulletin of Society for Discrete Virinational  Xα DV-Xα研究協会 DV-Xα研究協会 可

00035211 アンリツテクニカル アンリツ株式会社 アンリツ株式会社 可

エネルギー･資源学会研究発表会講演論文集 エネルギー・資源学会 エネルギー・資源学会 可

エネルギーシステム･経済･環境コンファレンス講演論文集 エネルギー・資源学会 エネルギー・資源学会 可

02850494 エネルギー･資源 エネルギー・資源学会 エネルギー・資源学会 可

18819915 エネルギー・資源学会研究発表会講演論文要旨集 エネルギー・資源学会 エネルギー・資源学会 可

4879732796 分散エネルギーシステム エネルギー・資源学会 エネルギー・資源学会 可

04746767 オリジン テクニカル ジャーナル オリジン電気株式会社 オリジン電気株式会社 可

サターン読本 クミアイ化学工業株式会社 クミアイ化学工業株式会社 可

農薬通信（1998年　No.146まで） クミアイ化学工業株式会社 クミアイ化学工業株式会社 可

09137548 システム農学 システム農学会 システム農学会 可

セメントコンクリート問答 : 初めて学ぶ人のために セメント協会 セメント協会 可

舗装技術専門委員会報告 セメント協会 セメント協会 可

03710718 セメント・コンクリート セメント協会 セメント協会 可

09163182 セメント・コンクリート論文集 セメント協会 セメント協会 可

4881750003 コンクリート製品便覧 セメント協会 セメント協会 可

4881750062 セメントの常識 セメント協会 セメント協会 可

4881750194 コンクリート製品 セメント協会 セメント協会 可

4881750208 セメント・コンクリート化学とその応用 セメント協会 セメント協会 可

4881750216 実用本位生コン/使い方の要点 セメント協会 セメント協会 可

4881750275 コンクリート製品 セメント協会 セメント協会 可

4881750313 わかりやすいセメント科学 セメント協会 セメント協会 可

4881750720 コンクリート舗装の補修技術資料 セメント協会 セメント協会 可

9784881750063 セメントの常識 セメント協会 セメント協会 可

9784881750094 コンクリート技術者のためのセメント化学雑論 セメント協会 セメント協会 可

9784881750209 セメント・コンクリート化学とその応用 セメント協会 セメント協会 可

9784881750315 わかりやすいセメント科学 セメント協会 セメント協会 可

9784881750356 たのしく学ぶセメント・コンクリートＱ＆Ａ セメント協会 セメント協会 可

9784881750360 Ｃ＆Ｃ　エンサイクロペディア セメント協会 セメント協会 可

9784881750372 山田順治のコンクリート夜話 セメント協会 セメント協会 可

9784881750889 車道用ポーラスコンクリート舗装設計施工技術資料 セメント協会 セメント協会 可

9784881750926 C[3]クリップボード セメント協会 セメント協会 可

9784881750995 セメントの常識 セメント協会 セメント協会 可

9784881751176 C[4]クリップボード セメント協会 セメント協会 可

9784881751213 セメントの常識 セメント協会 セメント協会 可

ターボ機械協会講演会講演論文集 ターボ機械協会 ターボ機械協会 可

03858839 ターボ機械 ターボ機械協会 ターボ機械協会 可

00218820 The Journal of Antibiotics ネイチャー・ジャパン株式会社　（日本感染症医薬品協会） ネイチャー・ジャパン株式会社　（日本感染症医薬品協会） 可

13484214 Hypertension Research ネイチャー・ジャパン株式会社　（日本高血圧学会） ネイチャー・ジャパン株式会社　（日本高血圧学会） 可

14345161 Journal of Human Genetics ネイチャー・ジャパン株式会社　（日本人類遺伝学会） ネイチャー・ジャパン株式会社　（日本人類遺伝学会） 可

09169636 Hypertension Research ネイチャー・ジャパン株式会社（旧　日本高血圧学会） ネイチャー・ジャパン株式会社（旧　日本高血圧学会） 可

18800556 ネイチャー・ダイジェスト ネイチャージャパン株式会社 ネイチャージャパン株式会社 可

13467468 Pioneer R&D パイオニア株式会社 パイオニア株式会社 可
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論文集｢バイオメカニズム｣ バイオメカニズム学会 バイオメカニズム学会 可

02850885 バイオメカニズム学会誌 バイオメカニズム学会 バイオメカニズム学会 可

13447254 ヒューマンインタフェース学会誌 ヒューマンインタフェース学会 ヒューマンインタフェース学会 可

13447262 ヒューマンインタフェース学会論文誌 ヒューマンインタフェース学会 ヒューマンインタフェース学会 可

13450794 ヒューマンインタフェースシンポジウム論文集 ヒューマンインタフェース学会 ヒューマンインタフェース学会 可

13450808 ヒューマンインタフェースシンポジウム講習会資料集 ヒューマンインタフェース学会 ヒューマンインタフェース学会 可

18829465 AMTC Letters ファインセラミックスセンター ファインセラミックスセンター 可

09149244 Journal of Photopolymer Science and Technology
フォトポリマー学会出版局　（旧　フォトポリマー懇話会誌事務
局）

フォトポリマー学会出版局　（旧　フォトポリマー懇話会誌事務
局）

可

成形加工（要旨集） プラスチック成形加工学会 プラスチック成形加工学会 可

成形加工シンポジア（要旨集） プラスチック成形加工学会 プラスチック成形加工学会 可

09154027 成形加工 プラスチック成形加工学会 プラスチック成形加工学会 可

18837417 成形加工(Online) プラスチック成形加工学会 プラスチック成形加工学会 可

13403214 プラズマ応用科学 プラズマ応用科学会 プラズマ応用科学会 可

13409557 プラズマ応用と複合機能材料 プラズマ応用科学会 プラズマ応用科学会 可

4990064208 ADVANCE IN APPLIED PLASMA SCIENCE プラズマ応用科学会 プラズマ応用科学会 可

4990064216 ADVANCE IN APPLIED PLASMA SCIENCE Vol.2 プラズマ応用科学会 プラズマ応用科学会 可

4990064224 ADVANCE IN APPLIED PLASMA SCIENCE Vol.3 プラズマ応用科学会 プラズマ応用科学会 可

4990064232 ADVANCE IN APPLIED PLASMA SCIENCE Vol.4 プラズマ応用科学会 プラズマ応用科学会 可

4990064240 ADVANCE IN APPLIED PLASMA SCIENCE Vol.5 プラズマ応用科学会 プラズマ応用科学会 可

9784990064259 ADVANCE IN APPLIED PLASMA SCIENCE Vol.6 プラズマ応用科学会 プラズマ応用科学会 可

9784990064266 ADVANCE IN APPLIED PLASMA SCIENCE Vol.7 プラズマ応用科学会 プラズマ応用科学会 可

Reports on Topical Meeting of the Laser Society of Japan レーザー学会 レーザー学会 可

レーザーセミナー予稿行集 レーザー学会 レーザー学会 可

レーザー学会研究会報告 レーザー学会 レーザー学会 可

レーザー学会誌 レーザー学会 レーザー学会 可

03870200 レーザー研究 レーザー学会 レーザー学会 可

09136355 レーザー学会学術講演会年次大会講演予稿集 レーザー学会 レーザー学会 可

18829511 愛知学院大学薬学会誌 愛知学院大学薬学会 愛知学院大学薬学会 可

03870804 愛知工業大学研究報告A 愛知工業大学 愛知工業大学 可

03870812 愛知工業大学研究報告B 愛知工業大学 愛知工業大学 可

09101543 医用画像情報学会雑誌 医用画像情報学会 医用画像情報学会 可

18804977 医用画像情報学会雑誌（Online） 医用画像情報学会 医用画像情報学会 可

13471201 リハビリテーションスポーツ 医療体育研究会 医療体育研究会 可

テレビジョン学会全国大会講演予稿集 映像情報メディア学会　（旧　テレビジョン学会） 映像情報メディア学会　（旧　テレビジョン学会） 可

03864227 テレビジョン学会技術報告(研究会講演予稿集) 映像情報メディア学会　（旧　テレビジョン学会） 映像情報メディア学会　（旧　テレビジョン学会） 可

03866831 テレビジョン学会誌｢画像情報工学と放送技術｣ 映像情報メディア学会　（旧　テレビジョン学会） 映像情報メディア学会　（旧　テレビジョン学会） 可

09191879 テレビジョン学会年次大会講演予稿集 映像情報メディア学会　（旧　テレビジョン学会） 映像情報メディア学会　（旧　テレビジョン学会） 可

13426893 映像情報メディア学会技術報告 映像情報メディア学会　（旧　テレビジョン学会） 映像情報メディア学会　（旧　テレビジョン学会） 可

13426907 映像情報メディア学会誌 映像情報メディア学会　（旧　テレビジョン学会） 映像情報メディア学会　（旧　テレビジョン学会） 可

13431846 映像情報メディア学会年次大会講演予稿集 映像情報メディア学会　（旧　テレビジョン学会） 映像情報メディア学会　（旧　テレビジョン学会） 可

00137626 園芸学会雑誌 園芸学会 園芸学会 可

09191917 園芸学会雑誌別冊 園芸学会 園芸学会 可

13472658 園芸学研究 園芸学会 園芸学会 可

18803571 園芸学研究 (Online) 園芸学会 園芸学会 可
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1880358X 園芸学会雑誌 (Online) 園芸学会 園芸学会 可

18823351 Journal of the Japanese Society for Horticultural Science 園芸学会 園芸学会 可

1882336X Journal of the Japanese Society for Horticultural Science (Online) 園芸学会 園芸学会 可

21890102 The Horticulture Journal 園芸学会 園芸学会 可

21890110 The Horticulture Journal (Online) 園芸学会 園芸学会 可

02850370 応用統計学 応用統計学会 応用統計学会 可

18838081 応用統計学 (Online) 応用統計学会 応用統計学会 可

00221260 Journal of General and Applied Microbiology
応用微生物学・分子細胞生物学研究奨励会（旧　応用微生物学
研究奨励会）

応用微生物学・分子細胞生物学研究奨励会（旧　応用微生物
学研究奨励会）

可

03008533 応用薬理 応用薬理研究会 応用薬理研究会 可

Abstract of International Symposium on Microchemistry and
Microsystems(2006)

化学とマイクロ・ナノシステム学会（旧：化学とマイクロ・ナノシス
テム研究会）

化学とマイクロ・ナノシステム学会（旧：化学とマイクロ・ナノシス
テム研究会）

可

化学とマイクロ・ナノシステム研究会講演要旨集
化学とマイクロ・ナノシステム学会（旧：化学とマイクロ・ナノシス
テム研究会）

化学とマイクロ・ナノシステム学会（旧：化学とマイクロ・ナノシス
テム研究会）

可

1881364X 化学とマイクロ・ナノシステム
化学とマイクロ・ナノシステム学会（旧：化学とマイクロ・ナノシス
テム研究会）

化学とマイクロ・ナノシステム学会（旧：化学とマイクロ・ナノシス
テム研究会）

可

4990326903 Proceedings of Micro Total Analysis System 2006
化学とマイクロ・ナノシステム学会（旧：化学とマイクロ・ナノシス
テム研究会）

化学とマイクロ・ナノシステム学会（旧：化学とマイクロ・ナノシス
テム研究会）

可

00219592 Journal of Chemical Engineering of Japan 化学工学会 化学工学会 可

03759253 化学工学 化学工学会 化学工学会 可

0386216X 化学工学論文集 化学工学会 化学工学会 可

03869512 化学史研究 化学史学会 化学史学会 可

09162747 化学療法研究所紀要 化学療法研究会化学療法研究所 化学療法研究会化学療法研究所 可

02864754 栄養生理研究会報 家畜栄養生理研究会 家畜栄養生理研究会 可

13448935 日本食品新素材研究会誌
菓子・食品新素材技術センター(旧　菓子・食品素材技術セン
ター）

菓子・食品新素材技術センター(旧　菓子・食品素材技術セン
ター）

可

0915633X 紀要 核融合科学研究所 核融合科学研究所 可

09156348 紀要 核融合科学研究所 核融合科学研究所 可

09156356 紀要 核融合科学研究所 核融合科学研究所 可

09156364 紀要 核融合科学研究所 核融合科学研究所 可

09156372 紀要 核融合科学研究所 核融合科学研究所 可

09156704 核融合科学研究所ニュース 核融合科学研究所 核融合科学研究所 可

09171185 紀要 核融合科学研究所 核融合科学研究所 可

18841600 NIFS　NEWS 核融合科学研究所 核融合科学研究所 可

21879338 顎顔面口腔育成会誌 顎顔面口腔育成研究会 顎顔面口腔育成研究会 可

00394963 住友軽金属技報 株式会社ＵＡＣＪ（旧　住友軽金属工業株式会社） 株式会社ＵＡＣＪ（旧　住友軽金属工業株式会社） 可

21855420 アトックス技報 株式会社アトックス 株式会社アトックス 可

09122761 フジクラ技報 株式会社フジクラ 株式会社フジクラ 可

02870266 安川電機 株式会社安川電機 株式会社安川電機 可

0918242X 技報 安川電機 株式会社安川電機 株式会社安川電機 可

0287170X 橋梁と基礎 株式会社建設図書 株式会社建設図書 可

09106219 舗装 株式会社建設図書 株式会社建設図書 可

03851508 豊田中央研究所R&Dレビュー 株式会社豊田中央研究所 株式会社豊田中央研究所 可

04277775 浮選 環境資源工学会　（旧　資源処理学会） 環境資源工学会　（旧　資源処理学会） 可

09124764 資源処理技術 環境資源工学会　（旧　資源処理学会） 環境資源工学会　（旧　資源処理学会） 可

13459260 リサイクル設計と分離精製技術 環境資源工学会　（旧　資源処理学会） 環境資源工学会　（旧　資源処理学会） 可

13486012 環境資源工学 環境資源工学会　（旧　資源処理学会） 環境資源工学会　（旧　資源処理学会） 可
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13486020 リサイクル設計と分離精製技術 環境資源工学会　（旧　資源処理学会） 環境資源工学会　（旧　資源処理学会） 可

13499262 環境資源工学 (Online) 環境資源工学会　（旧　資源処理学会） 環境資源工学会　（旧　資源処理学会） 可

18839142 浮選 (Online) 環境資源工学会　（旧　資源処理学会） 環境資源工学会　（旧　資源処理学会） 可

18839150 資源処理技術 (Online) 環境資源工学会　（旧　資源処理学会） 環境資源工学会　（旧　資源処理学会） 可

21874158 リサイクル設計と分離精製技術 環境資源工学会　（旧　資源処理学会） 環境資源工学会　（旧　資源処理学会） 可

03896633 環境情報科学（別冊論文集　含む） 環境情報科学センター 環境情報科学センター 可

03872556 関東学院大学工学総合研究所報 関東学院大学工学総合研究所 関東学院大学工学総合研究所 可

03854949 関東畜産学会報 関東畜産学会 関東畜産学会 可

03851311 岩手医科大学歯学雑誌 岩手医科大学歯学会 岩手医科大学歯学会 可

04530039 京都医学会雑誌 京都府医師会 京都府医師会 可

教育システム情報学会ニュースレター 教育システム情報学会　(旧　CAI学会) 教育システム情報学会　(旧　CAI学会) 可

09106367 教育システム情報学会研究報告 教育システム情報学会　(旧　CAI学会) 教育システム情報学会　(旧　CAI学会) 可

13414135 教育システム情報学会誌 教育システム情報学会　(旧　CAI学会) 教育システム情報学会　(旧　CAI学会) 可

1348236X The Journal of Information and Systems in Education 教育システム情報学会　(旧　CAI学会) 教育システム情報学会　(旧　CAI学会) 可

21863679 The Journal of Information and Systems in Education (Online) 教育システム情報学会　(旧　CAI学会) 教育システム情報学会　(旧　CAI学会) 可

21880980 教育システム情報学会誌 (Online) 教育システム情報学会　(旧　CAI学会) 教育システム情報学会　(旧　CAI学会) 可

03882217 ミツバチ科学 玉川大学学術研究所 玉川大学学術研究所 可

13418645 玉川大学学術研究所紀要 玉川大学学術研究所 玉川大学学術研究所 可

00227226 金沢大学十全医学会雑誌 金沢大学十全医学会 金沢大学十全医学会 可

03686833 九州歯科学会雑誌 九州歯科学会 九州歯科学会 可

09116036 FORMA 形の科学会 形の科学会 可

03685179 慶応医学 慶應医学会 慶應医学会 可

00229717 Keio Journal of Medicine 慶應義塾大学医学部慶應ジャーナル編集室 慶應義塾大学医学部慶應ジャーナル編集室 可

軽金属学会研究部会報告書 軽金属学会 軽金属学会 可

軽金属学会春秋大会講演概要 軽金属学会 軽金属学会 可

04515994 軽金属 軽金属学会 軽金属学会 可

0285709X 鶏病研究会報 鶏病研究会 鶏病研究会 可

02881543 芸備地方史研究 芸備地方史研究会 芸備地方史研究会 可

13418599 現代行動科学会誌 現代行動科学会 現代行動科学会 可

00345466 Researches on Population Ecology （1999年Vol. 41まで） 個体群生態学会 個体群生態学会 可

03864561 個体群生態学会会報 個体群生態学会 個体群生態学会 可

14383896 Population Ecology (2000年より） 個体群生態学会 個体群生態学会 可

09134689 光化学 光化学協会 光化学協会 可

信州医療学院紀要
光和学園信州医療福祉専門学校（旧：光和学園専門学校信州
医療学院）

光和学園信州医療福祉専門学校（旧：光和学園専門学校信州
医療学院）

可

03009149 口腔病学会雑誌 口腔病学会 口腔病学会 可

麻酔と蘇生（Online） 広島麻酔医学会 広島麻酔医学会 可

03851664 麻酔と蘇生 広島麻酔医学会 広島麻酔医学会 可

13417649 Journal of Hard Tissue Biology 硬組織再生生物学会 硬組織再生生物学会 可

1880828X Journal of Hard Tissue Biology  (Online) 硬組織再生生物学会 硬組織再生生物学会 可

03685128 香川大学農学部学術報告 香川大学農学部 香川大学農学部 可

04530764 香川大学農学部紀要 香川大学農学部 香川大学農学部 可

ネットワークポリマー講演討論会要旨集 合成樹脂工業協会 合成樹脂工業協会 可

13420577 ネットワークポリマー 合成樹脂工業協会 合成樹脂工業協会 可

13405411 アジア文化研究 国際アジア文化学会 国際アジア文化学会 可
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13419226 Journal of International Society of Life Information Science 国際生命情報科学会 国際生命情報科学会 可

24240761
Journal of International Society of Life Information Science
（Online）

国際生命情報科学会 国際生命情報科学会 可

4891140410 潜在能力の科学 国際生命情報科学会 国際生命情報科学会 可

18815936 Chromosome Botany 国際染色体植物学会 国際染色体植物学会 可

18818285 Chromosome Botany（Online） 国際染色体植物学会 国際染色体植物学会 可

02869179 骨材資源 骨材資源工学会 骨材資源工学会 可

住友建設技報(土木編)　(2002年度まで）
三井住友建設株式会社技術開発センター（三井住友建設株式
会社技術研究所）

三井住友建設株式会社技術開発センター（三井住友建設株式
会社技術研究所）

可

0911713X 住友建設技術研究所所報　(2002年度まで)
三井住友建設株式会社技術開発センター（三井住友建設株式
会社技術研究所）

三井住友建設株式会社技術開発センター（三井住友建設株式
会社技術研究所）

可

13488635
三井住友建設技術研究所報告(2003年度より）（旧称　住友建設技
術研究所所報）

三井住友建設株式会社技術開発センター（三井住友建設株式
会社技術研究所）

三井住友建設株式会社技術開発センター（三井住友建設株式
会社技術研究所）

可

18841090
三井住友建設技術開発センター報告(2009年 No.7より）（旧称　三
井住友建設技術研究所報告）

三井住友建設株式会社技術開発センター（三井住友建設株式
会社技術研究所）

三井住友建設株式会社技術開発センター（三井住友建設株式
会社技術研究所）

可

05131731 山口医学 山口大学医学会 山口大学医学会 可

05131812 Bulletin of Yamaguchi Medical School 山口大学医学会 山口大学医学会 可

13417053 山梨肺癌研究会会誌 山梨肺癌研究会 山梨肺癌研究会 可

09170391 産業･組織心理学研究 産業・組織心理学会 産業・組織心理学会 可

09146091 四国歯学会雑誌 四国歯学会 四国歯学会 可

21887888 Journal of Oral Health and Biosciences 四国歯学会 四国歯学会 可

09182454 資源地質 資源地質学会 資源地質学会 可

GIAダイアログ講演資料集 自動車技術会 自動車技術会 可

シンポジウムテキスト 自動車技術会 自動車技術会 可

フォーラムテキスト 自動車技術会 自動車技術会 可

高齢者運転適性ハンドブック 自動車技術会 自動車技術会 可

自動車技術この10年 自動車技術会 自動車技術会 可

自動車技術会シンポジウム講習会教材 自動車技術会 自動車技術会 可

自動車工学基礎講座テキスト 自動車技術会 自動車技術会 可

02878321 自動車技術会論文集 自動車技術会 自動車技術会 可

03857298 自動車技術 自動車技術会 自動車技術会 可

03894304 JSAE Review 自動車技術会 自動車技術会 可

09168427 自動車技術文献抄録誌 自動車技術会 自動車技術会 可

09191356 自動車諸元表 自動車技術会 自動車技術会 可

09191364 自動車技術会学術講演前刷集 自動車技術会 自動車技術会 可

21894558 学術講演会講演予稿集 自動車技術会 自動車技術会 可

4915219313 交通外傷バイオメカニクス 自動車技術会 自動車技術会 可

4915219402 自動車技術ハンドブック 自動車技術会 自動車技術会 可

4915219410 自動車技術ハンドブック 自動車技術会 自動車技術会 可

4915219429 自動車技術ハンドブック 自動車技術会 自動車技術会 可

4915219437 自動車技術ハンドブック 自動車技術会 自動車技術会 可

4915219445 自動車技術ハンドブック 自動車技術会 自動車技術会 可

4915219453 自動車技術ハンドブック 自動車技術会 自動車技術会 可

4915219461 自動車技術ハンドブック 自動車技術会 自動車技術会 可

491521947X 自動車技術ハンドブック 自動車技術会 自動車技術会 可

4915219488 自動車技術ハンドブック 自動車技術会 自動車技術会 可

4915219704 日英中自動車用語辞典 自動車技術会 自動車技術会 可
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4915219712 工学技術者と医療従事者のためのインパクトバイオメカニクス 自動車技術会 自動車技術会 可

9784904056042 自動車開発・製作ガイド 自動車技術会 自動車技術会 可

9784904056295 技術文献シリーズ「ハイブリッド・電気自動車」 自動車技術会 自動車技術会 可

9784904056301 技術文献シリーズ「第59回自動車技術会賞受賞論文」 自動車技術会 自動車技術会 可

9784904056424 自動車技術ハンドブック 自動車技術会 自動車技術会 可

9784904056455 新日英中自動車用語辞典 自動車技術会 自動車技術会 可

9784904056592 自動車技術ハンドブック　基礎・理論編 自動車技術会 自動車技術会 可

9784904056608 自動車技術ハンドブック　環境・安全・情報編 自動車技術会 自動車技術会 可

9784904056615 自動車技術ハンドブック　人間工学編 自動車技術会 自動車技術会 可

9784904056622 自動車技術ハンドブック　設計（EV・ハイブリッド） 自動車技術会 自動車技術会 可

9784904056639 電気自動車の開発 自動車技術会 自動車技術会 可

9784904056677 自動車技術ハンドブック　設計（デザイン・車体）編 自動車技術会 自動車技術会 可

9784904056684 自動車技術ハンドブック　設計（パワートレイン）編 自動車技術会 自動車技術会 可

9784904056691 自動車技術ハンドブック　設計（シャシ）編 自動車技術会 自動車技術会 可

9784904056707 自動車技術ハンドブック　試験・評価（パワートレイン）編 自動車技術会 自動車技術会 可

9784904056714 自動車技術ハンドブック　試験・評価（車両）編 自動車技術会 自動車技術会 可

9784904056721 自動車技術ハンドブック　生産・品質編 自動車技術会 自動車技術会 可

9784904056745 ロードシミュレーション ハンドブック 自動車技術会 自動車技術会 可

9784915219306 自動車工学－基礎－ 自動車技術会 自動車技術会 可

9784915219870
自動車産業技術戦略と技術発展・燃料シナリオ2030年自動車はこ
うなる第1部：有識者の意見に基づく「自動車産業技術戦略」

自動車技術会 自動車技術会 可

9784915219887
自動車産業技術戦略と技術発展・燃料シナリオ2030年自動車はこ
うなる第2部：技術分野の専門家が描く「自動車技術発展シナリオ」

自動車技術会 自動車技術会 可

9784915219894
自動車産業技術戦略と技術発展・燃料シナリオ2030年自動車はこ
うなる第3部：専門家が描く「日本における自動車用燃料シナリオ」

自動車技術会 自動車技術会 可

9784915219917 自動車開発・製作マニュアル 自動車技術会 自動車技術会 可

13443909 社会言語科学 社会言語科学会 社会言語科学会 可

21872775 社会情報学 社会情報学会（旧　日本社会情報学会） 社会情報学会（旧　日本社会情報学会） 可

09135561 種生物学研究 種生物学会 種生物学会 可

13440268 樹木医学研究 樹木医学会 樹木医学会 可

照明実務講座 照明学会 照明学会 可

照明専門講座 照明学会 照明学会 可

00192341 照明学会誌 照明学会 照明学会 可

03878805 Journal of Light & Visual Environment 照明学会 照明学会 可

情報科学技術フォーラム講演論文集/レターズ 情報処理学会 情報処理学会 可

情報処理学会全国大会講演論文集 情報処理学会 情報処理学会 可

倫理綱領調査委員会報告書 情報処理学会 情報処理学会 可

03875806 情報処理学会論文誌 情報処理学会 情報処理学会 可

03876101 Journal of Information Processing 情報処理学会 情報処理学会 可

04478053 情報処理 情報処理学会 情報処理学会 可

09196072 情報処理学会研究報告 情報処理学会 情報処理学会 可

13440640 情報処理学会シンポジウムシリーズ 情報処理学会 情報処理学会 可

18845541 情報処理学会デジタルプラクティス 情報処理学会 情報処理学会 可

09151133 情報知識学会ニュースレター 情報知識学会 情報知識学会 可

09171436 情報知識学会誌 情報知識学会 情報知識学会 可
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13422448 植生学会誌 植生学会 植生学会 可

