
区分 科目名 教員 教室 区分 科目名 教員 教室 区分 科目名 教員 教室 区分 科目名 教員 教室 区分 科目名 教員 教室

前期 選必 漢文入門A 洲脇武志 ７号館

後期 選必 漢文入門B 洲脇武志 ７号館

前期 選必 漢文基礎A 洲脇武志 7号館 選必 日本近世・近代史研究A 友田昌宏 7号館 選必 日本近世・近代史史料講読Ａ 友田昌宏 8号館

後期 選必 漢文基礎B 洲脇武志 7号館 選必 日本近世・近代史研究B 友田昌宏 7号館 選必 日本近世・近代史史料講読Ａ 友田昌宏 8号館

選必 宗教学概説A 武藤慎一 ７号館 必 歴史文化学入門A 武藤他4 7号館 選必 西洋古典語入門１A 須藤英幸 8号館 選必 西洋古典語入門2A 須藤英幸 8号館 選必 西洋文化史概論A 須藤英幸 8号館

選必 日本史概説A 久住真也 2号館 選必 東洋史概説A 湯城吉信 2号館 選必 観光歴史学概論A 宮瀧交二 8号館

選必 宗教学概説B 武藤慎一 ７号館 必 歴史文化学入門B 武藤他4 7号館 選必 西洋古典語基礎１B 須藤英幸 8号館 選必 西洋古典語基礎2B 須藤英幸 8号館 選必 西洋文化史概論B 岡田聡 8号館

選必 日本史概説B 久住真也 2号館 選必 東洋史概説B 湯城吉信 2号館 選必 観光歴史学概論B 宮瀧交二 8号館

選必
旅行業・観光事業の現状と課題研

究A
野瀬元子 7号館 選必 東洋古代・中世史研究A 大知聖子 7号館 必 基礎演習A 久住真也 7号館 選必 東洋近世・近代史研究A 湯城吉信 7号館 選必 西洋古代・中世史研究A 武藤慎一 7号館

必 基礎演習A 岡田聡 7号館

後期 選必
旅行業・観光事業の現状と課題研

究B
野瀬元子 7号館 選必 東洋古代・中世史研究B 青木健 7号館 必 基礎演習B 久住真也 7号館 選必 東洋近世・近代史研究B 濱本真実 8号館 選必 西洋古代・中世史研究Ｂ 須藤英幸 7号館

前期 選必 観光英語A 小越美貴子 7号館 選必 日本史概説A 落合義明 2号館 全 歴史学A 村井信幸 2号館 全 歴史学A 村井信幸 2号館

後期 選必 観光英語B 小越美貴子 7号館 選必 日本史概説B 落合義明 2号館 全 歴史学B 村井信幸 2号館 全 歴史学B 村井信幸 2号館

前期 選必 日本古代・中世史史料講読Ａ 井野上眞弓 8号館 選必 日本古代・中世史研究A 落合義明 7号館 必 基礎演習A 落合義明 7号館

後期 選必 日本古代・中世史史料講読B 井野上眞弓 8号館 選必 日本古代・中世史研究B 落合義明 7号館 必 基礎演習B 落合義明 7号館

前期 全 宗教学A 武藤慎一 2号館 選必 西洋史概説A 池本今日子 2号館 全 異文化世界にふれるA 村井信幸 2号館 必 基礎演習A 村井信幸 7号館

後期 全 宗教学B 武藤慎一 2号館 選必 西洋史概説B 池本今日子 2号館 全 異文化世界にふれるB 村井信幸 2号館 必 基礎演習B 村井信幸 7号館

前期 選必 西洋近世・近代史研究A 池本今日子 7号館 選必 旅行業務概論Ａ 家永千恵子 8号館 選必 観光と現代社会研究Ａ 家永千恵子 8号館

後期 選必 西洋近世・近代史研究B 池本今日子 7号館 選必 旅行業務概論B 家永千恵子 8号館 選必 観光と現代社会研究B 家永千恵子 8号館

全 歴史学A 池本今日子 2号館 選必 日本考古学概説A 宮瀧交二 7号館

全 考古学A 宮瀧交二 2号館 全 文化史A 池本今日子 2号館

全 歴史学B 池本今日子 2号館 選必 日本考古学概説B 田尾誠敏 7号館

全 考古学B 宮瀧交二 2号館 全 文化史B 池本今日子 2号館

前期 選必 東洋文化史概論A 方俊植 8号館 選必 世界遺産と観光研究A 田尾誠敏 2号館 必 基礎演習A 田尾誠敏 7号館

選必 東洋文化史概論B 方俊植 8号館 選必 世界遺産と観光研究B 田尾誠敏 2号館 必 基礎演習B 田尾誠敏 7号館

必 基礎演習B 方俊植 7号館

前期

後期

前期 選必 人文地理学概説A 大野新 2号館 選 地誌学概説A 大野新 2号館 選 教科教育法（社会）A 大野新 ７号館

後期 選必 人文地理学概説B 大野新 2号館 選 地誌学概説B 大野新 2号館

※　「必」は必修科目、「選必」は選択必修科目、「選」は選択科目、「全」全学共通科目
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文学部歴史文化学科　時間割（案）　東松山キャンパス

3時限１時限



区分 科目名 教員 教室 区分 科目名 教員 教室 区分 科目名 教員 教室 区分 科目名 教員 教室 区分 科目名 教員 教室

選必 東西特別文化演習A 湯城吉信 3号館 必 専門演習（通年） 落合義明 1号館 選必 江戸文化史研究 滝口正哉 3号館

選 教科教育法（地理歴史）A 宮瀧交二 3号館 必 専門演習（通年） 池本今日子 1号館 選必 江戸文化史演習 滝口正哉 3号館

必 専門演習（通年） 村井信幸 1号館

選必 東西特別文化演習B 武藤慎一 3号館 必 専門演習（通年） 落合義明 1号館

選 教科教育法（地理歴史）B 大野新 3号館 必 専門演習（通年） 池本今日子 1号館

必 専門演習（通年） 村井信幸 1号館

前期 必 卒業研究（通年） 宮瀧他7名 1号館

後期 必 卒業研究（通年） 宮瀧他7名 1号館

前期 選必 鎌倉時代史研究A 髙橋慎一朗 3号館 選必 日本古代・中世史史料演習Ａ 髙橋慎一朗 3号館 選必 日本近世・近代史史料演習Ａ 藤田英昭 3号館 選必 日本史概説A 藤田英昭 3号館

後期 選必 鎌倉時代史研究B 髙橋慎一朗 3号館 選必 日本古代・中世史史料演習Ａ 髙橋慎一朗 3号館 選必 日本近世・近代史史料演習B 藤田英昭 3号館 選必 日本史概説B 藤田英昭 3号館

前期

後期

選必 現代史研究 草野佳矢子 3号館 選必 交流史研究A
村上（新

居）陽子
3号館 必 専門演習（通年） 湯城信吉 1号館 選必 上級観光英語A 小越美貴子 3号館 選必 添乗英語A 小越美貴子 3号館

必 専門演習（通年） 武藤慎一 1号館 選必 シルクロード史研究A 武藤慎一 3号館 選必 西洋史史料演習 濱本真実 3号館

選必 中国文化史研究 湯城吉信 3号館 選必 交流史研究B 湯城信吉 3号館 必 専門演習（通年） 湯城信吉 1号館 選必 上級観光英語B 小越美貴子 3号館 選必 添乗英語B 小越美貴子 3号館

必 専門演習（通年） 武藤慎一 1号館 選必 シルクロード史研究B 濱本真実 3号館 選必 ギリシア・ラテン文化史研究 武藤慎一 3号館

選必 東洋史史料演習 大知聖子 3号館

前期

後期

選必 仏教史研究 宮井里佳 3号館 選必 比較文明論演習A 方俊植 3号館 選必 宗教史研究 方俊植 3号館

必 専門演習（通年） 宮瀧交二 1号館 選必 戦国時代史研究A 中島圭一 3号館 選必 観光歴史学実習A（連続） 宮瀧交二 3号館 選必 観光歴史学実習A（連続） 宮瀧交二 3号館

必 専門演習（通年） 野瀬元子 1号館 選必 観光歴史学実習A（連続） 野瀬元子 3号館 選必 観光歴史学実習A（連続） 野瀬元子 3号館

選必 キリスト教史研究 濵田華練 3号館 選必 比較文明論演習B 方俊植 3号館 選必 観光歴史学実習B（連続） 宮瀧交二 3号館 選必 観光歴史学実習B（連続） 宮瀧交二 3号館

必 専門演習（通年） 宮瀧交二 1号館 選必 戦国時代史研究B 中島圭一 3号館 選必 観光歴史学実習B（連続） 野瀬元子 3号館 選必 観光歴史学実習B（連続） 野瀬元子 3号館

必 専門演習（通年） 野瀬元子 1号館

前期

後期

選必 ミュージアムと観光研究Ａ 小野一之 3号館 選必 明治維新史研究A 久住真也 3号館 選必 日本観光史研究A 古屋秀樹 3号館 選必 世界観光史研究A 古屋秀樹 3号館

選必 博物館概論A 小野一之 3号館 必 専門演習（通年） 久住真也 1号館

選必 ミュージアムと観光研究B 小野一之 3号館 選必 明治維新史研究B 久住真也 3号館 選必 日本観光史研究B 古屋秀樹 3号館 選必 世界観光史研究B 古屋秀樹 3号館

選必 博物館概論B 小野一之 3号館 必 専門演習（通年） 久住真也 1号館

前期

後期

前期 選必 昭和史研究A 茶谷誠一 3号館

後期 選必 昭和史研究B 茶谷誠一 3号館

前期

後期

※　「必」は必修科目、「選必」は選択必修科目、「選」は選択科目
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3

2時限 3時限

前期

１時限

文学部歴史文化学科　時間割（案）　板橋キャンパス

5時限

月

4時限



図書 専門 一般 ①小計 図書 専門 一般 ②小計 図書 専門 一般 ③小計 図書

和書 1,242 15,219 16,461 和書 5,779 45,159 50,938 和書 342 342 和書

洋書 502 3,546 4,048 洋書 2,885 11,667 14,552 洋書 95 95 洋書

合計 1,744 18,765 合計 8,664 56,826 合計 437 合計

総合計 20,509 総合計 65,490 総合計 437 総合計

雑誌 雑誌 雑誌 雑誌

和書 649 和書 527 和書 和書

洋書 25 洋書 65 洋書 洋書

合計 合計 合計 合計

総合計 653 総合計 592 総合計 総合計

電子ｼﾞｬｰﾅﾙ 電子ｼﾞｬｰﾅﾙ 電子ｼﾞｬｰﾅﾙ 電子ｼﾞｬｰﾅﾙ

和書 和書 和書 和書

洋書 洋書 洋書 洋書

合計 合計 合計 合計

総合計 総合計 総合計 総合計

視聴覚 専門 一般 視聴覚 専門 一般 視聴覚 専門 一般 視聴覚

和書 16 81 97 和書 0 189 189 和書 和書

洋書 1 10 11 洋書 0 21 21 洋書 2セット 洋書

合計 17 91 合計 0 210 合計 合計

総合計 108 総合計 210 総合計 総合計

286

32+2セット

108 210 0 318+2セット

0

14 46 0 60

0

14 46 0 60

0

674 592 0 1,266

649 527 0 1176

25 65 0 90

①～③合計

67,741

18,695

20,509 65,490 437 86,436

【資料７ー①】

歴史文化関係申請用図書冊数（既存・新規）

板橋図書館所蔵歴史学科関係 東松山図書館所蔵歴史学科関係 歴史学科新設用購入 板橋・東松山・新設



歴史文化学関係の雑誌等一覧（既存）

Ｎｏ． 和洋区分 書誌ID 契約区分 　　　　　　　　　　　　　　　書名 　　　　　　　　出版社

1 洋書 3200000058 冊子体 Annales historiques de la Révolution française. Nouvelle série Rédaction et administration

2 洋書 3200000209 冊子体 Canadian journal of linguistics The University of Toronto Press

3 洋書 3200000263 冊子体  Deutsche Zeitschrift für Philosophie Akademie Verlag

4 洋書 3200000587 冊子体 Journal of phonetics Seminar press

5 洋書 3200000614 冊子体 Law library journal American Association of Law Libraries

6 洋書 3200000623 冊子体 Lingua Elsevier Science

7 洋書 3200000896 冊子体 Revue d'histoire moderne et contemporaine Société d'histoire moderne

8 洋書 3200000897 冊子体 Revue historique Presses Universitaires de France

9 洋書 3200000949 冊子体 Semiotica Walter de Gruyter & Co.

10 洋書 3200001036 冊子体 Telos Department of Philosophy, State Universi

11 洋書 3200001095 冊子体 Word International Linguistic Association

12 洋書 3200001117 冊子体  Zeitschrift für Geschichtswissenschaft Berlin

13 洋書 3200001172 冊子体
Libri:INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY 
ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS

Munksgaard

14 洋書 3200001642 冊子体 Language & communication Pergamon Press

15 洋書 3200001674 冊子体 Mind & language Blackwell Publishers

16 洋書 3200000243 電子ジャーナル Communication monographs Speech Communication Association

17 洋書 3200000625 電子ジャーナル Linguistic inquiry The M.I.T.Press

18 洋書 3200000668 電子ジャーナル Music and letters Oxford University Press

19 洋書 3200000679 電子ジャーナル Mind Published for the Association by Basil B

20 洋書 3200000768 電子ジャーナル Past & present Past and Present Society

21 洋書 3200001677 電子ジャーナル International journal of lexicography Oxford University Press

22 洋書 3200002030 電子ジャーナル French history Oxford University Press

23 洋書 3200002241 電子ジャーナル First language Alpha Academic

24 洋書 3200002725 電子ジャーナル R.E.L.C. journal Singapore

25 洋書 3200002819 電子ジャーナル Research evaluation Beech Tree Publishing

【資料7－②】
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歴史文化学関係の雑誌等一覧（既存）Ｎｏ． 和洋区分 書誌ID 契約区分 　　　　　　　　　　　　　　　書名 　　　　　　　　出版社

26 洋書 3200000704 電子ジャーナル Notes and queries. New series : for readers and write London

27 洋書 3200000321 電子ジャーナル English studies Swets & Zeitlinger

28 洋書 4050200033 電子ジャーナル Journal of language and social psychology Multilingual Matters

29 洋書 4081000001 電子ジャーナル Past & present supplement Published by Oxford University Press for

30 和書 3000000004 冊子体 Artes liberales 岩手大学人文社会科学部

31 和書 3000000009 冊子体 Cosmica 京都外国語大学

32 和書 3000000013 冊子体 Gallia 大阪大学

33 和書 3000000014 冊子体 書斎の窓 有斐閣

34 和書 3000000017 冊子体 IATSS review 東京

35 和書 3000000022 冊子体 Library and information science 三田図書館情報学会

36 和書 3000000040 冊子体 愛知学院大学語研紀要 日進町

37 和書 3000000042 冊子体 愛知学院大学文学部紀要 愛知学院大学文学会

38 和書 3000000058 冊子体 日本語学 明治書院

39 和書 3000000070 冊子体 愛知大學文學論叢＝愛知大学文学論集 愛知大学

40 和書 3000000082 冊子体 紀要 (青山学院大学文学部) 青山学院大学

41 和書 3000000085 冊子体 青山史学 青山学院大学文学部史学科研究室

42 和書 3000000092 冊子体 アカデミア. 文学・語学編 南山大学

43 和書 3000000106 冊子体 アジア・アフリカ言語文化研究 東京

44 和書 3000000138 冊子体 コミュニケーション紀要 成城大学大学院文学研究科

45 和書 3000000139 冊子体 医学図書館 日本医学図書館協議会

46 和書 3000000165 冊子体 現代思想 青土社

47 和書 3000000229 冊子体 桜文論叢 日本大学

48 和書 3000000246 冊子体 大倉山論集 大倉山文化科学研究所

49 和書 3000000264 冊子体 大阪経済法科大学総合科学研究所年報 八尾

50 和書 3000000273 冊子体 大阪産業大学産業研究所所報 大阪産業大学

51 和書 3000000295 冊子体 春秋 春秋社

52 和書 3000000307 冊子体 大谷学報 大谷大学

53 和書 3000000349 冊子体 帝京短期大学紀要 帝京短期大学

54 和書 3000000350 冊子体 海外事情 拓殖大学海外事情研究所
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55 和書 3000000352 冊子体 海外事情研究所報告 拓殖大学

56 和書 3000000359 冊子体 外国語学会誌 大東文化大学

57 和書 3000000399 冊子体 研究年報 学習院大学文学部

58 和書 3000000456 冊子体 神奈川県立外語短期大学紀要．総合編 神奈川県立外語短期大学

59 和書 3000000468 冊子体 金沢文庫研究 金沢文庫

60 和書 3000000470 冊子体 ユリイカ : 詩と詩論 = Eureka 青土社

61 和書 3000000483 冊子体 関西大学中国文学会紀要 関西大学

62 和書 3000000484 冊子体 関西大学東西学術研究所紀要 関西大学

63 和書 3000000547 冊子体 九州文化史研究所紀要 九州文化史研究所

64 和書 3000000584 冊子体 研究論叢 京都外国語大学

65 和書 3000000659 冊子体 群馬大学教育学部紀要. 人文・社会科学編 群馬大学

66 和書 3000000725 冊子体 芸文研究 慶応義塾大学

67 和書 3000000769 冊子体 言語研究 日本言語学会

68 和書 3000000772 冊子体 言語文化研究 松山大学

69 和書 3000000836 冊子体 神戸女学院大学論集 神戸女学院大学

70 和書 3000000847 冊子体 紀要 (郡山女子大学) 郡山女子大学

71 和書 3000000850 冊子体 語学文学 北海道教育大学

72 和書 3000000853 冊子体 国学院雑誌 国学院大学

73 和書 3000000855 冊子体 国学院大学紀要 国学院大学

74 和書 3000000880 冊子体 国際基督教大学学報．IV-B，人文科学研究(キリスト教と文化) 国際基督教大学

75 和書 3000000951 冊子体 コミュニケーション研究 東京

76 和書 3000001013 冊子体 史淵 九州大学

77 和書 3000001015 冊子体 史學雜誌=史学雑誌 史学会

78 和書 3000001024 冊子体 滋賀大学経済学部附属史料館研究紀要 彦根

79 和書 3000001026 冊子体 史観 早稲田大学史学会

80 和書 3000001028 冊子体 詩経研究 東京

81 和書 3000001037 冊子体 汲古 汲古書院

82 和書 3000001047 冊子体 史泉 関西大学史学会

83 和書 3000001050 冊子体 史艸 山川出版社
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84 和書 3000001068 冊子体 斯道文庫論集 慶応義塾大学

85 洋書 3000001073 冊子体 宗教法 : 宗教法学会誌 宗教法学会

86 和書 3000001127 冊子体 宗教と文化 聖心女子大学キリスト教文化研究所

87 洋書 3000001143 冊子体 純真紀要 純真女子短期大学

88 和書 3000001179 冊子体 上智史学 上智大学史学会

89 和書 3000001212 冊子体 書陵部紀要 宮内庁書陵部

90 和書 3000001218 冊子体 私立大学図書館協会会報 私立大学図書館協会

91 和書 3000001221 冊子体 史林(京都大学大学院) 史学研究会

92 和書 3000001243 冊子体 人文学 同志社大学

93 和書 3000001247 冊子体 人文学報 大日本図書株式会社

94 和書 3000001249 冊子体 新聞研究 日本新聞協会

95 和書 3000001252 冊子体 人文論究 函館人文學會

96 和書 3000001254 冊子体 人文論集 早稲田大学法学会

97 和書 3000001279 冊子体 成蹊大学一般研究報告 成蹊大学

98 和書 3000001282 冊子体 中国詩文論叢 中国詩文研究会

99 和書 3000001283 冊子体 成蹊大学文学部紀要 成蹊大学文学部

100 和書 3000001294 冊子体 成城文藝 至文堂

101 和書 3000001316 冊子体 西洋史学 比叡書房

102 和書 3000001318 冊子体 聖霊女子短期大学紀要 聖霊女子短期大学

103 和書 3000001331 冊子体 独協大学外国語教育研究 独協大学外国語教育研究所

104 和書 3000001337 冊子体 専修人文論集 専修大学

105 和書 3000001356 冊子体 千里山文学論集 関西大学

106 和書 3000001387 冊子体 大学図書館研究 学術文献普及会

107 和書 3000001391 冊子体 大正大学綜合佛教研究所年報 大正大学

108 和書 3000001395 冊子体 大東文化大学漢学会誌 大東文化大学

109 和書 3000001399 冊子体 大東文化大学紀要.人文科学 大東文化大学

110 和書 3000001410 冊子体 高千穂論叢 高千穂商科大学商学会

111 和書 3000001415 冊子体 論叢 玉川大学出版部

112 和書 3000001434 冊子体 千葉大学人文研究 千葉大学

113 和書 3000001436 冊子体 茶道の研究 茶道之研究社
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114 和書 3000001442 冊子体 中央学術研究所紀要 中央学術研究所

