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1.

調査の概要

(1) 調査目的
本調査は、国立情報学研究所（文部科学省大学共同利用機関）が、大学等における学術研究の
ためのデータベースの作成、及び情報検索サービスの現状を調査するために行ったものである。
本調査の結果は、データベースディレクトリ（データベース一覧）として、本研究所のオンラ
イン情報検索サービス（ＮＡＣＳＩＳ−ＩＲ）によって、大学等の研究者に公表している。

(2) 調査方法
ア ン ケ ー ト 調 査 に よ る 。（ 各 大 学 、機 関 の 長 宛 に 調 査 票（ 付 録 ３ ．学 術 情 報 デ ー タ ベ ー ス 実 態 調
査 調 査 票 参 照 ） を 発 送 し 、 回 収 し た 。）
調査票は以下の３種類から成る。
①

調査票Ａ

作成データベースに関する調査

②

調査票Ｂ

情報検索サービス組織に関する調査

③

調査票Ｃ

サービスデータベースに関する調査

(3) 調査対象機関及び回答数
大 学 等 機 関 が １ ， ３ ２ １ （ 昨 年 度 １ ， ３ ０ ４ ）、 平 成 ６ 年 度 よ り 加 え ら れ た 国 立 試 験 研 究 機 関 、
公 立 試 験 研 究 機 関 、特 殊 法 人 研 究 所 、学 術 研 究 法 人 の ４ 種 の 研 究 機 関 等 が ９ ８ ５（ 同 １ ，０ ０ ２ ）
で合計２，３０６機関を調査対象とした。調査対象機関及び回答数の内訳は、表１−１（調査対
象機関及び回答数）に取りまとめた。

(4) 調査期間及び調査時点
① 調査期間：平成１２年９月１日〜平成１２年１０月２０日
② 調査時点：平成１２年９月１日
なお、遅れて回収された調査票は、一部本集計から省いた。

− 1 −

表１−１

調査対象機関及び回答数
回

機関種別

国

立

大

対

学

象

答

数

数
調査票Ａ

調査票Ｂ

調査票Ｃ

＊

100

982

228

531

公

立

大

学

72

95

36

44

私

立

大

学

479

792

343

522

大
利

学
用

共
機

同
関

17

206

25

157

文部科学省・文化庁
所
轄
機
関

16

87

10

50

短 期 大 学 ・
高 等 専 門 学 校

637

176

101

109

小計

1,321

2,338

743

1,413

大学等機関
国
研

立
究

試
機

験
関

106

113

35

53

公
研

立
究

試
機

験
関

626

177

55

113

特殊法人研究所

17

25

7

16

学 術 研 究 法 人

236

92

28

54

研究機関等

985

407

125

236

2,306

2,745

868

1,649

合

計

小計

＊ 放送大学は集計上、国立大学に含めた。以降の表についても同様である。
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2.

調 査 結 果 の概要

2.1 機 関 種 別 デ ー タ ベ ー ス 作 成 ・ サ ー ビ ス 件 数
大 学 等 で 作 成 さ れ て い る デ ー タ ベ ー ス の 総 数 は ２ ，７ ４ ５ 件（ 前 回 2,628 件 ）、サ ー ビ ス さ れ てい
る デ ー タ ベ ー ス の 総 数 は １ ， ６ ４ ９ 件 （ 前 回 1,233 件 ） と な っ て い る 。
作成データベース数、サービスデータベース数とも国立大学に多いが、この傾向は毎年同様の経
過を辿っている。
表２−１−１

機関種別データベース作成・サービス件数
情報検索サービス

機関種別

作成ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ数
機関数

サービス組織数

ｻｰﾋﾞｽﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ数

国

立

大

学

982

96

228

531

公

立

大

学

95

34

36

44

私

立

大

学

792

259

343

522

大
利

学
用

共
機

同
関

206

10

25

157

文部科学省・文化庁
所
轄
機
関

87

6

10

50

短 期 大 学 ・
高 等 専 門 学 校

176

92

101

109

国
研

立
究

試
機

験
関

113

22

35

53

公
研

立
究

試
機

験
関

177

39

55

113

特殊法人研究所

25

6

7

16

学 術 研 究 法 人

92

22

28

54

2,745

586

868

1,649

合
（注）①

計
作成データベース数：

調査票Ａによって集計した。機関種別は記入者の所属機関に
よって分類した。

②

情報検索サービス

：

調査票Ｂ，Ｃによって集計した。機関数は情報検索サービス
を行っている大学等の機関の数、サービス組織数は機関の中で
サービスを行っている計算機センター等の部局の数を示す。
サービスデータベース数は各サービス組織でサービスを行って
いるデータベースの累計を示す。
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2.2 デ ー タ ベ ー ス 作 成 状 況
調査票Ａに基づいてデータベースの作成状況を示す主な指標についての統計をまとめた。
な お 、 よ り 詳 細 な 統 計 が 、「 3.今 回 の 調 査 結 果 に 基 づ く 統 計 」 の 章 に ま と め て あ る 。

2.2.1

収録データの分野別データベース作成件数
作 成 デ ー タ ベ ー ス の 総 数 は 、全 体 で ２ ，７ ４ ５ 件 で あ る（ 前 回 2,628 件 ）。こ れ を 分 野 別 に み る と 、

人 文・ 社 会 、自 然 科 学 、複 合 領 域 間 の 多 領 域 に わ た る デ ー タ ベ ー ス が １ ，１ １ ８ 件（ 40.7%）で も っ
と も 多 く 、前 年 よ り 構 成 比 を 38.8% か ら 1.9 ポ イ ン ト 上 げ て い る 。次 い で 文 学 が ３ ３ ５ 件（ 12.2%）、
医 学 が ２ ４ ８ 件（ 9.0%）、理 学 が １ ５ １ 件（ 5.5%）と続 い て い る 。分 野 別 の 順 位 や 構 成 比 に つ い て は 、
多領域が年々増加する傾向にある他は大きな変化はない。
なお、構成比の数値については、四捨五入して小数第一位まで求めているので合計が一致しない
場合がある。以降の表、グラフの数値についても全て同様である。

無回答
法学
29(1.1%)
人文・社会科学多部
55(2.0%)
経済学

127
(4.6%)

その他
257(9.4%)

55
(2.0%)
農学
77(2.8%)

工学

多

80(2.9%)

複合領域

データベース数

96(3.5%)

２，７４５

自然科学多部
117
理学
(4.3%)
151(5.5%)
医

学

248(9.0%)

図２−２−１

文

学

335(12.2%)

データベース作成件数の分野別割合

（この図は表２−２−１に基づく）
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領

域

1,118(40.7%)

表２−２−１
分
領 域

分

学

人
文
・

法

学

社
会
経 済 学
科
学

人文社会
科学内の
多部にわ
たるもの

理

学

自
然
工

学

科
学

農

学

部別
分科別
データベース件数 データベース件数
ｺｰﾄﾞ
（％）
（％）

野

部

文

収録データの分野別データベース作成件数（１／２）

科

哲
学
心理学、社会学等 ＊
史
学
文
学
文学内の多分科に
わ た る も の
政
治
学
法
学
法学内の多分科に
わたるもの
経
済
学
経 済 統 計 学
経
営
学

21
50
68
84

0.8
1.8
2.5
3.1

112

4.1

5
11

0.2
0.4

13

0.5

22
3
11

0.8
0.1
0.4

経済学内の多分科に
わ た る も の

19

0.7

文 学 ＋ 経 済 学

15

0.5

そ

40

1.5

6
17
7
75
8
16
1

0.2
0.6
0.3
2.7
0.3
0.6
0.0

21

0.8

2
4
4
6
10
8
0
3
2

0.1
0.1
0.1
0.2
0.4
0.3
0.0
0.1
0.1

41

1.5

14
2
13
14
4
1
10
1

0.5
0.1
0.5
0.5
0.1
0.0
0.4
0.0

18

0.7

の

21
22
23
24

25
26

27
28
29

他

人文・社会科学
数
学
天
文
学
物
理
学
地
球
科
学
化
学
生
物
学
人
類
学＊
理学内の多分科に
わたるもの
応 用 物 理 学 等＊
機
械
工
学
電 気 電 子 工 学
土
木
工
学
建
築
学
材
料
工
学
プ ロ セ ス 工 学
工
業
化
学
総
合
工
学
工学内の多分科に
わたるもの
農
学
農
芸
化
学
林
学
水
産
学
農 業 経 済 学
農
業
工
学
畜産学・獣医学
境
界
農
学
農学内の多分科に
わたるもの

小計
30
31
32
33
34
35
36

40
41
42
43
44
45
46
47
48

50
51
52
53
54
55
56
57
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備

考

＊ 心理学

335

12.2

社会学
教育学
文化人類学
21・22
22・23

29

等

1.1
25・26

55

2.0
27・28
28・29 等
22･28･29 等

55

2.0

474

17.3

22･26･28･29
等

＊ 生理人類学

を含む

151

5.5

32・34
35・36

等

＊ 応用物理学
・工学基礎

80

2.9

40・42
43・44

77

等

2.8

50・54
等

表２−２−１
分
領 域

医

分

学

科
学
自然科学
内で多部
にわたる
もの

合

領

科

生
理
病
理
社
会
医
学
内
科
外
科
歯
科
薬
学
医
学
一
般
医学内の多分科に
わたるもの
理 学 ＋ 工 学
理 学 ＋ 農 学
理 学 ＋ 医 学
そ
の
他
自 然 科 学 小 計
家
政
学
科 学 技 術 史 ＊1
体
育
学
地
理
学
科
学
教
育 ＊2
統
計
科
学
情
報
科
学
社会システム工学
自 然 災 害 科 学
プラズマ理工学
エ ネ ル ギ ー 学
環
境
科
学
生
物
化
学
基 礎 生 物 科 学
神
経
科
学 ＊3
実 験 動 物 学
医 用 生 体 工 学 ＊4

然

複

分科別
部別
データベース件数 データベース件数
ｺｰﾄﾞ
（％）
（％）

野

部

自

収録データの分野別データベース作成件数（２／２）

域

60
61
62
63
65
67
68
69

人文・社会、自然
科学、複合領域間
の多領域にわたる
もの

領

86
87
88
89
71
72
73
74
75
76
77
80
81
82
83
84
85

の

99

人文・社会＋自然科学
人文・社会＋複合領域
自然科学＋複合領域

そ
そ

域＊

の

他

他
98

無

回
合

答
計

0.1
0.5
0.6
0.8
1.4
0.8
0.4
1.5

80

2.9

49
34
7
27

1.8
1.2
0.3
1.0

248

117

673
5
1
16
12
2
0
19
2
2
1
4
12
2
1
2
3
0

0.2
0.0
0.6
0.4
0.1
0.0
0.7
0.1
0.1
0.0
0.1
0.4
0.1
0.0
0.1
0.1
0.0

12

0.4

531
62
80
336
109
257
127

19.3
2.3
2.9
12.2
4.0
9.4
4.6

2,745

100.0

複合領域内で多分科
にわたるもの

広

3
13
16
22
39
21
12
42

（注）①
②

備

考

9.0

4.3

62・63
61・65
34・45

等
等

35・52

等

36・67

等

56・68

等

24.5
＊1 科学社会学・

科学技術基礎
論を含む
＊2 科学教育・

科学教育学

96

3.5

＊3 脳科学を含む
＊4 医用生体工学

・生体材料学

75・80
等
＊ 99を含む全て

1,118

40.7

257
127

9.4
4.6

2,745

100.0

98を含む全て

調査票Ａ「収録データの分野」欄に基づいて集計した。
分野のコード欄のコードは調査票の分野コードと同じである。また、空欄のものは集計結果に基
づき新たに設けた項目である。
③ 「収録データの分野」欄に複数の回答があったデータベースについては、回答分野の組合わせに
応じて多分科、多部、多領域としてまとめ、その備考欄に組合わせ例をあげた。
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2.2.2

収録データ種類の組合せ別データベース件数
収 録 デ ー タ 種 類 の 組 合 せ 別 の デ ー タ ベ ー ス 件 数 は 、文 字 情 報 の み に よ る デ ー タ ベ ー ス が 、１ ，
５ ５ ３ 件（ 56.6%）、文 字 情 報 と 他 の 組 合 せ が ８ ０ ７ 件（ 29.4%）、数 値 の み に よ る デ ー タ ベ ー ス が １
９ １ 件（ 7.0%）と な っ て い る 。そ の 中 で 文 字 情 報 の み の 内 訳 を み る と 、図 書 館 所 蔵 目 録 が ５ ５ ８ 件
（ 20.3%）、書 誌・目 録 が ３ ４ １ 件（ 12.4%）、文 献 全 文 が １ ０ ６ 件（ 3.9%）で 前 年 と ほ ぼ 同 じ 割 合 で
ある。
表２−２−２

収録データ種類の組合せ別データベース件数

収録データ種類の組合せ

件

文献全文のみ

3.9

58

2.1

図書館所蔵目録のみ

558

20.3

書誌・目録のみ

341

12.4

書誌・目録と抄録の組合せ

65

2.4

辞書、事典、ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ等

93

3.4

332

12.1

1,553

56.6

数値との組合せによる

274

10.0

数値及び図形・画像との組合せによる

146

5.3

数値以外との組合せによる

313

11.4

74

2.7

小計

807

29.4

数値のみ

191

7.0

数値と図形・画像等

55

2.0

数値以外

48

1.7

上記以外

45

1.6

339

12.3

46

1.7

2,745

100.0

上記以外
小計

文字情報と他
のデータの組
合せによるデ
ータベース

文字情報以外
のデータによ
るデータベー
ス

上記以外

小計
無回答
合計
（注）①

割合(%)

106

抄録のみ

文字情報のみ
によるデータ
ベース

数

②

調査票Ａ「収録データの種類」欄に基づいて集計した。
「収録データの種類」に多重回答があるものについて、種類の組合せを調査した上で
分析を行い、件数の多い組合せを選んでデータベースの種類を整理した。例えば、文字
情報の書誌と数値に回答があったものは、文字情報及び数値との組合せによるものとし
て整理した。
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2.2.3

収録データの言語別データベース件数
収 録 デ ー タ の 言 語 別 デ ー タ ベ ー ス 件 数 の 割 合 は 日 本 語 の み が ８ ９ ９ 件 （ 32.8%）、 日 本 語 及 び 英 語

が ７ ２ ４ 件（ 26.4%）、英 語 の み が ２ ５ ３ 件（ 9.2%）等 と な り 、英 語 の み の デ ー タ ベ ー ス の 割 合 は 年 々
減少する傾向にある。
表２−２−３

収録データの言語別データベース件数

言語の種類
日

本

語

の

データベース件数

み

899

32.8

日本語及び英語

724

26.4

日本語と英語及びその他の言語

587

21.4

39

1.4

253

9.2

英語及びその他の言語

38

1.4

日本語、英語以外の言語

79

2.9

126

4.6

2,745

100.0

日本語及び英語以外の言語
英

無

語

回

の

み

答
合

計

（注）①

2.2.4

割合（％）

調査票Ａ「収録データの言語」欄に基づいて集計した。

収録データの地域別データベース件数
収 録 デ ー タ を 地 域 別 に み る と 、日 本 を 含 む デ ー タ ベ ー ス の 件 数 は １ ，３ ５ ６ 件（ 49.4%）と ほ ぼ 半

数であり、数年間でみるとその割合は僅かではあるが減少している。

表２−２−４
地

域

日

本

外

収録データの地域別データベース件数
国

日本及び

その他

無回答

合

計

外国
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ件数

1,158

220

198

65

1,104

2,745

割合（％）

42.2

8.0

7.2

2.4

40.2

100.0

（注）①
②

調査票Ａ「収録データの地域」欄に基づいて集計した。
「その他」のなかには海洋、宇宙等が含まれる。

− 8 −

2.2.5

収録データの文字種別データベース件数
収 録 デ ー タ を 文 字 種 別 に み る と 、 漢 字 は ２ ， １ １ ３ 件 （ 77.0%） で 全 体 に 占 め る 割 合 は 前 年 よ り

2.4 ポ イ ン ト 上 昇 し 、 漢 字 を 含 む デ ー タ ベ ー ス が 増 加 傾 向 に あ る 。 次 い で 英 字 が ４ １ １ 件 （ 15.0%）
と、両者で全体の９割以上を占めている。

文字種

表２−２−５

収録データの文字種別データベース件数

漢

ナ

字

カ

英

字

数

字

その他

無回答

合

計

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ件数

2,113

66

411

77

16

62

2,745

割合（％）

77.0

2.4

15.0

2.8

0.6

2.3

100.0

（注）①
②

調査票Ａ「収録データの文字種」欄に基づいて集計した。
調査票Ａ「収録データの文字種」の回答を以下のカテゴリーに分類した上で集
計した。

2.2.6

ⅰ．「漢字」

漢字のみ、又は漢字＋カナ又は英字等又は数字を含むもの。

ⅱ．「カナ」

カナのみ、又はカナ＋英字等又は数字を含むもの。

ⅲ．「英字」

英字等のみ、又は英字等＋数字を含むもの。

ⅳ．「数字」

数字のみを含むもの。

収録データの期間別データベース件数
収録データを期間別にみると、１９５１年以降のデータを収録しているデータベース件数が１，

３ ７ ３ 件 （ 50.0%） と 最 近 の 数 年 間 は 半 数 を 超 え る 傾 向 に あ る 。
表２−２−６
収 録 時 期

1900

収録データの期間別データベース件数

1900〜

1951〜

1971〜

1981〜

無回答

合 計

以前

1950

1970

1980

以降

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ件数

185

188

271

264

838

999

2,745

割合（％）

6.7

6.8

9.9

9.6

30.5

36.4

100.0

（注）①

調査票Ａ「収録データの期間」欄に基づいて集計した。
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2.2.7

作成者別データベース件数
デ ー タ ベ ー ス の 作 成 者 別 種 別 を み る と 、 機 関 ・ 組 織 が １ ， ７ ６ ２ 件 （ 64.2%）、 個 人 が ４ ０ １ 件

（ 14.6%）、グ ル ー プ・研 究 会 等 が ４ ３ ７ 件（ 15.9%）と な っ て お り 、機 関・組 織 の 割 合 が 増 加 し 他 は
減少傾向にある。
表２−２−７
作成者種別

ｸﾞﾙｰﾌﾟ・

機関・

研究会等

組織

その他

無回答

合

計

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ件数

401

437

1,762

132

13

2,745

割合（％）

14.6

15.9

64.2

4.8

0.5

100.0

（注）①
②

2.2.8

個人

作成者別データベース件数

調査票Ａ「データベース作成者の区分」欄に基づいて集計した。
多重回答があったものは、その他にまとめた。

作成費の出所別データベース件数
データベース作成費の出所についてみると、大学・機関等の予算を作成費にあてているデータベ

ー ス が ２ ，０ ５ ９ 件（ 75.0%）あ る 。同 様 に 科 研 費 が ５ １ ７ 件（ 18.8%）、補 助 金 等 の 外 部 資 金 が ２ ７
４ 件 （ 10.0%） と な っ て い る が 、 そ れ ら 以 外 の 資 金 に よ る 作 成 デ ー タ ベ ー ス も ４ ４ １ 件 （ 16.1%） あ
る。
表２−２−８
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成

大学・機関

費の出所

等の予算

科研費

作成費の出所別データベース件数
補助金等

その他

無回答

外部資金

延べ

実ﾃﾞｰﾀ

回答数

ﾍﾞｰｽ数

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ件数

2,059

517

274

441

125

3,416

2,745

割合（％）

75.0

18.8

10.0

16.1

4.6

124.4

100.0

（注）①
②

調査票Ａ「データベース作成費の出所」欄に基づいて集計した。
重複回答のあるものは、それぞれを１件として集計した。表下欄の百分率は実データ
ベース数（２，７４５件）に対する割合である。
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2.2.9

公開データベース件数
デ ー タ ベ ー ス の 公 開 の 有 無 を み る と 、 公 開 さ れ て い る も の が １ ， ６ ２ ７ 件 （ 59.3%）、 非 公 開 が ５

５ ３ 件（ 20.1%）、積 極 的 に は 公 開 し て い な い が 個 別 の 利 用 相 談 に 応 じ る も の が ５ ３ ８ 件（ 19.6%）で 、
公 開 さ れ て い る デ ー タ ベ ー ス の 割 合 が 前 年（ 56.9%）よ り 上 昇 し 、３ 年 連 続 し て 過 半 数 を 超 え 、増 加
し て い る 。 ま た 非 公 開 の デ ー タ ベ ー ス の 割 合 （ 前 年 21.2%） も 減 少 す る 傾 向 を 示 し て い る 。
表２−２−９
公開／非公開の区分

相談に応じる

非公開

無回答

合

計

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ件数

1,627

538

553

27

2,745

割合（％）

59.3

19.6

20.1

1.0

100.0

（注）①

2.2.10

公開

公開データベース件数

調査票Ａ「現時点でのデータベースの公開／非公開」欄に基づいて集計した。

提供形態別公開データベース件数
公開されているデータベース（表２−２−９の１，６２７件）の提供メディア種別をみると、Ｌ

Ａ Ｎ 、イ ン タ ー ネ ッ ト １ ，１ ７ ０ 件（ 71.9%）、オ ン ラ イ ン ６ ６ ９ 件（ 41.1%）、印 刷 物 ３ ３ ４ 件（ 20.5%）、
パ ソ コ ン ２ ７ ６ 件（ 17.0%）、フ ァ イ ル ２ ４ ４ 件（ 15.0%）の 順 と な る 。こ の 中 で 、Ｌ Ａ Ｎ ／ イ ン タ ー
ネ ッ ト が 前 回 （ 955 件 、 63.8%） よ り 大 き く 伸 び 、 提 供 形 態 （ メ デ ィ ア 種 別 ） の ト ッ プ に 立 っ た 。
表２−２−１０

提供形態別公開データベース件数

メディア種別
オンライン

割合（％）

669

41.1

85

5.2

パソコン

276

17.0

ファイル

244

15.0

1,170

71.9

印刷物

334

20.5

その他

107

6.6

無回答

10

0.6

延べ回答数

2,895

177.9

公開データベース数

1,627

100.0

バッチ

ＬＡＮ、インターネット

（注）①

データベース件数

調査票Ａ「データベースの提供形態」欄に基づいて集計した。

②

データベースの公開／非公開の区分で、公開となっているものの中での集計である。

③

重複回答のあるものは、それぞれを１件として集計した。表右欄の百分率は公開デ
ーベース数（１，６２７件）に対する割合である。
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2.3 情 報 検 索 サ ー ビ ス 状 況
調査票Ｂ，Ｃに基づいて、情報検索サービスの状況を示す主な指標についての統計をまとめた。

2.3.1

サービス機関・組織数
情 報 検 索 サ ー ビ ス 実 施 機 関 の 数 を 機 関 種 別 に み る と 、私 立 大 学 ３ ４ ３ 件（ 39.5%）と 国 立 大 学 ２ ２

８ 件 （ 26.3%） が 多 く 、 つ い で 短 期 大 学 ・ 高 等 専 門 学 校 １ ０ １ 件 （ 11.6%）、 公 立 大 学 ３ ６ 件 （ 4.1%）
で、私立大学と国立大学の差が広がり始めている。平成６年度の調査から新たに集計されている国
立試験研究機関、公立試験研究機関、特殊法人研究所、学術研究法人の４種の機関については、合
せ て １ ２ ５ 件 （ 14.4%、 前 年 93 件 、 14.8%） と な っ て い る 。
表２−３−１
機関種別

国
立
大
学

公
立
大
学

私
立
大
学

サービス機関・組織数

サービス組織数

大型計算機センター

10

情報処理センター等

10

図

書

館

104

そ

の

他

104

情報処理センター等

1

図

書

館

32

そ

の

他

3

情報処理センター等

17

組織計

割合（％）

228

26.3

36

4.1

343

39.5

図

書

館

281

そ

の

他

45

大 学 共 同 利 用 機 関

25

25

2.9

文 部 科 学省 ・文 化庁 所轄 機関

10

10

1.2

短期大学・高等専門学校

101

101

11.6

国 立 試 験 研 究 機 関

35

公 立 試 験 研 究 機 関

55
125

14.4

868

100.0

特
学

殊

法

術

研

合
（注）①

人

研
究

究
法

所

7

人

28
868

計
調査票Ｂによって集計した。
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2.3.2

機関種別・サービスデータベース数別の組織数
１０以上のデータベースをサービスしている機関が国立大学に多い傾向は変わらないものの、前

回と同様に私立大学の図書館や短期大学・高等専門学校におけるサービスデータベース数が、伸び
ていることが特徴としてあげられる。
表２−３−２
ｻｰﾋﾞｽﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
数

1

機関種別・サービスデータベース数別の組織数

2

3

4

〜9

機関種別

国
立
大
学

公
立
大
学

私
立
大
学

5

大 型 計 算
セ ン タ
情 報 処
セ ン タ ー

機
ー
理
等

図

書

そ

の

2

1

3

2

1

館

72

11

8

他

68

10

9

情 報 処 理
セ ン タ ー 等

1

2

10

20

30

50

〜19

〜29

〜49

以上

2

1

館

29

そ

の

他

2

情 報 処 理
セ ン タ ー 等

12

3

1

3

1

10

6

7

1

105

6

4

6

2

1
1

248

16

4

3

5

3

そ

の

他

34

3

3

1

3

1

9

3

4

1

3

2

2

4

大
学
共
同
利
用
機
関
文部科学省・文化庁
所 轄 機 関 等
短 期 大 学 ・
高 等 専 門 学 校
国
立
試
験
研
究
機
関
公
立
試
験
研
究
機
関

98

2

22

7

3

33

6

5

特 殊 法 人 研 究 所

4

2

学 術 研 究 法 人

13

6

6

1

1

1

653
75.2

73
8.4

47
5.4

26
3.0

37
4.3

21
2.4

3

1

17
1

1

281

1

2

1
5

25

25

10

10

101

101

1

1

35

35

1

1

55

55

7

7

28

28

868
100

868
100

1

3
0.3

3
0.3

調査票Ｂ「サービスデータベース数」欄に基づいて集計した。
空白欄は 0 を意味する。
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343

45

1

4

36

3

館

②

104

32

書

（注）①

1

1

図

計

9

1

書

(%)

1

横計

組
織
計

228

図

合

無
回
答

4
0.5

1
0.1

2.3.3

機関種別・サービス形態別組織数
情 報 検 索 サ ー ビ ス の 提 供 形 態 を み る と 、オ ン ラ イ ン サ ー ビ ス を 行 っ て い る 組 織 は ７ ５ １ 件（ 86.6%）

と 前 回 調 査 に 比 べ て 2.3 ポ イ ン ト 上 昇 し た 。 内 訳 で は 、 オ ン ラ イ ン で の み サ ー ビ ス し て い る 組 織 が
圧 倒 的 に 多 く 、 バ ッ チ の み の サ ー ビ ス を 行 っ て い る 組 織 は ４ ５ 件 （ 5.2%） と 前 年 よ り も 比 率 は 低 く
なっている。
表２−３−３

オンラインサービス

提 供 形 態

オンライン
＆
バッチ

機 関 種 別
大型計 算機 セン ター
国
立
大
学

公
立
大
学

機関種別・サービス形態別組織数

バッチ

2

情報処 理セ ンタ ー等
図

書

館

そ

の

他

無回答

機関計

オンライン

7
9
21

228

3

36

22

343

1

25

1

10

97
2

情報処 理セ ンタ ー等

82

8

1

図

書

館

30

そ

の

他

2

情報処 理セ ンタ ー等

1

15

図

書

館

2

261

5

そ

の

他

2

29

6

大 学 共 同 利 用 機 関

23

1

文部科学省・文化庁所轄機関

9

短期大学・高等専門学校

85

7

9

101

国 立 試 験 研 究 機 関

30

1

4

35

39

8

7

55

私
立
大
学

公 立 試 験 研 究 機 関
特
学

殊

法

術

人

研

究

合

究
法
計

(%)
（注）①

研

1

所
人

7

7

1

14

9

4

28

11
1.3

740
85.3

45
5.2

72
8.3

868
100.0

調査票Ｂ「情報検索サービスの形態」欄に基づいて集計した。

②

オンラインにはLAN、インターネットで提供しているものも含む。

③

バッチにはＣＤ−ＲＯＭで提供しているもの（２件）も含む。
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2.3.4

機関種別データベース件数
機 関 種 別 の サ ー ビ ス デ ー タ ベ ー ス 件 数 の 累 計 は 、 国 立 大 学 が ５ ３ １ 件 （ 32.2%）、 私 立 大 学 が ５ ２

２ 件 （ 31.7%）、 大 学 共 同 利 用 機 関 が １ ５ ７ 件 （ 9.5%） 等 と な っ て い る 。 サ ー ビ ス デ ー タ ベ ー ス の 機
関種別の構成では、前回とほぼ比率が変わっていない。
サービスデータベースの種類についてみると、国立大学の大型計算機センターでは大学等の教職
員が作成しているデータベースのサービス件数が多く、国立・私立大学の図書館ではオンライン目
録のサービス件数が多い傾向は、従来通りである。
な お 、 国 内 、 及 び 海 外 の 導 入 デ ー タ ベ ー ス に つ い て は 、 平 成 ６ 年 度 よ り 「 購 入 」、「 非 購 入 」 の 区
分を設け、それぞれ内数として「購入データベース」の件数を掲げている。

（注） ①
②

調査票Ｃに基づいて集計した。
データベースの種類分けは、以下の基準に基づいて国立情報学研究所が行った。
ⅰ．大学等の教職員が作成したデータベース
自 大 学 等 の 教 職 員 が 自 ら 作 成 し た デ ー タ ベ ー ス （ オ ン ラ イ ン 目 録 を 除 く ）。
ⅱ．オンライン目録
図書館や文献センターの目録のデータベース。但し、大学等の外部で作成された
も の （ MARC） 等 は 、 ⅲ ． あ る い は ⅳ ． の 導 入 デ ー タ ベ ー ス に 含 め る 。
ⅲ．導入データベース（国内）
自大学等以外で作成されたデータベース
ⅳ．導入データベース（外国）
外国で作成されたデータベース
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表２−３−４

機関種別データベース件数

サービスデータベースの種類

国
立
大
学

公
立
大
学

私
立
大
学

横

無

機関種別

計

大学等
の教職
員が作
成

オンラ
イン
目 録

大型計算機
セ ン タ ー

33

1

9

0

25

16

0

68

情 報 処 理
センター等

3

13

5

5

12

12

1

34

導入ＤＢ
（国内）
うち
購入

導入ＤＢ
（外国）
うち
購入

回

機関別

割

合

（％）

計

合

答

図

書

館

47

80

31

25

74

70

2

234

そ

の

他

142

8

16

8

25

6

4

195

情 報 処 理
センター等

4

2

0

0

0

0

0

6

図

書

館

1

27

2

1

1

1

2

33

そ

の

他

1

4

0

0

0

0

0

5

情 報 処 理
センター等

9

10

16

15

4

4

1

40

531

32.2

44

2.7

522

31.7

図

書

館

41

255

30

30

83

83

6

415

そ

の

他

47

6

3

1

7

7

4

67

学
用

共
機

同
関

91

14

27

6

22

15

3

157

157

9.5

文部科学省・文化庁
所 轄 機 関 等

31

11

6

0

0

0

2

50

50

3.0

短 期 大 学 ・
高 等 専 門 学 校

12

90

4

4

1

1

2

109

109

6.6

国
研

立
究

試
機

験
関

32

13

1

0

3

1

4

53

53

3.2

公
研

立
究

試
機

験
関

91

22

0

0

0

0

0

113

113

6.9

特殊法人研究所

13

3

0

0

0

0

0

16

16

1.0

学 術 研 究 法 人

37

4

1

0

9

0

3

54

54

3.3

635
38.5

563
34.1

151
9.2

95

266
16.1

216

34
2.1

1,649
100.0

1,649
100.0

100.0

大
利

合

計
(%)
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3.

