
継続受入和雑誌リスト（分野別）  2020/4/1 現在

No. タイトル 出版者 中国・朝鮮語

1 Aera = アエラ 朝日新聞社

2 Museum 中央公論事業出版

3
Newsweek : the international newsmagazine = ニューズ
ウィーク

阪急コミュニケーションズ

4 UP 東京大学出版会

5 朝日新聞 [東京]　縮刷版 朝日新聞東京本社

6 一冊の本 朝日新聞社

7 内蒙古師大学報  哲学社会科学版 内蒙古師範大学 中国語

8 オンライン検索 日本端末研究会

9 学術の動向 日本学術協力財団

10 學鐙 丸善

11 季刊Iichiko 日本ベリエールアートセンター

12 汲古 汲古書院

13 子どもの本棚 日本子どもの本研究会

14 週刊金曜日 金曜日

15 情況. 第五期 情況出版

16 新華文摘 人民出版社 中国語

17 新東亜 東亜日報社 朝鮮語

18 新聞研究 日本新聞協会

19 世界 岩波書店

20 ちくま 筑摩書房

21 中央公論 中央公論新社

22 創 : 月刊総合雑誌つくる 創出版

23 点字毎日 毎日新聞社

24 東京人 : Tokyo jin 都市出版

25 図書 岩波書店

26 図書館の学校 図書館振興財団

27 二十一世紀 香港中文大学　中国文化研究所 中国語

28 日本経済新聞　縮刷版 日本経済新聞社

29 日本の科学者 日本科学者会議

30 博物館研究 日本博物館協会

31 文藝春秋 文藝春秋

32 本 講談社

33 毎日新聞　縮刷版 毎日新聞社

34 マスコミ市民 マスコミ市民フォーラム

総記
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35 みすず みすず書房

36 未来 未来社

37 読売新聞　縮刷版 読売新聞社

38 Journalism 朝日新聞社ジャーナリスト学校

39 kotoba 集英社

図書館

1 Library and information science 三田図書館情報学会 【電子ジャーナル】

2 学校図書館 全国学校図書館協議会

3 現代の図書館 日本図書館協会

4 国立国会図書館月報 国立国会図書館

5 週刊読書人 読書人

6 情報の科学と技術 情報科学技術協会

7 私立大学圖書館協會会報 私立大学図書館協会

8 読書 生活・読書・新知三連書店 中国語

9 図書館界 日本図書館研究会

10 図書館雑誌 日本図書館協会

11 図書新聞 図書新聞

12 日本古書通信 : the Nippon kosyo tsushin 日本古書通信社

13 日本図書館情報学会誌 日本図書館情報学会

14 日本の参考図書. 四季版 日本図書館協会

15 みんなの図書館 教育史料出版会

哲学・倫理学・宗教

1 現代思想 青土社

2 思想 岩波書店

3 宗教研究 日本宗教学会

4 哲學研究 京都哲学会(編・発行)　創文社(発売)

5 理想 理想社

心理学

1 こころの科学 日本評論社

2 心理科学 心理科学研究会

3
心理臨床学研究 = Journal of Japanese clinical
phychology

日本心理臨床学会

4 心理臨床の広場 日本心理臨床学会
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5 精神療法 = Japanese journal of psychotherapy 金剛出版

6 発達心理学研究 日本発達心理学会

7 臨床心理学 = Japanese journal of clinical psychology 金剛出版

8 臨床心理学研究 日本臨床心理学会

歴史・地理

1 アジア遊学 勉誠出版

2 柿生文化 柿生郷土史料館

3 韓国史研究 韓国史研究会 朝鮮語

4 史学研究 韓国史学会 朝鮮語

5 史學雑誌 史学会(編)／山川出版社（発行）

6 新地理 : 日本地理教育学会会誌 日本地理教育学会・中学校教育研究連合会

7 人文地理 = Human geography 人文地理学会

8 地中海学研究 地中海学会

9 地方史研究 地方史研究協議会(編・発行)／名著出版(発売)

