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001 3001081526

愛知県立大学文学部論集. 児童教育学科編 / 愛知県
立大学文学部児童教育学科, 愛知県立女子短期大学
児童福祉科. -- 21号 (1970)-57号 (2008). -- 愛知県立
大学文学部 : 愛知県立女子短期大学,1970.12-2009.3.

1979-1997 29-46

002 3001038331
愛知県立大学児童教育学科論集 / 愛知県立大学児童
教育学科 [編]. -- 1号 (1968.3)-46号 (2012.3). -- [愛知
県立大学児童教育学科],[1968]-2012. -- 冊 ; 26cm .

1968-1999 1-32

003 3001086340
新しい家庭科we. -- 1巻1号 (1982.3)-10巻12号
(1992.2・3). -- ウイ書房,1982-1992.

1989-1991 8(8-11),9,10(1-7)

004 3001078713
ボランティア活動研究 / 大阪ボランティア協会. -- 1号
(1981)-. -- 大阪ボランティア協会.

1981-2002 1-11

005 3001079728
母子保健情報 = Current information of maternal &
child health / 恩賜財団母子愛育会 [編集]. -- 創刊
[1]/2号 (1981.3)-. -- 母子愛育会,1981-.

1993-2000 28-41

006 3001038454
母子研究 / 真生会社会福祉研究所 [編]. -- 1号
(1978.2)-22号 (2002.3). -- 真生会社会福祉研究

1978-2002 1-22

007 3002107604
佛教大学教育学部学会紀要. -- 創刊号 (2002)-. -- 佛
教大学教育学部学会,2002-. -- 冊 ; 21cm .

2002-2012 1-11

008 3001038484
文化學年報 / 同志社大學文化學會 [編]. -- 1輯
(1950.12)-. -- 同志社大學文化學會,1950-. -- 冊 ;

1981-2002 30-51

009 3001033185
文化學年報 / 神戸大学大学院文化学研究科. -- 1号
(1982.3)-26号 (2007.3). -- 神戸大学大学院文化学研究
科,1982.3-2007.3. -- 冊 ; 26cm .

1982-2007 1-26

010 3001031116
文化と哲学 / 静岡大学哲学会 [編]. -- 創刊号
(1981.11)-. -- 静岡大学哲学会,1981-.

1982-2005 1-22

011 3001038495
文教大学教育学部紀要 / 文教大学教育学部. -- 13集
(1979.12)-. -- 文教大学,1979.12-. -- 冊 ; 26cm .

1979-1990 13-24

012 3002107262

文京学院大学研究紀要 = Journal of Bunkyo Gakuin
University / 文京学院大学総合研究所 [編]. -- 3巻1号
(2001)-6巻1号 (2004). -- 文京学院大学総合研究
所,2001.12-2004.12. -- 4冊 ; 26cm .

2001-2004 3-6

013 3001036162
部落解放 / 大阪部落解放研究所. -- 1号 (昭43.10)-. -
- 解放出版社 (発売).

1968-2014 1-89,91-113,115,117-702

014 3001036163
部落解放研究 / 部落解放研究所. -- 創刊号
(1972.10)-. -- 部落解放研究所.

1977-2013 10-180,182-199

015 3001031544
佛大社会学 / 佛教大学社会学研究会 [編]. -- 1号
(1976.6)-. -- 佛教大学社会学研究会,1976-.

1992-2002 16-26

016 3001031145
治療教育学研究 / 愛知教育大学障害児治療教育セン
ター [編]. -- 1輯 (1975)-30輯 (2010.2). -- 愛知教育大
学,1975-2010. -- 冊 ; 26cm .

1975-2010 1-30

017 3001081802
中京大学社会学部紀要 / 中京大学社会学部紀要編集
委員会. -- 創刊号 (1986)-21巻2号 (2007). -- 中京大
学社会学部,1986-2007.

1986-1995 1-10

018 3001036262

中等教育資料 / 文部省. -- 1巻1号 (1952)-. -- 明治図
書出版.

1975-2014

24(1-2,4-6,8-9,11-12,14-15,17),
25-46,47(1-19,21),
48(1-12,14,16,18,20,22),
49(1,3-5,7-21),50-63

019 3001031762

大學時報 / 日本私立大學連盟. -- Vol. 5, no. 1
(1956.6)- = 通巻17號 (1956.6)-. -- 日本私立大學連
盟,1956-. -- 冊 ; 21cm .

1959-2013

7(19,25),8(26-30),
9(36,38-40),10(45-46,49),
11(56-58,60-61),12(62),
13-15,16(71,73,75-78),17,
18(84,86-90),
19(91-92,94-96),20(97-100),
21(102-105),22(109-112),
23-62

020 3001084384

大学研究 / 筑波大学大学研究センター [編] =
University studies / Research Center for University
Studies, University of Tsukuba. -- 1号 (1988.3)-. -- 筑
波大学大学研究センター,1988-.

1988-2008 1-37

021 3002101746
大学教育学会誌 / 大学教育学会 [編]. -- 19巻2号
(1997.11)- = 通巻36号 (1997.11)-. -- 大学教育学
会,1997.11-. -- 冊 ; 26cm .

1997-2014 19(2),20-36

022 3002004292
大學教育研究 = Kobe journal of higher education / 神
戸大学大学教育研究センター. -- 2号 (平6.7)-. -- 神戸
大学大学教育研究センター,1994.7-.

1995-2011 3-20

023 3001032276
大学論集 / 広島大学大学教育研究センター [編]. -- 1
集 (1973)-. -- 広島大学大学教育研究センター,1973-.

1973-2010 1-42
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024 3001042829

大学と学生 / 文部省大学局学生課. -- 191号 (1982.4)-
474号 (平16.3) ; 1号 (平16.4)-91号 (平23.3) = 通巻475
号 (平16.4)-通巻565号 (平23.3). -- 第一法規出
版,1982-2011.

1982-2003
191-295,306-308,310-419,
421-428,430-439,442-454,
457-458,460-462,469

025 3001087755
ディルタイ研究 / 日本ディルタイ協会 = Dilthey-
Forschung / Dilthey Gesellschaft in Japan. -- 1号
(1987)-. -- 日本ディルタイ協会,1987-. -- 冊 ; 21cm .

1987-2011 1-22

026 3001032056
同志社心理 = Doshisha puske. -- 1号 (1952)-. -- 同志
社大学心理学研究会・編集部,1952-.

1963-2007 10,12,14-54

027 3001076038
愛媛大學紀要. 第五部, 教育科学 / 愛媛大学 [編]. -- 1
卷 (昭28.12)-14巻1号 (昭42.12). -- 愛媛大学,1953.12-
1967.12. -- 冊 ; 26cm .

1955-1967 2-4,7-14

028 3001038723
愛媛大学教育学部紀要. 第I部, 教育科学 / 愛媛大学教
育学部 [編]. -- 15巻1号 (昭43.12)-50巻2号 (平16.2). -
- 愛媛大学教育学部,1968.12-2004. -- 冊 ; 26-30cm .

1968-2004 15-16,18-50

029 3002110654
愛媛大学教育学部紀要 / 愛媛大学教育学部 [編]. --
51巻1号 (平16.10)-. -- 愛媛大学教育学部,2004-. --
冊 ; 30 cm .

2004-2010 51-57

030 3001038724
愛媛大学教育学部紀要. 第II部, 人文・社会科学 / 愛媛
大学教育学部 [編]. -- 1巻1号 (昭43.12)-36巻2号 (平
16.2). -- 愛媛大学教育学部,1968.12-2004.2. -- 冊 ;

1968-2004 1-6,11-15,17-36

031 3001032000

愛媛大学教育学部障害児教育研究室研究紀要 =
Bulletin of the Institute for the Education of
Handicapped Children, Faculty of Education, Ehime
University / 愛媛大学教育学部障害児教育研究室. --
1 (昭51.7)-. -- 愛媛大学教育学部障害児教育研究

1976-2002 1-25

032 3001031161
婦人教育情報 / 国立婦人教育会館 [編]. -- 創刊号
(1979.10)-34号 (1997.3). -- 国立婦人教育会
館,1979.10-1997.3. -- 冊 ; 25-26 cm .

1979-1997 1-3,9-31,33-34

033 3001038802
福井大学教育学部紀要. 第III部, 社会科学. -- 16号
(1966)-54号 (Dec. 10, 1998). -- 福井大学教育学
部,1966-1998.12. -- 冊 ; 26cm .

1966-1998 16-54

034 3001076057
福井大学学芸学部紀要. 第4部, 教育科学 / 福井大学
学芸学部. -- 6号 (1957)-15号 (1965). -- 福井大学学
芸学部,1957.2-1965.10. -- 冊 ; 26cm .

1957-1965 6-15

035 3001038803
福井大学教育学部紀要. 第4部, 教育科学 / 福井大学
教育学部 [編]. -- 16号 (1966)-54号 (Dec. 10, 1998). -
- 福井大学教育学部,1966.10-1998.12. -- 冊 ; 26cm .

1966-1998 16-54

036 3001080265
福島大学教育学部論集. 理科報告. -- 37号 (1986.3)-
67号 (2003.6). -- 福島大学教育学部,1986.3-2003.6. --
31冊 ; 26cm .

1986-1992 37-50

037 3001079331

福島大学教育実践研究紀要 / 福島大学教育学部附属
教育実践研究指導センター. -- 1号 (1981.12)-49号
(2005.12). -- 福島大学教育学部附属教育実践研究指
導センター,1981-2005. -- 冊 ; 26-30cm .

1982-1996 2-29

038 3001080292
福祉心理学科論集 / 東北福祉大学福祉心理学研究室.
-- 創刊号 (1985.2)-4号 (1989.3). -- 東北福祉大学福
祉心理学研究室,1985-1989.

1985-1989 1-4

039 3002115676

フランス教育学会紀要 = Bulletin de l'Association
japonaise de recherche sur l'?ducation en France / フラ
ンス教育学会編集委員会. -- 創刊号 (1989)-. -- フラン
ス教育学会,1989-.

1989-2013 1-25

040 3001036439

学校経営. -- 1巻1号 (1956.9)-49巻3号 (2004.3). -- 第
一法規出版,1956.9-2004.3.

1958-2004

3,6(1-5,8-12),7-8,
9(1-8,10-12),10-13,
14(1-8,10-13),15-25,
26(1,3-14),27-37,
38(1-6,8-14),39-49

041 3001085250 学校教員調査報告. 1947-1966 22,25,28,31,34,37,40

042 3002110238
学校マネジメント. -- 43巻8号 (2004.8)-49巻3号
(2010.3) = No. 564 (2004.8)-no. 640 (2010.3). -- 明治
図書出版,2004.8-2010.3. -- 冊 ; 26cm .

2004-2010 43-49

043 3001036443

学校運営研究. -- 1巻1号 (昭37.4)-43巻7号 (2004.7). -
- 明治図書出版,1962.4-2004.7. -- 冊 ; 26cm .

1962-2004

1-2,3(1-5,11-12),4-6,
7(1-6,8,10-12),8(1-2,4-12),
9,10(1-10,12),11-20,
21(1-6,8-14),22-36,
37(1-3,5-6,8-15),38-43

044 3001076069
學術研究. 人文・社會・自然 / 早稻田大學教育學部. --
1號 (1952)-14号 (1965). -- 早稲田大学教育
会,1952.10-1965.12. -- 冊 ; 26cm .

1954-1965 3-6,8,10,12-14
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045 3001076071
學術研究. 人文科学・社会科学篇 / 早稲田大学教育学
部. -- 15号 (1966)-18号 (1969). -- 早稲田大学教育
会,1966.12-1969.12. -- 4冊 ; 26cm .

1966-1968 15-18 NO.044に含む

046 3001076068
學術研究. 自然科学篇 / 早稲田大学教育学部. -- 15
号 (1966)-18号 (1969). -- 早稲田大学教育会,1966.12-
1969.12. -- 4冊 ; 26cm .

1966-1969 15-18

047 3002005957
学術の動向 : JSCニュース / 学術の動向編集委員会編
集. -- 1巻1号 (1996.4)- = 通巻1号 (1996.4)-. -- 日本
学術協力財団,1996.4-. -- 冊 ; 30cm .

1996-2014 1-19

048 3001039425
学士会会報 / 学士会. -- 686号 (昭40.2)-. -- 学士
会,1965-. -- 冊 ; 21cm .

1973-2015 721-725,727-915+

049 3001088986

学習評価研究 = Journal of learning & evolution / the
Center for the Study of Learning [編]. -- No. 1 (spring
1990)-no. 35 (fall 1998). -- C.S.L.学習評価研究所. --
35冊 ; 26cm .

1991-1998 5,7-32,34-35

050 3001036472

月刊高校教育 / 全国高等学校長協会, 高校教育研究
会. -- 1巻1号 (昭43.1)-. -- 学事出版.

1971-2015

4(2-11,13),5-8,9(1-14,16),
10,11(1-6,8-16),12-23,
24(1-9,11-19),25-30,
31(1-6,8-18),32-47,48(1-14)+

051 3001036473
月刊公民館 / 全国公民館連絡協議会編集. -- 1巻1号
(昭31.1)- ; -. -- 桜菊会,1956-. -- 冊 ; 26cm .

1975-2014 212-463,465-691

052 3001032124

月刊NIRA / 総合研究開発機構. -- 創刊号 (1979.8)-
v.8, no.12 (1986.12) ; 1987, no.1 (Jan.1987)-1987, no.12
(Dec.1987). -- 総合研究開発機構,1979-1987. -- 冊 ;
25cm .