今 回 の 調 査結果に基づく統計

調査票Ａをもとに、大学等におけるデータベース作成についての詳細な集計を行った。なお、各
表の下段に掲載した表はデータベース作成状況等に関する主な指標についての統計であり、それに
つ い て は 「 2.2 デ ー タ ベ ー ス 作 成 状 況 」 の 章 に ま と め て あ る 。

集 計 方 法 は 原 則 と し て 以 下 の 方 法 に よ っ た （ こ れ に よ ら な い も の は 各 表 に 注 記 し て あ る ）。
①

特に注記がない限り、多重回答のあったものについては、それぞれを１件として集計した。但
し 、例 え ば「 収 録 デ ー タ の 分 野 」欄 に ２ 分 科 の 回 答（ ３ １ 天 文 学 と ３ ２ 物 理 学 ）が あ っ た 場 合 は 、
３１と３２にそれぞれ１件として集計した。また、３１天文学及び３２物理学の上位分野である
理学として集計する場合は、理学分野内の１件として集計した。

②

原 則 と し て 各 指 標 に つ い て 、分 野 と の ク ロ ス 集 計 を 行 っ た 。分 野 と の ク ロ ス 集 計 に あ た っ て は 、
3.1.1 の 分 野 別 集 計 を 基 礎 と し た 。

③

各 表 中 の「 実 回 答 数 」は 回 収 し た 調 査 票 の 数（ デ ー タ ベ ー ス の 総 数 ）で あ り 、「 延 べ 回 答 数 」は
① で 述 べ た よ う に 分 野 に ま た が っ て 回 答 が あ っ た 場 合 、そ れ ぞ れ を １ 件 と し て 集 計 し た 数 で あ る 。

④

な お 、 3.1.1 等 の 項 中 に 記 述 し た （ 注 ） 以 下 は 、 各 表 に 対 す る 注 記 で あ る 。
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3.1 デ ー タ ベ ー ス の 内 容 に 関 す る 統 計

3.1.1

収録データの分野別データベース件数（表３−１−１）
収録データの分野別データベース作成件数を表したものであり、以後の各集計の基礎となる表で

あ る （ 表 ２ − ２ − １ と は 異 な り 、 多 重 回 答 を 各 １ 件 と し て 集 計 し て あ る ）。
（注）①
②

3.1.2

調査票Ａの「収録データの分野」欄に基づいて集計した。
割合（％）は実データベース数（２，７４５件）に対する割合である。

収録データの種類
収録データの種類を分野別にみていくと、収録データとして文字情報が占める割合は高い。

平成５年度より図書館所蔵目録という選択肢を追加したので、以前の書誌・目録を収録したデータ
ベース件数は若干分散された形になっている。一方、経済学及び自然科学系分野では数値を収録し
ているデータベースの割合が比較的高い。
収録データの種類の組合せでは、前回同様に文字情報及び数値からなるデータベースの割合が全
体の約２／３に達しているが、図形・画像・映像を含むデータベースはまだ全体の８％以下で少な
い。

（１）分野別・収録データの種類別データベース件数（表３−１−２−１）
（注）①

「収録データの種類」欄に基づいて集計した。

（２）分野別・収録データの種類の組合せ別データベース件数（表３−１−２−２）
（注）①

「収録データの種類」に多重回答があるものについて、種類の組合せを調査した上で頻度
の高い組合せを選び、以下のカテゴリーに分類した上で集計した。
ⅰ．文字情報のみによるデータベース
・文献全文のみ
・抄録のみ
・図書館所蔵目録のみ
・書誌・目録のみ
・書誌・目録及び抄録
・人、もの、用語等の辞書・事典・ディレクトリ等
ⅱ．文字情報と他のデータの組合せによるデータベース
・数値のみとの組合せ
・数値及び図形・画像との組合せ
・数値以外との組合せ
ⅲ．文字情報以外によるデータベース
・数値のみ
・数値及び図形・画像等
・数値以外
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3.1.3

分野別・収録データの言語別データベース件数（表３−１−３）
収録データの言語を分野別にみていくと、人文・社会系では日本語を含む割合が大きいが、自然

科 学 系 で は 医 学 を 除 き 英 語 を 含 む 割 合 が 大 き い 。例 え ば 、英 語 の み の デ ー タ ベ ー ス は 理 学 で は ２ ４ ％
以上を占めるが、文学では４％程度である。又、日本語、英語以外の言語は、文学に多いのも特徴
である。
（注）①

3.1.4

調査票Ａ「収録データの言語」に基づいて集計した。

分野別・収録データの地域別データベース件数（表３−１−４）
収録データの地域を分野別にみていくと、各分野とも依然として日本を対象としたものが全体の

４割以上と多くなっている。また、無回答が多いのも特徴である。

（注）①
②

3.1.5

調査票Ａ「収録データの地域」欄に基づいて集計した。
「その他」の中には海洋、宇宙等が含まれる。

分野別・収録データの文字種別データベース件数（表３−１−５）
収録データの文字種を分野別にみていくと、人文・社会系と医学の分野では漢字の割合が高く、

理 学 の 分 野 で は 英 字 の 割 合 が 高 い と い う 傾 向 が み ら れ る 。こ れ は「 2.1.3 言 語 別 デ ー タ 件 数 」と 同 じ
傾向である。
（注）①

3.1.6

調査票Ａ「収録データの文字種」の回答を以下のカテゴリーに分類した上で集計した。
ⅰ ．「 漢 字 」

漢字のみ、又は漢字＋カナ又は英字等又は数字を含むもの。

ⅱ ．「 カ ナ 」

カナのみ、又はカナ＋英字等又は数字を含むもの。

ⅲ ．「 英 字 」

英字等のみ、又は英字等＋数字を含むもの。

ⅳ ．「 数 字 」

数字のみを含むもの。

分野別・収録データの期間別データベース件数（表３−１−６）
収録データの期間、年代等について分野別にみていくと、文学の分野では古い年代、法学・経済

では全般的、自然科学系の分野では新しい年代をカバーしたデータベースが多いことがわかる。こ
とに文学については、年代別にみると、１９００年以前のデータを対象とするデータベース、また
医学では１９７１年以降のデータを対象とするデータベースが多いのが特徴的である。

（注）①

調 査 票 A「 収 録 デ ー タ の 期 間 」 欄 に 記 入 さ れ て い る 最 初 の 西 暦 を 、 以 下 の カ テ ゴ リ ー に 分
類した上で集計した。
ⅰ．１９００年以前
ⅱ．１９００年〜１９５０年
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ⅲ．１９５１年〜１９７０年
ⅳ．１９７１年〜１９８０年
ｖ．１９８１年以降
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表３−１−１
分
部
文

学

法

学

経

理

済

野
科

分

学

学

工

学

農

学

医

学

複 合 領 域

そ の 他
広 領 域
無 回 答
延べ回答数
実 回 答 数

哲
学
心 理 学 等 ＊1
史
学
文
学
政
治
学
法
学
経
済
学
経 済 統 計 学
経
営
学
数
学
天
文
学
物
理
学
地 球 科 学
化
学
生
物
学
人
類
学 ＊2
応 用 物 理 学 等 ＊3
機 械 工 学
電気電子工学
土 木 工 学
建
築
学
材 料 工 学
プロセス工学
工 業 化 学
総 合 工 学
農
学
農 芸 化 学
林
学
水
産
学
農 業 経 済 学
農 業 工 学
畜産学・獣医学
境 界 農 学
生
理
病
理
社 会 医 学
内
科
外
科
歯
科
薬
学
医 学 一 般
家
政
学
科 学 技 術 史 ＊4
体
育
学
地
理
学
科 学 教 育 ＊5
統 計 科 学
情 報 科 学
社会ｼｽﾃﾑ工学
自然災害科学
プラズマ理工学
エネルギー学
環 境 科 学
生 物 化 学
基礎生物科学
神 経 科 学 ＊6
実 験 動 物 学
医 用 生 体 工 学 ＊7
広

領

域

収録データの分野別データベース件数

ｺｰﾄﾞ
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
51
52
53
54
55
56
57
60
61
62
63
65
67
68
69
86
87
88
89
71
72
73
74
75
76
77
80
81
82
83
84
85
98
99

分科別データベース件数
（％）

164
377
355
299
124
137
205
115
140
60
57
129
231
142
246
42
131
141
146
110
101
143
50
91
65
120
93
75
87
60
43
57
27
112
106
94
115
114
66
112
260
76
58
41
104
61
35
188
28
36
30
51
223
120
100
49
39
20
257
531
152
7,541
2,745

6.0
13.7
12.9
10.9
4.5
5.0
7.5
4.2
5.1
2.2
2.1
4.7
8.4
5.2
9.0
1.5
4.8
5.1
5.3
4.0
3.7
5.2
1.8
3.3
2.4
4.4
3.4
2.7
3.2
2.2
1.6
2.1
1.0
4.1
3.9
3.4
4.2
4.2
2.4
4.1
9.5
2.8
2.1
1.5
3.8
2.2
1.3
6.8
1.0
1.3
1.1
1.9
8.1
4.4
3.6
1.8
1.4
0.7
9.4
19.3
5.5
100.0

− 21 −

部別データベース件数
（％）

701

25.5

169

6.2

248

9.0

備

考

*1
心理学、社会
学、教育学、
文化人類学

*2
生理人類学を
含む

615

22.4

*3
応用物理学・
工学基礎

383

14.0

351

12.8

503

18.3

*4
科学社会学・
科学技術基礎
論を含む
*5
科学教育・教
科教育学

747

27.2
*6
脳科学を含む
*7
医用生体工学
・生体材料学

257
531
152
4,657
2,745

9.4
19.3
5.5
100.0

科

30〜36

60〜69

71〜89

98

99

学

学

学

学

理

工

農

医

複合領域

その他

広領域

実回答数

2,745

100.0

（件数）

（％）

50〜57

全体合計

無回答

27〜29

経済学

40〜48

25〜26

学

法

21〜24

学

コード

分

野

文

部

分

11.0

303

文献全文

17

29

27

81

41

38

45

53

17

18

146

文献全文

抄

抄

11.1

305

録

文

9

36

30

127

78

64

78

81

23

20

87

録

文

字

録
情

デ
報

ー

字

録

29

93

68

257

135

116

132

198

82

68

257

情

デ

9

35

32

95

97

39

21

61

22

22

98

報

ー

22

29

52

169

170

88

65

164

26

17

125

23.8

652
26.7

734

11.3

309

19.6

538

図 書 館
その他の
書誌目録 辞 書 等
所蔵目録
文字情報

収

53

358

84

129

55

35

55

64

81

61

135

図 書 館
その他の
書誌目録 辞 書 等
所蔵目録
文字情報

収

計

タ

139

580

293

858

576

380

396

621

251

206

848

計

103.5

2,841

小

小

タ

の

33

54

61

197

104

94

117

187

22

17

152

785

21.0

576

図 形
値 ・ 映
画 像

24

35

44

221

208

124

145

283

67

20

114

28.6

数

数

図 形
値 ・ 映
画 像

の

表３−１−２−１ 分野別・収録データの種類別データベース件数

2.7

75

像 音

種

11

10

9

38

11

11

12

19

4

1

20

像 音

種

類

2

6

5

32

14

12

21

30

4

2

10

5

10

8

25

27

16

18

29

4

0

16

11

13

6

5

3

4

2

5

5

1

4

1.4

38

2.6

70

3.0

83

1.7

46

声 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ その他 無回答

6

7

1

17

3

3

5

8

1

1

16

声 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ その他 無回答

類

164.4

4,514

回答数

延べ

231

715

427

1,393

946

644

716

1,182

358

248

1,180

回答数

延べ

7

10

7

4

3

13

7

4

2

経済学

理 学

工 学

農 学

医 学

複合領域

その他

広領域

無回答

106

3.9

（件数）

（％）

2,745
100.0

実回答数

文字情報以外のﾃﾞｰﾀによるﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

1

5

2

24

10

15

17

7

2

2

13

15

40

22

112

51

55

56

77

47

42

120

2

8

8

25

20

9

15

20

7

8

20

2

17

16

21

18

5

6

6

6

11

30

文字情報のみによるデータベース

50

325

68

102

44

25

42

54

65

48

102

20

37

35

101

82

44

43

68

26

14

96

92

436

158

398

228

157

186

242

160

133

455

6

4

11

56

40

25

37

60

2

1

25

22

43

48

100

52

59

42

71

14

13

119

5

11

6

31

20

11

19

29

4

2

13

39

71

79

260

216

139

129

231

48

30

209

文字情報と他のデータの組合せデータベース

6

13

14

73

104

44

31

71

28

14

52

0

1

2

11

5

4

16

32

3

0

0

3

4

1

23

12

7

8

14

2

2

9

2

2

3

13

7

4

13

15

5

0

7

文字情報以外のﾃﾞｰﾀによるﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

5

4

8

37

32

36

29

76

25

3

17

2.1

58

20.3

558

12.4

341
2.4

65
3.4

93

12.1

332

56.6

1,553

10.0

274

5.3

146

11.4

313

2.7

74

29.4

807

7.0

191

2.0

55

1.7

48

1.6

45

数値及
数値と び図形 数値以 左 記
数値と 数 値 左 記
文 献
図書館 書 誌 書誌・ 辞書・ 左 記
小 計 の組合 画像と 外との
抄 録 所蔵目
・ 目録と 事典・
小 計 数 値 図形・
ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ 以 外
せ
画像
以 外 以 外
全 文
録
目 録 抄録
の組合 組合せ 以 外
せ

8

法 学

全体合計

文字情報と他のデータの組合せデータベース

数値及
図書館 書 誌 書誌・ 辞書・ 左 記
数値と び図形 数値以 左 記
数値と 数 値 左 記
文 献
小 計 数 値 図形・
抄 録 所蔵目
小 計 の組合 画像と 外との
・ 目録と 事典・
ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ 以 外
録
せ
画像
全 文
以 外 以 外
の組合 組合せ 以 外
目 録 抄録
せ

74

部

野

文 学

分

文字情報のみによるデータベース

表３−１−２−２ 分野別・収録データの種類の組合せ別データベース件数

152

531

257

747

503

351

383

615

248

169

701

回答数

延べ

1.7

46

答

100.0

2,745

回 実回答数

無

11

13

6

5

3

4

2

5

5

1

4

答

回

無

27〜29

30〜36

経済学

学

学

学

学

理

工

農

医

98

99

その他

広領域

実回答数

2,745

100.0

全体合計

（件数）

（％）

無回答

71〜89

複合領域

60〜69

50〜57

40〜48

25〜26

学

法

21〜24

学

分 科
コード

野

文

部

分

32.8

899

日 本 語 の み

46

76

102

223

152

125

115

112

82

57

327

日 本 語 の み

録

デ

ー

タ

録

デ

37

294

68

137

63

41

46

84

66

57

137

ー

タ

0

1

1

9

4

4

2

6

5

7

27

26.4

724

21.4

587

1.4

39

日 本 語 及 び 日本語と英語 日 本 語 及 び
及
び
英
語
そ の 他 の 言 語 英語以外の 言語

収

43

133

65

248

205

106

130

178

60

32

115

日 本 語 及 び 日本語と英語 日 本 語 及 び
及
び
英
語
そ の 他 の 言 語 英語以外の 言語

収

9.2

253

英 語 の み

の

11

4

9

93

65

52

64

151

12

1

26

英 語 の み

の

語

語

1.4

38

12

15

6

11

8

12

12

52

10

4

2.9

79

4.6

126

日 本 語 ・ 英 語 無回答

1

5

2

15

3

6

9

18

8

5

44

その他の言語 以 外 の 言 語

英 語 及 び

言

2

3

4

11

3

5

5

14

5

6

16

9

日 本 語 ・ 英 語 無回答

その他の言語 以 外 の 言 語

英 語 及 び

言

表３−１−３ 分野別・収録データの言語別データベース件数

100.0

2,745

（横計）

回答数

152

531

257

747

503

351

383

615

248

169

701

（横計）

延べ
回答数

表３−１−４
分

野
分 科
コード

部

収

分野別・収録データの地域別データベース件数
録

日本

デ

ー

タ

の

地

域

日本及び
外国

外国

無 回 答
その他

延べ回答数
（横計）

文

学

21〜24

318

94

52

8

229

701

法

学

25〜26

62

22

15

2

68

169

経済学

27〜29

97

30

22

4

95

248

理

学

30〜36

198

66

79

45

227

615

工

学

40〜48

163

25

39

8

148

383

農

学

50〜57

161

36

29

21

104

351

医

学

60〜69

251

25

37

9

181

503

71〜89

308

63

65

25

286

747

その他

98

115

20

12

1

109

257

広領域

99

182

17

16

6

310

531

48

12

4

1

87

152

複合領域

無回答

収
全体合計

録

デ

ー

タ

の

地

域

実回答数

無 回 答
日本

外国

日本・外国

その他

回答数
（横計）

（件数）

2,745

1,158

220

198

65

1,104

2,745

（％）

100.0

42.2

8.0

7.2

2.4

40.2

100.0

− 25 −

表３−１−５
分

野

収

分 科
コード

部

分野別・収録データの文字種別データベース件数

漢

字

録

デ

カ

ナ

ー

タ

英

の

字

文

字

種

数字のみ

無回答
その他

延べ回答数
（横計）

文

学

21〜24

600

8

66

12

7

8

701

法

学

25〜26

153

2

11

2

0

1

169

経済学

27〜29

201

8

23

10

0

6

248

理

学

30〜36

339

14

209

37

7

9

615

工

学

40〜48

275

5

83

13

4

3

383

農

学

50〜57

250

10

66

17

3

5

351

医

学

60〜69

373

26

92

8

1

3

503

71〜89

565

20

130

17

7

8

747

その他

98

228

1

19

3

0

6

257

広領域

99

495

4

13

1

0

18

531

120

2

15

1

1

13

152

複合領域

無回答

全体合計

収

実回答数
漢

字

録

デ

カ

ナ

ー

タ

英

の

字

文

字

数字のみ

種

無回答
その他

回答数
（横計）

（件数）

2,745

2,113

66

411

77

16

62

2,745

（％）

100.0

77.0

2.4

15.0

2.8

0.6

2.3

100.0

− 26 −

表３−１−６
分
部

野

分野別・収録データの期間別データベース件数
収

録

開

始

時

期

無回答

分 科
コード

1900年
以前

1900〜
1950

1951〜
1970

1971〜
1980

1981年
以降

延べ
回答数
（横計）

文

学

21〜24

124

52

44

46

134

301

701

法

学

25〜26

18

25

14

11

42

59

169

経済学

27〜29

24

26

29

19

74

76

248

理

学

30〜36

35

71

97

75

167

170

615

工

学

40〜48

10

32

54

55

133

99

383

農

学

50〜57

25

36

43

45

97

105

351

医

学

60〜69

12

24

50

79

231

107

503

71〜89

38

56

86

81

273

213

747

その他

98

11

26

16

18

80

106

257

広領域

99

13

17

35

25

145

296

531

7

4

5

8

42

86

152

複合領域

無回答

全体合計

収

実回答数

録

開

始

時

期

無回答

1900年
以前

1900〜
1950

1951〜
1970

1971〜
1980

1981年
以降

回答数
（横計）

（件数）

2,745

185

188

271

264

838

999

2,745

（％）

100.0

6.7

6.8

9.9

9.6

30.5

36.4

100.0

− 27 −

3.2 デ ー タ ベ ー ス の 作 成 に 関 す る 統 計

3.2.1

分野別・作成者別データベース件数（表３−２−１）
データベースの作成者について分野別にみていくと、前回と比べて全般にどの分野においても個

人やグループよりも機関・組織が作成する割合が増加する傾向にあり、特に広領域の分野では、機
関・組織の割合が９２％と著しく高くなっている。
（注）①

3.2.2

調査票Ａ「データベース作成者の区分」欄に基づいて集計した。

分野別・作成費の出所別データベース件数（表３−２−２）
データベース作成費の出所についての分野別にみていくと、前回と同様に全分野にわたって大

学・機関等の予算で作成されている割合が高く、特に広領域は８割近くを占めている。
（注）①

調査票Ａ「データベース作成費の出所」欄に基づいて集計した。

− 28 −

表３−２−１
分

野

収

分 科
コード

部

録

分野別・作成者別データベース件数
デ

ー

ｸﾞﾙｰﾌﾟ・
研究会等

個人

タ
機

の

地

域

関・
組織

無 回 答
その他

延べ回答数
（横計）

文

学

21〜24

137

117

410

36

1

701

法

学

25〜26

29

13

117

10

0

169

経済学

27〜29

33

29

168

17

1

248

理

学

30〜36

104

145

336

29

1

615

工

学

40〜48

68

84

207

22

2

383

農

学

50〜57

59

64

214

13

1

351

医

学

60〜69

56

111

298

36

2

503

71〜89

127

132

447

39

2

747

複合領域

その他

98

13

22

206

15

1

257

広領域

99

14

13

490

14

0

531

15

16

107

9

5

152

無回答

全体合計

収

実回答数
個人

録

デ

ー

ｸﾞﾙｰﾌﾟ・
研究会等

タ
機

の

地

関・
組織

域

無 回 答

回答数
（横計）

その他

（件数）

2,745

401

437

1,762

132

13

2,745

（％）

100.0

14.6

15.9

64.2

4.8

0.5

100.0

− 29 −

表３−２−２
分

野

デ ー タ ベ ー ス の 作 成 費 の 出 所

分 科
コード

部

分野別・作成費の出所別データベース件数

大学・機関
等 の 予 算

科 研 費

補助金等の
外 部 資 金

無 回 答

その他

延べ回答数
（横計）

文

学

21〜24

488

189

76

131

20

904

法

学

25〜26

133

31

23

25

3

215

経済学

27〜29

196

50

41

25

8

320

理

学

30〜36

467

164

56

110

24

821

工

学

40〜48

284

84

39

72

15

494

農

学

50〜57

262

75

41

64

9

451

医

学

60〜69

363

97

73

112

12

657

71〜89

552

167

86

145

23

973

その他

98

201

26

33

33

9

302

広領域

99

471

29

44

35

27

606

106

14

8

18

23

169

複合領域

無回答

全体合計

実回答数

デ ー タ ベ ー ス の 作 成 費 の 出 所
大学・機関
等 の 予 算

科 研 費

補助金等の
外 部 資 金

無 回 答

延べ回答数
（横計）

その他

（件数）

2,745

2,059

517

274

441

125

3,416

（％）

100.0

75.0

18.8

10.0

16.1

4.6

124.4

− 30 −

3.3 デ ー タ ベ ー ス の 利 用 に 関 す る 統 計

3.3.1

分野別・公開／非公開別データベース件数（表３−３−１）
データベースの公開の有無について分野別にみていくと、前回と同様広領域、理学等の分野では

公開の割合が高く、文学では半数以上が公開可としている。医学では、公開と非公開の割合の差が
小さいが、前回よりも公開する率はかなり高くなり、その差も開いてきている。
（注）①

3.3.2

調査票Ａ「現時点でのデータベースの公開／非公開」欄に基づいて集計した。

公開／非公開別・提供形態（メディア）別データベース件数（表３−３−２）
データベースの公開の有無を提供（利用）形態別にみると、オープン性の高いメディアである、

Ｌ Ａ Ｎ ／ イ ン タ ー ネ ッ ト で の 提 供 が 急 激 に 伸 び て き て お り 、公 開 可 の も の で は ７ 割 を 上 回 っ て い る 。
非公開のものは依然パソコンが多い。また、オンラインの公開率は前回と比べて下降してきている
が、ＬＡＮ／インターネットでの公開に変わりつつあるとも考えられる。

（注）①

調 査 票 Ａ 「 デ ー タ ベ ー ス の 提 供 形 態 （ 公 開 の 場 合 ）、 又 は 利 用 形 態 （ 非 公 開 の 場 合 ）」 欄 に

基づいて集計した。
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表３−３−１
分

デ ー タ ベ ー ス の 公 開 ／ 非 公 開

野
分 科
コード

部

分野別・公開／非公開別データベース件数

公

個別の
利用相談

開

無 回 答

非公開

延べ回答数
（横計）

文

学

21〜24

398

153

147

3

701

法

学

25〜26

111

33

23

2

169

経済学

27〜29

147

45

52

4

248

理

学

30〜36

384

147

82

2

615

工

学

40〜48

236

83

61

3

383

農

学

50〜57

181

115

54

1

351

医

学

60〜69

220

115

167

1

503

71〜89

449

173

122

3

747

その他

98

172

39

44

2

257

広領域

99

428

46

46

11

531

90

19

39

4

152

複合領域

無回答

全体合計

実回答数

デ ー タ ベ ー ス の 公 開 ／ 非 公 開
公

開

個別の
利用相談

無 回 答

回答数
（横計）

非公開

（件数）

2,745

1,627

538

553

27

2,745

（％）

100.0

59.3

19.6

20.1

1.0

100.0
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表３−３−２ 公開／非公開別・提供形態別データベース件数
データベースの提供／利用形態
開
／
非公開

バ
チ

パ
ソ
コ
ン

フ
イ
ル

数

公

イＬ
ンＡ
タＮ
／
ネ

延
印
刷
物

無

そ
の
他

べ
回

ッ

答

オ
ン
ラ
イ
ン

ー

回

ァ

公

ッ

実

回
答

答

ト

数

1,627

669

85

276

244

1,170

334

107

10

2,895

59.3

41.1

5.2

17.0

15.0

71.9

20.5

6.6

0.6

177.9

538

84

39

282

251

89

198

44

11

998

19.6

15.6

7.2

52.4

46.7

16.5

36.8

8.2

2.0

185.5

553

129

31

268

171

103

118

43

49

912

20.1

23.3

5.6

48.5

30.9

18.6

21.3

7.8

8.9

164.9

27

10

0

1

2

5

2

0

11

31

1.0

37.0

0.0

3.7

7.4

18.5

7.4

0.0

40.7

114.8

2,745

892

155

827

668

1,367

652

194

81

4,836

100

32.5

5.6

30.1

24.3

49.8

23.8

7.1

3.0

176.2

開

（％）

相談
（％）

非公開
（％）

無回答
（％）

全体
合計
（％）
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4.

