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受入日 誌　　　名 年・月・日・巻号 特集 発行所

8月5日 週刊エコノミスト 8/13・20号
世界景気10年ぶり利下げの終
わり

毎日新聞出版

人民中国 8月号
①中国、G20サミットで積極貢献
②貧困脱却　決着に加速

人民中国雑誌社

法学研究 第92巻　第5号 法学研究会

週刊金曜日 8/2号 ボ－ダ－ツ－リズムの挑戦 株式会社金曜日

週刊ダイヤモンド 8/10・17号 家族を困らせない相続 ダイヤモンド社

FOREIGN AFFAIRS REPORT 2019.No,8
人工知能への備えはできている
か

ﾌｫ-ﾘﾝ・ｱﾌｪｱ-ｽﾞ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ

法律時報 8月号
①刑法判例と実務
②法曹実務のための行政法入
門

日本評論社

日本語学 8月号 日本語学のゼミナ－ル 明治書院

8月6日 AERA 8/12-19号 筋トレで自分を整える 朝日新聞出版

Medical Technology 8月号
イチから学ぶCKD・AKIと臨床検
査

医歯薬出版

正論 9月号
韓国破壊寸前
不正輸出案件リスト全文掲載!!

産経新聞社

日経コンピュ－タ 8/8号
業績ランキング2019
見えた勝ち方・給与格差・構造
問題

日経PB社

判例タイムズ 8月号

実例を題材にした主張整理、事
実認定等裁判所の訴訟運営、
判断の在り方に関する研究［大
阪刑事実務研究会］

判例タイムズ社

防衛ハンドブック 2019年版 朝雲新聞社

病院 8月号 ICTが変える病院医療 医学書院

8月9日 TOEIC Test プラス・マガジン 9月号 世界のラジオ放送を聞く (株)リント

ダ・ヴィンチ 9月号
①よしながふみが描き続ける
　　　“家族のかたち”
②新海誠の「選択」

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

English Express 9月号
英語で伝える「ヒロシマ・ナガサ
キ」

朝日出版

Newsweek日本版 8/13・20号 国際情報入門 CCCメディアハウス

日経パソコン 8/12号
答えは1つだけじゃない!
パソコン&スマホ周辺グッズ

日経BP社

キネマ旬報 8月下旬
ロック☆スタ－・
イン・ザ・ム－ビ－!

キネマ旬報社

図書館本館　受け入れ　主要新着学術雑誌



8月19日 世界 9月号
①なぜ賃金が上がらないのか
②アフリカ人々が変える大陸

岩波書店

文藝春秋 9月号 芥川賞発表 文藝春秋

中央公論 9月号 戦争をしないための新・軍事学 中央公論社

体育の科学 8月号
スポ－ツにおけるネガティブ体
験の価値

杏林書院

週刊金曜日 8/16号
≪敗戦特集≫記憶されない歴
史は繰り返される

株式会社金曜日

ユリイカ 9月臨時増刊号 遠藤ミチロウ　1950-2019 青土社

法学セミナー 9月号
ソフトロ－による法形成のフロン
ティア

日本評論社

判例時報 8/11号 判例時報社

図書館雑誌 8月号
NDC90周年とNCR2018刊行を
記念して

日本図書館協会

週刊ダイヤモンド 8/24号
超楽チン理解決算書100本ノッ
ク!!

