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受入日 誌　　　名 年・月・日・巻号 特集 発行所

10月1日 AERA 10/7号 「食べ方」次第で集中できる 朝日新聞出版

週刊エコノミスト 10/8号 大揺れ！　香港・台湾・韓国 毎日新聞出版

日経コンピュ－タ 10/3号 ドラえもんとシンギュラリティ－ 日経PB社

ITジャパン2019 特別レポ－ト版
DXで挑む新時代～日本の競争
戦略、次の一手

日経PB社

週刊金曜日 9/27号
東電刑事裁判元幹部３人無罪
これでも罪を問えないのですか

株式会社金曜日

法律時報 10月号 「公共」をめぐる参加と訴訟 日本評論社

法学教室 10月号 講義・民事訴訟法の重要判例 有斐閣

Clinical Engineering 10月号
臨床工学士が知りたい
　　医療ガスのすべて

秀潤社

ユリイカ 10月号 トニ・モリスン 青土社

中国研究月報 9月号
近代日本の対中国事業と中島真
雄

中国研究所

週刊ダイヤモンド 10/5号 銀行・証券・断未魔 ダイヤモンド社

コ－チング・クリニック 11月号 「臀部」・「股関節」の重要性 ベ－スボ－ルマガジン社

月刊バスケットボール 11月号 世界基準の衝撃 日本文化出版

TIME 10/7号 TIME社

Breakaway No.122
2019-20アジアリ－グ
　　　開幕戦&選手名鑑

ケイ・スクウェア

判例タイムズ
No.1463
10月号

第１１回医療界と法曹界の相互
理解のためのシンポジウム　5

判例タイムズ社

Newtonニュートン 11月号 周期表　118元素大図鑑 ニュートンプレス

朝日新聞縮刷版 2019.8月号 朝日新聞出版

経済セミナ－ 2019．10.11月号 経済学でみる新しい決済と金融 日本評論社

アジア経済 2019.9　No.3
中国共産党員資格と賃金プレミア
ム　　　―メタ分析―

アジア経済研究所

10月2日 Newsweek日本版 10/8号
消費税からマネ－を守る経済超
入門

CCCメディアハウス

10月7日 English Journal 11月号 教養のための美術英語 アルク

ダ・ヴィンチ 11月号
①女と本
②「十二国記」

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

JCI 129-9号 J. of clinical investigation

キネマ旬報 10月下旬号 「真実」 キネマ旬報社

TOEIC Test プラス・マガジン 11月号 速く正しく長文読解 (株)リント

人民中国 10月号
回顧と証言できる新中国70年の
道程

人民中国雑誌社

図書館本館　受け入れ　主要新着雑誌



週刊ダイヤモンド 10/12号
介護全比較
安心の老人ホ－ムベスト1100

ダイヤモンド社

週刊金曜日 10/4号 増税 株式会社金曜日

判例時報 10/1号 判例時報社

English Express 11月号
電話ﾐ－ﾃｨﾝｸﾞもこわくない!
「ビジネス会議のキメ英語」

朝日出版

Medical Technology 10月号 虚血性心疾患を心電図で読む 医歯薬出版

FOREIGN AFFAIRS REPORT 2019.No,10 プ－チンとロシア帝国 ﾌｫ-ﾘﾝ・ｱﾌｪｱ-ｽﾞ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ

正論 11月号 韓国が敵になる日 産経新聞社

10月8日 AERA 10/14号 うつ「予防と抜け」ロ－ドマップ 朝日新聞出版

週刊エコノミスト 10/15号 年金の大誤解 毎日新聞出版

TIME 10/14号 TIME社

10月9日 日経メディカル 10月号 医師が薬を自由に使えなくなる日 日経BP社

日経パソコン 10/14号
①日本語入力の新常識
②パソコンができるまで

日経BP社

10月10日 世界 11月号
①脱・オトナ目線の教育へ
②＜ポスト2025＞の生活保障

岩波書店

Newsweek日本版 10/15号 嫌韓の心理学 CCCメディアハウス

日本語学 10月号 日本語の言語文化 明治書院

10月15日 収穫 2019.5期 人民文学出版社

371期

372期

2019.18号

2019.19号

語言文字学 2019.7期 中国人民大学書報資料社

日語学習与研究 2019.4月号 日语学习与研究杂志社

2019.16号

2019.17号

上海文学 2019.9月号 上海文芸出版社

読書 2019.9月号 三聯書店

十月 2019.5月号 十月雑誌社

文史知識 2019.9期 中華書局

小説月報 2019.9月号 百花文芸出版社

新華文摘 人民出版社

知音海外版 ≪知音≫雑誌社

読者 読者雑誌社



2019.18号

2019.19号

940期

941期

大衆電影 963期 大衆電影社

人民文学 2019.9月分 新華書店

中国国家地理 2019.9月号 地理知識雑誌社

広角鏡 No.564 廣角鏡出版社

732期

733期

2019.17号

2019.18号

546期

547期

世界博覧 587期 世界知識出版社

新体育 2019.9月号 人民体育出版社

文学遺産 2019.5 社会科学文献出版社

北京大学学報 2019.4 北京大学学報出版社

当代 2019.No.5 当代雑誌社

聴く中国語 11月号 中国のイマドキのゴミ分別事情 HSJ

週刊ダイヤモンド 10/19号 選ばれる　クスリ・医者・病院 ダイヤモンド社

月刊トレ－ニング・ジャ－ナル 11月号 膝のリハビリテ－ション ブックハウス・エイチディ

法学セミナー 11月号 知的財産法入門 日本評論社

AERA 10/21号 淘汰されない大学ランキング 朝日新聞出版

判例時報 10/11号 判例時報社

週刊金曜日 10/11号 やっぱりオリンピックはいらない 株式会社金曜日

英語教育 11月号

①英語の「誤り」は「習得」の始ま
り
②英語学習を支える「軸」・英和
辞典活用法

大修館書店

臨床透析 11月号
その人らしい生活を支える透析看
護

日本メディカルセンター

環球 新華出版社

大衆電視 中国大衆電視社

新周刊

青年文摘 中国青年出版社

中国金融 中国金融社

新周刊社編輯出版



検査と技術 11月号
心エコ－検査で患者を救う
いかに心エコ－を診断・治療に用
いるか

医学書院

病院 10月号
病院の生産性を向上させる人材
育成戦略

医学書院

腎と透析 10月号 腎生検から病因と病態を読む 東京医学者

文藝春秋 11月号
日韓相克　終わりなき歴史戦の
正体

文藝春秋

中央公論 11月号 韓国という難問 中央公論社

Harvard Business Review 11月号
従業員エンゲ－ジメント
いまの会社に“働きがい”はあり
ますか

ダイヤモンド社

月刊トレ－ニング・ジャ－ナル 11月号 膝のリハビリテ－ション ブックハウス・エイチディ

日経コンピュ－タ 10/17号 ５G出発進行 日経PB社

旅の手帖 11月号 体感！日本遺産 交通新聞社

footballista 11月号 モダンCB論 ソル・メディア

民商法雑誌 155巻4号 有斐閣

体育の科学 10月号
スポ－ツ傷害からの回復期にお
けるト－タルサポ－ト

杏林書院