4.1

こ れ ま での調査結果の比較

分野別データベース作成件数の推移（図４−１−１）
図４−１−１は、最近５年間の分野別データベース作成件数（表２−２−１）の推移を表したも
のである。多領域のみ増加傾向が続いているのが見てとれる。

4.2

収録データの種類別データベース件数の推移（図４−２−１）
図４−２−１は、最近５年間の収録データの種類別データベース件数（表２−２−２）の推移を
表したものである。文字情報のみのデータベースの比率は漸増、図形・画像を含むデータベースは
横ばいの傾向にある。

4.3

公開データベース件数の推移（図４−３−１）
図４−３−１は、最近５年間の公開データベース件数（表２−２−９）の推移を表したものであ
る。公開されているデータベースの割合が前回に引き続き半数を超え、逆に非公開のデータベース
の割合が次第に下降していることが判る。
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平成12年度(2,745件)

平成11年度(2,628件)

平成10年度(2,411件)
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図４−１−１ 分野別データベース作成件数の推移
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616(28.5%)

565(28.0%)
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平成９年度(2,163件)

文字情報と他のデータ
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公
開
989(49.1%)

1200

1400

1600

537(22.3%)

496(22.9%)

1800

2000

538(19.6%)

545(20.7%)

非 公 開
494(24.5%)

図４−３−１ 公開データベース件数の推移

1000

537(24.8%)

相談に応じる
516(25.6%)

2200

540(22.4%)

19(0.8%)

2400

553(20.1%)

556(21.2%)

10(0.5%)

無回答17(0.8%)
無回答

2600

2800

27(1.0%)

31(1.2%)

付録１．作成データベース一覧（分野別）

参 考 の た め に 、本 調 査 の Ａ 票 の 回 答 の う ち 、調 査 回 答 の 公 表 に つ い て 許 可 が 得 ら れ た デ ー タ ベ
ースの一覧表を付した。
各 デ ー タ ベ ー ス は「 収 録 デ ー タ の 分 野 」 欄 に あ げ ら れ た 分 野（ 部 ） に よ っ て 分 類 し 、 各 部 に つ
い て は デ ー タ ベ ー ス 名 称 の 五 十 音 順 に 配 列 し た （ ア ル フ ァ ベ ッ ト は 最 初 に 配 列 ）。 複 数 の 部 に ま
たがるデータベースはそれぞれに重出してある。
本 調 査 の 回 答 は 、デ ー タ ベ ー ス デ ィ レ ク ト リ と し て 国 立 情 報 学 研 究 所 の 情 報 検 索 サ ー ビ ス（ Ｎ
Ａ Ｃ Ｓ Ｉ Ｓ − Ｉ Ｒ ）に よ っ て 公 開 さ れ て い る の で 、各 デ ー タ ベ ー ス の 詳 細 に つ い て は デ ー タ ベ ー
スディレクトリを参照されたい。
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データベースの名称

Miyazaki Gakuen Library Database(仮称)
MLIC Online Catalog,LibVision
MS Bibliographical List of Novelists in English
MS Woolfian Machine‑readable Bibliography

MEﾃｷｽﾄﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

Collected Papers ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
Contemporary English Corpus:Kuya Seminar
Diccionario de la lengua espanola 20a ed.
Dierdre(仮称)
Eri YAGI′s Publications(1957‑2000)
F.P.Ramsey ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
Gadamer‑Bibliographie
"GENJI"(文化史研究支援｢源氏物語｣語彙ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ)
GHQ/SCAP文書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
G.H.ﾐｰﾄﾞの初出論文 ﾃｷｽﾄ･ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
HRAFﾌｧｲﾙﾃｷｽﾄﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
HRAFﾌｧｲﾙ文献情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
hﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
iDCLE関連文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
Japanese Journal of Religious Studies
LBOOK
LNEWS

Audience Survey Research Data File

20世紀後半のｱﾒﾘｶ歴史教科書に表現された｢日系ｱﾒﾘｶ人｣像の変質に
ついて･資料編
Andreas Gryphius‑Corpus
Archive for Religions in the Internet

15世紀ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞにおけるｼﾞｪﾝﾄﾘの遺言書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
17ｰ18世紀国際法史･国制史ｺﾚｸｼｮﾝﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
18､19世紀ﾄﾞｲﾂ自然哲学総合ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
19/20世紀蔵書票ｺﾚｸｼｮﾝﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
1)Jacob u.Wilhelm Grimm の"Kinder‑ und Hausmaerchen"と
"Deutsche Sagen"のﾃｸｽﾄ･ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 2)検索ｼｽﾃﾑTEDDY
1.ええじゃないかﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 2.秋葉信仰関係ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
2000年度版 心身障害学系･教官研究活動ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

１．文 学

轡田收(Osamu Kutuwada) 【轡田収 (学習院大学ﾄﾞｲﾂ文学科)】
國學院大学日本文化研究所｢情報化と宗教に関する研究｣ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 【黒崎 浩行 (國學院
大学日本文化研究所)】
SEAPA (Socio‐economic Analysis of Performing Arts) Research Project 【松田芳郎
(東京国際大学 経済学部)】
九州大学附属図書館 【電子情報掛 (九州大学附属図書館情報ｼｽﾃﾑ課)】
Kuya Seminar 【久屋孝夫 (西南学院大学文学部)】
酒井優子 【酒井優子 (東京工科大学)】
三宅忠明 【三宅忠明 (岡山県立大学情報工学部)】
八木江里 【八木江里 (東洋大学経済学部社会経済ｼｽﾃﾑ学科(科学技術史))】
木戸 正幸 【木戸 正幸 (藤田保健衛生大学 医学部)】
巻田悦郎 【巻田悦郎 (東京理科大学 経営学部)】
弘前大学人文学部日本文化論Ⅱ研究室 【須藤弘敏 (弘前大学人文学部)】
立命館大学人文科学研究所GHQ/SCAP文書研究会 【三宅 通久 (立命館大学人文科学研究所)】
後藤将之 【後藤将之 (成城大学文芸学部ﾏｽ･ｺﾐﾆｭｹｰｼｮﾝ学科)】
国立民族学博物館 【福川圭子 (国立民族学博物館情報管理施設情報ｻｰﾋﾞｽ課(HRAF室))】
国立民族学博物館 【福川圭子 (国立民族学博物館情報管理施設情報ｻｰﾋﾞｽ課(HRAF室))】
宮下英明 MIYASHITA Hideaki 【宮下 英明 (北海道教育大学 教育学部 岩見沢校)】
稲葉 晶子 【稲葉 晶子 (大阪大学 産業科学研究所)】
南山宗教文化研究所 【伊藤敦子 (南山宗教文化研究所)】
農村生活総合研究ｾﾝﾀｰ 【富田祥之亮 ((社)農村生活総合研究ｾﾝﾀｰ)】
(社)農村生活総合研究ｾﾝﾀｰ 【富田祥之亮(調査役),若林桂子(研究情報部) ((社)農村生
活総合研究ｾﾝﾀｰ)】
MEﾃｷｽﾄﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ研究会(仮称) 【小黒昌一､木村哲夫(新潟青陵短大)､赤間勇雄(文学部非
常勤) (早稲田大学 文学部)】
宮崎学園図書館 【小橋智子 (宮崎学園図書館)】
国際大学松下情報図書ｾﾝﾀｰ 【由利典子 (国際大学松下図書情報ｾﾝﾀｰ)】
坂本正雄 【坂本正雄 (和歌山大学教育学部)】
坂本正雄 【坂本正雄 (和歌山大学教育学部)】

新井由紀夫 【新井由紀夫 (お茶の水女子大学文教育学部)】
九州大学附属図書館 【電子情報掛 (九州大学附属図書館情報ｼｽﾃﾑ課)】
千葉大学文学部加藤尚武研究室 【土屋俊 (千葉大学文学部行動科学科)】
19/20世紀蔵書票ｺﾚｸｼｮﾝﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ･ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ 【二郷 智子 (京都工芸繊維大学附属図書館)】
龍谷大学社会科学研究所 Grimmｸﾞﾙｰﾌﾟ(中山淳子･山田善久(岐阜経済大学) 【中山 淳子/
山田善久 (龍谷大学/岐阜経済大学)】
田村貞雄 【田村貞雄 (静岡大学情報学部)】
心身障害学系(発行者:吉野公喜､作成者:小畑文也) 【発行者:吉野公喜､作成者:小畑文也
(筑波大学心身障害学系)】
岡本智周(早稲田大学国際教育ｾﾝﾀｰ助手) 【岡本智周 (早稲田大学国際教育ｾﾝﾀｰ)】

作成者の名称【問い合わせ先 氏名（大学・機関名等）】

石川一郎文書目録
石川県縄文装身･祭祀具集成(仮称)
石川県白山自然保護ｾﾝﾀｰ研究報告総目次(仮称)
医史学関係文献目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
『維新史料綱要』『復古記』(綱文)ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(史料編纂所歴史情報
処理ｼｽﾃﾑ ‑SHIPS)
遺跡ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
井上円了関係文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
茨城女子短期大学図書館書誌ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
異文研図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

ｱｼﾞｱ経済研究所 図書館雑誌記事検索ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
ｱｼﾞｱ経済研究所図書館･蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
ｱｼﾞｱ社会経済情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
亜細亜大学図書館所蔵図書資料目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ｱｼﾞｱ歴史文化ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ･ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
吾妻鏡
跡見学園女子大学図書館蔵書検索
ｱﾌﾘｶ地域研究資料ｾﾝﾀｰ書誌ﾃﾞｰﾀｰﾍﾞｰｽ
ｱﾌﾘｶにおける植物利用に関するﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
有賀喜佐衛門研究
池田家文庫絵図ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(池田家文庫絵図類総覧)
細川家史料人名索引ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

芥川龍之介作品(小説)のﾃｷｽﾄﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
浅田家文書分類目録

MS Woolfian Text Archive
mﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
NBU総合図書館情報ｼｽﾃﾑ(Nippon Bunri University Information
Control Expert System)
NDK(日本文学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ研究会)
Rashid‑ud‑Din;Jami'O‑il‑tawarix 総索引
R.M.ﾘﾙｹ詩集(文法標識付き)ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
The Theban Necropolis Database(仮称)
VDT労働と健康
愛知学泉大学豊田図書館所蔵資料D.B.
愛知教育大学図書館蔵書を中心とする数学教育文献目録
ｱｲﾇ語静内方言文脈つき語彙集
ｱｲﾇ語資料
ｱｲﾇ語辞典(仮称)
青森明の星短期大学ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
青森中央学院大学･青森中央短期大学 図書館 目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

奈良国立文化財研究所 【小林謙一､森本晋､伊藤智彦 (奈良国立文化財研究所)】
東洋大学井上円了記念学術ｾﾝﾀｰ 【三浦節夫 (東洋大学井上円了記念学術ｾﾝﾀｰ)】
茨城女子短期大学図書館 【片岡 百合子 (茨城女子短期大学図書館)】
神田外語大学異文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究所 【和田 純 (神田外語大学異文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究所)】

NDK(日本文学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ研究会) 【文学部庶務掛 (大阪大学)】
重点領域研究｢ｲｽﾗｰﾑの都市性｣:N班 【松下周二 (東京外国語大学 ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語文化研究所)】
小林栄三郎 【小林栄三郎 (慶應義塾大学藤沢ｷｬﾝﾊﾟｽ言語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究所)】
近藤二郎 【近藤 二郎 (早稲田大学 文学部)】
西山勝夫 【西山勝夫 (滋賀医科大学予防医学講座)】
愛知学泉大学豊田図書館 【丹羽 直美 (愛知学泉大学豊田図書館)】
愛知教育大学数学教育講座 【飯島 康之 (愛知教育大学数学教育講座)】
奥田統己 【奥田統己 (札幌学院大学人文学部)】
切替英雄 【切替英雄 (北海学園大学工学部)】
切替英雄 【切替英雄 (北海学園大学工学部)】
青森明の星短期大学情報処理委員会 【原沢康明 (青森明の星短期大学情報処理委員会)】
青森中央学院大学･青森中央短期大学 図書館情報ｾﾝﾀｰ 【図書館事務室 (青森中央学院
大学･青森中央短期大学 図書館情報ｾﾝﾀｰ)】
上村和美 【上村和美 (関西国際大学)】
浅田家文書研究会 東京大学大学院経済学研究科･経済学部図書館 【武田晴人 (東京大
学大学院経済学研究科･経済学部図書館)】
ｱｼﾞｱ経済研究所図書館 【(日本貿易振興会 ｱｼﾞｱ経済研究所 図書館)】
ｱｼﾞｱ経済研究所 図書館 【(日本貿易振興会 ｱｼﾞｱ経済研究所 図書館)】
経済学部 【石田幸正 (追手門学院大学総合情報教育ｾﾝﾀｰ)】
亜細亜大学学術情報部学術情報課 【青島 勉 (亜細亜大学学術情報部学術情報課)】
文学部情報化検討委員会 柳澤作業部会 【柳澤 明 (早稲田大学 文学部)】
国立歴史民俗博物館 【高橋 一樹 (国立歴史民俗博物館･歴史研究部)】
跡見学園女子大学図書館 【(跡見学園女子大学図書館)】
ｱﾌﾘｶ地域研究資料ｾﾝﾀｰ 【山越 言 (京都大学ｱﾌﾘｶ地域研究資料ｾﾝﾀｰ情報資料室)】
ｱﾌﾛｰﾗ･ｺﾐｯﾃｨ 【木村 大治 (京都大学ｱﾌﾘｶ地域研究資料ｾﾝﾀｰ)】
武笠俊一 【武笠俊一 (三重大学人文学部)】
岡山大学附属図書館 【情報ｻｰﾋﾞｽ課電子情報係 (岡山大学附属図書館)】
東京大学史料編さん所近世史料部門近世第2室(担当:松澤克行) 【松澤 克行 (東京大学
史料編纂所)】
東京大学大学院経済学研究科･経済学部図書館 【武田晴人 (東京大学大学院経済学研究科)】
石川考古学研究会縄文装身･祭祀部会 【平口哲夫 (金沢医科大学医学部)】
石川県白山自然保護ｾﾝﾀｰ 【野上 達也 (石川県白山自然保護ｾﾝﾀｰ)】
日本医史学会 【酒井 ｼﾂﾞ (日本医史学会)】
『維新史料綱要』ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【小野 将 (東京大学史料編纂所)】

坂本正雄 【坂本正雄 (和歌山大学教育学部)】
宮下 英明 MIYASHITA Hideaki 【宮下 英明 (北海道教育大学教育学部岩見沢校)】
日本文理大学図書館 【小平 正典 (日本文理大学図書館)】

加賀藩侍帳(仮称)

音楽学基礎文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
音響資料目録情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ｵﾝﾗｲﾝ目録
貝原益軒ｱｰｶｲﾌﾞ
開発協力関連図書資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
花押ｶｰﾄﾞﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(平安時代･鎌倉時代)

ｲﾍﾞﾝﾄﾃﾞｰﾀ
岩手大学蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ美術館(仮称)
ｲﾝﾄﾞ学仏教学ﾃｷｽﾄ･ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
ｲﾝﾄﾞ学仏教学論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
蔭涼軒日録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
受入雑誌論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
羽陽学園短期大学附属図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
栄花物語･大鏡･今鏡人名索引
英国小説翻訳一覧
英語教育ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
映像音響資料学術研究情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(外国語)
映像音響資料学術研究情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(日本語)
映像資料目録情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
栄養情報基盤DB(仮称)
江戸時代における人口分析ｼｽﾃﾑ
江戸府内の橋梁ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
演能記録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
奥州棚倉藩阿部家文書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ版(仮)
追手門学院大学附属図書館ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
欧米社会科学書誌ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
大分大学経済学部経済論集等目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
大型ｺﾚｸｼｮﾝﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ
大倉精神文化研究所沿革資料目録(仮称)
大阪青山短期大学図書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
大阪国際女子大学･大阪国際女子短期大学附属図書館Digital Library
(大阪国際女子大学紀要等学術情報ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽを含む)
大阪市立大学医学部所蔵の古人骨(仮称)
大阪市立博物館 館蔵品ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
大阪信愛女学院短期大学図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
大谷女子大･短大図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
岡山藩人物情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ"諸職交替"
小笠原諸島に関する人文･社会科学関係文献目録
沖縄･琉球史料目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
安部みき子 【安部 みき子 (大阪市立大学医学部解剖学第2講座)】
大阪市立博物館 資料室 【澤井 浩一 (大阪市立博物館 学芸課 資料室担当)】
大阪信愛女学院短期大学図書館 【谷嶋正彦 (大阪信愛女学院短期大学図書館)】
大谷女子大学図書館･大谷女子短期大学図書館 【(大谷女子大学図書館)】
岡山大学附属図書館 【情報ｻｰﾋﾞｽ課電子情報係 (岡山大学附属図書館)】
ﾀﾞﾆｴﾙ･ﾛﾝｸﾞ 【ﾀﾞﾆｴﾙ･ﾛﾝｸﾞ (東京都立大学人文学部)】
九州大学大学院人文科学研究院東洋史学研究室 【東洋史学研究室･沖縄歴史情報研究会
会長 岩崎 宏之 (九州大学大学院人文科学研究院･常盤大学 ｺﾐｭﾆﾃｨ 振興学部)】
東京芸術大学音楽学部楽理科 【(東京芸術大学 音楽学部楽理科)】
国立民族学博物館 【中川 隆 (国立民族学博物館情報管理施設情報ｼｽﾃﾑ課ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ開発係)】
流通経済大学図書館 【(流通経済大学図書館)】
中村学園大学図書館 【図書課長 猿渡健一 (中村学園大学図書館)】
国際開発ｾﾝﾀｰ調査部情報ﾕﾆｯﾄ 【調査部情報ﾕﾆｯﾄ ((財)国際開発ｾﾝﾀｰ)】
｢花押画像のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ構築とその計測処理とに関する基礎的研究｣研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【林 譲
(東京大学史料編纂所)】
日本近世初期における渡来朝鮮人の研究研究会(代表者鶴園 裕:金沢大学経済学部) 【中

国学院大学日本文化研究所祭礼ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 【茂木栄 (国学院大学日本文化研究所)】
岩手大学附属図書館 【附属図書館図書情報係 (岩手大学)】
筑波大学芸術学系 【山中 敏正 (筑波大学芸術学系)】
佐藤義博 【佐藤義博 (函館短期大学)】
日本印度学仏教学会 【佐藤厚または師茂樹 (日本印度学仏教学会ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｾﾝﾀｰ)】
【情報管理施設情報課ﾃﾞｰﾀ管理係 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】
城 萬里子 【城 萬里子 (熊本大学文学部文学科研究事務室)】
附属図書館 【高橋 明子 (羽陽学園短期大学附属図書館)】
中村康夫 【中村康夫 (国文学研究資料館)】
大野 龍浩 【大野 龍浩 (熊本大学文学部)】
小川清･岐阜大学松川礼子 【小川清 (常葉学園大学)】
国立民族学博物館 【中川 隆 (国立民族学博物館情報管理施設情報ｼｽﾃﾑ課ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ開発係)】
国立民族学博物館 【中川 隆 (国立民族学博物館情報管理施設情報ｼｽﾃﾑ課ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ開発係)】
国立民族学博物館 【中川 隆 (国立民族学博物館情報管理施設情報ｼｽﾃﾑ課ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ係)】
国立健康･栄養研究所 【松村康弘 (国立健康･栄養研究所 成人健康･栄養部)】
川口 洋 【川口 洋 (帝塚山大学経営情報学部)】
信州大学工学部社会開発工学科清水研究室 【清水 茂 (信州大学工学部社会開発工学科)】
演能記録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ研究会 【表 章 (野上記念法政大学能楽研究所)】
学習院大学 史料館 【針谷 武志 (学習院大学 史料館)】
追手門学院大学附属図書館 【前所 和夫 (追手門学院大学附属図書館)】
RINET(Regional Information Network) Society 【松井幸子 (図書館情報大学)】
大分大学経済研究所,経済学部情報ｼｽﾃﾑ管理室 【下田 憲雄 (大分大学経済学部)】
東京大学附属図書館 【浜田 悟 (東京大学附属図書館)】
財団法人大倉精神文化研究所 【平井 誠二 (財団法人大倉精神文化研究所)】
大阪青山短期大学図書館 【情報係 (大阪青山短期大学図書館)】
大阪国際女子大学･短期大学附属図書館 【(大阪国際女子大学･短期大学附属図書館)】

学習･記憶
学習空間に関する映像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
学術研究活動ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
学術研究論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
学生総合情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ｶﾞｰﾀﾞﾏｰ邦語二次文献
学校数学における授業実践記録
学校における教育実践研究主題ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
川合文書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ｷｪﾙｹｺﾞｰﾙ文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
菊池文書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
記号論理ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
北九州大学付属図書館蔵書目録(仮称)
貴重原板の文化財画像情報ｼｽﾃﾑ
紀年銘土器･陶磁器ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
旧華族家史料の所在調査

館蔵文書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
看聞御記ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
漢訳ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ･瑜伽論, 漢訳ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ･婆沙論
外国雑誌目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
外書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
外像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
学位論文一覧

館蔵資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
館蔵中世古文書

歌舞伎評判記集成第一期芸能索引
漢籍叢書国内所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

活水論文集目次情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
神奈川県の農業情報
金沢文庫資料情報検索ｼｽﾃﾑ
金沢文庫図書資料情報検索ｼｽﾃﾑ
仮名手本忠臣蔵ﾃｷｽﾄﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

鹿児島大学多島圏研究ｾﾝﾀｰ出版目録(仮称)
火山地形ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

核に関する宇大構成員の意識調査(1986年)
鹿児島工業高等専門学校図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

野 節子 (金沢大学文学部史学科日本史学研究室)】
軍縮と核兵器廃絶を求める宇都宮大学教員有志の集い 【田中秀幸 (宇都宮大学農学部)】
鹿児島工業高等専門学校 庶務課図書係 【堀 敏郎 (鹿児島工業高等専門学校 庶務課
図書係)】
鹿児島大学多島圏研究ｾﾝﾀｰ 【多島圏 (鹿児島大学多島圏研究ｾﾝﾀｰ)】
建設省国土地理院 地理調査部 地理調査技術開発室 【(建設省国土地理院 地理調
査部 地理第三課)】
活水女子大学･短期大学 図書課 【(図書課)】
神奈川県農業総合研究所 経営情報部 【原 康明 (神奈川県農業総合研究所 経営情報部)】
神奈川県立金沢文庫 【永井 晋 (神奈川県立金沢文庫)】
神奈川県立金沢文庫 【遠藤 裕邦 (神奈川県立金沢文庫)】
宇部短期大学文学科国語国文学専攻学生､同情報計数学科学生 【前田 桂子 (宇部短期
大学)】
土田 衛 【(園田学園女子大学 近松研究所)】
京都大学人文科学研究所附属漢字情報研究ｾﾝﾀｰ 【事務掛 (京都大学人文科学研究所附属
漢字情報研究ｾﾝﾀｰ)】
国立歴史民俗博物館 【資料課情報処理係.登録台帳係 (国立歴史民俗博物館)】
国立歴史民俗博物館田中本調査団･中世研究部門 【井原今朝男･小島道裕･高橋一樹 (国
立歴史民俗博物館)】
山口県文書館 【(山口県文書館)】
【情報管理施設情報課ﾃﾞｰﾀ管理係 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】
瑜伽行思想研究会 【早島 理 (長崎大学 教育学部 教授)】
富山大学経済学部資料室 【田中 寛子 (富山大学経済学部資料室)】
国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ 【情報管理施設 情報課 ﾃﾞｰﾀ管理係 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】
国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ 【情報管理施設情報課ﾃﾞｰﾀ管理係 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】
新潟大学大学院現代社会文化研究科情報ﾈｯﾄﾜｰｸ委員会 【岩本篤志 (新潟大学大学院現代
社会文化研究科)】
日本大学医学部薬理学教室 【石川紘一 (日本大学医学部薬理学教室)】
阿部 彰(大阪大学人間科学部教授) 【阿部 彰 (大阪大学人間科学部)】
藤倉 隆 【藤倉 隆 (藤田保健衛生大学医学部法医学教室)】
文部省 学術情報ｾﾝﾀｰ 【高野 順子 (高知医科大学)】
千葉工業大学情報工学科 【伊與田光宏 (千葉工業大学情報工学科)】
巻田 悦郎 【巻田 悦郎 (東京理科大学 経営学部)】
愛知教育大学数学教育講座 【飯島 康之 (愛知教育大学教育学部)】
国立教育研究所 【吉岡亮衛 (国立教育研究所教育情報･資料ｾﾝﾀｰ･教育情報調査室)】
富山大学 附属図書館 【山田 正芳 (富山大学 附属図書館情報ｻｰﾋﾞｽ課 学術情報係)】
関西学院大学ｷｪﾙｹｺﾞｰﾙ文献ｼｽﾃﾑ作成共同研究会 【橋本淳 (関西学院大学神学部)】
富山大学 附属図書館 【山田 正芳 (富山大学 附属図書館情報ｻｰﾋﾞｽ課 学術情報係)】
土屋俊 【土屋俊 (千葉大学文学部)】
北九州大学付属図書館 【香月 敬二 (北九州大学付属図書館)】
貴重原板の文化財画像情報ｼｽﾃﾑ構築委員会 【佐々木 利和 (東京国立博物館)】
国立歴史民俗博物館 【村木 二郎 (国立歴史民俗博物館 考古研究部)】
学習院大学史料館 【長佐古美奈子 (学習院大学史料館)】

近世窯業遺跡ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
近世窯業関係主要文献目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
近代初期英語(16世紀前半)ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
岐阜経済大学図書館蔵書ﾃﾞｰﾀ
玉葉(鎌倉時代の貴族の日記)
熊本学園大学 蔵書検索
熊本大学紀要ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ ―教育学部紀要―
熊本大学紀要ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ―文学部論叢―
熊本大学三十年史ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

教職員研修講座ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
京都市立芸術大学芸術資料館収蔵品目録
京都大学総合博物館標本ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
共立女子大学総合文化研究所年報目次
杏林大学図書館ｵﾝﾗｲﾝ閲覧目録
近現代中国人物別称ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

教材ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 心理学実験実習用教材

教科教育実践学(国語科)関係資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
教材ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

教育資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
教育認知心理学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
教育用ｿﾌﾄｳｪｱ情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
教科教育関係文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

教育研究論文索引
教育工学関係文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

教育研究文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

教育研究所･教育ｾﾝﾀｰ刊行論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

旧高旧領取調帳
九州看護福祉大学 学術情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
九州女子大学附属図書館ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ管理ｼｽﾃﾑ
旧ﾄﾞｲﾂ民主共和国｢体育の理論と実践｣誌記事ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
共愛学園前橋国際大学図書館図書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
教育開発国際協力人材ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
教育関係法制資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(昭和期)
教育学系博士･修士学位論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
教育･教職関連新聞記事ひろい読み