10 朝鮮史研究会会報 朝鮮史研究会

11 朝鮮史研究会論文集 朝鮮史研究会

12 地理 古今書院

13 地理学評論 日本地理学会(編)／古今書院(発売)

14 日本史研究 日本史研究会

15 日本歴史 吉川弘文館

16 ヒストリア 大阪歴史学会

17 歴史科学 社会科学出版社 朝鮮語

18 歴史学研究 青木書店

19 歴史学報 歴史学会 朝鮮語

20 歴史評論 校倉書房

社会科学・政治・法律

1 アジア・アフリカ研究 アジア・アフリカ研究所

2 内蒙古社会科学 内蒙古社会科学院 中国語

3 外交 = Diplomacy 外務省

4 季刊戦争責任研究 日本の戦争責任資料センター

5 ケース研究 家庭事件研究会

6 月刊むすぶ : 自治・ひと・くらし ロシナンテ社

7 研究中国 日本中国友好協会『研究中国』刊行委員会
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8 コリアナ＝Koreana 韓国国際交流財団

9 ジュリスト 有斐閣

10 論究ジュリスト 有斐閣

11 セフルム : 奨学生だより 朝鮮奨学会

12 組織科学 白桃書房

13 地方自治 ぎょうせい

14 中国研究月報 中国研究所

15 朝鮮学報 朝鮮学会

16 日本植民地研究 日本植民地研究会

17 日本中國學會報 日本中國學會

18 判例時報 判例時報社

19 法学教室 有斐閣

20 法学セミナー 日本評論社

21 法律時報 日本評論社

22 自治研究 第一法規

23 法律のひろば ぎょうせい

24 時の法令 東京官書普及

経済・経営・統計

1 Eneco : business i. 日本工業新聞新社

2 Harvard business review ダイヤモンド社

3 Wedge : businessman magazine = ウエッジ ウエッジ

4 アジア経済 アジア経済研究所

5 インベスター・リレーションズ 日本インベスター・リレーションズ学会

6 エコノミスト 毎日新聞社

7 會計 森山書店

8 会計・監査ジャーナル 第一法規

9 会計人コース 中央経済社

10 環境ビジネス 宣伝会議

11 季刊経済理論 経済理論学会

12 企業会計 中央経済社

13 企業と人材 産労総合研究所

14 金融研究 日本銀行金融研究所

15 経営史学 経営史学会

16 経済 新日本出版社
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17 経済セミナー 日本評論社

18
原価計算研究= The Journal of cost accounting
research

日本原価計算研究学会

19 公益事業研究 公益事業学会

20 産業經理 産業經理協會

21 社会経済史学 社会経済史学会

22 週刊経営財務 税務研究会

23 週刊ダイヤモンド ダイヤモンド社

24 週刊東洋経済 東洋経済新報社

25 人事実務 産労総合研究所

26 信託 信託協会

27 世界経済評論 世界経済研究協会

28 地方債月報 地方債協会

29 地方財政 地方財務協会

30 地方財務 ぎょうせい

31 中国経済経営研究 中国経済経営学会

32 統計 日本統計協会

33 統計学 経済統計学会

34 日経ESG : 成長し続けるための経営誌 日経BP社

35 日経ビジネス 日経BP社

36 日中経協ジャーナル 日中経済協会

37 一橋ビジネスレビュー= Hitotsubashi business review 東洋経済新報社

38 プレジデント プレジデント社

39 歴史と経済
政治経済学・経済史学会
農林統計協会（発行）

40 公営企業 地方財務協会

41 地方税 地方財務協会

社会

1 The Community : コミュニティ 地域社会研究所

2 女たちの21世紀 アジア女性資料センター

3 季刊労働法 労働開発研究会

4 京都ライトハウス通信 京都ライトハウス

5 コミュニティ心理学研究 日本コミュニティ心理学会

6 産業・組織心理学研究 産業・組織心理学会

7 視覚障害 障害者団体定期刊行物協会

8 実験社会心理学研究 日本グループ・ダイナミックス学会
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9 社会学評論 日本社会学会

