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(アルファベット順)

№ タイトル 発行者   所蔵館
保存
期間

授業用
参考書
指定

A 1 anan マガジンハウス 大学 ２年

B 2 バイオサイエンスとインダストリー バイオインダストリー協会 短大

3 別冊現代農業 農山漁村文化協会 大学

4 別冊日経サイエンス 日本経済新聞出版 短大

5 母子保健情報誌 日本家族計画協会 大学

6 文藝春秋 文藝春秋 大学 短大 ２年

7 文化人類学 日本文化人類学会 大学

8 ぶんせき 日本分析化学会 大学

9 分析化学 日本分析化学会 大学

C 10 畜産の情報 農畜産業振興機構 短大

11 チャイルドヘルス 診断と治療社 短大

12 地理学評論 日本地理学会 大学

13 調理食品と技術 日本調理食品研究会 大学

14 中央公論　 中央公論新社 大学 ２年

15 中等教育資料 学事出版 短大

D 16 大学教育学会誌 大学教育学会 大学

17 大学出版 大学出版部協会 大学 ２年

18 Dancyu プレジデント社 短大 ２年

19 ダ・ヴィンチ KADOKAWA 大学 ２年

20 Discover Japan Discover Japan社 大学

21 Disney FAN 講談社 大学 ２年

22 道徳教育 明治図書出版 大学

E 23 栄養 ジェフコーポレーション 大学

24 栄養と料理 女子栄養大学出版部 大学 短大

25 栄養学レビュー 女子栄養大学出版部 大学 短大

26 ELLE gourmet （エル・グルメ） ハースト婦人画報社 短大 ２年

F 27 婦人之友 婦人之友社 大学 ２年

28 月刊フードケミカル 食品化学新聞社 短大

29 Food　Life（フードライフ） 総合食品研究所 大学

30 FOOD Style 21 食品化学新聞社 大学

31 ふらんす 白水社 大学 ２年
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G 32 学校保健研究 日本学校保健学会 大学

33 学校給食 全国学校給食協会 短大

34 学校の食事 学校食事研究会 大学 短大

35 學鐙 丸善出版 大学 ２年

36 芸術新潮 新潮社 大学

37 月刊学校教育相談 ほんの森出版 大学

38 月刊みんなの特別支援教育 学研教育みらい 大学

39 月刊家庭科研究 芽ばえ社 大学

40 月刊日本料理 日本料理研究会 短大

41 月刊専門料理 柴田書店 大学 短大 ２年 【短】〇

42 月刊社会教育 旬報社 短大

43 月刊食堂 柴田書店 大学

44 現代化学 東京化学同人 大学

45 現代の図書館 日本図書館協会 大学

H 46 発達 ミネルヴァ書房 大学

47 へるすあっぷ２１ 法研 大学

48 ヘルスケア・レストラン 日本医療企画 大学 短大 【短】５年 【短】〇

49 比較文明 行人社 大学

50 肥満研究 日本肥満学会 大学

51 保育の友 全国社会福祉協議会 大学

52 保健師ジャーナル 医学書院 大学

I 53 医学検査 日本臨床衛生検査技師会 大学

54 医学図書館 日本医学図書館協会 大学 短大

55 English Journal アルク 大学 ２年

56 いただきます ごちそうさま メイト 短大

57 医療 国立医療学会 大学

58 胃と腸 医学書院 大学

59 医と食 生命科学振興会 大学

J 60 JASと食品表示 日本農林規格協会 短大

61 実験医学 羊土社 大学

62 人文地理　　　　　　　　　　　 人文地理学会 大学

63 助産師 日本助産師会出版 大学

64 助産雑誌 医学書院 大学

K 65 科学　 岩波書店 大学 短大
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66 化学 化学同人 大学