115 和書 3000001452 冊子体 中央大学論集 中央大学出版部

116 和書 3000001463 冊子体 中国古典研究 早稲田大学

117 和書 3000001470 冊子体 中国文学研究 早稲田大学

118 和書 3000001471 冊子体 中国文学報(京都大学文学部中国語学中国文学編) 中国文学会

119 和書 3000001478 冊子体 調査研究報告 学習院大学

120 和書 3000001481 冊子体 著作権研究 著作権法学会

121 和書 3000001494 冊子体 都留文科大学研究紀要 都留文科大学

122 和書 3000001499 冊子体 哲学・思想論集 筑波大学哲学・思想学系

123 和書 3000001516 冊子体 哲学 三田哲学会

124 洋書 3000001517 冊子体 哲學研究＝哲学研究 京都哲學會

125 和書 3000001534 冊子体 東海大学紀要.外国語教育センター 東海大学出版会

126 和書 3000001570 冊子体 東京女子大学紀要論集 東京女子大学

127 和書 3000001583 冊子体 東京大学史料編纂所報 東京大学

128 和書 3000001626 冊子体 同朋大学論叢 同朋大学

129 和書 3000001627 冊子体 同朋仏教 同朋大学

130 和書 3000001628 冊子体 Philosophia 光の書房

131 和書 3000001629 冊子体 東北 東北学院大学

132 和書 3000001652 冊子体 東洋学術研究 東洋哲学研究所

133 洋書 3000001654 冊子体 東洋学論叢 東洋大学文学部

134 和書 3000001656 冊子体 東洋研究 大東文化大学東洋研究所

135 和書 3000001657 冊子体 東洋史苑 龍谷大学東洋史学研究会

136 和書 3000001658 冊子体 東洋史研究 政經書院

137 和書 3000001679 冊子体 東洋文庫年報 東洋文庫

138 和書 3000001702 冊子体 図書館界 日本圖書館研究會

139 和書 3000001703 冊子体 図書館学（西日本図書館学会） 西日本図書館学会

140 和書 3000001720 冊子体 獨協大学ドイツ学研究 獨協大学学術研究会

141 和書 3000001748 冊子体 長野県短期大学紀要 長野県短期大学紀要委員会

142 和書 3000001763 冊子体 名古屋大学文学部研究論集. 哲学 名古屋大学

143 洋書 3000001765 冊子体 名古屋短期大学研究紀要 名古屋
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144 洋書 3000001772 冊子体 南山神学 名古屋

145 和書 3000001787 冊子体 二松学舎大学人文論叢 二松学舎大学人文学会

146 和書 3000001789 冊子体 二松學舍大學論集＝二松学舎大学論集 二松學舍大學

147 和書 3000001802 冊子体 日本語と日本語教育 慶応義塾大学

148 和書 3000001804 冊子体 日本児童文学 日本児童文学者協会

149 和書 3000001808 冊子体 日本女子大学紀要.文学部 東京

150 洋書 3000001849 冊子体 日本歴史 吉川弘文館

151 洋書 3000001891 冊子体 函館大学論究 函館大学商学部

152 和書 3000001914 冊子体 比較文學研究＝比較文学研究 朝日出版社

153 和書 3000001915 冊子体 比較文学年誌 理想社

154 和書 3000001923 冊子体 彦根論叢 滋賀大学

155 和書 3000002006 冊子体 福岡大学大学院論集 福岡大学大学院

156 和書 3000002016 冊子体 文化学年報 同志社大学

157 和書 3000002018 冊子体 藤女子大学紀要. 第I部 藤女子大学

158 和書 3000002021 冊子体 富士大学紀要 富士大学学術研究会

159 和書 3000002032 冊子体 フランス文化研究 獨協大学学術研究会

160 和書 3000002033 冊子体 カレントアウェアネス 国立国会図書館企画教養課・図書館情報室

161 和書 3000002034 冊子体 文化 岩波書店

162 和書 3000002046 冊子体 文学部紀要 (中京大学) 中京大学

163 和書 3000002047 冊子体 本 講談社

164 和書 3000002052 冊子体 文化と言語 札幌大学外国語学部

165 和書 3000002055 冊子体 文教大学教育学部紀要 越谷

166 和書 3000002059 冊子体 文芸研究 明治大学

167 和書 3000002075 冊子体 別府大学紀要 別府大学

168 和書 3000002107 冊子体 法政大学教養部紀要.人文科学編 法政大学教養部

169 和書 3000002111 冊子体 大学院紀要　(法政大学大学院) 法政大学大学院

170 和書 3000002131 冊子体 岡山大学文学部紀要 岡山大学文学部

171 和書 3000002157 冊子体 待兼山論叢. 史学篇 大阪大学大学院文学研究科

172 和書 3000002158 冊子体 待兼山論叢. 哲学篇 大阪大学大学院文学研究科

173 和書 3000002159 冊子体 待兼山論叢．日本学編 大阪大学
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174 和書 3000002161 冊子体 待兼山論叢．文学編 大阪大学

175 和書 3000002179 冊子体 三井文庫論叢 三井文庫

176 和書 3000002180 冊子体 密教學＝密教学 [出版者不明]

177 和書 3000002181 冊子体 密教文化 高野山出版社

178 和書 3000002217 冊子体 武蔵大学論集 武蔵大学

179 和書 3000002223 冊子体 Voice＝ボイス PHP研究所

180 和書 3000002265 冊子体 モラロジー研究 モラロジー研究所

181 和書 3000002266 冊子体 盛岡大学紀要 盛岡

182 和書 3000002283 冊子体 山形大学紀要．人文科学 山形大学

183 和書 3000002294 冊子体 山口大學文學會志＝山口大学文学会志 山口大學文學會

184 和書 3000002306 冊子体 横浜商科大学紀要 横浜商科大学紀要委員会

185 和書 3000002312 冊子体 横浜市立大学論叢. 人文科学系列 横浜市立大学

186 洋書 3000002318 冊子体 理想（理想社） 理想社

187 和書 3000002344 冊子体 立命館大学人文科学研究所紀要 立命館大学人文科学研究所

188 和書 3000002380 冊子体 歴史人類 筑波大学

189 和書 3000002384 冊子体 歴史評論 丹波書林

190 和書 3000002397 冊子体 東方 東方書店

191 和書 3000002408 冊子体 早稲田大学史記要 早稲田大学大学史編集所

192 和書 3000002489 冊子体 神学と人文.　大阪キリスト教短期大学紀要 大阪キリスト教短期大学

193 和書 3000002505 冊子体 日本古書通信 : the Nippon kosho tsushin 日本古書通信社

194 和書 3000002517 冊子体 東海大学短期大学紀要 東海大学出版会

195 和書 3000002538 冊子体 立命館文學＝立命館文学 京都印書館

196 和書 3000002543 冊子体 音楽の友 音楽之友社

197 洋書 3000002618 冊子体 学習院大学史料館紀要 学習院大学史料館

198 和書 3000002623 冊子体 歴史地理学 古今書院

199 和書 3000002658 冊子体 お茶の水女子大学中国文学会報 お茶の水女子大学

200 和書 3000002723 冊子体 潮 潮出版社

201 和書 3000002729 冊子体 龍谷紀要 龍谷大学

202 和書 3000002741 冊子体 Verba 鹿児島大学教養部ドイツ語研究室

203 和書 3000002744 冊子体 文化学年報 神戸大学
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204 和書 3000002802 冊子体 学鐙 丸善

205 和書 3000002803 冊子体 国立国会図書館月報 国立国会図書館

206 和書 3000002804 冊子体 北の丸 国立公文書館

207 和書 3000002902 冊子体 国立歴史民俗博物館研究報告 佐倉

208 和書 3000002933 冊子体 月刊みんぱく 財団法人千里文化財団

209 和書 3000002964 冊子体 南山神学別冊 名古屋

210 和書 3000002976 冊子体 國立國会図書館年報＝国立国会図書館年報 國立國会図書館

211 和書 3000003050 冊子体 秋田論叢 ; Akita ronso 秋田経済法科大学法学部

212 和書 3000003073 冊子体 創価女子短期大学紀要 創価女子短期大学

213 和書 3000003115 冊子体 立正大学文学部研究紀要 立正大学文学部

214 和書 3000003120 冊子体 覇王樹 覇王樹社

215 和書 3000003157 冊子体 川口短大紀要 川口短期大学

216 和書 3000003198 冊子体 中国 社会と文化 東大中国学会

217 和書 3000003220 冊子体 日本大学精神文化研究所紀要 日本大学精神文化研究所

218 和書 3000003232 冊子体 言語と文化 文教大学言語文化研究所

219 和書 3000003274 冊子体 日本の参考図書.四季版 日本図書館協会

220 和書 3000003280 冊子体 人文論叢 ; Jinbun ronso 三重大学人文学部

221 和書 3000003297 冊子体 新聞ダイジェスト 日本総合出版株式会社

222 和書 3000003312 冊子体 中国関係論説資料. 第1分冊, 哲学・宗教・文化 論説資料保存会

223 和書 3000003333 冊子体
いわき明星大学人文学部研究紀要 ; Research bulletin of 
Iwaki

いわき明星大学

224 和書 3000003340 冊子体 宮崎産業経営大学研究紀要 宮崎産業経営大学法学会・経営学会

225 和書 3000003365 冊子体 帝京史学 帝京大学文学部史学科

226 和書 3000003366 冊子体 語学教育研究論叢 大東文化大学語学教育研究所

227 和書 3000003390 冊子体 文学部紀要 (文教大学) 文教大学

228 和書 3000003396 冊子体 徳島文理大学文学論叢 徳島文理大学文学部

229 和書 3000003403 冊子体 研究紀要. 一般教育・外国語・保健体育 日本大学経済学研究会

230 和書 3000003431 冊子体 ICU language research bulletin ; 語学研究
 International Christian University the Division of 
Languages , c1986-
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231 和書 3000003458 冊子体
杏林大学外国語学部紀要 ;Kyorin University review of the 
Faculty of Foreign Languages

杏林大学外国語学部

232 和書 3000003471 冊子体 札幌学院大学人文学会紀要 札幌学院大学人文学会

233 和書 3000003482 冊子体 杏林大学研究報告. 教養部門 杏林大学

234 和書 3000003503 冊子体 愛知学院大学教養部紀要 愛知学院大学教養教育研究会

235 和書 3000003606 冊子体 中国関係論説資料． 第2分冊， 文学・語学 論説資料保存会

236 和書 3000003624 冊子体 アジア・アフリカ研究　アジアアフリカ研究 アジア・アフリカ研究所

237 和書 3000003632 冊子体 The Journal of American and Canadian studies 上智大学アメリカ・カナダ研究所

238 和書 3000003663 冊子体 明海大学外国語学部論集 明海大学外国語学部紀要編集委員会

239 和書 3000003681 冊子体 フェリス女学院大学文学部紀要 ; Ferris studies フェリス女学院大学

240 和書 3000003703 冊子体 Lingua ; /Foreign Languages in General Education Sophia Univ 上智大学一般外国語主事室

241 和書 3000003704 冊子体 東京人 東京都文化振興会

242 和書 3000003735 冊子体 渋沢研究 渋沢史料館

243 和書 3000003739 冊子体 日本語学論説資料． 第2分冊 論説資料保存会

244 和書 3000003743 冊子体 駒沢大学禅研究所年報 駒沢大学禅研究所

245 和書 3000003761 冊子体
県立新潟女子短期大学研究紀要 ; The bulletin of Niigata 
Women

県立新潟女子短期大学

246 和書 3000003770 冊子体 沖縄キリスト教短期大学紀要 沖縄キリスト教短期大学

247 和書 3000003778 冊子体 研究会報告 大東文化大学日本語文法研究会

248 和書 3000003784 冊子体 研究紀要CARITAS カリタス女子短期大学

249 和書 3000003785 冊子体 広島大学留学生センター紀要 広島大学留学生センター

250 和書 3000003787 冊子体 政教研紀要 国士館大学日本政教研究所

251 和書 3000003790 冊子体 上越教育大学研究紀要 上越教育大学

252 和書 3000003791 冊子体 松山大学大学院松山論叢 松山大学

253 和書 3000003815 冊子体 湘南短期大学紀要 湘南短期大学

254 和書 3000003824 冊子体 北海学園大学学園論集 北海学園大学学術研究会

255 和書 3000003825 冊子体 立正大学文学部論叢 立正大学文学部

256 和書 3000003826 冊子体 仙台大学紀要 仙台大学

257 和書 3000003827 冊子体 教養論集 成城大学法学会
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258 和書 3000003840 冊子体 創価大学外国語学科紀要 創価大学外国語学科

259 和書 3000003848 冊子体 人文学部紀要 (神戸学院大学人文学部) 神戸学院大学人文学部

260 和書 3000003857 冊子体 外国語外国文化研究 国士館大学外国語研究室

261 和書 3000003877 冊子体 New media＝ ニュー　メディア ＝ ニューメディア ニューメディア

262 和書 3000003881 冊子体 人民日報 ; Renmin ribao 人民日報出版社

263 和書 3000003900 冊子体 教学与研究 中国人民大学出版社

264 和書 3000003903 冊子体 文物 文物出版社

265 和書 3000003904 冊子体
圖書情報工作 ; Library and information service＝図書情報工
作

科学出版社

266 和書 3000003908 冊子体 中国図書館学報 書目文献出版者

267 和書 3000003912 冊子体 東北師大学報. 哲学社会科学版 東北師大学編集部

268 和書 3000003916 冊子体 収穫 収穫文学雑志社

269 和書 3000003918 冊子体 同済大学学報. 自然科学版 同済大学出版社

270 和書 3000003919 冊子体 斉魯学刊 曲阜師範大学斉魯学刊編集部

271 和書 3000003931 冊子体 大東文化大學中國學論集＝大東文化大学中国学論集 大東文化大學大学院中國文學科

272 和書 3000003939 冊子体 亜洲週刊 亜洲週刊有限公司

273 和書 3000003988 冊子体 宮崎女子短期大学紀要 宮崎女子短期大学

274 和書 3000004003 冊子体 相愛女子短期大学研究論集 相愛女子短期大学

275 和書 3000004016 冊子体 岐阜市立女子短期大学研究紀要 岐阜市立女子短期大学

276 和書 3200001757 冊子体 Europe : Revue Litteraire Mensuelle

277 和書 3000004096 冊子体 対照言語学研究 海山文化研究所

278 和書 3000004101 冊子体 中国人民大学学報 北京報刊発行局

279 和書 3200001910 冊子体 Nichibunken Japan review NAN'UN-DO

280 和書 3000004114 冊子体 文書館紀要 埼玉県立文書館

281 和書 3000004133 冊子体 ネットワーク資料保存 日本図書館協会資料保存委員会

282 和書 3000004151 冊子体 久留米大学文学部紀要.国際文化学科編 久留米大学文学部

283 和書 3000004167 冊子体 京都精華大学紀要 ; Journal of Kyoto Seika University 京都精華大学

284 和書 3000004175 冊子体 文化論集 早稲田商学同攻会

285 和書 3000004185 冊子体 聖学院大学総合研究所紀要 聖学院大学総合研究所

286 和書 3000004183 冊子体 相愛大学研究論集 相愛大学
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287 和書 3000004203 冊子体 東京大学史料編纂所研究紀要 東京大学史料編纂所

288 和書 3000004210 冊子体 日本女子大学紀要. 人間社会学部 ; Journal 日本女子大学人間社会学部

289 和書 3000004258 冊子体 自然・人間・社会 関東学院大学経済学部教養学会

290 和書 3000004286 冊子体
武蔵大学総合研究所紀要 ; Journal of Musashi University 
Resea

武蔵大学総合研究所

291 和書 3000004333 冊子体 福井県立大学論集 福井県立大学

292 和書 3000004334 冊子体 学習院大学人文科学論集 学習院大学大学院人文科学研究科

293 和書 3000004358 冊子体 Asia21. 基礎教材編 大東文化大学国際関係学部現代アジア研究所

294 和書 3000004310 冊子体 國學院中國學會報＝国学院中国学会報 國學院大學中國學會

295 和書 3200002030 冊子体 French history Oxford University Press

296 和書 3000004457 冊子体
広島文教女子大学紀要 ; ブンキョウ ジョシ ダイガク キヨウ ; 
Bulletin of

広島文教女子大学

297 和書 3000004508 冊子体 東洋学園大学紀要 東洋学園大学

298 和書 3000004514 冊子体 人文・社会科学論集 東洋英和女学院大学

299 和書 3000004536 冊子体 大東文化大学日本語学科年報 東京 :大東文化大学日本語学科

300 和書 3000004566 冊子体 ビブリア : 天理図書館報 養徳社

301 和書 3000004567 冊子体 女性歴史文化研究所紀要 京都橘大学女性歴史文化研究所

302 和書 3000004649 冊子体 人文科学研究 高知大学人文学部人文学科

303 和書 3000004647 冊子体 成蹊人文研究 成蹊大学大学院文学研究科

304 和書 3000004652 冊子体 京都経済短期大学論集 京都経済短期大学学会

305 和書 3000004674 冊子体 東京都図書館協会報 東京都図書館協会

306 和書 3000004696 冊子体 和歌山大学教育学部紀要. 人文科学 和歌山大学教育学部

307 和書 3200002164 冊子体 Poetica；An International Journal of Linguistic-Literary Stu Verlag Ferdinand Schoeningh GMBH

308 和書 3000004770 冊子体 インド哲学仏教学研究 東京大学文学部印度哲学研究室

309 和書 3000004904 冊子体 教養研究 九州国際大学教養学会

310 和書 3000004908 冊子体 同朋大学佛教文化研究所紀要 同朋大学佛教文化研究所

311 和書 3000004911 冊子体 椙山女学園大学研究論集. 人文科学篇 椙山女学園大学

312 和書 3000004929 冊子体
徳島大学総合科学部人間社会文化研究 ; Tokushima ; Journal 
of

徳島大学総合科学部

313 和書 3000004928 冊子体 言語文化研究 徳島大学総合科学部
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314 和書 3000004930 冊子体 神戸親和女子大学研究論叢 神戸親和女子大学

315 和書 3000004943 冊子体 東北福祉大学研究紀要 東北福祉大学

316 和書 3000004993 冊子体 比較文化年報 久留米大学大学院比較文化研究科

317 和書 3000004998 冊子体 文学研究論集 ; Studies in arts & letters 明治大学大学院

318 和書 3000005012 冊子体 資料館紀要 (京都府立総合資料館) 京都府立総合資料館

319 和書 3000005018 冊子体 紀要 (柴田学園) 柴田学園

320 和書 3000005026 冊子体 慶応義塾大学言語文化研究所紀要 慶応義塾大学

321 和書 3000005032 冊子体 現代社会文化研究 新潟大学大学院現代社会文化研究科

322 和書 3000005034 冊子体 琉球大学欧米文化論集 琉球大学法文学部

323 和書 3000005093 冊子体 桐蔭論叢 = Research bulletin, Tōin University of Yokohama 桐蔭学園横浜大学

324 和書 3000005136 冊子体 比較文化研究 久留米大学比較文化研究所

325 和書 3000005139 冊子体 花園大学文学部研究紀要 花園大学文学部

326 和書 3000005174 冊子体 年報日本史叢 筑波大学歴史・人類学系

327 和書 3000005179 冊子体 熊本県立大学文学部紀要 熊本県立大学文学部

328 和書 3000005193 冊子体 専修総合科学研究 専修大学緑鳳学会

329 和書 3000005207 冊子体 清華學報 清華學報社

330 和書 3000005229 冊子体
早稲田大学大学院文学研究科紀要. 第1分冊, 哲学東洋哲学
心理学

早稲田大学大学院文学研究科

331 和書 3000005233 冊子体
早稲田大学大学院文学研究科紀要. 第2分冊, 英文学フランス
文学ドイツ

早稲田大学大学院文学研究科

332 和書 3000005234 冊子体
早稲田大学大学院文学研究科紀要. 第3分冊, 日本文学演劇
美術史

早稲田大学大学院文学研究科

333 和書 3000005245 冊子体 中京学院大学研究紀要 中京学院大学経営学会

334 和書 3000005265 冊子体 環日本海研究年報 新潟大学大学院現代社会文化研究科

335 和書 3000005270 冊子体 研究年報 : 富士大学地域経済文化研究所 富士大学地域経済文化研究所

336 和書 3000005276 冊子体 総合研究所所報 奈良大学総合研究所

337 和書 3000005321 冊子体 言語・地域文化研究 東京外国語大学大学院

338 和書 3000005293 冊子体 日本女子大学大学院文学研究科紀要 日本女子大学
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339 和書 3000005392 冊子体 Wedge : businessman magazine = ウエッジ ウエッジ