10 社会福祉学 日本社会福祉学会

11 社会臨床雑誌 日本社会臨床学会

12
障害者問題研究 = Japanese journal for the problems of
the handicapped

全国障害者問題研究会

13
女性学 : 日本女性学会学会誌 = Journal of Women's
Studies Association of Japan

日本女性学会　新水社 (発売)

14 女性情報 パド・ウィメンズ・オフィス

15 女性展望　= Women's perspective 市川房枝記念会出版部

16 日本聴力障害新聞 全日本聾唖連盟

17 日本労働研究雑誌 労働政策研究・研修機構

18 部落解放研究 部落解放・人権研究所

19 部落問題研究 部落問題研究所

20 労働科学 労働科学研究所

21 労働の科学 労働科学研究所出版部

教育

1 Sexuality = 季刊セクシュアリティ エイデル研究所

2 英語教育 大修館書店

3 学校メンタルヘルス 日本学校メンタルヘルス学会

4 季刊教育法 エイデル研究所

5 季刊人間と教育 旬報社

6 教育 国土社

7 教育科学. 国語教育 明治図書出版

8 教育学研究 日本教育学会

9 教育社会学研究 東洋館出版社

10 教育心理学研究 日本教育心理学会

11 教育心理学年報 日本教育心理学会

12 教育美術 教育美術振興会

13 教職課程 協同出版

14 切抜き速報．教育版 ニホン・ミック

15 月刊社会教育 国土社

16 月刊保育とカリキュラム ひかりのくに

17 高校生活指導 教育実務センター

18 子どもの遊びと手の労働 子どもの遊びと手の労働研究会

19 作文と教育 百合出版

20 算数授業研究 筑波大学附属小学校算数研究部
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21 児童心理 金子書房

22 児童養護 : 季刊 全社協養護施設協議会

23 社会科教育 明治図書出版

24 社会教育 全日本社会教育連合会

25 社会教育職員研究 全国社会教育職員養成研究連絡協議会

26 新英語教育 三友社

27 新幼児と保育 小学館

28 生活教育
日本生活教育連盟(編)
生活ジャーナル(発売)

29 生活指導 明治図書出版

30 青年心理学研究 日本青年心理学会

31 体育科教育 大修館書店

32 大學時報 日本私立大學連盟

33 たのしい体育・スポーツ 学校体育研究同志会

34 道徳教育 明治図書出版

35 特殊教育学研究 日本特殊教育学会

36 内外教育 時事通信社

37 日本教育新聞 日本教育新聞社

38 日本教育法学会年報 有斐閣

39 日本語教育 日本語教育学会

40 日本の学童ほいく 全国学童保育連絡協議会

41 発達 ミネルウ゛ァ書房

42 保育学研究 日本保育学会

43 保育の友 全国社会福祉協議会

44 理科教室 日本標準

45 歴史地理教育 歴史教育者協議会

風俗習慣・民俗学

1 季刊民族学 千里文化財団

2 月刊みんぱく 国立民族学博物館

3 装苑 : 服装研究 文化服装學院出版部

4 文化人類学 日本文化人類学会

自然科学

1 Newton : graphic science magazine　= ニュートン ニュートンプレス

2 科学 岩波書店
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3 科学史研究. 第II期 日本科学史学会(発行)／岩波書店(発売)