1981-1986;
1987-1987

3(1,6,10-11),4(1-2,5-12),
5-8;1987

053 3001036481
月刊世論調査 / 総理府広報室 [編]. -- 1巻1号
(1969.6)-39巻4号 (平19.4). -- 大蔵省印刷局,1969-

1969-2007
1-13,14(2-12),15-29,
30(1-2,4-12),31-38,39

054 3001036482

月刊社会教育 / 国土社 [編]. -- 創刊号 (1957.12)-. --
国土社,1957-.

1966-2014

10,11(1-2),14,15(1-8,10-12),
16(1-2,4-12),17,18(1-12),19,
20(1,3-4,6-13),21-26,
27(1-11,13),28-58

055 3002118210
月刊生涯学習. -- 3巻4号 ([2010].4)- = 通巻24号
([2010].4)-. -- 国政情報センター,2010.4-. -- 冊 ; 26cm

2010-2014 3-7

056 3001086399
教育科学. -- 1巻1号 (昭33.9)-1巻4号 (昭33.12). -- 明
治図書出版,1958.

1958-1958 1 NO.057に含む

057 3001036493

現代教育科学. -- 2巻2号 (昭34.2)-55巻3号 (2012.3) =
[通巻] 5号 (昭34.2)-666号 (2012.3). -- 明治図書出
版,1959.2-2012.3. -- 冊 ; 21cm .

1959-2012

2-9,10(1-10),13,
14(1-3,6-8,10-12),15,
16(1-2,5,8-11),17(1-8,10-13),
18,19(1-4,6-13),20-38,
39(1-9,11-13),40-44,
45(1-4,6-12),46-55

058 3001080288
現代社会における技術と倫理 / 南山大学社会倫理研
究所編. -- 1 (1985.3)-6 (1991.3). -- 南山大学社会倫
理研究所,1985. 3-1991. 3. -- 冊 ; 21cm .

1985-1991 1-6

059 3001032153

現代思想 = La revue de la pens?e d'aujourd'hui. -- Vol.
1, 1 (1973.1)-. -- 青土社,1973-. -- 冊 ; 22-23cm .

1976-2014

4(9-13),5-14,15(1-4,9-15),
16(1-2,4-14),17-22,
23(1-10,12-13),24,
25(1-2,4-14),26,27(2-14),28-42

060 3002107432
現代と文化 : 日本福祉大学研究紀要 = Journal of
culture in our time. -- 101号 (1999.8)-. -- 日本福祉大
学福祉社会開発研究所,1999.8-. -- 冊 ; 26cm .

1999-2008 101-117

061 3001039474
岐阜大学教育学部研究報告. 人文科学 / 岐阜大学教
育学部. -- 24巻 (1976)-. -- 岐阜大学教育学
部,1976.2-. -- 冊 ; 26-30cm .

1976-1982 24-30

062 3001086902
岐阜大学学芸学部研究報告. 自然科学 / 岐阜大学学
芸学部. -- 1号 (1953)-3号 (1955) ; 1巻4号 (1956)-3巻
4号 (1965).

1957-1965 2-3

063 3001039475
岐阜大学教育学部研究報告. 自然科学 / 岐阜大学教
育学部 [編]. -- 3巻5号 (1966)-. -- 岐阜大学教育学
部,1966-. -- 冊 .

1957-2009 3-33

064 3001036525
技術と人間. -- 1巻1号 (1972.春)-1巻4号 (1973.冬) ; 5
号 (1973.春)-8号 (1974.冬) ; 3巻1号 (昭49.4)-34巻7号
(2005.8・9). -- アグネ,1972.4-2005.10. -- 冊 ; 21cm .

1981-2005 10-34

065 3001039502
群馬大学教育学部紀要. 人文・社会科学編 / 群馬大学
教育学部. -- 16巻 (1966)-. -- 群馬大学教育学
部,1967.10-. -- 冊 ; 26cm .

1975-2011 25-28,30-60

066 3001038915
犯罪心理学研究 / 日本犯罪心理学会. -- 1巻1号
(1963)-. -- 日本犯罪心理学会,1963-. -- 冊 ; 25cm .

1963-2015 1-11,12(2),13-52
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067 3001038916
犯罪と非行 / 青少年福祉センター, 矯正福祉会 [編]. --
創刊号 (1969.8)-. -- [青少年福祉センター],1969-. --

1969-2014 1-178

068 3002007338
はらっぱ / 乳幼児発達研究所. -- 1巻1号 (1977. 10)-.
-- 乳幼児発達研究所.

1997-2014 160-357

069 3001078765
悠 : 月刊haruka / ぎょうせい. -- 創刊準備号
(1983.11)-24巻3号 (平19.3). -- ぎょうせい,1983. 11-
2007.3.

1985-1997
2-6,7(1-4,6-13),8,
9(1-3),10-11,
12(1-6,8-12),13,14(1-3)

070 3001082509
発達・療育研究 : 京都国際社会福祉センター紀要 / 京
都国際社会福祉協力会. -- 1号 (1985. 9)-. -- 京都国
際社会福祉協力会,1985. 9-. -- 冊 ; 26cm .

1985-2011 1-27

071 3002006218

発達心理学研究 / 日本発達心理学会 [編] = The
Japanese journal of developmental psychology / Japan
Society of Developmental Psychology. -- 1巻1号
(1990.7)-. -- 日本発達心理学会,1990-. -- 冊 : 挿図 ;
26cm .

1990-2014 1-25

072 3001038920
発達障害研究所年報 / 愛知県心身障害者コロニー発
達障害研究所 [編]. -- 1号 (1972)-. -- 愛知県心身障
害者コロニー発達障害研究所,1973.3-. -- 冊 ; 26-

1977-2008 6-10,16-37

073 3002006569
発言者 = Monthly speak-out magazine. -- Vol. 0
(autumu 1993/spring 1994)-v. 131 (平17.3・4). -- 西部
邁事務所,1993-2005. -- 冊 ; 21cm .

1996-2005 24-29,31-131

074 3002107192
比較文明研究 = Journal for the comparative study of
civilizations / 「比較文明研究」編集委員会 [編集]. --
麗澤大学比較文明研究センター. -- 冊 ; 26cm .

2002-2011 7-16

075 3001082408
比較教育文化研究所紀要 / 九州大学比較教育文化研
究所 [編]. -- 2号 (1957)-9号 (1961). -- 九州大学比較
教育文化研究所,1957-1961.

1957-1958 2-7

076 3001033595

比較教育文化研究施設紀要 / 九州大学教育学部附属
比較教育文化研究施設 [編]. -- 10号 (1962)-51号
(1998). -- [九州大学教育学部附属比較教育文化研究
施設],1962-1998.

1962-1998 10,12-21,23-24,26-40,46-51

077 3001038955

弘前大学教育学部紀要 = Bulletin of the Faculty of
Education, Hirosaki University / 弘前大学教育学部
[編]. -- 34号 (1975.9)-. -- 弘前大学教育学部,1975.9-.
-- 冊 ; 26-30cm .

1985-2012 54-107

078 3001080267

弘前大学教育学部教科教育研究紀要 = Journal of
research in instructional theories and techniques :
crossroads / 弘前大学教育学部 [編]. -- 1号 (1985.3)-
29号 (1999.3) = 通巻12号 (1985.3)-通巻40号 (1999.3).
-- 弘前大学教育学部,1985.3-1999.3. -- 29冊 ; 26cm .

1985-1999 1-29

079 3001038967
広島大学学校教育学部紀要. 第1部 / 広島大学学校教
育学部. -- 1巻 (1978)-22巻 (2000). -- 広島大学学校
教育学部,1978.12-. -- 冊 ; 26cm .

1978-2000 1-22

080 3001038968
広島大学学校教育学部紀要. 第2部 / 広島大学学校教
育学部. -- 1巻 (1978)-22巻 (2000). -- 広島大学学校
教育学部,1978.12-. -- 冊 ; 26cm .

1978-2000 1-4,6-22

081 3001038974
廣島大學教育學部紀要. 第一部 / 廣島大學教育學部
[編集]. -- 1 (1952)-39 (1990). -- 廣島大學教育學
部,1952.5-1991.2. -- 冊 ; 26cm .

1953-1990 2,4-11,14-23,25-39

082 3002004670
広島大学教育学部紀要. 第一部, 教育学 / 広島大学教
育学部 [編集]. -- 40 (1991)-48号 (1999). -- 広島大学
教育学部,1992.3-2000. -- 冊 ; 26 cm .

1991-2001 40-49

083 3001038975
広島大学教育学部紀要. 第二部 / 広島大学教育学部.
-- 1号 (1953)-48号 (1999). -- 広島大学教育学
部,1953-2000. -- 冊 ; 26 cm .

1974-2001 23,25-26,28-49

084 3001031484
広島大学総合科学部紀要. II, 社会文化研究. -- 1巻
(1975)-. -- 広島大学総合科学部,1976.3-. -- 冊 ; 21cm

1975-2005 1-31

085 3001032417
広島大学総合科学部紀要. III, 情報行動科学研究. -- 1
巻 (1975)-15巻 (1991). -- 広島大学総合科学
部,1976.3-1992.2. -- 15冊 ; 26cm .

1975-1991 1-15

086 3001036667
放送文化 / 日本放送協會. -- 1卷1號 (昭21.6)-40巻3
号 (1985.3). -- 日本放送協會,[1946]-[1985].

1976-1985
31(8-12),32,33(1-2,4),
34(10-12),35-39,40(1-3)

087 3001039133
放送学研究 / 日本放送協会放送文化研究所 [編]. -- 1
(1961)-50 (2001). -- 日本放送出版協会,1961.10-
2001.6. -- 冊 ; 21cm .

1961-2001 1-50
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088 3001033976

文研月報 / 日本放送協會放送文化研究所. -- 1號
(1951.5)-20号 (昭27.12) ; 3巻1号 (昭28.1)-33巻3号 (昭
58.3). -- 日本放送出版協会,1951. 5-[1983].

1951-1952;
1953-1983

4-20;3-4,5(1,3-12),
6(1-3,6-11),7(10-12),
8-20,21(1-8,10-12),
22,23(1-3,8,11-12),
24(6-12),25(1,3-11),
26(2,8-12),27-30,
31(1,7-12),32,33(1-3)

089 3001077043

NHK放送研究と調査 = The NHK monthly report on
broadcast research / NHK総合放送文化研究所. -- 33
巻4号 (1983.4)-42巻3号 (1992.3) = 通巻383号
(1983.4)-通巻490号 (1992.3). -- 日本放送出版協
会,1983.4-1992.3. -- 冊 ; 26cm .

1983-1992 33(4-12),34-41,42(1-3)

090 3002000138

放送研究と調査 = The NHK monthly report on
broadcast research / NHK放送文化研究所 [編集]. --
42巻4号 (1992.4)- = 通巻491号 (1992.4)-. -- 日本放送
出版協会,1992.4-. -- 冊 ; 26cm .

1992-2009
42(4-12),43-46,47(1-7,9-12),
48-59

091 3001036670
放送教育. -- 1 (昭21)-55巻7号 (平12.10). -- 日本放送
教育協会,-2000.10. -- 冊 ; 26cm .

1976-2000 31-55

092 3002120637
放送教育の探究 / 放送教育研究会全国連盟編. -- 1集
([昭40. 3])-. -- 日本放送教育協会,1965. 3-.

1976-1984 12-18,20

093 3001032584
放送教育研究 / 日本放送教育学会編. -- 1・2号 (昭
46.3)-19号 (1994.3). -- 日本放送教育学会,1971-1994.

1972-1994 3-4,6-19

094 3002109125
放送メディア研究 = Studies of broadcasting and media
/ 日本放送協会放送文化研究所 [編集]. -- 1 (2003)-.
-- 丸善プラネット. -- 冊 ; 22cm .

2003-2012 1-9

095 3001079487
兵庫教育大学研究紀要 / 兵庫教育大学. -- 1巻 (昭
55)-3巻 (昭57). -- 兵庫教育大学研究紀要編集委員
会,1981.8-1984.3. -- 3冊 ; 26cm .

1980-1982 1-3

096 3001084241

兵庫教育大学研究紀要. 第1分冊, 学校教育・幼児教
育・障害児教育 / 兵庫教育大学 [編]. -- 4巻 (昭58)-20
巻 (平12). -- 兵庫教育大学研究紀要委員会,1984.9-
2000.2. -- 17冊 ; 26-30cm .

1983-1998 4-18

097 3001084244

兵庫教育大学研究紀要. 第2分冊, 言語系教育・社会系
教育・芸術系教育 / 兵庫教育大学. -- 4巻 (昭58)-24巻
(平16). -- 兵庫教育大学研究紀要委員会,1984.9-
2004.2. -- 冊 ; 26-30cm .

1983-2004 4-21,23-24

098 3001084245

兵庫教育大学研究紀要. 第3分冊, 自然系教育・生活・
健康系教育 / 兵庫教育大学 [編]. -- 4巻 (昭58)-20巻
(平12). -- 兵庫教育大学研究紀要委員会,1984.9-
2000.2. -- 17冊 ; 26-30cm .

1988-2000 8-20

099 3002110669

兵庫教育大学研究紀要 : 学校教育・幼年教育・教育臨
床・障害児教育・言語系教育・社会系教育・自然系教
育・芸術系教育・生活・健康系教育・総合学習系教育 /
兵庫教育大学 [編] = Hyogo University of Teacher
Education journal : school education, infant and early
childhood education, educational clinical psychology,
education for handicapped children, language studies,
social sciences, natural sciences, fine arts and music,
practical life studies, integrated studies / Hyogo
University of Teacher Education. -- 25巻 (平16.9)-. --
兵庫教育大学,2004.9-. -- 冊 ; 30 cm .

2004-2012 25-41

100 3001084271
ヒューマンライツ : 人権教育啓発情報 : 月刊 = The
human rights / 部落解放研究所 [編集]. -- 1号 ('88.4)-.
-- 部落解放研究所,1988.4-. -- 冊 ; 21cm .