67 化学と生物 日本農芸化学会 大学

68 会誌 食文化研究 日本家政学会 食文化研究部会 大学 短大

69 環境と公害 岩波書店 大学

70 緩和ケア 青海社 大学

71 缶詰時報 日本缶詰びん詰レトルト食品協会 大学

72 家庭科 全国家庭科教育協会 大学

73 カウンセリング研究　 日本カウンセリング学会 大学

74 家族療法研究　　　　 金剛出版 大学

75 家族社会学研究　　　 日本家族社会学会 大学

76 健康管理 株式会社　保健文化社 短大

77 健康教室 東山書房 大学

78 健康づくり 健康・体力づくり事業財団 大学

79 検査と技術 医学書院 大学

80 季刊地域 農山漁村文化協会 大学

81 季刊栄養教諭 日本文教出版 短大

82 季刊教育法 エイデル研究所 大学

83 季刊人間と教育 旬報社 大学 ２年

84 季刊セクシュアリティ エイデル研究所 大学

85 季刊うかたま 農山漁村文化協会 大学

86 聴く中国語 HSJ 大学 ２年

87 キネマ旬報 キネマ旬報社 大学 ２年

88 切抜き速報：健康りてらしぃ ニホン・ミック 大学 ２年

89 切抜き速報：教育版　　 ニホン・ミック 大学 ２年

90 切抜き速報：食と生活版 ニホン・ミック 大学 ２年

91 コーチングクリニック ベースボール・マガジン社 大学

92 こどもの栄養 児童育成協会 大学

93 こころの科学 日本評論社 短大

94 心とからだの健康 健学社 大学

95 心と社会　　　　　　　　　　　 日本精神衛生会 大学

96 国立国会図書館月報 国立国会図書館 短大

97 厚生の指標 厚生労働統計協会 大学 短大

98 公衆衛生 医学書院 大学 短大

99 kotoba 集英社 大学
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100 ことりっぷマガジン 昭文社 短大 ２年

101 暮しの手帖　第5世紀　　　　　 暮しの手帖社 大学

102 教育　 かもがわ出版 大学

103 教育と医学 慶應義塾大学出版会 大学

104 教員養成セミナー 時事通信出版局 短大 ２年

105 教職課程 協同出版 大学 短大 ２年

L 106 LISN キハラ 短大

M 107 Medical technology 医歯薬出版 大学

108 Medicina 医学書院 大学

109 月刊メニューアイディア 食品産業新聞社 大学 短大

110 未来 未来社 大学 ２年

111 ミート・ジャーナル 食肉通信社 大学

N 112 内科 南江堂 短大

113 National Geographic 日本版 日経ナショナル ジオグラフィック社 大学

114 New Food Industry エヌエフアイ合同会社 短大

115 Newton ニュートンプレス 大学 短大 【短】２年

116 日本畜産学会報　　　　　　　 日本畜産学会 大学

117 日本調理科学会誌　　　　　　 日本調理科学会 大学 短大

118 日本栄養士会雑誌 日本栄養士会 大学 短大 【短】〇

119 日本家禽学会誌　　　　　　　　 日本家禽学会 大学

120 日本官能評価学会誌 日本官能評価学会 大学

121 日本家政学会誌 日本家政学会 大学

122 日本家庭科教育学会誌　　　 日本家庭科教育学会 大学

123 日本健康教育学会誌 日本健康教育学会 大学

124 日本健康相談活動学会誌 日本健康相談活動学会 大学

125 日本検査血液学会雑誌 日本検査血液学会 大学

126 日本公衆衛生雑誌 日本公衆衛生学会 短大

127 日本内科学会雑誌 日本内科学会 大学

128 日本臨床栄養学会雑誌 日本臨床栄養学会 短大

129 日本災害食学会誌 日本災害食学会 大学 短大

130 日本社会精神医学会雑誌 日本社会精神医学会 大学

131 日本食品科学工学会誌 日本食品科学工学会 大学

132 日本食育学会誌 日本食育学会 大学

133 日本食生活学会誌 日本食生活学会 大学
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134 日経パソコン　　　　　　　 日経BP 大学

