
以下のタイトルの2019年以降発行分は仮設分館でご利用いただけます。
Academic journals, mainly volumes issued after 2019 are available in the Temporary Library.
【和雑誌 / Japanese Journals】

遺傳 = The heredity / 日本遺傳學會

印刷雑誌 / 印刷学会出版部

映像情報メディア学会誌 : 映像情報メディア = The journal of the Institute of Image Information and Television Engineers / 映像情報メディア学会

エネルギーレビュー : 広く詳しく正確な情報・評論 / エネルギーレビューセンター

應用物理 / 應用物理談話會

オペレーションズ・リサーチ : 経営の科学 = [O]perations research as a management science [r]esearch / 日本科学技術連盟 ; 日本オペレーションズ・
リサーチ学会

化学 = Chemistry / 化學社 ; 化学同人

科學 / 岩波書店 [編]

化学工学 = Chemical engineering / 化学機械協会 [編]

化学と生物 / 日本農芸化学会編

機械の研究

気象研究ノート / 日本気象学会

計測自動制御学会論文集 = Transactions of the Society of Instrument and Control Engineers / 計測自動制御学会 [編]

計測と制御 = Journal of the Society of Instrument and Control Engineers / 計測自動制御学会

ケミカルエンジニヤリング / 化学工業社

現代化学 = Chemistry today / 東京化学同人 [編]

顕微鏡 = Microscopy / 日本顕微鏡学会 = Japanese Society of Microscopy

光学 / 応用物理学会光学懇話会 [編]

工業材料 / 日刊工業新聞社 [編]

工業用水 = Industrial water / 工業用水研究会 [編] = the Industrial Water Association

高分子論文集 / 高分子学会 [編]

固体物理 / アグネ技術センター

コンピュータソフトウェア / 日本ソフトウェア科学会編集

材料の科学と工学 = Materials science and technology / 日本材料科学会 [編] = the Materials Science Society of Japan

色材協會誌 / 色材協會

資源地質 : journal of the Society of Resource Geology / 資源地質学会 [編]

システム/制御/情報 : システム制御情報学会誌 = Systems, control and information / システム制御情報学会

実験医学 = Experimental medicine

週刊醫學のあゆみ : igaku no ayumi / 医歯薬出版

照明学会誌 / 照明学会

真空ジャーナル / 日本真空工業会 [編]

数理科学 = Mathematical sciences / 数理科学社 ; 数理科学編集室

スマートプロセス学会誌 = Journal of smart processing / 高温学会 [編]

生化學 / 日本生化學會 [編]

生産研究 / 東京大学生産技術研究所

生体医工学 : 日本エム・イー学会誌 = Transactions of the Japanese Society for Medical and Biological Engineering : BME / 日本ME学会 ; 日本生体医工
学会

生体の科學 = Medical science / 生體の科學研究會編集

精密工学会誌 = Journal of the Japan Society of Precision Engineering / 精密工学会

繊維学会誌 / 繊維学会

塑性と加工 / 塑性加工研究会



炭素 = Carbons / 炭素材料研究會編輯 = the Society of Carbon Reserch

Japanese journal of medical ultrasonics = 超音波医学 / the Japan Society of Ultrasonics in Medicine = 日本超音波医学会 [編]
電子情報通信学会誌 = The journal of the Institute of Electronics, Information and Communication Engineers / 電子情報通信学会

トランジスタ技術

別冊トランジスタ技術. Special / CQ出版株式会社

トランジスタ技術. 増刊, RFワールド : 無線と高周波の技術解説マガジン : radio frequencyワールド / CQ出版株式会社

トランジスタ技術. 増刊, エレキジャックIoT : 先進テクノロジで未来を切り開く : electronic-tech Jack for IoT / CQ出版株式会社

日経エレクトロニクス = Nikkei electronics / 日経マグロウヒル社

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

日経メディカル / 日経マグロウヒル社 [編]

日本印刷学会誌 / 日本印刷学会 [編]

日本音響学会誌 / 日本音響学会 [編]