1988-2014 1-226,228-236,238,240-321

101 3001086380
ヒューマンサイエンス / 早稲田大学人間総合研究セン
ター. -- Vol. 1 (1988)-v. 16, no. 2 (May 2004). -- コロナ
社,1988-2004.

1988-2004 1-7,12(2),13,14(2),15-16

102 3001036680

IDE / 民主教育協会. -- 13号 (昭37.10)-.

1973-2004

136,145-172,174-270,
272-275,277-282,286-306,
308-320,322-323,325-355,
358-376,378-422,424-436,
440-442,444,447-458,460

103 3002002099

Int'lecowk : 国際経済労働研究 / 国際経済労働研究所
[編]. -- Vol. 48, 5/6 (1993.5/6)- = 通巻830号
(1993.5/6)-. -- 国際労働経済研究所,1993-. -- 冊 : 挿
図 ; 30cm .

1993-2003 48(5-12),49-57,58(1-4)

104 3001032463
一般教育学会誌 / 一般教育学会 [編]. -- 1巻1号 (昭
55.5)-19巻1号 (1997.5). -- 一般教育学会,1980-1997.5.
-- 冊 ; 26cm .

1980-1997 1-18,19(1)
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105 3002104163

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 = Journal of gender studies / お茶の水女子
大学ジェンダー研究センター [編集]. -- 1号 (1998.3)- =
通巻18号 (1998.3)-. -- お茶の水女子大学ジェンダー研
究センター,1998.3-. -- 冊 ; 30cm .

1998-2009 1-12

106 3001036720

児童心理 = Child study. -- 1巻1号 (1947.1)-. -- 金子
書房,[1947]-. -- 冊 ; 21cm .

1947-2006

1(1-4),2(1,7),3(7,10),
4(3,7-12),5(1,7-12),6,
7(1-2,4-7,10-11),8,
9(1-4,6-12),10(1-4,6-12),
11-24,25(1-2,4-12),26-34,
35(1-3,5-14),36-55,
56(1-10,12-14,16-18),
57-58,59(1-2,4-18),
60(1-4)

107 3001036725
実験社会心理学研究 / 日本グループ・ダイナミックス学
会編集. -- 11巻1号 (昭46.11)-. -- 日本グループ・ダイ
ナミックス学会,1971.11-. -- 冊 ; 26cm .

1971-2014 11-53

108 3001035746

人文学報 / 東京都立大学人文学会編集. -- 1
(1950.7)-. -- 大日本圖書,1950-. -- 冊 ; 21-26cm .

1951-1985

29,31,37,40,47,50,54,
59-60,62,64,71,74,77,
81-83,85,87,90,92-93,
100,105,107,109,111,
113,115,119,121,123,
125,130-131,133-138,
143-144,150,155,157,
159,163,171,176

109 3001082041

人文研究 / 大阪市立大學文學會 [編]. -- 1卷1號 (昭
24.11)-. -- 大阪市立大學法文學部,1949.11-. -- 冊 ;
21-26cm .

1951-2004

2(9),4(3,11),5(8),6(2,10),
7(10),8(11),9(3),10(12),
11(12),12(10),13(9),15(8),
16(7-6),17(5-6,9),19(4-5),
20(4),21(1,9),22(5),23(6,9),
24(4,12),25(2,5,9),26(10,12),
27(4-5,8),28(3,5,7),
29(2-3,10),30(6,11-12),
31(46,11),32(1,8,11),33(7,9,11),
34(3,5,10),35(4,6,13),36(1,6,11),
37(2,10-11),38(6-9,11),
39(8-10),49(1,11),50(2,6,9),
51(9-10),52(6-7),53(3),54(3),
55(3)

110 3001088681
人権教育研究 / 人権教育研究編集委員会. -- 1巻1号
(1991.11)-. -- 明治図書出版,1991.11-.

1991-1997 1-8

111 3001032589
上智大学教育学論集 / 上智大学教育学科 [編]. -- 11
号 (1976)-. -- 上智大学教育学科,1976-. -- 冊 ; 21-

1976-2009 11-43

112 3001032591
上智大学心理学年報 / 上智大学心理学科 [編]. -- 1巻
(1976)-. -- 上智大学心理学科,1977-. -- 冊 ; 25cm .

1977-2009 1-33

113 3001081383

情緒障害教育研究紀要 / 北海道教育大学旭川分校障
害児教育研究室. -- 1号 (1982)-27号 (2008). -- 北海
道教育大学旭川分校障害児教育研究室,1982.3-
2008.2. -- 冊 ; 26cm .

1984-2008 3-27

114 3001080481
上越教育大学研究紀要 / 上越教育大学. -- 1号
(1982)-4号 (1985). -- 上越教育大学,1982.3-1985.3. --
4冊 ; 26cm .

1982-1985 1-4 NO.115に含む

115 3001080272
上越教育大学研究紀要. 第1分冊, 学校教育, 幼児教育,
障害児教育 / 上越教育大学. -- 5巻 (1986)-9巻
(1990). -- 上越教育大学,1986.3-1990.3. -- 5冊 ; 26cm

1986-1990 5-9

116 3001087842
上越教育大学研究紀要 / 上越教育大学. -- 10巻1号
(1990)-. -- 上越教育大学,1990.10-. -- 冊 ; 26cm .

1990-2006 10-25 NO.115に含む

117 3001036795

授業研究 / 明治図書出版. -- 1巻1号 (昭38.10)-32巻4
号 (1994.3). -- 明治図書出版,1963-1994. -- 冊 ; 21cm
.

1977-1994

15-19,20(1-12),21-28,
29(1-6,8-14,16),
30(1-2,4-5,7-9,11-15),
31-32

118 3001078291
授業研究. 別冊 / 授業研究センター. -- Vol. 1, no. 1
(1984)-v. 6, no. 2 (1989.6) = No. 1 (1984)-no. 19
(1989.6). -- 明治図書,1984-1989.6.

1984-1989 1-5,6(1-2)

119 3002101105
授業研究21. -- 32巻5号 (1994.4)-48巻3号 (2010.3) =
No. 410 (1994. 4)-no. 641 (2010.3). -- 明治図書出
版,1994-2010. -- 冊 ; 26cm .

1994-1997
32(5-18),33,34(1-11,13-18),
35(1-3)
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120 3001039163
科学警察研究所報告. 防犯少年編 / 科学警察研究所.
-- 1巻1号 (昭35.8)-41巻1・2号 (平13.3) = 1号 (昭
35.8)-79号 (平13.3). -- 科学警察研究所,1960-2001. --

1967-2001 8(2),9(1),10-41

121 3001039193

鹿児島大学教育学部研究紀要. 人文・社会科学編 =
Bulletin of the Faculty of Education, Kagoshima
University. Cultural and social science / 鹿児島大学教
育学部. -- 30巻 (1978)-. -- 鹿児島大学教育学
部,1979.3-. -- 冊 ; 26cm .

1980-2009 30-61

122 3001083279

鹿児島大学教育学部研究紀要. 教育科学編 = Bulletin
of the Faculty of Education, Kagoshima University.
Studies in education / 鹿児島大学教育学部. -- 38巻
(1986)-. -- 鹿児島大学教育学部,1987.3-. -- 冊 ; 26cm

1986-2009 38-61

123 3001088989

鹿児島大学教育学部教育実践研究紀要 = Bulletin of
the educational research and practice, Faculty of
Education, Kagoshima University / 鹿児島大学教育学
部附属教育実践研究指導センター. -- 1巻 (1991)-. --
鹿児島大学教育学部附属教育実践研究指導セン

1991-2015 1-24+

124 3001032692 海外教育研究 / 学事出版. -- 1集 (昭50.11)-. 1975-1977 1-4

125 3001032704

海外子女教育 / 海外子女教育振興財団. -- 1号
(1971.3)-.

1979-2014

6(10-12),7-10,
11(1-8,10-12),
12(1,3-6,11-12),
13-40,41(1-3)

126 3001038631
會報 / 大學基準協會. -- 1號 ( [昭22.4] )-38号
(1959.8) ; 1号 ( [昭35.12] )- = 通算39号 ( [昭35.12] )-.
-- 大學基準協會,1947.4-. -- 冊 ; 21-30cm .

1980-2001
42-45,48-58,61-64,66-70,
72-79,81-83

127 3001036860

解放教育 / 全国解放教育研究会 [編]. -- 1巻1号 (昭
46.7)-42巻3号 (2012.3). -- 明治図書,1971-2012.

1974-2012

4,5(1-15),6(1-3,5-16),
7(2-14),8,9(1,3,5-13),
10-11,12(1-4,6-9,11-15),
13-42

128 3001076274
金澤大学法文学部論集. 哲学史学篇. -- 1 (1953)-11
(1963). -- 金沢大学法文学部,1953-1964.

1954-1963 2-3,5-11

129 3001039315
金沢大学法文学部論集. 哲学篇. -- 12 (1964)-27
(1979). -- 金沢大学法文学部,1964-1980. -- 冊 ; 21cm

1964-1978 12-25

130 3001032977

関西大学大学院人間科学 : 社会学・心理学研究 / 関西
大学大学院社会学研究科院生協議会 [編集]. -- Vol. 1
(1972. 3)-. -- 関西大学大学院社会学研究科院生協議
会,1972-. -- 冊 ; 21cm .

1972-2010 1-73

131 3001031075
関西教育学会紀要 / 関西教育学会 [編]. -- No. 1 (昭
52. 10)-. -- 関西教育学会,1977-. -- 冊 ; 21cm .

1977-1992 1-16

132 3001039367
関西学院大学社会学部紀要 / 関西学院大学社会学部
研究会 [編]. -- 創刊号 (1960)-. -- 関西学院大学社会
学部研究会,1960.10-. -- 冊; 26cm (21cm) .

1960-2015 1-122+

133 3001032827
関西学院哲学研究年報 / 関西学院大学哲学研究室
[編]. -- 1輯 (1960)-. -- 関西学院大学哲学研究

1960-2010 1-44

134 3001034414
カウンセリング研究 / 大阪大学学生相談室. -- 1号
(1962)-. -- 大阪大学学生相談室.

1962-1980 1-5

135 3001039753

慶応義塾大学大学院社会学研究科紀要 : 社会学心理
学教育学 / 慶応義塾大学大学院社会学研究科. -- 1号
(1962)-. -- 慶応義塾大学大学院社会学研究
科,1962.6-. -- 冊 ; 26cm .

1962-2015
1-4,6-9,11-14,16-31,
33-79+

136 3001031084
研究報告書 / 埼玉県立教育センター. -- 1号 (1968.3)-
192号 (1984.3). -- [埼玉県立教育センター],[1968]-
[1984]. -- 冊 ; 26cm .

1976-1984 134-148,151-153,155-192

137 3001080342
研究報告書 / 埼玉県立南教育センター [編]. -- 193号
(1985.3)-271号 (平12.3). -- [埼玉県立南教育セン
ター],[1985]-2000.3. -- 冊 ; 26-30cm .

1985-1993 193-217,219-233,240-244

138 3001081598

研究報告集 / 大阪府科学教育センター. -- 1号 (昭
37.6)-89号 (昭49.3).

1962-1972

2-4,6-7,9-11,13-16,
20,22,26-31,33,35-38,
40-41,43-46,48,50-57,
59-66,68-73,75-77

139 3001034495
研究報告集録 / 大阪府科学教育センター. -- 90号 (昭
50.6)-108号 (平5.3). -- 大阪府科学教育センター,1975-
1993.

1975-1991 90-106

140 3001031086 研究紀要 / 福島県教育センター. -- 1号 (昭47.3)-. 1976-1987 21-70

141 3001076430
研究紀要 / 職業研究所. -- No.1 (1970)-16号 (1980.3).
-- 職業研究所.

1970-1980 1-4,7,9-12,14-16

142 3002106870
研究年報 / 奈良女子大学文学部 [編集]. -- 13号
(1969)-47号 (2003). -- 奈良女子大学文学部,1970.3-
2003.12. -- 35冊 ; 21-26cm .

1976-1990 20-34
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143 3001035745
研究ノート大学と社会 / 東北大学教育学部附属大学教
育開放センター. -- No. 1 (1974. 3)-. -- 東北大学教育
学部附属大学教育開放センター,1974.3-. -- 冊 : 挿図 ;

1974-2002 1-20,25-40

144 3001042021

研究集録 / 東北大学教育学部教育行政学・学校管理・
教育内容研究室 [編]. -- 1号 (1969.3)-30号 (1999). --
東北大学教育学部教育行政学・学校管理・教育内容研
究室,1969.3-1999.8. -- 冊 ; 26cm .

1969-1999 1-28,30

145 3001041097
研究集録 / 岡山大学教育学部. -- 1號 (1955)-137号
(2008). -- 岡山大学教育学部,1955.1-2008.2. -- 冊 ;
26-30cm .

1955-2008
1-5,7-10,13-19,21-105,
107-137

146 3002105605
化粧文化 / ポーラ文化研究所 [編]. -- 1号 (1979.12)-
no. 45 (2005.6). -- ポーラ文化研究所,1979-2005. --
冊 ; 21-26cm .

1998-2005 38-45

147 3001039865
ケース研究 / 家庭事件研究会 [編]. -- 1號 (昭24.10)-
10號 (昭26.12) ; 27年1号 (昭27.2)-28年6号 (昭28.11) ;
24号 (昭29.1)-. -- 家庭事件研究会,1949-.

1949-1951;
1952-1953;
1954-2014

1-10;27-28;24-318

148 3002107429
吉備国際大学社会福祉学部研究紀要 / 吉備国際大学
紀要委員会 [編集]. -- 創刊号 (1996.3)-13号 (2008). -
- 吉備国際大学,1996.3-2008.3. -- 冊 ; 26-30cm .