13439537 植生情報 植生学会 植生学会 可

植物の化学調節　植物化学調節研究会 研究発表記録集 植物化学調節学会 植物化学調節学会 可

植物の生長調節　植物化学調節学会　研究発表記録集 植物化学調節学会 植物化学調節学会 可

03889130 植物の化学調節 植物化学調節学会 植物化学調節学会 可

13465406 植物の生長調節 植物化学調節学会 植物化学調節学会 可

0010180X 色材協会誌 色材協会 色材協会 可

4061914014 触媒講座　第１巻 講談社 触媒学会 可

4061914022 触媒講座　第２巻 講談社 触媒学会 可

4061914030 触媒講座　第３巻 講談社 触媒学会 可

4061914049 触媒講座　第４巻 講談社 触媒学会 可

4061914057 触媒講座　第５巻 講談社 触媒学会 可

4061914065 触媒講座　第６巻 講談社 触媒学会 可

4061914073 触媒講座　第７巻 講談社 触媒学会 可

4061914081 触媒講座　第８巻 講談社 触媒学会 可

406191409X 触媒講座　第９巻 講談社 触媒学会 可

4061914103 触媒講座　第１０巻 講談社 触媒学会 可

4061914111 触媒講座　別巻 講談社 触媒学会 可

触媒学会研究発表講演要旨集 触媒学会 触媒学会 可

05598958 触媒 触媒学会 触媒学会 可

13439936 触媒討論会討論会A予稿集 触媒学会 触媒学会 可

21875928 触媒討論会講演予稿集 触媒学会 触媒学会 可

24325643 触媒技術の動向と展望1993から2016 触媒学会 触媒学会 可

9784061543515 触媒便覧 触媒学会 触媒学会 可

9784526058110 とことんやさしい触媒の本 触媒学会 触媒学会 可

9784526072215 よくわかる工業触媒 触媒学会 触媒学会 可

00373826 信州医学雑誌 信州医学会 信州医学会 可

18846580 信州医学雑誌（Online） 信州医学会 信州医学会 可

21873453 森林遺伝育種 森林遺伝育種学会 森林遺伝育種学会 可

21896275 森林立地 (Online) 森林立地学会 森林立地学会 可

03888673 森林立地 森林立地学会　（旧　森林立地懇話会） 森林立地学会　（旧　森林立地懇話会） 可

1348043X 神奈川整形災害外科研究会雑誌 神奈川整形災害外科研究会 神奈川整形災害外科研究会 可

人間･植物関係学会雑誌別冊 人間・植物関係学会 人間・植物関係学会 可

13467336 人間･植物関係学会雑誌 人間・植物関係学会 人間・植物関係学会 可

13407694 人間と生活環境 人間－生活環境系学会（旧 人間－生活環境系会議） 人間－生活環境系学会（旧 人間－生活環境系会議） 可

13451324 Journal of Human-Environment System 人間－生活環境系学会（旧 人間－生活環境系会議） 人間－生活環境系学会（旧 人間－生活環境系会議） 可

ヒューマンインタフェースデザイン研究会資料 人工知能学会 人工知能学会 可

人工知能学会全国大会論文集 人工知能学会 人工知能学会 可

13460714 人工知能学会論文誌 人工知能学会 人工知能学会 可

13468030 人工知能学会論文誌 (Online) 人工知能学会 人工知能学会 可

21882266 人工知能 人工知能学会 人工知能学会 可

地理学文献目録 人文地理学会 人文地理学会 可

00187216 人文地理 人文地理学会 人文地理学会 可

18834086 人文地理 (Online) 人文地理学会 人文地理学会 可

水産海洋学会研究発表大会講演要旨集 水産海洋学会 水産海洋学会 可
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09161562 水産海洋研究 水産海洋学会 水産海洋学会 可

0288139X 水草研究会会報 水草研究会 水草研究会 可

13484761 水草研究会誌 水草研究会 水草研究会 可

09133763 生物試料分析 生物試料分析科学会 生物試料分析科学会 可

日本泌尿器科学会西日本総会プログラム・講演抄録 西日本泌尿器科学会 西日本泌尿器科学会 可

00290726 西日本泌尿器科 西日本泌尿器科学会 西日本泌尿器科学会 可

09180257 青森県スポーツ医学研究会誌 青森県スポーツ医学研究会 青森県スポーツ医学研究会 可

03862550 静電気学会誌 静電気学会 静電気学会 可

13421492 静電気学会講演論文集 静電気学会 静電気学会 可

03862763 ペトロテック 石油学会 石油学会 可

05824656 Bulletin of the Japan Petroleum Institute 石油学会 石油学会 可

05824664 石油学会誌 石油学会 石油学会 可

13468804 Journal of the Japan Petroleum Institute 石油学会 石油学会 可

創立70周年記念「石油・天然ガス資源の未来を拓く-最前線からの
メッセージ」（2004）

石油技術協会 石油技術協会 可

21889236 赤ちゃん歯科ネットワーク 赤ちゃん歯科ネットワーク 赤ちゃん歯科ネットワーク 可

牧草と園芸 雪印種苗株式会社 雪印種苗株式会社 可

03865398 川崎医学雑誌一般教養編 川崎医学会 川崎医学会 可

03865924 川崎医学会誌 川崎医学会 川崎医学会 可

03854655 染色体　（1996年まで） 染色体学会 染色体学会 可

05749549 Chromosome Information Service　(1996年まで) 染色体学会 染色体学会 可

13441051
Chromosome Science (1997年より)　（旧称　Chromosome
Information Serviceと染色体を合併）

染色体学会 染色体学会 可

繊維学会秋季研究発表会予稿集 繊維学会 繊維学会 可

繊維学会年次研究発表会･シンポジウム予稿集 繊維学会 繊維学会 可

00379875 繊維学会誌 繊維学会 繊維学会 可

18842259 繊維学会誌　（Online) 繊維学会 繊維学会 可

18842267 繊維工業学会誌 (Online) 繊維学会 繊維学会 可

18842275 繊維と工業 (Online) 繊維学会 繊維学会 可

18842283 繊維素工業 (Online) 繊維学会 繊維学会 可

21897654 Journal of Fiber Science and Technology (Online) 繊維学会 繊維学会 可

02859955 全日本鍼灸学会雑誌 全日本鍼灸学会 全日本鍼灸学会 可

03870952 自律神経雑誌 全日本鍼灸学会 全日本鍼灸学会 可

05461367 日本鍼灸治療学会誌 全日本鍼灸学会 全日本鍼灸学会 可

1882661X 全日本鍼灸学会雑誌 (Online) 全日本鍼灸学会 全日本鍼灸学会 可

21859426 日本鍼灸治療学会総会論文集 全日本鍼灸学会 全日本鍼灸学会 可

21859434 日本鍼灸治療学会誌 (Online) 全日本鍼灸学会 全日本鍼灸学会 可

21859442 自律神経雑誌 (Online) 全日本鍼灸学会 全日本鍼灸学会 可

21895724 Japanese Acupuncture and Moxibustion (Online) 全日本鍼灸学会 全日本鍼灸学会 可

03869350 史観 早稲田大学史学会 早稲田大学史学会 可

02854643 史滴 早稲田大学東洋史懇談会 早稲田大学東洋史懇話会 可

セメント用耐火物研究会報告集 耐火物技術協会 耐火物技術協会 可

セラミックスの化学反応 耐火物技術協会 耐火物技術協会 可

環境と耐火物研究会報告集 耐火物技術協会 耐火物技術協会 可

原料専門委員会報告集 耐火物技術協会 耐火物技術協会 可

耐火物の熱的・機械的性質 耐火物技術協会 耐火物技術協会 可
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鉄鋼用耐火物専門委員会報告集 耐火物技術協会 耐火物技術協会 可

00398993 耐火物 耐火物技術協会 耐火物技術協会 可

02850028
Journal of the Technical Association of Refractories, Japan
(TAIKABUTSU OVERSEAS)

耐火物技術協会 耐火物技術協会 可

4925133012 Refractories Handbook 耐火物技術協会 耐火物技術協会 可

9784925133036 耐火物手帳 耐火物技術協会 耐火物技術協会 可

9784925133043 高温耐熱材料のポイント解説 耐火物技術協会 耐火物技術協会 可

00306150 歯科医学 大阪歯科学会 大阪歯科学会 可

04752058 Journal of Osaka Dental University 大阪歯科学会 大阪歯科学会 可

04734599 The Journal of Osaka University Dental School 大阪大学歯学会 大阪大学歯学会 可

04734629 大阪大学歯学雑誌 大阪大学歯学会 大阪大学歯学会 可

09126937 大阪透析研究会会誌（プログラム・予稿集含む） 大阪透析研究会 大阪透析研究会 可

03872254 大成建設技術研究所報(No.1-33) 大成建設株式会社技術センター 大成建設株式会社技術センター 可

13483366 大成建設技術センター報(No.34より) 大成建設株式会社技術センター 大成建設株式会社技術センター 可

02855372 大同工業大学紀要
大同大学　研究・産学連携支援室　（旧　大同工業大学産学連
携共同研究センター）

大同大学　研究・産学連携支援室　（旧　大同工業大学産学連
携共同研究センター）

可

炭素材料学会年会要旨集 炭素材料学会 炭素材料学会 可

03715345 炭素 炭素材料学会 炭素材料学会 可

09148663 断層映像研究会雑誌 断層映像研究会 断層映像研究会 可

21870489 断層映像研究会雑誌（Online） 断層映像研究会 断層映像研究会 可

13427857 地域漁業研究 地域漁業学会 地域漁業学会 可

03888525 農林業問題研究 地域農林経済学会 地域農林経済学会 可

21859973 農林業問題研究 (Online) 地域農林経済学会 地域農林経済学会 可

03666611 地球科学 地学団体研究会 地学団体研究会 可

03885208 そくほう 地学団体研究会 地学団体研究会 可

03893766 地学教育と科学運動 地学団体研究会 地学団体研究会 可

09125760 地学団体研究会専報 地学団体研究会 地学団体研究会 可

09185372 地団研ブックレット 地学団体研究会 地学団体研究会 可

09185380 地学ハンドブックシリーズ 地学団体研究会 地学団体研究会 可

13426001 地学双書 地学団体研究会 地学団体研究会 可

1342601X 地学団体研究会総会シンポジウム 地学団体研究会 地学団体研究会 可

09177183 環境地質学シンポジウム論文集 地質汚染－医療地質－社会地質学会 地質汚染－医療地質－社会地質学会 可

18804829 地質汚染－医療地質－社会地質学会誌 地質汚染－医療地質－社会地質学会 地質汚染－医療地質－社会地質学会 可

02864886 地理科学 地理科学学会 地理科学学会 可

09152695 中国･四国整形外科学会雑誌 中国・四国整形外科学会 中国・四国整形外科学会 可

03856666 技研時報 (2005年 Vol. 102まで) 中国電力株式会社 中国電力株式会社 可

13426788 技研ニュース(2005年 Vol. 73まで) 中国電力株式会社 中国電力株式会社 可

18807984 エネルギア総研レビュー (2005年より) 中国電力株式会社 中国電力株式会社 可

13414674 農業･食料経済研究 中部農業経済学会 中部農業経済学会 可

05135710 Yonago acta medica 鳥取大学医学部 鳥取大学医学部 可

0385020X 鶴見歯学 鶴見大学歯学会 鶴見大学歯学会 可

材料研究会シンポジウム講演論文集 (1996年まで) 低温工学・超電導学会（旧　低温工学協会） 低温工学・超電導学会（旧　低温工学協会） 可

超伝導応用研究会シンポジウム講演論文集 低温工学・超電導学会（旧　低温工学協会） 低温工学・超電導学会（旧　低温工学協会） 可

低温工学サマーセミナーテキスト (2005年まで) 低温工学・超電導学会（旧　低温工学協会） 低温工学・超電導学会（旧　低温工学協会） 可

冷凍部会年間講演集 低温工学・超電導学会（旧　低温工学協会） 低温工学・超電導学会（旧　低温工学協会） 可

03892441 低温工学 低温工学・超電導学会（旧　低温工学協会） 低温工学・超電導学会（旧　低温工学協会） 可
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09195998 低温工学･超伝導学会概要集 低温工学・超電導学会（旧　低温工学協会） 低温工学・超電導学会（旧　低温工学協会） 可

13407902 低温生物工学会誌 低温生物工学会　（旧　凍結乾燥学会） 低温生物工学会　（旧　凍結乾燥学会） 可

03873366 哲学雑誌 哲学会 哲学会 可

電気関係学会九州支部連合大会講演論文集
電気・情報関係学会九州支部連合大会委員会（旧：電気関係学
会九州支部連合大会委員会）

電気・情報関係学会九州支部連合大会委員会（旧：電気関係
学会九州支部連合大会委員会）

可

Chemical Sensors 電気化学会 電気化学会 可

応用加速器及び関連技術定例研究会資料集 電気化学会 電気化学会 可

境界領域における電気化学セミナー 電気化学会 電気化学会 可

電解技術討論会 電気化学会 電気化学会 可

電気化学セミナー 電気化学会 電気化学会 可

電気化学会大会講演要旨集 電気化学会 電気化学会 可

電池技術 電気化学会 電気化学会 可

電池討論会 電気化学会 電気化学会 可

半導体･集積回路技術シンポジウム講演論文集 電気化学会 電気化学会 可

溶融塩および高温化学 電気化学会 電気化学会 可

溶融塩化学討論会 電気化学会 電気化学会 可

粒子線技術開発定例研究会資料集 電気化学会 電気化学会 可

00134678 電気化学協会誌 電気化学会 電気化学会 可

13443542 電気化学および工業物理化学 電気化学会 電気化学会 可

03876012 土壌の物理性 土壌物理学会　（旧　土壌物理研究会） 土壌物理学会　（旧　土壌物理研究会） 可

02893320 東海ストーマリハビリテーション研究会
東海ストーマ・排泄リハビリテーション研究会（旧　東海ストーマ
リハビリテーション研究会）

東海ストーマ・排泄リハビリテーション研究会（旧　東海ストーマ
リハビリテーション研究会）

可

09171266 東京矯正歯科学会雑誌 東京矯正歯科学会 東京矯正歯科学会 可

00373710 歯科学報 東京歯科大学学会　（旧　東京歯科大学歯学会） 東京歯科大学学会　（旧　東京歯科大学歯学会） 可

09158855 東日本臨床整形外科学会雑誌 東日本整形災害外科学会 東日本整形災害外科学会 可

13427784 東日本整形災害外科学会雑誌 東日本整形災害外科学会 東日本整形災害外科学会 可

00408751 東北整形災害外科紀要 東北整形災害外科学会 東北整形災害外科学会 可

13488694 東北整形災害外科学会雑誌 東北整形災害外科学会 東北整形災害外科学会 可

02873915 東北大学歯学雑誌 東北大学歯学会 東北大学歯学会 可

03872777 東北地理 東北地理学会 東北地理学会 可

09167889 季刊地理学 東北地理学会 東北地理学会 可

18841244 東北地理（Online） 東北地理学会 東北地理学会 可

18841252 季刊地理学（Online） 東北地理学会 東北地理学会 可

13403249 東洋建設技術研究報告 東洋建設株式会社 東洋建設株式会社 可

1883972X 日本動物介在教育・療法学雑誌 動物介在教育・療法学会（旧　日本動物介在教育・療法学会） 動物介在教育・療法学会（旧　日本動物介在教育・療法学会） 可

21871159 動物介在教育・療法学雑誌 動物介在教育・療法学会（旧　日本動物介在教育・療法学会） 動物介在教育・療法学会（旧　日本動物介在教育・療法学会） 可

21878439 動物介在教育・療法学会雑誌（Online） 動物介在教育・療法学会（旧　日本動物介在教育・療法学会） 動物介在教育・療法学会（旧　日本動物介在教育・療法学会） 可

13450069 奈良医学雑誌 奈良県立医科大学奈良医学雑誌編集部 奈良県立医科大学奈良医学雑誌編集部 可

09135006 Drug Delivery System 日本DDS学会 日本DDS学会 可

13465716 LD研究 日本LD学会 日本LD学会 可

JPIC News Letter
日本Pediatric Interventional Cardiology学会（旧　日本Pediatric
Interventional Cardiology研究会）

日本Pediatric Interventional Cardiology学会（旧　日本Pediatric
Interventional Cardiology研究会）

可

09198156 Shock 日本Shock学会 日本Shock学会 可

00338303 Radioisotopes 日本アイソトープ協会 日本アイソトープ協会 可
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02855518 Isotope News 日本アイソトープ協会 日本アイソトープ協会 可

日本エネルギー学会バイオマス科学会議発表論文集 日本エネルギー学会　（旧　燃料協会） 日本エネルギー学会　（旧　燃料協会） 可

日本エネルギー学会石炭科学会議発表論文集 日本エネルギー学会　（旧　燃料協会） 日本エネルギー学会　（旧　燃料協会） 可

日本エネルギー学会大会講演要旨集 日本エネルギー学会　（旧　燃料協会） 日本エネルギー学会　（旧　燃料協会） 可

09110429 コークス･サーキュラー 日本エネルギー学会　（旧　燃料協会） 日本エネルギー学会　（旧　燃料協会） 可

09168753 日本エネルギー学会誌 日本エネルギー学会　（旧　燃料協会） 日本エネルギー学会　（旧　燃料協会） 可

秋季研究発表会アブストラクト集 日本オペレーションズ・リサーチ学会 日本オペレーションズ・リサーチ学会 可

春季研究発表会アブストラクト集 日本オペレーションズ・リサーチ学会 日本オペレーションズ・リサーチ学会 可

00303674 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 日本オペレーションズ・リサーチ学会 可

04534514 Journal of the Operations Research Society of Japan 日本オペレーションズ・リサーチ学会 日本オペレーションズ・リサーチ学会 可

13498940 日本オペレーションズ・リサーチ学会和文論文誌 日本オペレーションズ・リサーチ学会 日本オペレーションズ・リサーチ学会 可

00305219 オリエント 日本オリエント学会 日本オリエント学会 可

04733851 ORIENT 日本オリエント学会 日本オリエント学会 可

18841384 日本オリエント学会月報 (Online) 日本オリエント学会 日本オリエント学会 可

18841392 ORIENT (Online) 日本オリエント学会 日本オリエント学会 可

18841406 オリエント (Online) 日本オリエント学会 日本オリエント学会 可

Bulletin of GTSJ 日本ガスタービン学会 日本ガスタービン学会 可

日本ガスタービン学会セミナー資料集 日本ガスタービン学会 日本ガスタービン学会 可

日本ガスタービン学会教育シンポジウムテキスト 日本ガスタービン学会 日本ガスタービン学会 可

日本ガスタービン学会秋季講演会論文集 日本ガスタービン学会 日本ガスタービン学会 可

日本ガスタービン学会定期講演会論文集 日本ガスタービン学会 日本ガスタービン学会 可

03874168 日本ガスタービン学会誌 日本ガスタービン学会 日本ガスタービン学会 可

03877973 実験社会心理学研究 日本グループ・ダイナミックス学会 日本グループ・ダイナミックス学会 可

コンクリート工学年次講演会講演論文集 日本コンクリート工学会(旧　日本コンクリート工学協会) 日本コンクリート工学会(旧　日本コンクリート工学協会) 可

03871061 コンクリート工学 日本コンクリート工学会(旧　日本コンクリート工学協会) 日本コンクリート工学会(旧　日本コンクリート工学協会) 可

09118985 Transactions of Japan Concrete Institute 日本コンクリート工学会(旧　日本コンクリート工学協会) 日本コンクリート工学会(旧　日本コンクリート工学協会) 可

13404733 コンクリート工学論文集 日本コンクリート工学会(旧　日本コンクリート工学協会) 日本コンクリート工学会(旧　日本コンクリート工学協会) 可

13404741 コンクリート工学年次論文報告集 日本コンクリート工学会(旧　日本コンクリート工学協会) 日本コンクリート工学会(旧　日本コンクリート工学協会) 可

13468014 Journal of Advanced Concrete Technology 日本コンクリート工学会(旧　日本コンクリート工学協会) 日本コンクリート工学会(旧　日本コンクリート工学協会) 可

13477560 コンクリート工学年次論文集 日本コンクリート工学会(旧　日本コンクリート工学協会) 日本コンクリート工学会(旧　日本コンクリート工学協会) 可

13402994 日本コンピュータ支援外科学会会誌
日本シミュレーション外科学会　（旧　日本コンピュータ支援外科
学会）

日本シミュレーション外科学会　（旧　日本コンピュータ支援外
科学会）

可

13486918 日本シミュレーション外科学会会誌
日本シミュレーション外科学会　（旧　日本コンピュータ支援外科
学会）

日本シミュレーション外科学会　（旧　日本コンピュータ支援外
科学会）

可

日本シルク学会誌 日本シルク学会　（旧　製糸絹研究会） 日本シルク学会　（旧　製糸絹研究会） 可

09120408 日本ストーマリハビリテーション研究会誌 日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会 日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会 可

09166440 日本ストーマリハビリテーション学会誌 日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会 日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会 可

18820115 日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会誌 日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会 日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会 可

09135162 ストレスと人間科学 日本ストレス学会 日本ストレス学会 可

13494813 ストレス科学 日本ストレス学会 日本ストレス学会 可

SPORTS DENTISTRY 日本スポーツ歯科医学会 日本スポーツ歯科医学会 可

1344140Ｘ スポーツ歯学 日本スポーツ歯科医学会 日本スポーツ歯科医学会 可

18832865 International Journal of Sports Dentistry 日本スポーツ歯科医学会 日本スポーツ歯科医学会 可

03887014 スポーツ心理学研究 日本スポーツ心理学会 日本スポーツ心理学会 可

日本セラミックス協会秋季シンポジウム講演予稿集 日本セラミックス協会 日本セラミックス協会 可

日本セラミックス協会年会講演予稿集 日本セラミックス協会 日本セラミックス協会 可
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00090255 窯業協会誌 (1950-1987) 日本セラミックス協会 日本セラミックス協会 可

0009031X セラミックス 日本セラミックス協会 日本セラミックス協会 可

03727718 Journal of the Ceramic Society of Japan (From 1922 ) 日本セラミックス協会 日本セラミックス協会 可

09145400 日本セラミックス協会学術論文誌 日本セラミックス協会 日本セラミックス協会 可

18820743 Journal of the Ceramic Society of Japan 日本セラミックス協会 日本セラミックス協会 可

13470787 日本ダチョウ･走鳥類研究会誌 日本ダチョウ・走鳥類研究会 日本ダチョウ・走鳥類研究会 可

ニッタン技報 日本タングステン株式会社 日本タングステン株式会社 可

03880664 Nippon Tungsten Review 日本タングステン株式会社 日本タングステン株式会社 可

Epilepsia Supplement 日本てんかん学会 日本てんかん学会 可

09120890 てんかん研究 日本てんかん学会 日本てんかん学会 可

13475509 てんかん研究（Online） 日本てんかん学会 日本てんかん学会 可

18825567 Epilepsia Supplement（Online） 日本てんかん学会 日本てんかん学会 可

03895483 JOURNAL of JSLE 日本トライボロジー学会　（旧　日本潤滑学会） 日本トライボロジー学会　（旧　日本潤滑学会） 可

09151168 トライボロジスト 日本トライボロジー学会　（旧　日本潤滑学会） 日本トライボロジー学会　（旧　日本潤滑学会） 可

09196005 トライボロジー会議予稿集 日本トライボロジー学会　（旧　日本潤滑学会） 日本トライボロジー学会　（旧　日本潤滑学会） 可

21899967 トライボロジスト（Online） 日本トライボロジー学会　（旧　日本潤滑学会） 日本トライボロジー学会　（旧　日本潤滑学会） 可

4842503904 メンテナンストライボロジー 日本トライボロジー学会　（旧　日本潤滑学会） 日本トライボロジー学会　（旧　日本潤滑学会） 可

9784842504155 潤滑グリースの基礎と応用 日本トライボロジー学会　（旧　日本潤滑学会） 日本トライボロジー学会　（旧　日本潤滑学会） 可

03861856 バイオフィードバック研究 日本バイオフィードバック学会 日本バイオフィードバック学会 可

09183272 Current Biofeedback Research in Japan 日本バイオフィードバック学会 日本バイオフィードバック学会 可

4431701532 Biobehavioral Self-Regulation 日本バイオフィードバック学会 日本バイオフィードバック学会 可

0006386X ビタミン 日本ビタミン学会 日本ビタミン学会 可

00225398 The Journal of Vitaminology 日本ビタミン学会 日本ビタミン学会 可

02866900 油圧と空気圧　(1997年Vol. 28まで） 日本フルードパワーシステム学会　（旧　日本油空圧学会） 日本フルードパワーシステム学会　（旧　日本油空圧学会） 可

13434608 フルイドパワーシステム 日本フルードパワーシステム学会　（旧　日本油空圧学会） 日本フルードパワーシステム学会　（旧　日本油空圧学会） 可

13434616 油空圧講演論文集 日本フルードパワーシステム学会　（旧　日本油空圧学会） 日本フルードパワーシステム学会　（旧　日本油空圧学会） 可

13467719 フルードパワーシステム(1998年より）（旧称　油圧と空気圧） 日本フルードパワーシステム学会　（旧　日本油空圧学会） 日本フルードパワーシステム学会　（旧　日本油空圧学会） 可

18803121 日本フルードパワーシステム論文集 日本フルードパワーシステム学会　（旧　日本油空圧学会） 日本フルードパワーシステム学会　（旧　日本油空圧学会） 可