塚本学 【湯浅 隆 (国立歴史民俗博物館)】
九州看護福祉大学図書館 【加藤 麻樹 (九州看護福祉大学)】
九州女子大学附属図書館 【(九州女子大学附属図書館)】
綿引勝美 【綿引勝美 (鳴門教育大学)】
共愛学園前橋国際大学図書館 【茂木 とし子 (共愛学園前橋国際大学図書館)】
広島大学教育開発国際協力研究ｾﾝﾀｰ 【黒田一雄 (教育開発国際協力研究ｾﾝﾀｰ(広島大学))】
阿部彰(大阪大学人間科学部教授) 【阿部彰 (大阪大学人間科学部)】
国立教育研究所 【吉岡亮衛 (国立教育研究所教育情報･資料ｾﾝﾀｰ･教育情報調査室)】
武庫川女子大学文学部英語文化学科 中植 雅彦 【中植 雅彦 (武庫川女子大学文学部
英語文化学科)】
国立教育研究所/全国教育研究所連盟 【吉岡亮衛 (国立教育研究所教育情報･資料ｾﾝﾀｰ･
教育情報調査室)】
岐阜大学教育学部附属ｶﾘｷｭﾗﾑ開発研究ｾﾝﾀｰ 【村瀬 康一郎 (岐阜大学教育学部附属ｶﾘｷｭ
ﾗﾑ開発研究ｾﾝﾀｰ)】
国立教育研究所 【吉岡 亮衛 (国立教育研究所教育情報･資料ｾﾝﾀｰ教育情報調査室)】
岐阜大学教育学部附属ｶﾘｷｭﾗﾑ開発研究ｾﾝﾀｰ,国立大学教育実践研究関連ｾﾝﾀｰ協議会 【村
瀬 康一郎 (岐阜大学教育学部附属ｶﾘｷｭﾗﾑ開発研究ｾﾝﾀｰ)】
奈良教育大学教育資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【藤原 公昭 (奈良教育大学教育実践総合ｾﾝﾀｰ)】
皆川直凡 【皆川直凡 (鳴門教育大学)】
国立教育研究所 【吉岡亮衛 (国立教育研究所教育情報･資料ｾﾝﾀｰ･教育情報調査室)】
岐阜大学教育学部附属ｶﾘｷｭﾗﾑ開発研究ｾﾝﾀｰ,国立大学教育工学ｾﾝﾀｰ協議会 【(岐阜大学
教育学部附属ｶﾘｷｭﾗﾑ開発研究ｾﾝﾀｰ)】
教科教育実践学(国語科)関係資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 【附属図書館長 (鳴門教育大学附属図書館)】
岐阜大学教育学部附属ｶﾘｷｭﾗﾑ開発研究ｾﾝﾀｰ, 学習ｼｽﾃﾑ研究会 【村瀬 康一郎 (岐阜大
学教育学部附属ｶﾘｷｭﾗﾑ開発研究ｾﾝﾀｰ)】
心理学実験実習用教材ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成部会 心理学実験実習用教材 【木村裕 (早稲
田大学)】
国立教育研究所 【吉岡亮衛 (国立教育研究所教育情報･資料ｾﾝﾀｰ･教育情報調査室)】
京都市立芸術大学芸術資料館 【松尾芳樹 (京都市立芸術大学芸術資料館)】
京都大学総合博物館 【角谷 岳彦 (京都大学総合博物館情報発信系)】
共立女子大学総合文化研究所 【國分 建志 (共立女子大学総合文化研究所)】
杏林大学図書館 【児玉 閲 (杏林大学図書館)】
京都大学人文化学研究所附属漢字情報研究ｾﾝﾀｰ 【村田康彦 (京都大学人文科学研究所附
属漢字情報研究ｾﾝﾀｰ)】
国立歴史民俗博物館 【村木 二郎 (国立歴史民俗博物館 考古研究部)】
国立歴史民俗博物館 【村木 二郎 (国立歴史民俗博物館 考古研究部)】
久屋孝夫 【久屋孝夫 (西南学院大学)】
岐阜経済大学図書館 【井上 邦江 (岐阜経済大学図書館)】
国立歴史民俗博物館 【井原 今朝男 (国立歴史民俗博物館･歴史研究部)】
熊本学園大学付属海外事情研究所 【中山由紀 (熊本学園大学付属海外事情研究所)】
学内学術出版物電子化ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 【(熊本大学附属図書館情報管理課電子情報係)】
学内学術出版物電子化ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 【(熊本大学附属図書館 情報管理課電子情報係)】
学内学術出版物電子化ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 【(熊本大学附属図書館情報管理課電子情報係)】

古記録ﾌﾙﾃｷｽﾄﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(史料編算所歴史情報処理ｼｽﾃﾑ‑SHIPS
Internet‑)
国語学研究文献総索引
国語学研究文献目録･雑誌編
『国語学』｢展望｣ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
国際学院研究紀要論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
国際仏教学大学院大学附属図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
(国際武道大学)教員研究成果目録
国内展覧会目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
国内埋蔵文化財発掘調査報告書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
国文学研究画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
国文学研究資料館OPAC
国文学論文目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
国立民族学博物館所蔵雑誌ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

高知高専蔵書検索ｼｽﾃﾑ
交通事故と被服の視認性に関するﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
高等教育機関における女性学関連科目ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
高等教育研究ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
高等教育統計ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
高等教育文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
甲南女子大学図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
神戸大学教育学部･発達科学部卒業生名簿(仮称)
高野山大学所蔵図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
高齢者･介護者ｶﾙﾃﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

高校入試問題ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

倉敷市立短期大学研究情報(仮称)
呉地域研究情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ｸﾞﾙｼﾞｱ学関係ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
工工四(くんくんしい)ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
群馬大学附属図書館所蔵貴重資料画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
慶應義塾写真ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
兼顕卿記
顕昭歌学書歌句索引
芸能記録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
源氏物語機械可読ﾃｷｽﾄ
現代に生きる四国遍路道
現代日本語名詞ｼｿｰﾗｽ(仮称)
航空写真検索ｼｽﾃﾑ

ｸﾒｰﾙ語ﾃﾞｰﾀ

for

国語学会･国立国語研究所 【熊谷 康雄 (国立国語研究所 情報資料研究部)】
国立国語研究所､国語学会 【江川清 (国立国語研究所情報資料研究部)】
国語学会ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ委員会 【豊島正之 (東京外国語大学ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語文化研究所)】
国際学院埼玉短期大学 【田口 幸樹 (国際学院埼玉短期大学)】
国際仏教学大学院大学附属図書館 【調査課 (国際仏教学大学院大学附属図書館)】
国際武道大学図書館 【清野義弘 (国際武道大学図書館)】
東京国立博物館資料部資料第三研究室 【岩佐光晴･横溝廣子 (東京国立博物館資料部)】
東京国立博物館資料部資料第三研究室 【岩佐光晴･横溝廣子 (東京国立博物館資料部)】
国文学原資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｸﾞﾙｰﾌﾟ 【研究情報部助教授 原 正一郎 (国文学研究資料館)】
国文学研究資料館 【情報管理係 (国文学研究資料館)】
国文学研究資料館 【ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ室 (国文学研究資料館研究情報部)】
国立民族学博物館 【岡田 正章 (国立民族学博物館情報管理施設情報ｻｰﾋﾞｽ課文献図書係)】

東京外国語大学 ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語文化研究所(担当:坂本恭章) 【情報ｼｽﾃﾑ係 (東京外国語
大学 ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語文化研究所)】
倉敷市立短期大学及び個人 【永田 桂輔 (倉敷市立短期大学)】
呉大学平尾研究室(平尾元彦) 【平尾元彦 (呉大学社会情報学部)】
北川誠一 【北川誠一 (東北大学大学院国際文化研究科)】
金城厚 【金城厚 (沖縄県立芸術大学音楽学部)】
群馬大学附属図書館 【高橋 昭夫 (群馬大学附属図書館)】
慶應義塾大学､(株)日立製作所 【ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽﾒﾃﾞｨｱ担当 (慶應義塾大学ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ本部)】
水藤真 【小島 道裕 (国立歴史民俗博物館)】
中村康夫 【中村康夫 (国文学研究資料館)】
芸能記録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ編纂ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【樹下文隆 (広島女子大学)】
近藤泰弘 【近藤泰弘 (青山学院大学文学部)】
道空間研究会(早稲田大学文学部) 【長田攻一 (早稲田大学文学部 道空間研究会)】
荻野綱男 【荻野綱男 (東京都立大学人文学部)】
奈良国立文化財研究所 【小林謙一､森本晋､伊藤智彦 (奈良国立文化財研究所埋蔵文化財
ｾﾝﾀｰ情報資料室)】
高校入試問題ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会 【坂谷内勝 (国立教育研究所教育情報･資料ｾﾝﾀｰ教育
情報研究協力室)】
株式会社ﾌﾞﾚｲﾝﾃｯｸ 【澤田 明美 (庶務課図書係 高知工業高等専門学校)】
和洋女子大学 高橋和雄 【高橋和雄 (和洋女子大学)】
国立婦人教育会館 【柿沼 徹 (国立婦人教育会館婦人教育情報ｾﾝﾀｰ)】
早稲田大学文学部教育学教育作業部会 【沖 清豪 (早稲田大学文学部)】
広島大学高等教育研究開発ｾﾝﾀｰ 【小方 直幸 (広島大学高等教育研究開発ｾﾝﾀｰ)】
広島大学高等教育研究開発ｾﾝﾀｰ 【小方 直幸 (広島大学高等教育研究開発ｾﾝﾀｰ)】
甲南女子大学図書館 【(甲南女子大学図書館)】
神戸大学教育学部･発達科学部同窓会(紫陽会) 【横尾能範 (神戸大学国際文化学部)】
高野山大学図書館 【武田 陽一郎 (高野山大学図書館)】
東北大学大学院 経済学研究科 福祉経済設計講座室 【関田 康慶 (東北大学大学院
経済学研究科 福祉経済設計講座)】
東京大学史料編纂所古記録ﾌﾙﾃｷｽﾄﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｸﾞﾙｰﾌﾟ 【石上英一 (東京大学史料編纂所)】

郷土資料目録ﾃﾞｰﾀ

(社)中国研究所ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
臭気成分8群の保持値と臭気発生源別のｷｬﾗｸﾀﾘｾﾞｰｼｮﾝおよび健康指
標に関するﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
宗教民俗学資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

在日本朝鮮古書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
雑誌･紀要等掲載論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
雑誌特集索引《ｽﾎﾟｰﾂ･健康･教育》
滋賀文化短期大学蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
仕事着ｺﾚｸｼｮﾝ画像(仮称)
自然災害科学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
悉曇学書誌ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
島根県立国際短大図書館目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
ﾍﾞｰｽ(仮称)
社会･意識調査ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
写真資料学術研究情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
写真ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

小噺本文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
古墳時代石製腕飾ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
駒沢女子大学図書館ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
古文書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(史料編纂所歴史情報処理ｼｽﾃﾑ‑SHIPS‑)
埼玉県立大学図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
相模女子大学附属図書館所蔵目録(仮称)
左経記
札幌学院大学図書館蔵書目録
札幌の宅地所有
三省堂言語大辞典ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

古都の雅をもとめて−世界で読まれる京都の文学−
子どもの心を理解するための絵本のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

古地図ｺﾚｸｼｮﾝ
古典教育文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
古典語彙ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
古典文庫ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

国立民族学博物館所蔵図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
古写真ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
古写真ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
古写真ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
古代ｵﾘｴﾝﾄ博物館出版物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
古代地方官衙･居宅･寺院関係遺跡文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

田島照久

【田島照久 (早稲田大学第一文芸部)】

社会･意識調査ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 【新國 三千代 (札幌学院大学社会情報学部)】
国立民族学博物館 【中川 隆 (国立民族学博物館情報管理施設情報ｼｽﾃﾑ課ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ開発係)】
奈良国立文化財研究所 【小林謙一､森本晋､伊藤智彦 (奈良国立文化財研究所埋蔵文化財
ｾﾝﾀｰ情報資料室)】
(社)中国研究所 【((社)中国研究所)】
【二木安之 (信州大学医学部衛生学教室)】

国立民族学博物館 【岡田 正章 (国立民族学博物館情報管理施設情報ｻｰﾋﾞｽ課文献図書係)】
国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ 【情報管理施設 情報課 ﾃﾞｰﾀ管理係 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】
東京大学史料編纂所 【馬場 章 (東京大学史料編纂所)】
東京大学史料編さん所 【箱石 大 (東京大学史料編さん所)】
古代ｵﾘｴﾝﾄ博物館研究部 【脇田重雄 (古代ｵﾘｴﾝﾄ博物館研究部)】
奈良国立文化財研究所 埋蔵文化財ｾﾝﾀｰ集落遺跡研究室 【小林謙一､森本晋､伊藤智彦
(奈良国立文化財研究所)】
国立歴史民俗博物館 【青山宏夫 (国立歴史民俗博物館 歴史研究部)】
内藤一志 【内藤一志 (北海道教育大学函館校国語科)】
西端幸雄 【西端幸雄 (大阪樟蔭女子大学)】
東京外国語大学ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語文化研究所 情報資源利用研究ｾﾝﾀｰ 【豊島 正之 (東京
外国語大学ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語文化研究所)】
京都外国語大学付属図書館 【(京都外国語大学付属図書館)】
鳴門教育大学附属図書館 児童図書室 【佐々木宏子 (鳴門教育大学学校教育学部幼児教
育講座)】
噺本大系本文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｸﾞﾙｰﾌﾟ 【安永尚志 (国文学研究資料館)】
国立歴史民俗博物館 【杉山晋作 (国立歴史民俗博物館･考古研究部)】
駒沢女子大学 【中村康子 (駒沢女子大学･駒沢女子短期大学図書館)】
東京大学史料編纂所古文書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【近藤成一 (東京大学史料編纂所)】
埼玉県立大学 図書館 【図書館 (埼玉県立大学)】
相模女子大学附属図書館 【馬場 敏子 (相模女子大学附属図書館)】
国立歴史民俗博物館 【仁藤敦史 (国立歴史民俗博物館歴史研究部)】
札幌学院大学図書館 【札幌学院大学図書課図書係 (札幌学院大学)】
瀬川信久(北海道大学法学部) 【瀬川信久 (北海道大学法学部)】
東京外国語大学ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語文化研究所 情報源利用研究ｾﾝﾀｰ 【豊島 正之 (東京外
国語大学ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語文化研究所)】
藤本幸夫 【藤本幸夫 (富山大学人文学部)】
日本社会事業大学図書館 【(日本社会事業大学図書館)】
順天堂大学図書館分館雑誌係 【志村 金也 (順天堂大学図書館分館)】
滋賀文化短期大学図書館 【図書館 (滋賀文化短期大学)】
国立歴史民俗博物館 【朝岡康二 (国立歴史民俗博物館 民俗研究部)】
九州大学西部地区自然災害資料ｾﾝﾀｰ 【橋本晴行 (九州大学西部地区自然災害資料ｾﾝﾀｰ)】
竹内信夫 【竹内信夫 (東京大学大学院総合文化研究科比較文学比較文化研究室)】
島根県立国際短期大学図書館 【藤田 儒聖 (島根県立国際短期大学図書館)】

樹木年輪情報検索ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(TRIDAS)(仮称)
自由民権運動研究文献目録
城館城下発掘ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
上武大学附属図書館蔵書目録(仮称)
上方歌舞伎番付総合ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

新編日蓮宗年表ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
新方言面接調査
実践女子大学図書館向田邦子文庫目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
児童文学関係雑誌記事索引ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
住民自治組織調査
授業記録ｱｰｶｲﾌﾞ(仮称)

｢新劇｣総目次
新聞記事ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
新聞社説索引集

所蔵史料目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
所蔵図書･研究文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
所蔵図書雑誌ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
所蔵図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮)
所蔵洋雑誌･資料目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
所蔵和雑誌･資料目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
所蔵和･洋図書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
白梅学園短期大学図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
史料編纂所所蔵肖像画模本ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

昭和定本日蓮聖人遺文ｼｽﾃﾑ
初期庄園関係研究文献目録
續日本紀ﾃｷｽﾄﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
食品と栄養ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
所蔵音響資料(ｵｰﾌﾟﾝﾃｰﾌﾟ)ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

肖像情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

淑徳短期大学図書館蔵書目録(仮称)
出土鏡ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
主要神社ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
頌栄短期大学図書館蔵書ﾏｽﾀｰ(仮称)
荘園関係文献目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
障害児教育論文db(仮称)

淑徳短期大学図書館 【芹川 博通 (淑徳短期大学図書館)】
国立歴史民俗博物館 【白石 太一郎 (国立歴史民俗博物館考古研究部)】
国学院大学日本文化研究所祭礼ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 【茂木栄 (国学院大学日本文化研究所)】
頌栄短期大学図書館 【頌栄短期大学図書館 (頌栄短期大学図書館)】
国立歴史民俗博物館 【高橋 一樹 (国立歴史民俗博物館･歴史研究部)】
福岡教育大学 障害児教育講座､障害児治療教育ｾﾝﾀｰ 【藤金 倫徳 (福岡教育大学 障
害児教育講座)】
東京大学史料編さん所 画像史料解析ｾﾝﾀｰ 【黒田 日出男 (東京大学史料編さん所附属
画像史料解析ｾﾝﾀｰ)】
身延山久遠寺 【(立正大学仏教学部事務室)】
小口雅史 【小口雅史 (法政大学)】
京都大学大型計算機ｾﾝﾀｰ 【ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ相談室 (京都大学大型計算機ｾﾝﾀｰ)】
食品と栄養ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会 【吉村幸雄 (四国大学)】
東京藝術大学音楽学部 小泉文夫記念資料室､同室長東京藝術大学教授 拓殖元一を代表
とする文部省科学研究費助成を受けた研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【(東京藝術大学音楽学部 小泉
文夫記念資料室)】
東京大学史料編さん所図書室 【(東京大学史料編さん所図書室 史料掛)】
東京都立教育研究所 企画調査部 【山下 哲 (都立教育研究所 企画調査部)】
日本社会事業大学図書館 【(日本社会事業大学図書館)】
学習院大学 史料館 【針谷 武志 (学習院大学 史料館)】
国立特殊教育総合研究所 【研修情報課普及係 (国立特殊教育総合研究所)】
県立長崎ｼｰﾎﾞﾙﾄ大学附属図書館 【山浦靖幸 (県立長崎ｼｰﾎﾞﾙﾄ大学)】
国立特殊教育総合研究所 【研修情報課普及係 (国立特殊教育総合研究所)】
国立特殊教育総合研究所 【研修情報課普及係 (国立特殊教育総合研究所)】
白梅学園短期大学図書館 【(白梅学園短期大学図書館)】
東大史料編さん所附属画像史料解析ｾﾝﾀｰ 【黒田日出男 (東京大学史料編さん所附属画像
史料解析ｾﾝﾀｰ)】
ASAHIﾈｯﾄ演劇談話室有志 【瀬戸 宏 (摂南大学)】
国立婦人教育会館 【柿沼 徹 (国立婦人教育会館婦人教育情報ｾﾝﾀｰ)】
東京大学社会情報研究所附属情報ﾒﾃﾞｨｱ研究資料ｾﾝﾀｰ 【稲垣秀人 (東京大学社会情報研
究所調査室)】
日蓮宗宗務院 【(立正大学仏教学部事務室)】
【井上史雄 (東京外国語大学共通講座一般教育(人文))】
実践女子大学図書館 【(実践女子大学図書館)】
梅花女子大学･梅花短期大学 図書館 【山口紀久子 (梅花女子大学 図書館)】
岡山大学教育学部 野邊ｾﾞﾐ 【野邊政雄 (岡山大学教育学部)】
宮城教育大学教育学部附属教育臨床総合研究ｾﾝﾀｰ 【本間明信 (宮城教育大学教育学部附
属教育臨床総合研究ｾﾝﾀｰ)】
｢樹木年輪｣研究会 【野田真人 (北海道大学農学部附属中川地方演習林)】
国立歴史民俗博物館 【新井 勝紘 (国立歴史民俗博物館 歴史研究部)】
国立歴史民俗博物館 考古研究部 【千田 嘉博 (国立歴史民俗博物館･考古研究部)】
上武大学附属図書館及び分館 【田村暢子 (上武大学附属図書館)】
番付研究会･近松研究所(園田学園女子大学) 【(園田学園女子大学近松研究所)】

大正･昭和戦前期における日独言語文化交流に関する書誌ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
大正新脩大蔵経ﾃｷｽﾄﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
大正大学附属図書館蔵書目録
高岡高商蔵書(洋書)目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

宗源宣旨ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
双方向型錦絵DB
卒業論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
園田学園女子大学図書館ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
ｿﾋﾞｴﾄ･ﾛｼｱ教育史年表ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
続詞花集和歌･人名･主要語句索引
ﾀｲ国三印法典のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ﾀｲ語ﾃﾞｰﾀ

前方後円墳ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
宋会要輯稿編年ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

世界綱目索引
全神社ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
禅知識ﾍﾞｰｽ

生物分野文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
西洋古代･中世哲学ﾃｷｽﾄ･ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

女性学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ90
女性学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ93
女性学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(現在OPACに吸収したので､ｵﾘｼﾞﾅﾙの形態でのﾃﾞｰﾀﾍﾞ
ｰｽは存在しない｡)
ｼﾞｮﾝ･ｸﾞｯﾄﾞｳｨﾝおよび関連文献目録
人類学的資料ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
水銀関連文献検索ｼｽﾃﾑ
数学教育における授業分析と評価･Estimation･Number Sense
『菅原伝授手習鑑｣ﾃｷｽﾄﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
鈴鹿国際大学･大学院教員研究論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
鈴木大拙雑誌新聞単行書等初出一覧
ｽﾍﾟｲﾝ語検索ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称), ｽﾍﾟｲﾝ語の熟語ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ, ｽﾍﾟｲﾝ語
文法用語集
ｽﾍﾟｲﾝ地域研究ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
ｽﾗﾌﾞ地域研究文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
摺物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
政治･立法過程文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
山本哲 【山本哲 (愛知県立大学)】
ｽﾗﾌﾞ学文献研究会ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成班 【松田潤 (札幌大学女子短期大学部)】
摺物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｸﾞﾙｰﾌﾟ 【鶴田啓 (東京大学史料編さん所)】
京都大学大学院法学研究科附属国際法政文献資料ｾﾝﾀｰ 【竹島武郎 (京都大学大学院法学
研究科附属国際法政文献資料ｾﾝﾀｰ)】
BioScience Information Service 【佐伯 勇 (大阪大学大型計算機ｾﾝﾀｰ研究開発部)】
中川純男,水田英実(広島大学文学部教授),川添信介(京都大学文学部助教授),上枝美典(福
岡大学人文学部講師) 【中川純男 (慶應義塾大学文学部)】
近藤瑞男､内田保廣､舩戸美智子 【館泉(船戸)美智子 (東京工業高等専門学校)】
国学院大学日本文化研究所祭礼ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 【茂木栄 (国学院大学日本文化研究所)】
花園大学国際禅学研究所 禅知識ﾍﾞｰｽ共同研究班 【Michel Mohr(ﾐｼｪﾙ･ﾓｰﾙ) (花園大学
国際禅学研究所)】
総合情報学部 小沢一雅 【小沢一雅 (大阪電気通信大学情報工学部)】
京都大学人文科学研究所附属漢字情報研究ｾﾝﾀｰ 【事務掛 (京都大学人文科学研究所附属
漢字情報研究ｾﾝﾀｰ)】
井上智勝 【井上 智勝 (大阪市立博物館 学芸課)】
錦絵DBｸﾞﾙｰﾌﾟ 【宮地 正人 (東京大学史料編纂所)】
日本社会事業大学図書館 【(日本社会事業大学図書館)】
園田学園女子大学図書館 【吉村 康子 (園田学園女子大学図書館)】
所伸一 【所伸一 (北海道大学教育学部)】
日本労働研究機構ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ管理部 【ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ管理部運用課 (日本労働研究機構)】
中村康夫 【中村康夫 (国文学研究資料館)】
【柴山守 (大阪市立大学 学術情報総合ｾﾝﾀｰ)】
東京外国語大学ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語文化研究所(担当:坂本恭章) 【情報ｼｽﾃﾑ係 (東京外国語大
学 ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語文化研究所)】
中埜芳之･中直一･我田広之･津田保夫･福田覚･上村和美 【中 直一 (大阪大学言語文化部)】
大蔵経ﾃｷｽﾄﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ研究会 【下田 正弘 (大蔵経ﾃｷｽﾄﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ研究会)】
大正大学附属図書館 【巻田 英人 (大正大学附属図書館)】
富山大学経済学部助手室 富山大学経済学部資料室 【谷川 裕子
(富山大学経済学部資料室)】

国立婦人教育会館 【柿沼 徹 (国立婦人教育会館婦人教育情報ｾﾝﾀｰ)】
国立婦人教育会館 【柿沼 徹 (国立婦人教育会館情婦人教育情報ｾﾝﾀｰ)】
お茶の水女子大学女性文化研究ｾﾝﾀｰ内女性学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ研究会･お茶の水女子大学附属図書
館教育研究学内特別経費ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ 【情報ｼｽﾃﾑ係 (お茶の水女子大学附属図書館)】
山田 園子 【山田園子 (広島大学法学部)】
神戸学院大学 情報処理ｾﾝﾀｰ 【木村 裕之 (神戸学院大学 情報処理ｾﾝﾀｰ)】
水銀関連文献委員会 【水銀関連文献委員会 (国立水俣病総合研究ｾﾝﾀｰ)】
能田伸彦(筑波大学教育学系) 【能田伸彦 (筑波大学教育学系)】
宇部短期大学言語文化学科学生 【前田 佳子 (宇部短期大学)】
一色 将行 【一色 将行 (鈴鹿国際大学)】
桐田 清秀 【桐田 清秀 (花園大学文学部)】
高橋覚二 【高橋 覚二 (南山大学)】

鉄道総研図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
帝塚山大学図書館･蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
天文日記
ﾃﾞｶﾙﾄ･ﾃｸｽﾄ･ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ,ﾌﾘｰﾄﾞﾘｯﾋ･ﾌﾚｰﾍﾞﾙ

調査研究成果ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
筑波技術短期大学 障害者支援学術情報ｼｽﾃﾑ
筑波大学学術標本ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

長期経済統計ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

中京学院大学図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
中近東文化ｾﾝﾀｰ蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
中原中也ﾃｷｽﾄﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
中国古典文学 文献案内
中国宗教関係文献目録1985‑1995
中国哲学概念表現対照表(仮称)
中世英国ﾛﾏﾝｽ機械可読形式ﾃｷｽﾄ
中世記録統合索引(史料編纂所歴史情報処理ｼｽﾃﾑ‑SHIPS‑)
中右記人名索引
中琉関係論文目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

竹取物語機械可読ﾃｷｽﾄ
単語音声ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
大学入試ｾﾝﾀｰ蔵書目録
醍醐寺史料全文ﾃｷｽﾄ･ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
大乗院寺社雑事記･大乗院日記目録
大東文化大学図書館目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
『大日本史料』綱文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(史料編纂所歴史情報処理ｼｽﾃﾑ―SHIPS
for Internet―)
大日本史料索引(史料編纂所歴史情報処理ｼｽﾃﾑ‐SHIPS‐)
『近松全集』音曲用例一覧
『近松全集』曲節別語句索引(ｦｸﾘ､三重､ｽｴﾃ､ﾌｼ､色)
地中海建築都市図面情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
地中海建築都市文献情報検索ｼｽﾃﾑ
知的財産権学習の部屋
千葉県立博物館情報ｼｽﾃﾑ
千葉大学ﾍｰｹﾞﾙ･ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
地方行政資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
中期ｲﾝﾄﾞ･ｱﾘｱﾝ語文献のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

高岡高商蔵書(和書)目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

東京大学史料編纂所 【厚谷 和雄 (東京大学史料編纂所)】
山根 為雄 【(園田学園女子大学 近松研究所)】
山根 為雄 【(園田学園女子大学 近松研究所)】
熊本大学工学部建築学科内地中海建築研究会 【伊藤重剛 (熊本大学工学部環境ｼｽﾃﾑ工学科)】
熊本大学工学部建築学科内地中海建築研究会 【伊藤重剛 (熊本大学工学部環境ｼｽﾃﾑ工学科)】
木村友久 【木村友久 (都城工業高等専門学校)】
千葉県教育庁生涯学習部文化課 【小田島 高之 (千葉県立中央博物館)】
千葉大学･加藤尚武(現京都大学教授) 【石川 伊織 (県立新潟女子短期大学)】
国立婦人教育会館 【柿沼 徹 (国立婦人教育会館婦人教育情報ｾﾝﾀｰ)】
仙台電波工業高等専門学校 逢坂雄美 山崎守一 【逢坂 雄美,山崎守一 (仙台電波工
業高等専門学校)】
図書館 【加藤 美花 (中京学院大学図書館)】
中近東文化ｾﾝﾀｰ 【図書室 ((財)中近東文化ｾﾝﾀｰ)】
中原豊 【中原豊 (長崎大学教育学部)】
許山 秀樹(のみやま ひでき) 【許山 秀樹 (静岡大学 情報学部)】
ICANASｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ中国部会 【山田 利明 (東洋大学文学部)】
東洋大学文学部､中国哲学山田研究室 【山田 利明 (東洋大学文学部)】
西村秀夫 【西村秀夫 (神戸大学国際文化学部)】
東京大学史料編纂所 【榎原雅治 (東京大学史料編纂所)】
中村康夫 【中村康夫 (国文学研究資料館)】
九州大学大学院人文科学研究院東洋史学研究室 【東洋史学研究室･沖縄歴史情報研究会
会長 岩崎 宏之 (九州大学大学院人文科学研究院･常盤大学 ｺﾐｭﾆﾃｨ振興学部)】
一橋大学経済研究所附属日本経済統計情報ｾﾝﾀｰ 【酒井 美香子 (一橋大学経済研究所附
属日本経済統計情報ｾﾝﾀｰ)】
日本労働研究機構ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ管理部 【ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ管理部運用課 (日本労働研究機構)】
筑波技術短期大学 学術国際交流 【柳田 なみ子 (筑波技術短期大学)】
筑波大学 ﾕﾆﾊﾞｰｼﾃｨﾐｰｼﾞｱﾑ設置検討委員会､ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ 【常木 晃 (筑波大学 歴史･
人類学系)】
技術情報ｾﾝﾀｰ 【松岡 彰彦 ((財)鉄道総合技術研究所情報･国際部技術情報)】
蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 【情報ｻｰﾋﾞｽ係 (帝塚山大学図書館本館)】
水藤真 【小島 道裕 (国立歴史民俗博物館)】
ﾃﾞｶﾙﾄ研究会 【佐々木周 (北海道教育大学旭川校)】
荘司泰弘 【荘司泰弘 (山口大学教育学部)】