2002-2008 7-13

149 3001037036
季刊現代史 / 現代史の会. -- 1号 (昭47.11)-. -- 現代
史の会. -- 冊 ; 21cm .

1972-1978 1-9

150 3001086306
季刊女子教育もんだい / 労働教育センター, 女子教育
もんだい編集委員会 [編]. -- 1号 (1979.10)-74号

1989-1998 39-53,55-58,60-74

151 3002005551
季刊子ども学 / 福武書店・教育研究所 [編]. -- Vol. 1
(1993)-v. 18 (1998.1). -- 福武書店,1993-1998. -- 冊 ;
22cm .

1993-1997 2-17

152 3001037045
季刊教育法 / 総合労働研究所. -- 1号 (昭46.10)-. --
総合労働研究所,1971-.

1975-2014 17-183

153 3002003896
季刊人間と教育 / 民主教育研究所. -- 1号 (1994.3)-. -
- 労働旬報社,1994-.

1994-2014 1-84

154 3002102433
季刊女も男も : 自立・平等. -- No. 1 (1998.春)-no. 1
(1998.春) ; 76号 (1998.夏)-. -- 労働教育セン
ター,1998.5-. -- 冊 ; 26cm .

1998-2014 75-124

155 3002007152
季刊sai = 季刊サイ. -- Vol. 1 (winter 1991)-. -- 在日
韓国・朝鮮人問題学習センター,1991-. -- 冊 ; 26cm .

1997-2013 22,26-70

156 3001037053
季刊社会保障研究 / 社会保障研究所. -- 1巻1号 (昭
40.6)-. -- 東京大学出版会,1965-. -- 冊 ; 26cm .

1993-2014 29-30,31(2-4),32-49

157 3001085683
基礎心理学研究 / 日本基礎心理学会. -- 1巻1号 (昭
57.10)-. -- 日本基礎心理学会.

1982-2014 1-23,27-32

158 3001039983
神戸大学教育学部研究集録 / 神戸大学教育学部. -- 1
集 (1950.3)-90集 (1993.3). -- [神戸大学教育学
部],1950-1993.

1953-1991
6,8,10-15,17-25,28-34,
36-87

159 3001075278

行動科学研究 / 東海大学基礎社会科学研究所 [編]. -
- Vol. 1, no. 1 (1965)-v. 18, no. 1 (1984) = 1号 (1965)-
22号 (1984) ; 23号 (1985)-54号 (2002). -- 東海大学出
版会,1965.11-2002.3. -- 冊 ; 26cm .

1965-1984;
1985-2002

1-6,18;23-49,51-54

160 3001087716

子ども家庭福祉情報 = Current information on child &
family welfare / 日本総合愛育研究所 [編] ; 厚生省児
童家庭局企画課 [監修]. -- Vol. 1 (1990. 10)-v. 16
(2000. 12). -- 日本総合愛育研究所(恩賜財団母子愛育
会),1990-2000. -- 冊 ; 26cm .

1990-2000 1-16

161 3001033239
広告月報 / 朝日新聞社. -- 1号 (昭35.5)-587号
(2009.3). -- 朝日新聞社,-2009.

2002-2009 505-513,523-587

162 3001040115
國學院大學教育学研究室紀要. -- 創刊 [1] 号 ( [1965]
)-. -- 国学院大学教育学研究室,1965.8-. -- 冊 ; 25-

1965-2008 1-43

163 3001033317
国民教育 / 国民教育研究所. -- 8号 (1971)-68号
(1986). -- 労働旬報社,1971-1986.

1975-1986 23-68

164 3001033318 国民教育研究所年報 / 国民教育研究所. 1957-1989 1957,1960-1973,1975-1989

165 3001031114
国立教育研究所研究集録. -- 1 (Mar. 1980)-. -- 国立
教育研究所,1980-. -- 冊 ; 26cm .

1980-1999 1-38

166 3001031042
地域福祉研究 / 日本生命済生会社会事業局. -- 4集
(1976)-. -- 日本生命済生会社会事業局.

1979-2007 7-35

167 3001040163
国立教育研究所紀要. -- 1集 ( [昭25.3] )-129集
(1999/2000). -- 清水書院,1950.3-2000.8. -- 冊 ; 21-
30cm .

1952-1999
4-7,8(3-4),10-11,
13-27,29-129

168 3001082261 國立臺灣大學社會學刊. -- 國立臺灣大學法學院社會 1974-1997 10-11,16,18-25

169 3002000684
国際教育研究所紀要. -- 1号 (1991)-. -- 国際教育研
究所,1992.3-. -- 冊 ; 26cm .

1991-2013 1-24
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170 3001040229
駒沢社会学研究 : 文学部社会学科研究報告. -- 創刊
[1]号 ([昭43])-. -- 駒沢大学文学部社会学科,1968-. --
冊 ; 21cm .

1968-2008 1-24,26-40

171 3001040232
コミュニティ / 地域社会研究所. -- 1 (昭39)-83 (1988).
-- 地域社会研究所,1964-1988.7. -- 83冊 .

1976-1988 46-47,49-83

172 3001086719
The community : コミュニティ / 地域社会研究所 [編]. -
- No. 84 (1988)-. -- 地域社会研究所,1988.11-. -- 冊 ;
21cm .

1988-2015 84-154+

173 3002107601
コミュニティ振興研究 : 常磐大学コミュニティ振興学部紀
要 / 常磐大学コミュニティ振興学部 [編]. -- 創刊号
(2001.3)-. -- 常磐大学コミュニティ振興学部,2001.3-. -

2001-2012 1-15

174 3001040237
甲南女子大学人間科学年報 / 甲南女子大学人間科学
研究会 [編]. -- 創刊[1]号 (1976.3)-26号 (2001.3). --
甲南女子大学文学部人間関係学科,1976-2001. -- 冊 .

1976-2001 1-26

175 3001040243
高年齢を生きる / 地域社会研究所高年齢層研究委員
会. -- 1 (1971)-27 (1988). -- 国勢社,1971.9-1988.10. -
- 27冊 ; 21cm .

1979-1987 11-25

176 3001037223

厚生補導 / 文部省大学学術局学生課. -- 1号 (昭
41.6)-190号 (昭57.3). -- 第一法規出版.

1966-1982

2-3,10,13,16-17,20,23-25,
27-28,38-40,42,45,48,50,
55,60-61,63-65,67-93,
97-104,106,108-111,114,
120-190

177 3002000680
教育文化 / 同志社大学文学部教育学研究室. -- 創刊
[1] 号 (1992. 3)-. -- 同志社大学文学部教育学研究
室,1992-. -- 冊 ; 21cm .

1992-2005 1-14

178 3001080479
教育調査 / 全国教育調査研究協会. -- 1巻1号 (昭
27.5)-v. 8, [no.]3 (1959.11) ; 35号 (1960.1)-134号 (昭
59. 3). -- ぎょうせい,1952.5-1984.3.

1956-1978
19-27,35-41,53,58-59,
61-63,76-77,92,102-103,
106,108-109

179 3001076229
九州大学教育学部紀要. -- 6集 (1959)-14集 (1968). --
九州大学教育学部,1959-1969.

1960-1968 7-8,10-14 NO.180に含む

180 3001087141
九州大学教育学部紀要. 教育学部門 / 九州大学教育
学部. -- 15集 (1969)-15集 (1969). -- 九州大学教育学
部,1969. -- 1冊 ; 26cm .

1969-1969 15

181 3001040417
教育学部紀要. 教育学部門 / 九州大学教育学部 [編].
-- 16集 (1970)-43集 (1997). -- 九州大学教育学
部,1970-1997. -- 冊 ; 26cm .

1970-1997 16-43

182 3001040418
教育学部紀要. 教育心理学部門 / 九州大学教育学部
[編]. -- 3輯 (1955)-. -- 九州大学教育学部,1955-. --  ;

1955-1997
3-11,12(2),13-23,24(2),
27-42

183 3001042646
教育学科研究年報 / 関西学院大学文学部教育学科. -
- 1号 (昭50.3)-32号 (2006.3). -- [関西学院大学文学部
教育学科],1975-2006. -- 冊 ; 26cm .

1975-2004 1-11,13-17,19-28,30

184 3001041867
教育学部論集 / 創価大学教育学会 [編]. -- 2号
(1977.3)-59号 (2008.1). -- 創価大学教育学会,1977.3-
2008.1. -- 冊 ; 21-26cm .

1976-2001 1-25,37-50

185 3001037274
教育學研究 / 日本教育學會. -- 13巻1号 (昭19.10)-. -
- 目黒書店,[1944]-. -- 冊 ; 21-26cm .

1944-2014 13-60,61(2-4),62-81

186 3001035692
教育学研究集録 / 東京教育大学. -- 1 (昭37)-17集
(昭52). -- 東京教育大学大学院教育学研究科,1962-
1977.12. -- 冊 ; 26cm .

1963-1977 2-9,11-17

187 3001042367
教育学研究集録 / 筑波大学大学院教育研究科. -- 1集
(1978)-28集 (2004). -- 筑波大学大学院教育研究科,-
2004. -- 冊 ; 26cm .

1978-2004 1-12,15-28

188 3001031125
教育学論集 / 大阪教育大学教育学教室. -- 1号
(1972.3)-30号 (2002.12). -- 大阪教育大学教育学教
室,1972-2002.12.

1972-2002 1-15,17-30

189 3001031126
教育学論集 / 山口大学教育学部教育学研究室. -- 1号
(昭54.3)-.

1979-1984 1-6

190 3001039476
教育学心理学研究紀要 / 岐阜大学学芸学部教育研究
室 [編]. -- Vol. 1 (1963)-10号 (1990). -- [岐阜大学学
芸学部教育研究室],[1963]-1990.

1963-1985 1-5,7-8

191 3002107191
教育学・心理学論叢 : 京都女子大学大学院文学研究科
教育学専攻 / 京都女子大学 [編]. -- [1号] (2001)-. --
京都女子大学,2001.3-. -- 冊 ; 21cm .

2001-2006 1-6

192 3001079493
教育學雑誌 / 日本大学教育学会事務局. -- 1号
(1967.3)-. -- 日本大学教育学会,1967-.

1977-2003 11-29,38

193 3001040337 教育行財政研究 / 関西教育行政学会. -- 1号 (昭45)-. 1970-2009 1-36

194 3001079456
教育評価展望 / 教育評価研究協議会. -- 1号
(1983.9)-5号 (1985.12). -- [教育評価研究協議

1983-1985 1-5
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195 3001037277
教育評論 : 日本教職員組合機関誌. -- 1巻1号 (昭
26.12)-7巻10号 (1958) ; 74号 (1958)-717号 (2007.1). -
- 日本教職員組合教育文化部,1951.12-2007.1.

1976-2007 336-345,347-581,583-717

196 3001031129 教育医学研究 / 教育医学研究所. 1975-1993 16,22-35

197 3001037278

教育委員会月報 / 文部省初等中等教育局地方課. -- 1
巻1号 (昭24.7)-. -- 第一法規出版,[1949]-.

1949-2015

1(1-3),8(11-12),9(1-2,4-12),
10,11(2-12),12(1-11),13,
14(1),20(4-8,10-12),21-25,
26(1,3-12),27-48,
49(1-8,10-13),50-66

198 3001082077
教育実践研究報告 / 国立久里浜養護学校. -- 1 (昭
60)-. -- 国立久里浜養護学校,1985-.

1987-2002 3-19

199 3002107607

教育実践研究紀要 / 京都教育大学教育学部附属教育
実践総合センター [編] = Journal of educational
research / Center for Educational Research and
Training, Kyoto University of Education. -- 1号 (平
13.3)-. -- 京都教育大学教育学部附属教育実践総合セ
ンター,2001.3-. -- 冊 ; 30cm .

2001-2012 1-12

200 3001031131
教育科学研究 / 東京都立大学教育学研究室 [編集]. -
- 創刊号 (1982.3)-. -- 東京都立大学教育学研究
室,1982-. -- 冊 ; 26cm .

1982-2006 1-21

201 3001033544
教育科学. 理科教育 / 明治図書出版. -- 1巻1号 (昭44.
4)-24巻4号 (平4. 3). -- 明治図書,1969.4-1992.3. -- 冊
; 21cm .

1977-1992
9-13,14(1-6,8-13),15-23,
24(1-3)

202 3001039357
教育科学セミナリー / 関西大学教育学会 [編集]. --
Vol. 1 (1968.12)-. -- 関西大学教育学会,1968-. -- 冊 ;

1968-2011 1-42

203 3001031559
教育研究 / 青山学院大学教育学会. -- 1号 (昭29)-. --
青山学院大学教育学会,1954-.

1975-2012 20-33,37-56

204 3001041208

教育研究紀要 / 大阪市教育研究所.

1953-1984

17-18,20,22-39,41-47,
49-52,54-56,70-72,74-80,
82-86,94-121,123-127,
132-133,135-145,147-215

205 3001031133
教育研究所報 / 和歌山大学教育学部教育研究所. -- 1
(1977)-.

1977-1990 1-14

206 3001032961
教育工学研究 / 金沢大学教育学部附属教育工学セン
ター [編]. -- 1号 (昭51.3)-23号 (平9.9). -- 金沢大学教
育学部附属教育工学センター,1976.3-1997.9. -- 23冊 ;

1976-1997 1-23

207 3001033852
教育論叢 / 名古屋大学大学院教育学研究科教育学専
攻自治会.

1960-2009 3-5,8-53

208 3001037288
教育心理学研究 / 日本教育心理学協会編集. -- 1卷1
号 (昭28.5)-. -- 国土社,1953-. -- 冊 ; 26cm .