日本画像学会誌 / 日本画像学会 [編]

日本結晶学会誌 / 日本結晶学会

日本原子力学会誌 = Journal of the Atomic Energy Society of Japan / 日本原子力学会 [編] = Atomic Energy Society of Japan

日本写真学会誌 / 日本写真学会 [編]

日本土壌肥料學雜誌 = Journal of the science of soil and manure, Japan / 日本土壌肥料學會 [編]

日本複合材料学会誌 = Journal of the Japan Society for Composite Materials / 日本複合材料学会 = the Japan Society for Composite Materials

日本物理學會誌 / 日本物理學會

日本防菌防黴学会誌 = Journal of antibacterial and antifungal agents / 日本防菌防黴学会

熱測定 : netsu = Calorimetry and thermal analysis / 日本熱測定学会 [編] = the Society of Calorimetry and Thermal Analysis, Japan
バイオサイエンスとインダストリー = Bioscience & industry / バイオインダストリー協会 = Bioindustry Development Center (BIDEC)

非破壊検査 : journal of N.D.I / 非破壊検査法研究会 [編]

ファルマシア / 日本薬学会

フルードパワーシステム : 日本フルードパワーシステム学会誌 : journal of the Japan Fluid Power System Society / 日本フルードパワーシステム学会
[編]

ぶんせき / 日本分析化学会

分析化学 = Japan analyst / 日本分析化学会 [編]

粉體及び粉末冶金 / 粉體及び粉末冶金刊行會 [編]

水環境学会誌 = Journal of Japan Society on Water Environment / 日本水環境学会

藥學雜誌 = Journal of the Pharmaceutical Society of Japan / 日本薬学会

用水と廃水 / 産業用水調査会

溶接学会誌 = Journal of the Japan Welding Society / 溶接学会

Bio industry = バイオインダストリー : 工業化をめざすバイオ専門情報誌

Journal of applied glycoscience / Japanese Society of Applied Glycoscience

Journal of International Society of Life Information Science / 国際生命情報科学会

Newton : graphic science magazine = ニュートン / 教育社 [編]



【洋雑誌 / International Journals】
American journal of physiology / American Physiological Society
The American journal of sociology / University of Chicago
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry / 日本分析化学会
Applied physics express / 応用物理学会 ; 日本物理学会
The Biochemical journal / Biochemical Society
Biomarkers
Bioscience, biotechnology, and biochemistry / 日本農芸化学会
Bulletin of the Chemical Society of Japan / Chemical Society of Japan
Bulletin of the Seismological Society of America / Seismological Society of America
Canadian journal of chemistry / National Research Council of Canada
Canadian journal of microbiology / Canadian Society of Microbiologists ; National Research Council Canada
Catalysis reviews : science and engineering / Heinemann, Heinz ; Carberry, James J.
Clinical chemistry : journal of the American Association for Clinical Chemistry / American Association of Clinical Chemists ; American Association for
Clinical Chemistry
Critical reviews in biomedical engineering
Earthquake spectra : the professional journal of the Earthquake Engineering Research Institute
Genes & development / Cold Spring Harbor Laboratory ; Genetical Society (Great Britain)
Genome = Génome / National Research Council of Canada
Japanese journal of applied physics / 日本物理学会 ; 応用物理学会
Journal of adhesion
Journal of the Air & Waste Management Association / Air & Waste Management Association
Journal of cell science / Company of Biologists
Journal of coordination chemistry
Journal of immunology / the American Association of Immunologists
Journal of medical ultrasonics : official journal of the Japan Society of Ultrasonics in Medicine / 日本超音波医学会
Journal of neurophysiology / American Physiological Society (1887- )
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience / Society for Neuroscience
Journal of the Physical Society of Japan / 日本物理学会
Journal of receptor and signal transduction research / Swiss Workshop of Methodology in Receptor Research
Journal of science and technology in lighting / 照明学会
Philosophical magazine letters
Transactions of the Institute of Metal Finishing


	合体