340 和書 3000005407 冊子体 人文科学 (大東文化大学人文科学研究所) 大東文化大学人文科学研究所

341 和書 3000005447 冊子体 季刊日本思想史 ぺりかん社

342 和書 3000005562 冊子体 大東文化大学人文科学研究所所報 大東文化大学人文科学研究所

343 和書 3000005694 冊子体 札幌大学総合論叢 札幌大学総合論叢編集委員会

344 和書 3000005709 冊子体 大東文化大学東洋研究所所報 大東文化大学東洋研究所

345 和書 3000005718 冊子体 聖和学園短期大学紀要 聖和学園短期大学

346 和書 3000005211 冊子体 帝京大学外国語外国文学論集 帝京大学第2外国語部会

347 和書 3000005725 冊子体 井上円了センター年報 東洋大学井上円了記念学術センター

348 和書 3000005732 冊子体
摂大人文科学 ; The Setsudai Review of Humanities and Social 
Sciences

摂南大学国際言語文化学部

349 和書 3000005572 冊子体 大東文化大学語学教育研究所所報 大東文化大学語学教育研究所

350 和書 3000005744 冊子体 語学教育フォ-ラム 大東文化大学語学教育研究所

351 和書 3000005749 冊子体 正倉院紀要 宮内庁正倉院事務所

352 和書 3000005769 冊子体 燕京學報 ＝ 燕京学報 北京大學出版社

353 和書 3000001049 冊子体 思想（岩波） 岩波書店

354 和書 3000003725 冊子体 漢籍 : 整理と研究 漢籍研究会

355 和書 3000002154 冊子体 受験新報＝リーガルフロンティア 法学書院

356 和書 3000000173 冊子体 映画芸術 星林社

357 和書 3000002057 冊子体 文藝＝文芸 河出書房新社

358 和書 3000001322 冊子体 世界 岩波書店

359 和書 3000000720 冊子体 藝術新潮 : 芸術新潮 新潮社

360 和書 3000001443 冊子体 中央公論 中央公論社

361 和書 3000001482 冊子体 地理 古今書院

362 和書 3000002501 冊子体 文芸春秋＝文藝春秋 文芸春秋

363 和書 3000002566 冊子体 歴史學研究＝歴史学研究 青木書店

364 和書 3000005787 冊子体 桜美林論集 桜美林大学

365 和書 3000005788 冊子体 漢文教室 大修館書店
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366 和書 3000005791 冊子体
名古屋市立大学人文社会学部研究紀要 ; Journal of 
humanities and social sciences

[名古屋市立大学]

367 和書 3000005812 冊子体 研究紀要 (つくば国際大学) つくば国際大学

368 和書 3000005818 冊子体 復印報刊資料. J1, 文芸理論 中国人民大学書報資料中心

369 和書 3000005004 冊子体
復印報刊資料. J2, 中国古代,近代文学研究=中国古代近代文
学研究

中国人民大学書報資料中心

370 和書 3000005533 冊子体
復印報刊資料. J3, 中国現代,当代文学研究=中国現代当代文
学研究

中国人民大学書報資料中心

371 和書 3000005816 冊子体 復印報刊資料. K1, 歴史学 中国人民大学書報資料社

372 和書 3000005203 冊子体 復印報刊資料. K21, 先秦・秦漢史＝先秦秦漢史 中国人民大学書報資料社

373 和書 3000005205 冊子体 復印報刊資料. K22, 魏晋南北朝隋唐史 中国人民大学書報資料中心

374 和書 3000005202 冊子体 復印報刊資料. K23, 宋遼金元史 中国人民大学書報資料中心

375 和書 3000005204 冊子体 復印報刊資料. K24, 明清史 中国人民大学書報資料社

376 和書 3000005003 冊子体 復印報刊資料. K4, 中国現代史 中国人民大学書報資料社

377 和書 3200001949 冊子体 The Japan times Japan Times

378 和書 3000005844 冊子体 復印報刊資料. B5, 中国哲学 中国人民大学書報資料中心

379 和書 3000005894 冊子体 沖縄国際大学外国語研究 沖縄国際大学外国語学会

380 和書 3000006411 冊子体 総科研ニュース 日本大学総合科学研究所

381 和書 3000006384 冊子体 レファランス・レビュー 大阪経済法科大学図書館

382 和書 3000006531 冊子体 うなびこ 日本語学研究会

383 和書 3000002805 冊子体 出版ニュース 出版ニュース社

384 和書 3000006576 冊子体 中国思想史研究（京都大学中国哲学史研究会） 京都大学

385 和書 3000006586 冊子体 仙台白百合女子大学紀要 仙台白百合女子大学・短期大学

386 和書 3000006599 冊子体
東京外国語大学　学位論文内容の要旨及び審査の結果の要
旨

東京外国語大学

387 和書 3000006608 冊子体 沖縄国際大学総合学術研究紀要 沖縄国際大学総合学術学会

388 和書 3000006609 冊子体 八事 中京大学評論誌「八事」編集委員会

389 和書 3000006610 冊子体 都留文科大学大学院紀要 都留文科大学大学院
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390 和書 3000006630 冊子体 安田女子大学大学院文学研究科紀要. 合冊 安田女子大学大学院文学研究科

391 和書 3000006635 冊子体 中国哲学研究（東京大学） 東京大学中国哲学研究会

392 和書 3000006654 冊子体 兵庫大学論集 兵庫大学

393 和書 3000006672 冊子体 琉球大学法文学部人間科学科紀要. 人間科学 琉球大学法文学部

394 和書 3000006643 冊子体 中國出土資料研究＝中国出土資料研究 中國出土資料研究會(東京大学)

395 和書 3000006696 冊子体 あふひ 京都産業大学日本文化研究所

396 和書 3200002788 冊子体 Sophia linguistica Sophia University

397 和書 3000006703 冊子体 北海道教育大学紀要. 人文科学・社会科学編 北海道教育大学

398 和書 3000001831 冊子体 日本中國學會報＝日本中国学会報 日本中國學會

399 和書 3000006713 冊子体 戯曲研究 吉林人民出版社

400 和書 3000006732 冊子体 小学語文教師 上海教育出版社

401 和書 3000006733 冊子体 中学語文教学 人民教育出版社

402 和書 3000006735 冊子体 中篇小説選刊 福建人民出版社

403 和書 3000006740 冊子体 作品与争鳴 中国当代文学研究会《作品与争鳴》編輯部

404 和書 3000006718 冊子体 中国古典小説研究 中国古典小説研究会

405 和書 3000006726 冊子体 日本中国当代文学研究会会報(日本の出版物) 日本中国当代文学研究会

406 和書 3000006722 冊子体 内陸アジア言語の研究 中央ユーラシア学研究会

407 和書 3000006719 冊子体 中国語學研究開篇 ＝ 中国語学研究開篇 好文出版

408 和書 3000006727 冊子体 未名（ミメイ）(日本の出版物) 中文研究会（神戸）

409 和書 3000006728 冊子体 野草(日本の出版物) 中国文芸研究会

410 和書 3000006754 冊子体 復印報刊資料. J4, 外国文学研究 中国人民大学書報資料社

411 和書 3000002686 冊子体 中国語研究 天山出版社（茨城県)白帝社

412 和書 3000006775 冊子体 語文知識 ; Ywen zhsh 東方書店

413 和書 3000006778 冊子体 語言与翻訳（維文） 語言与翻訳雑誌社

414 和書 3200002725 冊子体 R.E.L.C. journal Singapore

415 和書 3200002745 冊子体 Journal of memory and language Academic Press

416 和書 3000006803 冊子体 比較文化 宮崎国際大学

417 和書 3000006819 冊子体 広島女学院大学大学院言語文化論叢 広島女学院大学大学院言語文化研究科

418 和書 3000006820 冊子体 日本図書館情報学会誌 日本図書館情報学会

419 和書 3000006823 冊子体 日中言語対照研究論集(白帝社) 日中言語対照研究会

15



歴史文化学関係の雑誌等一覧（既存）Ｎｏ． 和洋区分 書誌ID 契約区分 　　　　　　　　　　　　　　　書名 　　　　　　　　出版社

420 和書 3000006829 冊子体
会津大学文化研究センター研究年報 ; The University of Aizu 
Center

会津大学

421 和書 3000006830 冊子体 平成国際大学論集 平成国際大学法政学会

422 和書 3000001625 冊子体 東方宗教(日本の出版物) 法蔵館

423 和書 3000006841 冊子体 小説選刊 作家出版社

424 和書 3200002758 冊子体 NUCB journal of language culture and communication Nagoya University of Commerce and Busine

425 和書 3000006917 冊子体
ジェンダー研究 : お茶の水女子大学ジェンダー研究センター年
報

お茶の水女子大学ジェンダー研究センター

426 和書 3200002819 冊子体 Research evaluation Beech Tree Publishing

427 和書 3200000704 冊子体
Notes and queries. New series : for readers and writers, 
collectors and librarians

London

428 和書 3000006925 冊子体 デザイン学研究 デザイン学会

429 和書 3000006926 冊子体 デザイン学研究. 特集号 = Special issue of Japanese Society 日本デザイン学会

430 和書 3200000050 冊子体 American philosophical quarterly PHILOSOPHY DOCUMENTATION

431 和書 3200000653 冊子体 Modern language journal UNIVERSITY OF WISCONSIN PRESS

432 和書 3200000852 冊子体 Quarterly journal of speech National Association of Teachers of Spee

433 和書 3200000134 冊子体 Das Argument Argument

434 和書 3200000193 冊子体 BuB : Forum fuer Bibliothek und Information Reutlingen

435 和書 3200002695 冊子体 Folia linguistica Mouton

436 和書 3000006933 冊子体 漢文學解釋與研究 漢文学研究会

437 和書 3000006942 冊子体
札幌国際大学紀要 ; Journal of Sapporo International 
University

札幌国際大学

438 和書 3000006976 冊子体 芸術評論 = Arts review 国立芸術学院出版

439 和書 3000006981 冊子体 拔萃のつづり = 抜萃のつづり 熊平製作所

440 和書 3000006993 冊子体 日本女子大学大学院人間社会研究科紀要 日本女子大学大学院人間社会研究科

441 和書 3000005106 冊子体 京都大学総合人間学部紀要 京都大学総合人間学部

442 和書 3000007013 冊子体 神戸市外国語大学研究科論集 神戸市外国語大学大学院外国語学研究科

443 和書 3000007081 冊子体 学習院女子大学紀要 学習院女子短期大学

444 和書 3000007089 冊子体 京都ノートルダム女子大学研究紀要 京都ノートルダム女子大学

445 和書 3000006936 冊子体 デザイン学研究作品集 日本デザイン学会
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446 和書 3000007090 冊子体 東洋文化研究 学習院大学東洋文化研究所

447 和書 3000007099 冊子体 國家圖書舘学刊＝国家図書館学刊 北京図書館出版社

448 和書 3000007100 冊子体 大阪大学大学院文学研究科紀要 大阪大学大学院文学研究科

449 和書 3000007109 冊子体 Liaison ; リエゾン 広島大学附属図書館

450 和書 3000007112 冊子体 明治大学博物館研究報告 明治大学博物館事務室

451 和書 3000007114 冊子体 史友 青山学院大学文学部史学科青史会

452 和書 3000007145 冊子体 青森中央学院大学研究紀要 青森中央学院大学

453 和書 3000007185 冊子体 中央大学政策文化総合研究所年報 中央大学政策文化総合研究所

454 和書 3000007189 冊子体 大学院研究年報. 文学研究科篇 中央大学大学院研究年報編集委員会

455 和書 3000004853 冊子体 新潮45 新潮社

456 和書 3000007195 冊子体 国語研の窓 国立国語研究所

457 和書 3000007200 冊子体 駒澤大學佛教文學研究 駒澤大学仏教文学研究所

458 和書 3000007207 冊子体 アステイオン ; Αστειον ティービーエス・ブリタニカ

459 和書 3000007212 冊子体 復印報刊資料.G381,中学外語教与学 中国人民大学書報資料社

460 和書 3000007215 冊子体 調査と資料 名古屋大学経済学部附属国際経済動態研究

461 和書 3000007219 冊子体 研究報告書 大東文化大学人文科学研究所

462 和書 3000007239 冊子体 人間文化 神戸学院大学人文学会

463 和書 3000007242 冊子体 青山学院大学総合研究所報 青山学院大学総合研究所

464 和書 3000007260 冊子体 立教大学ラテン・アメリカ研究所報 立教大学ラテン・アメリカ研究所

465 和書 3000007262 冊子体 アジア研究所・アジア研究シリーズ 亜細亜大学アジア研究所

466 和書 3000007264 冊子体 週刊文春 文芸春秋

467 和書 3000007294 冊子体 種智院大学研究紀要 種智院大学

468 和書 3000007320 冊子体 ヨーロッパ文化史研究 東北学院大学大学院文学研究科ヨーロッパ文

469 和書 3000007321 冊子体 人文学論叢 愛媛大学人文学会

470 和書 3000007326 冊子体 三菱史料館論集 三菱経済研究所

471 和書 3000007329 冊子体 神戸山手大学紀要 神戸山手大学

472 和書 3000007332 冊子体 復印報刊資料. K9, 地理 中国人民大学書報資料社

473 和書 3000007339 冊子体 復印報刊資料. J8 影視芸術 中国北京市

474 和書 3000007346 冊子体 愛国学園大学人間文化研究紀要 愛国学園大学人間文化学部

475 和書 3000007353 冊子体 Quadrante 東京外国語大学海外事情研究所
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476 和書 3000007350 冊子体 沖縄大学人文学部紀要 沖縄大学人文学部

477 和書 3000007367 冊子体 愛知県立大学大学院国際文化研究科論集 愛知県立大学大学院国際文化研究科

478 和書 3000007369 冊子体
応用言語学研究 ; ケンキュウ ; Selected research papers in 
applied

明海大学大学院応用言語学研究科紀要編集委員
会

479 和書 3000007370 冊子体 アジア研究 ; 高千穂商科大学アジア研究交流センター

480 和書 3000007372 冊子体 成城コミュニケーション学研究 「成城コミュニケーション学研究」編集委

481 和書 3000007381 冊子体 大阪大学大学院人間科学研究科紀要 大阪大学大学院人間科学研究科

482 和書 3000007386 冊子体 内蒙古民族大学学報 内蒙古民族大学学报编辑部

483 和書 3000007401 冊子体 北九州市立大学外国語学部紀要 北九州市立大学外国語学部

484 和書 3000007415 冊子体 文化史學＝文化史学 文化史學會

485 和書 3000007438 冊子体 大阪明浄大学紀要 大阪明浄大学

486 和書 3000007443 冊子体 言語・文学研究論集 白百合女子大学言語・文学研究センター

487 和書 3000007450 冊子体 CPAS newsletter 東京大学大学院総合文化研究科附属アメリカ

488 和書 3000007460 冊子体
近畿大学語学教育部紀要 ;Kinki University Department of 
Language Education bulletin

近畿大学語学教育部

489 和書 3000007469 冊子体 上方文化研究センター研究年報 大阪女子大学上方文化研究センター

490 和書 3000007470 冊子体 表現学部紀要 (和光大学表現学部) 和光大学表現学部

491 和書 3000007476 冊子体 広島大学大学院文学研究科論集 広島大学大学院文学研究科

492 和書 3000007505 冊子体 龍谷大学大学院文学研究科紀要 龍谷大学大学院文学研究科紀要編集委員会

493 和書 3000007518 冊子体 聖徳大学言語文化研究所論叢 聖徳大学出版会

494 和書 3000007506 冊子体 中央学術研究所紀要 モノグラフ篇 中央学術研究所

495 和書 3000007513 冊子体 中村学園大学・中村学園大学短期大学部研究紀要 中村学園大学

496 和書 3000007512 冊子体 別冊年報 実践女子大学文芸資料研究所

497 和書 3000007521 冊子体 広島大学大学院文学研究科論集. 特輯号 広島大学大学院文学研究科

498 和書 3000007523 冊子体 名古屋産業大学論集 環境情報ビジネス学会

499 和書 3000007509 冊子体 Obirin today 桜美林大学教育センター群

500 和書 3000007525 冊子体 アジア文化史研究 東北学院大学大学院文化研究科アジア文化

501 和書 3000007545 冊子体 名古屋芸術大学短期大学部研究紀要 名古屋芸術大学短期大学部

502 和書 3000007554 冊子体 神戸海星女子学院大学研究紀要 ; Kobe Kaisei review 神戸海星女子学院大学研究委員会

503 和書 3000007565 冊子体 アナトリアニュース 日本・トルコ協会
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504 和書 3000007571 冊子体 松山大学研究モノグラフ 松山大学総合研究所

505 和書 3000007570 冊子体
表現と創造 / 名古屋大学大学院人間情報学研究科情報表現
論講座・情報創造論講座表現と創造

名古屋大学大学院人間情報学研究科社会情報学
専攻情報表現論講座

506 和書 3000007575 冊子体 plaza 東京ウィメンズプラザ

507 和書 3000007589 冊子体 日本デューイ学会紀要 春秋社

508 和書 3000007594 冊子体 月刊リベラルタイム 株式会社リベラルタイム出版社

509 和書 3000007607 冊子体 埼玉学園大学紀要. 人間学部篇 埼玉学園大学

510 和書 3000007617 冊子体 亜細亜大学学術文化紀要 亜細亜大学

511 和書 3000007633 冊子体 言語情報科学 東京大学大学院総合文化研究科 言語情報学

512 和書 4040300009 冊子体 武蔵野大学大学院紀要 武蔵野大学大学院紀要編集委員会 [編]

513 和書 4040300010 冊子体 武蔵野大学文学部紀要 武蔵野大学文学部紀要編集委員会

514 和書 4040700012 冊子体 九大日文 九州大学日本語文学会「九大日文」編集委員

515 和書 4040700020 冊子体 日中言語文化 桜美林大学文学部中国語中国文学科

516 和書 4040700024 冊子体 都市文化研究
 大阪市立大学大学院文学研究科都市文化研究セ
ンター

517 和書 4040700044 冊子体 国際子ども図書館の窓 国立国会図書館国際子ども図書館

518 和書 4040700045 冊子体 いわき明星大学大学院人文学研究科紀要 いわき明星大学

519 和書 4050200027 冊子体 北京文博 北京燕山出版社

520 和書 4050200028 冊子体 復印報刊資料. B7,  美学 中国人民大学書報資料中心

521 和書 4050200029 冊子体 故宮學術季刋 ＝ 故宮学術季刊(台湾） 國立故宮博物院（台湾）

522 和書 3000006941 冊子体 佛教藝術 ＝ 仏教芸術 毎日新聞社

523 和書 4050200053 冊子体 Zeitschrift für romanische Philologie M. Niemeyer

524 和書 4050400006 冊子体 京都文教大学人間学部研究報告 京都文教大学

525 和書 4050400027 冊子体 中国美術教育 南京師範大学

526 和書 4050400038 冊子体 東京国際大学論叢. 言語コミュニケーション学部編 東京国際大学

527 和書 4050400044 冊子体 お茶の水女子大学人文科学研究 お茶の水女子大学

528 和書 4050400053 冊子体 愛知産業大学日本語教育研究所紀要 愛知産業大学日本語教育研究所

529 和書 4050400068 冊子体 明治大学博物館資料 明治大学博物館

530 和書 4050400069 冊子体 散歩の達人 弘済出版社

531 和書 4050500008 冊子体 東海大学課程資格教育センター論集 東海大学出版会
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532 和書 4050500011 冊子体 旅の手帖 弘済出版社