1953-2014 1-62

209 3001032579
教育心理と近接領域 / 茨城大学教心・異教・職指学科.
-- 1号 (1976. 春)-7号 (1982. 春). -- [茨城大
学],[1976]-[1982].

1976-1982 1-7

210 3001083854
教育諸学研究論文集 / 神戸女子大学教育学科研究会
[編]. -- 1巻 (昭62.3)-15巻 (平13.5). -- 神戸女子大学
教育学科研究会,1987-2001.

1987-2001 1-15

211 3001040340
教育相談研究 / 東京教育大学教育相談研究所 [編集].
-- 6集 (1964.8)-. -- 東京教育大学教育相談研究
所,1964.8-. -- 冊 ; 26cm .

1964-2006 6-44

212 3001033559

教育展望 / 教育調査研究所. -- 1 (1955)-. -- 教育出
版.

1973-2014

19(1,3-13),
20(1-4,6,9-11,13-16),
21(1-5,8-11),22,
23(1-3,5-10,12),24-26,
27(2-11),28-35,
36(1-6,8-11),37-38,
39(1-6,8-11),40(1-4,6,8-11),
41(1-6,8-11),42-44,
45(1-6,8-11),46(1-6,8-11),
47(1-2,4-6,8-11),
48(1-5,7-11),49(1-5,7-11),
50(1-5,7-11),51(1-5,7-11),
52(1-5,7-11),53(1-5,7-11),
54(1-5,7-11),55,
56(1-5,7-11),57(1-5,7-11),
58(1-5,7-11),59(1-5,7-11),
60(1-5,7-11)

213 3001033560
教育哲学研究 / 教育哲学会 [編]. -- 創刊号 (1959)-. -
- 相模書房誠公社,1959-.

1959-2014 1-74,76-110
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214 3001037290
教育と情報 / 文部省大臣官房情報処理課編集. -- 181
号 (昭48.4)-516号 (平13.3). -- 第一法規出版,1973.4-
2001.3.

1973-1991
181-203,205-212,
214-239,241-300,
343-396

215 3001031139
教育と教育思想 / 教育思想研究会 [編]. -- 創刊号
(1975.3)-. -- 教育思想研究会,1975-. -- 冊 ; 26cm .

1975-1999 1,3-19

216 3001042645
教科教育研究 / 金沢大学教育学部. -- 1号 (1968.7)-
32号 (1996.9). -- 金沢大学教育学部,1968-1996.

1968-1995 1-31

217 3001033579

教職課程. -- 4巻1号 (昭53.2)-. -- 協同出版,1978-.

1978-2014

4-7,8(1-13,15),
9(1-3,5-7,9-16),10-22,
23(1-10,13-17),24-27,
28(1-13,15-17),29-30,
31(1-11,13-17),
32(1-12,14-18),33-40

218 3001075261
季刊教職課程. -- 1巻1号 (昭50. 4)-3巻4号 (昭52. 12).
-- 協同出版,1975-1977.

1975-1977 1-3 NO.217に含む

219 3001042667
教職研修 / 教育開発研究所. -- 1 (1972)-. -- 教育開
発研究所, 1972. 9. 1-. 1975-2014

3(8-12),4,5(1-9,11-12),
6-20,21(7-12),22-29,
30(1-11),31-43(1-4)

220 3001031142
京都大学学生懇話室紀要 / 京都大学学生懇話室 [編
集]. -- 1輯 (1971)-28輯 (1998). -- 京都大学,1972-

1971-1998 1-15,17-28

221 3002110930
京都大学カウンセリングセンター紀要 / 京都大学カウン
セリングセンター [編集]. -- 29輯 (1999)-. -- 京都大

2004-2009 33-39

222 3001087116
京都大学教育学部研究紀要 / 京都大学教育学部. -- 1
号 (1955.3)-1号 (1955.3).

1955-1955 1 NO.224に含む

223 3001087112 教育紀要 / 京都大学教育学部. -- 2号 (1956)-2号 1956-1956 2 NO.224に含む

224 3001040361
京都大学教育学部紀要 / 京都大学教育学部. -- 3号
(1957)-44号 (1998). -- 京都大学教育学部,1957-1998.
-- 冊 ; 26cm .

1957-1998 3-44

225 3002110906
京都女子大学発達教育学部紀要. -- 1号 (平17.2)-. --
京都女子大学発達教育学部,2005-. -- 冊 ; 26cm .

2005-2013 1-9

226 3001082025
京都女子大学教育学科紀要 / 京都女子大学教育学会
[編]. -- 24号 (昭59. 3)-44号 (平16.2). -- 京都女子大
学教育学会,1984-2004.

1984-2004 24-42,44+

227 3002108281
京都教育大学紀要. -- 101号 (平14.9)-. -- 京都教育大
学,2002.9-. -- 冊 ; 30cm .

2002-2012 101-121

228 3001040385
京都教育大學紀要. B, 自然科学. -- No. 29 (昭41.8)-
no. 100 (平14.3). -- 京都教育大學,1966.8-2002.3. --
72冊 ; 26-30cm .

1965-1990 26-77

229 3002107263
九州大学心理学研究 / 九州大学大学院人間環境学研
究科 [編]. -- 1巻 (2000)-. -- 九州大学大学院人間環
境学研究科,2000.3-. -- 冊 ; 26cm .

2002-2010 3-11

230 3002107611 九州教育学会研究紀要 / 九州教育学会. -- 1巻 2002-2008 29-36

231 3001082066
マイコンレーダー / 第一法規出版株式会社編. -- 1巻1
号 (1986.11)-4巻6号 (1989.6). -- 第一法規出版,1986-
1989. -- 冊 ; 26cm .

1987-1989 2(4-12),3,4(1-6)

232 3001033669

マーケティング・サイエンス : 日本マーケティング・サイエ
ンス学会研究報告 / 日本マーケティング・サイエンス学
会. -- 1号 (1967)-38 (1991.12) ; V. 1, no. 1/2
(1992.12)-. -- 日本マーケティング・サイエンス学

1967-1991
1-8,10,12-13,15-20,22-24,
30-35,37-38

233 3002107274

マナビィ : 生涯学習の総合情報誌 / 文部科学省編集. -
- No. 1 (2001.7)-no. 81 (2008.3) = 20巻5号 (2001.7)-27
巻3号 (2008.3) ; 1巻4・5号 (2008.4)-3巻3号 (2010.3). -
- ぎょうせい,2001.7-2010.2. -- 冊 ; 26cm .

2002-2008;
2008-2010

10-81;1-3

234 3002108381

明治学院大学大学院文学研究科心理学専攻紀要 / [明
治学院大学大学院文学研究科] 心理学専攻紀要編集
委員 [編集]. -- 1号 (1996.2)-10号 (2005.3). -- 明治学
院大学大学院文学研究科心理学専攻,1996.2-. -- 冊 ;

2002-2005 6-10

235 3001033753
名城大学教職課程部紀要 / 名城大学教職課程部 [編].
-- 1巻 (1968)-35巻 (2002). -- 名城大学教職課程
部,1968.3-2003.3. -- 冊 ; 26cm .

1968-2000 1-33

236 3001080483
明星大学教育学研究紀要 / 明星大学教育学研究室
[編]. -- No. 1 (1986.3)-25号 (2010.3). -- 明星大学教育
学研究室,1986-2010.

1986-1998 1-13

237 3001079452
明星大学心理学年報 / 明星大学心理学研究室. -- 創
刊号 (昭58.3)-. -- 明星大学.

1983-2006 1-24

238 3001040550
三重大学教育学部研究紀要 / 三重大学教育学部. --
26巻1号?5号 (1975)-27巻1部?4部 (1976). -- 三重大学
教育学部,1975.3-1976.3. -- 2冊 ; 26cm .

1975-1976 26-27
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239 3001087164

民族學研究 / 日本民族學會編輯. -- 1卷1號
(Jan./Mar. 1935)-8卷4號 (昭17.12) ; 新1卷1號 (昭
18.2)-新3卷2輯 (1946) ; 12卷1號 ( [昭22.7] )-13卷4號
(1948). -- 三省堂,1935. 1-1949. 6.

1935-1942;
1943-1946;
1947-1949

1-8;2;12(1),13(3) NO.241に含む

240 3001087165
季刊民族學研究 / 日本民族學協會編集. -- 14卷1號
(1949)-28巻2号 (1964.3). -- 岡書院,1949-1964.

1949-1964 14-21,22(1-2),23-28 NO.241に含む

241 3001037344
民族學研究 / 日本民族学会編集. -- 29巻1号 (1964)-
68巻4号 (2004). -- 誠文堂新光社,1964.8-2004.3. -- 冊
; 26cm .

1964-2004
29-33,34(1,3-4),35-38,
39(1-3),40-45,46(1-2),
47-68

242 3002110241
文化人類学 / 日本文化人類学会 [編]. -- 69巻1号
(2004)-. -- 日本文化人類学会,2004.6-. -- 冊 ; 26cm .

2004-2015 69-79

243 3002107261

宮城学院女子大学発達科学研究 = Journal of
developmental science Miyagi Gakuin Women's College
/ 宮城学院女子大学附属発達科学研究所 [編]. -- 創
刊号 (2001.3)-. -- 宮城学院女子大学附属発達科学研
究所,2001-.

2002-2010 2-10

244 3001079373
モンキー / 日本モンキーセンター. -- 1号 (昭32.11)-74
号 (1963.12) ; 8巻1号 (1964)- = 通刊75号 (1964)-.

1979-1987 23-30,31(1-2)

245 3001079451

武庫川女子大学幼児教育研究所紀要 = The bulletin,
the Institute of Child Education, Mukogawa Women's
University / 武庫川女子大学幼児教育研究所 [編]. --
創刊号 (昭57.3)-13号 (1998). -- 武庫川女子大学幼児
教育研究所,1982-1998. -- 冊 ; 21cm .

1982-1998 1-13

246 3002104645
長崎大学教育学部紀要. 教科教育学 / 長崎大学教育
学部 [編]. -- No. 32 (1999.3)-. -- 長崎大学教育学
部,1999.3-. -- 冊 ; 26cm .

1998-2007 30-47

247 3001031164
長崎大学神経情報研究室年報 / 長崎大学医学部神経
情報研究室. -- 2 (1975)-12 (1985).

1974-1978 1-5

248 3001040711
名古屋大学文学部研究論集. 哲学 / 名古屋大学文学
部 [編]. -- 1 (1952)-. -- 名古屋大学文学部,1952.3-. -
- 冊 ; 26cm .

1963-2006 11-52

249 3002107254
名古屋大学大学院教育発達科学研究科紀要. 教育科
学. -- 47巻1号 (2000)-. -- 名古屋大学大学院教育発
達科学研究科,2000.9-. -- 冊 ; 26cm .

2002-2012 48(2),49-58

250 3002108513
名古屋大学大学院教育発達科学研究科紀要. 心理発
達科学. -- 47巻 (2000)-. -- 名古屋大学大学院教育発
達科学研究科,2000.12-. -- 冊 ; 26cm .

2002-2009 49-56

251 3001076712
名古屋大學教育學部紀要 / 名古屋大学教育学部. -- 1
巻 (1955)-10巻 (1963). -- 名古屋大学教育学
部,1955.3-1963.8. -- 10冊 ; 26cm .

1955-1963 1-4,6-10

252 3001040718
名古屋大學教育學部紀要. 教育学科 / 名古屋大学教
育学部 [編]. -- 11巻 (1964)-43巻2号 (1996). -- 名古
屋大学教育学部,1964. 9-1997. 3. -- 冊 ; 26cm .

1964-1996 11-43

253 3002111090
名古屋大學教育學部紀要. 教育学. -- 44巻1号 (1997)-
46巻2号 (1999). -- 名古屋大学教育学部,1997.9-
2000.3. -- 6冊 ; 26cm .

1997-1999 44-46 NO252に含む

254 3001031166
名古屋大学社會学論集 / 名古屋大学文学部社会学研
究室. -- No. 1 (1980)-. -- 名古屋大学文学部社会学研
究室,1980-.

1980-2010 1-30

255 3001040771
奈良教育大学紀要. 人文・社会科学 / 奈良教育大学. -
- 15巻 (昭42.2)-. -- 奈良教育大学,1967.2-. -- 冊 ;
26-30cm .

1967-2009 15-58

256 3001031170
年報いわみざわ : 初等教育・教師教育研究 / 北海道教
育大学岩見沢分校. -- 創刊号 (1979)-. -- 北海道教育
大学岩見沢分校.

1979-2005 1-27

257 3001084443
日本文化研究 / 静岡県立大学短期大学部日本文化学
会 [編]. -- 1号 (1988.3)-13号 (2001.1). -- 静岡県立大
学短期大学部日本文化学会,1988-2001.

1988-2001 1-13

258 3001035728
日本文化研究所研究報告 / 東北大学日本文化研究所.
-- 1集 (1965.3)-32集 (1996.3). -- 東北大学文学部日
本文化研究所,1965.3-1996.3. -- 冊 ; 26cm .

1979-1995 15,20-31

259 3001031177
日本女子大学児童研究所紀要 / 日本女子大学児童研
究所 [編]. -- 1号 (1972.2)-12号 (平7.3). -- 日本女子
大学児童研究所,-1995.

1972-1995 1-12

260 3001031178
日本女子大学農家生活研究所所報 / 日本女子大学農
家生活研究所. -- 1号 (1979.12)-12号 (1995.3). -- 日
本女子大学農家生活研究所,1979-1995. 3.

1979-1995 1-12
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261 3001086254
日本研究 : 国際日本文化研究センター紀要 / 国際日本
文化研究センター. -- 1集 (平1.5)-. -- 国際日本文化研
究センター,1989.5-. -- 冊 ; 26cm .