ダイヤモンド社

TIME 8/26号 TIME社

北京大学学報 2019.3 北京大学学報出版社

小説月報 2019.7月号 百花文芸出版社

世界漢語教学 2019.3 北京語言学院出版社

中国国家地理 2019.7月号 地理知識雑誌社

上海文学 2019.7月号 上海文芸出版社

人民文学 2019.7月分月号 新華書店

2019.12号

2019.13号

収穫 2019.4期 人民文学出版社

当代語言学 2019.No.3 社会科学文献出版社

中国語文 2019.４月号 社会科学文献出版社

727期

728期

367期

368期

人物 2019.7月号 人民出版社

語言文字学 2019.7期 中国人民大学書報資料社

新華文摘 人民出版社

環球 新華出版社

知音海外版 ≪知音≫雑誌社



2019.13号

2019.14号

文学遺産 2019.4 社会科学文献出版社

582期 世界知識出版社

583期

584期

No.561

No.562

新体育 2019.7月号 人民体育出版社

542期

543期

読書 2019.7月号 三聯書店

文史知識 2019.7期 中華書局

2019.14号

2019.15号

2019.14号

2019.15号

大衆電影 961期 大衆電影社

大衆電視 936期 中国大衆電視社

当代 No.248 当代雑誌社

十月 2019.4月号 十月雑誌社

日語学習与研究 2019.3月号 日语学习与研究杂志社

8月22日 キネマ旬報 9月上旬号
ダンティ－ノ、“聖林の闇"をぶっ
飛ばす！

キネマ旬報社

月刊トレ－ニング・ジャ－ナル 9月号 多様な連携の形 ブックハウス・エイチディ

週刊エコノミスト 8/27号 伸びる　消える　鉄道 毎日新聞出版

旅の手帖 9月号
清冽なせせらぎが待っている水
辺の町へ

交通新聞社

Newsweek日本版 8/27号 香港の出口 CCCメディアハウス

footballista 9月号
19-20欧州各国リ－グ展望
53人の要注意人物

ソル・メディア

TIME 8/19号 TIME社

読者 読者雑誌社

青年文摘 中国青年出版社

中国金融 中国金融社

世界博覧

広角鏡 廣角鏡出版社

新周刊 新周刊社編輯出版



Breakaway No.121
2019-20全国大学・高校選手名
鑑

ケイ・スクウェア

Baseball　Clinic 9月号 "見る力"と技術の関係 ベースボールマガジン

近代柔道 9月号
世界柔道選手権東京大会
目指せ、世界の頂点を！

ベースボールマガジン

English Journal 9月号
心に響くセレブのコトバ
「気候変動」を考える

アルク

月刊ジュニアエラ 9月号 世界遺産　王墓の秘密 朝日新聞出版

聴く中国語 9月号
ブ－ムに乗ってミルクティ－文
化を語る

HSJ

日経コンピュ－タ 8/22号
デジタル下克上
さらば「ウォータ－フォ－ル型」
ベンダ－

日経PB社

日経パソコン 8/26号
①「設定」Windowsマニュアル
②スマホの新料金プラン得する
見直し術

日経BP社

英語教育 9月号

①聞かせるだけで終わらせない
　　これからのリスニング指導
②教材作成時に注意したい
　　ネット情報の取り扱い

大修館書店

法学研究 第92巻　第6号 法学研究会

民商法雑誌 155巻3号 有斐閣

自由と正義 8月号
弁護士が税務問題を扱う際に
役立つ実務的な内容について
紹介します。

日本弁護士連合会

日経メディカル 8月号
患者を癒やす言葉、傷つける言
葉

日経BP社

Harvard Business Review 9月号 時間と幸福のマネジメント ダイヤモンド社

医療と検査機器・試薬 42（3）2019
第68回POCセミナ－：　POCT対
応遺伝子検査システムを学ぼう

ラボ・サービス

臨床透析 8月号
標準血液透析を再考する　　―
最良の透析処方・管理技術とは

日本メディカルセンター

腎と透析 8月号 尿細管間質障害－最新の知見 東京医学者

8月23日 FOREIGN AFFAIRS 2019.9-10月号 外交問題評議会　(CFR)

8月26日 判例時報 8/21号 現代型取引きをめぐる裁判例 判例時報社

週刊ダイヤモンド 8/31号 ラグビ－　　ビジネス・人脈・W杯 ダイヤモンド社

5-6月号

9-10月号

8月27日 週刊金曜日 8/23号 山本太郎氏　独占インタビュ－ 株式会社金曜日

Harvard Business Review 7-8月号は、7/3に受入れ済 ダイヤモンド社



TIME 9/9号 TIME社

ジュリスト 9月号 M&Aに関する新たな規律 有斐閣

芸術新潮 9月号
応挙にはじまる。『日本画』誕
生！

新潮社

新英語教育 9月号
思考が深まる、主体的・対話的
な授業

本の泉社

歴史学研究 9月号 歴史家とア－キピストの対話 績文堂出版

National Geographic 9月号 National Geographic

8月29日 Newsweek日本版 9/3号
台湾・香港、次はどこか
　　中国電脳攻撃

CCCメディアハウス

週刊エコノミスト 9/3号 絶望の日韓 毎日新聞出版

ユリイカ 9月号 タランティ－ノ 青土社

AERA 9/2号
しいたけ、流働き方で好循環を
呼ぶ

朝日新聞出版

中国研究月報 8月号

①関知英　呉佩孚擁立工作と日
支民俗会議
②関知英　村田雄二郎満州研
究から国際文化関係論へ

中国研究所

朝日新聞縮刷版 2019.7月号 朝日新聞出版