533 和書 4050500016 冊子体 待遇コミュニケーション研究 待遇コミュニケーション研究会

534 和書 4050500017 冊子体 紀要 (静岡英和学院) 静岡英和学院大学 : 静岡英和学院大学短期

535 和書 4050500020 冊子体 国際教養学部紀要 富山国際大学

536 和書 3000003740 冊子体 日本語学論説資料． 第3分冊 論説資料保存会

537 和書 3000003741 冊子体 日本語学論説資料． 第4分冊 論説資料保存会

538 和書 3000003742 冊子体 日本語学論説資料． 第5分冊 論説資料保存会

539 和書 4050600006 冊子体 昭和のくらし研究 昭和館

540 和書 4050600007 冊子体 表現技術研究 表現技術プロジェクト研究センター

541 和書 4050600018 冊子体 名古屋大學中國哲學論集＝名古屋大学中国哲学論集 名古屋大學中国哲學研究會

542 和書 4050700011 冊子体 東北学院大学教養学部論集 東北学院大学学術研究会

543 和書 4060300015 冊子体 白山中国学 東洋大学中国学会

544 和書 4060400024 冊子体 Karten F. Knapp

545 和書 4060400027 冊子体 東京大学大学院情報学環・学際情報学府年報 東京大学大学院情報学環・学際情報学府

546 和書 4060600003 冊子体 指向/SHIKOU 大東文化大学大学院外国語学研究科

547 和書 4050200030 冊子体 日本宗教文化史研究 日本宗教文化史学会

548 和書 4060600010 冊子体 学校図書館. 速報版 全国学校図書館協議会

549 和書 3000003053 冊子体 神奈川大学評論 神奈川大学

550 和書 3200002812 冊子体 Folia linguistica historica Mouton

551 和書 4060900001 冊子体 武蔵野大学仏教文化研究所紀要 武蔵野大学

552 和書 4061200004 冊子体 アジア・アフリカの言語と言語学 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所

553 和書 4070100001 冊子体 季刊考古学 雄山閣出版

554 和書 4070100002 冊子体 佛教史學研究＝仏教史学研究 仏教史学会

555 和書 4070100003 冊子体 ヒストリア 柳原書店

556 和書 4070100005 冊子体 續日本紀研究＝続日本紀研究 續日本紀研究會

557 和書 4070100006 冊子体 日本史研究 秋田屋

558 和書 4070200002 冊子体 月刊考古学ジャーナル ニュー・サイエンス社

559 和書 4070200003 冊子体 信濃. 第三次 松本

560 和書 4070200004 冊子体 新しい歴史学のために 民主主義科学者協会京都支部歴史部会
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561 和書 3000003607 冊子体
中国関係論説資料． 第3分冊， 歴史・政治・経済． 1 ; The 
Collec

論説資料保存会

562 和書 3000003608 冊子体
中国関係論説資料． 第4分冊， 歴史・政治・経済． 2 ; The 
Collec

論説資料保存会

563 和書 4070400003 冊子体 東北学院大学論集. 歴史と文化 東北学院大学学術研究会

564 和書 4070400005 冊子体 アジア文化研究所研究年報 アジア文化研究所

565 和書 4070400016 冊子体 聖カタリナ大学聖カタリナ大学短期大学部研究紀要 聖カタリナ大学 : 聖カタリナ大学短期大学

566 和書 4070500004 冊子体 大阪商業大学アミューズメント産業研究所紀要 大阪商業大学アミューズメント産業研究所

567 和書 4070500006 冊子体 季報情報公開個人情報保護 行政管理研究センター

568 和書 4070500008 冊子体 言語文化学研究. 言語情報編 大阪府立大学人間社会学部言語文化学科

569 和書 4070500014 冊子体 國語國字＝国語国字 國語問題協議會

570 和書 4070500015 冊子体 学習院大学大学院日本語日本文学
学習院大学大学院人文科学研究科日本語日本文
学専攻 

571 和書 4070500020 冊子体 日本漢文学研究 二松学舎大学21世紀COEプログラム

572 和書 4070500026 冊子体 金沢学院大学紀要. 文学・美術・社会学編 金沢学院大学

573 和書 4070500031 冊子体 文藝春秋special＝文芸春秋special 文藝春秋

574 和書 4070500032 冊子体 桜美林言語教育論叢 桜美林大学言語教育研究所

575 和書 4070600002 冊子体 神戸親和女子大学言語文化研究 神戸親和女子大学総合文化学科

576 和書 4070600003 冊子体 浜松学院大学研究論集 浜松学院大学

577 和書 4070600007 冊子体 言語文化学研究. 日本語日本文学編 大阪府立大学人間社会学部言語文化学科

578 和書 4070700005 冊子体 International journal of humanities and arts computing Oxford University Press for the Associat

579 和書 4070700010 冊子体 IICPSニューズ・レター 大東文化大学国際比較政治研究所

580 和書 4070700013 冊子体 駿台教育フォーラム 駿河台学園駿台予備学校

581 和書 4070800007 冊子体 三國志研究＝三国志研究 三国志学会

582 和書 4070800010 冊子体 旅游 = Tourism||リョユウ||lu you 旅游杂志社

583 和書 4070800011 冊子体 臺大文史哲學報 國立台灣大學文學院

584 和書 4070900013 冊子体 人間文化研究所年報 筑紫女学園大学・短期大学部

585 和書 4071000001 冊子体 早稻田文學. [第10次]：早稲田文学 早稲田文学会

586 和書 4071000004 冊子体 文化継承学論集 明治大学大学院文学研究科

587 和書 4071000008 冊子体 人間科学研究 早稲田大学人間科学学術院

588 和書 4080100013 冊子体 漢學研究通訊＝ 漢学研究通訊 漢學研究資料及服務中心
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589 和書 4080100020 冊子体 メディア・コミュニケーション研究 北海道大学

590 和書 3000003713 冊子体 日本語学論説資料． 第1分冊 論説資料保存会

591 和書 4080100047 冊子体 大阪夕陽丘学園短期大学紀要 大阪夕陽丘学園短期大学

592 和書 4080100054 冊子体 愛知淑徳大学論集. 文化創造学部・文化創造研究科篇 愛知淑徳大学

593 和書 3000004223 冊子体 L'Arche 明治大学大学院院生仏語仏文学研究会

594 和書 4080200003 冊子体 恵泉女学園大学紀要 恵泉女学園大学紀要委員会

595 和書 4080200018 冊子体 復印報刊資料. K3, 中国近代史 中国人民大学書報資料社

596 和書 4080200021 冊子体 大阪大谷大学紀要 大阪大谷大学志学会

597 和書 4080200024 冊子体 これから出る本 日本書籍出版協会

598 和書 4080200028 冊子体 国立情報学研究所ニュース = NII Today 情報・システム研究機構国立情報学研究所

599 和書 4080200029 冊子体 Progress in informatics
Research Organization of Information and 
Systems, National Institute of Informatics , 2005.3-

600 和書 4080200031 冊子体 二松學舍大學東アジア學術總合研究所通信 = 二松学舎大学 二松学舎大学東アジア学術総合研究所

601 和書 4080400005 冊子体 梅花女子大学短期大学部研究紀要 梅花女子大学短期大学部

602 和書 4080400022 冊子体 神奈川県立図書館紀要 神奈川県立図書館

603 和書 3000003260 冊子体 Newsweek（ニューズウィーク）日本版 阪急コミュニケーションズ

604 和書 4080500005 冊子体 美作大学短期大学部紀要 美作大学美作大学短期大学部

605 和書 4080500014 冊子体 CREA Traveller = クレア 文芸春秋

606 和書 4080600004 冊子体 成大歴史學報 國立成功大學歴史學系

607 和書 4080600014 冊子体 臺灣師大歴史學報 國立臺灣師範大學歴史學系

608 和書 4080700006 冊子体 研究紀要 : 富山大学杉谷キャンパス一般教育 富山大学

609 和書 4080700007 冊子体 清和大学短期大学部紀要 清和大学短期大学部

610 和書 4080800001 冊子体
早稲田大学大学院文学研究科紀要. 第4分冊, 日本史学 東洋
史学

早稲田大学大学院文学研究科

611 和書 4080800002 冊子体 秋田大学教育文化学部研究紀要. 人文科学・社会科学 秋田大学教育文化学部
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612 和書 4080800006 冊子体 多言語多文化実践と研究 東京外国語大学多言語・多文化教育研究センター

613 和書 4080900001 冊子体 帝京大学宇都宮キャンパス研究年報. 人文編 帝京大学宇都宮キャンパス総合基礎

614 和書 4080900005 冊子体 大阪大谷大学短期大学部紀要 大阪大谷大学短期大学部

615 和書 4081000001 冊子体 Past & present supplement
Published by Oxford University Press for the Past 
and Present Society , 2006-

616 和書 4081000002 冊子体 IAALニュースレター 大学図書館支援機構

617 和書 4090300025 冊子体 敦煌寫本研究年報
京都大學人文科學研究所西陲發現中國中世寫本
研究班

618 和書 3000006557 冊子体 斯文會ゝ報 財団法人斯文會

619 和書 4090400005 冊子体 閑谷学校研究 特別史跡閑谷学校顕彰保存会

620 和書 4090500001 冊子体 キリスト教文化研究所紀要 上智大学キリスト教文化研究所

621 和書 4090500007 冊子体 研究紀要. 児童学部 人文学部 音楽学部 聖徳大学

622 和書 4090600013 冊子体 研究紀要 (長崎県立大学) 長崎県立大学

623 和書 4090600020 冊子体 研究紀要 (東京成徳大学人文学部・応用心理学部) 東京成徳大学人文学部・応用心理学部

624 和書 4091000013 冊子体 四国学院大学論集 四国学院大学文化学会

625 和書 4091100013 冊子体 女學世界 = 女学世界 柏書房

626 和書 4091100016 冊子体 図書館相互協力便覧 国公立大学編 学術文献普及会

627 和書 4091100017 冊子体 図書館相互協力便覧 私立大学編 学術文献普及会

628 和書 4091200007 冊子体 國学院大學研究開発推進機構日本文化研究所年報 國学院大學研究開発推進機構

629 和書 4100200002 冊子体 変革のアソシエ 変革のアソシエ

630 和書 4100200003 冊子体 Field+ 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研

631 和書 4100200004 冊子体 国文学研究資料館ニューズ = 国文研ニューズ 人間文化研究機構国文学研究資料館

632 和書 4100300001 冊子体 大阪市立大学東洋史論叢 大阪市立大学東洋史研究室

633 和書 4100300002 冊子体 中国研究集刊（阪大中国哲学研究室） 大阪大学文学部中国哲学研究室

634 和書 4100300003 冊子体 中國學志  ＝ 中国学志（大阪市立大中国文学会） 大阪市立大学中国文学会

635 和書 4100400003 冊子体 復印報刊資料. G311, 高中語文教与学 中国人民大学书报资料中心

636 和書 4100500003 冊子体 京都府立大学学術報告. 人文 京都府立大学

637 和書 4100600001 冊子体 京都橘大学研究紀要 京都橘大学研究紀要編集委員会

23



歴史文化学関係の雑誌等一覧（既存）Ｎｏ． 和洋区分 書誌ID 契約区分 　　　　　　　　　　　　　　　書名 　　　　　　　　出版社

638 和書 4100700001 冊子体 桜美林論考. 言語文化研究 桜美林大学

639 和書 4100700006 冊子体 桜美林論考. 心理・教育学研究 桜美林大学

640 和書 4100700007 冊子体 桜美林論考. 人文研究 桜美林大学

641 和書 4100700010 冊子体 和洋女子大学紀要 和洋女子大学

642 和書 3000000323 冊子体 沖国大考古 沖縄国際大学

643 和書 4110200010 冊子体 歌舞伎 雄松堂出版

644 和書 4110200012 冊子体 専修大学北海道短期大学紀要 専修大学北海道短期大学

645 和書 4110400003 冊子体 福井大学教育地域科学部紀要 福井大学教育地域科学部

646 和書 4110400008 冊子体 大衆文化 = Popular culture 立教大学江戸川乱歩記念大衆文化研究

647 和書 4110400009 冊子体 日本語・日本学研究 東京外国語大学国際日本研究センター

648 和書 4110400062 冊子体 書陵部紀要. 陵墓篇 宮内庁書陵部

649 和書 4110400079 冊子体 東京都江戸東京博物館紀要 東京都江戸東京博物館

650 和書 4110400081 冊子体 国文学研究資料館紀要. アーカイブズ研究篇 人間文化研究機構国文学研究資料館

651 和書 4110400128 冊子体 板橋区立郷土資料館年報 板橋区教育委員会

652 和書 4110400249 冊子体 国語研プロジェクトレビュー = NINJAL project review 国立国語研究所

653 和書 4110400251 冊子体 国立国語研究所論集 = NINJAL Research Papers 国立国語研究所

654 和書 4110400358 冊子体 東呉日語教育學報 東呉大學日本語文學系

655 和書 4110400398 冊子体 後漢経学研究会論集 後漢経学研究会

656 和書 4110400548 冊子体 観峰館紀要 [観峰館]

657 和書 4110400575 冊子体 Newsletter Association of Japanese Language

658 和書 4110400578 冊子体 ??与??教学研究 桜美林大学孔子学院

659 和書 4110400579 冊子体 情況. 第四期 : 変革のための総合誌 情況出版

660 和書 4110400595 冊子体 センター通信 立教大学江戸川乱歩記念大衆文化研究

661 和書 4110400658 冊子体 出土文獻と秦楚文化 東京大學文學部東洋史學研究室

662 和書 4110400662 冊子体 センター研究年報
京都大学人文科学研究所附属東アジア人文情報
学研究センター , 2010.10-

663 和書 4110400669 冊子体 六朝學術學會報 六朝学術学会

664 和書 4110400673 冊子体 石巻専修大学研究紀要 石巻専修大学
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665 和書 4110400657 冊子体 中国言語文化学研究
大東文化大学大学院外国語学研究科中国言語文
化学専攻

666 和書 4110400687 冊子体 共立女子大学・共立女子短期大学総合文化研究所紀要 [共立女子大学・共立女子短期大学総合]

667 和書 4110400697 冊子体
研究東洋 : 東日本国際大学東洋思想研究所・儒学文化研究
所紀要

東日本国際大学出版会

668 和書 4110400707 冊子体 早稲田日本語教育実践研究 早稲田大学日本語教育研究センター

669 和書 4110400709 冊子体 至学館大学研究紀要 = Bulletin of Shigakkan University 至学館大学

670 和書 4110400735 冊子体 新國學 国学院大学院友振興学術会

671 和書 4110400746 冊子体 SPARC Japan news letter 国立情報学研究所

672 和書 4110400760 冊子体 東亞時論 ゆまに書房

673 和書 4110400765 冊子体 大東文化歴史資料館だより = Daito archives newsletter 大東文化歴史資料館

674 和書 4110400774 冊子体 文學遺産 中華書局

675 和書 4110400813 冊子体
朝鮮大学校学報 = 조선대학교학보 = Journal of Korea 

University
朝鮮大学校

676 和書 3000003999 冊子体 本を選ぶ ライブラリー・アド・サービス

677 和書 4110400818 冊子体
国立新美術館研究紀要 : NACT Review = Bulletin of the 
National Art Center, Tokyo

国立新美術館

678 和書 4050500039 冊子体 日本語学科誌 GAYA 大東文化大学外国語学部日本語学科

679 和書 4110400856 冊子体 公益財団法人台東区芸術文化財団紀要 台東区芸術文化財団

680 和書 4110400857 冊子体 研究紀要 青森大学学術研究会

681 和書 4110400861 冊子体 早期中國史研究 = Early and medieval Chinese history : EMCH 早期中國史研究會

682 和書 4110400870 冊子体
EMAC : エマック : emotion→action : 当事者目線のインタ
ビュー集

日本学生ボランティアセンター

683 和書 4110400871 冊子体 日タイ言語文化研究 日タイ言語文化研究所

684 和書 4110400872 冊子体 日本語日本文學 輔仁大學外語學院日本語文學系

685 和書 4110400879 冊子体 国際学術情報流通基盤整備事業(SPARC Japan)年報 国立情報学研究所

686 和書 4110400888 冊子体 研究中国 = Study China 日本中国友好協会『研究中国』刊行委員会

687 和書 4110400951 冊子体 歴史街道 : 時代を見抜く座標軸 PHP研究所
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688 和書 4110400957 冊子体 国立歴史民俗博物館総合資料学ニューズレター : newsletter 国立歴史民俗博物館メタ資料学研究センター
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1 洋書 3200000267 冊子体 The developing economies Institute of Asian Economic Affairs
2 洋書 3200000270 冊子体 Doshisha literature English Literary Society of Doshisha
3 洋書 3200000782 冊子体 Poetry review Poetry Society
4 洋書 3200001949 冊子体 The Japan times Japan Times
5 洋書 3200001025 冊子体 Time : the weekly newsmagazine [Time International]
6 洋書 3200000095 冊子体 Artibus Asiae Artibus Asiae
7 洋書 3200000139 冊子体 Asian profile : Asia's international journal Asian Research Service
8 洋書 3200001750 冊子体 Business India A.H. Advani
9 洋書 3200001863 冊子体 Journal of Indian history University of Kerala 

10 洋書 3200000527 冊子体 Journal of Jewish studies Jewish Fellowship

11 洋書 3200001864 冊子体
Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic 
Society

Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society

12 洋書 3200002269 冊子体
The journal of the Royal Anthropological Institute : 
incorporating man

Royal Anthropological Institute

13 洋書 3200000551 冊子体 Journal of the Warburg and Courtauld Institutes Warburg Institute, University of London

14 洋書 3200000780 冊子体
Poetics : international review for the theory of 
literature

Mouton

15 洋書 3200002326 冊子体 Zeitschrift für philosophische Forschung Gryphius-Verlag
16 洋書 3200002433 冊子体 Economics letters North-Holland

17 洋書 3200002436 冊子体
Japan and the world economy : international journal of 
theory and policy

North-Holland

18 洋書 3200002438 冊子体 Journal of econometrics North-Holland

19 洋書 3200002439 冊子体 Journal of the Japanese and international economies Academic Press

20 洋書 3200002441 冊子体 Action Asia Action Asia
21 洋書 3200001860 冊子体 Frontline The Hindu
22 洋書 3200000956 冊子体 Sociological bulletin Indian Sociological Society
23 洋書 3200001092 冊子体 Wirtschaftswoche ZEIT-Verlag Gmbh
24 洋書 3200002858 冊子体 Bulletin de l'École française d'Extrême-Orient F.-H. Schneider

25 洋書 3200000458 冊子体
International studies : quarterly journal of the Indian 
School of International Studies

Asia Publishing House

【資料7－③】
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26 洋書 3200002882 冊子体 South Asia research South Asia Centre, School of Oriental and African Studies

27 洋書 3200001902 冊子体 Viet Nam social sciences Committee for Social Sciences
28 洋書 3200001901 冊子体 Vietnamese studies. New series Vietnamese Studies

29 洋書 3200002998 冊子体
Daito Bunka comparative law and political science 
review

Graduate school of Law

30 洋書 4040300013 冊子体 Anthropology today Royal Anthropological Institute
31 洋書 4041100030 冊子体 The Journal of physiology Cambridge University Press

32 洋書 4041100033 冊子体
Medicine and science in sports and exercise : official 
journal of the American College of Sports Medicine

American College of Sports Medicine

33 洋書 4041100039 冊子体
American journal of infection control : official 
publication of the Association for Practitioners in 
Infection Control

C.V. Mosby Co

34 洋書 4041100044 冊子体 BioTechniques Eaton
35 洋書 4041100046 冊子体 Cancer : a journal of the American Cancer Society Paul B. Hoeber

36 洋書 4041100047 冊子体 Cancer cytopathology
Published for the American Cancer Society by Liss-Wiley, a 
subsidiary of John Wiley & Sons

37 洋書 4041100051 冊子体
Clinical neurophysiology : journal of the International 
Federation of Clinical Neurophysiology

Elsevier Scientific

38 洋書 4060300002 冊子体 Human communication research
Sage Publications for the International Communication 
Association

39 洋書 3200001841 冊子体
Communication theory : CT : a journal of the 
International Communication Association

Guilford Publications

40 洋書 4081200002 冊子体
Communication, culture & critique : an official journal of 
the International Communication Association

Wiley-Blackwell

41 洋書 3200000001 冊子体 Вопросы экономики Правда
42 洋書 3200000056 冊子体 Annales : économies, sociétés, civilisations A. Colin
43 洋書 3200000284 冊子体 The Eastern anthropologist Ethnographic and Folk Culture Society
44 洋書 3200000348 冊子体 Economic and political weekly Sameeksha Trust
45 洋書 3200000406 冊子体 Harvard international law journal Harvard Law School
46 洋書 3200000407 冊子体 Harvard journal of Asiatic studies Harvard-Yenching Institute
47 洋書 3200000504 冊子体 Journal of communication Annenberg School Press
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48 洋書 3200000526 冊子体 Journal of international economics North-Holland
49 洋書 3200000541 冊子体 The journal of the Polynesian Society Polynesian Society
50 洋書 3200000729 冊子体 Orientalia. Nova series Sumptibus Pontificii instituti biblici
51 洋書 3200000889 冊子体 Revue de droit international et de droit comparé Établissements Émile Bruylant
52 洋書 3200000930 冊子体 Revue de l'art Flammarion
53 洋書 3200000957 冊子体 The Sociological review. New series University College of North Staffordshire
54 洋書 3200001656 冊子体 Histoire, économie et société Editions C.D.U. et S.E.D.E.S.