1989-2015 1-51+

262 3001037454
日本古書通信 : the Nippon kosyo tsushin / 日本古書
通信社. -- 12巻1号 (1947. 6)-. -- 日本古書通信

1979-2015 44-79,80(1-10)+

263 3001037491

日本労働協会雑誌 / 日本労働協会編. -- Vol. 1, no. 1
(Apr. 1959)-v. 31, no. 12 (Dec. 1989) = 創刊号 (Apr.
1959)-no. 363 (Dec. 1989). -- 日本労働協会,1959.4-
1989. -- 冊 ; 26cm .

1959-1989 1-31

264 3001086461
日本労働研究雑誌 / 日本労働研究機構編. -- Vol. 32,
no. 1 (Jan. 1990)- = No. 364 (Jan. 1990)-. -- 日本労働
研究機構,1990.1-. -- 冊 ; 26cm .

1990-2014 32-56

265 3001083091 日本社會学院年報 1913-1923 1-10 

266 3001034212
日本心理学雑誌 / 日本心理学会. -- 1巻1号 (大8.7)-3
巻4号 (大12.3) ; 1巻1号 (大12.1)-3巻4号 (大14.12). --
星野書店.

1919-1921;
1923-1925

1-2,3(1);1-3

267 3001082039
人間文化研究科年報 / 奈良女子大学大学院人間文化
研究科. -- 創刊号 (1985)-. -- 奈良女子大学大学院人
間文化研究科,1986.3-. -- 冊 ; 26cm .

1985-2010 1-26

268 3001076936
人間発達研究 / お茶の水女子大学心理・教育研究会.
-- 1号 (昭51)-.

1976-1994 1-19

269 3002003663

人間科学論究 = Tokiwa journal of human science / 常
磐大学大学院人間科学研究科 [編]. -- No. 1 (1993.2)-
v. 21 (Mar. 2013). -- 常磐大学大学院人間科学研究
科,1993.2-2013.3.

1993-2005 1-13

270 3001077044
人間科学論集 / 大阪府立大学人間科学研究会. --
13・14号 (1983)-. -- 大阪府立大学人間科学研究
会,1983.3-. -- 冊 ; 21cm .

1983-2003 13-33

271 3001081561
人間研究 / 日本女子大学教育学会 [編]. -- 1号
(1964.3)-. -- 日本女子大学教育学会.

1981-2010 17-27,30-34,37,39-46

272 3001037397
人間工学 = The Japanese journal of ergonomics / 日本
人間工学会 [編集]. -- Vol. 1, no. 1 (1965.1)-. -- 日本
人間工学会,1965.1-.

1994-2012 30,32-33,34(1-5),35-48

273 3001034156 人間の科学 1963-1964 1-2 

274 3001086226
人間性心理学研究 / 「人間性心理学研究」編集委員会.
-- 1号 (1983)-. -- 日本人間性心理学会,1983-. -- 冊 ;
25cm .

1983-2014 1-31

275 3001083991

NIRA政策研究 / 総合研究開発機構 [編] = / National
Institute for Research Advancement. -- Vol. 1, no. 1
(1988. 1)-v. 19, no. 3 (Mar. 2006). -- 総合研究開発機
構,1988-2006.3. -- 冊 ; 28cm .

1988-2006
1-4,6-10,11(1-4,6-12),
12-13,14(1-3,6-8,10-12),
15-19

276 3001085226

お茶の水女子大学女性文化研究センター年報 / お茶
の水女子大学女性文化研究センター. -- 1号 (昭62)-9・
10号 (1996) = 通巻8号 (昭62)-通巻16・17号 (1996). --
お茶の水女子大学女性文化研究センター,1987.12-
1996.3. -- 9冊 ; 26cm .

1987-1996 1-31

277 3001041060

大分大学教育学部研究紀要. 教育科学 = The research
bulletin of the Faculty of Education, Oita University.
Education science / 大分大学教育学部. -- 3巻3号 (昭
43)-8巻1号 (昭61.3). -- 大分大学教育学部.

1968-1986 3(3),4-6,7(1-2),8(1)

278 3001082368
大分大学教育学部研究紀要 / 大分大学教育学部 [編].
-- 8巻2号 (1986.10)-20巻2号 (1998.10). -- 大分大学
教育学部,1986.10-1998.10. -- 冊 ; 26cm .

1988-1997 10-19

279 3002105434
大分大学教育福祉科学部研究紀要 / 大分大学教育福
祉科学部 [編]. -- 21巻1号 (1999.4)-. -- 大分大学教育
福祉科学部,1999.4-. -- 冊 ; 26cm .

2000-2015 22(1),23(2),24-37+

280 3001034466
大阪府立公衆衛生研究所研究報告. 精神衛生編 / 大
阪府立公衆衛生研究所精神衛生部. -- 1号 (昭39.3)-
31号 (平5.9).

1965-1993 2-31

281 3001076577

大阪學藝大學紀要. A, 人文科学 = Memoirs of the
Osaka University of the Liberal Arts and Education. A,
Humanistic science / 大阪學藝大學. -- 1號 (昭27)-15
号 (昭41). -- 大阪學藝大學,1953.3-1967.3.

1952-1966 1-10,12-15

282 3001076583
大阪学芸大学紀要. C, 教育科学 / 大阪学芸大学. -- 1
号 (昭34)-8号 (昭41).

1960-1966 2-8

283 3001041189
大阪教育大学紀要. I, 人文科学 = Memoirs of Osaka
Kyoiku University. I, Humanities / 大阪教育大学. -- 16
巻 (昭42)-. -- 大阪教育大学,1968-.

1967-2008 16-56
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284 3001041191

大阪教育大学紀要. III, 自然科学 = Memoirs of Osaka
Kyoiku University. III, Natural science and applied
science / 大阪教育大学. -- 16巻no. 1 (昭42)-42巻2号
(平6. 2). -- 大阪教育大学,1968-1994.

1968-1994 16-17,20-42

285 3002004680

大阪教育大学紀要. 第III部門, 自然科学・応用科学 =
Memoirs of Osaka Kyoiku University. Ser. III, Natural
science and applied science / 大阪教育大学 [編]. --
43巻1号 (平6.9)-. -- 大阪教育大学,1994-.

1994-1998 43-46

286 3001041192

大阪教育大学紀要. IV, 教育科学 = Memoirs of Osaka
Kyoiku University. IV, Education, pshychology, special
education and physical culture / 大阪教育大学. -- 16
巻 (昭42)-. -- 大阪教育大学,1968-.

1967-2008 16-31,33-56

287 3001041193

大阪教育大学紀要. V, 教科教育 = Memoirs of Osaka
Kyoiku University. V, Curricula and methods of
education and allied subjects / 大阪教育大学. -- 16巻
1号 (昭42)-. -- 大阪教育大学,1968.1-. -- 冊 ; 26cm .

1967-2008 16(2),17-56

288 3001037590
大阪精神衛生 / 大阪精神衞生協議会. -- 1 (1955.5)-
34巻1/6号 (1989). -- 大阪精神衞生協議会,1955-1989.

1958-1989
3(6),4(2,6),5(1),7(2-6),8-18,
21-34

289 3001088239
大阪精神保健 = Archives of Osaka mental health / 大
阪精神保健協議会. -- 35巻1/6号 (1990)-40巻1?6号
(1995). -- 大阪精神保健協議会,1990-1995. -- 冊 ;

1990-1995 35-40

290 3002002423
大妻女子大学紀要. 社会情報系, 社会情報学研究 =
Otsuma journal of social information studies. -- 1
(1993)-. -- 大妻女子大学社会情報学部,1993.3-. -- 冊

1993-2006 1-6,8-15

291 3001080033
応用教育心理学研究 / 応用教育心理学会. -- 創刊号
(昭59.12)-. -- 応用教育心理学会.

1984-1999 1-14,16

292 3001034647
応用社会学研究 = The journal of applied sociology / 立
教大学社会学部研究室 [編]. -- Vol. 1, no. 1 (1958)-. -
- 立教大学文学部研究室,1958-.

1958-2010 1-52

293 3001077721
應用心理学研究 = Japanese journal of applied
psychology / 日本応用心理学会 [編]. -- 1号 (昭53.9)-.
-- 日本応用心理学会,1978-. -- 冊 ; 26cm .

1978-2014 1-13,15-39+

294 3001034612
歴史地理教育 / 歴史教育者協議会, 郷土教育全國連
絡協議会 [共同編集]. -- 1 (1954.8)-. -- 播磨書

1977-2014 259-516,518-828

295 3001035803
歴史人類 / 筑波大学歴史人類学系. -- 1号 (1976.3)-.
-- 筑波大学歴史・人類学系,1976.3-. -- 冊 ; 26cm .

1976-2012 1-40

296 3001078290 理科教育. 別冊 / 教育情報センター 1984-1985 1-5

297 3001034636
理科教室 = The journal of science education / 国土社
[編]. -- 1巻1号 (1958.10)- = [通巻1号] (1958.10)-. --
国土社,1958-. -- 冊 ; 21cm .

1977-1979 20-22

298 3001034638
理科の教育 = Science education monthly / 日本理科
教育学会. -- No. 1 (1952)-no. 76 (1958. 12) ; V. 8, no.
1 (1959. 1)- = 通巻77号 (1959.1)-. -- 東洋館出版

1977-2014 26-63

299 3001034645
立教大学教育学科研究年報 / [立教大学文学部教育学
科研究室]. -- 11・12号 (昭42・43)-. -- 立教大学教育
科研究室,1969.3-. -- 冊 ; 26cm .

1967-1980 11-16,18-24

300 3001041282
立教大学心理学科研究年報 / [立教大学文学部心理学
研究室編]. -- 11号 (昭42)-41号 (1999). -- 立教大学文
学部心理学研究室,1968.3-1999.3. -- 冊 : 26cm .

1974-1999 18-41

301 3001085831
臨床教育心理学研究. -- 4巻1号 (1978)-38巻 (2012.3).
-- 関西学院大学臨床教育心理学会,1978.4-2012.3. --
冊 ; 26cm .

1988-2008 14-21,23,25-30,32-34

302 3001037665
理想 / 理想社. -- 1年1冊 (昭2.4)-49年12冊 (昭50.12) ;
512号 (昭51.1)-. -- 理想社,1927.4-. -- 冊 ; 21cm .

1975-2015 500-525,527-547,549-695+

303 3001085453
立命館国際研究 / 立命館大学国際関係学会. -- 1巻1
号 (1988.5)- = 通巻1号 (1988.5)-. -- 立命館大学国際
関係学会,1988-. -- 冊 ; 26cm .

1988-2015 1-27,28(1)+

304 3001087973
立命館教育科学研究 / 立命館大学教育科学研究所. -
- 1号 (1991.3)-16号 (2000.7). -- 立命館大学教育科学
研究所,1991-2000. -- 冊 ; 26cm .

1991-2000 1-16

305 3002105954
立命館人間科学研究 / 立命館大学人間科学研究所
[編]. -- 1号 (2001.3)- = 通巻17号 (2001.3)-. -- 立命館
大学人間科学研究所,2001-. -- 冊 ; 26cm .

2001-2010 1-21

306 3001085189
立命館産業社會論集 / 立命館大学産業社会学会 [編].
-- 1号 (1965)-39号 (1984) ; 20巻1号 (1984)- = 通巻40
号 (1984)-. -- 立命館大学産業社会学会,1965-.

1983-1984;
1984-2015

34-39;20-50,51(1)+
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307 3002003662

龍谷大学大学院研究紀要. 社会学・社会福祉学 / 龍谷
大学大学院社会学研究科研究紀要編集委員会. -- 創
刊号 (1993)-. -- 龍谷大学大学院社会学研究科研究紀
要編集委員会,1994.3-. -- 冊 ; 26cm .

1993-2008 1-16

308 3001087000
龍谷大学社会学部紀要 / 龍谷大学社会学部学会. --
創刊号 (1990)-. -- 龍谷大学社会学部学会,1990.1-. --
冊 ; 26cm .

1995-2012 7-41

309 3001086486
龍谷大学社会学論集 / 龍谷大学社会学会 [編]. -- 7号
(1986)-24号 (2005.3). -- 龍谷大学社会学会,1986-
2005. -- 冊 ; 21cm .

1986-2005 7-24

310 3001031280
龍谷紀要 / 龍谷大学龍谷紀要編集会 [編]. -- 創刊号
(1980.3)-. -- 龍谷大学龍谷紀要編集会,1980.3-. -- 冊
; 21-26cm .

1980-2012 1-33

311 3001034715
琉球大学教育学部紀要 / 琉球大学教育学部. -- 8集
(1965.6)-15集 (1972.3). -- [琉球大学教育学部],1965-.
-- 冊 ; 26cm .

1965-1970 8-9,13

312 3001041355

琉球大学教育学部紀要. 第一部 = Bulletin of College of
Education, University of the Ryukyus. Part 1 / 琉球大
学教育学部. -- 16集 (1972.12)-30集 (1987). -- 琉球大
学教育学部,1972-1987. -- 冊 ; 26cm .

1976-1984 19-27

313 3001041356

琉球大学教育学部紀要. 第二部 = Bulletin of College of
Education, University of the Ryukyus. Part 2 / 琉球大
学教育学部. -- 16集 (1972.12)-30集 (1987). -- 琉球大
学教育学部,1972-1987. -- 冊 ; 26cm .

1976-1984 19-27

314 3001032720

差別とたたかう文化 / 差別とたたかう文化会議編集. --
1 (1976. 春)-14巻2号 (1990. 11) = 通巻1号 (1976. 春)-
通巻21号 (1990. 11). -- 明治図書出版,1976-c1990. --
冊 ; 21cm .