4 情報処理 情報処理学会

5 数学セミナー 日本評論社

6 日経コンピュータ 日経BP社

7 日経サイエンス : Scientific American 日本版 日経サイエンス社

8 日経パソコン = Nikkei personal computing 日経BP社

技術・工学

1 環境と公害 : 自然と人間の共生を求めて 岩波書店

2 暮しの手帖. ４世紀 暮しの手帖社

産業・商業

1 JTB時刻表 JTBパブリッシング

2 外国貿易概況 日本関税協会

3 経済産業統計 経済産業調査会

4 広告 内外通信社博報堂

5 宣伝会議 宣伝会議

6 農業経済研究
日本農業経済学会(発行)
岩波書店（発売）

7 農業と経済 昭和堂

8 販売革新 商業界

9 不動産鑑定 住宅新報社

10 ブレーン : 広告とマーケティング 宣伝会議

11 貿易と関税 日本関税協会

芸術

1 Axis : 季刊デザイン誌アクシス アクシス

2 BT : 美術手帖 : bijutsu techo : monthly art magazine 美術出版社

3 CDジャーナル : コンパクトディスクジャーナル 音楽出版社

4 NFAJニューズレター:NFAJ newsletter 東京国立近代美術館

5  Rear : 芸術批評誌リア リア制作室

6 アイデア 誠文堂新光社

7 あいだ 『あいだ』の会

8 アサヒカメラ 朝日新聞社

9 一寸 書痴同人

10 演劇界 演劇出版社
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11 キネマ旬報 キネマ旬報社

12 芸術新潮 新潮社

13 藝能史研究 藝能史研究會

14 月刊ギャラリー ギャラリーステーション

15 月刊文化財 第一法規

16 國華 國華社

17 テアトロ : 綜合演劇雑誌 カモミール社

18 美學 美学会(編・発行)／美術出版（発売）

19 悲劇喜劇 早川書房

20 美術史 美術史學會

スポーツ・体育

1
Number : sports graphic　= ナンバー ： スポーツグラ
フィック

文藝春秋

2 Sportsmedicine ブックハウス・エイチディ

3 Training journal　= 月刊トレーニング・ジャーナル ブックハウス・エイチディ 【電子ジャーナル】

4 岳人 東京新聞出版局

5 体育学研究 = Research of physical education 日本体育学会

6 体育の科学 杏林書院

7 山と渓谷 山と渓谷社

8
臨床スポーツ医学 = The journal of clinical sports
medicine

文光堂

言語

1 English journal アルク

2 La Movado ラ・モバード社

3 言語研究 日本言語学会

4 日本語学 明治書院

5 日本語の研究 日本語学会(編・発行)／武蔵野書院(発売)

6 ふらんす 白水社

文学・児童文学

1 群像 講談社

2 現代詩手帖 思潮社

3 新潮 新潮社

4 すばる : 昴 : 文芸季刊誌 集英社

5 日本児童文学 日本児童文学者協会
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6 文學界 文藝春秋

7 文藝 河出書房新社

8 ユリイカ : 詩と評論 = Eureka 青土社

日本文学

1 解釈 解釈学会

2 國語國文
京都大学文学部国語学国文学研究室（編)　中央図書出
版社（発行）

3 國語と國文學 東京大学国語国文学会(編)　至文堂（発行）

4 短歌 角川学芸出版

5 短歌研究 短歌研究社

6 日本文学 日本文学協会

7 俳句 角川グループパブリッシング(発売)／角川学芸出版(発行)

中国文学・東洋文学

1 今天 今天文學雑誌社 中国語

2 上海文学 上海文学雑誌社 中国語

3 収穫 収穫文学雑誌社 中国語

4 小説月報 百花文芸出版社 中国語

5 新文学史料 人民文学出版社 中国語

6 人民文学 中国作家出版集団 中国語

7 当代 人民文学出版社 中国語

8 復印報刊資料. J3, 中国現代，当代文学研究 中国人民大学書報資料中心 中国語

9 文学評論 文学評論雑誌社 中国語

10 文藝研究 文藝研究雑誌社 中国語

11 文藝報 中国作家出版集団 中国語

英米文学

1 オーウェル研究 日本オーウェル協会
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