富山大学経済学部助手室 富山大学経済学部資料室 【谷川 裕子
(富山大学経済学部資料室)】
近藤 泰弘 【近藤 泰弘 (青山学院大学 文学部)】
松下通信工業､松下技研､東北大学 【牧野正三 (東北大学大型計算機ｾﾝﾀｰ)】
大学入試ｾﾝﾀｰ管理部庶務課共同利用係 【町田敦志 (大学入試ｾﾝﾀｰ管理部庶務課共同利用係)】
永村眞 【永村眞 (日本女子大学文学部)】
国立歴史民俗博物館 【高橋 一樹 (国立歴史民俗博物館･歴史研究部)】
大東文化大学図書館 【藤井英明 (大東文化大学図書館)】
東京大学史料編纂所編年史料綱文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｸﾞﾙｰﾌﾟ 【石上英一 (東京大学史料編纂所)】

for

Internet)諸家

図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
図書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
図書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
ﾄﾏｽ･ｱｸｲﾅｽ｢神学大全｣語彙集(羅･和)
富山大学ﾍﾙﾝ(小泉八雲)文庫所蔵ﾗﾌｶﾃﾞｨｵ･ﾊｰﾝ関係文献目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
豊田工業高等専門学校図書館蔵書目録検索ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

徳川林政史研究所所蔵史料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
徳川林政史研究所図書資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
徳島県文化･学習情報ｼｽﾃﾑ文書館ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
徳島文理大学図書館ｵﾝﾗｲﾝ目録検索(仮称)
特殊教育関係文献目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
特殊教育ｼｿｰﾗｽ
特殊教育実践研究課題ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
特殊文庫目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
都市図ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
図書館所蔵目録
図書雑誌所蔵情報
図書･雑誌目録
図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

東京大学史料編纂所歴史情報処理ｼｽﾃﾑ(SHIPS
文書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
東国板碑(仮称)
陶磁器出土遺跡
東寺文書悉皆目録及び花押画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
東大寺文書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
東洋学総合情報ｼｽﾃﾑ
東洋学文献類目ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

東京国立博物館ｶﾗｰ写真資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
東京語ｱｸｾﾝﾄ資料
東京女子大学図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
東京大学医学部音声言語医学研究施設業績集

電子化ﾃｷｽﾄﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
東京家政学院大学蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
東京基督教大学図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
東京芸術大学楽理科 修士論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
東京芸術大学楽理科 卒業論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
東京国立近代美術館所蔵作品ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

小野正敏 【小野正敏 (国立歴史民俗博物館)】
小野正敏 【小野正敏 (国立歴史民俗博物館)】
東寺文書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会 【富田 正弘 (富山大学 人文学部)】
国立歴史民俗博物館 【安達 文夫 (国立歴史民俗博物館･情報資料研究部)】
東洋文庫電算化委員会 【福田 洋一 (東洋文庫研究部)】
京都大学人文科学研究所附属漢字情報研究ｾﾝﾀｰ 【村田康彦 (京都大学人文科学研究所附
属漢字情報研究ｾﾝﾀｰ)】
徳川林政史研究所 【須田肇 (徳川林政史研究所)】
徳川林政史研究所 【鶴岡香織 (徳川林政史研究所)】
徳島県立文書館 【情報ｼｽﾃﾑ担当 (徳島県立21世紀館)】
図書館 【牧尾 裕(ゆたか) (徳島文理大学図書館)】
国立特殊教育総合研究所 【研修情報課普及係 (国立特殊教育総合研究所)】
国立特殊教育総合研究所 【研修情報課普及係 (国立特殊教育総合研究所)】
国立特殊教育総合研究所 【研修情報課普及係 (国立特殊教育総合研究所)】
京都大学附属図書館 【(京都大学附属図書館 情報管理課電子情報掛)】
国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ 日本都市図ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【園田英弘 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】
鈴鹿国際大学図書館 【(鈴鹿国際大学図書館)】
鶴見大学図書館 【鈴木誠 (鶴見大学図書館)】
愛知教育大学附属図書館 【古田 克敏 (愛知教育大学附属図書館)】
国立婦人教育会館 【柿沼 徹 (国立婦人教育会館婦人教育情報ｾﾝﾀｰ)】
東京国立博物館資料部資料第三研究室 【岩佐光晴･横溝廣子 (東京国立博物館資料部)】
奈良国立文化財研究所 【小林謙一､森本晋､伊藤智彦 (奈良国立文化財研究所埋蔵文化財
ｾﾝﾀｰ情報資料室)】
共栄学園短期大学図書館 【茂木 代美 (共栄学園短期大学図書館)】
図書館 【情報ｻｰﾋﾞｽ課 (久留米工業大学図書館)】
昭和女子大学図書館 【柳 秀子 (昭和女子大学図書館)】
ｽﾝﾏ研究会 【蒔苗暢夫 (南山大学)】
富山大学 附属図書館 【山田 正芳 (富山大学 附属図書館情報ｻｰﾋﾞｽ課学術情報係)】
豊田工業高等専門学校庶務課図書係 【藤井 政雄 (豊田工業高等専門学校庶務課)】

京都大学附属図書館 【(京都大学附属図書館 情報管理課電子情報掛)】
東京家政学院大学附属図書館 【坂口 淳二 (東京家政学院大学附属図書館)】
東京基督教大学図書館 【阿部伊作 (東京基督教大学図書館)】
東京芸術大学 音楽学部楽理科 【(東京芸術大学 音楽学部楽理科)】
東京芸術大学 音楽学部楽理科 【(東京芸術大学 音楽学部楽理科)】
東京国立近代美術館 企画･資料課資料係 【水谷 長志 (東京国立近代美術館 企画･資
料課資料係)】
東京国立博物館資料部資料第二研究室 【資料第二研究室 (東京国立博物館)】
佐藤亮一･馬瀬良雄･沢木幹栄 【沢木幹栄 (信州大学人文学部)】
東京女子大学図書館 【情報ｼｽﾃﾑ課 (東京女子大学図書館)】
東京大学大学院医学系研究科脳神経医学専攻 認知･言語医学講座 【今泉 敏 (東京大学
大学院医学系研究科脳神経医学専攻 認知･言語医学講座)】
島津家文書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｸﾞﾙｰﾌﾟ 【石上 英一 (東京大学史料編纂所)】

日本におけるｸﾚｰﾒﾝｽ･ﾌﾞﾚﾝﾀｰﾉ〜翻訳･研究文献〜

長崎貿易関係資料
名古屋女子大学所蔵芝居番付ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
奈良女子大学画像原文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
奈良女子大学所蔵女性問題図書目録
南山大学書誌･所蔵ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
新潟大学貴重資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
錦絵ｺﾚｸｼｮﾝ
日英対照｢源氏物語｣ﾃｷｽﾄ･ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
日経ﾆｰｽﾞ･ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
日文研ﾌｫｰﾗﾑﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
日本医史学雑誌文献目録(仮称)
日本演劇原資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
日本海域鯨類文献抄録
日本海ｾﾄﾛｼﾞｰ研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ･漂着ｸｼﾞﾗﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
日本歌学大系別巻和歌索引
日本建築史関係史料D.B
日本国勢調査人口ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
日本古代史関係研究文献目録
日本古典演劇･近世文献目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
日本古典文学作品校訂本文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
日本語漢字漢語ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
日本語研究文献目録ﾃﾞｰﾀｱｰｶｲﾌﾞ
日本語で書かれた医療人類学関連文献
日本産業技術教育学会誌､掲載論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
日本史史料書誌統合ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
日本思想史関係研究文献要目
日本主要都市方言音声ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
日本荘園ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
日本赤十字武蔵野短期大学図書館図書目録
日本大学経済学部図書館情報ｼｽﾃﾑ(仮称)
日本大学商学部図書館目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
日本中世古文書研究発展のための文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
日本中世古文書ﾌﾙﾃｷｽﾄﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

道歌集ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
道歌ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
同志社大学学術情報ｾﾝﾀｰ ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ｱｰｶｲﾌﾞ(仮称)
土偶ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
土左日記全文ﾃｷｽﾄﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
内外博覧会関係資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
中尾佐助ｽﾗｲﾄﾞﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

財団法人 大倉精神文化研究所 【平井誠二 (財団法人 大倉精神文化研究所)】
財団法人 大倉精神文化研究所 【平井 誠二 (財団法人 大倉精神文化研究所)】
同志社大学学術情報ｾﾝﾀｰ 情報ｻｰﾋﾞｽ課 【田中昭彦 (同志社大学学術情報ｾﾝﾀｰ)】
｢土偶とその情報｣研究会 【西本 豊弘 (国立歴史民俗博物館)】
小助川 貞次 【小助川 貞次 (富山大学人文学部)】
東京国立博物館資料部資料第三研究室 【岩佐光晴･横溝廣子 (東京国立博物館資料部)】
小島篤博 中尾佐助ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ(大阪府立大学総合情報ｾﾝﾀｰ)
【西村和之 (大阪府立大学総合情報ｾﾝﾀｰ 学術情報ｸﾞﾙｰﾌﾟ学術情報担当)】
文部省科研学重点領域研究｢沖縄の歴史情報｣賀川班 【賀川隆行 (財団法人 三井文庫)】
名古屋女子大学図書館 【名古屋女子大学図書館 (名古屋女子大学図書館)】
奈良女子大学附属図書館 【岡田暎子 (奈良女子大学附属図書館)】
奈良女子大学附属図書館 【岡田 暎子 (奈良女子大学附属図書館)】
南山大学図書館 【笹山 達成 (南山大学教育･研究事務部学術情報ｾﾝﾀｰ)】
新潟大学附属図書館 【西脇 紀子 (新潟大学附属図書館)】
国立歴史民俗博物館 【大久保純一 (国立歴史民俗博物館 情報資料研究部)】
長瀬真理､加藤尚武､坂井昭宏 【長瀬真理 (城西国際大学)】
総合情報教育ｾﾝﾀｰ 【石田幸正 (追手門学院大学総合情報ｾﾝﾀｰ)】
国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ 【情報管理施設 情報課 ﾃﾞｰﾀ管理係 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】
順天堂大学医史学研究室 【酒井 ｼﾂﾞ (順天堂大学医史学研究室)】
早稲田大学演劇博物館 【鈴木 義夫 (早稲田大学演劇博物館)】
日本海ｾﾄﾛｼﾞｰ研究会 【平口哲夫 (金沢医科大学医学部)】
日本海ｾﾄﾛｼﾞｰ研究ｸﾙｰﾌﾟ 【山田格 (国立科学博物館動物研究部)】
中村康夫 【中村康夫 (国文学研究資料館)】
名古屋造形芸術大学 造形芸術学部 藤田盟児 【藤田盟児 (名古屋造形芸術大学)】
山形大学 地域社会工学研究会 【研究会代表 黒田昭 (山形大学地域社会工学研究会)】
小口雅史 【小口雅史 (法政大学)】
園田学園女子大学近松研究所 【(園田学園女子大学近松研究所)】
日本古典文学本文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｸﾞﾙｰﾌﾟ 【研究情報部教授 安永尚志 (国文学研究資料館)】
日本語教育のための漢字漢語ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ研究会 【野村雅昭 (早稲田大学文学部)】
国語学会･国立国語研究所 【熊谷 康雄 (国立国語研究所 情報資料研究部)】
池田 光穂 【池田 光穂 (熊本大学文学部)】
木村誠 【木村誠 (静岡大学教育学部)】
日本史史料書誌統合ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【鶴田啓 (東京大学史料編さん所)】
東北大学文学部日本思想史研究室 【本村 昌文 (日本思想史研究室)】
日本主要都市方言音声ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会 【田原広史 (大阪樟蔭女子大学日本語研究ｾﾝﾀｰ)】
国立歴史民俗博物館 【高橋 一樹 (国立歴史民俗博物館･歴史研究部)】
日本赤十字武蔵野短期大学図書館 【(日本赤十字武蔵野短期大学図書館)】
日本大学経済学部図書館 【(日本大学経済学部図書館)】
日本大学商学部図書館 【ﾚﾌｧﾚﾝｽ係 (日本大学商学部図書館)】
鎌倉遺文研究会 【瀬野精一郎 (早稲田大学文学部)】
日本中世古文書ﾌﾙﾃｷｽﾄﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの構築方法に関する研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【久留島 典子 (東京大
学史料編纂所)】
山下剛 【山下剛 (東北薬科大学独語教室)】

一橋大学附属図書館所蔵資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
被爆関連文献全文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
兵庫教育大学修士論文概要ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
標本資料学術研究情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
標本資料 画像情報ﾃﾞｰﾀｰﾍﾞｰｽ
広島外国語研究､視聴覚教育研究､ﾌﾘｰｿﾌﾄｳｪｱ
広島経済大学地域経済研究所所蔵資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
広島女学院大学図書館蔵書目録
ﾋﾝﾃﾞｨｰ語語彙ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ﾋﾞﾙの敷地
紅型型紙画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ﾌｪﾘｽ女学院大学附属図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
福島県立博物館収蔵資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
福島県立博物館図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
藤女子大学図書館ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
附属図書館目録所在情報ｼｽﾃﾑ(仮称)
ﾌｯｻｰﾙ･ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

俳諧関係資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
八丈島方言資料
発展途上地域文献目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
売立目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
芭蕉紀行分文字ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ﾊﾟﾘ講和会議資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ﾊﾟｰﾘ語韻文ｼｿｰﾗｽ
比較･国際教育情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

人間形成と学習環境に関する映画史料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
認知心理学関連文献DB
年中行事ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
農村振興(むらづくり)情報
農村の中高年女性における老後意識の追跡研究
軒瓦ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

日本民俗学文献目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
日本民謡ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
入学者選抜方法研究資料

日本認知科学会学術研究論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
日本の神名 ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
日本のﾛｰﾏ法
日本美術ｼｿｰﾗｽﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ絵画編
日本美術ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

日本認知科学会 【白井 英俊 (中京大学情報科学部)】
茂木栄 【茂木栄 (國學院大学日本文化研究所)】
吉原 達也 【吉原 達也 (広島大学法学部)】
筑波大学日本美術ｼｿｰﾗｽﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会 【五十殿利治 (筑波大学芸術学系)】
海外日本美術情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 【情報管理施設 情報課 ﾃﾞｰﾀ管理係 (国際日本文
化研究ｾﾝﾀｰ)】
国立歴史民俗博物館 民俗研究部 【民俗研究部 (国立歴史民俗博物館)】
日本民謡ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会 【国立歴史民俗博物館民俗研究部 (国立歴史民俗博物館)】
北海道教育大学学生部入学主幹 【入学者選抜方法研究委員会函館校委員又は教務係 (北
海道教育大学函館校)】
阿部彰(大阪大学人間科学部教授) 【阿部彰 (大阪大学人間科学部)】
鈴木敏明 【鈴木敏明 (仙台大学心理学研究室)】
国学院大学日本文化研究所祭礼ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 【茂木栄 (国学院大学日本文化研究所)】
(財)農村開発企画委員会 【大脇 知芳 ((財)農村開発企画委員会)】
佐藤 宏子 【佐藤 宏子 (静岡県立大学 短期大学部 社会福祉学科)】
奈良国立文化財研究所 【小林謙一､森本晋､伊藤智彦 (奈良国立文化財研究所埋蔵文化財
ｾﾝﾀｰ情報資料室)】
俳諧関係資料の会(代表 雲英末雄) 【雲英末雄 (早大文学部 雲英研究室)】
金田章宏 【金田章宏 (千葉大学留学生ｾﾝﾀｰ)】
ｱｼﾞｱ経済研究所図書館 【(日本貿易振興会 ｱｼﾞｱ経済研究所 図書館)】
東京国立博物館資料部資料第三研究室 【岩佐光晴･横溝廣子 (東京国立博物館資料部)】
三重大学近世文化研究会 【浜 森太郎 (三重大学)】
ﾊﾟﾘ講和会議資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会 【(立命館大学 総合情報ｾﾝﾀｰ衣笠情報ｻｰﾋﾞｽ課)】
橋本 哲夫 【橋本 哲夫 (種智院大学)】
日本比較教育学会比較･国際教育情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会 【日本比較教育学会比較･国際
教育情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会 (筑波大学教育学系教育制度研究室)】
一橋大学附属図書館 【(一橋大学附属図書館)】
文部省科研費研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ(代表･松尾雅嗣) 【松尾雅嗣 (広島大学平和科学研究ｾﾝﾀｰ)】
兵庫教育大学学校教育研究ｾﾝﾀｰ 【古川雅文 (兵庫教育大学学校教育研究ｾﾝﾀｰ)】
国立民族学博物館 【宇治谷恵 (国立民族学博物館情報管理施設情報企画課)】
国立民族学博物館 【宇治谷恵 (国立民族学博物館情報管理施設情報企画課)】
広島大学外国語教育研究ｾﾝﾀｰ 【村上 久恵 (広島大学外国語教育研究ｾﾝﾀｰ)】
広島経済大学地域経済研究所 【石井 和佳 (広島経済大学地域経済研究所)】
広島女学院大学図書館 【土屋 時子 (広島女学院大学図書館)】
町田和彦 【町田和彦 (東京外国語大学 ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語文化研究所)】
瀬川信久(北海道大学法学部) 【瀬川信久 (北海道大学法学部)】
沖縄県立芸術大学附属研究所 【柳 悦州 (沖縄県立芸術大学附属研究所)】
ﾌｪﾘｽ女学院大学附属図書館 【森谷智 (ﾌｪﾘｽ女学院大学附属図書館)】
福島県立博物館 【竹谷 陽二郎 (福島県立博物館)】
福島県立博物館 【竹谷 陽二郎 (福島県立博物館)】
藤女子大学図書館 【図書課長 (藤女子大学図書館)】
兵庫大学･兵庫大学短期大学部附属図書館 【平井 尊士 (兵庫大学情報処理ｾﾝﾀｰ)】
ﾌｯｻｰﾙ･ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会 【浜渦 辰二 (静岡大学人文学部)】

電子図書館･資料館

南ｲﾝﾄﾞ村落土地査定台帳ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
美作女子大学･同短大部紀要
宮崎医科大学附属図書館蔵書検索ｼｽﾃﾑ
宮良家文書画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

ﾏﾗﾙﾒ･ﾃｸｽﾄ･ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
万葉集ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
三島由紀夫文庫目録ﾃﾞｰﾀ(仮称)
満漢合壁資料御製増訂清文鑑ﾃﾞｰﾀ

翻刻｢桃太郎物語｣
本邦社会心理学雑誌ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
梵文法華経荻原･土田本ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語正書法書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ﾏｲｸﾛ資料目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ﾏｲｸﾛﾌｲﾙﾑ画像情報検索ｼｽﾃﾑ
祭り行事ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ﾏﾗﾙﾒ書誌ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

北欧神話第一次文献資料動詞ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
補聴器ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ '96
ﾎﾌﾏﾝｽﾀｰﾙ･ﾌｧｲﾙ

法政大学大原社会問題研究所
法隆寺所蔵品ﾌｧｲﾙ

仏教学関係雑誌文献目録
仏教学関係論文目録
仏教文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ1
仏教文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ2
仏典ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
文化財科学関係文献目録
文化財情報III:貝塚遺跡文献
文化財情報II:貝塚情報
文化財情報I:遺跡
文化財情報ｼｽﾃﾑ
文化情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
文献(港湾歴史文献)ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
平安時代和歌ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
兵範記ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
ﾍｰｹﾞﾙﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
編年史料ｶｰﾄﾞﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(史料編纂所歴史情報処理ｼｽﾃﾑ)
ﾍﾞﾝｶﾞﾙ語ﾃﾞｰﾀ

印度学仏教学会 【(立正大学仏教学部事務室)】
佛教大学図書館 【川崎 秀子 (佛教大学図書館)】
花園大学文学部仏教学科禅学研究室(沖本克己) 【沖本克己 (花園大学文学部)】
花園大学文学部仏教学科禅学研究室(沖本克己) 【沖本克己 (花園大学文学部)】
財団法人大倉精神文化研究所 【平井 誠二 (財団法人大倉精神文化研究所)】
日本文化財学会 【小池裕子 (九州大学大学院比較社会文化研究院)】
国立教育研究所 【吉岡亮衛 (国立教育研究所教育情報･資料ｾﾝﾀｰ教育情報調査室)】
国立教育研究所 【吉岡亮衛 (国立教育研究所教育情報･資料ｾﾝﾀｰ教育情報調査室)】
国立教育研究所 【吉岡亮衛 (国立教育研究所教育情報･資料ｾﾝﾀｰ教育情報調査室)】
奈良国立博物館仏教美術資料研究ｾﾝﾀｰ 【宮崎 幹子 (奈良国立博物館仏教美術研究ｾﾝﾀｰ)】
地域資料ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ｱｰｶｲﾌﾞ化協議会 【後藤忠彦 (岐阜女子大学 文化情報研究ｾﾝﾀｰ)】
運輸省港湾技術研究所情報ｾﾝﾀｰ 【ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ課 (運輸省港湾技術研究所情報ｾﾝﾀｰ)】
福嶋昭治 【福嶋昭治 (園田学園女子大学)】
国立歴史民俗博物館 【高橋 一樹 (国立歴史民俗博物館･歴史研究部)】
千葉大学加藤尚武研究室 【土屋俊 (千葉大学文学部行動科学科)】
編年史料ｶｰﾄﾞﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｸﾞﾙｰﾌﾟ 【山口英男 (東京大学史料編纂所)】
東京外国語大学ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語文化研究所(担当:奈良毅) 【情報ｼｽﾃﾑ係 (東京外国語大学
ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語文化研究所)】
法政大学 大原社会問題研究所 【若杉隆志､神屋敷昭人 (法政大学大原社会問題研究所)】
奈良国立文化財研究所 【小林謙一､森本晋､伊藤智彦 (奈良国立文化財研究所埋蔵文化財
ｾﾝﾀｰ情報資料室)】
堀井 祐介 【堀井 祐介 (大阪大学 ｻｲﾊﾞｰﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ)】
難聴教育研究室 【佐藤 正幸 (国立特殊教育総合研究所)】
鈴木敦典 【鈴木敦典 (九州大学大学院言語文化研究院 文化情報学部門 ﾒﾃﾞｨｱ文化情
報学講座)】
舘泉(舩戸)美智子 【舘泉(舩戸)美智子 (東京工業高等専門学校)】
田中宏二 【田中宏二 (岡山大学教育学部)】
ｻﾝｽｸﾘｯﾄ大乗仏典ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会 【村上征勝 (統計数理研究所)】
丸山徹 【丸山徹 (南山大学文学部)】
国文学研究資料館 【参考普及係 (国文学研究資料館)】
大阪市立大学 学術情報総合ｾﾝﾀｰ 【湖城 強 (大阪市立大学 学術情報総合ｾﾝﾀｰ)】
国学院大学日本文化研究所祭礼ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 【茂木栄 (国学院大学日本文化研究所)】
ﾏﾗﾙﾒ･ﾃｸｽﾄﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ研究会 【竹内信夫 (東京大学大学院総合文化研究科比較文学比較文
化研究室)】
ﾏﾗﾙﾒ･ﾃｸｽﾄﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ研究会 【竹内信夫 (東京大学大学院総合文化研究科)】
名古屋造形芸術大学 造形芸術学部 藤田盟児 【藤田盟児 (名古屋造形芸術大学)】
比治山大学図書館 【比治山大学図書館 三島由紀夫文庫 (比治山大学図書館)】
東京外国語大学 ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語文化研究所(担当:中嶋幹起) 【中嶋幹起 (東京外国語大
学 ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語文化研究所)】
柳澤悠､水島司 【柳澤悠 (東京大学東洋文化研究所)】
紀要編集委員会 【宮地 (美作女子大学 紀要編集委員会)】
宮崎医科大学附属図書館 【金子 弘康 (宮崎医科大学附属図書館)】
琉球大学附属図書館 【宮里 愿 (琉球大学附属図書館 情報管理課ｼｽﾃﾑ管理係)】

立教女学院短期大学図書館資料目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
立正大学蔵書目録(仮称)
立命館学術情報ｼｽﾃﾑ
琉球語音声ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
琉球史料集成ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
歴史気候ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
歴史法令ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
歴博図書目録

有形文化財映像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
｢義経千本桜｣ﾃｷｽﾄﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶ論文目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ﾗﾌｶﾃﾞｨｵ･ﾊｰﾝ ｺﾚｸｼｮﾝﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ﾘｻｰﾁ ｱﾝﾄﾞ ﾒﾃﾞｨｱ ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ ｵﾝﾗｲﾝ目録検索(仮称)
李商隠樊南文集ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

森戸文庫画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
夜間主ｺｰｽ図書室所蔵図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
大和物語機械可読ﾃｷｽﾄ
山梨県立女子短期大学図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
山村共同体所蔵資料(仮称)
弥生石器遺跡ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
湯浅年子資料

木簡ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

ﾒﾀﾌｧ関連文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
望月文庫往来物目録･画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

明末華北の｢流賊｣反乱下の地方動向(仮称)
室町幕府文書(奉行人奉書)ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

民博ｺｽﾁｭｰﾑﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

民俗建築画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
民俗芸能ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
民俗誌
明代科挙合格者名簿(明代登科録)ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

ﾐｭﾗｰｺﾚｸｼｮﾝﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
明実録中琉関係記事ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ･清実録中琉関係記事ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

ﾐｭﾗｰｺﾚｸｼｮﾝﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会 【上沢田浩 (聖学院大学総合図書館)】
九州大学大学院人文科学研究院東洋史学研究室 【東洋史学研究室･沖縄歴史情報研究会
会長 岩崎 宏之 (九州大学大学院人文科学研究院･常盤大学 ｺﾐｭﾆﾃｨ振興学部)】
日本民俗建築学会 民俗建築資料委員会 【乾 尚彦 (学習院女子大学)】
国学院大学日本文化研究所祭礼ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 【茂木栄 (国学院大学日本文化研究所)】
上野和男 【上野和男 (国立歴史民俗博物館)】
京都大学人文科学研究所附属漢字情報研究ｾﾝﾀｰ 【三重まゆみ (京都大学人文科学研究所
附属漢字情報研究ｾﾝﾀｰ)】
高橋晴子(大阪樟蔭女子大学学芸学部)､久保正敏(国立民族学博物館博物館民族学研究部)､
大丸 弘(国立民族学博物館)､八村広三郎(立命館大学理工学部)､猿田佳那子(同志社女
子大学生活科学部)､田中昌美 【久保 正敏 (国立民族学博物館 博物館民族学研究部)】
吉尾 寛 (愛知江南短期大学) 【吉尾 寛(教授) (愛知江南短期大学教養学科)】
京都大学大学院工学研究科生活空間学専攻 高橋康夫 【高橋康夫 (京都大学大学院工学
研究科生活空間学専攻)】
小野 滋 【小野 滋 (東京都立大学 人文学部)】
神戸学院大学図書館 【片山正博 (神戸学院大学図書館)】
丹和浩(東京学芸大学附属高等学校教諭)東京学芸大学附属図書館 【(東京学芸大学附
属図書館)】
奈良国立文化財研究所 【小林謙一､森本晋､伊藤智彦 (奈良国立文化財研究所埋蔵文化財
ｾﾝﾀｰ情報資料室)】
森戸文庫ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【板垣 護人 (広島大学附属図書館)】
富山大学経済学部資料室 【谷川 裕子 (富山大学経済学部資料室)】
近藤泰弘 【近藤泰弘 (青山学院大学文学部)】
山梨県立女子短期大学図書館 【図書館 (山梨県立女子短期大学)】
松尾容孝 【松尾容孝 (専修大学文学部)】
国立歴史民俗博物館 【藤尾慎一郎､設楽博己 (国立歴史民俗博物館･考古研究部)】
お茶の水女子大学ｼﾞｪﾝﾀﾞｰ研究ｾﾝﾀｰ･研究協力員 松田 久子 【松田 久子 (お茶の水女子
大学ｼﾞｪﾝﾀﾞｰ研究ｾﾝﾀｰ)】
文化財情報協議会 【高見沢 明雄 (東京国立博物館)】
宇部短期大学文学科国語国文学専攻学生､同情報計数学科学生 【前田 桂子 (宇部短期大学)】
上智大学ｲﾍﾞﾛｱﾒﾘｶ研究所 【図書室 (上智大学ｲﾍﾞﾛｱﾒﾘｶ研究所)】
京都外国語大学付属図書館 【(京都外国語大学付属図書館)】
図書館(香川校) 【須田 英二 (徳島文理大学香川校図書館)】
京都大学人文科学研究所附属漢字情報研究ｾﾝﾀｰ 【三重まゆみ (京都大学人文科学研究所
附属漢字情報研究ｾﾝﾀｰ)】
立教女学院短期大学図書館 【(立教女学院短期大学図書館)】
立正大学図書館 【村岡 克也 (現在検討中の為準備中)】
立命館大学総合情報ｾﾝﾀｰ 【田中 康雄 (立命館大学総合情報ｾﾝﾀｰ情報管理課)】
琉球大学 【宮里 愿 (琉球大学附属図書館)】
文部省科研費 重点領域研究｢沖縄の歴史情報研究｣ 【岩崎 宏之 (筑波大学 歴史人類学系)】
富山大学教育学部 田上善夫 【田上 善夫 (富山大学教育学部)】
国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ歴史法令ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【笠谷和比古 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】
国立歴史民俗博物館 【資料課図書係 (国立歴史民俗博物館)】