55 洋書 3200001856 冊子体
Восток : афро-азиатские об
щества : история и совреме
нность

"Наука"

56 洋書 3200002136 冊子体
Monumenta Nipponica : studies on Japanese culture 
past and present

Sophia University

57 洋書 3200002247 冊子体 Internationale Politik Verlag für Internationale Politik
58 洋書 3200002248 冊子体 American ethnologist American Anthropological Association
59 洋書 3200002337 冊子体 Journal des africanistes Soc. des africanistes
60 洋書 3200001695 冊子体 Linguistics and language behavior abstracts : LLBA Sociological Abstracts
61 洋書 4110400797 冊子体 IP Länderporträt BVA Bielefelder Verlag

62 洋書 4110400865 冊子体 The Gakushuin journal of international studies
[Institute of International Studies, Gakushuin Women's 
College]

63 洋書 4040400005 冊子体 Business week McGraw-Hill
64 洋書 4110400883 冊子体 Japan company handbook Toyo Keizai Inc.
65 洋書 4110400894 冊子体 Tokyo poetry journal Tokyo Poetry Journal
66 洋書 3200000115 電子ジャーナル Tokyo Poetry Journal Lancaster
67 洋書 3200000160 電子ジャーナル American journal of botany The Society
68 洋書 3200001847 電子ジャーナル The British journal of aesthetics Commonwealth Agricultural Bureaux
69 洋書 3200001931 電子ジャーナル Rural development abstracts The Society
70 洋書 3200001862 電子ジャーナル Plant science bulletin The Society
71 洋書 3200001866 電子ジャーナル Iranian studies F. Cass
72 洋書 3200001886 電子ジャーナル The Journal of peasant studies South Asian Studies Association of Austr
73 洋書 3200002348 電子ジャーナル South Asia. New series Micromedia
74 洋書 3200002639 電子ジャーナル Seminar:a journal of germanic studies Oxford University Press
75 洋書 3200002859 電子ジャーナル African affairs Sage Publications
76 洋書 4041100024 電子ジャーナル Indian journal of gender studies American Orthopaedic Society
77 洋書 4041100026 電子ジャーナル American journal of sports medicine G. Thieme
78 洋書 4041100027 電子ジャーナル International journal of sports medicine Human Kinetics
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79 洋書 4041100032 電子ジャーナル Journal of applied biomechanics E. & F.N. Spon
80 洋書 4041100035 電子ジャーナル Journal of sports sciences Betheada, Md.
81 洋書 4041100037 電子ジャーナル Physiological reviews Baltimore, Md.
82 洋書 4041100043 電子ジャーナル Acta cytologica Williams & Wilkins
83 洋書 4041100045 電子ジャーナル Biotechnic & histochemistry Grune & Stratton
84 洋書 4041100049 電子ジャーナル Blood Walter de Gruyter
85 洋書 4041100052 電子ジャーナル Clinical chemistry and laboratory medicine Society for Neuroscience
86 洋書 3200000092 電子ジャーナル The Journal of neuroscience Calgary, Alta.
87 洋書 3200000107 電子ジャーナル Ariel Greenwood Press
88 洋書 3200000136 電子ジャーナル Abstracts in anthropology Royal Central Asian Society
89 洋書 3200000196 電子ジャーナル Asian affairs Australian National University Press
90 洋書 3200000427 電子ジャーナル Bulletin of Indonesian economic studies New Delhi
91 洋書 3200000429 電子ジャーナル India quarterly K.A. Naqvi
92 洋書 3200000516 電子ジャーナル Indian economic and social history review E.J. Brill

93 洋書 3200000549 電子ジャーナル
Journal of the economic and social history of the 
Orient ; Journ

London

94 洋書 3200000954 電子ジャーナル Journal of theological studies. N.S Society for the Study of Social Problems
95 洋書 3200001850 電子ジャーナル Social problems Oxford University Press
96 洋書 3200001855 電子ジャーナル Journal of refugee studies Oxford University Press
97 洋書 3200002861 電子ジャーナル International journal of refugee law New Delhi
98 洋書 3200002862 電子ジャーナル Contributions to Indian sociology. N.S. E.J. Brill
99 洋書 3200003005 電子ジャーナル Islamic law and society Brill Academic Publishers

100 洋書 3200003012 電子ジャーナル African and Asian studies Brill
101 洋書 4110400766 電子ジャーナル Comparative sociology Sage Publications
102 洋書 4110400898 電子ジャーナル Sports health : a multidisciplinary approach Oxford University Press
103 洋書 4110400897 電子ジャーナル Applied linguistics Kluwer Academic Publishers
104 洋書 4110400899 電子ジャーナル Argumentation Mouton de Gruyter
105 洋書 4110400900 電子ジャーナル Cognitive linguistics University of Oregon
106 洋書 4110400901 電子ジャーナル Comparative literature Oxford Journals

107 洋書 4110400902 電子ジャーナル
Interdisciplinary studies in literature and environment : 
ISLE

Oxford Journals

108 洋書 4110400903 電子ジャーナル
 International journal of bilingual education and 
bilingualism 

John Benjamins Pub. Co

109 洋書 4110400904 電子ジャーナル
Interpreting : international journal of research and 
practice in interpreting

Linguistic Society of America

110 洋書 4110400905 電子ジャーナル Language Johns Hopkins University Press for the Dept. 
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111 洋書 4110400906 電子ジャーナル MFS modern fiction studies Springer Science+Business Media
112 和書 3000000014 冊子体 書斎の窓 有斐閣
113 和書 3000000039 冊子体 地域分析 名古屋
114 和書 3000000040 冊子体 愛知学院大学語研紀要 日進町

115 和書 3000000042 冊子体
愛知学院大学文学部紀要 ; The Association for 
Research in Hum

愛知学院大学文学会

116 和書 3000000045 冊子体 愛知学院大学論叢.商学研究 愛知学院大学
117 和書 3000000047 冊子体 愛知学院大学論叢.法学研究 愛知学院大学法学会
118 和書 3000000058 冊子体 日本語学 明治書院
119 和書 3000000070 冊子体 愛知大學文學論叢 愛知大学
120 和書 3000000092 冊子体 アカデミア．文学・語学編 南山大学
121 和書 3000000106 冊子体 アジア・アフリカ言語文化研究 東京
122 和書 3000000109 冊子体 アジア経済 アジア経済研究所
123 和書 3000000111 冊子体 アジア研究 アジア政経学会
124 和書 3000000113 冊子体 アジア研究所所報 武蔵野
125 和書 3000000133 冊子体 アメリカ研究 アメリカ学会
126 和書 3000000151 冊子体 遺伝 ; The Heredity 北隆館
127 和書 3000000165 冊子体 現代思想 青土社
128 和書 3000000166 冊子体 印度学仏教学研究 日本印度学仏教学研究
129 和書 3000000168 冊子体 宇都宮大学教育学部紀要.第1部 宇都宮大学教育学部
130 和書 3000000169 冊子体 宇都宮大学教育学部紀要.第2部 宇都宮大学教育学部
131 和書 3000000195 冊子体 英米文学 立教大学
132 和書 3000000203 冊子体 エスペラントLa revuo orienta 日本エスペラント学会
133 和書 3000000311 冊子体 大月短大論集 大月短期大学
134 和書 3000000336 冊子体 沖縄法學 沖縄国際大学法学会
135 和書 3000000341 冊子体 オリエント 日本オリエント学会
136 和書 3000000350 冊子体 海外事情 拓殖大学海外事情研究所
137 和書 3000000359 冊子体 外国語学会誌 大東文化大学
138 和書 3000000389 冊子体 香川大学教育学部研究報告. 第1部 香川大学
139 和書 3000000392 冊子体 學苑 昭和女子大学光葉会
140 和書 3000000470 冊子体 ユリイカ ; Eureka ; Eureka 書肆ユリイカ

141 和書 3000000477 冊子体 国際開発ジャーナル ; International development journal 国際開発ジャーナル

142 和書 3000000489 冊子体 關西大學法學論集 関西大学人文科学研究所
143 和書 3000000539 冊子体 九州産業大学商経論叢 九州産業大学商経学部
144 和書 3000000556 冊子体 紀要.言語・文学編 愛知県立大学外国語学部
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145 和書 3000000581 冊子体 教員養成セミナー 時事通信社
146 和書 3000000668 冊子体 経営と経済 長崎工業經營專門學校大東亞經濟研究所
147 和書 3000000669 冊子体 亜細亜大学経営論集 亜細亜大学商学部編集委員会
148 和書 3000000671 冊子体 経営論集 明治大学経営学研究所
149 和書 3000000691 冊子体 経済学論叢 同志社大學經濟學會
150 和書 3000000716 冊子体 経済論集 東京
151 和書 3000000727 冊子体 経理知識 東京
152 和書 3000000730 冊子体 月刊社会教育 国土社
153 和書 3000000798 冊子体 考古 科学出版社
154 和書 3000000814 冊子体 甲南経営研究 神戸
155 和書 3000000887 冊子体 國際法外交雑誌 清水書店
156 和書 3000000922 冊子体 古代文化 古代学協会
157 和書 3000000996 冊子体 産業経営研究所報 福岡
158 和書 3000001015 冊子体 史學雜誌 史学会
159 和書 3000001037 冊子体 汲古 汲古書院
160 和書 3000001057 冊子体 実践国文学 東京
161 和書 3000001096 冊子体 社会科学年報 専修大学社会科学研究所
162 和書 3000001142 冊子体 主流 同志社大学
163 和書 3000001198 冊子体 昭和学院短期大学紀要 昭和学院短期大学
164 和書 3000001205 冊子体 女子栄養大学紀要 女子栄養大学
165 和書 3000001251 冊子体 人文地理 ; Human geography 人文地理学会
166 和書 3000001252 冊子体 人文論究 函館人文學會
167 和書 3000001273 冊子体 住友化学 東京
168 和書 3000001278 冊子体 政経研究 日本大学法学会
169 和書 3000001299 冊子体 清泉女子大学紀要 清泉女子大学
170 和書 3000001339 冊子体 専修大学社会科学研究所月報 専修大学社会科学研究所
171 和書 3000001387 冊子体 大学図書館研究 学術文献普及会
172 和書 3000001394 冊子体 大東文化大学英米文学論叢 ; Daito Bunka review 大東文化大学英米文学会
173 和書 3000001395 冊子体 大東文化大学漢学会誌 大東文化大学
174 和書 3000001399 冊子体 大東文化大学紀要.人文科学 大東文化大学
175 和書 3000001405 冊子体 大東法学 大東文化大学法学会
176 和書 3000001415 冊子体 論叢 玉川大学出版部
177 和書 3000001459 冊子体 中国研究月報 中国研究所
178 和書 3000001497 冊子体 鶴見大学紀要.第2部,外国語・外国文学編 鶴見大学
179 和書 3000001534 冊子体 東海大学紀要.外国語教育センター 東海大学出版会
180 和書 3000001536 冊子体 東海大学紀要.政治経済学部 東海大学出版会
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181 和書 3000001537 冊子体 東海大学紀要.体育学部 東海大学出版会
182 和書 3000001539 冊子体 東海大学紀要.文学部 東海大学出版会
183 和書 3000001607 冊子体 同志社大学英語英文学研究 京都
184 和書 3000001612 冊子体 同志社法学 同志社法學會
185 和書 3000001616 冊子体 東南アジア研究年報 長崎大学東南アジア研究所
186 和書 3000001617 冊子体 東南アジア 平凡社
187 和書 3000001618 冊子体 東方学 東方学会
188 和書 3000001624 冊子体 東方學會報 東京
189 和書 3000001630 冊子体 東北学院大学東北文化研究所紀要 仙台
190 和書 3000001632 冊子体 東北学院大学論集.英語英文学 東北学院大学文経学会
191 和書 3000001655 冊子体 週刊東洋経済 東洋経済新報社
192 和書 3000001656 冊子体 東洋研究 大東文化大学東洋研究所
193 和書 3000001658 冊子体 東洋史研究 政經書院
194 和書 3000001702 冊子体 図書館界 日本圖書館研究會
195 和書 3000001705 冊子体 法令全書 内閣官報局
196 和書 3000001717 冊子体 独協大学英語研究 独協大学
197 和書 3000001751 冊子体 名古屋学院大学論集. 社会科学篇 名古屋学院大学産業科学研究所

198 和書 3000001753 冊子体
古代オリエント博物館紀要 ; Bulletin of the Ancient 
Orient Museum

古代オリエント博物館

199 和書 3000001772 冊子体 南山神学 名古屋
200 和書 3000001774 冊子体 南山法学 南山大学法学会
201 和書 3000001783 冊子体 新潟大学経済論集 新潟大学経済学会
202 和書 3000001800 冊子体 日本語教育 日本語教育学会
203 和書 3000001839 冊子体 日本文学研究 大東文化大学
204 和書 3000001843 冊子体 日本文学論集 大東文化大学大学院文学研究科日本文学専攻
205 和書 3000001845 冊子体 日本法学 日本大學
206 和書 3000001846 冊子体 日本民俗学 日本民俗学会
207 和書 3000001852 冊子体 人間科学研究 越谷
208 和書 3000001918 冊子体 比較法研究 ; Comparative law journal 比較法學會
209 和書 3000002021 冊子体 富士大学紀要 富士大学学術研究会
210 和書 3000002032 冊子体 フランス文化研究 獨協大学学術研究会
211 和書 3000002033 冊子体 カレントアウェアネス 国立国会図書館企画教養課・図書館情報室
212 和書 3000002043 冊子体 文學研究 岩波書店
213 和書 3000002055 冊子体 文教大学教育学部紀要 越谷
214 和書 3000002251 冊子体 明星大学社会学研究紀要 日野
215 和書 3000002262 冊子体 桃山学院大学社会学論集 桃山学院大学社会学会
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216 和書 3000002320 冊子体 立教経済学論叢 立教大学大学院経済学研究会
217 和書 3000002328 冊子体 立教レヴュ- 立教大学

218 和書 3000002335 冊子体
立正大学人文科学研究所年報 ; Annual report of the 
Institute

立正大学人文科学研究所

219 和書 3000002351 冊子体 琉球大学経済研究 琉球大学文理学部経済学科
220 和書 3000002403 冊子体 早稲田政治経済学雑誌 早稻田大學政治經濟學會
221 和書 3000002412 冊子体 早稲田大学図書館紀要 東京
222 和書 3000002468 冊子体 エコノミスト 毎日新聞社
223 和書 3000002487 冊子体 現代の図書館 日本図書館協会
224 和書 3000002505 冊子体 日本古書通信. 復刊 日本古書通信社
225 和書 3000002600 冊子体 旬刊経理情報 中央経済社
226 和書 3000002624 冊子体 信託 信託協会
227 和書 3000002629 冊子体 判例評論 日本評論新社
228 和書 3000002673 冊子体 応用統計学 『応用統計学』編集委員会
229 和書 3000002686 冊子体 中国語研究 天山出版社
230 和書 3000002740 冊子体 東亜 霞山会
231 和書 3000002752 冊子体 Core 同志社大学英文学会Core編集部
232 和書 3000002755 冊子体 The English Journal アルク
233 和書 3000002769 冊子体 Paulownia review 大東文化大学
234 和書 3000002802 冊子体 学鐙 丸善
235 和書 3000002803 冊子体 国立国会図書館月報 国立国会図書館
236 和書 3000002811 冊子体 図書館雑誌 日本図書館協会
237 和書 3000002812 冊子体 大学図書館協力ニュース 学術文献普及会(頒布)
238 和書 3000002826 冊子体 みんなの図書館 図書館問題研究会
239 和書 3000002830 冊子体 UP 東京大学出版会
240 和書 3000002839 冊子体 内外教育 時事通信社
241 和書 3000002841 冊子体 望星 東海教育研究所
242 和書 3000002889 冊子体 創文 創文社
243 和書 3000002908 冊子体 図書 岩波書店
244 和書 3000002911 冊子体 みすず みすず書房
245 和書 3000002920 冊子体 ちくま 筑摩書房
246 和書 3000002930 冊子体 週刊ダイヤモンド ダイヤモンド社
247 和書 3000002932 冊子体 季刊民族学 民族学振興会千里事務局
248 和書 3000002933 冊子体 月刊みんぱく 民族学振興会
249 和書 3000002992 冊子体 宗教研究 宗教研究会
250 和書 3000003049 冊子体 青山国際政経論集 青山学院大学国際政治経済学会
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251 和書 3000003084 冊子体 国際関係学研究 東京国際大学
252 和書 3000003133 冊子体 法令解説資料総覧 第一法規出版
253 和書 3000003157 冊子体 川口短大紀要 川口短期大学
254 和書 3000003204 冊子体 南山経済研究 南山大学経済学会
255 和書 3000003205 冊子体 南山経営研究 南山大学経営学会
256 和書 3000003224 冊子体 財政金融統計月報 大蔵財務協会
257 和書 3000003232 冊子体 言語と文化 文教大学言語文化研究所
258 和書 3000003260 冊子体 ニューズウィーク ティビーエス・ブリタニカ
259 和書 3000003274 冊子体 日本の参考図書.四季版 日本図書館協会
260 和書 3000003336 冊子体 経研論集 大東文化大学大学院経済学研究科
261 和書 3000003390 冊子体 文学部紀要 文教大学
262 和書 3000003440 冊子体 English Express 朝日出版社
263 和書 3000003503 冊子体 愛知学院大学教養部紀要 愛知学院大学一般教育研究会
264 和書 3000003624 冊子体 アジア・アフリカ研究 アジア・アフリカ研究所
265 和書 3000003664 冊子体 鶴見大学紀要.第4部,人文・社会・自然科学篇 鶴見大学

266 和書 3000003703 冊子体
Lingua ; /Foreign Languages in General Education 
Sophia Univ