13404903 日本ペインクリニック学会誌 日本ペインクリニック学会 日本ペインクリニック学会 可

13443763 ペット栄養学会誌 日本ペット栄養学会 日本ペット栄養学会 可

13447661 Peptide Science 日本ペプチド学会 日本ペプチド学会 可

13449591 日本ヘルスケア歯科研究会誌 日本ヘルスケア歯科学会（旧　日本ヘルスケア歯科研究会） 日本ヘルスケア歯科学会（旧　日本ヘルスケア歯科研究会） 可

13449648 研究会報告 日本ヘルスケア歯科学会（旧　日本ヘルスケア歯科研究会） 日本ヘルスケア歯科学会（旧　日本ヘルスケア歯科研究会） 可

21871760 日本ヘルスケア歯科学会誌 日本ヘルスケア歯科学会（旧　日本ヘルスケア歯科研究会） 日本ヘルスケア歯科学会（旧　日本ヘルスケア歯科研究会） 可

13418688 ホスピスケアと在宅ケア 日本ホスピス・在宅ケア研究会 日本ホスピス・在宅ケア研究会 可

09164936 日本マイクロサージャリー学会会誌 日本マイクロサージャリー学会 日本マイクロサージャリー学会 可

09150560 Macro Review 日本マクロエンジニアリング学会 日本マクロエンジニアリング学会 可

日本メンデル協会通信 日本メンデル協会 日本メンデル協会 可

00114545 Cytologia 日本メンデル協会 日本メンデル協会 可

13487019 Cytologia（Online） 日本メンデル協会 日本メンデル協会 可

09155465 日本リスク研究学会誌 日本リスク研究学会 日本リスク研究学会 可

09175806 日本リスク研究学会研究発表講演論文集 日本リスク研究学会 日本リスク研究学会 可

0034351X リハビリテーション医学 日本リハビリテーション医学会 日本リハビリテーション医学会 可

18813526 The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine 日本リハビリテーション医学会 日本リハビリテーション医学会 可

4260244132 リハビリテーション医学白書 日本リハビリテーション医学会 日本リハビリテーション医学会 可



学術著作権協会・著作権管理刊行物リスト(ILL許諾)
更新日：2017年7月1日

02897911 日本リモートセンシング学会誌 日本リモートセンシング学会 日本リモートセンシング学会 可

09163611 日本リモートセンシング学会学術講演会論文集 日本リモートセンシング学会 日本リモートセンシング学会 可

03869725 日本網内系学会誌 日本リンパ網内系学会　（旧　日本網内系学会） 日本リンパ網内系学会　（旧　日本網内系学会） 可

13429248 日本リンパ網内系学会会誌 日本リンパ網内系学会　（旧　日本網内系学会） 日本リンパ網内系学会　（旧　日本網内系学会） 可

13464280 Journal of Clinical and Experimental Hematopathology 日本リンパ網内系学会　（旧　日本網内系学会） 日本リンパ網内系学会　（旧　日本網内系学会） 可

18809952 Journal of Clinical and Experimental Hematopathology(Online) 日本リンパ網内系学会　（旧　日本網内系学会） 日本リンパ網内系学会　（旧　日本網内系学会） 可

18836801 日本網内系学会誌(Online) 日本リンパ網内系学会　（旧　日本網内系学会） 日本リンパ網内系学会　（旧　日本網内系学会） 可

1883681X 日本リンパ網内系学会会誌(Online) 日本リンパ網内系学会　（旧　日本網内系学会） 日本リンパ網内系学会　（旧　日本網内系学会） 可

09177450 日本レーザー歯学会誌 日本レーザー歯学会 日本レーザー歯学会 可

レオロジー・フォーラム要旨 日本レオロジー学会 日本レオロジー学会 可

レオロジー討論会講演要旨集 日本レオロジー学会 日本レオロジー学会 可

高分子加工技術討論会講演要旨集 日本レオロジー学会 日本レオロジー学会 可

日本レオロジー学会年会講演予稿集 日本レオロジー学会 日本レオロジー学会 可

03871533 日本レオロジー学会誌 日本レオロジー学会 日本レオロジー学会 可

4770200617 日本レオロジー学会講座･レオロジー 日本レオロジー学会 日本レオロジー学会 可

09105778 日本衣服学会誌 日本衣服学会 日本衣服学会 可

0021504X 遺伝学雑誌 日本遺伝学会 日本遺伝学会 可

13417568 Genes & Genetic Systems 日本遺伝学会 日本遺伝学会 可

18805779 Genes & Genetic Systems (Online) 日本遺伝学会 日本遺伝学会 可

18805787 遺伝学雑誌 (Online) 日本遺伝学会 日本遺伝学会 可

日本遺伝子診療学会講演要旨集 日本遺伝子診療学会 日本遺伝子診療学会 可

日本遺伝子診療学会大会　プログラム・抄録集 日本遺伝子診療学会 日本遺伝子診療学会 可

学術大会抄録集 日本医工学治療学会 日本医工学治療学会 可

13441221 医工学治療 日本医工学治療学会 日本医工学治療学会 可

05830516 真菌と真菌症 日本医真菌学会 日本医真菌学会 可

09164804 日本医真菌学会雑誌 日本医真菌学会 日本医真菌学会 可

21856486 Medical Mycology Journal 日本医真菌学会 日本医真菌学会 可

Journal of Imaging Technology 日本医用画像工学会 日本医用画像工学会 可

0288450X Medical Imaging Technology 日本医用画像工学会 日本医用画像工学会 可

18817734 日本医用歯科機器学会誌 日本医用歯科機器学会 日本医用歯科機器学会 可

03869571 病院管理 日本医療・病院管理学会 日本医療・病院管理学会 可

1882594X 日本医療・病院管理学会誌 日本医療・病院管理学会 日本医療・病院管理学会 可

03899098 病院薬学 日本医療薬学会　（旧　日本病院薬学会） 日本医療薬学会　（旧　日本病院薬学会） 可

1346342X 医療薬学 日本医療薬学会　（旧　日本病院薬学会） 日本医療薬学会　（旧　日本病院薬学会） 可

03888177 育種学最近の進歩 日本育種学会 日本育種学会 可

05363683 育種学雑誌（別冊　講演会要旨集 含む） 日本育種学会 日本育種学会 可

13447610 Breeding Science 日本育種学会 日本育種学会 可

13447629 育種学研究（別冊　講演会要旨集 含む） 日本育種学会 日本育種学会 可

09149201 Biological Science in Space 日本宇宙生物科学会 日本宇宙生物科学会 可

1349967X Biological Science in Space (Online) 日本宇宙生物科学会 日本宇宙生物科学会 可

00215082 日本衛生学雑誌 日本衛生学会 日本衛生学会 可

1342078X Environment Health and Preventive Medicine 日本衛生学会 日本衛生学会 可

13474715 Environment Health and Preventive Medicine(Online) 日本衛生学会 日本衛生学会 可

18826482 日本衛生学雑誌(Online) 日本衛生学会 日本衛生学会 可

04247086 衛生動物 日本衛生動物学会 日本衛生動物学会 可
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18803490 日本液晶学会討論会講演予稿集 日本液晶学会 日本液晶学会 可

18806449 液晶 日本液晶学会 日本液晶学会 可

21892512 液晶（Online） 日本液晶学会 日本液晶学会 可

24325988 日本液晶学会討論会講演予稿集（Online） 日本液晶学会 日本液晶学会 可

03874605 応用心理学研究 日本応用心理学会 日本応用心理学会 可

09172246 日本応用数理学会論文誌 日本応用数理学会 日本応用数理学会 可

09172270 応用数理 日本応用数理学会 日本応用数理学会 可

18830609 JSIAM Letters 日本応用数理学会 日本応用数理学会 可

18830617 JSIAM Letters (Online) 日本応用数理学会 日本応用数理学会 可

24240982 日本応用数理学会論文誌 (Online) 日本応用数理学会 日本応用数理学会 可

24321982 応用数理 (Online) 日本応用数理学会 日本応用数理学会 可

02867737 応用地質 日本応用地質学会 日本応用地質学会 可

13403494 応用糖質科学 日本応用糖質科学会　（旧　日本澱粉学会） 日本応用糖質科学会　（旧　日本澱粉学会） 可

21856427 応用糖質科学 日本応用糖質科学会　（旧　日本澱粉学会） 日本応用糖質科学会　（旧　日本澱粉学会） 可

00036862 Applied Entomology and Zoology 日本応用動物昆虫学会 日本応用動物昆虫学会 可

00214914 日本応用動物昆虫学会誌 日本応用動物昆虫学会 日本応用動物昆虫学会 可

00290343 日本温泉気候物理医学会雑誌 日本温泉気候物理医学会 日本温泉気候物理医学会 可

音楽療法研究(旧臨床音楽療法協会) vol. 1-vol. 7 日本音楽療法学会 日本音楽療法学会 可

学術大会要旨集 日本音楽療法学会 日本音楽療法学会 可

09181377
日本バイオミュージック学会誌(旧バイオミュージック学会) vol. 1-
vol. 8

日本音楽療法学会 日本音楽療法学会 可

13466119 日本音楽療法学会誌 日本音楽療法学会 日本音楽療法学会 可

4393934563 音楽療法の実践(旧バイオミュージック学会) 日本音楽療法学会 日本音楽療法学会 可

4931277012 音楽療法の理解(旧バイオミュージック学会) 日本音楽療法学会 日本音楽療法学会 可

13468863 近畿音楽療法学会誌 日本音楽療法学会近畿支部 日本音楽療法学会近畿支部 可

03694232 日本音響学会誌 日本音響学会 日本音響学会 可

03882861 Journal of the Acoustical Society of Japan（E） 日本音響学会 日本音響学会 可

13403168 日本音響学会研究発表会講演論文集 日本音響学会 日本音響学会 可

13463969 Acoustical Science and Technology 日本音響学会 日本音響学会 可

13407007 日本化学療法学会雑誌 日本化学療法学会 日本化学療法学会 可

18845886 日本化学療法学会雑誌（Online） 日本化学療法学会 日本化学療法学会 可

IFSCC国内報告会テキスト 日本化粧品技術者会 日本化粧品技術者会 可

SCCJセミナーテキスト 日本化粧品技術者会 日本化粧品技術者会 可

研究討論会テキスト 日本化粧品技術者会 日本化粧品技術者会 可

03875253 日本化粧品技術者会誌 日本化粧品技術者会 日本化粧品技術者会 可

日本家禽学会誌大会号 日本家禽学会 日本家禽学会 可

00290254 日本家禽学会誌 日本家禽学会 日本家禽学会 可

13467395 Journal of Poultry Science 日本家禽学会 日本家禽学会 可

13490486 Journal of Poultry Science (Online) 日本家禽学会 日本家禽学会 可

0916328X 家族社会学研究 日本家族社会学会 日本家族社会学会 可

02876752 家畜衛生研究会報 日本家畜衛生学会　（旧　家畜衛生研究会） 日本家畜衛生学会　（旧　家畜衛生研究会） 可

13476602 家畜衛生学雑誌 日本家畜衛生学会　（旧　家畜衛生研究会） 日本家畜衛生学会　（旧　家畜衛生研究会） 可

09166505 日本家畜管理研究会誌 (1996年, Vol. 32 Supplementまで) 日本家畜管理学会 日本家畜管理学会 可

13421131
日本家畜管理学会誌 (1996 Vol. 32 No.1～2005 Vol. 40)(旧称　日
本家畜管理研究会誌）

日本家畜管理学会 日本家畜管理学会 可
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18802133
Animal Behaviour and Management (2005年Vol. 41より）（旧称　日
本家畜管理学会誌）

日本家畜管理学会 日本家畜管理学会 可

09147497 東北家畜臨床研究会報 日本家畜臨床学会　（旧　東北家畜臨床研究会） 日本家畜臨床学会　（旧　東北家畜臨床研究会） 可

09167579 東北家畜臨床研究会誌 日本家畜臨床学会　（旧　東北家畜臨床研究会） 日本家畜臨床学会　（旧　東北家畜臨床研究会） 可

13468464 日本家畜臨床学会誌 日本家畜臨床学会　（旧　東北家畜臨床研究会） 日本家畜臨床学会　（旧　東北家畜臨床研究会） 可

18834582 東北家畜臨床研究会報 (Online) 日本家畜臨床学会　（旧　東北家畜臨床研究会） 日本家畜臨床学会　（旧　東北家畜臨床研究会） 可

18834590 東北家畜臨床研究会誌 (Online) 日本家畜臨床学会　（旧　東北家畜臨床研究会） 日本家畜臨床学会　（旧　東北家畜臨床研究会） 可

18834604 日本家畜臨床学会誌 (Online) 日本家畜臨床学会　（旧　東北家畜臨床研究会） 日本家畜臨床学会　（旧　東北家畜臨床研究会） 可

1884684X 産業動物臨床医学雑誌 日本家畜臨床学会　（旧　東北家畜臨床研究会） 日本家畜臨床学会　（旧　東北家畜臨床研究会） 可

21872805 産業動物臨床医学雑誌 (Online) 日本家畜臨床学会　（旧　東北家畜臨床研究会） 日本家畜臨床学会　（旧　東北家畜臨床研究会） 可

13439766 科学技術史 日本科学技術史学会 日本科学技術史学会 可

日本科学教育学会研究会研究報告 日本科学教育学会 日本科学教育学会 可

03864553 科学教育研究 日本科学教育学会 日本科学教育学会 可

09134476 日本科学教育学会年会論文集 日本科学教育学会 日本科学教育学会 可

13470450 科学教育研究レター 日本科学教育学会 日本科学教育学会 可

00227692 科学史研究 日本科学史学会 日本科学史学会 可

02854821 Historia scientiarum 日本科学史学会 日本科学史学会 可

04534360 火山 日本火山学会 日本火山学会 可

05251524 Bulletin of Volcanic Eruptions 日本火山学会 日本火山学会 可

会計プログレス 日本会計研究学会 日本会計研究学会 可

09168362 海の研究 日本海洋学会 日本海洋学会 可

05779316 ちりぼたん 日本貝類学会 日本貝類学会 可

13482955 Venus（貝類学雑誌） 日本貝類学会 日本貝類学会 可

03014894 日本外科学会雑誌 日本外科学会 日本外科学会 可

外傷用語集 日本外傷学会 日本外傷学会 可

09144927 日本外傷研究会誌 日本外傷学会 日本外傷学会 可

13406264 日本外傷学会雑誌 日本外傷学会 日本外傷学会 可

13406264 日本外傷学会雑誌（Online） 日本外傷学会 日本外傷学会 可

18800572 日本外傷歯学会雑誌 日本外傷歯学会 日本外傷歯学会 可

0289100X 核医学技術 日本核医学技術学会 日本核医学技術学会 可

13499661 学校健康相談研究 日本学校健康相談学会 日本学校健康相談学会 可

03869598 学校保健研究 日本学校保健学会 日本学校保健学会 可

09153004 日本顎関節学会雑誌 日本顎関節学会 日本顎関節学会 可

09167048 日本顎変形症学会雑誌 日本顎変形症学会 日本顎変形症学会 可

13463489 環境共生 日本環境共生学会 日本環境共生学会 可

09172866 環境教育 日本環境教育学会 日本環境教育学会 可

21855625 環境教育（Online） 日本環境教育学会 日本環境教育学会 可

現代監査 日本監査研究学会 日本監査研究学会 可

日本看護科学学会学術集会講演集 日本看護科学学会 日本看護科学学会 可

02875330 日本看護科学会誌 日本看護科学学会 日本看護科学学会 可

21858888 日本看護科学会誌 (Online) 日本看護科学学会 日本看護科学学会 可

日本看護技術学会学術集会講演抄録集 日本看護技術学会 日本看護技術学会 可

13495429 日本看護技術学会誌 日本看護技術学会 日本看護技術学会 可

04514203 肝臓 日本肝臓学会 日本肝臓学会 可

18813593 肝臓 (Online) 日本肝臓学会 日本肝臓学会 可
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Gann Monograph on Cancer Research 日本癌学会 日本癌学会 可

05460476 日本癌学会総会記事 日本癌学会 日本癌学会 可

00214671 日本癌治療学会誌 日本癌治療学会 日本癌治療学会 可

13419625 International Journal of Clinical Oncology 日本癌治療学会 日本癌治療学会 可

00290203 日本眼科学会雑誌 日本眼科学会 日本眼科学会 可

日本眼薬理学会プログラム講演要旨集 日本眼薬理学会 日本眼薬理学会 可

09141405 眼薬理 日本眼薬理学会 日本眼薬理学会 可

希土類サマースクールテキスト 日本希土類学会 日本希土類学会 可

希土類討論会要旨集 日本希土類学会 日本希土類学会 可

09102205 Rare Earths 日本希土類学会 日本希土類学会 可

「運動と振動の制御」シンポジウム講演論文集 日本機械学会 日本機械学会 可
Abstracts of ATEM : International Conference on Advanced
Technology in Experimental Mechanics : Asian Conference on
Experimental Mechanics

日本機械学会 日本機械学会 可

ASMP : proceedings of Asian Symposium on Materials and
Processing

日本機械学会 日本機械学会 可

IIP情報・知能・精密機器部門講演会講演論文集 日本機械学会 日本機械学会 可

Jets, wakes and separated flows : proceedings of International
Conference on Jets, Wakes and Separated Flows, ICJWSF

日本機械学会 日本機械学会 可

JSME Materials and Processing Conference (M&P) 日本機械学会 日本機械学会 可

M&M材料力学カンファレンス 日本機械学会 日本機械学会 可

Proceedings ... International Conference on Motion and Vibration
Control

日本機械学会 日本機械学会 可

Proceedings of ... JSME-IIP/ASME-ISPS Joint Conference on
Micromechatronics for Information and Precision Equipment :
IIP/ISPS joint MIPE

日本機械学会 日本機械学会 可

Proceedings of International Conference on Leading Edge
Manufacturing in 21st century : LEM21

日本機械学会 日本機械学会 可

Proceedings of International Symposium on Seed-up and Service
Technology for Railway and Maglev Systems : STECH

日本機械学会 日本機械学会 可

Proceedings of the ... Asian Conference on Multibody Dynamics 日本機械学会 日本機械学会 可

Proceedings of the ... Asian Pacific Conference on Biomechanics :
emerging science and technology in biomechanics

日本機械学会 日本機械学会 可

Proceedings of the ... International Conference on Nuclear
Engineering. Book of abstracts : ICONE

日本機械学会 日本機械学会 可

Proceedings of the International Conference on Power
Engineering : ICOPE

日本機械学会 日本機械学会 可

The ... international conference on advanced mechatronics :
toward evolutionary fusion of IT and mechatronics : ICAM :
abstracts

日本機械学会 日本機械学会 可

The ... international symposium on diagnostics and modeling of
combustion in internal combustion engines

日本機械学会 日本機械学会 可

the JSME international conference on motion and power
transmissions

日本機械学会 日本機械学会 可

シンポジウム: スポーツ・アンド・ヒューマン・ダイナミクス講演論文
集

日本機械学会 日本機械学会 可

スターリングサイクルシンポジウム講演論文集 日本機械学会 日本機械学会 可

バイオエンジニアリング講演会講演論文集 日本機械学会 日本機械学会 可

マイクロ・ナノ工学シンポジウム 日本機械学会 日本機械学会 可

ロボティクス・メカトロニクス講演会講演概要集 日本機械学会 日本機械学会 可
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茨城講演会講演論文集 : Ibaraki district conference 日本機械学会 日本機械学会 可

運動及び動力伝達機構シンポジウム講演論文集 日本機械学会 日本機械学会 可

環境工学総合シンポジウム講演論文集 日本機械学会 日本機械学会 可

関西支部講演会講演論文集 日本機械学会 日本機械学会 可

機械材料･材料加工技術講演会講演論文集 日本機械学会 日本機械学会 可

交通・物流部門大会講演論文集 日本機械学会 日本機械学会 可

公開研究会・講演会技術と社会の関連を巡って : 技術史から経営
戦略まで : 講演論文集

日本機械学会 日本機械学会 可

最適化シンポジウム講演論文集 日本機械学会 日本機械学会 可

山梨講演会講演論文集 日本機械学会 日本機械学会 可

産業・化学機械と安全部門講演会講演論文集 日本機械学会 日本機械学会 可

昇降機・遊戯施設等の最近の技術と進歩技術講演会講演論文集 :
Elevator, Escalator and Amusement Rides Conference

日本機械学会 日本機械学会 可

生産システム部門講演会講演論文集 日本機械学会 日本機械学会 可

生産加工・工作機械部門講演会 : 生産と加工に関する学術講演会 日本機械学会 日本機械学会 可

中国四国支部総会・講演会　講演論文集 日本機械学会 日本機械学会 可

東海支部総会講演会講演論文集 日本機械学会 日本機械学会 可

東北支部総会・講演会　講演論文集 日本機械学会 日本機械学会 可

動力・エネルギー技術の最前線講演論文集 : シンポジウム 日本機械学会 日本機械学会 可

日本機械学会関東支部総会講演会講演論文集 日本機械学会 日本機械学会 可

日本機械学会九州支部講演論文集 日本機械学会 日本機械学会 可

日本機械学会東北支部秋季講演会講演論文集 日本機械学会 日本機械学会 可

熱工学コンファレンス講演論文集 日本機械学会 日本機械学会 可

年次大会 : Mechanical Engineering Congress, Japan 日本機械学会 日本機械学会 可

評価・診断に関するシンポジウム講演論文集 日本機械学会 日本機械学会 可

福祉工学シンポジウム講演論文集 日本機械学会 日本機械学会 可

北海道支部講演会講演概要集 日本機械学会 日本機械学会 可

北陸信越支部総会・講演会　講演論文集 日本機械学会 日本機械学会 可

流体工学部門講演会講演論文集 日本機械学会 日本機械学会 可

00213764 Bulletin of the JSME 日本機械学会 日本機械学会 可

00214728 日本機械学会誌 日本機械学会 日本機械学会 可

03875008 日本機械学会論文集 A 日本機械学会 日本機械学会 可

03875016 日本機械学会論文集 B 日本機械学会 日本機械学会 可

03875024 日本機械学会論文集 C 日本機械学会 日本機械学会 可

09122400 メカライフ 日本機械学会 日本機械学会 可

0913185X JSME International Journal 日本機械学会 日本機械学会 可

09148809 JSME International Journal Ser.1 日本機械学会 日本機械学会 可

09148809 JSME International Journal Ser.A 日本機械学会 日本機械学会 可

09148817 JSME International Journal Ser.2 日本機械学会 日本機械学会 可

09148825 JSME International Journal Ser.3 日本機械学会 日本機械学会 可

09189238
スペース・エンジニアリング・コンファレンス講演論文集 : Space
Engineering Conference

日本機械学会 日本機械学会 可

13408046
JSME International Journal Series A: Solid Mechanics and
Material Engineering

日本機械学会 日本機械学会 可

13408054
JSME International Journal Series B: Fluids and Thermal
Engineering

日本機械学会 日本機械学会 可
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13408062 JSME International Journal Ser.C 日本機械学会 日本機械学会 可

13475363 JSME International Journal Ser.A（Online） 日本機械学会 日本機械学会 可

13475371 JSME International Journal Ser.B（Online） 日本機械学会 日本機械学会 可

1347538X JSME International Journal Ser.C（Online） 日本機械学会 日本機械学会 可

13478834 The International Conference on Business & Technology Transfer 日本機械学会 日本機械学会 可

13480235 Dynamics & Design Conference 日本機械学会 日本機械学会 可

1348026X 計算力学講演会講演論文集 日本機械学会 日本機械学会 可

13480286 設計工学･システム部門講演会講演論文集 日本機械学会 日本機械学会 可

13482939 バイオフロンティア講演会講演論文集 日本機械学会 日本機械学会 可

13483919 機素潤滑設計部門講演会講演論文集 日本機械学会 日本機械学会 可

18805558 Journal of Fluid Science and Technology（Online） 日本機械学会 日本機械学会 可

18805566 Journal of Thermal Science and Technology（Online） 日本機械学会 日本機械学会 可

18809863 Journal of Biomechanical Science and Engineering（Online） 日本機械学会 日本機械学会 可

18809871 Journal of Solid Mechanics and Materials Engineering（Online） 日本機械学会 日本機械学会 可

1880988X Journal of Environment and Engineering（Online） 日本機械学会 日本機械学会 可

18811426 Bulletin of JSME（Online） 日本機械学会 日本機械学会 可

18813046 Journal of System Design and Dynamics（Online） 日本機械学会 日本機械学会 可

18813054
Journal of Advanced Mechanical Design, Systems, and
Manufacturing（Online）

日本機械学会 日本機械学会 可

18813062 Journal of Power and Energy Systems（Online） 日本機械学会 日本機械学会 可

18816894 Journal of Computational Science and Technology（Online） 日本機械学会 日本機械学会 可

1881736X Journal of Space Engineering（Online） 日本機械学会 日本機械学会 可

18821782
Journal of Mechanical Systems for Transportation and Logistics
（Online）

日本機械学会 日本機械学会 可

18848338 日本機械学会論文集A編（Online） 日本機械学会 日本機械学会 可

18848346 日本機械学会論文集B編（Online） 日本機械学会 日本機械学会 可

18848354 日本機械学会論文集C編（Online） 日本機械学会 日本機械学会 可

21851123 機械学會論文集（Online） 日本機械学会 日本機械学会 可

21859485 日本機械学會論文集（Online） 日本機械学会 日本機械学会 可

21879745 Mechanical Engineering Journal （Online） 日本機械学会 日本機械学会 可

21879753 Mechanical Engineering Reviews（Online） 日本機械学会 日本機械学会 可

21879761 日本機械学会論文集（Online） 日本機械学会 日本機械学会 可

21895236 Mechanical Engineering Letters（Online） 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888980012 1968 日本機械学会蒸気表 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888980029 金属材料疲労強度の設計資料III.環境効果 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888980036 技術資料 管路･ダクトの流体抵抗 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888980043 機械工学SIマニュアル(合本) 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888980050 技術資料 歯車強さ設計資料 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888980067 技術資料 金属材料の弾性係数 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888980074 技術資料 燃焼に伴う環境汚染物質の生成機構と抑制法 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888980081 1980 SI日本機械学会蒸気表 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888980098 機械実用便覧(改訂第5版) 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888980104 小形1980SI 日本機械学会蒸気表 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888980111 日本機械学会基準SOOl　弾塑性破壊靭性J1 c 試験方法 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888980128 日本機械学会基準S002 統計的疲労試験方法 日本機械学会 日本機械学会 可
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9784888980135 金属材料疲労強度の設計資料1.(改訂第2版) 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888980142 日本機械学会基準S003 鋳造品の形状設計 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888980159 金属材料疲労強度の設計資料Ⅳ低サイクル疲労強度 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888980166 技術資料　流体の熱物性値集 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888980173 日本機械学会基準S004 ポンプの吸込水槽の模型試験法 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888980180
日本機械学会基準S005 模型によるファン・ブロワの性能試験及び
検査方法

日本機械学会 日本機械学会 可

9784888980197 機械工学便覧A4材料力学 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888980203 金属材料疲労強度の設計資料II. (改訂第2版) 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888980210 技術資料　機械・構造物の破損事例と解析技術 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888980227 機械工学便覧B2加工学・加工機器 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888980234 機械工学便覧B4材料学・工業材料 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888980241 日本機械学会基準S006 油圧機器の耐圧試験方法基準 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888980258 機械工学便覧B8熱交換器・空気調和・冷凍 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888980265 機械工学便覧B1機械要素設計・トライボロジ 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888980272 技術資料　流体計測法 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888980289 機械工学便覧B7内燃機関 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888980296 機械工学便覧A6熱工学 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888980302 学術用語集機械工学編(増訂版) 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888980319 機械工学便覧A3力学・機械力学 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888980326 技術資料　金属加工技術の選択と事例 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888980333 日本機械学会基準S007 エンジンの温度測定 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888980340 機械工学便覧A1単位および物理定数， A2数学 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888980357 機械工学便覧A5流体工学 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888980364 機械工学便覧B5流体機械 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888980371 機械工学便覧B6動力プラント 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888980388 機械工学便覧B3計測と制御 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888980395 機械工学便覧A7システム理論 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888980401 機械工学便覧A8電気工学 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888980410 伝熱工学資料(改訂第4版) 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888980425 機械工学便覧A.基礎編， B.応用編(合本) 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888980432 計測の不確かさ(翻訳版) 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888980449 機械工学便覧C2交通 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888980456 機械工学便覧C6バイオテクノロジー・メディカルエンジニアリング 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888980463 機械工学便覧C1産業機械・装置 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888980470 機械工学便覧C7エネルギー機器・システム 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888980487 機械工学便覧C4メカトロニクス 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888980494 機械工学便覧C8環境装置 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888980500 機械工学便覧C5情報機器・システム 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888980517 機械工学便覧C3運搬機械 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888980524 機械工学SI マニュアル(改訂第2版) 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888980531 機械工学便覧C. エンジニアリング編(合本) 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888980548 日本機械学会基準S008 水車及びポンプの性能換算法 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888980555 機械実用便覧(改訂第6版) 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888980562 CAIシリーズ1.機械システムのダイナミックス入門 日本機械学会 日本機械学会 可
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9784888980579 機械工学便覧A.基礎編・B.応用編(合本) 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888980586 マンガバイオテクノロジ一入門 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888980593 日本機械学会論文集CD-ROM(90年度版) 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888980609 CAI シリーズ2.有限要素法入門 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888980616 日本機械学会基準S001 弾塑性破壊靭性JI　試験方法 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888980623 日本機械学会論文集CD-ROM(91年度版) 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888980630 伝熱ハンドブック 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888980647 CAI シリーズ3.メカ卜ロニクスと制御工学 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888980654 日本機械学会論文集CD-ROM(92年度版) 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888980661 CAI シリーズ3.メカトロニクスと制御工学プログラム 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888980678 転位歯車 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888980685 日本機械学会基準S002統計的疲労試験方法(改訂版) 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888980753 日本機械学会基準S009 宇宙機構造･機械設計 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888980777 電子機器冷却設計ハンドブック 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888980784 日本機械学会基準S010 ドライコーディング膜の欠陥評価試験法 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888980791 日本機械学会基準S011 熱交換器の熱的設計法 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888980807 阪神･淡路大震災での機械設備の被害調査写真集 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888980814 生体機械工学 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888980821 機械工学100年のあゆみ 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888980838 機械工学事典 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888980852 計算力学ハンドブック 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888980869 阪神・淡路大震災調査報告-機械編- 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888980876
日本機械学会基準.S012 配管内円柱状構造物の流力振動評価指
針