早稲田大学文学部長江流域調査隊
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早稲田大学蔵古典籍目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(｢倭名類聚鈔｣)

連歌総目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
労研逐刊ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
老人保健･医療･福祉文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
労働科学雑誌記事索引(欧文編)
労働科学雑誌記事索引(和文編)
労働省産業安全研究所図書資料室蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
労働問題専門家ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
労働問題文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ﾛｼｱ･旧ｿ連教育改革ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
論文情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
和歌一字抄総合索引
和歌山大学経済学部 経済研究所 所蔵目録 ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
和光大学附属梅根記念図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
和古書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
和雑誌記事ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
和雑誌目録(仮称)
｢和人ﾒﾃﾞｨｱとｱｲﾇ民族｣ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
早稲田大学教育総合研究所(仮称)
早稲田大学ｼﾙｸﾛｰﾄﾞ調査隊
早稲田大学蔵古書古文書等解題ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
早稲田大学蔵古典籍目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(｢三条西家懐紙｣)

連歌総目録編纂会 【深沢眞二 (和光大学表現学部)】
労働科学研究所図書館 【図書館 (労働科学研究所)】
老人保健･医療･福祉文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ研究班 【(日本社会事業大学図書館)】
労働科学研究所図書館 【図書館 (労働科学研究所)】
労働科学研究所図書館 【図書館 (労働科学研究所)】
労働省産業安全研究所図書委員会 【市川 健二 (労働省産業安全研究所)】
日本労働研究機構ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ管理部 【ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ管理部運用課 (日本労働研究機構)】
法政大学大原社会問題研究所 【若杉隆志､神屋敷昭人 (法政大学大原社会問題研究所)】
所伸一 【所伸一 (北海道大学教育学部)】
日本労働研究機構ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ管理部 【ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ管理部運用課 (日本労働研究機構)】
中村康夫 【中村康夫 (国文学研究資料館)】
和歌山大学経済学部 経済研究所 【(和歌山大学 経済学部 経済研究所)】
和光大学附属梅根記念図書館 【沢里冬子 (和光大学附属梅根記念図書館)】
国文学研究資料館 【参考普及係 (国文学研究資料館)】
国立婦人教育会館 【柿沼 徹 (国立婦人教育会館婦人教育情報ｾﾝﾀｰ)】
富山大学経済学部資料室 【織田 松美 (富山大学経済学部資料室)】
細川 弘明 【細川 弘明 (佐賀大学農学部社会人類学研究室)】
早稲田大学教育総合研究所 【木山 勇 (早稲田大学教育総合研究所)】
早稲田大学 【岡内三眞 (早稲田大学文学部)】
早稲田大学文学部情報化作業部会(深谷部会) 【深谷克己 (早稲田大学 文学部)】
早稲田大学文学部情報化検討委員会･早稲田大学蔵古典籍目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ構築作業部会
【兼築信行 (早稲田大学文学部)】
早稲田大学文学部情報化検討委員会･早稲田大学蔵古典籍目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ構学作業部会
【兼築信行 (早稲田大学文学部)】
早稲田大学文学部 【工藤元男 (早稲田大学文学部)】
天理大学附属天理図書館 【特別本整理部貴重書室 (天理大学附属天理図書館)】

データベースの名称

学位論文一覧

旭川大学地域研究所/北海道市町村勢要覧ﾃﾞｰﾀ閲覧ｼｽﾃﾑ(仮称)
旭川大学地域研究所/北海道市町村勢要覧ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ閲覧ｼｽﾃﾑ(仮称)
朝日大学図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ｱｼﾞｱ経済研究所 図書館雑誌記事検索ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
ｱｼﾞｱ経済研究所図書館･蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
ｱｼﾞｱ社会経済情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
亜細亜大学図書館所蔵図書資料目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
跡見学園女子大学図書館蔵書検索
石川一郎文書目録
医事法学文献目録
異文研図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
岩手大学蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ｴﾘｰﾄ･ｻｰﾍﾞｲ･ﾃﾞｰﾀ(6ﾌｧｲﾙ)
欧米社会科学書誌ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
大分大学経済学部経済論集等目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
大型ｺﾚｸｼｮﾝﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ
大来佐武郎著作物目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
小笠原諸島に関する人文･社会科学関係文献目録
ｵﾝﾗｲﾝ目録
開発協力関連図書資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
核に関する宇大構成員の意識調査(1986年)
環日本海経済交流ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
外国雑誌目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
外地関係統計資料目録

17ｰ18世紀国際法史･国制史ｺﾚｸｼｮﾝﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
GHQ/SCAP文書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
IAA Space Dictionary(Multilingual Terminology Data Base on
Astronautics) 英仏日版､日英仏版
JED‑M､Ver2.0,JED‑M､Ver3.1,JED‑M､Ver3.2
Law in Cyberspaceｱｰｶｲﾌﾞ
Miyazaki Gakuen Library Database(仮称)
MLIC Online Catalog,LibVision
NBU総合図書館情報ｼｽﾃﾑ(Nippon Bunri University Information
Control Expert System)
愛知学泉大学豊田図書館所蔵資料D.B.
青森中央学院大学･青森中央短期大学 図書館 目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

２．法 学

愛知学泉大学豊田図書館 【丹羽 直美 (愛知学泉大学豊田図書館)】
青森中央学院大学･青森中央短期大学 図書館情報ｾﾝﾀｰ 【図書館事務室 (青森中央学院
大学･青森中央短期大学 図書館情報ｾﾝﾀｰ)】
旭川大学地域研究所 【竹中 英泰 (旭川大学地域研究所)】
旭川大学地域研究所 【所長 竹中英泰 (旭川大学地域研究所)】
朝日大学図書館 【熊谷 健治 (朝日大学図書館)】
ｱｼﾞｱ経済研究所図書館 【(日本貿易振興会 ｱｼﾞｱ経済研究所 図書館)】
ｱｼﾞｱ経済研究所 図書館 【(日本貿易振興会 ｱｼﾞｱ経済研究所 図書館)】
経済学部 【石田幸正 (追手門学院大学総合情報教育ｾﾝﾀｰ)】
亜細亜大学学術情報部学術情報課 【青島 勉 (亜細亜大学学術情報部学術情報課)】
跡見学園女子大学図書館 【(跡見学園女子大学図書館)】
東京大学大学院経済学研究科･経済学部図書館 【武田晴人 (東京大学大学院経済学研究科)】
丸山英二 【丸山英二 (神戸大学法学部)】
神田外語大学異文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究所 【和田 純 (神田外語大学異文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究所)】
岩手大学附属図書館 【附属図書館図書情報係 (岩手大学)】
村松岐夫 【村松岐夫 (京都大学法学部)】
RINET(Regional Information Network) Society 【松井幸子 (図書館情報大学)】
大分大学経済研究所,経済学部情報ｼｽﾃﾑ管理室 【下田 憲雄 (大分大学経済学部)】
東京大学附属図書館 【浜田 悟 (東京大学附属図書館)】
総合研究開発機構大来記念政策研究情報館 【中村 (総合研究開発機構)】
ﾀﾞﾆｴﾙ･ﾛﾝｸﾞ 【ﾀﾞﾆｴﾙ･ﾛﾝｸﾞ (東京都立大学人文学部)】
流通経済大学図書館 【(流通経済大学図書館)】
国際開発ｾﾝﾀｰ調査部情報ﾕﾆｯﾄ 【調査部情報ﾕﾆｯﾄ ((財)国際開発ｾﾝﾀｰ)】
軍縮と核兵器廃絶を求める宇都宮大学教員有志の集い 【田中秀幸 (宇都宮大学農学部)】
富山大学環日本海地域研究ｾﾝﾀｰ 【佐藤裕子 (富山大学環日本海地域研究ｾﾝﾀｰ)】
富山大学経済学部資料室 【田中 寛子 (富山大学経済学部資料室)】
経済統計情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ編成委員会
一橋大学経済研究所附属日本経済統計
情報ｾﾝﾀｰ 【酒井 美香子 (一橋大学経済研究所附属日本経済統計情報ｾﾝﾀｰ)】
新潟大学大学院現代社会文化研究科情報ﾈｯﾄﾜｰｸ委員会 【岩本篤志 (新潟大学大学院現代
社会文化研究科)】

九州大学附属図書館 【電子情報掛 (九州大学附属図書館情報ｼｽﾃﾑ課)】
立命館大学人文科学研究所GHQ/SCAP文書研究会 【三宅 通久 (立命館大学人文科学研究所)】
IAA(International Academy of Astronautics) Multilingual Terminology Data Base
Commitee 日本作業ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【二宮敬虔 (宇宙科学研究所)】
水崎節文 【水崎節文 (椙山女学園大学)】
新潟大学法学部 【wwwｻｰﾊﾞ管理者 (新潟大学法学部)】
宮崎学園図書館 【小橋智子 (宮崎学園図書館)】
国際大学松下情報図書ｾﾝﾀｰ 【由利典子 (国際大学松下図書情報ｾﾝﾀｰ)】
日本文理大学図書館 【小平 正典 (日本文理大学図書館)】

作成者の名称【問い合わせ先 氏名（大学・機関名等）】

上武大学附属図書館蔵書目録(仮称)
女性学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ90
女性学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ93
女性学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(現在OPACに吸収したので､ｵﾘｼﾞﾅﾙの形態でのﾃﾞｰﾀﾍﾞ
ｰｽは存在しない｡)
ｼﾞｮﾝ･ｸﾞｯﾄﾞｳｨﾝおよび関連文献目録
水銀関連文献検索ｼｽﾃﾑ
ｽﾍﾟｲﾝ地域研究ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
ｽﾗﾌﾞ地域研究文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
政治･立法過程文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

岐阜経済大学図書館蔵書ﾃﾞｰﾀ
行政学関連文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
熊本学園大学産業経営研究所資料ﾃﾞｰﾀｰﾍﾞｰｽ
熊本学園大学 蔵書検索
熊本大学紀要ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ―熊本法学―
｢熊本法学｣掲載記事表題等一覧
現行法令ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
高等教育機関における女性学関連科目ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
神戸学院大学紀要目次ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
国際法外交雑誌文献目録
国際法･外国法文献情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
国際法制資料室目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
札幌学院大学図書館蔵書目録
札幌の宅地所有
在日本朝鮮古書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
志法既刊目次一覧
(社)中国研究所ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
衆議院総選挙候補者選挙区統計1890‑1993
新聞記事ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
新聞社説索引集

学術研究活動ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
ｶﾞｰﾀﾞﾏｰ邦語二次文献
北九州大学付属図書館蔵書目録(仮称)
共愛学園前橋国際大学図書館図書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
教育関係法制資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(昭和期)
教育研究論文索引
教育ﾒﾃﾞｨｱ著作権関連情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
京都学園大学図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
杏林大学図書館ｵﾝﾗｲﾝ閲覧目録
近現代中国人物別称ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

藤倉 隆 【藤倉 隆 (藤田保健衛生大学医学部法医学教室)】
巻田 悦郎 【巻田 悦郎 (東京理科大学 経営学部)】
北九州大学付属図書館 【香月 敬二 (北九州大学付属図書館)】
共愛学園前橋国際大学図書館 【茂木 とし子 (共愛学園前橋国際大学図書館)】
阿部彰(大阪大学人間科学部教授) 【阿部彰 (大阪大学人間科学部)】
国立教育研究所 【吉岡 亮衛 (国立教育研究所教育情報･資料ｾﾝﾀｰ教育情報調査室)】
ﾒﾃﾞｨｱ教育開発ｾﾝﾀｰ 【飛鋪 真 (ﾒﾃﾞｨｱ教育開発ｾﾝﾀｰ事業部情報資料室ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｻｰﾋﾞｽ係)】
京都学園大学図書館 【上田 準 (京都学園大学図書館)】
杏林大学図書館 【児玉 閲 (杏林大学図書館)】
京都大学人文化学研究所附属漢字情報研究ｾﾝﾀｰ 【村田康彦 (京都大学人文科学研究所附
属漢字情報研究ｾﾝﾀｰ)】
岐阜経済大学図書館 【井上 邦江 (岐阜経済大学図書館)】
今里滋 【今里滋 (九州大学大学院法学研究院)】
熊本学園大学 付属産業経営研究所 【上野 照美 (熊本学園大学 付属産業経営研究所)】
熊本学園大学付属海外事情研究所 【中山由紀 (熊本学園大学付属海外事情研究所)】
学内学術出版物電子化ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 【(熊本大学附属図書館 情報管理課電子情報係)】
熊本大学法学部 【広報委員会 (熊本大学法学部)】
国立情報学研究所 【ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ課ﾃﾞｰﾀ処理技術係 (国立情報学研究所)】
国立婦人教育会館 【柿沼 徹 (国立婦人教育会館婦人教育情報ｾﾝﾀｰ)】
神戸学院大学図書館 【片山正博 (神戸学院大学図書館)】
西谷 元 【西谷 元 (広島大学法学部)】
筑波大学大学院経営･政策科学研究科企業法学専攻 【田島裕 (筑波大学大学院企業法学専攻)】
大阪市立大学法学部 【法学部資料室 (大阪市立大学法学部)】
札幌学院大学図書館 【札幌学院大学図書課図書係 (札幌学院大学)】
瀬川信久(北海道大学法学部) 【瀬川信久 (北海道大学法学部)】
藤本幸夫 【藤本幸夫 (富山大学人文学部)】
北海道大学法学部 法令新刊雑誌室 【堀江 雅子 (北海道大学法学部 法令判例新刊雑誌室)】
(社)中国研究所 【((社)中国研究所)】
東北大学法学部 川人貞史 【(有)ｴﾙ･ﾃﾞｰ･ﾋﾞｰ ( )】
国立婦人教育会館 【柿沼 徹 (国立婦人教育会館婦人教育情報ｾﾝﾀｰ)】
東京大学社会情報研究所附属情報ﾒﾃﾞｨｱ研究資料ｾﾝﾀｰ 【稲垣秀人 (東京大学社会情報研
究所調査室)】
上武大学附属図書館及び分館 【田村暢子 (上武大学附属図書館)】
国立婦人教育会館 【柿沼 徹 (国立婦人教育会館婦人教育情報ｾﾝﾀｰ)】
国立婦人教育会館 【柿沼 徹 (国立婦人教育会館情婦人教育情報ｾﾝﾀｰ)】
お茶の水女子大学女性文化研究ｾﾝﾀｰ内女性学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ研究会･お茶の水女子大学附属図書
館教育研究学内特別経費ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ 【情報ｼｽﾃﾑ係 (お茶の水女子大学附属図書館)】
山田 園子 【山田園子 (広島大学法学部)】
水銀関連文献委員会 【水銀関連文献委員会 (国立水俣病総合研究ｾﾝﾀｰ)】
山本哲 【山本哲 (愛知県立大学)】
ｽﾗﾌﾞ学文献研究会ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成班 【松田潤 (札幌大学女子短期大学部)】
京都大学大学院法学研究科附属国際法政文献資料ｾﾝﾀｰ 【竹島武郎 (京都大学大学院法学
研究科附属国際法政文献資料ｾﾝﾀｰ)】

徳島文理大学図書館ｵﾝﾗｲﾝ目録検索(仮称)
図書館所蔵目録
図書･雑誌目録
図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
富山大学経済学部法令判例資料室所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
南山大学書誌･所蔵ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
新潟大学貴重資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
日経ﾆｰｽﾞ･ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
日本国勢調査人口ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
日本のﾛｰﾏ法
発展途上地域文献目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
判例･法令･文献三位一体ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ﾊﾟﾘ講和会議資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
比較法雑誌所収記事ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
一橋大学附属図書館所蔵資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
広島経済大学地域経済研究所所蔵資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
ﾋﾞﾙの敷地
ﾌｪﾘｽ女学院大学附属図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
附属図書館目録所在情報ｼｽﾃﾑ(仮称)
平和科学研究ｾﾝﾀｰ蔵書目録

拓殖大学図書館蔵書目録
大東文化大学図書館目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
知的財産権学習の部屋
知的所有権の判例ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
地方行政資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
中央学院大学図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
中京学院大学図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
仲裁関係内外判決集
調査研究成果ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
筑波大学政治意識ﾃﾞｰﾀﾊﾞﾝｸ
帝塚山大学図書館･蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
桐蔭横浜大学大学情報ｾﾝﾀｰ(図書館)
東寺文書悉皆目録及び花押画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
東洋学文献類目ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

高岡高商蔵書(和書)目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

ｿﾋﾞｴﾄ･ﾛｼｱ教育史年表ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
高岡高商蔵書(洋書)目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

宋会要輯稿編年ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

京都大学人文科学研究所附属漢字情報研究ｾﾝﾀｰ 【事務掛 (京都大学人文科学研究所附属
漢字情報研究ｾﾝﾀｰ)】
所伸一 【所伸一 (北海道大学教育学部)】
日本労働研究機構ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ管理部 【ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ管理部運用課 (日本労働研究機構)】
富山大学経済学部助手室 富山大学経済学部資料室 【谷川 裕子
(富山大学経済学部資料室)】
富山大学経済学部助手室 富山大学経済学部資料室 【谷川 裕子
(富山大学経済学部資料室)】
拓殖大学図書館 【東 悦子 (拓殖大学図書館)】
大東文化大学図書館 【藤井英明 (大東文化大学図書館)】
木村友久 【木村友久 (都城工業高等専門学校)】
近畿大学産業･法律研究所 播磨良承,高橋秀和 【高橋 秀和 (近畿大学産業･法律情報研究所)】
国立婦人教育会館 【柿沼 徹 (国立婦人教育会館婦人教育情報ｾﾝﾀｰ)】
中央学院大学図書館 【小松幸子 (中央学院大学図書館)】
図書館 【加藤 美花 (中京学院大学図書館)】
岩崎一生 【岩崎一生 (名古屋経済大学法学部)】
日本労働研究機構ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ管理部 【ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ管理部運用課 (日本労働研究機構)】
筑波大学社会工学系多目的統計ﾃﾞｰﾀﾊﾞﾝｸ 【黒田 誼 (筑波大学社会工学系)】
蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 【情報ｻｰﾋﾞｽ係 (帝塚山大学図書館本館)】
桐蔭横浜大学大学情報ｾﾝﾀｰ(図書館) 【横川博良 (桐蔭横浜大学大学情報ｾﾝﾀｰ･情報ｼｽﾃﾑ室)】
東寺文書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会 【富田 正弘 (富山大学 人文学部)】
京都大学人文科学研究所附属漢字情報研究ｾﾝﾀｰ 【村田康彦 (京都大学人文科学研究所附
属漢字情報研究ｾﾝﾀｰ)】
図書館 【牧尾 裕(ゆたか) (徳島文理大学図書館)】
鈴鹿国際大学図書館 【(鈴鹿国際大学図書館)】
愛知教育大学附属図書館 【古田 克敏 (愛知教育大学附属図書館)】
国立婦人教育会館 【柿沼 徹 (国立婦人教育会館婦人教育情報ｾﾝﾀｰ)】
富山大学経済学部資料室 【谷川 裕子 (富山大学経済部資料室)】
南山大学図書館 【笹山 達成 (南山大学教育･研究事務部学術情報ｾﾝﾀｰ)】
新潟大学附属図書館 【西脇 紀子 (新潟大学附属図書館)】
総合情報教育ｾﾝﾀｰ 【石田幸正 (追手門学院大学総合情報ｾﾝﾀｰ)】
山形大学 地域社会工学研究会 【研究会代表 黒田昭 (山形大学地域社会工学研究会)】
吉原 達也 【吉原 達也 (広島大学法学部)】
ｱｼﾞｱ経済研究所図書館 【(日本貿易振興会 ｱｼﾞｱ経済研究所 図書館)】
学校法人近畿大学産業･法律情報研究所 【(近畿大学産業･法律情報研究所)】
ﾊﾟﾘ講和会議資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会 【(立命館大学 総合情報ｾﾝﾀｰ衣笠情報ｻｰﾋﾞｽ課)】
中央大学法学部文献情報ｾﾝﾀｰ 【有澤秀重 (中央大学法学部文献情報ｾﾝﾀｰ)】
一橋大学附属図書館 【(一橋大学附属図書館)】
広島経済大学地域経済研究所 【石井 和佳 (広島経済大学地域経済研究所)】
瀬川信久(北海道大学法学部) 【瀬川信久 (北海道大学法学部)】
ﾌｪﾘｽ女学院大学附属図書館 【森谷智 (ﾌｪﾘｽ女学院大学附属図書館)】
兵庫大学･兵庫大学短期大学部附属図書館 【平井 尊士 (兵庫大学情報処理ｾﾝﾀｰ)】
広島大学平和科学研究ｾﾝﾀｰ 【松尾雅嗣 (広島大学平和科学研究ｾﾝﾀｰ)】

既刊目次

目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
森戸文庫画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
夜間主ｺｰｽ図書室所蔵図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
山梨学院総合図書館情報ｼｽﾃﾑ
郵政研究所研究成果
横浜国立大学附属図書館画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶ論文目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
立正大学蔵書目録(仮称)
立命館学術情報ｼｽﾃﾑ
立命館大学法学部知識ﾍﾞｰｽｻｰﾊﾞ
龍谷大学社会科学研究所 統計･調査資料検索ｼｽﾃﾑ
歴博図書目録
労働問題専門家ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ﾛｼｱ地域(旧ｿ連)人名ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ﾛｼｱ連邦法律ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
論文情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
和歌山大学経済学部 経済研究所 所蔵目録 ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
和雑誌記事ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
和雑誌目録(仮称)
｢和人ﾒﾃﾞｨｱとｱｲﾇ民族｣ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

民俗誌
明代科挙合格者名簿(明代登科録)ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

宮良家文書画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
民事判決原本ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

北大法学論集

北大法学部ｾﾞﾐ論集既刊目次(仮称)

法学関係欧文記念論文集所収記事ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
法学新報所収記事ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
法学提要ｷﾞﾘｼｬ語義解ﾌｧｲﾙ(仮称)
法政大学大原社会問題研究所 電子図書館･資料館
｢法政理論｣目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
北大法学部研究科 ｼﾞｭﾆｱ･ﾘｻｰﾁ･ｼﾞｬｰﾅﾙ 既刊目次

中央大学法学部文献情報ｾﾝﾀｰ 【有澤秀重 (中央大学法学部文献情報ｾﾝﾀｰ)】
中央大学法学部文献情報ｾﾝﾀｰ 【有澤秀重 (中央大学法学部文献情報ｾﾝﾀｰ)】
西村重雄 【西村重雄 (九州大学大学院 法学研究院)】
法政大学 大原社会問題研究所 【若杉隆志､神屋敷昭人 (法政大学大原社会問題研究所)】
新潟大学法学部 【wwwｻｰﾊﾞ管理者 (新潟大学法学部)】
北海道大学法学部 法令判例新刊雑誌室 【澤田 美喜子 (北海道大学法学部 法令判例
新刊雑誌室)】
北海道大学法学部 法令判例新刊雑誌室 【澤田 美喜子 (北海道大学法学部 法令判例
新刊雑誌室)】
北海道大学法学部 法令判例新刊雑誌室 【澤田 美喜子 (北海道大学法学部 法令判例
新刊雑誌室)】
琉球大学附属図書館 【宮里 愿 (琉球大学附属図書館 情報管理課ｼｽﾃﾑ管理係)】
民事判決原本ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成協議会 会長 石井 紫郎 【 情報管理施設 情報課
情報処理係 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】
上野和男 【上野和男 (国立歴史民俗博物館)】
京都大学人文科学研究所附属漢字情報研究ｾﾝﾀｰ 【三重まゆみ (京都大学人文科学研究所
附属漢字情報研究ｾﾝﾀｰ)】
神戸学院大学図書館 【片山正博 (神戸学院大学図書館)】
森戸文庫ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【板垣 護人 (広島大学附属図書館)】
富山大学経済学部資料室 【谷川 裕子 (富山大学経済学部資料室)】
山梨学院総合図書館 【高橋 敬子 (山梨学院総合図書館)】
郵政研究所 【(郵政研究所 総務部 統計情報係)】
社会科学特殊ｺﾚｸｼｮﾝ及び画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会 【ｼｽﾃﾑ管理係 (横浜国立大学附属図書館)】
上智大学ｲﾍﾞﾛｱﾒﾘｶ研究所 【図書室 (上智大学ｲﾍﾞﾛｱﾒﾘｶ研究所)】
立正大学図書館 【村岡 克也 (現在検討中の為準備中)】
立命館大学総合情報ｾﾝﾀｰ 【田中 康雄 (立命館大学総合情報ｾﾝﾀｰ情報管理課)】
立命館大学法学部･法学会 【立命館大学法学部事務室 ( )】
龍谷大学社会科学研究所 【八木 恵子 (龍谷大学 社会科学研究所)】
国立歴史民俗博物館 【資料課図書係 (国立歴史民俗博物館)】
日本労働研究機構ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ管理部 【ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ管理部運用課 (日本労働研究機構)】
(財)日本国際問題研究所 【ﾛｼｱ研究ｾﾝﾀｰ (日本国際問題研究所)】
財団法人日本国際問題研究所 【ﾛｼｱ研究ｾﾝﾀｰ (財団法人日本国際問題研究所)】
日本労働研究機構ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ管理部 【ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ管理部運用課 (日本労働研究機構)】
和歌山大学経済学部 経済研究所 【(和歌山大学 経済学部 経済研究所)】
国立婦人教育会館 【柿沼 徹 (国立婦人教育会館婦人教育情報ｾﾝﾀｰ)】
富山大学経済学部資料室 【織田 松美 (富山大学経済学部資料室)】
細川 弘明 【細川 弘明 (佐賀大学農学部社会人類学研究室)】

データベースの名称

Data

Files

旭川医科大学放射線業務従事者の被曝量と血液所見(仮称)
旭川大学地域研究所/北海道市町村勢要覧ﾃﾞｰﾀ閲覧ｼｽﾃﾑ(仮称)
旭川大学地域研究所/北海道市町村勢要覧ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ閲覧ｼｽﾃﾑ(仮称)
朝日大学図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ｱｼﾞｱ経済研究所 図書館雑誌記事検索ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
ｱｼﾞｱ経済研究所図書館･蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
ｱｼﾞｱ社会経済情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
亜細亜大学図書館所蔵図書資料目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ｱｼﾞｱの経済資料
跡見学園女子大学図書館蔵書検索
ｱﾌﾘｶ地域研究資料ｾﾝﾀｰ書誌ﾃﾞｰﾀｰﾍﾞｰｽ

浅田家文書分類目録

NBU総合図書館情報ｼｽﾃﾑ(Nippon Bunri University Information
Control Expert System)
NEEDS‐XCAMPUS
OCU ERI‑Biblio(経済学文献目録)
SALIS(Sanno Library Information System)
SPS2000関連研究ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
VDT労働と健康
愛知学泉大学豊田図書館所蔵資料D.B.
青森中央学院大学･青森中央短期大学 図書館 目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

Miyazaki Gakuen Library Database(仮称)
MLIC Online Catalog,LibVision
MSWｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

MEﾃｷｽﾄﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

CSISｸﾘｱﾘﾝｸﾞﾊｳｽ
ECOMIS(国際経済経営情報ｼｽﾃﾑ)
GHQ/SCAP文書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
JANｺｰﾄﾞ商品情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
LBOOK
LNEWS