135 日経サイエンス 日本経済新聞出版 大学 短大 【短】２年

136 日経WOMAN 日経BP 短大 ２年

137 認知行動療法研究 　　　 日本認知・行動療法学会 大学

138 農業と経済 英明企画編集（株） 大学

139 農耕と園芸 誠文堂新光社 大学

140 NWEC実践研究 国立女性教育会館 大学

141 ニュートリション・ケア メディカ出版 大学 短大 【短】２年 【短】〇

O 142 音楽の友 音楽之友社 大学 ２年

143 女も男も　　　　　　　 労働教育センター 大学

144 オレンジページ オレンジページ社 大学 ２年

145 オレンジページ　Cooking オレンジページ 大学 ２年

146 オレオサイエンス 日本油化学会 大学

147 応用物理 応用物理学会 大学

148 応用老年学 日本応用老年学会 大学

149 応用糖質科学　 日本応用糖質科学会 大学

R 150 ランナーズ アールビーズ 大学

151 歴史評論 歴史科学協議会 大学

152 リーダーシップ 日本学校農業クラブ連盟 大学

153 臨床栄養 医歯薬出版 大学 短大 【短】２年 〇

154 臨床検査 医学書院 大学

155 臨床免疫・アレルギー科 科学評論社 大学

156 労働科学 大原記念労働科学研究所 大学

157 労働の科学 大原記念労働科学研究所 大学

158 料理王国 CUISINE KINGDOM 専門 ２年

159 料理四季報 日本全職業調理士協会 短大

S 160 細胞　 ニュー・サイエンス社 大学

161 砂糖類・でん粉情報 農畜産業振興機構 短大

162 生物の科学　遺伝 エヌ・ティー・エス 大学

163 製菓製パン 製菓実験社 短大

164 生化学 日本生化学会 大学

165 生活文化史 日本生活文化史学会 大学 短大

166 生活指導 高文研 大学

167 生活と福祉 全国社会福祉協議会 大学
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168 精神療法 金剛出版 大学

169 精神療法　増刊 金剛出版 大学

170 生体医工学 日本生体医工学会 大学

171 生体の科学 医学書院 大学

172 世界 岩波書店 短大 ２年

173 専門図書館 専門図書館協議会 大学

174 支援 生活書院 大学

175 新 幼児と保育 小学館 大学 ２年

176 心理学研究 日本心理学会 大学

177 思春期学 日本思春期学会　 大学

178 思春期青年期精神医学 日本思春期青年期精神医学会 大学

179 思想 岩波書店 大学

180 消費と生活 消費と生活社 大学

181 消費者リポート 日本消費者連盟 大学

182 書標　ほんのしるべ 丸善ジュンク堂書店 大学 ２年

183 植物油月報 日本植物油協会･日本油脂検査協会 大学

184 月刊食品工場長 日本食糧新聞社 大学

185 食品衛生研究 日本食品衛生協会 短大

186 食品衛生学雑誌 日本食品衛生学会 大学

187 食品と科学 食品と科学社 大学

188 食品商業 アール・アイ・シー 短大

189 食品と開発 UBMメディア 大学 短大

190 食育フォーラム 健学社 大学

191 食生活研究 食生活研究会 大学

192 食と健康 日本食品衛生協会 大学 短大

193 小児看護 へるす出版 大学

194 書斎の窓 有斐閣 大学 ２年

195 初等教育資料 東洋館出版社 短大

196 出版研究 日本出版学会 大学

197 装苑 文化出版局 大学 ２年

198 総合リハビリテーション 医学書院 大学

199 総合食品 総合食品研究所 大学

200 ソトコト RR 大学 ２年

201 数学セミナー 日本評論社 大学 ２年
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T 202 食べもの文化 芽ばえ社 短大 ２年

203 食べもの通信 食べもの通信社 大学

204 多聴多読マガジン コスモピア 大学

205 体育の科学 杏林書院 大学

206 体力科学 日本体力医学会 大学

207 体力研究 明治安田厚生事業団 大学 短大

208 短期大学図書館研究 私立短期大学図書館協議会 短大

209 たのしい食事 女子栄養大学生涯学習センター 大学 短大

210 哲学研究 京都哲学会 大学

211 統計 日本統計協会 大学

212 特別支援教育 東洋館出版社 大学

213 特別支援教育研究 東洋館出版社 大学

214 特殊ミルク情報 恩賜財団母子愛育会 大学 短大

215 糖尿病と妊娠 日本糖尿病・妊娠学会 大学

216 都市問題 後藤･安田記念東京都市研究所 大学

217 図書 岩波書店 大学 ２年

218 図書館雑誌 日本図書館協会 短大

U 219 UP : University Press 東京大学出版会 大学 ２年

V 220 Veggy (ベジィ) キラジェンヌ出版 大学

221 Vesta 味の素食の文化センター 大学 短大

W 222 和菓子 虎屋虎屋文庫 大学

223 和樂 小学館 大学

224 Web Designing マイナビ出版 大学

225 ウォーキング研究 日本ウォーキング学会 大学

Y 226 野菜情報 農畜産業振興機構 大学 短大

227 予防医学ジャーナル 予防医学事業中央会 大学

Z 228 全栄施協月報 全国栄養士養成施設協会 大学 短大
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