1976-1990 1-17,19-21

315 3002006152
埼玉大学紀要. 教育学部. 人文・社会科学 / 埼玉大学
教育学部. -- 40巻1号 (1991)-55巻2号 (2006). -- 埼玉
大学教育学部,1991.3-2006.9. -- 冊 ; 26cm .

1997-2006 46-55

316 3001041395
埼玉大学紀要. 教育科学 / 埼玉大学教育学部. -- 21
巻 (1972)-39巻2号 (1990). -- 埼玉大学,1973.3-1990.9.
-- 冊 ; 26cm .

1972-1990 21-26,38-39

317 3002106682
埼玉大学紀要. 教育学部. 教育科学 / 埼玉大学教育学
部 [編]. -- 40巻1号 (1991)-55巻2号 (2006). -- 埼玉大
学教育学部,1991.3-2006.9. -- 冊 ; 26cm .

1991-2006 40,44-55

318 3001041396
埼玉大学紀要. 数学・自然科学 / 埼玉大学教育学部. -
- 21巻 (1972)-39巻2号 (1990). -- 埼玉大学,1973.3-
1990.9. -- 冊 ; 26cm .

1972-1990 21-24,26,38(2),39

319 3002106685
埼玉大学紀要. 教育学部. 数学・自然科学 / 埼玉大学
教育学部 [編]. -- 40巻1号 (1991)-55巻2号 (2006). --
埼玉大学教育学部,1991.3-2006.9. -- 冊 ; 26cm .

1991-2006 40-55

320 3002004074
産業・組織心理学研究 / 産業・組織心理学会. -- Vol.
1, no. 1 (1987)-. -- 産業・組織心理学会,[1987]-.

1987-2014 1-6,7(2),8(1),9-27

321 3001086209
札幌学院大学人文学会紀要 / 札幌学院大学人文学会.
-- 45号 (1989.8)-. -- 札幌学院大学人文学会,1989.8-.
-- 冊 ; 26cm .

1989-2009 45-85

322 3002108196

青年期精神療法 / 日本青年期精神療法学会 [編] =
Japanese journal of adolescent psychotherapy /
Japanese Association of Adolescent Psychotherapy. --
Vol. 1, no. 1 (2001)-. -- 日本青年期精神療法学
会,2001-. -- 冊 : 26cm .

2001-2005 1-5

323 3001034882
青年心理 = Adolescence. -- 1巻1号 ( [昭25.3.1] )-7巻
4号 (1956). -- 金子書房,1950-1956.

1950-1956 1-7

324 3001034997
青年心理 = Youth problem. -- 1巻1号 ('77.3)-1巻6号
('78.1) ; 7号 ('78.3)-90号 (1991.11). -- 金子書房,1977-
1991.

1977-1991 1-90

325 3002001244
青年心理学研究 / 日本青年心理学研究会. -- 1号
(1987)-. -- 日本青年心理学研究会,1987-. -- 冊 ;

1987-2014 1-25

326 3001085577
青少年問題調査年報 / 総務庁青少年対策本部. -- No.
1 (1989.1)-. -- [総務庁青少年対策本部],[1989.1]-. --
冊 ; 26-30cm .

1989-1993 1-5

327 3001037766
青少年問題 / 中央青少年問題協議會. -- 1号 (昭
26.10)-6号 (昭28) ; 1巻1号 (昭29.7)-53巻3号 (平18.3) ;
622号 (平18.4)-. -- 日本少年救護協會,[1951]-.

1951-1953;
1954-2006;
2006-2014

1-6;1-22,24(10-12),
25(1,3-12),26-52,53(1-3);
622-656

328 3001034835
青少年問題研究 / 大阪府青少年問題研究会. -- 1号
(昭37)-. -- 大阪府企画部青少年対策課.

1962-2000 1-22,28-47,49
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329 3001037768
生体の科學 = Medical science / 生體の科學研究會編
集. -- 3巻4号 (昭27.2)-. -- 醫學書院,1952.2-. -- 冊 ;

1989-1992 40,43

330 3002005234
性と生の教育 : human sexuality. -- No. 1 (1995. 11)-
no. 28 (2000. 5). -- あゆみ出版,1995.11-2000.5. -- 冊 ;
26cm .

1995-2000 1-18,20-28

331 3001083107
生徒指導研究 / 兵庫教育大学生徒指導講座. -- 創刊
[1] 号 (1987)-. -- 兵庫教育大学生徒指導講座,1987.3-
. -- 冊 ; 26cm .

1989-2007 1,6-19

332 3001037771
世界 / 岩波書店 [編]. -- 1号 (昭21.1)-. -- 岩波書
店,1946.1-. -- 冊 ; 21-26cm .

1975-2014 353-863

333 3001031207

世界の児童と母性 : 海外福祉情報 = Mother and child
wellbeing around the world : Current overseas
information / 資生堂社会福祉事業財団. -- 創刊号
(1975.11)-. -- 資生堂社会福祉事業財団,1975.11-. --

1978-2015 7-16,18-79+

334 3001087717
戦後教育史研究 / 明星大学戦後教育史研究センター.
-- 4号 (昭62. 6)-. -- 明星大学,1987. 6-.

1987-2009 4-23

335 3001037808

世論調査年鑑 : 全国世論調査の現況 / 内閣総理大臣
官房広報室編. -- 昭和39年版 (昭39)-昭和63年版 (昭
63) ; 平成元年版 (平1)-. -- 大蔵省印刷局,1965-. --
冊 ; 27-31cm .

1965-1988;1989-200640-63;1-18

336 3002106062
Sexuality = 季刊セクシュアリティ. -- No. 1 (Jan. 2001)-.
-- エイデル研究所,2001.1-. -- 冊 ; 21cm .

2001-2014 1-68

337 3001034641
社会福祉評論 / 大阪女子大學社會福祉研究会. -- No.
1 (1951)-no. 50 (1982). -- 大阪女子大學社會福祉研究
會,1951-1983.

1960-1982 19-50

338 3002007189
社会福祉研究 / 鉄道弘済会福祉センター弘済会館 [編
集]. -- 創刊号 (1967)-. -- 鉄道弘済会福祉センター弘
済会館,1967-.

1996-2013 65-118

339 3002002294
社会学部論集 / 佛教大学学会. -- 26号 (1992)-. -- 佛
教大学学会,1992.12-. -- 冊 ; 26cm .

1992-2010 26-31,33-50

340 3001037814
社会学評論 / 日本社会学会 [編]. -- 1巻1号 (昭25.7)-.
-- 有斐閣,[1950]-. 1950-2014

1-36,37(1,3-4),38-41,42(1,3),
43-44,45(1,3-4),46-50,
51(2,4),52-64

341 3001035804

社会学ジャーナル = Tsukuba journal of sociology / 筑
波大学社会学研究室 [編]. -- 1巻1号 (1976.3)-10巻
(1986.12) ; 13号 (1988.2)-. -- 筑波大学社会学研究
室,1976-. -- 冊 ; 21cm .

1976-1986;
1988-2011

1-10;13-36

342 3002003665
社会学研究科論集 / 立教大学大学院 [編]. -- 創刊号
(1994.3)-7号 (2000). -- 立教大学社会学部研究
室,1994.3-2000. -- 冊 ; 26cm .

1994-2000 1-7

343 3001037816
社会学年報 / 東北社会学会 [編]. -- 1 (1963)-. -- 東
北社会学会,1963-.

1963-2014 1-13,15-43+

344 3001035942
社会学年誌 / 早稲田大学社会学会 [編]. -- 1号 (昭
31.4)-. -- 早稲田大学社会学会,1956-. -- 冊 ; 21cm .

1983-2008 24-30,32-49

345 3001034120
社会学論叢 / 日本大学社会学会 [編]. -- 1号 (昭
28.11)-. -- 日本大学社会学会,1953-.

1969-2015 41-84,86-183+

346 3001082059
社会学雑誌 / 神戸大学社会学研究会 [編]. -- 創刊号
(1984.3)-. -- 神戸大学社会学研究会,1984-.

1984-2012 1-29

347 3001089022
社会情報 = Social information / 札幌学院大学社会情
報学部. -- Vol. 1, no. 1 (Jan. 1992)-. -- 札幌学院大学
社会情報学部,1992.1-. -- 冊 ; 26cm .

1995-2010 4-19

348 3001031687
社會科學研究 / 中京大学社会科学研究所 [編]. -- Vol.
1, no. 1 (1981)-. -- 中京大学社会科学研究所. -- 冊 ;
21cm .

1986-2012 6(2),7-14,15(1),16-32

349 3001035577
社會科學研究 / 東京大學社會科學研究所. -- 1
(1948)-4 (1949) ; 2卷1號 (1950)-63巻5・6号 (2012). --
白日書院,1948-2012. -- 冊 ; 21-26cm .

1982-2012 34-48,49(5-6),50-63

350 3001034948
社會科學年報 / 専修大學社會科學研究所. -- 1号
(1966)-. -- 専修大学社会科学研究所.

1982-2015 16-49+

351 3001041585
社会科学論集 / 愛知学芸大学法経社教室. -- 1号
(1957.7)-. -- [愛知学芸大学法経社教室],[1957]-.

1974-2009 14-47

352 3001033605
社会科学論集 : 九州大学教養部社会科学科紀要 / 九
州大学教養部社会科学研究室. -- 1集 (昭34.3)-34集

1959-1994 1-5,7-32,34

353 3001034457
社会科学論集 / 大阪府立大学社会科学研究会. -- 創
刊号 (1970.3)-11.12号 (1981.3). -- 大阪府立大学教養
部社会科学教室,1970-1981.

1970-1981 1-12

354 3001037284
教育科学社会科教育 / 明治図書出版. -- 1巻1号 (昭
39.10)-36巻6号 (1999.5). -- 明治図書,-1999. -- 冊 ;
21-26cm .

1985-1999
22-29,30(1-9,11-13),
31(1-11,13-16),32,
33(1-3,5-16),34-35,36(1-6)
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355 3002105523
社会科教育 / 明治図書出版. -- 36巻7号 (1999.6)- =
No. 474 (1999.6)-. -- 明治図書,1999-. -- 冊 ; 21-
26cm .

1999-2014
36(7-15),37-43,
44(1-5,7-13),45(1-11,13),
46-51

356 3001079185
社会啓発情報 / 部落解放研究所. -- No. 1 (1981. 5)-
no. 42 (1988. 4). -- 部落解放研究所.

1984-1988 21-42

357 3001041595
社会研究 / 法政大学大学院[社会科学研究科]社会学
専攻[委員会]. -- 1号 (1970)-. -- [法政大学大学院社
会科学研究科社会学専攻委員会],[1970]-. -- 冊 ;

1981-2012 12-15,17-42

358 3001032877
社会教育研究 / 金沢大学社会教育研究室. -- 1号
(1960.8)-15号 (1976.3). -- 金沢大学社会教育研究室.

1964-1976 4-15

359 3001080406
社会教育研究年報 / 名古屋大学教育学部社会教育研
究室 [編集]. -- 創刊号 (1977.10)-. -- 名古屋大学教育
学部社会教育研究室,1977-.

1983-2010 4-24

360 3001034485
社會問題研究 / 大阪社会事業短期大学社会事業研究
会 [編]. -- 1巻1號 (昭26.7)-. -- 大阪社会事業短期大
学社会事業研究会,1951-. -- 冊 ; 21-30cm .

1953-2008 3(1-3),4(1),7(2-4),8-57

361 3001035768
社会老年学 / 東京都老人総合研究所. -- 1号
(1975.3)-no. 39 (1994. 5). -- 東京大学出版会,1975-
1994. -- 冊 ; 26cm .

1975-1994 1-39

362 3001035001
社会精神医学 = Japanese journal of social psychiatry.
-- 創刊準備[1巻]0号 (1978)-15巻4号 (1992). -- 星和
書店,1978.6-1992.12.

1980-1981 3-4

363 3001077367
社会心理学評論 / 東京大学大学院社会学研究科社会
心理学評論編集委員会. -- No. 1 (1981)-no. 6 (1987).
-- 社会心理学評論編集委員会,1981.12-1987.12. -- 6

1981-1987 1-6

364 3001037836

視聴覚教育 = The audio-visual education / 日本映画
教育協会. -- 5巻1号 (昭26.4)-. -- 日本映画教育協
会,1951-.

1954-1997

8(9),9(1-11,14),12(1-10,12),
14,19,23(1-3,5-9,11),
24(1-11),25,26(1-2,4-11),
27(1-7,9-12),28(1-7,9-12),
29-48,49(1,3-6),50,
51(1-9,11-12)

365 3001035027
視聴覚教育研究 / 日本視聴覚教育学会編集. -- 1号
(昭41.12)-24号 (1994.3). -- 日本視聴覚教育学
会,1966-1994.

1966-1994 1-24

366 3001035032
指導と評価 / 日本教育評価研究会. -- 8 (昭37)-.

1977-2015
23-42,43(1-11),
44-60,61(1-9,11)+

367 3001085649

新聞学 : 文化とコミュニケーション / 同志社大学大学院
新聞学研究会 [編]. -- 創刊 [1] 号 (昭42.3)-22号
(2007). -- 同志社大学大学院新聞学研究会,1967.3-
2007.12. -- 冊 ; 21-26cm .

1974-2007 4-12,14,16-17,21-22

368 3001037881
心理学評論. -- 1巻1号 (昭32.10)-. -- 心理学評論刊行
会,1957.10-. -- 冊 ; 21-26cm .

1957-2014 1-39,40(2-3),41-57

369 3002000087
心理臨床学研究 = Journal of Japanese clinical
psychology / 日本心理臨床学会 [編]. -- 1巻1号 (1983
Oct.)-. -- 日本心理臨床学会,1983.10-. -- 冊 ; 26cm .