CRSP

Audience Survey Research Data File

３．経済学

神戸商科大学情報処理教育ｾﾝﾀｰ 【(神戸商科大学情報処理教育ｾﾝﾀｰ)】
大阪市立大学経済研究所 【編集資料係 (大阪市立大学経済研究所)】
産能大学図書館､産能短期大学図書館 【丸田 恭也 (産能大学図書館)】
宇宙科学研究所SPS2000ﾀｽｸﾁｰﾑ 【SPS2000ﾀｽｸﾁｰﾑ (宇宙科学研究所宇宙ｴﾈﾙｷﾞｰ工学部門)】
西山勝夫 【西山勝夫 (滋賀医科大学予防医学講座)】
愛知学泉大学豊田図書館 【丹羽 直美 (愛知学泉大学豊田図書館)】
青森中央学院大学･青森中央短期大学 図書館情報ｾﾝﾀｰ 【図書館事務室 (青森中央学院
大学･青森中央短期大学 図書館情報ｾﾝﾀｰ)】
浅田家文書研究会 東京大学大学院経済学研究科･経済学部図書館 【武田晴人 (東京大
学大学院経済学研究科･経済学部図書館)】
旭川医科大学医学部放射線医学講座 【内村由紀子 (旭川医科大学医学部放射線医学講座)】
旭川大学地域研究所 【竹中 英泰 (旭川大学地域研究所)】
旭川大学地域研究所 【所長 竹中英泰 (旭川大学地域研究所)】
朝日大学図書館 【熊谷 健治 (朝日大学図書館)】
ｱｼﾞｱ経済研究所図書館 【(日本貿易振興会 ｱｼﾞｱ経済研究所 図書館)】
ｱｼﾞｱ経済研究所 図書館 【(日本貿易振興会 ｱｼﾞｱ経済研究所 図書館)】
経済学部 【石田幸正 (追手門学院大学総合情報教育ｾﾝﾀｰ)】
亜細亜大学学術情報部学術情報課 【青島 勉 (亜細亜大学学術情報部学術情報課)】
大阪市立大学経済研究所 【編集資料係 (大阪市立大学経済研究所)】
跡見学園女子大学図書館 【(跡見学園女子大学図書館)】
ｱﾌﾘｶ地域研究資料ｾﾝﾀｰ 【山越 言 (京都大学ｱﾌﾘｶ地域研究資料ｾﾝﾀｰ情報資料室)】

SEAPA (Socio‐economic Analysis of Performing Arts) Research Project 【松田芳郎
(東京国際大学 経済学部)】
University of Chicago,Graduate School of Business on behalf of the Center
for Research in Security P 【図書館 (青森公立大学)】
東京大学空間情報科学研究ｾﾝﾀｰ 【相良 毅 (東京大学空間情報科学研究ｾﾝﾀｰ)】
京都大学経済学部 【櫻田忠衛 (京都大学経済学部)】
立命館大学人文科学研究所GHQ/SCAP文書研究会 【三宅 通久 (立命館大学人文科学研究所)】
(財)流通ｼｽﾃﾑ開発ｾﾝﾀｰ 【飯田 希久子 ((財)流通ｼｽﾃﾑ開発ｾﾝﾀｰ)】
農村生活総合研究ｾﾝﾀｰ 【富田祥之亮 ((社)農村生活総合研究ｾﾝﾀｰ)】
(社)農村生活総合研究ｾﾝﾀｰ 【富田祥之亮(調査役),若林桂子(研究情報部) ((社)農村生
活総合研究ｾﾝﾀｰ)】
MEﾃｷｽﾄﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ研究会(仮称) 【小黒昌一､木村哲夫(新潟青陵短大)､赤間勇雄(文学部非
常勤) (早稲田大学 文学部)】
宮崎学園図書館 【小橋智子 (宮崎学園図書館)】
国際大学松下情報図書ｾﾝﾀｰ 【由利典子 (国際大学松下図書情報ｾﾝﾀｰ)】
東北大学大学院 経済学研究科 福祉経済設計講座 【関田 康慶 (東北大学大学院 経
済学研究科 福祉経済設計講座)】
日本文理大学図書館 【小平 正典 (日本文理大学図書館)】

作成者の名称【問い合わせ先 氏名（大学・機関名等）】

岐阜経済大学図書館蔵書ﾃﾞｰﾀ

金融市場分析用ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

北九州大学付属図書館蔵書目録(仮称)
共愛学園前橋国際大学図書館図書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
教育関係法制資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(昭和期)
京都学園大学図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
京都大学環太平洋ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
杏林大学図書館ｵﾝﾗｲﾝ閲覧目録
近畿大学九州工学部図書館 図書所蔵目録
近畿大学工学部図書館所蔵図書検索(仮称)
近現代中国人物別称ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

学位論文一覧

江戸時代における人口分析ｼｽﾃﾑ
ｴﾈﾙｷﾞｰ関連文献目録(仮称)
追手門学院大学附属図書館ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
欧米社会科学書誌ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
大分大学経済学部経済論集等目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
大型ｺﾚｸｼｮﾝﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ
大来佐武郎著作物目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
大阪経済白書(年刊)
大阪の経済と業界動向ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
小樽運河問題ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ｵﾝﾗｲﾝ目録
会計文献ﾀｲﾄﾙﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
開発協力関連図書資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
神奈川県の農業情報
刊行物､研究報告書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
韓国対外進出企業の資本調達と貿易決済方法に関する実態調査
環日本海経済交流ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
管理栄養士国家試験問題集
外国雑誌目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
外地関係統計資料目録

ｱﾒﾘｶ社史ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
石川一郎文書目録
異文研図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
医療評価のための症例ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
岩手大学蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
営業報告書目録

横浜国立大学経営学部研究資料室 【鳥居 昭夫 (横浜国立大学経営学部研究推進室)】
東京大学大学院経済学研究科･経済学部図書館 【武田晴人 (東京大学大学院経済学研究科)】
神田外語大学異文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究所 【和田 純 (神田外語大学異文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究所)】
病院医療評価研究会 【大道久､梅里良正 (日本大学医学部医療管理学教室)】
岩手大学附属図書館 【附属図書館図書情報係 (岩手大学)】
武田晴人(経済学部教授)
東京大学大学院経済学研究科･経済学部
図書館 【武田晴人 (東京大学大学院経済学研究科 経済学部図書館)】
川口 洋 【川口 洋 (帝塚山大学経営情報学部)】
(財)日本ｴﾈﾙｷﾞｰ経済研究所資料室 【資料室 ((財)日本ｴﾈﾙｷﾞｰ経済研究所)】
追手門学院大学附属図書館 【前所 和夫 (追手門学院大学附属図書館)】
RINET(Regional Information Network) Society 【松井幸子 (図書館情報大学)】
大分大学経済研究所,経済学部情報ｼｽﾃﾑ管理室 【下田 憲雄 (大分大学経済学部)】
東京大学附属図書館 【浜田 悟 (東京大学附属図書館)】
総合研究開発機構大来記念政策研究情報館 【中村 (総合研究開発機構)】
大阪府立産業開学研究所 【(大阪府立産業開発研究所 企画調整)】
大阪府立産業開発研究所 【木村 和彦 (大阪府立産業開発研究所 企画調整課)】
小樽運河問題科学研究費研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【篠崎恒夫 (小樽商科大学)】
流通経済大学図書館 【(流通経済大学図書館)】
神戸大学財務会計ﾗﾎﾞ 【岡部孝好 (神戸大学大学院経営学研究科)】
国際開発ｾﾝﾀｰ調査部情報ﾕﾆｯﾄ 【調査部情報ﾕﾆｯﾄ ((財)国際開発ｾﾝﾀｰ)】
神奈川県農業総合研究所 経営情報部 【原 康明 (神奈川県農業総合研究所 経営情報部)】
大阪府立産業開発研究所 【(大阪府立産業開発研究所 企画調整課)】
徳永正二郎､浜地秀行､姜昌賢 【徳永正二郎 (九州大学大学院経済学研究院)】
富山大学環日本海地域研究ｾﾝﾀｰ 【佐藤裕子 (富山大学環日本海地域研究ｾﾝﾀｰ)】
中村学園大学図書館 【図書課長 猿渡健一 (中村学園大学図書館)】
富山大学経済学部資料室 【田中 寛子 (富山大学経済学部資料室)】
経済統計情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ編成委員会 一橋大学経済研究所附属日本経済統
計情報ｾﾝﾀｰ 【酒井 美香子 (一橋大学経済研究所附属日本経済統計情報ｾﾝﾀｰ)】
新潟大学大学院現代社会文化研究科情報ﾈｯﾄﾜｰｸ委員会 【岩本篤志 (新潟大学大学院現代
社会文化研究科)】
北九州大学付属図書館 【香月 敬二 (北九州大学付属図書館)】
共愛学園前橋国際大学図書館 【茂木 とし子 (共愛学園前橋国際大学図書館)】
阿部彰(大阪大学人間科学部教授) 【阿部彰 (大阪大学人間科学部)】
京都学園大学図書館 【上田 準 (京都学園大学図書館)】
京都大学経済学研究科 【大西 広 (京都大学大学院経済学研究科)】
杏林大学図書館 【児玉 閲 (杏林大学図書館)】
近畿大学九州工学部図書館 【松井たか子 (近畿大学九州工学部図書館)】
近畿大学工学部図書館 【丸岡 文子 (近畿大学工学部 図書館)】
京都大学人文化学研究所附属漢字情報研究ｾﾝﾀｰ 【村田康彦 (京都大学人文科学研究所附
属漢字情報研究ｾﾝﾀｰ)】
立命館大学 BKC社系研究機構･ﾌｧｲﾅﾝｽ研究ｾﾝﾀｰ 【井澤 裕司 (立命館大学BKC研究支援ｾ
ﾝﾀｰ･ﾌｧｲﾅﾝｽ研究ｾﾝﾀｰ)】
岐阜経済大学図書館 【井上 邦江 (岐阜経済大学図書館)】

新聞記事ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
新聞社説索引集

埼玉大学 産学連携 教官情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
札幌学院大学図書館蔵書目録
産業経営研究所 研究分科会等の活動状況(仮称)
産業書誌ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
産研資料検索ｼｽﾃﾑ
財政ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
(財)流通経済研究所資料室ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
資金循環表ﾃﾞｰﾀ･ﾍﾞｰｽ
資金循環ﾓﾃﾞﾙ･ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
自然災害科学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
(社)中国研究所ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
所蔵社史目録

甲南女子大学図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
鉱物資源&工業用鉱物資源ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
神戸学院大学紀要目次ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
高齢者･介護者ｶﾙﾃﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

現行日本統計資料受入目録(単行書扱い資料編)

熊本学園大学産業経営研究所資料ﾃﾞｰﾀｰﾍﾞｰｽ
熊本学園大学 蔵書検索
｢熊本法学｣掲載記事表題等一覧
呉地域研究情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾚｸﾁｬｰﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
経済学文献索引ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
経済企画庁経済研究所"EPA World Econometric Model Discussion
Paper"目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
経済企画庁 経済研究所｢Working Paper｣目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
経済企画庁 経済研究所｢ｴｺﾉﾐｯｸﾘｻｰﾁ｣目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
経済企画庁経済研究所｢経済分析−政策研究の視点ｼﾘｰｽﾞ｣目録ﾃﾞｰﾀ
ﾍﾞｰｽ(仮称)
経済企画庁経済研究所｢経済分析｣目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
経済企画庁経済研究所研究交流ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)(EPA/ERI Database
of Research Cooperation)(tentative)
経済企画庁経済研究所ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝﾍﾟｰﾊﾟｰ目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
経済研究所蔵書目録
県内青果物市況ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
現行日本統計資料受入目録(雑誌扱い資料編)
経済企画庁経済研究所主任研究官室 【浦沢 聡士 (経済企画庁経済研究所)】
大分大学経済学部経済研究所 【清水麻由美 (大分大学経済学部経済研究所)】
沖縄県農業試験場 【竹ﾉ内 昭一 (沖縄県農業試験場 経営研究室)】
一橋大学経済研究所附属日本経済統計情報ｾﾝﾀｰ 【山下迪子 (一橋大学経済研究所附属日
本経済統計情報ｾﾝﾀｰ 統計情報係)】
一橋大学経済研究所附属日本経済統計情報ｾﾝﾀｰ 【武部真子 (一橋大学経済研究所附属日
本経済統計情報ｾﾝﾀｰ)】
甲南女子大学図書館 【(甲南女子大学図書館)】
資源経済部門委員会 【西山 孝 (京都大学大学院ｴﾈﾙｷﾞｰ科学研究科ｴﾈﾙｷﾞｰ応用科学専攻)】
神戸学院大学図書館 【片山正博 (神戸学院大学図書館)】
東北大学大学院 経済学研究科 福祉経済設計講座室 【関田 康慶 (東北大学大学院
経済学研究科 福祉経済設計講座)】
埼玉大学 地域共同研究ｾﾝﾀｰ 【本間 俊司 (埼玉大学 地域共同研究ｾﾝﾀｰ)】
札幌学院大学図書館 【札幌学院大学図書課図書係 (札幌学院大学)】
早稲田大学産業経営研究所 【岩田宣市 (早稲田大学産業経営研究所)】
産業情報ｾﾝﾀｰ 【倉林昭浩 (法政大学産業情報ｾﾝﾀｰ)】
関西学院大学産業研究所 【(関西学院大学産業研究所)】
玉岡 雅之 【玉岡 雅之 (神戸大学大学院経済学研究科)】
(財)流通経済研究所資料室 【資料室 ((財)流通経済研究所)】
斎藤光雄､得津一郎､小川一夫 【小川一夫 (大阪大学社会経済研究所)】
得津一郎(神大),小川一夫(阪大),斎藤光雄(帝塚山大) 【得津一郎 (神戸大学経営学部)】
九州大学西部地区自然災害資料ｾﾝﾀｰ 【橋本晴行 (九州大学西部地区自然災害資料ｾﾝﾀｰ)】
(社)中国研究所 【((社)中国研究所)】
神戸大学経済経営研究所附属経営分析文献ｾﾝﾀｰ 【(神戸大学経済経営研究所 附属経
営分析文献ｾﾝﾀｰ)】
国立婦人教育会館 【柿沼 徹 (国立婦人教育会館婦人教育情報ｾﾝﾀｰ)】
東京大学社会情報研究所附属情報ﾒﾃﾞｨｱ研究資料ｾﾝﾀｰ 【稲垣秀人 (東京大学社会情報研
究所調査室)】

経済企画庁経済研究所主任研究官室 【浦沢 聡士 (経済企画庁経済研究所)】
経済企画庁経済研究所研究交流部 【義永 忠輝 (経済企画庁経済研究所研究交流部)】

経済企画庁 経済研究所 主任研究官室 【浦沢 聡士 (経済企画庁 経済研究所)】
経済企画庁 経済研究所 主任研究官室 【浦沢 聡士 (経済企画庁 経済研究所)】
経済企画庁経済研究所主任研究官室 【浦沢 聡士 (経済企画庁経済研究所)】

熊本学園大学 付属産業経営研究所 【上野 照美 (熊本学園大学 付属産業経営研究所)】
熊本学園大学付属海外事情研究所 【中山由紀 (熊本学園大学付属海外事情研究所)】
熊本大学法学部 【広報委員会 (熊本大学法学部)】
呉大学平尾研究室(平尾元彦) 【平尾元彦 (呉大学社会情報学部)】
青山学院大学国際政治経済研究開発ｾﾝﾀｰ 【国際ﾋﾞｼﾞﾈｽ専攻主任 堀内 正博 (青山学院大学)】
国立情報学研究所 【ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ課ﾃﾞｰﾀ処理技術係 (国立情報学研究所)】
経済企画庁経済研究所主任研究官室 【浦沢 聡士 (経済企画庁経済研究所)】

徳島文理大学図書館ｵﾝﾗｲﾝ目録検索(仮称)
都市･地域経済統計ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
図書館業務ｼｽﾃﾑ
図書館所蔵目録
図書･雑誌目録
図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

調査研究成果ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
帝塚山大学図書館･蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
電中研報告書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
東京家政学院大学蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
東京情報大学総合情報ｾﾝﾀｰ 蔵書検索ｼｽﾃﾑ
東京情報大学総合情報ｾﾝﾀｰ 電子文献ｻｰﾋﾞｽ
東寺文書悉皆目録及び花押画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
東洋学文献類目ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

拓殖大学図書館蔵書目録
大学入試ｾﾝﾀｰ蔵書目録
大東文化大学図書館目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
地方行政資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
中央学院大学図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
中京学院大学図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
中近東文化ｾﾝﾀｰ蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
長期経済統計ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

高岡高商蔵書(和書)目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

総研資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ｿ連経済統計ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
太陽発電衛星研究文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
高岡高商蔵書(洋書)目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

世界の食料統計
世帯別地図座標ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｲﾝ尾道(仮称)
宋会要輯稿編年ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

上場廃止会社沿革ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
上武大学附属図書館蔵書目録(仮称)
鈴鹿国際大学･大学院教員研究論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
ｽﾍﾟｲﾝ地域研究ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
ｽﾗﾌﾞ地域研究文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
政治･立法過程文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

大矢知浩司 【大矢知浩司 (青山学院大学経営学部)】
上武大学附属図書館及び分館 【田村暢子 (上武大学附属図書館)】
一色 将行 【一色 将行 (鈴鹿国際大学)】
山本哲 【山本哲 (愛知県立大学)】
ｽﾗﾌﾞ学文献研究会ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成班 【松田潤 (札幌大学女子短期大学部)】
京都大学大学院法学研究科附属国際法政文献資料ｾﾝﾀｰ 【竹島武郎 (京都大学大学院法学
研究科附属国際法政文献資料ｾﾝﾀｰ)】
世界のｼﾞｬﾎﾟﾆｶ米研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【伊東 正一 (鳥取大学農学部)】
野間圭介 【野間圭介 (龍谷大学経営学部)】
京都大学人文科学研究所附属漢字情報研究ｾﾝﾀｰ 【事務掛 (京都大学人文科学研究所附属
漢字情報研究ｾﾝﾀｰ)】
総合経済研究所 【(徳山大学 総合経済研究所)】
北海道大学ｽﾗﾌﾞ研究ｾﾝﾀｰSESS作成委員会 【田畑伸一郎 (北海道大学ｽﾗﾌﾞ研究ｾﾝﾀｰ)】
日本労働研究機構ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ管理部 【ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ管理部運用課 (日本労働研究機構)】
宇宙科学研究所SPS2000ﾀｽｸﾁｰﾑ 【SPS2000ﾀｽｸﾁｰﾑ (宇宙科学研究所宇宙ｴﾈﾙｷﾞｰ工学部門)】
富山大学経済学部助手室 富山大学経済学部資料室 【谷川 裕子
(富山大学経済学部資料室)】
富山大学経済学部助手室 富山大学経済学部資料室 【谷川 裕子
(富山大学経済学部資料室)】
拓殖大学図書館 【東 悦子 (拓殖大学図書館)】
大学入試ｾﾝﾀｰ管理部庶務課共同利用係 【町田敦志 (大学入試ｾﾝﾀｰ管理部庶務課共同利用係)】
大東文化大学図書館 【藤井英明 (大東文化大学図書館)】
国立婦人教育会館 【柿沼 徹 (国立婦人教育会館婦人教育情報ｾﾝﾀｰ)】
中央学院大学図書館 【小松幸子 (中央学院大学図書館)】
図書館 【加藤 美花 (中京学院大学図書館)】
中近東文化ｾﾝﾀｰ 【図書室 ((財)中近東文化ｾﾝﾀｰ)】
一橋大学経済研究所附属日本経済統計情報ｾﾝﾀｰ 【酒井 美香子 (一橋大学経済研究所附
属日本経済統計情報ｾﾝﾀｰ)】
日本労働研究機構ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ管理部 【ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ管理部運用課 (日本労働研究機構)】
蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 【情報ｻｰﾋﾞｽ係 (帝塚山大学図書館本館)】
(財)電力中央研究所 【根岸 政典 ((財)電力中央研究所 事務ｾﾝﾀｰ 研究管理ｾｸｼｮﾝ)】
東京家政学院大学附属図書館 【坂口 淳二 (東京家政学院大学附属図書館)】
東京情報大学教育研究情報ｾﾝﾀｰ 【(東京情報大学教育研究情報ｾﾝﾀｰ)】
東京情報大学教育研究情報ｾﾝﾀｰ 【(東京情報大学教育研究情報ｾﾝﾀｰ)】
東寺文書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会 【富田 正弘 (富山大学 人文学部)】
京都大学人文科学研究所附属漢字情報研究ｾﾝﾀｰ 【村田康彦 (京都大学人文科学研究所附
属漢字情報研究ｾﾝﾀｰ)】
図書館 【牧尾 裕(ゆたか) (徳島文理大学図書館)】
山根敬三 【山根敬三 (摂南大学経営情報学部)】
九州共立大学 附属図書館 【高野 直哉 (九州共立大学附属図書館)】
鈴鹿国際大学図書館 【(鈴鹿国際大学図書館)】
愛知教育大学附属図書館 【古田 克敏 (愛知教育大学附属図書館)】
国立婦人教育会館 【柿沼 徹 (国立婦人教育会館婦人教育情報ｾﾝﾀｰ)】

目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
夜間主ｺｰｽ図書室所蔵図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
山梨学院総合図書館情報ｼｽﾃﾑ
郵政研究所研究成果
横浜国立大学附属図書館画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
(酪農学園大学･酪農学園大学短期大学部)附属図書館目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
(仮称)
ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶ論文目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
立正大学蔵書目録(仮称)
立命館学術情報ｼｽﾃﾑ
龍谷大学社会科学研究所 統計･調査資料検索ｼｽﾃﾑ
龍谷大学社史･団体史･産業史ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
流通POPﾃﾞｰﾀｻｰﾋﾞｽ
歴史法令ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

民博ｺｽﾁｭｰﾑﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

発展途上地域文献目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
判例･法令･文献三位一体ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ﾊﾟﾘ講和会議資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
一橋大学附属図書館所蔵資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
広島経済大学地域経済研究所所蔵資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
福山大学附属図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
附属図書館目録所在情報ｼｽﾃﾑ(仮称)
ﾌﾞﾗｼﾞﾙ経済ﾏｸﾛ･ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
平和科学研究ｾﾝﾀｰ蔵書目録
法政大学大原社会問題研究所 電子図書館･資料館
南ｲﾝﾄﾞ村落土地査定台帳ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
民俗誌
明代科挙合格者名簿(明代登科録)ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

長崎貿易関係資料
名古屋市立大学図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
南山大学書誌･所蔵ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
新潟大学貴重資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
日経ﾆｰｽﾞ･ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
日本国勢調査人口ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
日本大学経済学部図書館情報ｼｽﾃﾑ(仮称)
日本大学商学部図書館目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
日本多国籍企業の海外事業活動と貿易決済に関する実態調査
日本の主要系列企業ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
日本の主要多国籍企業のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

上智大学ｲﾍﾞﾛｱﾒﾘｶ研究所 【図書室 (上智大学ｲﾍﾞﾛｱﾒﾘｶ研究所)】
立正大学図書館 【村岡 克也 (現在検討中の為準備中)】
立命館大学総合情報ｾﾝﾀｰ 【田中 康雄 (立命館大学総合情報ｾﾝﾀｰ情報管理課)】
龍谷大学社会科学研究所 【八木 恵子 (龍谷大学 社会科学研究所)】
龍谷大学深草図書館 【廣幡昭人(深草図書館課長) (龍谷大学深草図書館課)】
(財)流通ｼｽﾃﾑ開発ｾﾝﾀｰ 【飯井 希久子 ((財)流通ｼｽﾃﾑ開発ｾﾝﾀｰ)】
国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ歴史法令ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【笠谷和比古 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】

文部省科研学重点領域研究｢沖縄の歴史情報｣賀川班 【賀川 隆行 (財団法人 三井文庫)】
名古屋市立大学図書館 【(名古屋市立大学図書館)】
南山大学図書館 【笹山 達成 (南山大学教育･研究事務部学術情報ｾﾝﾀｰ)】
新潟大学附属図書館 【西脇 紀子 (新潟大学附属図書館)】
総合情報教育ｾﾝﾀｰ 【石田幸正 (追手門学院大学総合情報ｾﾝﾀｰ)】
山形大学 地域社会工学研究会 【研究会代表 黒田昭 (山形大学地域社会工学研究会)】
日本大学経済学部図書館 【(日本大学経済学部図書館)】
日本大学商学部図書館 【ﾚﾌｧﾚﾝｽ係 (日本大学商学部図書館)】
徳永正二郎､立石剛､山本一哉 【徳永正二郎 (九州大学大学院経済学研究院)】
稲葉和也,室谷心 【稲葉和也･室谷心 (徳山女子短期大学)】
神戸大学経済経営研究所附属経営分析文献ｾﾝﾀｰ 【梶原 晃 (神戸大学経済経営研究所附
属経営分析文献ｾﾝﾀｰ)】
ｱｼﾞｱ経済研究所図書館 【(日本貿易振興会 ｱｼﾞｱ経済研究所 図書館)】
学校法人近畿大学産業･法律情報研究所 【(近畿大学産業･法律情報研究所)】
ﾊﾟﾘ講和会議資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会 【(立命館大学 総合情報ｾﾝﾀｰ衣笠情報ｻｰﾋﾞｽ課)】
一橋大学附属図書館 【(一橋大学附属図書館)】
広島経済大学地域経済研究所 【石井 和佳 (広島経済大学地域経済研究所)】
福山大学附属図書館 【桑田成年 (福山大学附属図書館)】
兵庫大学･兵庫大学短期大学部附属図書館 【平井 尊士 (兵庫大学情報処理ｾﾝﾀｰ)】
西島章次 【西島章次 (神戸大学経済経営研究所)】
広島大学平和科学研究ｾﾝﾀｰ 【松尾雅嗣 (広島大学平和科学研究ｾﾝﾀｰ)】
法政大学 大原社会問題研究所 【若杉隆志､神屋敷昭人 (法政大学大原社会問題研究所)】
柳澤悠､水島司 【柳澤悠 (東京大学東洋文化研究所)】
上野和男 【上野和男 (国立歴史民俗博物館)】
京都大学人文科学研究所附属漢字情報研究ｾﾝﾀｰ 【三重まゆみ (京都大学人文科学研究所
附属漢字情報研究ｾﾝﾀｰ)】
高橋晴子(大阪樟蔭女子大学学芸学部)､久保正敏(国立民族学博物館博物館民族学研究部)､
大丸 弘(国立民族学博物館)､八村広三郎(立命館大学理工学部)､猿田佳那子(同志社女
子大学生活科学部)､田中昌美 【久保 正敏 (国立民族学博物館 博物館民族学研究部)】
神戸学院大学図書館 【片山正博 (神戸学院大学図書館)】
富山大学経済学部資料室 【谷川 裕子 (富山大学経済学部資料室)】
山梨学院総合図書館 【高橋 敬子 (山梨学院総合図書館)】
郵政研究所 【(郵政研究所 総務部 統計情報係)】
社会科学特殊ｺﾚｸｼｮﾝ及び画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会 【ｼｽﾃﾑ管理係 (横浜国立大学附属図書館)】
酪農学園大学･酪農学園大学短期大学部附属図書館 【照井 俊秀 (酪農学園大学附属図書館)】

歴博図書目録
労研逐刊ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
労働科学雑誌記事索引(欧文編)
労働科学雑誌記事索引(和文編)
労働問題専門家ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
労働問題文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
論文情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
和歌山大学経済学部 経済研究所 所蔵目録 ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
和光大学附属梅根記念図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
和雑誌記事ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
和雑誌目録(仮称)
早稲田大学教育総合研究所(仮称)

国立歴史民俗博物館 【資料課図書係 (国立歴史民俗博物館)】
労働科学研究所図書館 【図書館 (労働科学研究所)】
労働科学研究所図書館 【図書館 (労働科学研究所)】
労働科学研究所図書館 【図書館 (労働科学研究所)】
日本労働研究機構ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ管理部 【ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ管理部運用課 (日本労働研究機構)】
法政大学大原社会問題研究所 【若杉隆志､神屋敷昭人 (法政大学大原社会問題研究所)】
日本労働研究機構ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ管理部 【ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ管理部運用課 (日本労働研究機構)】
和歌山大学経済学部 経済研究所 【(和歌山大学 経済学部 経済研究所)】
和光大学附属梅根記念図書館 【沢里冬子 (和光大学附属梅根記念図書館)】
国立婦人教育会館 【柿沼 徹 (国立婦人教育会館婦人教育情報ｾﾝﾀｰ)】
富山大学経済学部資料室 【織田 松美 (富山大学経済学部資料室)】
早稲田大学教育総合研究所 【木山 勇 (早稲田大学教育総合研究所)】

データベースの名称

MICROPALEONTOLOGy

REFERENCE

COLLECTION

Human Gene Map (ﾋﾄ遺伝子ﾏｯﾌﾟﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ)

Eri YAGI′s Publications(1957‑2000)
Exos‑D Science Database
FUSION
GAMMA10実験ﾃﾞｰﾀｰﾍﾞｰｽ(仮称)
GPS衛星精密軌道情報(仮称)
Growth Hormone /Prolactin Gene Family DNA Data Base
GTOP(Genome TO Protein structure and function)
Hokkaido University Forests Database

DSDP‑ODP

DNA Data Bank of Japan
DNA配列ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

Database for geochemical data of igneous rocks
Data Calalog in WDC‑C2 for Aurora
DMSP衛星 ｵｰﾛﾗ粒子ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

Catalog of the Antarctic Meteorites
CHARGE TRANSFER DATABASE
ContigMaker
Data Archives and Transfer System

AM
ANERIﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
Backscattering Coefficients of light ions from solids
C1触媒反応ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

3次元医薬品構造ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
AE 指数ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

10分間降雨量
18､19世紀ﾄﾞｲﾂ自然哲学総合ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
20万分の1地質図幅集(画像)
210度地磁気ﾃﾞｰﾀ