日本機械学会 日本機械学会 可

9784888980890
日本機械学会基準S008水車およびポンプの性能換算法基準　改
訂版

日本機械学会 日本機械学会 可

9784888980906 材料力学ハンドブック（基礎編） 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888980913 学会基準S013摩耗の標準試験法 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888980937 1999 日本機械学会蒸気表 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888980968 燃焼の数値計算 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888981033 S015フレッティング疲労試験方法 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888981040 JSMEテキストシリーズ　熱力学 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888981064 JSMEテキストシリーズ　制御工学 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888981071 機械工学便覧 β編（デザイン編） β9 法工学 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888981149 JSMEテキストシリーズ 演習 制御工学 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888981163 機械工学便覧　α編（基礎編）α２　機械力学 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888981170 計算力学ハンドブック２ 差分法・有限体積法　熱流体編 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888981187 機械工学便覧　γ編（応用システム編）γ１　産業機械･装置 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888981194 JSMEテキストシリーズ　流体力学 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888981200 JSMEテキストシリーズ　伝熱工学 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888981217 機械工学便覧　α編（基礎編）α９　単位・物理定数・数学 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888981224
機械工学便覧　α編（基礎編）α８　電気・電子の基礎、化学の基
礎

日本機械学会 日本機械学会 可

9784888981248 機械工学便覧　α編（基礎編）α３　材料力学 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888981255
機械工学便覧　γ編（応用システム編）γ５　エネルギー供給シス
テム

日本機械学会 日本機械学会 可

9784888981262 機械工学便覧　β編（デザイン編）β７　生産システム工学 日本機械学会 日本機械学会 可
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9784888981286 JSMEテキストシリーズ　振動学 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888981293 機械工学便覧　β編（デザイン編）β４　機械要素・トライボロジー 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888981309 機械工学便覧　α編（基礎編）α１　機械工学総論 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888981330 機械工学便覧　γ編（応用システム編）γ３　熱機器 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888981347 機械工学便覧　γ編（応用システム編）γ８　情報・メディア機器 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888981354 機械工学便覧　α編（基礎編）α４　流体工学 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888981361 機械工学便覧　β編（デザイン編）β２　材料学・工業材料 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888981378 機械工学便覧　β編（デザイン編）β６　制御システム 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888981422 機械工学便覧　γ編（応用システム編）γ６　交通機械 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888981439 歯車損傷図鑑 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888981453 機械工学便覧　γ編（応用システム編）γ４　内燃機関 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888981453 実学の入口－振動現象を足場として－ 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888981477 JSMEテキストシリーズ　加工学 I －除去加工－ 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888981484 機械工学便覧　β編（デザイン編）β８　生体工学 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888981491 機械工学便覧　β編（デザイン編）β３　加工学・加工機器 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888981507 機械工学便覧　α編（基礎編）α７　情報・ソフトウェア 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888981514 機械工学便覧　α編（基礎編）α５　熱工学 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888981545 機械工学便覧　γ編（応用システム編）γ１１　宇宙機器・システム 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888981552 機械工学便覧　β編（デザイン編）β１　設計工学 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888981569 機械工学便覧　α編（基礎編）α６　計算力学 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888981576
機械工学　最近10年のあゆみ－1997～2006－ 　創立110周年記
念

日本機械学会 日本機械学会 可

9784888981583 JSMEテキストシリーズ　材料力学 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888981606 機械工学便覧　γ編（応用システム編）γ２ 流体機械 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888981613 機械工学便覧　β編（デザイン編）β５　計測工学 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888981620 機械工学便覧　合本　α．基礎編 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888981675 JSMEテキストシリーズ　機構学 　機械の仕組みと運動 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888981699 JSMEテキストシリーズ　機械材料学 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888981705 JSMEテキストシリーズ　演習　伝熱工学 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888981712 機械工学便覧　合本　β．デザイン編 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888981736 機械工学便覧　γ編（応用システム編）γ１０　環境システム 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888981743
機械工学便覧　γ編（応用システム編）γ９　医療・福祉・バイオ機
器

日本機械学会 日本機械学会 可

9784888981750 材料力学ハンドブック　応用編 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888981774
機械工学便覧　γ編（応用システム編）γ７　メカトロニクス・ロボ
ティクス

日本機械学会 日本機械学会 可

9784888981842 伝熱工学資料 改訂第5版 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888981873
計算力学ハンドブック　第III巻　原子/分子・離散粒子のシミュレー
ション

日本機械学会 日本機械学会 可

9784888981941 S013摩耗の標準試験方法（改訂版） 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888981965 新・機械技術史 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888981989 JSMEテキストシリーズ　演習　材料力学 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888982016
先端事例から学ぶ機械工学　実践／基礎連動型ハイブリッド講座
テキスト

日本機械学会 日本機械学会 可

9784888982085 ロボティクス 日本機械学会 日本機械学会 可

9784888982092 機械実用便覧（改訂第7版） 日本機械学会 日本機械学会 可
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00290645 日本気管食道科学会会報 日本気管食道科学会 日本気管食道科学会 可

日本気象学会大会講演予稿集 日本気象学会 日本気象学会 可

00261165 気象集誌 日本気象学会 日本気象学会 可

03875369 気象研究ノート（202号まで） 日本気象学会 日本気象学会 可

05460921 天気 日本気象学会 日本気象学会 可

13496476 SOLA : Scientific online letters on the atomsphere (Online) 日本気象学会 日本気象学会 可

21869057 気象集誌（Online） 日本気象学会 日本気象学会 可

4946443746 気象研究ノート（203号） 日本気象学会 日本気象学会 可

4946443835 気象研究ノート（204号） 日本気象学会 日本気象学会 可

494644386X 気象研究ノート（205号） 日本気象学会 日本気象学会 可

4946443894 気象研究ノート（206号） 日本気象学会 日本気象学会 可

4990238303 気象研究ノート（207号） 日本気象学会 日本気象学会 可

4990238311 気象研究ノート（208号） 日本気象学会 日本気象学会 可

499023832X 気象研究ノート（209号） 日本気象学会 日本気象学会 可

4990238338 気象研究ノート（210号） 日本気象学会 日本気象学会 可

4990238346 気象研究ノート（211号） 日本気象学会 日本気象学会 可

4990238354 気象研究ノート（212号） 日本気象学会 日本気象学会 可

4990238362 気象研究ノート（213号） 日本気象学会 日本気象学会 可

4990238370 気象研究ノート（214号） 日本気象学会 日本気象学会 可

4990238389 気象研究ノート（215号） 日本気象学会 日本気象学会 可

4990238397 気象研究ノート（216号） 日本気象学会 日本気象学会 可

9784904129005 気象研究ノート（217号） 日本気象学会 日本気象学会 可

9784904129012 気象研究ノート（218号） 日本気象学会 日本気象学会 可

9784904129029 気象研究ノート（219号） 日本気象学会 日本気象学会 可

9784904129036 気象研究ノート（220号） 日本気象学会 日本気象学会 可

9784904129043 気象研究ノート（221号） 日本気象学会 日本気象学会 可

9784904129050 気象研究ノート（222号） 日本気象学会 日本気象学会 可

9784904129067 気象研究ノート（223号） 日本気象学会 日本気象学会 可

9784904129074 気象研究ノート（224号） 日本気象学会 日本気象学会 可

9784904129081 気象研究ノート（225号） 日本気象学会 日本気象学会 可

9784904129098 気象研究ノート（226号） 日本気象学会 日本気象学会 可

9784904129104 気象研究ノート（227号） 日本気象学会 日本気象学会 可

9784904129111 気象研究ノート（228号） 日本気象学会 日本気象学会 可

9784904129128 気象研究ノート（229号） 日本気象学会 日本気象学会 可

9784904129135 気象研究ノート（230号） 日本気象学会 日本気象学会 可

9784904129142 気象研究ノート（231号） 日本気象学会 日本気象学会 可

09104720 日本義肢装具学会誌 日本義肢装具学会 日本義肢装具学会 可

00215090 魚類学雑誌 日本魚類学会 日本魚類学会 可

13418998 Ichthyological Research 日本魚類学会 日本魚類学会 可

02850990 教育医学 日本教育医学会 日本教育医学会 可

03873161 教育学研究 日本教育学会 日本教育学会 可

18814832 Educational Studies in Japan 日本教育学会 日本教育学会 可

21875278 教育学研究 （Online) 日本教育学会 日本教育学会 可

21875286 Educational Studies in Japan （Online) 日本教育学会 日本教育学会 可

00215015 教育心理学研究 日本教育心理学会 日本教育心理学会 可
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04529650 教育心理学年報 日本教育心理学会 日本教育心理学会 可

21863075 教育心理学研究(Online) 日本教育心理学会 日本教育心理学会 可

21863091 教育心理学年報(Online) 日本教育心理学会 日本教育心理学会 可

00290289 日本菌学会会報 日本菌学会 日本菌学会 可

13403540 Mycoscience 日本菌学会 日本菌学会 可

日本経営システム学会全国研究発表大会講演論文集 日本経営システム学会 日本経営システム学会 可

09188282 日本経営システム学会誌 日本経営システム学会 日本経営システム学会 可

18820271 日本経営学会誌 日本経営学会 日本経営学会 可

24322237 経営学論集 日本経営学会 日本経営学会 可

2432356X 経営学論集 (Online) 日本経営学会 日本経営学会 可

計算工学公開セミナーテキスト 日本計算工学会 日本計算工学会 可

13417622 計算工学 日本計算工学会 日本計算工学会 可

1342145X 計算工学講演会論文集 日本計算工学会 日本計算工学会 可

0916572X Connective Tissue 日本結合組織学会 日本結合組織学会 可

03694585 日本結晶学会誌 日本結晶学会 日本結晶学会 可

09186778 日本血管外科学会雑誌 日本血管外科学会 日本血管外科学会 可

1881767X 日本血管外科学会雑誌（Online） 日本血管外科学会 日本血管外科学会 可

1974年伊豆半島沖地震･1978年伊豆大島近海地震災害調査報告 日本建築学会 日本建築学会 可

1975年台風13号による八丈島の建物被害の記録 日本建築学会 日本建築学会 可

1975年大分県中部地震によるRC建物の被害調査報告英訳 日本建築学会 日本建築学会 可

1975年大分県中部地震によるRC建物の被害調報告 日本建築学会 日本建築学会 可

1980年アルジェリア地震およびイタリア南部地震災害調査報告 日本建築学会 日本建築学会 可

1982年浦河沖地震･1983年日本海中部地震災害調査報告 日本建築学会 日本建築学会 可

1985年メキシコ地震災害調査報告 日本建築学会 日本建築学会 可

1989年ロマプリータ地震災害調査報告 日本建築学会 日本建築学会 可

1990年イラン･マンジール地震災害調査報告1993年グアム島地震
調査報告

日本建築学会 日本建築学会 可

1990年フィリピン地震災害調査報告 日本建築学会 日本建築学会 可

1992年トルコ地震災害調査報告 日本建築学会 日本建築学会 可

1993年釧路沖地震災害調査報告･1993年北海道南西沖地震災害
調査報告

日本建築学会 日本建築学会 可

1994年ノースリッジ地震災害調査報告 日本建築学会 日本建築学会 可

1994年北海道東方沖地震･1994年三陸はるか沖地震災害調査報
告

日本建築学会 日本建築学会 可

1995年兵庫県南部地震災害調査速報 日本建築学会 日本建築学会 可

1995年兵庫県南部地震災害調査速報英訳版 日本建築学会 日本建築学会 可

１９９５年兵庫県南部地震鉄筋コンクリート造建築物の被害調査報
告書　第１編　公共建築　平成９年

日本建築学会 日本建築学会 可

１９９５年兵庫県南部地震鉄筋コンクリート造建築物の被害調査報
告書　第２編　学校建築　平成９年

日本建築学会 日本建築学会 可

１９９５年兵庫県南部地震鉄筋コンクリート造建築物の被害調査報
告書　第３編　商業建築　平成９年

日本建築学会 日本建築学会 可

１９９５年兵庫県南部地震鉄筋コンクリート造建築物の被害調査報
告書　第４編　共同住宅　平成９年

日本建築学会 日本建築学会 可

１９９５年兵庫県南部地震鉄筋コンクリート造建築物の被害調査報
告書　第５編　共同住宅（プレキャスト）　平成９年

日本建築学会 日本建築学会 可

１９９５年兵庫県南部地震鉄筋コンクリート造建築物の被害調査報
告書　第６編　非構造部材　平成９年

日本建築学会 日本建築学会 可
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２００７年３月２５日能登半島地震の災害調査速報　平成１９年 日本建築学会 日本建築学会 可

JASS 5 英文版 日本建築学会 日本建築学会 可

JASS 6 英文版 日本建築学会 日本建築学会 可

JASS5N 原子力発電所施設における鉄筋コンクリート工事 日本建築学会 日本建築学会 可

Journal of Asian Architecture and Building Engineering 日本建築学会 日本建築学会 可

SRC構造計算規準の英訳および同解説の英文抄訳版 日本建築学会 日本建築学会 可

グァテマラ･北イタリア･ミンダナオ島･ルーマニア地震災害調査報告 日本建築学会 日本建築学会 可

ケーブル構造設計指針･同解説 日本建築学会 日本建築学会 可

コンクリートの早期迅速試験方法集 日本建築学会 日本建築学会 可

コンクリートの調合設計指針･同解説 日本建築学会 日本建築学会 可

コンクリートの品質管理指針･同解説 日本建築学会 日本建築学会 可

コンクリートポンプ工法施工指針･同解説 日本建築学会 日本建築学会 可

コンクリート強度推定のための非破壊試験方法マニュアル 日本建築学会 日本建築学会 可

コンクリート充填鋼管構造設計施工指針 日本建築学会 日本建築学会 可

コンピューター教育シリーズⅠ FORTRAN演習/問題集 日本建築学会 日本建築学会 可

コンピューター教育シリーズⅡ BASIC演習/問題集 日本建築学会 日本建築学会 可

コンピューター教育シリーズⅣ BASIC演習/解答集 日本建築学会 日本建築学会 可

シェル・空間構造セミナー資料 日本建築学会 日本建築学会 可

シェル･単層ラチス構造の振動解析-地震･風応答と動的安定- 日本建築学会 日本建築学会 可

シリカフュームを用いたコンクリートの調合設計･施工ガイドライン 日本建築学会 日本建築学会 可

スチールファイバーコンクリート技術の現状 日本建築学会 日本建築学会 可

せっこうボードドライウォール設計･施工指針(案)･同解説 日本建築学会 日本建築学会 可

ニューヨーク世界貿易センター爆破(1993年)被害と復旧 日本建築学会 日本建築学会 可

ネットワークによる工程の計画と管理の指針･同解説 日本建築学会 日本建築学会 可

フェロニッケルスラグ細骨材を用いるコンクリートの設計施工指針
(案)

日本建築学会 日本建築学会 可

フライアッシュセメントを使用するコンクリートの調合設計･施工指針 日本建築学会 日本建築学会 可

プレキャスト鉄筋コンクリート構造の設計と施工 日本建築学会 日本建築学会 可

プレストレストコンクリート(PC)合成床板設計施工指針･同解説 日本建築学会 日本建築学会 可

プレストレストコンクリート設計施工規準･同解説 日本建築学会 日本建築学会 可

プレストレスト鉄筋コンクリート(Ⅲ種PC)構造設計･施工指針･同解
説

日本建築学会 日本建築学会 可

プログラム開発･保守･利用のための文書化 日本建築学会 日本建築学会 可

マンション管理研究の10年と展望 日本建築学会 日本建築学会 可

応用力学シリーズ 1 構造物の不安定現象と限界状態 日本建築学会 日本建築学会 可

応用力学シリーズ 2 建築構造物の設計力学と制御動力学 日本建築学会 日本建築学会 可

応用力学シリーズ 3 応用力学基礎理論の最近の発展とその適用 日本建築学会 日本建築学会 可

応用力学シリーズ 4 構造物の崩壊解析-基礎編- 日本建築学会 日本建築学会 可

音響材料の特性と選定 日本建築学会 日本建築学会 可

改質アスファルトシート防水トーチ工法施工指針･同解説 日本建築学会 日本建築学会 可

海洋建築と環境 -計画のための環境の視点- 日本建築学会 日本建築学会 可

海洋建築のための新材料･新工法 日本建築学会 日本建築学会 可

海洋建築計画指針 日本建築学会 日本建築学会 可

海洋建築物構造設計指針(固定式)･同解説 日本建築学会 日本建築学会 可
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海洋建築物構造設計指針(浮遊式)･同解説 日本建築学会 日本建築学会 可

開閉式屋根構造設計指針･同解説および設計資料集 日本建築学会 日本建築学会 可

外壁改修工事の基本的な考え方(湿式編) 日本建築学会 日本建築学会 可

各種合成構造設計指針･同解説 日本建築学会 日本建築学会 可

学校建築 計画と設計 日本建築学会 日本建築学会 可

学術用語集建築学編(増訂版) 日本建築学会 日本建築学会 可

寒中コンクリート施工指針･同解説 日本建築学会 日本建築学会 可

寒冷地における外装吹付工法に関する調査報告書　昭和５８年 日本建築学会 日本建築学会 可

環境振動シンポジウム 日本建築学会 日本建築学会 可

期限付き構造物の設計･施工マニュアル･同解説 各種建築物およ
び工作物

日本建築学会 日本建築学会 可

期限付き構造物の設計･施工マニュアル･同解説 各種薄板構造物 日本建築学会 日本建築学会 可

期限付き構造物の設計･施工マニュアル･同解説 乗入れ構台 日本建築学会 日本建築学会 可

強震記録集第1巻-1987年12月17日千葉県東方沖地震- 日本建築学会 日本建築学会 可

空気シンポジウム 日本建築学会 日本建築学会 可

型枠の設計･施工指針案 日本建築学会 日本建築学会 可

軽鋼構造設計施工指針･同解説 日本建築学会 日本建築学会 可

軽量コンクリート調合設計･施工指針案･同解説 日本建築学会 日本建築学会 可

建築コンピュータ利用入門 日本建築学会 日本建築学会 可

建築の自動化技術シンポジウム予稿集 日本建築学会 日本建築学会 可

建築環境工学学術研究発表会資料 日本建築学会 日本建築学会 可

建築環境工学実験用教材Ⅰ 日本建築学会 日本建築学会 可

建築環境工学実験用教材Ⅱ 日本建築学会 日本建築学会 可

建築環境工学用教材-環境編- 日本建築学会 日本建築学会 可

建築環境工学用教材-設備編- 日本建築学会 日本建築学会 可

建築環境工学論文集学術論文講演発表会資料 日本建築学会 日本建築学会 可

建築関係法令の研究 日本建築学会 日本建築学会 可

建築基準法令集 平成9年版 日本建築学会 日本建築学会 可

建築基礎構造設計指針 日本建築学会 日本建築学会 可

建築基礎構造設計例集 日本建築学会 日本建築学会 可

建築基礎設計のための地盤調査計画指針 日本建築学会 日本建築学会 可

建築群と都市を結ぶ火災安全手法に関する調査報告書　平成９年
度

日本建築学会 日本建築学会 可

建築工事標準仕様書 6 鉄骨工事 日本建築学会 日本建築学会 可

建築工事標準仕様書･同解説 10 プレキャストコンクリート工事 日本建築学会 日本建築学会 可

建築工事標準仕様書･同解説 11木工事 日本建築学会 日本建築学会 可

建築工事標準仕様書･同解説 12 屋根工事 日本建築学会 日本建築学会 可

建築工事標準仕様書･同解説 14 カーテンウォール工事 日本建築学会 日本建築学会 可

建築工事標準仕様書･同解説 15 左官工事 日本建築学会 日本建築学会 可

建築工事標準仕様書･同解説 16 建具工事 日本建築学会 日本建築学会 可

建築工事標準仕様書･同解説 17 ガラス工事 日本建築学会 日本建築学会 可

建築工事標準仕様書･同解説 18 塗装工事 日本建築学会 日本建築学会 可

建築工事標準仕様書･同解説 19 陶磁器質タイル張り工事 日本建築学会 日本建築学会 可

建築工事標準仕様書･同解説 21 ALCパネル工事 日本建築学会 日本建築学会 可

建築工事標準仕様書･同解説 23 吹付け工事 日本建築学会 日本建築学会 可
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建築工事標準仕様書･同解説 24 断熱工事 日本建築学会 日本建築学会 可

建築工事標準仕様書･同解説 25 ユニット類工事 日本建築学会 日本建築学会 可

建築工事標準仕様書･同解説 26 内装工事 日本建築学会 日本建築学会 可

建築工事標準仕様書･同解説 3･4 土工事および山留め工事/地業
および基礎スラブ工事

日本建築学会 日本建築学会 可

建築工事標準仕様書･同解説 5 鉄筋コンクリート工事 日本建築学会 日本建築学会 可

建築工事標準仕様書･同解説 9 張り石工事 日本建築学会 日本建築学会 可

建築工事標準仕様書･同解説 JASS11木工事図解 日本建築学会 日本建築学会 可

建築工事標準仕様書･同解説1 一般共通事項 日本建築学会 日本建築学会 可

建築工事標準仕様書･同解説101･102 電気設備工事･電力設備工
事

日本建築学会 日本建築学会 可

建築工事標準仕様書･同解説101･103 電気設備工事･通信設備工
事

日本建築学会 日本建築学会 可

建築工事標準仕様書･同解説2 仮設工事 日本建築学会 日本建築学会 可

建築工事標準仕様書･同解説7 メーソンリー工事 日本建築学会 日本建築学会 可

建築工事標準仕様書･同解説8 防水工事 日本建築学会 日本建築学会 可

建築構造パースペクティブ 日本建築学会 日本建築学会 可

建築構造物の振動実験 日本建築学会 日本建築学会 可

建築構造力学の最近の発展-応力解析の考え方- 日本建築学会 日本建築学会 可

建築材料実験用教材 日本建築学会 日本建築学会 可

建築材料用教材 日本建築学会 日本建築学会 可

建築施工ロボットシンポジウム予稿集 日本建築学会 日本建築学会 可

建築人間工学の限界と方向性を探る 日本建築学会 日本建築学会 可

建築人間工学研究会資料 日本建築学会 日本建築学会 可

建築生産･情報技術-建築生産情報統合ガイドブック- 日本建築学会 日本建築学会 可

建築生産シンポジウム論文集 日本建築学会 日本建築学会 可

建築生産と管理技術シンポジウム論文集 日本建築学会 日本建築学会 可

建築耐震設計における保有耐力と変形性能(1990) 日本建築学会 日本建築学会 可

建築地盤アンカー設計施工指針･同解説 日本建築学会 日本建築学会 可

建築地盤アンカー設計施工事例集 日本建築学会 日本建築学会 可

建築物の振動に関する居住性能評価指針･同解説 日本建築学会 日本建築学会 可

建築物の耐久計画に関する考え方 日本建築学会 日本建築学会 可

建築物の調査･劣化診断･修繕の考え方(案)･同解説 日本建築学会 日本建築学会 可

建築物荷重指針･同解説 日本建築学会 日本建築学会 可

建築物荷重指針英訳版 日本建築学会 日本建築学会 可

建築分野での実用的室内空気質測定法 日本建築学会 日本建築学会 可

建築法規用教材 1997 日本建築学会 日本建築学会 可

原子力用コンクリート格納容器設計指針案･同解説 日本建築学会 日本建築学会 可

原子炉建屋構造設計指針･同解説, 日本建築学会 日本建築学会 可

構造工学シンポジウム 日本建築学会 日本建築学会 可

構造体コンクリート強度に関する研究の動向と問題点 日本建築学会 日本建築学会 可

構造入門教材 ちからとかたち 日本建築学会 日本建築学会 可

構造用教材 日本建築学会 日本建築学会 可

構造力学講究録 日本建築学会 日本建築学会 可

鋼管コンクリート構造計算規準･同解説 日本建築学会 日本建築学会 可

鋼管構造設計施工指針･同解説 日本建築学会 日本建築学会 可
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鋼構造建築溶接部の超音波探傷検査規準･同解説 日本建築学会 日本建築学会 可