上智大学一般外国語主事室

267 和書 3000003726 冊子体 高岡法科大学紀要 高岡法科大学
268 和書 3000003824 冊子体 北海学園大学学園論集 北海学園大学学術研究会
269 和書 3000003829 冊子体 応用社会学研究 東京国際大学
270 和書 3000003882 冊子体 求是 求是雑誌社
271 和書 3000003883 冊子体 中国史研究 中国社会科学出版社
272 和書 3000003884 冊子体 中国史研究動態 中国社会科学出版社
273 和書 3000003885 冊子体 方言 中国社会科学出版社
274 和書 3000003886 冊子体 中国語文 中国語文雑誌社
275 和書 3000003887 冊子体 経済研究 人民出版社
276 和書 3000003888 冊子体 博覧群書 光明日報出版社
277 和書 3000003889 冊子体 十月 北京出版社
278 和書 3000003891 冊子体 新華文摘 ; Xinhua wenzhai 人民出版社
279 和書 3000003892 冊子体 故宮博物院院刊 紫禁城出版社
280 和書 3000003894 冊子体 歴史研究 中国科学院
281 和書 3000003895 冊子体 民族研究 中国社会科学出版社
282 和書 3000003898 冊子体 当代 人民文学出版社
283 和書 3000003899 冊子体 語文建設 語文出版社
284 和書 3000003902 冊子体 民主与法制 ; Democracy and legal system 民主与法制雑誌社
285 和書 3000003903 冊子体 文物 文物出版社
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歴史文化学関係の雑誌等一覧（既存）東松山図書館No. 和洋区分 書誌ID 契約区分 書名 出版社
286 和書 3000003905 冊子体 北京大学学報. 哲学社会科学版 北京大学出版社
287 和書 3000003907 冊子体 漢字文化 漢字文化雑誌編輯部
288 和書 3000003909 冊子体 中国辺疆史地研究 中国辺疆史地研究雑誌社
289 和書 3000003911 冊子体 社会科学戦線 ; Shehui kexue zhanxian 吉林人民出版社
290 和書 3000003914 冊子体 故事会 上海文芸出版社
291 和書 3000003915 冊子体 復旦学報. 社会科学版 復旦大学出版社
292 和書 3000003916 冊子体 収穫 収穫文学雑志社
293 和書 3000003920 冊子体 文史哲 山東人民出版社
294 和書 3000003923 冊子体 学術論壇 学術論壇編輯部
295 和書 3000003924 冊子体 民族 民族雑誌社
296 和書 3000003926 冊子体 文史雑誌 四川省文史研究館
297 和書 3000003927 冊子体 雲南社会科学 雲南人民出版社
298 和書 3000003931 冊子体 大東文化大學中國學論集 大東文化大學大学院中國文學科
299 和書 3000003940 冊子体 争鳴 ; Cheng ming 百家出版社
300 和書 3000003994 冊子体 ラテンアメリカ・レポート ; Latin America report アジア経済研究所
301 和書 3000004018 冊子体 故宮文物月刊 国立故宮博物館
302 和書 3000002962 冊子体 未来 未来社
303 和書 3000003644 冊子体 週刊読書人 株式会社読書人
304 和書 3000004088 冊子体 人民日報 人民日報社
305 和書 3000004105 冊子体 亜細亜研究 ; The Journal of asiatic studies 高麗大学校亜細亜問題研究所
306 和書 3000004104 冊子体 震檀学報 震檀學舎
307 和書 3000004125 冊子体 新東亜 東亜日報社
308 和書 3000004123 冊子体 韓国統計月報 大韓統計協会
309 和書 3000004124 冊子体 韓国銀行調査統計月報 韓国銀行
310 和書 3000003259 冊子体 朝日新聞［東京］: 縮刷版 朝日新聞東京本社
311 和書 3000003230 冊子体 毎日新聞 = 縮刷版 毎日新聞社
312 和書 3000003273 冊子体 日本經濟新聞 ; 日本経済新聞 = 縮刷版 中央産業經濟研究所
313 和書 3000003276 冊子体 讀賣新聞 = 読売新聞 : 縮刷版 読売新聞社
314 和書 3000004166 冊子体 獨協経済 獨協大学経済学部
315 和書 3000004180 冊子体 世界漢語教学 ; Chinese teaching in the world 北京語言学院出版社
316 和書 3000004178 冊子体 古漢語研究 古漢語研究雑誌社
317 和書 3000004179 冊子体 漢語学習 漢語学習編集部
318 和書 3000003880 冊子体 光明日報 ; Guangming Daily 光明日報社
319 和書 3000004202 冊子体 民族語文 中国社会科学出版社
320 和書 3000003198 冊子体 中国 東大中国学会
321 和書 3000004212 冊子体 静岡新聞 静岡新聞社
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322 和書 3000004032 冊子体 国土問題 国土問題研究所
323 和書 3000004278 冊子体 ロシア月報 ラヂオプレス
324 和書 3000004287 冊子体 読売新聞 読売新聞東京本社
325 和書 3000004084 冊子体 日本經濟新聞 ; 日本経済新聞 中央産業經濟研究所
326 和書 3000004289 冊子体 埼玉新聞 埼玉新聞社
327 和書 3000004151 冊子体 久留米大学文学部紀要.国際文化学科編 久留米大学文学部
328 和書 3000004310 冊子体 國學院中國學會報 國學院大學中國學會
329 和書 3000004322 冊子体 文教大学国際学部紀要 文教大学
330 和書 3000004360 冊子体 河北新報 河北新報社

331 和書 3000004059 冊子体
国際比較政治研究 ; International comparative political 
studi

国際比較政治研究所

332 和書 3000004442 冊子体 亜細亜大学国際関係紀要 亜細亜大学国際関係学会
333 和書 3000004010 冊子体 教育学術新聞 教育学術新聞社
334 和書 3000004072 冊子体 琉球新報 琉球新報社
335 和書 3000004505 冊子体 人間環境科学 ; Human and environmental sciences 帝塚山学園人間環境科学研究所
336 和書 3000003999 冊子体 本を選ぶ ライブラリー・アド・サービス
337 和書 3000004511 冊子体 日本とモンゴル 日本モンゴル協会
338 和書 3000004513 冊子体 歌子 実践女子短期大学日本語コミュニケーション学科
339 和書 3000004556 冊子体 人民日報. 海外版 人民日報社
340 和書 3000004564 冊子体 山林 大日本山林会
341 和書 3000004605 冊子体 中東研究 ; Journal of middle eastern studies 中東調査会
342 和書 3000002630 冊子体 判例タイムズ 海口書店
343 和書 3000000129 冊子体 最高裁判所刑事判例集 最高裁判所判例調査會
344 和書 3000000130 冊子体 最高裁判所民事判例集 最高裁判所判例調査会
345 和書 3000004675 冊子体 アムネスティニュースレター アムネスティ・インターナショナル日本支部
346 和書 3000004684 冊子体 スポーツルール審判問答集 ぎょうせい
347 和書 3000004768 冊子体 ロシア語ロシア文学研究 日本ロシア文学会
348 和書 3000004771 冊子体 DHCコンメンタール国税通則法 第一法規出版
349 和書 3000004802 冊子体 こころの科学 ; Human mind 日本評論社
350 和書 3000004808 冊子体 文芸埼玉 埼玉県教育委員会
351 和書 3000000246 冊子体 大倉山論集 大倉山文化科学研究所
352 和書 3000004819 冊子体 熊本学園商学論集 熊本学園大学商学会「熊本学園商学論集」編集
353 和書 3000004961 冊子体 アジ研ワールド・トレンド アジア経済研究所
354 和書 3000004970 冊子体 コーチング・クリニック ; Coaching clinic ベースボール・マガジン社
355 和書 3000002736 冊子体 青少年問題 日本少年救護協会
356 和書 3000002502 冊子体 シナリオ 泉書房
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357 和書 3000002627 冊子体 判例時報 日本評論新社
358 和書 3000003874 冊子体 経済研究研究報告 大東文化大学経済研究所
359 和書 3000001049 冊子体 思想 岩波書店
360 和書 3000002154 冊子体 受験新報 法学書院
361 和書 3000002500 冊子体 キネマ旬報 キネマ旬報社
362 和書 3000002467 冊子体 会計人コース 中央経済社
363 和書 3000001258 冊子体 心理學研究 岩波書店
364 和書 3000001211 冊子体 書道美術 日本書道美術院
365 和書 3000003262 冊子体 受験ジャーナル 実務教育出版
366 和書 3000000303 冊子体 月刊人民中国 人民中国雑誌社
367 和書 3000002959 冊子体 昴 集英社
368 和書 3000001140 冊子体 ジュリスト 有斐閣
369 和書 3000000646 冊子体 群像 大日本雄辮會講談社
370 和書 3000002040 冊子体 文學界 文化公論社
371 和書 3000001231 冊子体 新潮 新潮社
372 和書 3000000155 冊子体 別冊山と渓谷 山と渓谷社
373 和書 3000001406 冊子体 大法輪 大法輪閣
374 和書 3000004988 冊子体 清和法学研究 清和大学法学会
375 和書 3000002494 冊子体 月刊福祉 全国社会福祉協議会
376 和書 3000002501 冊子体 文芸春秋 文芸春秋
377 和書 3000001443 冊子体 中央公論 中央公論社
378 和書 3000003823 冊子体 経済セミナー 日本評論社
379 和書 3000003821 冊子体 法学セミナー 日本評論社
380 和書 3000001065 冊子体 児童心理 金子書房
381 和書 3000000643 冊子体 軍事研究 ; The military research 軍事研究社
382 和書 3000002384 冊子体 歴史評論 丹波書林
383 和書 3000000564 冊子体 教育 教育科学研究会
384 和書 3000001614 冊子体 道徳教育 明治図書出版
385 和書 3000002050 冊子体 月刊文化財 第一法規出版
386 和書 3000003142 冊子体 會社四季報 東洋經濟新報社
387 和書 3000004782 冊子体 熊本学園大学文学・言語学論集 熊本学園大学文学・言語学論集編集会議
388 和書 3000001266 冊子体 数理科学 ダイヤモンド社
389 和書 3000001322 冊子体 世界 岩波書店
390 和書 3000002652 冊子体 税務弘報 中央経済社
391 和書 3000002753 冊子体 ふらんす 白水社
392 和書 3000002220 冊子体 教職課程 協同出版
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393 和書 3000002566 冊子体 歴史學研究 青木書店
394 和書 3000001849 冊子体 日本歴史 吉川弘文館
395 和書 3000001482 冊子体 地理 古今書院
396 和書 3000000375 冊子体 科学 岩波書店
397 和書 3000002632 冊子体 法律時報 日本評論社
398 和書 3000000384 冊子体 化学と生物 東京大学出版会
399 和書 3000000215 冊子体 演劇界 日本演劇社
400 和書 3000002499 冊子体 書道 五禾書房
401 和書 3000002782 冊子体 会計 森山書店
402 和書 3000002888 冊子体 現代詩手帖 世代社
403 和書 3000004818 冊子体 熊本学園大学経済論集 熊本学園大学経済学会
404 和書 3000000517 冊子体 企業会計 中央経済社
405 和書 3000000718 冊子体 経済論叢 京都大学経済学会
406 和書 3000000720 冊子体 藝術新潮 新潮社
407 和書 3000001682 冊子体 墨 芸術新聞社
408 和書 3000001108 冊子体 社会学評論 有斐閣
409 和書 3000003650 冊子体 文學＝文学 岩波書店
410 和書 3000002057 冊子体 文藝 河出書房新社
411 和書 3000001911 冊子体 美學 寶雲舎
412 和書 3000003708 冊子体 日経サイエンス 日経サイエンス社
413 和書 3000005048 冊子体 九州産業大学国際文化学部紀要 九州産業大学国際文化学部
414 和書 3000002597 冊子体 日経会社情報 日本経済新聞社
415 和書 3000004964 冊子体 社会関係研究 熊本学園大学社会関係学会「社会関係研究」編
416 和書 3000003366 冊子体 語学教育研究論叢 大東文化大学語学教育研究所
417 和書 3000004171 冊子体 大東法政論集 大東文化大学大学院法学研究科
418 和書 3000004852 冊子体 教育新聞 ; The Educational news 教育新聞社

419 和書 3000005069 冊子体
国際開発研究フォ-ラム ; Forum of international 
development studi

名古屋大学大学院国際開発研究科

420 和書 3000003778 冊子体 研究会報告 大東文化大学日本語文法研究会
421 和書 3000001249 冊子体 新聞研究 日本新聞協会
422 和書 3000005115 冊子体 哲學 日本哲學會
423 和書 3000000679 冊子体 亜細亜大学経濟學紀要 亜細亜大学経済学部
424 和書 3000003051 冊子体 人間文化 愛知学院大学人間文化研究所
425 和書 3000005131 冊子体 ヴァージニア・ウルフ研究 ; Virginia Woolf review 日本ヴァージニア・ウルフ協会
426 和書 3000005116 冊子体 月刊オルタ アジア太平洋資料センタ-
427 和書 3000002805 冊子体 出版ニュース 出版ニュース社
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428 和書 3000005187 冊子体 紀要.地域研究・国際学編 愛知県立大学外国語学部
429 和書 3000005196 冊子体 生きがい研究 長寿社会開発センター
430 和書 3000005203 冊子体 復印報刊資料. K21, 先秦・秦漢史 中国人民大学書報資料社
431 和書 3000005204 冊子体 復印報刊資料. K24, 明清史 中国人民大学書報資料社
432 和書 3000005202 冊子体 復印報刊資料. K23, 宋遼金元史 中国人民大学書報資料中心
433 和書 3000005205 冊子体 復印報刊資料. K22, 魏晋南北朝隋唐史 中国人民大学書報資料中心
434 和書 3000005211 冊子体 帝京大学外国語外国文学論集 帝京大学第2外国語部会
435 和書 3000005246 冊子体 National geographic ; ナショナルジオグラフィック 日経ナショナルジオグラフィック社
436 和書 3000005248 冊子体 信濃毎日新聞 信濃毎日新聞株式会社

437 和書 3000005292 冊子体
日本女子大学大学院紀要. 家政学研究科・人間生活学
研究科

日本女子大学

438 和書 3000005293 冊子体 日本女子大学大学院文学研究科紀要 日本女子大学
439 和書 3000005313 冊子体 世界民族 <世界民族>雑誌社
440 和書 3000005317 冊子体 大東文化大学法学研究所報 大東文化大学法学研究所
441 和書 3000005320 冊子体 消費者リポート 日本消費者連盟
442 和書 3000005318 冊子体 大東文化大学法学研究所報.別冊 大東文化大学法学研究所
443 和書 3000005408 冊子体 東京国際大学論叢.国際関係学部編 東京国際大学
444 和書 3000005409 冊子体 東京国際大学論叢.人間社会学部編 東京国際大学
445 和書 3000005407 冊子体 人文科学 大東文化大学人文科学研究所
446 和書 3000004133 冊子体 ネットワーク資料保存 日本図書館協会資料保存委員会
447 和書 3000005549 冊子体 LISN キハラ株式会社マーケティング室
448 和書 3000005562 冊子体 大東文化大学人文科学研究所所報 大東文化大学人文科学研究所
449 和書 3000005572 冊子体 大東文化大学語学教育研究所所報 大東文化大学語学教育研究所
450 和書 3000005710 冊子体 エコノミクス 九州産業大学経済学会
451 和書 3000005709 冊子体 大東文化大学東洋研究所所報 大東文化大学東洋研究所
452 和書 3000005731 冊子体 清泉 書壇院
453 和書 3000005758 冊子体 わかりやすい労働基準法の手引 新日本法規出版
454 和書 3000000652 冊子体 世界思想 世界思想社
455 和書 3000005744 冊子体 語学教育フォ-ラム 大東文化大学語学教育研究所
456 和書 3000005804 冊子体 CUC view & vision 千葉商科大学経済研究所
457 和書 3000005825 冊子体 立正大学法制研究所研究年報 立正大学法制研究所
458 和書 3000003213 冊子体 Aera ; アエラ 朝日新聞社
459 和書 3000006641 冊子体 基本判例 第一法規出版株式会社
460 和書 3000006684 冊子体 教育学会誌 大東文化大学教育学会(教育学科研究室内)
461 和書 3000003869 冊子体 大東文化大学経済研究所報 大東文化大学経済研究所
462 和書 3000006690 冊子体 大東文化大学経営研究所所報 大東文化大学経営研究所
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463 和書 3000006697 冊子体 法学部学生論集 大東文化大学法政学会
464 和書 3000006737 冊子体 名古屋学院大学論集.言語・文化篇 名古屋学院大学総合研究所
465 和書 3000006677 冊子体 教育研究 ; Educational research 教育科学出版社
466 和書 3000004612 冊子体 新華月報 人民出版社
467 和書 3000006678 冊子体 人口研究 ; Renkou yanjiu 中国人民大学出版社
468 和書 3000005325 冊子体 中国金融 中国金融出版社

469 和書 3000006675 冊子体 中国国情国力 ; China national conditions and strength 中国国際図書貿易

470 和書 3000006676 冊子体 中国能源 ; Enegy of China 北京
471 和書 3000006674 冊子体 中国農村経済 ; China rural economy 中国国際図書貿易
472 和書 3000006680 冊子体 中国物価 北京
473 和書 3000006681 冊子体 保険研究 ; Insurance studies 中国国際図書貿易
474 和書 3000006760 冊子体 拓殖大学論集. 人文・自然・人間科学研究 拓殖大学人文科学研究所
475 和書 3000006750 冊子体 敬愛大学国際研究 敬愛大学国際学会
476 和書 3000006845 冊子体 東京外大東南アジア学 東京外国語大学東南アジア語学科
477 和書 3000006994 冊子体 大阪産業大学経済論集 大阪産業大学学会
478 和書 3000006995 冊子体 大阪産業大学経営論集 大阪産業大学学会
479 和書 3000007116 冊子体 Mathesis Universalis ; マテシス・ウニウェルサリス 獨協大学外国語学部言語文化学科
480 和書 3000007086 冊子体 比較文化研究 鶴見大学比較文化研究所
481 和書 3000007247 冊子体 中国国家地理 地理知識雑誌社
482 和書 3000002827 冊子体 日経ビジネス 日経BP社
483 和書 3000005105 冊子体 季刊人間と教育 労働旬報社
484 和書 3000005520 冊子体 復印報刊資料. D4, 中国政治 中国人民大学書報資料社
485 和書 3000006982 冊子体 復印報刊資料. D6, 中国外交 中国人民大学書報資料社
486 和書 3000007126 冊子体 復印報刊資料. D7, 国際政治 中国人民大学書報資料社
487 和書 3000006987 冊子体 復印報刊資料. F61, 財政与税務 中国人民大学書報資料中心
488 和書 3000007131 冊子体 復印報刊資料. F63, 投資与証券 中国人民大学書報資料中心
489 和書 3000005003 冊子体 復印報刊資料. K4, 中国現代史 中国人民大学書報資料社
490 和書 3000007125 冊子体 種植与養殖 中国人民大学書報資料中心
491 和書 3000006989 冊子体 上海道教 上海市道教協会文化研究室
492 和書 3000006990 冊子体 孔子研究 斉魯書社

493 和書 3000007292 冊子体 地球環境研究 ; Bulletin of geo-environmental science 立正大学地球環境科学部

494 和書 3000007186 冊子体 ロシア政策動向 ラジオプレス
495 和書 3000002137 冊子体 選択 びっぷ出版
496 和書 3000006941 冊子体 佛教藝術 毎日新聞社
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歴史文化学関係の雑誌等一覧（既存）東松山図書館No. 和洋区分 書誌ID 契約区分 書名 出版社
497 和書 3000007317 冊子体 経営論集 ; Management journal 大東文化大学経営学会
498 和書 3000007332 冊子体 復印報刊資料. K9, 地理 中国人民大学書報資料社
499 和書 3000001813 冊子体 日本体育大学紀要 東京
500 和書 3000007336 冊子体 大東書学 大東文化大学書道学会『大東書学』編集委員

501 和書 3000007344 冊子体
復印報刊資料. F102, 人力資源開発与管理 ; 
Development and man

中国人民大学書報資料中心

502 和書 3000007202 冊子体 国際交流研究 フェリス女学院大学
503 和書 3000000917 冊子体 国立民族学博物館研究報告 国立民族学博物館

504 和書 3000007384 冊子体 日本学研究  科学技术文献出版社

505 和書 3000007390 冊子体 環境創造フォーラム年報 大東文化大学
506 和書 3000007299 冊子体 早稲田社会科学総合研究 早稲田大学社会科学学会
507 和書 3000007197 冊子体 社会科教育 明治図書
508 和書 3000007209 冊子体 鹿児島経済論集 鹿児島国際大学経済学部学会
509 和書 3000007406 冊子体 環境創造 大東文化大学環境創造学会
510 和書 3000007416 冊子体 Tarzan マガジンハウス
511 和書 3000007417 冊子体 BIO city ; ビオシテイ ; ビオ シテイ ビオシティ
512 和書 3000007423 冊子体 文学・芸術・文化 近畿大学文芸学部
513 和書 3000006899 冊子体 理研ニュース 理化学研究所開発調査室
514 和書 3000007464 冊子体 国際関係研究 日本大学国際関係学部国際関係研究所
515 和書 3000005751 冊子体 日経流通新聞 日本経済新聞社
516 和書 3000007468 冊子体 総合教育センター紀要 東海大学出版会
517 和書 3000007509 冊子体 Obirin today 桜美林大学教育センター群
518 和書 3000004085 冊子体 産業経済新聞 産業経済新聞東京本社
519 和書 3000007578 冊子体 エアステージ イカロス出版
520 和書 3000007579 冊子体 子どもの文化 子どもの文化研究所
521 和書 3000007581 冊子体 国際社会文化研究 高知大学人文学部国際社会コミュニケーション学科
522 和書 3000007305 冊子体 研究年報 名古屋学院大学総合研究所
523 和書 3000007585 冊子体 暮しの手帖. 第4世紀 暮しの手帖社
524 和書 3000003136 冊子体 ラグビーマガジン ベースボールマガジン社

525 和書 3000007590 冊子体 大東アジア学論集 ; The journal of Daito Asian studies 大東文化大学大学院アジア地域研究科