1991-2015 8(3),9-15,16(2-6),17-32

370 3001041693
信州大学教育学部紀要 / 信州大学教育学部 [編]. -- 9
号 (1960.1)-121号 (2008.8). -- 信州大学教育学
部,1960.1-2008.8. -- 冊 ; 26-30cm .

1964-1984 14-50

371 3001041740
静岡大学教育学部研究報告. 教科教育学篇 / 静岡大
学教育学部. -- No. 1 (1969)-. -- 静岡大学教育学
部,1970.3-. -- 冊 ; 26-30cm .

1969-2001 1-4,6-7,9-32

372 3001035143
静岡大学教育学部研究報告. 自然科学篇 / 静岡大学
教育学部 [編]. -- 14号 (1963)-59号 (2008). -- 静岡大
学教育学部,1964.3-2009.3. -- 冊 ; 26-30cm .

1977-1994 28-45

373 3002107272

季刊職リハネットワーク = Vocational rehabilitation
network / 日本障害者雇用促進協会職業リハビリテー
ション部 [編]. -- No. 1 (1988.7)-no. 6 (1989) ; 2巻3号
(1990.1)-14巻2号 (2002.3) = No. 7 (1990.1)-no. 51
(2002.3). -- 日本障害者雇用促進協会職業リハビリテー
ション部,1988-2002.3. -- 冊 .

2002-2002 50-51

374 3002110645

職リハネットワーク = Vocational rehabilitation network
/ 日本障害者雇用促進協会障害者職業総合センター
[編]. -- No. 52 (2003.3)-. -- 日本障害者雇用促進協会
障害者職業総合センター,2003.3-. -- 冊 ; 26cm .

2003-2011 52-68

375 初等教育資料

376 3001080416
ソフトウェアコンファレンスプロシーディングス / 大阪科
学技術センター. -- 1回 (昭60.3)-. -- 大阪市,1985. 3-.

1986-1992 2-8
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377 3001037988

総合教育技術 / 教育技術連盟. -- 15巻1号 (昭35.4)-.
-- 小学館.

1966-1991

21,22(8-14),25,26(9-15),
31(1-5,7-15),33,34(1-14),
35(1-10),36(11-15),
37(5-8,13-16),38-45

378 3001078911
総合教育技術付録管理職講座 / 教育技術連盟. -- 小
学館. 1983-1989

1983,1984(1-3,5-12),
1985,1986(1,3-12),
1987-1988

379 3002006497
ソーシャルワーク研究 : 社会福祉実践の総合研究誌 /
ソーシャルワーク研究所編. -- 1巻1号 (1975)-. -- 相川
書房,1975.1-. -- 冊 ; 26cm .

1996-2013 22-38,39(1-3)

380 3001038000
組織科学 / 組織学会. -- 1巻1号 (昭42.7)-. -- 丸善. -
- 冊 ; 26cm .

1968-2014
2-15,16(1-2,4),17-22,
23(1),24(3-4),25-47

381 3002107253
Sociologica = ソシオロジカ / 創価大学社会学会. -- 1
巻1号 (昭52. 2)-. -- 創価大学社会学会,1977-. -- 冊 ;

2001-2010 26-34

382 3001034067
ソシオロジクス / 日本大学大学院社会学研究会. -- 2
号 (昭52.5)-. -- 日本大学大学院社会学研究会. -- 冊 ;
22cm .

1977-2002 2-24

383 3001041195 数学教育研究 / 大阪教育大学数学教室. -- 1 (昭 1971-1997 1-27

384 3001038006
数学教室 : 月刊 / 数学教育協議会編集. -- 1号 (昭
30.2)-12号 (昭30.12) ; 2巻1号 (昭31.1)- = [通巻13号]
(昭31.1)-. -- 新評論社,1955.2-. -- 冊 ; 21-26cm .

1977-1984 23-30

385 3001038007
数学セミナー = Sugaku seminar. -- 1巻1号 (1962. 4)-
24巻9号 (1985. 9) = 通巻1号 (1962. 4)-通巻286号
(1985. 9). -- 日本評論新社,1962. 4-1985. 9. -- 冊 ;

1975-1985 14(5-12),15-24

386 3001035313
数理科学 / 数理科学社. -- 1巻1号 (昭38.7)-. -- ダイ
ヤモンド社. -- 冊 ; 26cm .

1975-1989 13-27

387 3001088273

数セミ : 数学セミナー : sugaku seminar. -- 24巻10号
(1985.10)-30巻4号 (1991.3) = 通巻287号 (1985.10)-通
巻353号 (1991.3). -- 日本評論社,1985.10-1991.3. --
冊 ; 25cm .

1986-1986 25

388 3001085433
対人行動学研究. -- 1巻 (昭57.6)-. -- 対人行動学研究
会,1982-.

1982-1999 1-17

389 3002000088
楽しい理科授業. -- 24巻5号 (平4. 4)-42巻3号 (2010.3)
= No. 300 (平4. 4)-no. 523 (2010.3). -- 明治図書出
版,1992.4-2010.3.

1992-2010
24(5-13),25-29,30(1-4,6-15),
31-42

390 3002001230
帝京大学文学部紀要. 心理学 / 帝京大学文学部. -- 1
号 (1991.3)-6号 (2001.3). -- 帝京大学文学部心理学
科,1991-2001.

1991-2001 1-6

391 3001084984
帝京社会学 / 帝京大学文学部社会学科. -- 1号 (昭
63.3)-. -- 帝京大学文学部社会学科,1988.3-. -- 冊 ;

1988-2011 1-12,14-24

392 3001042751
哲學 / 三田哲學會 [編]. -- 1輯 (大15.10)-. -- 丸
善,1926-. -- 冊 ; 21cm .

1985-2006 81-116

393 3001079840
哲学・思想論集 / 筑波大学哲学・思想学系 [編]. -- 7号
(昭56)-. -- 筑波大学哲学・思想学系,1982.3-. -- 冊 ;
26cm .

1982-2005 7-31

394 3002004721
哲学・思想論叢 / 筑波大学哲学・思想学会 [編]. -- 1号
(1982.12)-. -- 筑波大学哲学・思想学会,1982-. -- 冊 ;
21cm .

1994-2009 12-27

395 3001082150
哲学と教育 / 愛知教育大学哲学会 [編]. -- 3 (1955.6)-
. -- 愛知教育大学哲学会,1955-.

1981-1993 29,31-41

396 3002105960
東北大学大学院教育学研究科研究年報 / 東北大学大
学院教育学研究科 [編]. -- 49集 (2001)-. -- 東北大学
大学院教育学研究科,2001-.

2001-2008 49-56

397 3001079935
統計数理 = Proceedings of the Institute of Statistical
Mathematics / 統計数理研究所 [編]. -- 33巻1号
(1985)-. -- 統計数理研究所,1985-. -- 冊 : 26cm .

1985-2006 33-54

398 3001042179

特殊教育研究施設報告 / 東京学芸大学特殊教育研究
施設 = RIEEC report / the Research Institute for the
Education of Exceptional Children, Tokyo Gakugei
University. -- 1号 (1972.9)-43号 (1994.3). -- 東京学芸
大学教育学部附属特殊教育研究施設,1972-1994. --

1972-1994 1-43

399 3002006465

特殊教育研究施設研究年報 / 東京学芸大学特殊教育
研究施設 [編] = RIEEC annual report / the Research
Institute for the Education of Exceptional Children,
Tokyo Gakugei University. -- 1994 (1994)-2000 (2000).
-- 東京学芸大学教育学部附属特殊教育研究施
設,1994.12-2000.12. -- 7冊 ; 26 cm .

1995-2000 1995-2000
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400 3001035578
東京大学社会科学研究所調査報告 / 東京大学社会科
学研究所 [編]. -- 1集 (1960.3)-29集 (2001.3). -- 東京
大学社会科学研究所,1960.3-2001.3. -- 冊 ; 26cm .

1968-2001 9,16-29

401 3001035619
東京学芸大学大学院教育学研究集録 / 東京学芸大学
教育学研究会. -- 1号 (1971.5)-. -- 東京学芸大学教育
学研究会.

1971-1980 1,3-10

402 3002111695
東京学芸大学紀要. 総合教育科学系 / 東京学芸大学
紀要出版委員会 [編]. -- 57集 (平18.2)-. -- 東京学芸
大学,2006-. -- 冊 ; 30cm .

2006-2011 57-62

403 3001042245
東京都立教育研究所紀要. -- 1号 (1969.10)-45号
(2001.3). -- 東京都立教育研究所,1969.10-2001.3. --
冊 ; 26-30cm .

1980-1996 24-35,37-40

404 3001076437
鳥取大学学芸学部研究報告. 教育科学 / 鳥取大学学
芸学部. -- 1巻 (昭34.12)-7巻 (昭40.12). -- 鳥取大学
学芸学部,1959-1965.

1959-1965 1-7

405 3001042286
鳥取大学教育学部研究報告. 教育科学 / 鳥取大学教
育学部. -- 8巻 (昭41.12)-40巻2号 (平10.9). -- 鳥取大
学教育学部,1966-1998. -- 冊 ; 26cm .

1966-1997 8-14,16-39

406 3001079430

筑波大学地域研究 / 筑波大学大学院地域研究研究科
= Area studies Tsukuba / Graduate School of Area
Studies, University of Tsukuba. -- 1 (1983)-. -- 筑波大
学地域研究科,1983.3-. -- 冊 ; 26cm .

1983-2010 1-13,16-31

407 3001042361
筑波大学学校教育部紀要 / 筑波大学学校教育部. -- 1
巻 (昭54.3)-15巻 (平5.3). -- 筑波大学学校教育
部,1979-1993. -- 15冊 ; 26cm .

1979-1992 1-14

408 3001042366
筑波大学教育学系論集 / 筑波大学教育学系 [編]. -- 1
巻 (昭52.3)-. -- 筑波大学教育学系,1977.3-. -- 冊 ; 26

1977-2009 1-33

409 3001035805
筑波大学心理学研究 / 筑波大学心理学系 [編]. -- 1号
(1979)-. -- 筑波大学心理学系,1979.3-. -- 冊 ; 26 cm .

1979-2010 1-24,26-40

410 3001042370
筑波大学哲学・思想学系論集 / 筑波大学哲学・思想学
系. -- [創刊号] (昭50)-6号 (昭55). -- 筑波大学哲学・
思想学系,1976.3-1981.3. -- 6冊 ; 26cm .

1975-1980 1-6

411 3001086848
筑波哲学 / 筑波大学哲学・思想研究会 [編集]. -- 1号
(1989)-. -- 筑波大学哲学・思想研究会,1989-. -- 冊 ;
26cm .

1990-2008 2-16

412 3002104646

ヴィゴツキー学 / ヴィゴツキー学協会 [編] = Vygotsky
studies / Vygotsky Studies Association. -- 1巻
(2000.3)-10巻 (2009.7). -- ヴィゴツキー学協会,2000.3-
[2009]. -- 10冊 ; 26cm .

2001-2009 2-10

413 3001042406
和歌山大学教育学部紀要. 人文科学. -- 16 (1966)-. --
和歌山大学教育学部,1966.12-. -- 冊 ; 21-26cm .

1977-2002 26-41,44-52

414 3001076074
学芸研究. 教育科學 / 和歌山大學學藝學部. -- 1
(1951)-1 (1951). -- 弘文堂.

1951-1951 1 NO.415に含む

415 3001076487
和歌山大学学芸学部紀要. 教育科学. -- 2 (1953)-15号
(1965). -- 和歌山大学学芸学会,1953.3-1965.12. -- 冊
; 21cm .

1953-1965 2-15

416 3001042407
和歌山大学教育学部紀要. 教育科学. -- 16号 (1966)-.
-- 和歌山大学教育学部,1966.12-. -- 冊 ; 21-26cm .

1966-2002 16-41,44-52

417 3001087883
早稲田大学大学院教育学研究科紀要. -- 創刊 [1] 号
(1990)-. -- 早稲田大学大学院教育学研究科,1990.12-.
-- 冊 ; 26cm .

1990-2009 1-20

418 3002003226
早稲田大学大学院教育学研究科紀要. 別冊 / 早稲田
大学大学院教育学研究科 [編]. -- 創刊 [1] 号 (1992)-.
-- 早稲田大学大学院教育学研究科,1993-. -- 冊 ;

1992-20007 1-15

419 3001042450
早稲田心理學年報 / 早稲田大学文学部心理学会. -- 1
巻 (昭44.2)-. -- 早稲田大学文学部心理学会,1969-. --
冊 ; 26cm .

1969-1999 1-21,27-28,29(1),30(2),31

420 3002107249

横浜国立大学大学院教育学研究科教育相談・支援総
合センター紀要 / 横浜国立大学 [編]. -- 創刊[1]号
(2001)-4号 (2004). -- 横浜国立大学大学院教育学研究
科教育相談・支援総合センター,2002.2-2004.6. -- 4冊 ;

2001-2004 1-4

421 3001042543
横浜市立大学論叢. 人文科学系列 / 横濱市立大學學
術研究會編. -- 11巻1号 ([昭34.12])-. -- 横浜市立大
学,1959.12-. -- 冊 ; 21cm .

1982-1991 33(3),34-40,41(1-3),42

422 3001042544
横浜市立大学論叢. 社会科学系列 / 横濱市立大學學
術研究會編. -- 11巻1号 (昭34.10)-. -- 横浜市立大
学,1959.10-. -- 冊 ; 21cm .

1983-2011 34-45,46(1),47-62
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423 3001080338
幼年教育研究年報 / 広島大学教育学部附属幼年教育
研究施設. -- 1巻 (昭42)-. -- 広島大学教育学部附属
幼年教育研究施設. -- 冊 ; 26cm .

1979-2009 6-31
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