鋼構造限界状態設計 設計例 日本建築学会 日本建築学会 可

鋼構造限界状態設計規準案･同解説 日本建築学会 日本建築学会 可

鋼構造座屈設計指針 日本建築学会 日本建築学会 可

鋼構造設計ガイドブックNo.1 H形鋼を用いた中低層事務所建築 日本建築学会 日本建築学会 可

鋼構造設計ガイドブックNo.2 トラス梁を用いた体育館建築 日本建築学会 日本建築学会 可

鋼構造設計規準 日本建築学会 日本建築学会 可

鋼構造塑性設計指針 日本建築学会 日本建築学会 可

鋼構造物の設計･施工に関する基本情報 日本建築学会 日本建築学会 可

高強度コンクリートの技術の現状 日本建築学会 日本建築学会 可

高強度人工軽量骨材コンクリートを用いた建築物の設計と施工 日本建築学会 日本建築学会 可

高性能AE減水剤コンクリートの調合･製造および施工指針(案)･同
解説

日本建築学会 日本建築学会 可

高層建築技術指針 日本建築学会 日本建築学会 可

高耐久性鉄筋コンクリート造設計施工指針(案)･同解説 日本建築学会 日本建築学会 可

高流動コンクリートの材料･調合･製造･施工指針(案)･同解説 日本建築学会 日本建築学会 可

高力ボルト接合設計施工指針 日本建築学会 日本建築学会 可

高齢社会環境整備連続シンポジウム 日本建築学会 日本建築学会 可

高炉スラグ細骨材を用いるコンクリート施工指針･同解説 日本建築学会 日本建築学会 可

高炉スラグ微粉末を使用するコンクリートの調合設計･施工指針
(案)同解説

日本建築学会 日本建築学会 可

高炉スラグ微粉末を用いたコンクリートの技術の現状 日本建築学会 日本建築学会 可

高炉セメントを使用するコンクリートの調合設計･施工指針･同解説 日本建築学会 日本建築学会 可

合成高分子系床仕上げ施工指針･同解説 日本建築学会 日本建築学会 可

阪神･淡路大震災調査報告 1 鉄筋コンクリート造建築物 日本建築学会 日本建築学会 可

阪神･淡路大震災調査報告 3 鉄骨造建築物/シェル空間構造/容
器構

日本建築学会 日本建築学会 可

作業能率測定指針 日本建築学会 日本建築学会 可

山止め設計実例集 日本建築学会 日本建築学会 可

山留め設計施工指針 日本建築学会 日本建築学会 可

市民のためのシンポジウム 日本建築学会 日本建築学会 可

集合住宅計画研究史 日本建築学会 日本建築学会 可

重ね継手の全数継手設計指針(案)･同解説 日本建築学会 日本建築学会 可

暑中コンクリートの施工指針(案)･同解説 日本建築学会 日本建築学会 可

小規模建築物基礎設計の手引 日本建築学会 日本建築学会 可

小型コンピュータの建築技術への応用(現状と将来) 日本建築学会 日本建築学会 可

昭和56年豪雪被害調査報告 日本建築学会 日本建築学会 可

場所打ちコンクリートぐいのコンクリートに関連する施工指針･同解
説

日本建築学会 日本建築学会 可

情報・システム・利用・技術シンポジウム論文集 日本建築学会 日本建築学会 可

新シェル・空間構造セミナー資料 日本建築学会 日本建築学会 可

人間主体の空間創造をめざして（Ｐａｒｔ２）　快適性研究の未来を考
える　平成２年

日本建築学会 日本建築学会 可

人間主体の空間創造をめざして（Ｐａｒｔ３）　建築分野における環境
心理研究の課題　平成２年

日本建築学会 日本建築学会 可

創立100周年記念｢総目録｣1976-1985 日本建築学会 日本建築学会 可

創立90周年記念｢総目録｣ 日本建築学会 日本建築学会 可



学術著作権協会・著作権管理刊行物リスト(ILL許諾)
更新日：2017年7月1日

総目録 1991-1995,CD-ROM 日本建築学会 日本建築学会 可

総目録(1986-1990) 日本建築学会 日本建築学会 可

大学(建築関係学科)名簿 1996年版 日本建築学会 日本建築学会 可

大正･昭和初期(1912-1945)建築現存リスト 日本建築学会 日本建築学会 可

断熱勾配屋根防水/断熱水槽防水(設計･施工)技術指針･同解説 日本建築学会 日本建築学会 可

地震荷重-その現状と将来の展望- 日本建築学会 日本建築学会 可

地震荷重-地震動の予測と建築物の応答- 日本建築学会 日本建築学会 可

地震動と地盤英文 日本建築学会 日本建築学会 可

地盤震動シンポジウム 日本建築学会 日本建築学会 可

昼光照明の計算法 日本建築学会 日本建築学会 可

超早強ポルトランドセメントによるコンクリート調合設計･施工指針
案･同解説

日本建築学会 日本建築学会 可

鉄筋C造建物の終局強度型耐震設計指針/鉄筋C構造計算規準英
文抄訳

日本建築学会 日本建築学会 可

鉄筋コンクリート構造計算規準･同解説 日本建築学会 日本建築学会 可

鉄筋コンクリート構造計算規準本文英訳 日本建築学会 日本建築学会 可

鉄筋コンクリート終局強度設計に関する資料 日本建築学会 日本建築学会 可

鉄筋コンクリート造のひび割れ対策(設計･施工)指針･同解説 日本建築学会 日本建築学会 可

鉄筋コンクリート造建築物の耐久性調査･診断および補修指針(案)
同解説

日本建築学会 日本建築学会 可

鉄筋コンクリート造建物の終局強度型耐震設計指針･同解説 日本建築学会 日本建築学会 可

鉄筋コンクリート造建物の靱性保証型耐震設計指針(案)･同解説 日本建築学会 日本建築学会 可

鉄筋コンクリート造配筋指針･同解説 日本建築学会 日本建築学会 可

鉄骨工事技術指針 工事現場施工編 日本建築学会 日本建築学会 可

鉄骨工事技術指針 工場製作編 日本建築学会 日本建築学会 可

鉄骨精度測定指針 日本建築学会 日本建築学会 可

鉄骨鉄筋コンクリート構造計算規準･同解説 日本建築学会 日本建築学会 可

鉄骨鉄筋コンクリート造配筋指針(案)･同解説 日本建築学会 日本建築学会 可

電子計算機利用シンポジウム論文集 日本建築学会 日本建築学会 可

都市の風環境評価と計画-ビル風から適風環境まで- 日本建築学会 日本建築学会 可

都心居住の環境設計 日本建築学会 日本建築学会 可

塔状鋼構造設計指針･同解説 日本建築学会 日本建築学会 可

日本の伝統的構法の再評価とこれからの木造住宅　その２　昭和５
９年

日本建築学会 日本建築学会 可

日本建築学会安全計画シンポジウム資料 日本建築学会 日本建築学会 可

日本建築学会環境工学委員会音環境運営委員会音シンポジウム 日本建築学会 日本建築学会 可

日本建築学会環境工学委員会音環境小委員会音シンポジウム 日本建築学会 日本建築学会 可

日本建築学会環境工学委員会音環境分科会音シンポジウム 日本建築学会 日本建築学会 可

日本建築学会環境工学委員会環境振動小委員会資料 日本建築学会 日本建築学会 可

日本建築学会環境工学委員会環境振動分科会資料 日本建築学会 日本建築学会 可

日本建築学会環境工学委員会光環境運営委員会シンポジウム 日本建築学会 日本建築学会 可

日本建築学会環境工学委員会光環境小委員会シンポジウム 日本建築学会 日本建築学会 可

日本建築学会環境工学委員会水環境シンポジウム 日本建築学会 日本建築学会 可

日本建築学会環境工学委員会熱シンポジウム 日本建築学会 日本建築学会 可

日本建築学会環境工学委員会熱運営委員会熱シンポジウム 日本建築学会 日本建築学会 可

日本建築学会環境工学委員会熱環境小委員会熱シンポジウム 日本建築学会 日本建築学会 可
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日本建築学会環境工学委員会熱小委員会熱シンポジウム 日本建築学会 日本建築学会 可

日本建築学会環境工学委員会熱分科会熱シンポジウム 日本建築学会 日本建築学会 可

日本建築学会関東支部研究発表会研究報告集 日本建築学会 日本建築学会 可

日本建築学会関東支部研究報告集　計画系 日本建築学会 日本建築学会 可

日本建築学会関東支部研究報告集　構造系 日本建築学会 日本建築学会 可

日本建築学会技術報告集 日本建築学会 日本建築学会 可

日本建築学会近畿支部研究報告集　計画系 日本建築学会 日本建築学会 可

日本建築学会近畿支部研究報告集　構造系 日本建築学会 日本建築学会 可

日本建築学会四国支部研究報告集 日本建築学会 日本建築学会 可

日本建築学会大会学術講演梗概集 日本建築学会 日本建築学会 可

日本建築学会大会学術講演論文集 日本建築学会 日本建築学会 可

日本建築学会中国支部研究報告集 日本建築学会 日本建築学会 可

日本建築学会東海支部研究報告集 日本建築学会 日本建築学会 可

日本建築学会東北支部研究報告集 日本建築学会 日本建築学会 可

日本建築学会東北支部研究報告集　計画系 日本建築学会 日本建築学会 可

日本建築学会東北支部研究報告集　構造系 日本建築学会 日本建築学会 可

日本建築学会農村計画委員会春季学術研究会討議資料 日本建築学会 日本建築学会 可

日本建築学会百年史 1886-1985 日本建築学会 日本建築学会 可

日本建築学会兵庫県南部地震災害調査緊急報告会　平成７年 日本建築学会 日本建築学会 可

日本建築学会北海道支部研究報告集 日本建築学会 日本建築学会 可

日本建築学会北陸支部研究報告集 日本建築学会 日本建築学会 可

入門･建物と地盤との動的相互作用 日本建築学会 日本建築学会 可

非構造部材の耐震設計指針･同解説および耐震設計･施工要領 日本建築学会 日本建築学会 可

壁構造関係設計規準(組積造編)･同解説英訳版 日本建築学会 日本建築学会 可

壁構造配筋指針 日本建築学会 日本建築学会 可

壁式プレキャスト構造の鉛直接合部の挙動と設計法 日本建築学会 日本建築学会 可

壁式プレキャスト鉄筋コンクリート造設計規準･同解説 日本建築学会 日本建築学会 可

壁式構造関係設計規準集･同解説 メーソンリー編 日本建築学会 日本建築学会 可

壁式構造関係設計規準集･同解説 壁式鉄筋コンクリート造編 日本建築学会 日本建築学会 可

膨張材を使用するコンクリートの調合設計･施工指針案･同解説 日本建築学会 日本建築学会 可

防火区画の設計･施工パンフレット 日本建築学会 日本建築学会 可

防火材料パンフレット 日本建築学会 日本建築学会 可

免震構造設計指針 日本建築学会 日本建築学会 可

木質構造設計ノート 日本建築学会 日本建築学会 可

木質構造設計規準･同解説 日本建築学会 日本建築学会 可

木造建築耐風設計の考え方 日本建築学会 日本建築学会 可

容器構造設計指針･同解説 日本建築学会 日本建築学会 可

溶接工作規準Ⅱ･同解説 ガス溶接･切断 日本建築学会 日本建築学会 可

溶接工作規準Ⅴ･同解説 消耗ノズル式エレクトロスラグ溶接 日本建築学会 日本建築学会 可

溶接工作規準Ⅸ･同解説 スポット溶接 日本建築学会 日本建築学会 可

流動化コンクリート施工指針･同解説 日本建築学会 日本建築学会 可

00038555 建築雑誌 日本建築学会 日本建築学会 可

03871185 日本建築学会論文報告集 日本建築学会 日本建築学会 可

09108017 日本建築学会計画系論文報告集 日本建築学会 日本建築学会 可

09108025 日本建築学会構造系論文報告集 日本建築学会 日本建築学会 可
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09108033 構造工学論文集　Ｂ 日本建築学会 日本建築学会 可

09123040 地域施設計画研究 日本建築学会 日本建築学会 可

13404202 日本建築学会構造系論文集 日本建築学会 日本建築学会 可

13404210 日本建築学会計画系論文集 日本建築学会 日本建築学会 可

13414437 日本建築学会大会学術講演梗概集　A-1 日本建築学会 日本建築学会 可

13414445 日本建築学会大会学術講演梗概集　A-2 日本建築学会 日本建築学会 可

13414453 日本建築学会大会学術講演梗概集　B-1 日本建築学会 日本建築学会 可

13414461 日本建築学会大会学術講演梗概集　B-2 日本建築学会 日本建築学会 可

1341447X 日本建築学会大会学術講演梗概集　C-1 日本建築学会 日本建築学会 可

13414488 日本建築学会大会学術講演梗概集　C-2 日本建築学会 日本建築学会 可

13414496 日本建築学会大会学術講演梗概集　D-1 日本建築学会 日本建築学会 可

1341450X 日本建築学会大会学術講演梗概集　D-2 日本建築学会 日本建築学会 可

13414518 日本建築学会大会学術講演梗概集　E-1 日本建築学会 日本建築学会 可

13414526 日本建築学会大会学術講演梗概集　E-2 日本建築学会 日本建築学会 可

13414534 日本建築学会大会学術講演梗概集　F-1 日本建築学会 日本建築学会 可

13414542 日本建築学会大会学術講演梗概集　F-2 日本建築学会 日本建築学会 可

13480685 日本建築学会環境系論文集 日本建築学会 日本建築学会 可

1882403X 複合・合成構造の活用に関するシンポジウム講演集 日本建築学会 日本建築学会 可

18839363 日本建築学会大会学術講演梗概集・建築デザイン発表梗概集 日本建築学会 日本建築学会 可

03894541 原価計算研究 日本原価計算研究学会 日本原価計算研究学会 可

日本原子力学会｢秋の大会予稿集｣ 日本原子力学会 日本原子力学会 可

日本原子力学会｢春の年会要旨集｣ 日本原子力学会 日本原子力学会 可

00047120 日本原子力学会誌 日本原子力学会 日本原子力学会 可

13472879 日本原子力学会和文論文誌 日本原子力学会 日本原子力学会 可

18822606 日本原子力学会誌 日本原子力学会 日本原子力学会 可

21854823 Progress in nuclear science and technology　（国際会議論文集） 日本原子力学会 日本原子力学会 可

09147039 呼吸管理研究会会誌 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会 可

09169253 日本呼吸管理学会誌 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会 可

18817319 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会誌 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会 可

4779200032 酸素療法ガイドライン 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会 可

4796520724 呼吸リハビリテーションマニュアル-運動療法- 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会 可

9784779212284 ケアスタッフのためのよくわかるCOPD 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会 可

9784796521628 呼吸リハビリテーションマニュアル-患者教育の考え方と実践- 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会 可

9784796522786 呼吸リハビリテーションマニュアル-運動療法-第2版 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会 可

09174141 日本呼吸器外科学会雑誌 呼吸器外科 日本呼吸器外科学会 日本呼吸器外科学会 可

09190945 日本呼吸器外科学会雑誌 日本呼吸器外科学会 日本呼吸器外科学会 可

18814158 日本呼吸器外科学会雑誌 (Online) 日本呼吸器外科学会 日本呼吸器外科学会 可

18841724 日本呼吸器外科学会雑誌 呼吸器外科 (Online) 日本呼吸器外科学会 日本呼吸器外科学会 可

02872137 気管支学 日本呼吸器内視鏡学会　（旧　日本気管支学会） 日本呼吸器内視鏡学会　（旧　日本気管支学会） 可

21860149 気管支学(電子ジャーナル) 日本呼吸器内視鏡学会　（旧　日本気管支学会） 日本呼吸器内視鏡学会　（旧　日本気管支学会） 可

02857774 交流分析研究 日本交流分析学会 日本交流分析学会 可

03896625 光学 (Vol.44 No.1 より) 日本光学会 日本光学会 可

09175105 口腔･咽頭科 日本口腔・咽頭科学会 日本口腔・咽頭科学会 可

18844316 口腔･咽頭科（Online） 日本口腔・咽頭科学会 日本口腔・咽頭科学会 可
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00232831 口腔衛生学会雑誌 日本口腔衛生学会 日本口腔衛生学会 可

00215163 日本口腔外科学会雑誌 日本口腔外科学会 日本口腔外科学会 可

13476661 口腔組織培養学会誌 日本口腔組織培養学会 日本口腔組織培養学会 可

09156127 喉頭 日本喉頭科学会 日本喉頭科学会 可

0023284X 航空技術 日本航空技術協会 日本航空技術協会 可

09138013 行動分析学研究 日本行動分析学会 日本行動分析学会 可

3011500680959 ことばの獲得 日本行動分析学会 日本行動分析学会 可

489242675X ことばと行動・言語の基礎から臨床まで 日本行動分析学会 日本行動分析学会 可

00214825 岩鉱特別号 日本鉱物科学会（旧　日本岩石鉱物鉱床学会） 日本鉱物科学会（旧　日本岩石鉱物鉱床学会） 可

04541146 鉱物学雑誌 日本鉱物科学会（旧　日本岩石鉱物鉱床学会） 日本鉱物科学会（旧　日本岩石鉱物鉱床学会） 可

05442540 Mineralogical Journal 日本鉱物科学会（旧　日本岩石鉱物鉱床学会） 日本鉱物科学会（旧　日本岩石鉱物鉱床学会） 可

09149783 岩鉱 日本鉱物科学会（旧　日本岩石鉱物鉱床学会） 日本鉱物科学会（旧　日本岩石鉱物鉱床学会） 可

13456296 Journal of Mineralogical and Petrological Sciences 日本鉱物科学会（旧　日本岩石鉱物鉱床学会） 日本鉱物科学会（旧　日本岩石鉱物鉱床学会） 可

1345630X 岩石鉱物科学 日本鉱物科学会（旧　日本岩石鉱物鉱床学会） 日本鉱物科学会（旧　日本岩石鉱物鉱床学会） 可

03686558 香料 日本香料協会 日本香料協会 可

09176373 高圧討論会講演要旨集 日本高圧力学会 日本高圧力学会 可

0917639X 高圧力の科学と技術 日本高圧力学会 日本高圧力学会 可

13481940 高圧力の科学と技術（Online） 日本高圧力学会 日本高圧力学会 可

03870154 圧力技術 日本高圧力技術協会 日本高圧力技術協会 可

02859513 失語症研究 (2002年 Vol. 22まで) 日本高次脳機能障害学会　（旧　日本失語症学会） 日本高次脳機能障害学会　（旧　日本失語症学会） 可

13484818 高次脳機能研究(2003年 Vol. 23より)(旧称 失語症研究) 日本高次脳機能障害学会　（旧　日本失語症学会） 日本高次脳機能障害学会　（旧　日本失語症学会） 可

09189432 開発学研究 日本国際地域開発学会 日本国際地域開発学会 可

00214930 日本細菌学雑誌 日本細菌学会 日本細菌学会 可

細胞生物 日本細胞生物学会 日本細胞生物学会 可

03867196 Cell Structure and Function 日本細胞生物学会 日本細胞生物学会 可

13453777 日本在宅医学会雑誌 日本在宅医学会 日本在宅医学会 可

ＦＲＰシンポジウム講演論文集 日本材料学会 日本材料学会 可

ＪＣＯＭ講演論文集 日本材料学会 日本材料学会 可

Materials Research Series 日本材料学会 日本材料学会 可

Mechanical Behavior of Materials 日本材料学会 日本材料学会 可

Proceedings of the 1st Japan-China Joint Symposium on Fatigue
of Engineering Materials and Structures, 2008

日本材料学会 日本材料学会 可

Proceedings Symposium on Mechanical Behavior of Materials 日本材料学会 日本材料学会 可

Proceedings. International Conference on Mechanical Behavior of
Materials

日本材料学会 日本材料学会 可

X線材料強度に関するシンポジウム講演論文集 日本材料学会 日本材料学会 可

Ｘ線材料強度に関する討論会講演論文集 日本材料学会 日本材料学会 可

バイオベース材料の開発と応用に関する講習会 日本材料学会 日本材料学会 可

フラクトグラフィシンポジウム前刷集 日本材料学会 日本材料学会 可

基礎から学ぶポリプロピレンの世界－合成から物性，応用に関す
る講習会，２０１１

日本材料学会 日本材料学会 可

機械・構造物の強度設計，安全性評価に関するシンポジウム前刷
集

日本材料学会 日本材料学会 可

機械・構造物の強度設計、安全性評価シンポジウム 日本材料学会 日本材料学会 可

高温強度シンポジウム前刷集 日本材料学会 日本材料学会 可

高分子材料の耐久性評価に関する講習会 日本材料学会 日本材料学会 可

材料・構造信頼性シンポジウム講演論文集 日本材料学会 日本材料学会 可
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材料の衝撃問題シンポジウム講演論文集 日本材料学会 日本材料学会 可

材料の疲労に関する研究の趨勢 日本材料学会 日本材料学会 可

信頼性シンポジウム講演論文集 日本材料学会 日本材料学会 可

地盤改良シンポジウム発表論文集 日本材料学会 日本材料学会 可

地盤改良シンポジウム論文集 日本材料学会 日本材料学会 可

日本学術会議材料研究連合講演会講演論文集 日本材料学会 日本材料学会 可

日本学術会議材料工学連合講演会講演論文集 日本材料学会 日本材料学会 可

日本材料学会学術講演会講演論文集 日本材料学会 日本材料学会 可

日本材料学会学術講演会前刷 日本材料学会 日本材料学会 可

日本材料学会材料講習会 日本材料学会 日本材料学会 可

日本材料学会四国支部学術講演会講演論文集 日本材料学会 日本材料学会 可

日本材料学会四国支部総会学術講演会講演論文集 日本材料学会 日本材料学会 可

日本材料学会東海支部学術講演会講演論文集 日本材料学会 日本材料学会 可

日本材料学会東海支部学術講演会予稿集 日本材料学会 日本材料学会 可

日本材料学会疲労講座 日本材料学会 日本材料学会 可

日本材料学会腐食防食部門委員会資料 日本材料学会 日本材料学会 可

日本材料学会木質材料講座 日本材料学会 日本材料学会 可

日本複合材料合同会議 日本材料学会 日本材料学会 可

破壊力学シンポジウム講演論文集 日本材料学会 日本材料学会 可

疲労シンポジウム講演論文集 日本材料学会 日本材料学会 可

分子動力学シンポジウム講演論文集 日本材料学会 日本材料学会 可

03683141 Proceedings of the Japan Congress on Materials Research 日本材料学会 日本材料学会 可

05145163 材料 日本材料学会 日本材料学会 可

13411683 Materials Science Research International 日本材料学会 日本材料学会 可

13467492 コンクリート構造物の補修，補強，アップグレード論文報告集 日本材料学会 日本材料学会 可

02864010 日本材料強度学会誌 日本材料強度学会 日本材料強度学会 可

09116540 材料強度と破壊総合シンポジウム論文集 日本材料強度学会 日本材料強度学会 可

09174486 日本材料強度学会学術講演会講演論文集 日本材料強度学会 日本材料強度学会 可

00111848 日本作物学会紀事 日本作物学会 日本作物学会 可

13490990 日本作物学会紀事（Online） 日本作物学会 日本作物学会 可

改訂雑草学用語集 日本雑草学会 日本雑草学会 可

雑草研究(別号) 日本雑草学会 日本雑草学会 可

日本雑草学会50年のあゆみ─雑草科学の変遷、到達点と展望─ 日本雑草学会 日本雑草学会 可

0372798X 雑草研究 日本雑草学会 日本雑草学会 可

18824757 雑草研究 （e-journal） 日本雑草学会 日本雑草学会 可

9784881371602 ちょっと知りたい雑草学 日本雑草学会 日本雑草学会 可

9784990072810 雑草科学実験法 日本雑草学会 日本雑草学会 可

9784990072827 雑草学事典　CD版 (CD-ROM) 日本雑草学会 日本雑草学会 可

00471879 産業医学　(1994年　Vol. 36まで） 日本産業衛生学会 日本産業衛生学会 可

13410725 産業衛生学雑誌　（1995年より）（旧称　産業医学） 日本産業衛生学会 日本産業衛生学会 可

13419145 Journal of Occupational Health 日本産業衛生学会 日本産業衛生学会 可

13467654 子ども社会研究 日本子ども社会学会 日本子ども社会学会 可

0287637X 思春期学 日本思春期学会 日本思春期学会 可

13434594 脂質栄養学 日本脂質栄養学会 日本脂質栄養学会 可
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00703737 Dentistry in Japan 日本歯科医学会 日本歯科医学会 可

0286164X 日本歯科医学会誌 日本歯科医学会 日本歯科医学会 可

02872919 日本歯科医史学会会誌 日本歯科医史学会 日本歯科医史学会 可

03875687 日本歯科医療管理学会雑誌 日本歯科医療管理学会 日本歯科医療管理学会 可

1342307X 日本歯科医療福祉学会雑誌 日本歯科医療福祉学会 日本歯科医療福祉学会 可

日本歯科衛生学会雑誌 日本歯科衛生学会 日本歯科衛生学会 可

13423606 日本歯科産業学会誌 日本歯科産業学会 日本歯科産業学会 可

09161945 歯科審美 日本歯科審美学会 日本歯科審美学会 可

21868301 日本歯科大学東京短期大学雑誌 日本歯科大学東京短期大学 日本歯科大学東京短期大学 可

03865835 日本歯科麻酔学会雑誌 日本歯科麻酔学会 日本歯科麻酔学会 可

02865858 歯科材料･器械 日本歯科理工学会 日本歯科理工学会 可

02874547 Dental Materials Journal 日本歯科理工学会 日本歯科理工学会 可

03694380 日本歯科材料器械学会雑誌 日本歯科理工学会 日本歯科理工学会 可

03850129 DE : the journal of dental engineering 日本歯科理工学会 日本歯科理工学会 可

05830273 歯科理工学雑誌 日本歯科理工学会 日本歯科理工学会 可

18811361 Dental Materials Journal(Online) 日本歯科理工学会 日本歯科理工学会 可

18844421 日本歯科理工学会誌 日本歯科理工学会 日本歯科理工学会 可

2188417X 日本歯科理工学会誌 (Online) 日本歯科理工学会 日本歯科理工学会 可

21884188 歯科材料・器械 日本歯科理工学会 日本歯科理工学会 可

03850110 日本歯周病学会会誌 日本歯周病学会 日本歯周病学会 可

03895238 日本歯内療法協会雑誌 日本歯内療法学会　（旧　日本臨床歯内療法学会） 日本歯内療法学会　（旧　日本臨床歯内療法学会） 可

13406248 日本臨床歯内療法学会雑誌 日本歯内療法学会　（旧　日本臨床歯内療法学会） 日本歯内療法学会　（旧　日本臨床歯内療法学会） 可

13478672 日本歯内療法学会雑誌 日本歯内療法学会　（旧　日本臨床歯内療法学会） 日本歯内療法学会　（旧　日本臨床歯内療法学会） 可

09149457 日本磁気共鳴医学会雑誌(講演抄録集含む) 日本磁気共鳴医学会 日本磁気共鳴医学会 可

13473182 Magnetic Resonance in Medical Sciences 日本磁気共鳴医学会 日本磁気共鳴医学会 可

18802206 Magnetic Resonance in Medical Sciences (Online) 日本磁気共鳴医学会 日本磁気共鳴医学会 可

09172025 Otology Japan 日本耳科学会 日本耳科学会 可

00306622 日本耳鼻咽喉科学会会報 日本耳鼻咽喉科学会 日本耳鼻咽喉科学会 可

18830854 日本耳鼻咽喉科学会会報　 (Online) 日本耳鼻咽喉科学会 日本耳鼻咽喉科学会 可

21866767 大日本耳鼻咽喉科會會報　 (Online) 日本耳鼻咽喉科学会 日本耳鼻咽喉科学会 可

21866775 耳鼻咽喉科雑誌　 (Online) 日本耳鼻咽喉科学会 日本耳鼻咽喉科学会 可

2186814X 大日本耳鼻咽喉科會會報 日本耳鼻咽喉科学会 日本耳鼻咽喉科学会 可

21868158 耳鼻咽喉科雑誌 日本耳鼻咽喉科学会 日本耳鼻咽喉科学会 可

02866021 自然災害科学 日本自然災害学会 日本自然災害学会 可

03884090 Journal of Natural Disaster Science 日本自然災害学会 日本自然災害学会 可

13408097 Journal of the Mass Spectrometry Society of Japan 日本質量分析学会 日本質量分析学会 可

13422731 実験動物と環境 日本実験動物環境研究会 日本実験動物環境研究会 可

09109854 光弾性学論文集 日本実験力学会　（旧　日本光弾性学会） 日本実験力学会　（旧　日本光弾性学会） 可

13464930 実験力学 日本実験力学会　（旧　日本光弾性学会） 日本実験力学会　（旧　日本光弾性学会） 可

18844227 光弾性学会論文集 (Online) 日本実験力学会　（旧　日本光弾性学会） 日本実験力学会　（旧　日本光弾性学会） 可

21894752 Advanced Experimental Mechanics 日本実験力学会　（旧　日本光弾性学会） 日本実験力学会　（旧　日本光弾性学会） 可

2424175X Advanced Experimental Mechanics (Online) 日本実験力学会　（旧　日本光弾性学会） 日本実験力学会　（旧　日本光弾性学会） 可

13417150 全人的医療-Comprehensive　Medicine
日本実存療法学会　（旧　日本実存心身療法研究会　（ライフ・
クオリティ研究所））

日本実存療法学会　（旧　日本実存心身療法研究会　（ライフ・
クオリティ研究所））

可

Proceedings of Sixth International Turfgrass Research
Conference('89) and Supplement('89)

日本芝草学会 日本芝草学会 可
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総説　芝生と芝草 日本芝草学会 日本芝草学会 可