526 和書 3000007622 冊子体
台灣經濟論衡 ; Taiwan economic forum ; Taiwan 
economic forum

行政院經濟建設委員會

527 和書 3000007620 冊子体 東北学院英学史年報 東北学院大学英語英文学研究所
528 和書 3000007362 冊子体 倫理學年報 日本倫理學会
529 和書 3000007640 冊子体 久留米大学文学部紀要. 社会福祉学科編 ; Bulletin of Faculty o久留米大学文学部
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530 和書 3000007643 冊子体 桃山学院大学総合研究所紀要 桃山学院大学総合研究所
531 和書 3000007648 冊子体 跡見学園女子大学文学部紀要 跡見学園女子大学
532 和書 3000007601 冊子体 地理学評論 日本地理学会
533 和書 4030900002 冊子体 個人情報保護 管理・運用の実務 新日本法規出版
534 和書 4031000005 冊子体 季刊書道ジャーナル 書道ジャーナル研究所
535 和書 4031000011 冊子体 環境技術 環境技術研究会
536 和書 4031200003 冊子体 青森明の星短期大学研究紀要 青森明の星短期大学
537 和書 4040300007 冊子体 でぽら 全国過疎地域活性化連盟
538 和書 4040400032 冊子体 久留米大学心理学研究 久留米大学大学院心理学研究科
539 和書 4040500029 冊子体 アジア情報室通報 国立国会図書館
540 和書 4040600037 冊子体 アフリカ アフリカ協会
541 和書 4040700007 冊子体 文化人類学 日本文化人類学会
542 和書 4040700026 冊子体 太極 楊名時太極拳連盟
543 和書 4040700037 冊子体 スポーツ健康科学紀要 東洋大学スポーツ健康科学委員会
544 和書 3000003210 冊子体 中央大学保健体育研究所紀要 中央大学出版部
545 和書 3000001383 冊子体 体育研究 中央大学保健体育委員会
546 和書 4041000007 冊子体 波奈美都樹 東松山市立図書館
547 和書 4041000008 冊子体 水の文化 ミツカン水の文化センター
548 和書 4041000016 冊子体 Number 文芸春秋
549 和書 4041000020 冊子体 月刊バスケットボール 日本文化出版
550 和書 4041000022 冊子体 公衆衞生 日本醫學雜誌
551 和書 4041000027 冊子体 Training journal ブックハウスHD
552 和書 4041000028 冊子体 日本生理学雜誌 東京
553 和書 4041000029 冊子体 Volleyball 東京
554 和書 3000006952 冊子体 厚生の指標 厚生統計協会
555 和書 4041100034 冊子体 本郷 吉川弘文館
556 和書 4050100001 冊子体 日本語の研究 日本語学会
557 和書 3000002112 冊子体 法政大学文学部紀要 東京

558 和書 4050400007 冊子体
复印报刊资料. F31, 企业管理研究 = Enterprise 

management
中国人民大学书报资料中心 

559 和書 4050500039 冊子体 日本語学科誌 GAYA 大東文化大学外国語学部日本語学科
560 和書 4050700011 冊子体 東北学院大学教養学部論集 東北学院大学学術研究会
561 和書 4050900002 冊子体 情報コミュニケーション学研究 明治大学情報コミュニケーション学研究所
562 和書 4051000008 冊子体 Oriente 古代オリエント博物館
563 和書 4060200001 冊子体 帝塚山大学現代生活学部紀要 帝塚山大学現代生活学部 ,2005-
564 和書 4060400023 冊子体 三重中京大学地域社会研究所報 三重中京大学地域社会研究所
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565 和書 4070500031 冊子体 文藝春秋 SPECIAL 文藝春秋
566 和書 4050500029 冊子体 大東文化大学紀要.社会科学・自然科学 大東文化大学
567 和書 4070900015 冊子体 外国語学研究 大東文化大学大学院外国語学研究科
568 和書 4070700010 冊子体 IICPSニューズ・レター 大東文化大学国際比較政治研究所
569 和書 4070800007 冊子体 三國志研究＝三国志研究 三国志学会
570 和書 3000007067 冊子体 季刊アラブ 日本アラブ協会
571 和書 4080100029 冊子体 日本情報経営学会誌 日本情報経営学会
572 和書 3000002385 冊子体 レコード芸術 東京
573 和書 4081000005 冊子体 卒業研究集録. 書道学科 大東文化大学書道学科
574 和書 4081100006 冊子体 大東文化大学博物館学講座だより 大東文化大学博物館学講座運営委員会

575 和書 4090600010 冊子体 复印报刊资料. F51, 贸易经济 = Trade & economy 中国人民大学书报资料中心

576 和書 4090600011 冊子体
復印報刊資料. F52, 国際貿易研究 = Research on 
international trade

中国人民大学书报资料中心

577 和書 4090600012 冊子体  復印報刊資料. C5, 人口学 = Demology 中国人民大学书报资料中心

578 和書 4090700024 冊子体 中国経済 日本貿易振興会
579 和書 4070900014 冊子体 国連ジャーナル 日本国際連合協会
580 和書 3000003725 冊子体 漢籍 漢籍研究会
581 和書 3000000018 冊子体 IDE 民主教育協会
582 和書 4100300007 冊子体 地球温暖化 日報アイ・ビー
583 和書 4100300019 冊子体 歴史書通信 歴史書懇話会
584 和書 4100400004 冊子体 月刊ビジネスアイ エネコ 日本工業新聞新社
585 和書 4100400005 冊子体 教育学研究紀要 大東文化大学大学院文学研究科教育学専攻
586 和書 4110200005 冊子体 月刊HACCP 鶏卵肉情報センター
587 和書 4110200003 冊子体 高島平ルネッサンスシンポジウム報告書 大東文化大学環境創造学部現代GP実施委員会
588 和書 4080500001 冊子体 環境創造. 別冊 大東文化大学環境創造学会
589 和書 4110400037 冊子体 ヒンディー文学 = ह िंदी साह त्य 日本ヒンディー文学会
590 和書 4071000008 冊子体 人間科学研究 = Waseda journal of human sciences 早稲田大学人間科学学術院
591 和書 3000003350 冊子体 法学教室 有斐閣
592 和書 4080500008 冊子体 Figaro Japon = フィガロジャポン ティビーエス・ブリタニカ
593 和書 4110400654 冊子体 さいたまグラフ : 目でみるふるさと 埼玉県広報公社
594 和書 4060600003 冊子体 指向/SHIKOU 大東文化大学大学院外国語学研究科日本語学専攻

595 和書 4110400657 冊子体 中国言語文化学研究 大東文化大学大学院外国語学研究科中国言語文化学専攻

596 和書 4110400647 冊子体 大東文化大学紀要. 社会科学 大東文化大学
597 和書 4110400648 冊子体 大東文化大学紀要. 自然科学 大東文化大学
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598 和書 4110400675 冊子体 広島大学現代インド研究 : 空間と社会
広島大学現代インド研究センター/人間文化研究機構地域研
究推進事業「現代インド地域研究」広島

599 和書 4110400684 冊子体 SRL宝函 スペシアル・レファレンス・ラボラトリー
600 和書 3000003154 冊子体 ジェトロセンサー : 国際ビジネス情報 = Jetro sensor 日本貿易振興会

601 和書 4110400702 冊子体
東海学園大学研究紀要. 人文科学研究編 = Bulletin of 
Tokai Gakuen University

東海学園大学経営学部 : [東海学園大学]人間健康学部

602 和書 4110400689 冊子体 アカデミア. 人文・自然科学編 南山大学
603 和書 4110400688 冊子体 アカデミア. 社会科学編 南山大学
604 和書 4110400706 冊子体 交流 交流協会

605 和書 4081200006 冊子体 心理臨床の広場 : forum: a clinical psychology magazine 日本心理臨床学会

606 和書 4110400742 冊子体 観光文化 日本交通公社
607 和書 4090400006 冊子体 近代文学研究 大東文化大学人文科学研究所 
608 和書 4110400747 冊子体 尾道市立大学経済情報論集 尾道市立大学経済情報学部
609 和書 4110400767 冊子体 スポーツ・健康科学会学会誌 大東文化大学
610 和書 4110400768 冊子体 スポーツ・健康科学研究科年報 大東文化大学
611 和書 4110400771 冊子体 尾道市立大学芸術文化学部紀要 尾道市立大学
612 和書 4110400776 冊子体 大学職員論叢 大学基準協会編集グループ
613 和書 3000003419 冊子体 圖書新聞 図書新聞社
614 和書 4110400732 冊子体 現行中華人民共和国六法 ぎょうせい
615 和書 4110400787 冊子体 SOCCER MAGAZINE : ZONE ベースボール・マガジン社
616 和書 4110400788 冊子体 Mundi = ムンディ 国際協力機構

617 和書 4110100003 冊子体 Newsletter : 大東文化大学ビアトリクス・ポター資料館 ビアトリクス・ポター資料館広報部会 

618 和書 4110400816 冊子体 現代民俗学研究 = Journal of living folklore 現代民俗学会

619 和書 4110400817 冊子体
文学研究科書道学専攻修士論文・修了作品博士論文
研究集録

大東文化大学大学院文学研究科書道学専攻

620 和書 4080300005 冊子体 鶴見大学紀要. 第1部, 日本語・日本文学編 鶴見大学 
621 和書 4110400829 冊子体 大学院紀要. 国際地域学研究科 東洋大学大学院

622 和書 4110400844 冊子体
中央民族大学学报. 哲学社会科学版 = Journal of the 

Central University for Nationalities
中央民族大学期刊社

623 和書 4110400824 冊子体 桐墨 : 大東文化大学書道研究所報 大東文化大学書道研究所
624 和書 4110400867 冊子体 早稲田社会科学総合研究. 別冊, 学生論文集 早稲田大学社会科学学会
625 和書 4080100044 冊子体 そだちの科学 : sodachi no kagaku : こころの科学 日本評論社
626 和書 4110400915 冊子体 京都学園大学経済経営学部論集 京都学園大学経済経営学部学会
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627 和書 4110400765 冊子体 大東文化歴史資料館だより = Daito archives newsletter 大東文化歴史資料館

628 和書 4110400929 冊子体
年報タイ研究 = The journal of Thai studies = วารสาร

ไทยศกึษา
日本タイ学会

629 和書 4110400932 冊子体 大東文化大学経営学会学生懸賞論文 大東文化大学経営学会
630 和書 4110400948 冊子体 光明日報 = Guangming daily 光明日報社
631 和書 4110400952 冊子体 愛知学院大学人間文化研究所報 愛知学院大学人間文化研究所
632 和書 4110400919 冊子体 明治大学平和教育登戸研究所資料館館報 明治大学平和教育登戸研究所資料館
633 和書 3000002397 冊子体 東方 東方書店
634 和書 4110400966 冊子体 高知県立大学文化論叢 高知県立大学文化学部
635 和書 4110400967 冊子体 獨協大学外国語教育研究所紀要 獨協大学外国語教育研究所
636 和書 4110400968 冊子体 皇學館大學紀要 皇學館大学文学部 : [皇學館大学]教育学部

637 和書 4110400969 冊子体
城西現代政策研究 = Josai contemporary policies 
researches

城西大学

638 和書 4110400972 冊子体
東アジア仏教学術論集 : 韓・中・日国際仏教学術大会
論文集

東洋大学国際哲学研究センター
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【資料8】

No. 学校名 所在地

1 東京都公立学校 東京都

2 大東文化大学第一高等学校 東京都板橋区高島平１－９－１

【資料９】

①東京都公立学校教育実習実施承諾書（写）

②教育実習生受入れ（受入承諾書（写）（大東文化大学第一高等学校）

  教育実習承諾校 一覧

実習先施設は、東京都教育委員会

「平成28年度　東京都公立学校一

覧」（平成28年10月31日）を参照

（http://www.kyoiku.metro.tokyo.

jp/toukei/28kouritsu/28mokuji.ht

ml）

備考



大東文化大学
テキスト ボックス
【資料10】

大東文化大学
テキスト ボックス

大東文化大学
テキスト ボックス

大東文化大学
テキスト ボックス
大東文化大学Webシラバスより

















大東文化大学
テキスト ボックス
【資料11】

大東文化大学
テキスト ボックス

大東文化大学
テキスト ボックス
2017大東文化大学就職活動手帳より



受け入れ先 参加者数 受け入れ先 参加者数

外国語学部

【国内】
ルートイングループ、㈱Plan・Do・See、㈱アクア、㈱イーオン、㈱キャンストアオペレーション、
㈱きらやか銀行、㈱つばさエンタテイメント、㈱ティンパンアレイ、㈱ローソン、㈱山形銀行、㈱
千葉興業銀行、㈱荘内銀行、㈱東武宇都宮百貨店、甲州市役所、城北信用金庫、青木信
用金庫、損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険㈱、日本交通㈱、名鉄観光サービス㈱

25
【国内】
ザ・ウィンザーホテル洞爺、大東文化大学国
際交流センター、東武ステーションサービス

4

【海外】
康格会展(上海)有限公司(コングレ上海)

1

経営学部

【国内】
インターリンク㈱、オートバックスセブン㈱、キヤノンシステムアンドサポート㈱、グローリー㈱、
ケイアイスター不動産㈱、スズキ販売会社グループ、ディーエムソリューションズ㈱、ト―ハツ
㈱、トランスコスモス㈱、㈱エンパワー、㈱オオゼキ、㈱ビームス、㈱やまと、㈱大建建設、㈱
電通国際情報サービス、㈱日庄、京都きもの友禅㈱、埼玉日産自動車㈱、三菱地所コミュニ
ティ㈱、㈱足利銀行、大塚刷毛製造㈱、㈱大塚商会、㈱島忠

28

【海外】
12th Street Shoes, Allied Arts, Habitat for
Humanity Store, Ragfinery, The Toy
Garden, Wise Buys

8

環境創造学部

【国内】
Pacific Diner Serviceグループ、SMBC日興証券㈱、サステナジー㈱、㈱Plan・Do・See、㈱ア
コーディア・ゴルフ、㈱サイゼリヤ、㈱はせがわ、㈱ブライダルプロデュース、㈱ベルク、㈱東
急コミュニティー、㈱東京コンピュータサービス、城北信用金庫

13

【国内】
板橋区立エコポリスセンター、ときがわ町役
場、佐々木ケアサービス（株）、富士通
（株）、浜松市役所

6

スポーツ・
健康科学部

【国内】
SMBC日興証券㈱、アパホテル㈱、ウィン・パートナーズ㈱、杏林製薬㈱、㈱あさひ、㈱アル
ペン、㈱エービーシー商会

8 なし -

286 合　　計 26

種別 受け入れ先 参加人数

企業法務
宝印刷、ウェザーニューズ、フィールドマーケティングシステムズ、冨士工、小笠原六川国際
総合法律事務所

1

国際法務
（中国）

実施なし 0

国際法務
（韓国）

靖世法務法人　他 3

市民生活法務 東京慈恵会医科大学、埼玉県医師会、東京地方裁判所　他 2

政策法務 杉並区役所 1

7

【資料12】

法学部

【国内】
Pacific Diner Service グループ、SMBC日興証券㈱、イオンアグリ創造（株）イオン埼玉松伏
農場、オリックス・リビング㈱、㈱クロスカンパニー、コマニー㈱、サンコーインダストリー㈱、ス
ターツアメニティー㈱、スターツグループ、ソニーペイメントサービス㈱、ソニー生命保険㈱、
ダイニック・ジュノ㈱、パルグループ、ホクト㈱、㈱ecbeing、㈱Plan・Do・See、㈱WAO
STYLE、㈱アサンテ、㈱アスティーク、㈱アダストリア、㈱アルペン、㈱イーグルリテイリング、
㈱ウェルネスフロンティア、㈱エスフィット、㈱カインズ、㈱カスミ、㈱ギャップジャパン、㈱クラウ
ディアコスチュームサービス、㈱ケイ・ウノ、㈱コナカ、㈱ジェイック、㈱ジェーエムエーシステ
ムズ、㈱シグマソリューションズ、㈱スタジオアリス、㈱ダイナック、㈱ディアーズ・ブレイン、㈱ト
ランスコスモス、㈱トリート、㈱ハウスメイト、㈱パソナ、㈱ビッグモーター、㈱ファングラー、㈱
フィラディス、㈱フレックス、㈱プログレス、㈱フロンティア、㈱ベイシア、㈱ベネッセスタイルケ
ア、㈱ベネフィット・ワン、㈱ベルーナ、㈱ベルク、㈱ベンチャーバンク、㈱ポジティブドリーム
パーソンズ、㈱マルイチ産商、㈱マルハン、㈱ミツカン、㈱ヤオコー、㈱ライトオン、㈱一条工
務店、㈱河内屋、㈱虎屋、㈱山星屋、㈱日本コンセプト、㈱日本財託、㈱廣瀬商会、近畿日
本ツーリスト㈱、今村証券㈱、埼玉トヨペット㈱、埼玉県危機管理防災部消防防災課、埼玉県
警察本部、㈱秋田銀行、神戸レザークロス㈱、青山商事㈱、損保ジャパン日本興亜ひまわり
生命保険㈱、長野県信用組合、東京積水ハイム㈱、東西㈱、日拓リアルエステート㈱、日本
交通㈱

101

なし -

【国内】
ギャップジャパン㈱、サンコーインダストリー㈱、一般社団法人日本血液製剤機構、加須市役
所、㈱カインズ、㈱キャリアデザインセンター、㈱クロスカンパニー、㈱ケーユーホールディン
グス、㈱シグマソリューションズ、㈱パソナ、㈱ひまわりほーむ、㈱ホンダカーズ埼玉、㈱大創
産業、㈱第四銀行、㈱中沢ヴィレッジ、㈱島忠、㈱日能研、㈱福島銀行、㈱北越銀行、群馬
県庁、在東京ブラジル大使館、埼玉県庁、埼玉縣信用金庫、西川産業㈱、第一勧業信用組
合、長岡市役所、長野銀行、長野県庁安曇野建設事務所、東急ファイナンスアンドアカウン
ティング㈱、㈱東京インテリア家具、弁護士法人心 東京駅法律事務所

31 【国内】
東松山市役所、板橋区役所

8

国際関係学部 なし -

経済学部

【国内】
Pacific Diner Service、SMBC日興証券㈱、㈱あさひ、カレント自動車㈱、ケイアイスター不動
産㈱、ダイセーロジスティクス㈱、テンプスタッフフォーラム㈱、トヨタカローラ埼玉㈱、㈱ニト
リ、ネッツトヨタ埼玉㈱、ネッツトヨタ東埼玉㈱、㈱ブライダルプロデュース、ポラス㈱、㈱アズ
テックス、㈱カインズ、㈱カスミ、㈱コメリ、㈱シーアールイー、㈱村内外車センター、㈱中央コ
ンピュータシステム、㈱長野銀行、㈱東急ハンズ、㈱東京インテリア家具、㈱八十二銀行、群
馬トヨタ自動車㈱、上総屋不動産㈱、青木信用金庫、千曲市役所、東京都庁、日本デイリー
ネット㈱

40

出典：学校法人大東文化学園　「⑨　インターンシップ・エクスターンシップの状況〔平成27年度〕」　学園の現況　平成28年（2016）年度　P107

合　　計

・法務研究科エクスターンシップ

合　　計

⑨　インターンシップ・エクスターンシップの状況〔平成27年度〕

・学部学生インターンシップ（学部・学科主催及びキャリアセンター把握分。学生個人による参加で、未届のものは含まない。）

学部
キャリアセンター取扱 学部学科取扱

【国内】
SMBC日興証券㈱、アニヴェルセル㈱、アルフレッサ㈱、トランスコスモス㈱、ホクト㈱、一般社
団法人日本物流団体連合会、㈱GISELE、㈱Plan・Do・See、㈱アート不動産、㈱シグマソ
リューションズ、㈱スズケン、㈱ディアーズ・ブレイン、㈱ティンパンアレイ、㈱ニュートン・サン
ザグループ、㈱フタバ図書、㈱ブライダルプロデュース、㈱ベンチャーバンク、㈱ホンダカー
ズ埼玉、㈱長野銀行、㈱長良プロダクション、㈱日本ケアリンク、㈱八神製作所、久光製薬
㈱、共同システム開発㈱、境町役場人権・男女共同推進室および生涯学習課、佐久地方事
務所林務課、新座志木中央病院、西川産業㈱、青木信用金庫、全国保証㈱、第一勧業信
用組合、朝霞台中央総合病院、長野県教育委員会特別支援教育課、日本シグマックス㈱、
日本光電工業㈱