日本芝草学会大会講演要旨 日本芝草学会 日本芝草学会 可

02858800 芝草研究 日本芝草学会 日本芝草学会 可

4881710966 最新　芝生・芝草調査法 日本芝草学会 日本芝草学会 可

4990164105 芝草用語事典 日本芝草学会 日本芝草学会 可

カメラ技術セミナー講演要旨 日本写真学会 日本写真学会 可

カラーラボセミナー講演要旨 日本写真学会 日本写真学会 可

サマーセミナー講演要旨 日本写真学会 日本写真学会 可

ゼラチンシンポジウム講演要旨 日本写真学会 日本写真学会 可

フォトフィニッシング研究会講演要旨 日本写真学会 日本写真学会 可

画像保存セミナー講演要旨 日本写真学会 日本写真学会 可

写真技術セミナー講演要旨 日本写真学会 日本写真学会 可

日本写真学会年次大会講演要旨 日本写真学会 日本写真学会 可

03695662 日本写真学会誌 日本写真学会 日本写真学会 可

13408593 日本手術医学会誌 日本手術医学会 日本手術医学会 可

13457047 日本集団災害医学会誌 日本集団災害医学会 日本集団災害医学会 可

13407988 日本集中治療医学会雑誌 日本集中治療医学会 日本集中治療医学会 可

1882966X 日本集中治療医学会雑誌 (Online) 日本集中治療医学会 日本集中治療医学会 可

20520492 Journal of Intensive Care （Online) 日本集中治療医学会 日本集中治療医学会 可

9784883788903 集中治療専門医テキスト第2版 (Online) 日本集中治療医学会 日本集中治療医学会 可

00215295 日本獸醫學雑誌 日本獣医学会 日本獣医学会 可

09167250 The Journal of Veterinary Medical Science 日本獣医学会 日本獣医学会 可

13477439 The Journal of Veterinary Medical Science（Online） 日本獣医学会 日本獣医学会 可

13478621 日本獣医学会講演要旨集 日本獣医学会 日本獣医学会 可

18811442 日本獸醫學雑誌（Online） 日本獣医学会 日本獣医学会 可

1883907X 應用獸醫學雑誌（Online） 日本獣医学会 日本獣医学会 可

18839088 中央獸醫學雑誌（Online） 日本獣医学会 日本獣医学会 可

18839096 中央獸醫會雑誌（Online） 日本獣医学会 日本獣医学会 可

1883910X 大日本獸醫會誌（Online） 日本獣医学会 日本獣医学会 可

18839193 日本獸醫學會雑誌（Online） 日本獣医学会 日本獣医学会 可

04466454 日本獣医師会雑誌 日本獣医師会 日本獣医師会 可

講演要旨集 日本獣医循環器学会 日本獣医循環器学会 可

日本獣医循環器学会抄録 日本獣医循環器学会 日本獣医循環器学会 可

09106537 動物の循環器 日本獣医循環器学会 日本獣医循環器学会 可

09165908 獣医麻酔外科学会雑誌 日本獣医麻酔外科学会 日本獣医麻酔外科学会 可

09147276 日本循環器管理研究協議会総会 日本循環器病予防学会 日本循環器病予防学会 可

09147284 日本循環器管理研究協議会雑誌 日本循環器病予防学会 日本循環器病予防学会 可

13466267 日本循環器病予防学会誌 日本循環器病予防学会 日本循環器病予防学会 可

03891844 循環制御 日本循環制御医学会 日本循環制御医学会 可

09176357 日本助産学会誌 日本助産学会 日本助産学会 可

09191593 日本女子大学紀要理学部 日本女子大学理学部 日本女子大学理学部 可

09195033 日本更年期医学会雑誌 日本女性医学学会（旧　日本更年期医学会） 日本女性医学学会（旧　日本更年期医学会） 可

21858861 日本女性医学学会雑誌 日本女性医学学会（旧　日本更年期医学会） 日本女性医学学会（旧　日本更年期医学会） 可

13464256 日本女性科学者の会学術年報 日本女性科学者の会 日本女性科学者の会 可

13469827 日本女性科学者の会NEWS 日本女性科学者の会 日本女性科学者の会 可
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13494449
日本女性科学者の会学術誌(2004年より)(旧称 日本女性科学者の
会学術年報)

日本女性科学者の会 日本女性科学者の会 可

21863776 日本女性科学者の会学術誌 (Online) 日本女性科学者の会 日本女性科学者の会 可

00016543 日本小児科学会雑誌 日本小児科学会 日本小児科学会 可

9784787822109 新生児のプライマリ・ケア 日本小児科学会 日本小児科学会 可

9784787822307 小児慢性特定疾病　診断の手引き 日本小児科学会 日本小児科学会 可

0288609X 日本小児外科学会雑誌 日本小児外科学会 日本小児外科学会 可

13449923 日本小児看護学会誌 日本小児看護学会 日本小児看護学会 可

09183876 日本小児呼吸器疾患学会雑誌 日本小児呼吸器学会(旧 日本小児呼吸器疾患学会) 日本小児呼吸器学会(旧 日本小児呼吸器疾患学会) 可

21875731 日本小児呼吸器学会雑誌 日本小児呼吸器学会(旧 日本小児呼吸器疾患学会) 日本小児呼吸器学会(旧 日本小児呼吸器疾患学会) 可

00290831 脳と発達 日本小児神経学会 日本小児神経学会 可

09152245 日本小児腎臓病学会雑誌 日本小児腎臓病学会 日本小児腎臓病学会 可

05599040 小児の精神と神経 日本小児精神神経学会 日本小児精神神経学会 可

09188487 日本小児放射線学会雑誌 日本小児放射線学会 日本小児放射線学会 可

24324388 日本小児放射線学会雑誌（Online） 日本小児放射線学会 日本小児放射線学会 可

13481215 日本小児難治喘息･アレルギー疾患学会誌
日本小児臨床アレルギー学会（旧：日本小児難治喘息・アレル
ギー疾患学会）

日本小児臨床アレルギー学会（旧：日本小児難治喘息・アレル
ギー疾患学会）

可

日本照明委員会誌 日本照明委員会 日本照明委員会 可

09131663 日本障害者歯科学会雑誌 日本障害者歯科学会 日本障害者歯科学会 可

0388502X 情報地質 日本情報地質学会 日本情報地質学会 可

0915003X 植生史研究 日本植生史学会 日本植生史学会 可

4990339509 植生史研究特別第2号　三内丸山遺跡の生態系史 日本植生史学会 日本植生史学会 可

0006808X THE BOTANICAL MAGAZINE,TOKYO 日本植物学会 日本植物学会 可

09189440 JOURNAL OF PLANT RESEARCH 日本植物学会 日本植物学会 可

13424580 PLANT BIOTECHNOLOGY 日本植物細胞分子生物学会　（旧　日本植物組織培養学会） 日本植物細胞分子生物学会　（旧　日本植物組織培養学会） 可

日本植物生理学会通信 日本植物生理学会 日本植物生理学会 可

00320781 Plant and Cell Physiology 日本植物生理学会 日本植物生理学会 可

00016799 植物分類,地理 日本植物分類学会　（植物分類地理学会） 日本植物分類学会　（植物分類地理学会） 可

13466852 分類 日本植物分類学会　（植物分類地理学会） 日本植物分類学会　（植物分類地理学会） 可

13466992 日本植物分類学会ニュースレター 日本植物分類学会　（植物分類地理学会） 日本植物分類学会　（植物分類地理学会） 可

13467565 Acta Phytotaxonomica et Geobotanica 日本植物分類学会　（植物分類地理学会） 日本植物分類学会　（植物分類地理学会） 可

21897034 分類（Online） 日本植物分類学会　（植物分類地理学会） 日本植物分類学会　（植物分類地理学会） 可

21897042 Acta Phytotaxonomica et Geobotanica（Online） 日本植物分類学会　（植物分類地理学会） 日本植物分類学会　（植物分類地理学会） 可

13495461 日本職業・環境アレルギー学会雑誌 日本職業・環境アレルギー学会 日本職業・環境アレルギー学会 可

13452592 日本職業・災害医学会会誌 日本職業・災害医学会 日本職業・災害医学会 可

講演要旨集 日本食育学会 日本食育学会 可

18824773 日本食育学会誌 日本食育学会 日本食育学会 可

21893233 日本食育学会誌 日本食育学会 日本食育学会 可

0917303X 食生活総合研究会誌 日本食生活学会 日本食生活学会 可

13469770 日本食生活学会誌 日本食生活学会 日本食生活学会 可

18812368 日本食生活学会誌（Online） 日本食生活学会 日本食生活学会 可

18843484 食生活総合研究会誌（Online） 日本食生活学会 日本食生活学会 可

日本食品衛生学会学術講演会講演要旨集 日本食品衛生学会 日本食品衛生学会 可

00156426 食品衛生学雑誌 日本食品衛生学会 日本食品衛生学会 可

18821006 食品衛生学雑誌 (Online) 日本食品衛生学会 日本食品衛生学会 可

13412094 日本食品化学学会誌 日本食品化学学会 日本食品化学学会 可



学術著作権協会・著作権管理刊行物リスト(ILL許諾)
更新日：2017年7月1日

00290394 日本食品工業学会誌 日本食品科学工学会 日本食品科学工学会 可

03695174 農産加工技術研究會誌 日本食品科学工学会 日本食品科学工学会 可

1341027X 日本食品科学工学会誌 日本食品科学工学会 日本食品科学工学会 可

13417592 Food Science and Technology International, Tokyo 日本食品科学工学会 日本食品科学工学会 可

13446606 Food Science and Technology Research 日本食品科学工学会 日本食品科学工学会 可

18813976 Food Science and Technology International, Tokyo（Online） 日本食品科学工学会 日本食品科学工学会 可

18813984 Food Science and Technology Research（Online） 日本食品科学工学会 日本食品科学工学会 可

18816681 日本食品科学工学会誌（Online） 日本食品科学工学会 日本食品科学工学会 可

13457942 日本食品工学会誌 日本食品工学会 日本食品工学会 可

13408267 日本食品微生物学会雑誌 日本食品微生物学会 日本食品微生物学会 可

13441213 日本食品保蔵科学会誌 日本食品保蔵科学会　（旧　日本食品低温保蔵学会） 日本食品保蔵科学会　（旧　日本食品低温保蔵学会） 可

09192697 日本信頼性学会誌｢信頼性｣ 日本信頼性学会 日本信頼性学会 可

Journal of Echocardiography 日本心エコー図学会 日本心エコー図学会 可

日本心血管インターベンション治療学会抄録集
日本心血管インターベンション治療学会(旧　日本心血管イン
ターベンション学会）

日本心血管インターベンション治療学会(旧　日本心血管イン
ターベンション学会）

可

09148922 日本心血管インターベンション学会誌
日本心血管インターベンション治療学会(旧　日本心血管イン
ターベンション学会）

日本心血管インターベンション治療学会(旧　日本心血管イン
ターベンション学会）

可

18840027 日本心血管インターベンション治療学会誌
日本心血管インターベンション治療学会(旧　日本心血管イン
ターベンション学会）

日本心血管インターベンション治療学会(旧　日本心血管イン
ターベンション学会）

可

21873526 日本心血管インターベンション治療学会誌（Online）
日本心血管インターベンション治療学会(旧　日本心血管イン
ターベンション学会）

日本心血管インターベンション治療学会(旧　日本心血管イン
ターベンション学会）

可

03850307 心身医学 日本心身医学会 日本心身医学会 可

02851474 日本心臓血管外科学会雑誌 日本心臓血管外科学会 日本心臓血管外科学会 可

日本心臓病学会学術集会抄録DVD-ROM 日本心臓病学会 日本心臓病学会 可

03862879 臨床心音図 日本心臓病学会 日本心臓病学会 可

03862887 Journal of Cardiography 日本心臓病学会 日本心臓病学会 可

09145087 JOURNAL OF CARDIOLOGY（2007年12月分まで） 日本心臓病学会 日本心臓病学会 可

18824501 日本心臓病学会誌 日本心臓病学会 日本心臓病学会 可

13439111 日本新生児看護学会誌 日本新生児看護学会 日本新生児看護学会 可

真空に関する連合講演会講演予稿集 日本真空学会（旧　日本真空協会） 日本真空学会（旧　日本真空協会） 可

真空夏季テキスト 日本真空学会（旧　日本真空協会） 日本真空学会（旧　日本真空協会） 可

05598516 真空 日本真空学会（旧　日本真空協会） 日本真空学会（旧　日本真空協会） 可

00373796 神経化学 日本神経化学会 日本神経化学会 可

0009918X 臨床神経学 日本神経学会 日本神経学会 可

18820654 臨床神経学 日本神経学会 日本神経学会 可

0918936X 神経免疫学 日本神経免疫学会 日本神経免疫学会 可

日本人間工学会大会講演集 日本人間工学会 日本人間工学会 可

05494974 人間工学 日本人間工学会 日本人間工学会 可

18842844 人間工学 (Online) 日本人間工学会 日本人間工学会 可

09187960 Anthropological Science 日本人類学会 日本人類学会 可

13443992 Anthropological Science(和文) 日本人類学会 日本人類学会 可

13488570 Anthropological Science（Online） 日本人類学会 日本人類学会 可

03852385 日本腎臓学会誌 日本腎臓学会 日本腎臓学会 可

13421751 CLINICAL AND EXPERIMENTAL NEPHROLOGY 日本腎臓学会 日本腎臓学会 可

18840728 日本腎臓学会誌 (Online) 日本腎臓学会 日本腎臓学会 可

21924449 CEN Case Reports (Online) 日本腎臓学会 日本腎臓学会 可
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Water and Environment Technology Conference Program and
Abstracts

日本水環境学会（旧　日本水質汚濁研究協会） 日本水環境学会（旧　日本水質汚濁研究協会） 可

日本水環境学会シンポジウム講演集 日本水環境学会（旧　日本水質汚濁研究協会） 日本水環境学会（旧　日本水質汚濁研究協会） 可

日本水環境学会セミナー講演資料集 日本水環境学会（旧　日本水質汚濁研究協会） 日本水環境学会（旧　日本水質汚濁研究協会） 可

日本水環境学会年会講演集 日本水環境学会（旧　日本水質汚濁研究協会） 日本水環境学会（旧　日本水質汚濁研究協会） 可

03872025 水質汚濁研究 日本水環境学会（旧　日本水質汚濁研究協会） 日本水環境学会（旧　日本水質汚濁研究協会） 可

09168958 水環境学会誌 日本水環境学会（旧　日本水質汚濁研究協会） 日本水環境学会（旧　日本水質汚濁研究協会） 可

13482165 Journal of Water and Environment Technology (Online) 日本水環境学会（旧　日本水質汚濁研究協会） 日本水環境学会（旧　日本水質汚濁研究協会） 可

18813690 水環境学会誌（Online） 日本水環境学会（旧　日本水質汚濁研究協会） 日本水環境学会（旧　日本水質汚濁研究協会） 可

03714217 水産増殖 日本水産増殖学会 日本水産増殖学会 可

13410083 日本成人矯正歯科学会雑誌 日本成人矯正歯科学会 日本成人矯正歯科学会 可

0021924X The Journal of Biochemistry 日本生化学会 日本生化学会 可

00371017 生化学 日本生化学会 日本生化学会 可

00290629 日本不妊学会雑誌 日本生殖医学会 日本生殖医学会 可

18810098 日本生殖医学会雑誌 日本生殖医学会 日本生殖医学会 可

9784990798802 生殖医療の必修知識 日本生殖医学会 日本生殖医学会 可

日本生体防御学会ニュースレター 日本生体防御学会 日本生体防御学会 可

日本生体防御学会学術総会　講演抄録集 日本生体防御学会 日本生体防御学会 可

00215007 日本生態学会誌 日本生態学会 日本生態学会 可

09123814 ECOLOGICAL RESEARCH 日本生態学会 日本生態学会 可

13424327 保全生態学研究 日本生態学会 日本生態学会 可

2424127X 日本生態学会誌 (Online) 日本生態学会 日本生態学会 可

24241431 保全生態学研究 (Online) 日本生態学会 日本生態学会 可

05824087 生物環境調節 (2004年　Vol. 42まで）
日本生物環境工学会（旧　日本生物環境調節学会、日本植物
工場学会）

日本生物環境工学会（旧　日本生物環境調節学会、日本植物
工場学会）

可

0287119X 生物教育 日本生物教育学会 日本生物教育学会 可

日本生物工学会大会講演要旨集 日本生物工学会　（旧　日本発酵工学会） 日本生物工学会　（旧　日本発酵工学会） 可

09193758 生物工学会誌 日本生物工学会　（旧　日本発酵工学会） 日本生物工学会　（旧　日本発酵工学会） 可

0922338X Journal of Fermentation and Bioengineering (1998年 Vol. 86まで) 日本生物工学会　（旧　日本発酵工学会） 日本生物工学会　（旧　日本発酵工学会） 可

13891723
Journal of Bioscience and Bioengineering (1999年より)　（旧称
Journal of Fermentation and Bioengineering )

日本生物工学会　（旧　日本発酵工学会） 日本生物工学会　（旧　日本発酵工学会） 可

13472194 Journal of Biological Macromolecules 日本生物高分子学会 日本生物高分子学会 可

21873240 Journal of Biological Macromolecules（Online） 日本生物高分子学会 日本生物高分子学会 可

21873259 食品・臨床栄養（Online） 日本生物高分子学会 日本生物高分子学会 可

00678716 日本生物地理学会会報 日本生物地理学会 日本生物地理学会 可

13450662 Biogeography 日本生物地理学会 日本生物地理学会 可

18808085 Biogeography（Online） 日本生物地理学会 日本生物地理学会 可

18808093 日本生物地理学会会報（Online) 日本生物地理学会 日本生物地理学会 可

00374377 生薬学雑誌 (1993年まで） 日本生薬学会 日本生薬学会 可

09191992 日本生薬学会年会講演要旨集 日本生薬学会 日本生薬学会 可

13403443 Natural Medicines (1994～2005年 Vol. 59まで） 日本生薬学会 日本生薬学会 可

13499114 生薬学雑誌(2006年 Vol.60より） 日本生薬学会 日本生薬学会 可

PAニューズ 日本生理人類学会 日本生理人類学会 可

13423215 日本生理人類学会誌 日本生理人類学会 日本生理人類学会 可

13453475 Journal of Physiological Anthropology and Applied Human Science 日本生理人類学会 日本生理人類学会 可



学術著作権協会・著作権管理刊行物リスト(ILL許諾)
更新日：2017年7月1日

18806791 Journal of Physiological Anthropology 日本生理人類学会 日本生理人類学会 可

精神科救急医療ガイドライン 日本精神科救急学会 日本精神科救急学会 可

精神科救急医療ガイドライン(1)～(3)　2009年12月9日版 日本精神科救急学会 日本精神科救急学会 可

精神科救急医療ガイドライン(規制薬物関連精神障害) 2007年1月
19日版

日本精神科救急学会 日本精神科救急学会 可

13457837 精神科救急 日本精神科救急学会 日本精神科救急学会 可

18839940 JAEP教育研修会テキスト 日本精神科救急学会 日本精神科救急学会 可

03893723 臨床精神病理 日本精神病理学会　（旧　日本精神病理・精神療法学会） 日本精神病理学会　（旧　日本精神病理・精神療法学会） 可

09157395 静脈学 日本静脈学会 日本静脈学会 可

日本接着学会年次大会講演要旨集 日本接着学会 日本接着学会 可

02898225 接着の技術誌 日本接着学会 日本接着学会 可

09164812 日本接着学会誌 日本接着学会 日本接着学会 可

21874816 日本接着学会誌（Online) 日本接着学会 日本接着学会 可

09131655 接着歯学 日本接着歯学会 日本接着歯学会 可

13438441 日本摂食嚥下リハビリテーション学会雑誌 日本摂食嚥下リハビリテーション学会 日本摂食嚥下リハビリテーション学会 可

日本設備管理学会NEWS 日本設備管理学会 日本設備管理学会 可

09155023 日本設備管理学会誌 日本設備管理学会 日本設備管理学会 可

日本雪工学会論文集 日本雪工学会 日本雪工学会 可

09130314 雪工学研究会報 日本雪工学会 日本雪工学会 可

09133526 日本雪工学会誌 日本雪工学会 日本雪工学会 可

18824358 日本雪工学会誌 (Online) 日本雪工学会 日本雪工学会 可

18830870 雪氷研究大会講演要旨集 日本雪工学会 日本雪工学会 可

18830889 雪氷研究大会講演要旨集 (Online) 日本雪工学会 日本雪工学会 可

18838103 雪工学研究会報 (Online) 日本雪工学会 日本雪工学会 可

2010年1月17日北海道石狩地方の局地的大雪に関する調査報告
書

日本雪氷学会 日本雪氷学会 可

積雪・雪崩分類 日本雪氷学会 日本雪氷学会 可

雪氷研究の系譜 日本雪氷学会 日本雪氷学会 可

02869993 日本雪氷協会月報 日本雪氷学会 日本雪氷学会 可

03731006 雪氷 日本雪氷学会 日本雪氷学会 可

09134190 Bulletin of Glacier Research 日本雪氷学会 日本雪氷学会 可

09176217 東北の雪と生活 日本雪氷学会 日本雪氷学会 可

09181474 雪氷北信越 日本雪氷学会 日本雪氷学会 可

09197346 日本雪氷学会全国大会講演予稿集 日本雪氷学会 日本雪氷学会 可

13407368 北海道の雪氷 日本雪氷学会 日本雪氷学会 可

13441205 Glacier Lake and its Outburst Flood in the Nepal Himalaya 日本雪氷学会 日本雪氷学会 可

13453807 Bulletin of Glaciological Research 日本雪氷学会 日本雪氷学会 可

18830870 雪氷研究大会講演要旨集 日本雪氷学会 日本雪氷学会 可

18836259 日本雪氷協会月報 (Online) 日本雪氷学会 日本雪氷学会 可

18836267 雪氷 (Online) 日本雪氷学会 日本雪氷学会 可

18848044 Bulletin of Glaciological Research  (Online) 日本雪氷学会 日本雪氷学会 可

00372285 先天異常 日本先天異常学会 日本先天異常学会 可

09143505 日本先天異常学会学術集会抄録集 日本先天異常学会 日本先天異常学会 可

09196765 日本線虫学会誌 日本線虫学会 日本線虫学会 可

00405043
Journal of the Textile Machinery Society of Japan (2005年、Vol.
51まで）

日本繊維機械学会 日本繊維機械学会 可
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03710580 繊維機械学会誌 日本繊維機械学会 日本繊維機械学会 可

09123172 染色 日本繊維機械学会 日本繊維機械学会 可

13468235
Journal of Textile Engineering (2006年より）（旧称　Journal of the
Textile Machinery Society of Japan）

日本繊維機械学会 日本繊維機械学会 可

日本繊維製品消費科学会年次大会研究発表要旨集 日本繊維製品消費科学会 日本繊維製品消費科学会 可

00372072 繊維製品消費科学 日本繊維製品消費科学会 日本繊維製品消費科学会 可

13442007 日本全身咬合学会雑誌 日本全身咬合学会 日本全身咬合学会 可

00381586 塑性と加工 日本塑性加工学会 日本塑性加工学会 可

00445991 ACTA HISTOCHEMICA ET CYTOCHEMICA 日本組織細胞化学会 日本組織細胞化学会 可

日本組織培養学会会員通信 日本組織培養学会 日本組織培養学会 可

09123636 組織培養研究 日本組織培養学会 日本組織培養学会 可

02884348 蘇生 日本蘇生学会 日本蘇生学会 可

04475933 日本草地学会誌 日本草地学会 日本草地学会 可

04475941 日本草地研究会誌 日本草地学会 日本草地学会 可

00380830 測地学会誌 日本測地学会 日本測地学会 可

13481509 International Journal of Sport and Health Science 日本体育学会 日本体育学会 可

09122664 体外循環技術 日本体外循環技術医学会 日本体外循環技術医学会 可

18845452 体外循環技術（Online） 日本体外循環技術医学会 日本体外循環技術医学会 可

03850102 日大歯学 日本大学歯学会 日本大学歯学会 可

09119175 研究紀要 日本大学歯学部(一般教養) 日本大学歯学部 日本大学歯学部 可

13434934 Journal of Oral Science 日本大学歯学部 日本大学歯学部 可

03854442 日本大学生産工学部研究報告A 日本大学生産工学部 日本大学生産工学部 可

03854450 日本大学生産工学部研究報告B 日本大学生産工学部 日本大学生産工学部 可

03861678 日本大学生産工学部生産工学研究所報 日本大学生産工学部 日本大学生産工学部 可

0915647X 日本ファジィ学会誌 日本知能情報ファジィ学会　（旧　日本ファジィ学会） 日本知能情報ファジィ学会　（旧　日本ファジィ学会） 可

13477986 知能と情報 日本知能情報ファジィ学会　（旧　日本ファジィ学会） 日本知能情報ファジィ学会　（旧　日本ファジィ学会） 可

18817203 知能と情報（Online） 日本知能情報ファジィ学会　（旧　日本ファジィ学会） 日本知能情報ファジィ学会　（旧　日本ファジィ学会） 可

日本地域学会ニュースレター 日本地域学会 日本地域学会 可

日本地域学会年次大会論稿集 日本地域学会 日本地域学会 可

02876248 日本地域学会年報 日本地域学会 日本地域学会 可

02876256 地域学研究 日本地域学会 日本地域学会 可

09134182 地下水学会誌 日本地下水学会 日本地下水学会 可

日本地球化学会 年会講演要旨集 日本地球化学会 日本地球化学会 可

00167002 Geochemical Journal 日本地球化学会 日本地球化学会 可

03864073 地球化学 日本地球化学会 日本地球化学会 可

03891755 地形 日本地形学連合 日本地形学連合 可

地質学論集（Online） 日本地質学会 日本地質学会 可

00167630 地質学雑誌 日本地質学会 日本地質学会 可

03858545 地質学論集 日本地質学会 日本地質学会 可

13407570 構造地質 日本地質学会 日本地質学会 可

13483935 日本地質学会学術大会講演要旨 日本地質学会 日本地質学会 可

13499963 地質学雑誌（Online） 日本地質学会 日本地質学会 可

21876665 日本地質学会学術大会講演要旨（Online） 日本地質学会 日本地質学会 可

日本地震学会広報紙　なゐふる*1999年5月(No.13)以降発行分 日本地震学会 日本地震学会 可

00371114 地震 第2輯 *1999年6月(Vol.52No.1)以降発行分 日本地震学会 日本地震学会 可



学術著作権協会・著作権管理刊行物リスト(ILL許諾)
更新日：2017年7月1日

09195319 日本地震学会ニュースレター*1999年5月(Vol.1No.1)以降発行分 日本地震学会 日本地震学会 可

18839029 地震 第2輯 ※オンライン版*1999年6月(Vol.52No.1)以降発行分 日本地震学会 日本地震学会 可

21871809 日本地震学会モノグラフ 日本地震学会 日本地震学会 可

03886735 日本地熱学会誌 日本地熱学会 日本地熱学会 可

18835775 日本地熱学会誌（Online） 日本地熱学会 日本地熱学会 可

05598362 新地理 日本地理教育学会 日本地理教育学会 可

00015202 Acta Arachnologica 日本蜘蛛学会 日本蜘蛛学会 可

18807852 Acta Arachnologica（Online） 日本蜘蛛学会 日本蜘蛛学会 可

日本鋳造工学会編研究報告研報100ダイカストのプロセス技術 日本鋳造工学会 日本鋳造工学会　（旧　日本鋳物協会） 可

日本鋳造工学会編研究報告研報101鋳鉄の高品位・高機能化リサ
イクル技術

日本鋳造工学会 日本鋳造工学会　（旧　日本鋳物協会） 可

日本鋳造工学会編研究報告研報75凝固・鋳造技術を利用した複
合化プロセス

日本鋳造工学会 日本鋳造工学会　（旧　日本鋳物協会） 可

日本鋳造工学会編研究報告研報76鋳鉄溶湯の性状及び材質に及
ぼす微量元素の影響

日本鋳造工学会 日本鋳造工学会　（旧　日本鋳物協会） 可

日本鋳造工学会編研究報告研報77球状黒鉛鋳鉄の高性能化と生
産管理システム

日本鋳造工学会 日本鋳造工学会　（旧　日本鋳物協会） 可

日本鋳造工学会編研究報告研報78鋳造方案策定ルールの見直し
とコンピュータ利用

日本鋳造工学会 日本鋳造工学会　（旧　日本鋳物協会） 可

日本鋳造工学会編研究報告研報79環境と特殊鋳型システム 日本鋳造工学会 日本鋳造工学会　（旧　日本鋳物協会） 可

日本鋳造工学会編研究報告研報80鋳物工場の設備と生産システ
ムの融合化・統合化

日本鋳造工学会 日本鋳造工学会　（旧　日本鋳物協会） 可

日本鋳造工学会編研究報告研報81造型と砂管理のマニュアル化 日本鋳造工学会 日本鋳造工学会　（旧　日本鋳物協会） 可

日本鋳造工学会編研究報告研報82AI-Si系合金の鋳造諸特性に
及ぼす微量元素の影響

日本鋳造工学会 日本鋳造工学会　（旧　日本鋳物協会） 可

日本鋳造工学会編研究報告研報83ガイダンスの不良対策技術 日本鋳造工学会 日本鋳造工学会　（旧　日本鋳物協会） 可

日本鋳造工学会編研究報告研報84鋳鉄材料の高付加価値化 日本鋳造工学会 日本鋳造工学会　（旧　日本鋳物協会） 可

日本鋳造工学会編研究報告研報85鋳鉄材料の非破壊評価 日本鋳造工学会 日本鋳造工学会　（旧　日本鋳物協会） 可

日本鋳造工学会編研究報告研報86鋳鉄鋳造品の高度化・信頼性
向上

日本鋳造工学会 日本鋳造工学会　（旧　日本鋳物協会） 可

日本鋳造工学会編研究報告研報87鋳造材料のエコマテリアル化 日本鋳造工学会 日本鋳造工学会　（旧　日本鋳物協会） 可

日本鋳造工学会編研究報告研報88特殊鋳型システムと環境管理 日本鋳造工学会 日本鋳造工学会　（旧　日本鋳物協会） 可

日本鋳造工学会編研究報告研報89引裂試験によるAC4CH合金鋳
物の簡易靭性評価

日本鋳造工学会 日本鋳造工学会　（旧　日本鋳物協会） 可

日本鋳造工学会編研究報告研報90生型管理技術とその自動化 日本鋳造工学会 日本鋳造工学会　（旧　日本鋳物協会） 可

日本鋳造工学会編研究報告研報91高品質保証ダイカスト鋳造技
術

日本鋳造工学会 日本鋳造工学会　（旧　日本鋳物協会） 可

日本鋳造工学会編研究報告研報92鋳鉄材料の組織制御と高品
位・高付加価値化

日本鋳造工学会 日本鋳造工学会　（旧　日本鋳物協会） 可

日本鋳造工学会編研究報告研報93特殊鋳型システム環境改善 日本鋳造工学会 日本鋳造工学会　（旧　日本鋳物協会） 可

日本鋳造工学会編研究報告研報94鋳造品の非破壊材料評価技
術

日本鋳造工学会 日本鋳造工学会　（旧　日本鋳物協会） 可

日本鋳造工学会編研究報告研報95鋳鉄の溶解技術及び鋳造品高
度化

日本鋳造工学会 日本鋳造工学会　（旧　日本鋳物協会） 可

日本鋳造工学会編研究報告研報96軽量金属セミソリッド加工技術 日本鋳造工学会 日本鋳造工学会　（旧　日本鋳物協会） 可

日本鋳造工学会編研究報告研報97鋳造工学基礎テキストものづく
りの原点・鋳造技術と情報化時代

日本鋳造工学会 日本鋳造工学会　（旧　日本鋳物協会） 可

日本鋳造工学会編研究報告研報98鋳造CAFによる現象解明と最
適化

日本鋳造工学会 日本鋳造工学会　（旧　日本鋳物協会） 可
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日本鋳造工学会編研究報告研報99生型と環境対応技術 日本鋳造工学会 日本鋳造工学会　（旧　日本鋳物協会） 可

4990278119 現場技術改善事例集-溶解・模型他 日本鋳造工学会 日本鋳造工学会　（旧　日本鋳物協会） 可

4990278127 現場技術改善事例集-造型ライン 日本鋳造工学会 日本鋳造工学会　（旧　日本鋳物協会） 可

4990278135 現場技術改善事例集-主型・中子 日本鋳造工学会 日本鋳造工学会　（旧　日本鋳物協会） 可

4990278143 現場技術改善事例集-鋳鉄・鋳鋼 日本鋳造工学会 日本鋳造工学会　（旧　日本鋳物協会） 可

4990278151 現場技術改善事例集-アルミニウム合金鋳物・ダイカスト 日本鋳造工学会 日本鋳造工学会　（旧　日本鋳物協会） 可

499027816X 鋳造欠陥とその対策 日本鋳造工学会 日本鋳造工学会　（旧　日本鋳物協会） 可

00214396 日本鋳物協会会誌｢鋳物｣ 日本鋳造工学会　（旧　日本鋳物協会） 日本鋳造工学会　（旧　日本鋳物協会） 可

0287041X Transaction of the Japan Foundrymen's Society 日本鋳造工学会　（旧　日本鋳物協会） 日本鋳造工学会　（旧　日本鋳物協会） 可

09196048 ｢鋳物｣全国講演大会 日本鋳造工学会　（旧　日本鋳物協会） 日本鋳造工学会　（旧　日本鋳物協会） 可

13420429 鋳造工学 日本鋳造工学会　（旧　日本鋳物協会） 日本鋳造工学会　（旧　日本鋳物協会） 可

1342257X 日本鋳造工学会全国講演大会講演概要集 日本鋳造工学会　（旧　日本鋳物協会） 日本鋳造工学会　（旧　日本鋳物協会） 可

18805388 第155回全国講演大会講演概要集 日本鋳造工学会　（旧　日本鋳物協会） 日本鋳造工学会　（旧　日本鋳物協会） 可

03038106 Audiology Japan 日本聴覚医学会 日本聴覚医学会 可

09105360 調理科学 日本調理科学会 日本調理科学会 可

13411535 日本調理科学会誌 日本調理科学会 日本調理科学会 可

Ornithological Science（Online） 日本鳥学会 日本鳥学会 可

0913400X 日本鳥学会誌 日本鳥学会 日本鳥学会 可

0913400X 日本鳥学会誌（Online） 日本鳥学会 日本鳥学会 可

13470558 Ornithological Science 日本鳥学会 日本鳥学会 可

13449796 痛風と核酸代謝 日本痛風・核酸代謝学会 日本痛風・核酸代謝学会 可

21866368 痛風と核酸代謝(Online) 日本痛風・核酸代謝学会 日本痛風・核酸代謝学会 可

02854473 低温医学 日本低温医学会 日本低温医学会 可

13449699 機能的脳神経外科 日本定位・機能神経外科学会　（旧　日本定位脳手術研究会） 日本定位・機能神経外科学会　（旧　日本定位脳手術研究会） 可

00319082 生物物理化学 日本電気泳動学会 日本電気泳動学会 可

13499394 Journal of Electrophoresis 日本電気泳動学会 日本電気泳動学会 可

09114424 日本都市学会年報 日本都市学会 日本都市学会 可

City Planning Seminar 日本都市計画学会 日本都市計画学会 可

都市計画セミナーテキスト 日本都市計画学会 日本都市計画学会 可

都市計画報告集 日本都市計画学会 日本都市計画学会 可

04959280 都市計画 日本都市計画学会 日本都市計画学会 可

09160647 都市計画別冊 日本都市計画学会 日本都市計画学会 可

1348284X 都市計画論文集 日本都市計画学会 日本都市計画学会 可

21850593 都市計画論文集 (Online) 日本都市計画学会 日本都市計画学会 可

21873399 Urban and Regional Planning Review 日本都市計画学会 日本都市計画学会 可

13414585 日本都市社会学会年報 日本都市社会学会 日本都市社会学会 可

00290610 日本土壌肥料学雑誌 日本土壌肥料学会 日本土壌肥料学会 可

00380768 Soil Science and Plant Nutrition 日本土壌肥料学会 日本土壌肥料学会 可

02885840 日本土壌肥料学会講演要旨集 日本土壌肥料学会 日本土壌肥料学会 可

18811310 Soil Science and Plant Nutrition（Online） 日本土壌肥料学会 日本土壌肥料学会 可

Abstract of Annual meeting of Japanese Society of Soil
Microgiology

日本土壌微生物学会　（旧　日本土壌微生物研究会） 日本土壌微生物学会　（旧　日本土壌微生物研究会） 可

日本土壌微生物研究会講演要旨集 日本土壌微生物学会　（旧　日本土壌微生物研究会） 日本土壌微生物学会　（旧　日本土壌微生物研究会） 可

09122184 土と微生物 日本土壌微生物学会　（旧　日本土壌微生物研究会） 日本土壌微生物学会　（旧　日本土壌微生物研究会） 可

03895602 日本統計学会誌 日本統計学会 日本統計学会 可
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13486365 JOURNAL OF THE JAPAN STATISTICAL SOCIETY (Online) 日本統計学会 日本統計学会 可

18822754 JOURNAL OF THE JAPAN STATISTICAL SOCIETY 日本統計学会 日本統計学会 可

21891478 日本統計学会誌 (Online) 日本統計学会 日本統計学会 可

統合失調症研究 日本統合失調症学会 日本統合失調症学会 可

OVERVIEW OF REGULAR DIALYSIS TREATMENT IN JAPAN 日本透析医学会　（旧　日本透析療法学会） 日本透析医学会　（旧　日本透析療法学会） 可

わが国の慢性透析療法の現況 日本透析医学会　（旧　日本透析療法学会） 日本透析医学会　（旧　日本透析療法学会） 可

日本透析医学会学術集会・総会 特別号(抄録集) 日本透析医学会　（旧　日本透析療法学会） 日本透析医学会　（旧　日本透析療法学会） 可

02887045 人工透析研究会会誌 日本透析医学会　（旧　日本透析療法学会） 日本透析医学会　（旧　日本透析療法学会） 可

09115889 日本透析療法学会雑誌 日本透析医学会　（旧　日本透析療法学会） 日本透析医学会　（旧　日本透析療法学会） 可

13403451 日本透析医学会雑誌 日本透析医学会　（旧　日本透析療法学会） 日本透析医学会　（旧　日本透析療法学会） 可

1883082X 日本透析医学会雑誌 (Online) 日本透析医学会　（旧　日本透析療法学会） 日本透析医学会　（旧　日本透析療法学会） 可

18846203 人工透析研究会会誌 (Online) 日本透析医学会　（旧　日本透析療法学会） 日本透析医学会　（旧　日本透析療法学会） 可

18846211 日本透析療法学会雑誌 (Online) 日本透析医学会　（旧　日本透析療法学会） 日本透析医学会　（旧　日本透析療法学会） 可

0914594X 日本頭蓋顎顔面外科学会誌 日本頭蓋顎顔面外科学会 日本頭蓋顎顔面外科学会 可

09114335 頭頸部腫瘍（2004年Vol.30,No.2まで） 日本頭頸部癌学会　（旧　日本頭頸部腫瘍学会） 日本頭頸部癌学会　（旧　日本頭頸部腫瘍学会） 可

13495747 頭頸部癌(Vol.30、No.3より) 日本頭頸部癌学会　（旧　日本頭頸部腫瘍学会） 日本頭頸部癌学会　（旧　日本頭頸部腫瘍学会） 可

13449265 動物遺伝育種研究 日本動物遺伝育種学会 日本動物遺伝育種学会 可

13459961 動物遺伝育種研究 日本動物遺伝育種学会 日本動物遺伝育種学会 可

日本動物細胞工学会ニュースレター 日本動物細胞工学会 日本動物細胞工学会 可

日本動物細胞工学会誌 日本動物細胞工学会 日本動物細胞工学会 可

09168419 動物心理学研究 日本動物心理学会 日本動物心理学会 可

02870223 動物分類学会誌 日本動物分類学会 日本動物分類学会 可

13421670 Species Diversity 日本動物分類学会 日本動物分類学会 可

13422367 タクサ：日本動物分類学会誌 日本動物分類学会 日本動物分類学会 可

21897263 動物分類学会会務報告（Online） 日本動物分類学会 日本動物分類学会 可

21897271 動物分類学会会報（Online） 日本動物分類学会 日本動物分類学会 可

2189728X 動物分類学会誌（Online） 日本動物分類学会 日本動物分類学会 可

21897298 タクサ：日本動物分類学会誌（Online） 日本動物分類学会 日本動物分類学会 可

21897301 Species Diversity（Online） 日本動物分類学会 日本動物分類学会 可

03873374 特殊教育学研究 日本特殊教育学会 日本特殊教育学会 可

21865132 特殊教育学研究 (Online) 日本特殊教育学会 日本特殊教育学会 可

21875014 Japanese Journal of Special Education 日本特殊教育学会 日本特殊教育学会 可

21884838 Journal of Special Education Research (Online) 日本特殊教育学会 日本特殊教育学会 可

03881350 The Journal of Toxicological Sciences 日本毒性学会（旧　日本毒科学会／日本トキシコロジー学会） 日本毒性学会（旧　日本毒科学会／日本トキシコロジー学会） 可

18803989 The Journal of Toxicological Sciences（Online） 日本毒性学会（旧　日本毒科学会／日本トキシコロジー学会） 日本毒性学会（旧　日本毒科学会／日本トキシコロジー学会） 可

2189115X Fundamental Toxicological Sciences（Online） 日本毒性学会（旧　日本毒科学会／日本トキシコロジー学会） 日本毒性学会（旧　日本毒科学会／日本トキシコロジー学会） 可

09149198 The Journal of Toxicologic Pathology 日本毒性病理学会 日本毒性病理学会 可

1881915X The Journal of Toxicologic Pathology(Online) 日本毒性病理学会 日本毒性病理学会 可

00215384 日本内科学会雑誌（抄録号含む） 日本内科学会 日本内科学会 可

09182918 Internal Medicine 日本内科学会 日本内科学会 可

13497235 Internal Medicine 日本内科学会 日本内科学会 可

00137219 Endocrinologia Japonica 日本内分泌学会 日本内分泌学会 可

00290661 日本内分泌学会雑誌（抄録集） 日本内分泌学会 日本内分泌学会 可

09188959 Endocrine Journal 日本内分泌学会 日本内分泌学会 可

13484540 Endocrine Journal（Online) 日本内分泌学会 日本内分泌学会 可
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21856370 Endocrinologia Japonica（Online) 日本内分泌学会 日本内分泌学会 可

2186506X 日本内分泌学会雑誌（Online）　（抄録集　※支部抄録集を含む） 日本内分泌学会 日本内分泌学会 可

09180729 日本乳癌検診学会誌 日本乳癌検診学会 日本乳癌検診学会 可

1342646X Dementia Japan　日本認知症学会誌(旧称：日本痴呆学会誌 含む) 日本認知症学会　（旧　日本痴呆学会） 日本認知症学会　（旧　日本痴呆学会） 可

日本熱処理技術協会講演大会講演概要集 日本熱処理技術協会 日本熱処理技術協会 可

02880490 熱処理 日本熱処理技術協会 日本熱処理技術協会 可

0285113X 熱傷 日本熱傷学会 日本熱傷学会 可

03862615 熱測定 日本熱測定学会 日本熱測定学会 可

03042146 Japanese Journal of Tropical Medicine and Hygiene 日本熱帯医学会 日本熱帯医学会 可

13488945 Tropical Medicine and Health 日本熱帯医学会 日本熱帯医学会 可

13494147 Tropical Medicine and Health Vol.43まで　(Online) 日本熱帯医学会 日本熱帯医学会 可

21861773 熱帯医学会報 (Online) 日本熱帯医学会 日本熱帯医学会 可

21861781 日本熱帯医学会雑誌 (Online) 日本熱帯医学会 日本熱帯医学会 可

2186179X 熱帯 (Online) 日本熱帯医学会 日本熱帯医学会 可

21861803 Japanese Journal of Tropical Medicine (Online) 日本熱帯医学会 日本熱帯医学会 可

21861811 Japanese Journal of Tropical Medicine and Hygiene (Online) 日本熱帯医学会 日本熱帯医学会 可

燃焼シンポジウム講演論文集 日本燃焼学会 日本燃焼学会 可

02866501 燃焼研究 日本燃焼学会 日本燃焼学会 可

13471864 日本燃焼学会誌 日本燃焼学会 日本燃焼学会 可

24241687 日本燃焼学会誌（Online） 日本燃焼学会 日本燃焼学会 可

粘土科学討論会講演要旨集 日本粘土学会 日本粘土学会 可

00098574 Clay Science 日本粘土学会 日本粘土学会 可

04706455 粘土科学 日本粘土学会 日本粘土学会 可

14337398 Brain Tumor Pathology 日本脳腫瘍病理学会 日本脳腫瘍病理学会 可

1861387X Brain Tumor Pathology（electronic version） 日本脳腫瘍病理学会 日本脳腫瘍病理学会 可

03872572 神経外科 日本脳神経外科学会 日本脳神経外科学会 可

04708105 Neurologia Medico-chirurgica 日本脳神経外科学会 日本脳神経外科学会 可

21884226 NMC Case Report Journal (e-journal) 日本脳神経外科学会 日本脳神経外科学会 可

03878031 脳卒中の外科 日本脳卒中の外科学会　（旧　日本脳卒中の外科研究会） 日本脳卒中の外科学会　（旧　日本脳卒中の外科研究会） 可

09145508 Surgery for Cerebral Stroke 日本脳卒中の外科学会　（旧　日本脳卒中の外科研究会） 日本脳卒中の外科学会　（旧　日本脳卒中の外科研究会） 可

18804683 Surgery for Cerebral Stroke（Online） 日本脳卒中の外科学会　（旧　日本脳卒中の外科研究会） 日本脳卒中の外科学会　（旧　日本脳卒中の外科研究会） 可

2187185X 脳卒中の外科(Online) 日本脳卒中の外科学会　（旧　日本脳卒中の外科研究会） 日本脳卒中の外科学会　（旧　日本脳卒中の外科研究会） 可

00218588 農業気象 日本農業気象学会 日本農業気象学会 可

13465368 生物と気象 日本農業気象学会 日本農業気象学会 可

09159320 日本農業教育学会誌 日本農業教育学会 日本農業教育学会 可

1341934X 農業市場研究 日本農業市場学会 日本農業市場学会 可

00021407 日本農芸化学会誌 日本農芸化学会 日本農芸化学会 可

0453073X 化学と生物 日本農芸化学会 日本農芸化学会 可

03891763 農作業研究 日本農作業学会 日本農作業学会 可

04682513 日本農村医学会雑誌 日本農村医学会 日本農村医学会 可

13497421 日本農村医学会雑誌 (Online) 日本農村医学会 日本農村医学会 可

18801730 日本農村医学会学術総会抄録集 (Online) 日本農村医学会 日本農村医学会 可

18801749 日本農村医学会学術総会抄録集 日本農村医学会 日本農村医学会 可

1880487X Journal of Rural Medicine 日本農村医学会 日本農村医学会 可
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18804888 Journal of Rural Medicine (Online) 日本農村医学会 日本農村医学会 可

05495202 農村生活研究 日本農村生活学会 日本農村生活学会 可

日本農薬学会大会講演要旨集 日本農薬学会 日本農薬学会 可

03851559 日本農薬学会誌 日本農薬学会 日本農薬学会 可

1348589X Journal of Pesticide Science 日本農薬学会 日本農薬学会 可

13490923 Journal of Pesticide Science (Online) 日本農薬学会 日本農薬学会 可

21870365 日本農薬学会誌 日本農薬学会 日本農薬学会 可

21878692 日本農薬学会誌 (Online) 日本農薬学会 日本農薬学会 可

02888262 日本界面医学会誌 日本肺サーファクタント・界面医学会 日本肺サーファクタント・界面医学会 可

18821812 日本肺サーファクタント･界面医学会雑誌 日本肺サーファクタント・界面医学会 日本肺サーファクタント・界面医学会 可

03869628 肺癌 日本肺癌学会 日本肺癌学会 可

13489992 肺癌 (Online) 日本肺癌学会 日本肺癌学会 可

インフォメーション･サーキュラー 日本発生生物学会 日本発生生物学会 可

00121592 Development Growth and Differentiation 日本発生生物学会 日本発生生物学会 可

00121592 Embryologia 日本発生生物学会 日本発生生物学会 可

03000834 発生生物学誌 日本発生生物学会 日本発生生物学会 可

1440169X Development Growth and Differentiation（Online） 日本発生生物学会 日本発生生物学会 可

09159029 発達心理学研究 日本発達心理学会 日本発達心理学会 可

General and Comparative Endocrinology 日本比較内分泌学会 日本比較内分泌学会 可

09139036 Proceedings of Japan Society for Comparative Endocrinology 日本比較内分泌学会 日本比較内分泌学会 可

09139044 日本比較内分泌学会ニュース 日本比較内分泌学会 日本比較内分泌学会 可

0919679X 日本皮膚アレルギー学会雑誌 日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会 日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会 可

18820123 日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会雑誌 日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会 日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会 可

21897085 日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会雑誌（Online） 日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会 日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会 可

Progress in Acoustic Emission 日本非破壊検査協会 日本非破壊検査協会 可

アコースティック･エミッション総合コンファレンス論文集 日本非破壊検査協会 日本非破壊検査協会 可

サーモグラフィによる非破壊評価技術シンポジウム講演論文集 日本非破壊検査協会 日本非破壊検査協会 可

応力･ひずみ測定シンポジウム講演論文集 日本非破壊検査協会 日本非破壊検査協会 可

新素材及びその製品の非破壊評価シンポジウム論文集 日本非破壊検査協会 日本非破壊検査協会 可

日本非破壊検査協会大会講演概要集 日本非破壊検査協会 日本非破壊検査協会 可

03675866 非破壊検査 日本非破壊検査協会 日本非破壊検査協会 可

10501819 Ｔｒａｎｓａｃｔｉｏｎｓ of JSNDI 日本非破壊検査協会 日本非破壊検査協会 可

13424041 日本微生物資源学会誌 日本微生物資源学会　（旧　日本微生物株保存連盟） 日本微生物資源学会　（旧　日本微生物株保存連盟） 可

13415530 日本美容皮膚科学会雑誌 日本美容皮膚科学会 日本美容皮膚科学会 可

Abstracts Book. International Symposium on Surface Science 日本表面科学会 日本表面科学会 可

Abstracts. International Symposium on Surface Science and
Nanotechnology

日本表面科学会 日本表面科学会 可

International Symposium on Surface Science and Nanotechnology 日本表面科学会 日本表面科学会 可

Program/Abstracts of ISSS 日本表面科学会 日本表面科学会 可

講演会「表面科学をきりひらく先端化学　新しい可能性を求めて」 日本表面科学会 日本表面科学会 可

日本表面科学会関西支部１５周年記念誌 日本表面科学会 日本表面科学会 可

日本表面科学会東北・北海道支部講演会講演予稿集 日本表面科学会 日本表面科学会 可

日本表面科学会薄膜基礎講座 日本表面科学会 日本表面科学会 可

表面科学セミナー 日本表面科学会 日本表面科学会 可

表面科学学術講演会講演要旨集 日本表面科学会 日本表面科学会 可
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表面科学基礎講座 日本表面科学会 日本表面科学会 可

表面科学技術研究会講演予稿集 日本表面科学会 日本表面科学会 可

表面科学研究会予稿集 日本表面科学会 日本表面科学会 可

表面科学講演大会講演要旨集 日本表面科学会 日本表面科学会 可

03885321 表面科学 日本表面科学会 日本表面科学会 可

13480391 e-Journal of Surface Science and Nanotechnology 日本表面科学会 日本表面科学会 可

09140689 Journal of Japan Hospital Pharmacists Association 日本病院薬剤師会 日本病院薬剤師会 可

09140697 Journal of Japanese Society of Hospital Pharmacists 日本病院薬剤師会 日本病院薬剤師会 可

13418815 日本病院薬剤師会雑誌 日本病院薬剤師会 日本病院薬剤師会 可

日本病態生理学会雑誌 日本病態生理学会 日本病態生理学会 可

00016632 Acta Pathologica Japonica 日本病理学会 日本病理学会 可

03009181 日本病理学会会誌 日本病理学会 日本病理学会 可

09119418 病院病理 日本病理学会 日本病理学会 可

13456431 診断病理 日本病理学会 日本病理学会 可

02851660 心電図 日本不整脈心電学会 日本不整脈心電学会 可

09110836 心臓ペーシング 日本不整脈心電学会 日本不整脈心電学会 可

13438433 不整脈　（学術大会予稿集) 日本不整脈心電学会 日本不整脈心電学会 可

13478559 日本婦人科腫瘍学会雑誌 日本婦人科腫瘍学会 日本婦人科腫瘍学会 可

09121935 日本風工学会誌 日本風工学会 日本風工学会 可

1349340X 日本風工学会論文集(Online) 日本風工学会 日本風工学会 可

13493507 日本風工学会論文集 日本風工学会 日本風工学会 可

18838391 日本風工学研究会　会報(Online) 日本風工学会 日本風工学会 可

18838405 日本風工研究学会誌(Online) 日本風工学会 日本風工学会 可

18838413 日本風工学会誌(Online) 日本風工学会 日本風工学会 可

03856992 物理教育 日本物理教育学会 日本物理教育学会 可

05251931 分析化学 日本分析化学会 日本分析化学会 可

09106340 Analytical Sciences 日本分析化学会 日本分析化学会 可

03743527 日本平滑筋学会雑誌 日本平滑筋学会 日本平滑筋学会 可

09168737 JOURNAL OF SMOOTH MUSCLE RESEARCH 日本平滑筋学会 日本平滑筋学会 可

13428152 Journal of smooth muscle research Japanese section 日本平滑筋学会 日本平滑筋学会 可

1884507X 日本平滑筋学会雑誌 日本平滑筋学会 日本平滑筋学会 可

18848761 日本平滑筋学会雑誌(Online) 日本平滑筋学会 日本平滑筋学会 可

1884877X Journal of smooth muscle research Japanese section(Online) 日本平滑筋学会 日本平滑筋学会 可