文学部 39 なし -



アジア圏 平成28年5月現在

国　　名
H27
派遣
（長期）

H27
派遣
（短期）

H27
受入

締結開始年月 更新年月
協定の
署名人
（本学）

協定の
署名人
（相手側）

中　　国 北京外国語大学 （国立） 5 0 2 1980年7月 自動 学長 学長

上海師範大学　 （国立） 1 9 1 1987年12月 自動 学長 学長

中山大学 （国立） 2 0 4 1997年4月 自動 学長 学長

山東大学 （国立） 2 0 1 2000年10月 自動 学長 学長

北京師範大学 （国立） 0 0 0 2001年1月 自動 学長 学長

中国美術学院 （国立） 0 24 0 2002年2月 自動 学長 院長

西北大学 （国立） 2 0 1 2003年3月 自動 学長 学長

東北師範大学 （国立） 1 0 0 2004年6月 自動 学長 学長

天津美術学院 （国立） 0 0 1 2005年10月 自動 学長 院長

首都師範大学 （国立） 1 0 1 2005年10月 自動 学長 院長

中央民族大学 （国立） 0 0 0 2006年1月 自動 学長 院長

三江学院 （私立） 0 0 0 2006年12月 自動 学長 学長

中国社会科学院歴史研究所 - 0 0 0 2006年12月 自動 学長 所長

清華大学 （国立） 0 0 0 2007年1月 自動 学長 主任

大連外国語大学 （国立） 4 0 2 2007年7月 自動 学長 学長

北京理工大学 （国立） 0 0 0 2008年5月 自動 所長 院長

厦門大学 （国立） 3 0 2 2010年4月 自動 学長 学長

吉林師範大学東亜研究所 - 0 0 0 2010年4月 自動 所長 所長

中国社会科学院文学研究所 - 0 0 0 2011年12月 自動 学長 所長

上海体育学院 （国立） 0 0 1 2013年3月 自動 学長 学長

遼寧師範大学 （国立） 0 0 0 2013年6月 自動 学長 学長

蘇州大学 （国立） 0 0 0 2014年3月 自動 所長 院長

中央財経大学 （国立） 0 0 0 2014年6月 自動 所長 院長

華僑大学 （私立） 0 0 0 2016年3月 2021年3月 学長 学長

24校 21 33 16

東呉大学 （私立） 1 0 3 1994年6月 自動 学長 学長

国立中山大学 （国立） 0 0 0 2001年3月 自動 学長 学長

国立台湾芸術大学 （国立） 0 0 2 2002年7月 自動 学長 学長

興国管理学院 （私立） 0 0 0 2007年3月 自動 学長 学長

輔仁大学 （私立） 4 0 2 2008年5月 自動 学長 学長

逢甲大学 （私立） 0 0 16 2011年3月 自動 学長 学長

6校 5 0 23

韓　　国 高麗大学校 （私立） 0 29 0 1988年3月 自動 学長 学長

釜山外国語大学校 （私立） 0 0 0 1994年1月 自動 学長 総長

延世大学校　※1 （私立） 0 0 0 2001年8月 2006年8月 学長 学長

成均館大学 （私立） 0 0 0 2001年11月 自動 学長 学長

圓光大学校 （私立） 0 0 1 2010年8月 自動 学長 総長

慶南大学校 （私立） 0 2 0 2010年7月 自動 学長 総長

西京大学校 （私立） 0 0 1 2010年6月 自動 学長 総長

【資料13】

⑪　国際交流地域別協定校一覧および学生数（派遣・受入）

大　学　名

中　　国　計

中　　国
（台　　湾）

中　　国（台湾）　計

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



国　　名
H27
派遣
（長期）

H27
派遣
（短期）

H27
受入

締結開始年月 更新年月
協定の
署名人
（本学）

協定の
署名人
（相手側）

大　学　名

又石大学校 （私立） 0 0 0 2010年6月 自動 学長 総長

木浦大学校 （私立） 0 0 0 2010年6月 自動 学長 総長

9校 0 31 2韓　　国　計

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



国　　名
H27
派遣
（長期）

H27
派遣
（短期）

H27
受入

締結開始年月 更新年月
協定の
署名人
（本学）

協定の
署名人
（相手側）

大　学　名

インドネシア パジャジャラン大学　※1 （国立） 1 12 0 1985年7月 2010年3月 学長 学長

マレーシア ベルジャヤ大学 （私立） 0 0 0 2014年11月 2019年11月 学長
最高
責任者

クアラルンプール大学 （私立） 0 0 0 2015年6月 2018年6月 学長 学長

2校 0 0 0

フィリピン ビサヤ大学 （私立） 0 2 0 2015年6月 自動 学長 学長

タ　　イ チュラロンコーン大学 （国立） 0 0 0 1985年11月 2016年7月 学長 学長

シラパコーン大学 （国立） 2 12 2 2014年7月 自動 学長 学長

ウドンタニ・ラチャパット大学（国立） 0 0 0 2016年3月 自動 学長 学長

3校 2 12 2

パキスタン カラチ大学 （国立） 0 0 0 1988年3月 自動 学長 学長

パンジャーブ大学 （国立） 0 0 0 2000年3月 自動 学長 学長

2校 0 0 0

ベトナム ベトナム国家大学ハノイ （国立） 1 21 0 1988年10月 自動 学長 学長

ベトナム国家大学ホーチミン （国立） 0 0 0 2015年6月 自動 学長 学長

2校 1 21 0

インド ラジャスタン大学 （国立） 0 0 0 1992年2月 自動 学長 学長

ジャワハルラルネルー大学 （国立） 0 18 0 1999年2月 2022年4月 学長 学長

2校 0 18 0

中近東圏

イラン シーラーズ大学 （国立） 0 0 0 1991年10月 自動 学長 学長

イスファハン大学 （国立） 1 9 0 2013年10月 自動 学長 学長

2校 1 9 0

オセアニア圏

オーストラリア グリフィス大学 （国立） 4 0 2 1975年4月 自動 学長 学長

ウェスタン・シドニー大学　※1 （州立） 1 0 0 1995年11月 2011年10月 学長 学長

ニューイングランド大学 （州立） 0 0 2 2001年1月 自動 学長 学長

モナシュ大学 （州立） 1 25 0 2005年2月 自動 学長 副学長

4校 6 25 4

ニュージーランド ヴィクトリア大学 （国立） 0 13 0 1993年10月 自動 学長 副学長

北米圏

アメリカ ユタ大学 （州立） 0 0 0 1995年5月 自動 学長 学長

コーカカレッジ大学 （私立） 0 0 0 1995年11月 自動 学長 学長

ウェスタン・ミシガン大学 （州立） 2 0 2 1996年1月 自動 学長 学長

ウェスト・フロリダ大学 （州立） 1 0 0 1996年10月 自動 学長 学長

ジョージア大学 （州立） 0 0 0 1998年8月 2019年4月 学長 学長

ノーザン・アリゾナ大学 （州立） 1 0 0 1998年10月 自動 学長 学長

ブレシア大学 （州立） 0 0 0 2000年12月 自動 学長 学長

リン大学 （私立） 0 0 0 2001年12月 自動 学長 学長

サウスイースト・ミズーリ大学 （州立） 3 0 0 2003年1月 2023年7月 学長 学長

セント・クラウド州立大学 （州立） 1 0 2 2003年8月 自動 学長 学長

フィンドレイ大学 （州立） 1 0 1 2005年3月 自動 学長 学長

ハワイ大学ヒロ校 （州立） 0 0 0 2006年3月 2018年1月 学長 学長

ワットカム・コミュニティ・カレッジ （州立） 5 10 0 2013年3月 自動 所長
プログラ
ム部長

クラカマス・コミュニティ・カレッジ　※1 （州立） 1 0 0 2014年1月 2015年1月 所長 副学長

マレーシア　計

タイ　計

パキスタン　計

インド　計

イラン　計

オーストラリア　計

ベトナム　計

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



国　　名
H27
派遣
（長期）

H27
派遣
（短期）

H27
受入

締結開始年月 更新年月
協定の
署名人
（本学）

協定の
署名人
（相手側）

大　学　名

ベルビューカレッジ　※1 （州立） 1 20 0 2014年7月 2015年1月 所長 副学長

ノーザン・マリアナズ・カレッジ （国立） 0 0 0 2014年11月 自動 学長 学長

16校 16 30 5

カナダ ブリティッシュ・コロンビア大学 （州立） 1 0 0 2001年6月 自動 学長 学長

ラヴァル大学 （国立） 2 0 1 2006年11月 2017年5月 学長 学長

2校 3 0 1

中南米圏

メキシコ ラ・サール・ラグナ大学 （私立） 0 0 0 2016年2月 自動 学長 学長

ヨーロッパ圏

イギリス ウェストミンスター大学 （国立） 0 0 0 1995年1月 自動 学長 学長

キール大学 （国立） 0 0 0 1998年9月 自動 学務局長 学務局長

セントラルランカシャー大学 （国立） 1 0 0 2007年9月 自動 学長 副学長

リーズ大学 （国立） 0 13 0 2010年1月 自動 所長 学校長

バッキンガム大学 （私立） 0 0 0 2014年11月 2024年11月 学長 副学長

5校 1 13 0

フィンランド タンペレ大学 （国立） 0 0 3 2004年11月 自動 学長 学長

スロヴァキア プレショフ大学 （国立） 0 0 0 2005年3月 自動 学長 学長

ドイツ トリアー大学 （国立） 3 0 1 2006年3月 自動 学長 学部長

ﾗｲﾌﾟﾂｨﾋ大学ﾍﾙﾀﾞｰｲﾝｽ
ﾃｨﾁｭｰﾄ

（州立） 0 13 0 2007年3月 自動 学長 所長

2校 3 13 1

フランス カンヌ国際学院 （私立） 0 10 0 2006年8月 自動 学長 院長

リヨンカトリック大学 （私立） 1 0 0 2006年8月 自動 学長 所長

2校 1 10 0

オランダ ノヴァ大学ＣＩＯＳ （私立） 0 0 0 2013年3月 自動 学長 所長

イタリア サレント大学 （国立） 0 0 1 2006年7月 2018年7月 学長 学長

アフリカ圏

エジプト アレキサンドリア大学　※1 （国立） 0 0 0 1995年5月 2011年3月 学長 学長

モロッコ モハメッド５世大学 （国立） 0 0 0 2001年4月 自動 学長 学長

93校 61 242 58

※1　更新手続き中
※2　派遣（長期）は6ヶ月以上、派遣（短期）は6ヶ月未満の短期留学、語学研修等

アメリカ　計

カナダ　計

イギリス　計

ドイツ　計

フランス　計

合計

出典：学校法人大東文化学園　「⑪　国際交流地域別協定校一覧および学生数（派遣・受入）」　学園の現況
      平成28年（2016）年度　P136

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



派遣［長期］ 21 (21) 6 (6) 0 () 1 (1) 2 (2) 0 () 1 (1) 2 () 0 () 0 () 1 (1) 6 (6) 1 () 17 (15) 3 (3) 4 (1) 0 () 0 () 3 (3) 1 (1) 0 () 0 () 0 () 0 () 69 (61)

派遣［短期］ 33 (33) 0 () 31 (31) 12 (12) 12 (12) 0 () 21 (21) 18 (18) 2 () 3 (3) 9 (9) 27 (25) 13 (13) 34 (31) 0 () 13 (13) 0 () 0 () 13 (13) 10 (10) 0 () 0 () 0 () 0 () 251 (244)

受け入れ 16 (16) 23 (23) 2 (2) 0 () 2 (2) 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 4 (4) 0 () 5 (5) 1 (1) 0 () 3 (3) 0 () 1 (1) 0 () 0 () 1 (1) 0 () 0 () 58 (58)

派遣［長期］ 21 (21) 5 (5) 0 () 1 (1) 2 (2) 0 () 1 (1) 2 () 0 () 0 () 1 (1) 6 (6) 1 () 17 (15) 3 (3) 4 (1) 0 () 0 () 3 (3) 1 (1) 0 () 0 () 0 () 0 () 68 (60)

派遣［短期］ 33 (33) 0 () 31 (31) 12 (12) 12 (12) 0 () 21 (21) 18 (18) 2 () 3 (3) 9 (9) 26 (25) 13 (13) 34 (31) 0 () 13 (13) 0 () 0 () 13 (13) 10 (10) 0 () 0 () 0 () 0 () 250 (244)

受け入れ 10 (10) 9 (9) 2 (2) 0 () 2 (2) 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 4 (4) 0 () 5 (5) 1 (1) 0 () 3 (3) 0 () 1 (1) 0 () 0 () 1 (1) 0 () 0 () 38 (38)

派遣［長期］ 2 (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 (1) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 (3)

派遣［短期］ 24 (24) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 (8) 0 4 (3) 0 7 (7) 0 0 0 0 0 0 0 0 44 (42)

受け入れ 4 (4) 2 (2) 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 6 (6)

派遣［長期］ 0 1 (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 (1)

派遣［短期］ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 (1)

受け入れ 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 ()

派遣［長期］ 18 (18) 3 (3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 (2) 0 8 (8) 2 (2) 1 (1) 0 0 3 (3) 1 (1) 0 0 0 0 38 (38)

派遣［短期］ 0 () 0 1 (1) 0 0 0 0 0 0 3 (3) 0 13 (13) 13 (13) 18 (16) 0 5 (5) 0 0 13 (13) 10 (10) 0 0 0 0 76 (74)

受け入れ 5 (5) 6 (6) 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 1 (1) 0 () 4 (4) 1 (1) 0 () 2 (2) 0 () 1 (1) 0 () 0 () 1 (1) 0 () 0 () 21 (21)

派遣［長期］ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 (3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 (3)

派遣［短期］ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 (1) 0 2 (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 (3)

受け入れ 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 ()

派遣［長期］ 1 (1) 1 (1) 0 1 (1) 2 (2) 0 1 (1) 2 0 0 1 (1) 4 (4) 0 0 1 (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 (12)

派遣［短期］ 9 (9) 0 30 (30) 12 (12) 12 (12) 0 21 (21) 18 (18) 0 0 9 (9) 1 (1) 0 2 (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 (114)

受け入れ 0 () 1 (1) 2 (2) 0 () 2 (2) 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 3 (3) 0 () 1 (1) 0 () 0 () 1 (1) 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 10 (10)

派遣［長期］ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 (2) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 (2)

派遣［短期］ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 (2) 0 7 (7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 (9)

受け入れ 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 ()

派遣［長期］ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 (1)

派遣［短期］ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 (1)

受け入れ 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 ()

派遣［長期］ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ()

派遣［短期］ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ()

受け入れ 1 (1) 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 1 (1)

派遣［長期］ 0 () 1 (1) 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 1 (1)

派遣［短期］ 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 1 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 1 ()

受け入れ 6 (6) 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 6 (6)

派遣［長期］ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ()

派遣［短期］ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ()

受け入れ 1 (1) 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 1 (1)

派遣［長期］ 0 1 (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 (1)

派遣［短期］ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ()

受け入れ 4 (4) 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 4 (4)

派遣［長期］ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ()

派遣［短期］ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ()

受け入れ 1 (1) 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 1 (1)

国際交流セン
ター

受け入れ 0 14 (14) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 (14)

※　（　）は、協定校への派遣、協定校からの受入人数で内数
※2　派遣［長期］は6ヶ月以上、派遣［短期］は6ヶ月未満の短期留学、語学研修等
出典：学校法人大東文化学園　「⑫　国別国際交流学生数（派遣・受入）〔平成27年度〕」　学園の現況　平成28年（2016）年度　P139

学部　計

中国
（台湾）

アジア圏

フィリピン

アジア研究科

文学部

経済学部

外国語学部

法学部

国際関係学部

外国語学研究科

環境創造学部

スポーツ・
健康科学部

大学院　計

文学研究科

経営学部

マレーシア アメリカ イタリア

大学　計

ドイツ フランスパキスタン カナダ イギリス フィンランド スロヴァキアベトナム インド イラン韓　　国
ﾆｭｰｼﾞｰ
ﾗﾝﾄﾞ

インドネシア中国 オランダタイ オーストラリア
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エジプト モロッコ

⑫　国別国際交流学生数（派遣・受入）〔平成27年度〕

地　域 中近東圏 オセアニア圏 北米圏 ヨーロッパ圏 アフリカ圏
合計

国　　名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



文学部 経済学部 経営学部
外国語学

部
法学部

国際関係
学部

環境創造
学部

スポー
ツ・健康
科学部

合計

1 　西北大学 　中国 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 　ﾘｰｽﾞ大学 　ｲｷﾞﾘｽ 7 0 0 5 0 0 1 0 13

3 　ﾍﾞﾙﾋﾞｭｰｶﾚｯｼﾞ 　ｱﾒﾘｶ合衆国 3 1 2 11 2 1 0 0 20

4 　ﾓﾅｼｭ大学 　ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 8 0 2 13 1 1 0 0 25

18 1 4 29 3 2 1 0 58

文学部 経済学部 経営学部
外国語学

部
法学部

国際関係
学部

環境創造
学部

スポー
ツ・健康
科学部

合計

1 　ｱｼﾞｱﾊﾟｼﾌｨｯｸ大学 　ﾏﾚｰｼｱ 0 0 0 3 0 0 0 0 3

2 　ﾋﾞｻﾔ大学 　ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 1 0 0 0 0 0 1 0 2

3 　ｼﾞｪｰﾑｽｸｯｸ大学 　ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 0 0 0 0 1 0 0 0 1

4 　ﾊﾟｲﾝﾏﾅｰ大学 　ｱﾒﾘｶ 1 0 0 2 0 0 0 0 3

2 0 0 5 1 0 1 0 9
出典：学校法人大東文化学園　「⑬ 交流協定に基づく交流の記録〔平成27年度〕」　学園の現況　平成28年（2016）年度　P140
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合　　　計

・国際交流センター主催　短期個人留学〔平成27年度〕

No 大学名 国名

人数

合　　　計

・国際交流センター主催　短期語学研修〔平成27年度〕

No 大学名 国名

人数
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大東文化大学学科協議会規程 

昭和45年３月23日 

制定 

  

 改正 平成４年10月26日 平成20年１月21日  

   平成21年７月20日 平成27年３月18日  

（目的） 

第１条 本大学各学科の円滑な運営及び学部との連絡調整を図るため、本大学に学科協議会（以下「協

議会」という。）を置く。 

（構成） 

第２条 協議会は、当該学科所属の専任の教授、准教授及び講師及び助教並びに特任教員で構成する。 

（招集及び議長） 

第３条 協議会は、当該学科主任が必要に応じて招集し、その議長となる。 

（学科主任の職務） 

第４条 学科主任は協議会の意見をまとめて、これを学部長に報告しなければならない。 

（幹事） 

第５条 協議会に幹事を置く。 

２ 幹事は、学部事務室が当り協議会の事務を処理する。 

（規程の改廃） 

第６条 この規程の改廃は、学長がこれを行う。 

附 則 

この規程は、昭和45年３月23日から施行する。 

附 則（平成４年10月26日） 

この規程は、平成４年９月１日に遡つて適用する。 

附 則（平成20年１月21日） 

この規程は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則（平成21年７月20日） 

本学則は、平成22年４月１日から施行する。 

附 則（平成27年３月18日） 

この規程は、平成27年４月１日より施行する。 
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大東文化大学ＦＤ・ＳＤ基本方針 

 

【基本方針】 

大学運営が高度化・複雑化していくなか、教育研究活動の質の向上及び教学支援、学生支

援、管理運営等の諸課題に対応し大学改革を推進していくためには、教職員の能力開発と資

質の向上が欠かせない。 

本学は、「アジアから世界へ―多文化共生を目指す新しい価値の不断の創造」という大学

の理念に沿って教育研究上の目的を達成し、社会の要請に応える大学づくりと大学運営上

の諸課題に対応できる教職員を養成するため、ＦＤ（ファカルティ・ディベロップメント）

及びＳＤ（スタッフ・ディベロップメント）の活動を積極的に推進する。ＦＤとＳＤは、企

画立案を担うそれぞれの運営主体の方針に基づき、計画性と継続性のある活動として、教職

員全体の組織的な機能充実に向け相互補完的に連携をはかりつつ取り組むものとする。 

 

  

１．大学は、授業内容及び方法の改善を図り優れた教育システムの提言と構築を実現する

ため、「学生による授業評価」と授業改善をはじめとする組織的なＦＤ活動を推進する。 

２．各学部・研究科は、各々の教育の特徴を活かした授業改善及び教育の質向上を目指

し、ＦＤ活動を推進する。 

３．大学は、教学支援、学生支援、管理運営等の各分野において、大学及び高等教育政策

に関する知識と理解のもと企画立案から課題解決に至るまで、自らの力で改革を推進

することができる教育職員および事務職員を育成するため、ＳＤ活動を推進する。 

４．本学の教職員は、教職協働の考え方に基づき、ＦＤ活動とＳＤ活動に積極的に参画す

る。 

５．教育職員は、大学及び各学部・研究科が実施するＦＤ活動に積極的に参画し、自己の

能力開発及び教育研究の質向上に努める。また、大学ガバナンス、コンプライアンス、

管理運営の観点から、大学が実施するＳＤ活動に積極的に参加する。 

６．事務職員は、大学が実施するＳＤ活動に積極的に参画し、高等教育政策に関する幅広

い知識の習得と自己のキャリアに応じた専門性の高度化に努める。 

７．大学のＦＤ活動は、大東文化大学ＦＤ委員会が推進する。 

８．各学部・研究科のＦＤ活動は、大学が推進するＦＤ活動との連携をはかりつつ、それ

ぞれの学部研究科において推進する。 

９．事務職員を主な対象としたＳＤ活動は、総務部人事課及び人事委員会が推進する。 

10．教育職員を主な対象としたＳＤ活動は、学長が推進する。 

11．ＳＤ活動の内コンプライアンスに関する取り組みは、コンプライアンス推進会議が推

進する。 
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