18848788 日本平滑筋学会雑誌(Online) 日本平滑筋学会 日本平滑筋学会 可

18848796 JOURNAL OF SMOOTH MUSCLE RESEARCH(Online) 日本平滑筋学会 日本平滑筋学会 可

03676110 保健物理 日本保健物理学会 日本保健物理学会 可

03895386 日本補綴歯科学会雑誌 日本補綴歯科学会 日本補綴歯科学会 可

13477021 Prosthodontic Research and Practice 日本補綴歯科学会 日本補綴歯科学会 可

18834426 日本補綴歯科学会誌 日本補綴歯科学会 日本補綴歯科学会 可

18836860 日本補綴歯科学会誌(Online) 日本補綴歯科学会 日本補綴歯科学会 可

03881512 母性衛生 日本母性衛生学会 日本母性衛生学会 可

09185283 日本包装学会誌 日本包装学会 日本包装学会 可

JASTRO Newsletter 日本放射線腫瘍学会 日本放射線腫瘍学会 可

日本放射線腫瘍学会学術大会報文集 日本放射線腫瘍学会 日本放射線腫瘍学会 可

10409564 日本放射線腫瘍学会誌 日本放射線腫瘍学会 日本放射線腫瘍学会 可



学術著作権協会・著作権管理刊行物リスト(ILL許諾)
更新日：2017年7月1日

00471887 日本法医学雑誌 日本法医学会 日本法医学会 可

03865266 日本法政学会法政論叢 日本法政学会 日本法政学会 可

日本防菌防黴学会年次大会要旨集 日本防菌防黴学会 日本防菌防黴学会 可

03855201 日本防菌防黴学会誌（防菌防黴） 日本防菌防黴学会 日本防菌防黴学会 可

13424815 Biocontrol Science 日本防菌防黴学会 日本防菌防黴学会 可

2187431X 日本防菌防黴学会誌（防菌防黴） 日本防菌防黴学会 日本防菌防黴学会 可

05206340 防錆管理 日本防錆技術協会 日本防錆技術協会 可

麻酔･集中治療とコンピュータ 日本麻酔・集中治療テクノロジー学会 日本麻酔・集中治療テクノロジー学会 可

麻酔･集中治療とテクノロジー 日本麻酔・集中治療テクノロジー学会 日本麻酔・集中治療テクノロジー学会 可

安全な麻酔のためのモニター指針 日本麻酔科学会 日本麻酔科学会 可

医薬品等適正使用推進施行事業ｰ麻酔薬および麻酔関連薬使用
ガイドラインｰ

日本麻酔科学会 日本麻酔科学会 可

第1回リフレッシャーコース 日本麻酔科学会 日本麻酔科学会 可

第2回リフレッシャーコース 日本麻酔科学会 日本麻酔科学会 可

麻酔科医のための教育ガイドライン 日本麻酔科学会 日本麻酔科学会 可

麻酔器の始業点検定期点検指針(改訂版) 日本麻酔科学会 日本麻酔科学会 可

09138668 Journal of Anesthesia 日本麻酔科学会 日本麻酔科学会 可

4771900957 新しい心肺蘇生法指針 日本麻酔科学会 日本麻酔科学会 可

4771901112 呼吸療法テキスト 日本麻酔科学会 日本麻酔科学会 可

4771901511 新しい心肺蘇生法指針(改訂第2版) 日本麻酔科学会 日本麻酔科学会 可

4771902313 日帰り麻酔の安全のための基準ガイドブック 日本麻酔科学会 日本麻酔科学会 可

03851036 膜 日本膜学会 日本膜学会 可

09176772 末梢神経 日本末梢神経学会 日本末梢神経学会 可

13404806 日本味と匂学会誌 日本味と匂学会 日本味と匂学会 可

03871126 脈管学 日本脈管学会 日本脈管学会 可

18808840 脈管学（Online） 日本脈管学会 日本脈管学会 可

04288653 日本民俗学 日本民俗学会 日本民俗学会 可

09179976 PHOSPHORUS LETTER 日本無機リン化学会 日本無機リン化学会 可

09184783 Phosphorus Research Bulletin 日本無機リン化学会 日本無機リン化学会 可

18822363 Phosphorus Research Bulletin（Online） 日本無機リン化学会 日本無機リン化学会 可

09191984 日本免疫学会総会･学術集会記録 日本免疫学会 日本免疫学会 可

日本免疫病治療研究会講演論文集 日本免疫病治療研究会 日本免疫病治療研究会 可

03891305 日本緬羊研究会誌 日本緬羊研究会 日本緬羊研究会 可

00268917 木材工業 日本木材加工技術協会 日本木材加工技術協会 可

ウッディエンス 日本木材学会 日本木材学会 可

木材と学校教育 日本木材学会 日本木材学会 可

00214795 木材学会誌 日本木材学会 日本木材学会 可

05493994 日本木材学会大会研究発表要旨集 日本木材学会 日本木材学会 可

13426133 日本野生動物医学会誌 日本野生動物医学会 日本野生動物医学会 可

2185744X 日本野生動物医学会誌（Online） 日本野生動物医学会 日本野生動物医学会 可

MEDCHEM NEWS 日本薬学会 日本薬学会 可

PHARMACEUTICAL BULLETIN 日本薬学会 日本薬学会 可

SAR NEWS 日本薬学会 日本薬学会 可

ファルマシアレビュー 日本薬学会 日本薬学会 可

医薬品評価フォーラム 日本薬学会 日本薬学会 可
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衛生試験法･注解 日本薬学会 日本薬学会 可

公衆衛生年報 日本薬学会 日本薬学会 可

構造活性フォーラム 日本薬学会 日本薬学会 可

食品安全フォーラム 日本薬学会 日本薬学会 可

日本薬学会シンポジウム､フォーラム等要旨集 日本薬学会 日本薬学会 可

繁用衛生試験法と解説 日本薬学会 日本薬学会 可

00092363 Chemical & Pharmaceutical Bulletin 日本薬学会 日本薬学会 可

0013273X 衛生化学 日本薬学会 日本薬学会 可

00148601 ファルマシア 日本薬学会 日本薬学会 可

00316903 薬学雑誌 日本薬学会 日本薬学会 可

0386846X Journal of Pharmacobio-Dynamics 日本薬学会 日本薬学会 可

09186158 Biological & Pharmaceutical Bulletin 日本薬学会 日本薬学会 可

09189823 日本薬学会年会要旨集（旧称：日本薬学会年会講演要旨集 含む） 日本薬学会 日本薬学会 可

13449702 Journal of Health Science 日本薬学会 日本薬学会 可

薬史レター 日本薬史学会 日本薬史学会 可

02852314 薬史学雑誌 日本薬史学会 日本薬史学会 可

09161139 薬物動態 日本薬物動態学会 日本薬物動態学会 可

13474367 Drug Metabolism and Pharmacokinetics 日本薬物動態学会 日本薬物動態学会 可

00215198 The Japanese Journal of Pharmacology (2002年Vol.90まで) 日本薬理学会 日本薬理学会 可

日本油化学会年会講演要旨集 日本油化学会　（旧　日本油化学協会） 日本油化学会　（旧　日本油化学協会） 可

0513398X 油化学 日本油化学会　（旧　日本油化学協会） 日本油化学会　（旧　日本油化学協会） 可

13418327 日本油化学会誌 日本油化学会　（旧　日本油化学協会） 日本油化学会　（旧　日本油化学協会） 可

13458949 オレオサイエンス 日本油化学会　（旧　日本油化学協会） 日本油化学会　（旧　日本油化学協会） 可

13458957 Journal of Oleo Science 日本油化学会　（旧　日本油化学協会） 日本油化学会　（旧　日本油化学協会） 可

05461448 日本輸血学会雑誌 日本輸血・細胞治療学会　（旧　日本輸血学会） 日本輸血・細胞治療学会　（旧　日本輸血学会） 可

18813011 日本輸血細胞治療学会誌 日本輸血・細胞治療学会　（旧　日本輸血学会） 日本輸血・細胞治療学会　（旧　日本輸血学会） 可

18830625 日本輸血細胞治療学会誌 (Online) 日本輸血・細胞治療学会　（旧　日本輸血学会） 日本輸血・細胞治療学会　（旧　日本輸血学会） 可

18838383 日本輸血学会雑誌 (Online) 日本輸血・細胞治療学会　（旧　日本輸血学会） 日本輸血・細胞治療学会　（旧　日本輸血学会） 可

18838421 血液と輸血 (Online) 日本輸血・細胞治療学会　（旧　日本輸血学会） 日本輸血・細胞治療学会　（旧　日本輸血学会） 可

13495844 遊戯療法学研究 日本遊戯療法学会 日本遊戯療法学会 可

日本溶射学会全国講演大会講演論文集 日本溶射学会（旧　日本溶射協会） 日本溶射学会（旧　日本溶射協会） 可

日本溶射協会全国講演大会講演論文集 日本溶射学会（旧　日本溶射協会） 日本溶射学会（旧　日本溶射協会） 可

09166076 溶射 日本溶射学会（旧　日本溶射協会） 日本溶射学会（旧　日本溶射協会） 可

21861080 溶射（Online） 日本溶射学会（旧　日本溶射協会） 日本溶射学会（旧　日本溶射協会） 可

4990312708 溶射技術入門 日本溶射学会（旧　日本溶射協会） 日本溶射学会（旧　日本溶射協会） 可

9784990312701 溶射技術入門（改訂版） 日本溶射学会（旧　日本溶射協会） 日本溶射学会（旧　日本溶射協会） 可

9784990312718 溶射工学便覧 日本溶射学会（旧　日本溶射協会） 日本溶射学会（旧　日本溶射協会） 可

13417738 Journal of Mammalian Ova Research 日本卵子学会（旧　日本哺乳動物卵子学会） 日本卵子学会（旧　日本哺乳動物卵子学会） 可

03899039 日本理科教育学会研究紀要 日本理科教育学会 日本理科教育学会 可

13452614 理科教育学研究 日本理科教育学会 日本理科教育学会 可

2187509X 理科教育学研究 (Online) 日本理科教育学会 日本理科教育学会 可

01695983 Fluid Dynamics Research 日本流体力学会 日本流体力学会 可

02863154 日本流体力学会誌「ながれ」 日本流体力学会 日本流体力学会 可

13428004 日本流体力学会年会講演論文集 日本流体力学会 日本流体力学会 可
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21854912 日本流体力学会誌「ながれ」（Online） 日本流体力学会 日本流体力学会 可

02861631 日本鍼灸良導路医学会誌 日本良導絡自律神経学会　（旧　日本鍼灸良導絡医学会） 日本良導絡自律神経学会　（旧　日本鍼灸良導絡医学会） 可

09130942 良導絡 日本良導絡自律神経学会　（旧　日本鍼灸良導絡医学会） 日本良導絡自律神経学会　（旧　日本鍼灸良導絡医学会） 可

09130977 日本良導絡自律神経学会雑誌 日本良導絡自律神経学会　（旧　日本鍼灸良導絡医学会） 日本良導絡自律神経学会　（旧　日本鍼灸良導絡医学会） 可

03038092 臨床とウイルス 日本臨床ウイルス学会 日本臨床ウイルス学会 可

13490834 日本臨床エンブリオロジスト研究会雑誌
日本臨床エンブリオロジスト学会　（旧　日本臨床エンブリオロジ
スト研究会）

日本臨床エンブリオロジスト学会　（旧　日本臨床エンブリオロ
ジスト研究会）

可

09148760 臨床リウマチ 日本臨床リウマチ学会 日本臨床リウマチ学会 可

09169407 臨床環境医学 日本臨床環境医学会 日本臨床環境医学会 可

13450581 日本臨床救急医学会雑誌 日本臨床救急医学会 日本臨床救急医学会 可

日本臨床病理学会総会 : 日本臨床病理学会抄録集 日本臨床検査医学会　（旧　日本臨床病理学会） 日本臨床検査医学会　（旧　日本臨床病理学会） 可

臨床検査のガイドライン2005/2006　症候編・疾病編・検査編 日本臨床検査医学会　（旧　日本臨床病理学会） 日本臨床検査医学会　（旧　日本臨床病理学会） 可

00471860 臨床病理（補冊含む） 日本臨床検査医学会　（旧　日本臨床病理学会） 日本臨床検査医学会　（旧　日本臨床病理学会） 可

9784905314127 臨床検査のガイドラインJSLM2012 日本臨床検査医学会　（旧　日本臨床病理学会） 日本臨床検査医学会　（旧　日本臨床病理学会） 可

9784905314394 臨床検査のガイドラインJSLM2015 日本臨床検査医学会　（旧　日本臨床病理学会） 日本臨床検査医学会　（旧　日本臨床病理学会） 可

Journal of Japanese Society for Clinical Electrophysiology of
Vision

日本臨床視覚電気生理学会 日本臨床視覚電気生理学会 可

日本臨床視覚電気生理学会誌 日本臨床視覚電気生理学会 日本臨床視覚電気生理学会 可

02867052 日本臨床生理学会雑誌 日本臨床生理学会 日本臨床生理学会 可

09149627 日本臨床内科医会会誌 日本臨床内科医会 日本臨床内科医会 可

4524223460 インフルエンザ診療マニュアル 日本臨床内科医会 日本臨床内科医会 可

9784900637528 診断に役立つ臨床画像集 日本臨床内科医会 日本臨床内科医会 可

09175059 日本臨床微生物学雑誌 日本臨床微生物学会 日本臨床微生物学会 可

18806309 日本臨床微生物学雑誌(Online) 日本臨床微生物学会 日本臨床微生物学会 可

00214981 日本臨床電子顕微鏡学会誌 日本臨床分子形態学会　（旧　日本臨床電子顕微鏡学会） 日本臨床分子形態学会　（旧　日本臨床電子顕微鏡学会） 可

09184287 Medical Electron Microscopy　(2004年 Vol. 37まで） 日本臨床分子形態学会　（旧　日本臨床電子顕微鏡学会） 日本臨床分子形態学会　（旧　日本臨床電子顕微鏡学会） 可

18601480 Medical Molecular Morphology (2005年 Vol. 38から） 日本臨床分子形態学会　（旧　日本臨床電子顕微鏡学会） 日本臨床分子形態学会　（旧　日本臨床電子顕微鏡学会） 可

09114300 日本臨床免疫学会会誌 日本臨床免疫学会 日本臨床免疫学会 可

09124047 霊長類研究 日本霊長類学会 日本霊長類学会 可

日本労務学会全国大会研究報告論集 (旧 日本労務学会年報) 日本労務学会 日本労務学会 可

日本労務学会年報(1998年まで) 日本労務学会 日本労務学会 可

18813828 日本労務学会誌 日本労務学会 日本労務学会 可

03882446 老年社会科学 日本老年社会科学会 日本老年社会科学会 可

0918273X 遊・星・人 : 日本惑星科学会誌 日本惑星科学会 日本惑星科学会 可

13468383 日本咬合学会会誌 日本咬合学会 日本咬合学会 可

2185064X 日本咬合学会雑誌 日本咬合学会 日本咬合学会 可

Hitachi Cable Review 日立金属株式会社（旧：日立電線株式会社） 日立金属株式会社（旧：日立電線株式会社） 可

09102817 日立電線 日立金属株式会社（旧：日立電線株式会社） 日立金属株式会社（旧：日立電線株式会社） 可

03888517 農業施設 農業施設学会 農業施設学会 可

13410156 農業生産技術管理学会誌 農業生産技術管理学会 農業生産技術管理学会 可

09129731 農村計画学会誌 農村計画学会 農村計画学会 可

03879240 農林水産技術研究ジャーナル
農林水産・食品産業技術振興協会　(旧　農林水産技術情報協
会）

農林水産・食品産業技術振興協会　(旧　農林水産技術情報協
会）

可

21874948 JATAFFジャーナル
農林水産・食品産業技術振興協会　(旧　農林水産技術情報協
会）

農林水産・食品産業技術振興協会　(旧　農林水産技術情報協
会）

可

廃棄物学会研究シンポジウム講演集 廃棄物資源循環学会 廃棄物資源循環学会 可

廃棄物学会研究討論会　講演論文集 廃棄物資源循環学会 廃棄物資源循環学会 可
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廃棄物学会研究発表会講演論文集 廃棄物資源循環学会 廃棄物資源循環学会 可

廃棄物資源循環学会研究発表会講演集 廃棄物資源循環学会 廃棄物資源循環学会 可

廃棄物資源循環学会研究発表会講演論文集（CD-ROM） 廃棄物資源循環学会 廃棄物資源循環学会 可

09170855 廃棄物学会誌 廃棄物資源循環学会 廃棄物資源循環学会 可

1883163X 廃棄物学会論文誌 廃棄物資源循環学会 廃棄物資源循環学会 可

18831648 廃棄物学会論文誌 廃棄物資源循環学会 廃棄物資源循環学会 可

18835856 廃棄物資源循環学会論文誌 廃棄物資源循環学会 廃棄物資源循環学会 可

18835864 廃棄物資源循環学会誌 廃棄物資源循環学会 廃棄物資源循環学会 可

18835899 廃棄物資源循環学会論文誌 廃棄物資源循環学会 廃棄物資源循環学会 可

18838960 廃棄物学会誌 廃棄物資源循環学会 廃棄物資源循環学会 可

21874808 廃棄物資源循環学会誌（On-line） 廃棄物資源循環学会 廃棄物資源循環学会 可

9784990489632 循環とくらし　No.5 廃棄物資源循環学会 廃棄物資源循環学会 可

9784990489649 循環とくらし　No.4 廃棄物資源循環学会 廃棄物資源循環学会 可

02871866 八戸工業大学紀要 八戸工業大学図書館 八戸工業大学　図書館 可

09163190 八戸工業大学情報システム工学研究所紀要(廃刊) 八戸工業大学図書館 八戸工業大学　図書館 可

13432788 八戸工業大学食品工学研究所紀要(廃刊) 八戸工業大学図書館 八戸工業大学　図書館 可

13432796 八戸工業大学構造工学研究所紀要(廃刊) 八戸工業大学図書館 八戸工業大学　図書館 可

1347958X 八戸工業大学異分野融合科学研究所紀要 八戸工業大学図書館 八戸工業大学　図書館 可

21866015 八戸工業大学　エネルギー環境システム研究所紀要 八戸工業大学図書館 八戸工業大学　図書館 可

24240192 八戸工業大学地域産業総合研究所紀要 八戸工業大学図書館 八戸工業大学　図書館 可

ＡＲＳコンファレンス講演予稿集 表面技術協会　（旧　金属表面技術協会） 表面技術協会　（旧　金属表面技術協会） 可

Meeting Abstract. International Symposium on Anodizing Science
and Technology

表面技術協会　（旧　金属表面技術協会） 表面技術協会　（旧　金属表面技術協会） 可

金属表面技術協会講演大会講演要旨集 表面技術協会　（旧　金属表面技術協会） 表面技術協会　（旧　金属表面技術協会） 可

情報機能材料研究会・電子材料表面処理技術部会合同研究会資
料

表面技術協会　（旧　金属表面技術協会） 表面技術協会　（旧　金属表面技術協会） 可

表面技術協会表協エレクトロニクス部会・電気化学会ナノ・マイクロ
ファブリケーション研究会合同研究会

表面技術協会　（旧　金属表面技術協会） 表面技術協会　（旧　金属表面技術協会） 可

表面技術協会表協エレクトロニクス部会・電気化学会情報機能材
料研究会合同研究会

表面技術協会　（旧　金属表面技術協会） 表面技術協会　（旧　金属表面技術協会） 可

表面物性研究会テキスト 表面技術協会　（旧　金属表面技術協会） 表面技術協会　（旧　金属表面技術協会） 可

00260614 金属表面技術 表面技術協会　（旧　金属表面技術協会） 表面技術協会　（旧　金属表面技術協会） 可

02855224 アルミニウム研究会誌 表面技術協会　（旧　金属表面技術協会） 表面技術協会　（旧　金属表面技術協会） 可

03682358 実務表面技術 表面技術協会　（旧　金属表面技術協会） 表面技術協会　（旧　金属表面技術協会） 可

03685527 金属表面技術現場パンフレット 表面技術協会　（旧　金属表面技術協会） 表面技術協会　（旧　金属表面技術協会） 可

09151869 表面技術 表面技術協会　（旧　金属表面技術協会） 表面技術協会　（旧　金属表面技術協会） 可

09152466 非晶質めっき 表面技術協会　（旧　金属表面技術協会） 表面技術協会　（旧　金属表面技術協会） 可

09172947 表面技術協会講演大会講演要旨集 表面技術協会　（旧　金属表面技術協会） 表面技術協会　（旧　金属表面技術協会） 可

13422901 ファインプレーティング 表面技術協会　（旧　金属表面技術協会） 表面技術協会　（旧　金属表面技術協会） 可

Journal of Quality Engineering Society 品質工学会 品質工学会 可

品質工学 品質工学会 品質工学会 可

品質工学技術戦略研究発表大会論文集 品質工学会 品質工学会 可

品質工学研究発表大会論文集 品質工学会 品質工学会 可

川崎炉材技報 品川リフラクトリーズ株式会社　（旧　ＪＦＥ炉材株式会社） 品川リフラクトリーズ株式会社　（旧　ＪＦＥ炉材株式会社） 可

腐食と対策事例集 海文堂 腐食防食学会（旧　腐食防食協会） 可

金属の腐食･防食Q&A 丸善 腐食防食学会（旧　腐食防食協会） 可

金属材料の高温腐食と高温酸化 丸善 腐食防食学会（旧　腐食防食協会） 可



学術著作権協会・著作権管理刊行物リスト(ILL許諾)
更新日：2017年7月1日

装置材料の寿命予測入門 丸善 腐食防食学会（旧　腐食防食協会） 可

エロージョンとコロージョン 裳花房 腐食防食学会（旧　腐食防食協会） 可

防食技術便覧 日刊工業 腐食防食学会（旧　腐食防食協会） 可

00109355 防食技術 腐食防食学会（旧　腐食防食協会） 腐食防食学会（旧　腐食防食協会） 可

09170480 材料と環境 腐食防食学会（旧　腐食防食協会） 腐食防食学会（旧　腐食防食協会） 可

18819664 Zairyo-to-Kankyo (Online) 腐食防食学会（旧　腐食防食協会） 腐食防食学会（旧　腐食防食協会） 可

粉体粉末冶金協会講演概要集 粉体粉末冶金協会 粉体粉末冶金協会 可

05328799 粉体および粉末冶金 粉体粉末冶金協会 粉体粉末冶金協会 可

古文化財之科学通信 文化財保存修復学会　（旧　古文化財科学研究会） 文化財保存修復学会　（旧　古文化財科学研究会） 可

文化財保存修復学会通信 文化財保存修復学会　（旧　古文化財科学研究会） 文化財保存修復学会　（旧　古文化財科学研究会） 可

03686272 古文化財之科学 文化財保存修復学会　（旧　古文化財科学研究会） 文化財保存修復学会　（旧　古文化財科学研究会） 可

13420240 文化財保存修復学会誌(古文化財之科学) 文化財保存修復学会　（旧　古文化財科学研究会） 文化財保存修復学会　（旧　古文化財科学研究会） 可

13420550 文化財保存修復学会講演会大会講演要旨集 文化財保存修復学会　（旧　古文化財科学研究会） 文化財保存修復学会　（旧　古文化財科学研究会） 可

02876205 文学と教育 文学教育研究者集団 文学教育研究者集団 可

24241156 文学と教育（Online） 文学教育研究者集団 文学教育研究者集団 可

13414054 兵庫地理 兵庫地理学協会 兵庫地理学協会 可

02890356 法とコンピュータ 法とコンピュータ学会 法とコンピュータ学会 可

09182756 北海道心理学研究 北海道心理学会 北海道心理学会 可

13433873 北海道整形災害外科学会雑誌 北海道整形災害外科学会 北海道整形災害外科学会 可

09108343 北海道草地研究会報 北海道畜産草地学会（旧　北海道畜産学会） 北海道畜産草地学会（旧　北海道畜産学会） 可

09193235 北海道畜産学会報 北海道畜産草地学会（旧　北海道畜産学会） 北海道畜産草地学会（旧　北海道畜産学会） 可

13414402 北海道家畜管理研究会報 北海道畜産草地学会（旧　北海道畜産学会） 北海道畜産草地学会（旧　北海道畜産学会） 可

21875391 北海道畜産草地学会報 北海道畜産草地学会（旧　北海道畜産学会） 北海道畜産草地学会（旧　北海道畜産学会） 可

09189742 北海道農業経済研究 北海道農業経済学会 北海道農業経済学会 可

21851220 フロンティア農業経済研究 北海道農業経済学会 北海道農業経済学会 可

00231908 北関東医学 北関東医学会 北関東医学会 可

13432826 The KITAKANTO Medical Journal 北関東医学会 北関東医学会 可

18811191 The KITAKANTO Medical Journal（Online） 北関東医学会 北関東医学会 可

18836135 北関東医学（Online） 北関東医学会 北関東医学会 可

1344168X 北日本看護学会誌 北日本看護学会 北日本看護学会 可

0559331X 石膏と石灰 無機マテリアル学会　（旧　石膏石灰学会） 無機マテリアル学会　（旧　石膏石灰学会） 可

13407899 無機マテリアル 無機マテリアル学会　（旧　石膏石灰学会） 無機マテリアル学会　（旧　石膏石灰学会） 可

13453769 Journal of the Society of Inorganic Materials, Japan 無機マテリアル学会　（旧　石膏石灰学会） 無機マテリアル学会　（旧　石膏石灰学会） 可

13493418 木質炭化学会誌 木質炭化学会 木質炭化学会 可

13493426 木質炭化学会研究発表会講演要旨集 木質炭化学会 木質炭化学会 可

00379980 有機合成化学協会誌 有機合成化学協会 有機合成化学協会 可

Basic Kanji 120 有限会社テンプログレス（ＭＬＣ目黒ランゲージセンター） 有限会社テンプログレス（ＭＬＣ目黒ランゲージセンター） 可

Basic Kanji 320 有限会社テンプログレス（ＭＬＣ目黒ランゲージセンター） 有限会社テンプログレス（ＭＬＣ目黒ランゲージセンター） 可

マイクロエレクトロニクスにおけるマイクロ接合･実装技術シンポジ
ウム

溶接学会 溶接学会 可

溶接学会全国大会講演概要 溶接学会 溶接学会 可

溶接構造シンポジウム講演論文集 溶接学会 溶接学会 可

00214787 溶接学会誌 溶接学会 溶接学会 可

02884771 溶接学会論文集 溶接学会 溶接学会 可

03859282 溶接学会全国大会講演概要集 溶接学会 溶接学会 可



学術著作権協会・著作権管理刊行物リスト(ILL許諾)
更新日：2017年7月1日

18837190 鎔接協会誌 (Online) 溶接学会 溶接学会 可

18837204 溶接学会誌 (Online) 溶接学会 溶接学会 可

18837212 電気鎔接協會會誌 （Online) 溶接学会 溶接学会 可

13475401 臨床研究･生物統計研究会誌 臨床研究・生物統計研究会 臨床研究・生物統計研究会 可

0914725X 臨床体液 臨床体液研究会 臨床体液研究会 可

21872317 臨床体液（Online） 臨床体液研究会 臨床体液研究会 可

和漢医薬学会・学術総会講演要旨集 和漢医薬学会 和漢医薬学会 可

和漢医薬学会大会 講演要旨集 和漢医薬学会 和漢医薬学会 可

0289730X 和漢医薬学会誌(1994年　Vol. 10まで） 和漢医薬学会 和漢医薬学会 可

13406302 和漢医薬学雑誌 和漢医薬学会 和漢医薬学会 可

18801447 和漢医薬学雑誌（旧称　和漢医薬学会誌） 和漢医薬学会 和漢医薬学会 可

18813747 Journal of Traditional Medicines (Online) 和漢医薬学会 和漢医薬学会 可