100万分の1日本地質図第3版CD‑ROM版
10GHz銀河面電波ｻｰﾍﾞｲ

４．理 学
工業技術院地質調査所 【地質情報ｾﾝﾀｰ情報管理普及室 (工業技術院地質調査所)】
半田利弘･祖父江義明 【半田利弘･祖父江義明 (東京大学 大学院理学系研究科 附属天
文学教育研究ｾﾝﾀｰ)】
細山田健三 【細山田健三 (宮崎大学農学部)】
千葉大学文学部加藤尚武研究室 【土屋俊 (千葉大学文学部行動科学科)】
地質調査所 地質情報ｾﾝﾀｰ 【情報管理普及室 (工業技術院 地質調査所 地質情報ｾﾝﾀｰ)】
210度地磁気ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会(代表:湯元清文) 【湯元 清文(代表)/塩川 和夫(ﾃﾞｰﾀ
ﾍﾞｰｽ作成委員) (名古屋大学太陽地球環境研究所/九州大学理学部地球惑星科学科)】
東京薬科大学薬学部第二薬化学教室 【土橋 朗 (東京薬科大学薬学部第二薬化学教室)】
京都大学理学部地磁気世界資料解析ｾﾝﾀｰ(WDC‐C2 for Geomagnetism) 【門倉 昭 (国立
極地研究所ｵｰﾛﾗﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ)】
核融合科学研究所 研究･企画情報ｾﾝﾀｰ 【難波忠清 (核融合科学研究所)】
(財)産業創造研究所､(技)原子力用次世代機器開発研究所 【高山 繁 ((財)産業創造研究所)】
核融合科学研究所研究･企画情報ｾﾝﾀｰ 【加藤隆子 (核融合科学研究所)】
物質研 触媒反応設計ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【浜田秀昭､伊藤建彦､佐々木基 (物質工学工業技術研究所
機能表面化学部 触媒反応設計ｸﾞﾙｰﾌﾟ)】
国立極地研究所南極隕石研究ｾﾝﾀｰ 【小島秀康 (国立極地研究所南極隕石研究ｾﾝﾀｰ)】
核融合科学研究所研究･企画情報ｾﾝﾀｰ 【加藤隆子 (核融合科学研究所)】
ｹﾞﾉﾑﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ研究会 【ｹﾞﾉﾑﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ研究会 (東大医科研ﾋﾄｹﾞﾉﾑ解析ｾﾝﾀｰ)】
宇宙科学研究所 宇宙科学企画情報解析ｾﾝﾀｰ 【長瀬 文昭 (宇宙科学研究所宇宙科学企
画情報解析ｾﾝﾀｰ)】
東北大学理学部地球物質科学科 吉田武義 【吉田武義 (東北大学理学研究科地球物質科学)】
国立極地研究所､ｵｰﾛﾗﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ 【門倉昭 (国立極地研究所ｵｰﾛﾗﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ)】
National Geophysical Data Center(NGAC)/WDC‑A for STP 【門倉昭 (国立極地研究所
ｵｰﾛﾗﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ)】
生命情報研究ｾﾝﾀｰ･国立遺伝学研究所 【舘野義男 (国立遺伝学研究所生命情報研究ｾﾝﾀｰ)】
農業生物資源研究所遺伝資源第二部DNA管理情報科 【長村 吉晃 (農業生物資源研究所
遺伝資源第二部DNA管理情報科)】
国立科学博物館,米国国立自然史博物館,ﾊﾞｰｾﾞﾙ自然史博物館など9機関 【谷村 好洋,斎
藤 靖二 (国立科学博物館)】
八木江里 【八木江里 (東洋大学経済学部社会経済ｼｽﾃﾑ学科(科学技術史))】
宇宙科学研究所｢あけぼの｣研究班 【松岡 彩子 (文部省宇宙科学研究所太陽系ﾌﾟﾗｽﾞﾏ研究系)】
核融合科学研究所研究･企画情報ｾﾝﾀｰ 【難波忠清 (核融合科学研究所)】
筑波大学ﾌﾟﾗｽﾞﾏ研究ｾﾝﾀｰ 【板倉 昭慶 (筑波大学ﾌﾟﾗｽﾞﾏ研究ｾﾝﾀｰ)】
建設省国土地理院 【衛星測地課 (建設省国土地理院測地観測ｾﾝﾀｰ)】
三重大学医学部生化学構座 【中島邦夫 (三重大学医学部(生化学構座))】
西川 建 【西川 建 (国立遺伝学研究所 生命情報研究ｾﾝﾀｰ 大量遺伝情報研究室)】
北海道大学農学部附属演習林 【技術部研究協力技術班(担当 間宮春大) (北海道大学農
学部付属演習林)】
ﾋﾄ遺伝子ﾏｯﾌﾟ研究会 【清水信義 (慶應義塾大学医学部分子生物学教室)】

作成者の名称【問い合わせ先 氏名（大学・機関名等）】

System

IFO生物資学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

Organic Synthesis Data Base
Photoproduction Data Bank(π‑中間子光発生ﾃﾞｰﾀ･ﾊﾞﾝｸ)
PICMSﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
platinum bibﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
PPH (ﾌﾟﾗﾝﾄﾌｫﾄﾊﾝﾃｨﾝｸﾞ)ﾋﾞﾃﾞｵ情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
Protein Secondary Structure Database
Review Articles in Molecular Bioscience
Review Articles in Molecular Biosciences
RIMSﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
SODHO
Spring‑8論文登録一覧

MUﾚｰﾀﾞｰ観測ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
mﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
NAL Report検索ｼｽﾃﾑ
NEWHEPTH
NOAA‐AVHRRﾃﾞｰﾀ

ISC震源ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
KOKYUROK(講究録)ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
Kp指数ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
LIGAND CHEMICAL DATABASE FOR ENZYME
REACTION
List of Papers:Radiolarian Fossils and Radiolarian
Biostratigraphy by Japanese Paleontologists and
Stratigraphers
Magnetic Anomaly Map ot East Asia
1:4,000,000,CD‑ROM.
Microbial Genome Database for Comparative Analysis
Miyazaki Gakuen Library Database(仮称)
MOS‑1 昭和基地受信ﾃﾞｰﾀ

IFO Research Resaurces Database(仮称)
IGRF 地球磁場ﾓﾃﾞﾙﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
Interplanetary Medium ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
IRI HINOTORI(仮称)

HyperGenome
hﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
IAA Space Dictionary(Multilingual Terminology Data Base on
Astronautics) 英仏日版､日英仏版
IAMｶﾙﾁｬｰｺﾚｸｼｮﾝﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

HUMZ

地質調査所､CCOP 【地質情報ｾﾝﾀｰ情報管理普及室 (工業技術院 地質調査所)】
内山 郁夫 【内山 郁夫 (岡崎国立共同研究機構 基礎生物学研究所電子計算機室)】
宮崎学園図書館 【小橋智子 (宮崎学園図書館)】
国立極地研究所情報科学ｾﾝﾀｰ(宇宙開発事業団地球観測ｾﾝﾀｰ) 【山内恭,平沢尚彦 (国立
極地研究所)】
京都大学宙空電波科学研究ｾﾝﾀｰ 【山本 衛 (京都大学宙空電波科学研究ｾﾝﾀｰ)】
宮下 英明 MIYASHITA Hideaki 【宮下 英明 (北海道教育大学教育学部岩見沢校)】
航空宇宙技術研究所図書館 【田頭 味和 (科学技術庁 航空宇宙技術研究所)】
京都大学基礎物理学研究所 【計算機室 (京都大学基礎物理学研究所)】
東北大学理学部附属大気海洋変動観測研究ｾﾝﾀｰ･川村 【川村宏 (東北大学大学院理学研
究科附属大気海洋変動観測研究ｾﾝﾀｰ)】
分子設計研究会､反応ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ分科会 【藤原譲 (神奈川大学理学部情報科学科)】
鵜飼熊太郎､中村輝男 【鵜飼熊太郎 (高ｴﾈﾙｷﾞｰ加速器研究機構計算科学ｾﾝﾀｰ)】
京都大学数理解析研究所 【渡辺 脩子 (京都大学数理解析研究所)】
北里大学白金図書館 【倉田 清(北里大学白金図書館)】
PPHｸﾞﾙｰﾌﾟ(植物映像情報研究ｾﾝﾀｰ) 【堀田満 (鹿児島大学理学部)】
JIPID (大塚仁也)､Ashok S.Kolaskar 【国沢隆 (東京理科大学)】
RAMBIOS刊行会 【石浜 明 (国立遺伝学研究所)】
RAMBIOS刊行会 【林健児 (東京理科大学理学部応用数学教室)】
京都大学数理解析研究所 【渡辺 脩子 (京都大学数理解析研究所)】
国立遺伝学研究所 生命情報研究ｾﾝﾀｰ 【五條堀 孝 (国立遺伝学研究所 生命情報研究ｾﾝﾀｰ)】
(財)高輝度光科学研究ｾﾝﾀｰ利用業務部図書情報課 【(財団法人 高輝度光科学研究ｾﾝﾀｰ
利用業務部図書情報課)】

北海道大学大学院､水産科学研究科､多様性生物学講座(魚類体系学教室) 【仲谷 一宏
(北海道大学大学院水産科学研究科)】
ｹﾞﾉﾑﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ研究会 【ｹﾞﾉﾑﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ研究会 (京都大学科学研究所)】
宮下英明 MIYASHITA Hideaki 【宮下 英明 (北海道教育大学 教育学部 岩見沢校)】
IAA(International Academy of Astronautics) Multilingual Terminology Data Base
Commitee 日本作業ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【二宮敬虔 (宇宙科学研究所)】
東京大学分子細胞生物学研究所細胞･機能高分子総合ｾﾝﾀｰ 【横田 明 (東京大学分子細
胞生物学研究所)】
財･発酵研究所 【竹内昌男 ((財)発酵研究所)】
WDC‐C2 for Aurora 【門倉昭 (国立極地研究所ｵｰﾛﾗﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ)】
NASA GSFC 【門倉昭 (国立極地研究所ｵｰﾛﾗﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ)】
小山孝一郎(宇宙科学研究所)渡部重十(東北大学)大家寛(東北大学) 【小山孝一郎 (宇宙
科学研究所)】
東京大学 地震研究所 地震予知情報ｾﾝﾀｰ 【鷹野澄 (東京大学地震研究所)】
京都大学数理解析研究所 【渡辺 脩子 (京都大学数理解析研究所)】
西ﾄﾞｲﾂ地球物理研究所 【門倉昭 (国立極地研究所ｵｰﾛﾗﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ)】
西岡孝明､五斗進､金久實 【西岡孝明 (京都大学大学院農学研究科応用生物科学専攻)】
水谷伸治郎(Shinjiro Mizutani) 八尾昭(Akira Yao) 桑原希世子(Kiyoko Kuwahara)
【八尾 昭 (大阪市立大学理学部地球学教室)】

岩手大学蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
蔭涼軒日録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
渦鞭毛藻図鑑
宇宙生物学実験ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
宇宙線世界資料ｾﾝﾀｰﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

遺伝子頻度ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
遺伝情報のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
伊藤文庫
ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞﾘｵﾒｰﾀ ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
医用細胞資源ｾﾝﾀｰ 細胞株ｶﾀﾛｸﾞ

遺伝子ｺﾄﾞﾝ使用ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

遺伝資源ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

X線分析の文献
愛知教育大学図書館蔵書を中心とする数学教育文献目録
『あけぼの』ｻｲｴﾝｽﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
ｱｼﾞｱのｼﾀﾞ植物染色体のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(Database of Asian
Pteridophyte Chromo.somes)
ｱﾌﾘｶ地域研究資料ｾﾝﾀｰ書誌ﾃﾞｰﾀｰﾍﾞｰｽ
ｱﾌﾘｶにおける植物利用に関するﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
有明海海象気象ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
石川県白山自然保護ｾﾝﾀｰ研究報告総目次(仮称)
石川県保健環境ｾﾝﾀｰ所蔵図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
石川県林業試験場蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
伊勢湾衛星画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
遺伝資源情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

VDT労働と健康
WAKATE

Tohoku Molten Salts Data Base

TIROS.NOAA衛星ｵｰﾛﾗ粒子ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

SPS2000関連研究ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
SPUTTERING YIELDS OF MONATOMIC SOLIDS DATABASE
STEP極域磁場･ｵｰﾛﾗ広域観測ﾃﾞｰﾀ
STUDY‑RS MLｷｰﾜｰﾄﾞ検索
SUPERCON(超伝導材料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ)
Super DARN SENSU Detabase(仮称)

ｱﾌﾘｶ地域研究資料ｾﾝﾀｰ 【山越 言 (京都大学ｱﾌﾘｶ地域研究資料ｾﾝﾀｰ情報資料室)】
ｱﾌﾛｰﾗ･ｺﾐｯﾃｨ 【木村 大治 (京都大学ｱﾌﾘｶ地域研究資料ｾﾝﾀｰ)】
佐賀大学農学部生産情報科学講座､藤本昌宣 【藤本昌宣 (佐賀大学農学部)】
石川県白山自然保護ｾﾝﾀｰ 【野上 達也 (石川県白山自然保護ｾﾝﾀｰ)】
石川県保健環境ｾﾝﾀｰ 情報･教育研修室 【(石川県保健環境ｾﾝﾀｰ)】
石川県林業試験場 【矢田 豊 (石川県林業試験場)】
石田邦光､伊藤政光､落合弘明 【石田 邦光 (鳥羽商船高等専門学校)】
国立遺伝学研究所･生物遺伝資源情報総合ｾﾝﾀｰ･系統情報研究室 【山崎 由紀子 (国立遺
伝学研究所･生物遺伝資源情報総合ｾﾝﾀｰ･系統情報研究室)】
農業生物資源研究所 【白田 和人 (農業生物資源研究所 遺伝資源第二部 遺伝資源管
理情報科)】
ｺﾄﾞﾝ使用ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(CUTG)作成ｸﾞﾙｰﾌﾟ(池村淑道,五條堀孝,他) 【池村淑道 (国立遺伝学研
究所進化遺伝研究部門内ｺﾄﾞﾝ使用ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成ｸﾞﾙｰﾌﾟ)】
斎藤成也 【斎藤成也 (国立遺伝学研究所進化遺伝研究部門)】
飯田陽一(北海道大学理学部) 【飯田陽一 (北海道大学大学院理学研究科 化学専攻)】
名古屋大学附属図書館 【ｼｽﾃﾑ管理掛 (名古屋大学附属図書館情報ｼｽﾃﾑ課)】
国立極地研究所超高層物理研究部門 【山岸久雄 (国立極地研究所 研究系超高層物理学部門)】
東北大学加齢医学研究所 医用細胞資源ｾﾝﾀｰ 【工藤 俊雄 (東北大学加齢医学研究所
医用細胞資源ｾﾝﾀｰ)】
岩手大学附属図書館 【附属図書館図書情報係 (岩手大学)】
【情報管理施設情報課ﾃﾞｰﾀ管理係 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】
福代康夫､松岡數充､緒方武比古､古谷研 【福代康夫 (東京大学ｱｼﾞｱ生物資源環境研究ｾﾝﾀｰ)】
宇宙科学研究所宇宙基地利用研究ｾﾝﾀｰ 【山下雅道 (宇宙科学研究所宇宙基地利用研究ｾﾝﾀｰ)】
宇宙線世界資料ｾﾝﾀｰ 【渡辺 尭 (茨城大学理学部)】

宇宙科学研究所SPS2000ﾀｽｸﾁｰﾑ 【SPS2000ﾀｽｸﾁｰﾑ (宇宙科学研究所宇宙ｴﾈﾙｷﾞｰ工学部門)】
核融合科学研究所研究･企画情報ｾﾝﾀｰ 【加藤隆子 (核融合科学研究所)】
林 幹治 【林 幹治 (東京大学大学院理学系研究科地域惑星物理学専攻)】
STUDY‑RS ML参加者 【森山 雅雄 (長崎大学工学部情報ｼｽﾃﾑ工学科)】
浅田雄司 【浅田雄司 (金属材料技術研究所)】
Super DARN HF Radar Research Group,Japan(国立極地研究所 超高層物理学研究ｸﾞ
ﾙｰﾌﾟ) 【佐藤 夏雄 (国立極地研究所)】
National Geophysical Data Center(NGDC)/WDC‑A for STP 【門倉昭 (国立極地研究所ｵ
ｰﾛﾗﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ)】
東北大学大学院工学研究科金属工学専攻山村研究室 気付 東北溶融塩ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ委員会
【山村力 (東北大学大学院工学研究科金属工学専攻山村研究室)】
西山勝夫 【西山勝夫 (滋賀医科大学予防医学講座)】
素粒子･原子核･高ｴﾈﾙｷﾞｰ三者若手､京都大学基礎物理学研究所 【計算機室 (京都大学基
礎物理学研究所)】
福岡大学理学部化学科 脇田久伸 【脇田久伸 (福岡大学理学部化学科)】
愛知教育大学数学教育講座 【飯島 康之 (愛知教育大学数学教育講座)】
『あけぼの』ｻｲｴﾝｽﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ 【早川基 (宇宙科学研究所)】
日本ｼﾀﾞ学会 【高宮 正之 (熊本大学大学院自然科学研究科)】

海洋観測DATA BASE(仮称)
海洋観測ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
海洋地球物理学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ −DELPﾃﾞｰﾀ− (Dynamics and Evolution
of the Lithosphere Program)
貝類ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
科学衛星ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
化学ｾﾝｻｰﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
核四極共鳴ｽﾍﾟｸﾄﾙﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
核磁気共鳴ｽﾍﾟｸﾄﾙﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
核図表ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
核に関する宇大構成員の意識調査(1986年)
核物理研究ｾﾝﾀｰRCNP‐Pﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
核融合特別研究ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
化合物基本性質ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
鹿児島工業高等専門学校図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
鹿児島大学多島圏研究ｾﾝﾀｰ出版目録(仮称)
火山ｶﾞｽ文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

海棲哺乳類標本ｶﾀﾛｸﾞ
海洋環境衛星情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

温泉地学研究所総合研究ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
海水ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

ｵﾌｨｵﾗｲﾄ文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ｵﾎｰﾂｸ海北海道沿岸流氷分布図

沿岸環境問題ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
大型藻類標本ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
大阪医科大学図書館図書･雑誌所在情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
大阪市水準測量ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
大阪市立大学医学部所蔵の古人骨(仮称)
大阪大学医学部ﾊﾞｲｵﾒﾃﾞｨｶﾙ教育研究ｾﾝﾀｰ腫瘍生化学研究部ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
(仮称)
沖縄県工業技術情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
女川地磁気ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

衛星ﾃﾞｰﾀ検索ｼｽﾃﾑ
ｴﾈﾙｷﾞｰ環境科学専攻ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

宇宙理論研究室ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

宇宙線ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

名古屋大学太陽地球環境研究所宇宙線世界資料ｾﾝﾀｰ 【藤井善次郎 (名古屋大学太陽地球
環境研究所宇宙線世界資料ｾﾝﾀｰ)】
東京大学大学院理学系研究科物理学専攻宇宙理論研究室 【杉之原 立史 (東京大学 大
学院理学系研究科 附属ﾋﾞｯｸﾞﾊﾞﾝ宇宙国際研究ｾﾝﾀｰ)】
千葉大学 環境ﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞ研究ｾﾝﾀｰ 【梶原 康司 (千葉大学 環境ﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞ研究ｾﾝﾀｰ)】
ｴﾈﾙｷﾞｰ環境科学専攻 【西田靖(又は今泉繁良) (宇都宮大学大学院工学研究科ｴﾈﾙｷﾞｰ環境
科学専攻)】
愛媛大学沿岸環境科学研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【大森 浩二 (愛媛大学沿岸環境科学研究ｾﾝﾀｰ)】
北山 太樹(国立科学博物館) 【北山 太樹 (国立科学博物館植物研究部)】
大阪医科大学図書館 【茂幾 周治 (大阪医科大学図書館)】
林田精郎.三田村宗樹.中川康一 【三田村宗樹 (大阪市立大学理学部)】
安部みき子 【安部 みき子 (大阪市立大学医学部解剖学第2講座)】
大阪大学医学部ﾊﾞｲｵﾒﾃﾞｨｶﾙ教育研究ｾﾝﾀｰ腫瘍生化学研究部 【中村 敏一(船越 洋) (大
学院医学系研究科ﾊﾞｲｵﾒﾃﾞｨｶﾙ教育研究ｾﾝﾀｰ腫瘍生化学研究部)】
沖縄県工業技術ｾﾝﾀｰ 【平良 直秀 (沖縄県工業技術ｾﾝﾀｰ)】
東北大学大学院理学研究科惑星ﾌﾟﾗｽﾞﾏ･大気研究ｾﾝﾀｰ 【坂野井 健 (東北大学大学院理
学研究所惑星ﾌﾟﾗｽﾞﾏ･大気研究ｾﾝﾀｰ)】
石渡 明 【石渡 明 (金沢大学理学部地球学科)】
北海道大学低温科学研究所附属流氷研究施設 【石川 正雄 (北海道大学低温科学研究所
附属流氷研究施設)】
神奈川県温泉地学研究所 【小田 義也 (神奈川県温泉地学研究所)】
運輸省船舶技術研究所氷海技術部 【田村 兼吉 宇都 正太郎 (運輸省船舶技術研究所
氷海技術部)】
国立科学博物館動物研究部 山田格 【山田格 (国立科学博物館分館動物研究部)】
北海道大学大学院水産科学研究科 資源計測学講座 衛星資源計測学研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【齊藤
誠一 (北海道大学大学院水産科学研究科)】
高知県水産試験場 【岡村雄吾(海況担当者) (高知県水産試験場海洋資源科)】
徳島県水産試験場 【金田佳久 (徳島県水産試験場)】
DELP背孤海盆研究班､DELP海洋底研究班 【伊勢崎修弘 (千葉大学理学部地球科学科地球ﾀﾞ
ｲﾅﾐｯｸｽ講座)】
関西学院大学貝類ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ研究会 【雄山真弓 (関西学院大学情報ﾒﾃﾞｨｱ教育ｾﾝﾀｰ)】
宇宙科学研究所 【加藤輝雄 (宇宙科学研究所)】
化学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ委員会 【佐藤寿邦 (横浜国立大学工学部)】
(社)化学情報協会NQR委員会 【中村亘男 (大阪大学大学院理学研究科)】
豊橋技術科学大学 【阿部英次 (豊橋技術科学大学･知識情報工学系)】
広島国際大学保健医療学部 【堀口 隆良 (広島国際大学 保健医療学部 診療放射線学科)】
軍縮と核兵器廃絶を求める宇都宮大学教員有志の集い 【田中秀幸 (宇都宮大学農学部)】
大久保茂男 【大久保茂男 (高知女子大学生活科学部環境理学科)】
核融合特別研究研究成果のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ化 【難波忠清 (核融合科学研究所)】
松浦博厚 【松浦博厚 (広島大学大学院理学研究科化学専攻)】
鹿児島工業高等専門学校 庶務課図書係 【堀 敏郎 (鹿児島工業高等専門学校 庶務課図書係)】
鹿児島大学多島圏研究ｾﾝﾀｰ 【多島圏 (鹿児島大学多島圏研究ｾﾝﾀｰ)】
須藤 茂･篠原 宏志(地質調査所) 【須藤 茂 (地質調査所)】

木曽紫外超過銀河ｶﾀﾛｸﾞ
北太平洋の炭素循環
九州大学機能物質科学研究所新化合物ﾃﾞｰﾀ集成
共愛学園前橋国際大学図書館図書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

岩石標準試料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
岩石物性値ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
記号論理ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
気象衛星NOAA南極昭和基地受信ﾃﾞｰﾀ(仮称)
気象庁地震ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

学術研究活動ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
学術研究論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
学術研究論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
学術論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ第五系(理学)
学術論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ第二系(化学)
ｶﾞｽﾊｲﾄﾞﾚｰﾄ物理的特性ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ｶﾞｽﾊｲﾄﾞﾚｰﾄ文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
が類性ﾌｪﾛﾓﾝﾘｽﾄ

看聞御記ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
学習･記憶
学士論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

火山地質学文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
火星観測ﾃﾞｰﾀべｰｽ
形の科学文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
家畜ｹﾞﾉﾑ･ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
活水論文集目次情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
活構造図ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
荷電粒子核反応ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
神奈川県化学物質安全情報提供ｼｽﾃﾑ
神奈川県産業技術総合研究所研究情報ﾌｧｲﾙ
神奈川県農林水産情報ｼｽﾃﾑ気象情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
神奈川県農林水産情報ｼｽﾃﾑ図書情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
神奈川工科大学附属図書館ｵﾝﾗｲﾝ目録
金沢大学薬学部附属薬用植物園所蔵［ｻｸ］葉標本目録<第一集>白山
の植物
環境情報地図表示
観測ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
環太平洋地磁気ﾈｯﾄﾜｰｸﾃﾞｰﾀ

火山地形ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

建設省国土地理院 地理調査部 地理調査技術開発室 【(建設省国土地理院 地理調
査部 地理第三課)】
宇井忠英 【宇井忠英 (北海道大学大学院理学研究科地球惑星物質科学教室)】
｢火星通信｣同人 【浅田正 (九州国際大学)】
形の科学会 【高木隆司 (東京農工大学)】
農林水産省畜産試験場 【和田 康彦 (農林水産省畜産試験場)】
活水女子大学･短期大学 図書課 【(図書課)】
工業技術院地質調査所 【村田 泰章 (工業技術院地質調査所)】
日本荷電粒子核反応ﾃﾞｰﾀｸﾞﾙｰﾌﾟ 【加藤幾芳 (北海道大学理学部物理学科原子核理論研究室)】
神奈川県環境科学ｾﾝﾀｰ 【岡 敬一 (神奈川県環境科学ｾﾝﾀｰ)】
神奈川県産業技術総合研究所(以下産総研と略す) 【具志堅 徹 (技術情報部情報管理室)】
神奈川県農業総合研究所 【藤田信行 (神奈川県農業総合研究所 経営情報部)】
神奈川県農業総合研究所 【藤田 信行 (神奈川県農業総合研究所 経営情報部)】
神奈川工科大学附属図書館 【永原和雄 (神奈川工科大学附属図書館事務課)】
金沢大学薬学部附属薬用植物園 【金沢大学薬学部教授 御影雅幸 (金沢大学薬学部附属
薬用植物園)】
福井県環境科学ｾﾝﾀｰ 【(福井県環境科学ｾﾝﾀｰ 大気科学部環境情報研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ)】
新天体情報室(国立天文台) 【中村 士 (国立天文台･新天体情報室)】
環太平洋地磁気ﾈｯﾄﾜｰｸﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会 【湯元清文 (九州大学 大学院理学研究院
地球惑星科学部門)】
【情報管理施設情報課ﾃﾞｰﾀ管理係 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】
日本大学医学部薬理学教室 【石川紘一 (日本大学医学部薬理学教室)】
東京大学大学院工学系研究科航空宇宙工学専攻･工学部航空宇宙工学科図書室 【図書室
(東京大学大学院工学系研究科航空宇宙工学専攻･工学部航空宇宙工 学科)】
藤倉 隆 【藤倉 隆 (藤田保健衛生大学医学部法医学教室)】
財団法人 自然史科学研究所 【木村 達明 (財団法人 自然史科学研究所)】
岩手医科大学教養部生物学教教室 【松征正俊 (岩手医科大学 教養部 生物学教室)】
国立情報学研究所 【開発･事業部ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ課ﾈｯﾄﾜｰｸｿﾌﾄｳｪｱ技術係 (国立情報学研究所)】
国立情報学研究所 【開発･事業部ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ課ﾈｯﾄﾜｰｸｿﾌﾄｳｪｱ技術係 (国立情報学研究所)】
成田 英夫(北海道工業技術研究所) 【成田 英夫 (工業技術院 北海道工業技術研究所)】
工業技術院 地質調査所 資源ｴﾈﾙｷﾞｰ地質部 【渡部 芳夫 (地質調査所 資源ｴﾈﾙｷﾞｰ地質部)】
東京農工大学大学院 BASE 安藤哲 【安藤哲 (東京農工大学大学院大学院 生物ｼｽﾃﾑ応
用科学研究科)】
工業技術院 地質調査所地殻化学部 今井 登 【今井 登 (地質調査所 地殻化学部)】
工業技術院地質調査所 【村田 泰章 (工業技術院地質調査所)】
土屋俊 【土屋俊 (千葉大学文学部)】
国立極地研究所気水圏ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【山内恭､平沢尚彦 (国立極地研究所)】
東京大学地震研究所地震予知情報ｾﾝﾀｰ(原ﾃﾞｰﾀ提供:気象庁) 【鷹野 澄､鶴岡 弘､吉井
敏尅 (東京大学地震研究所)】
宮内良子･高瀬文志郎 【宮内良子 (国立天文台･光学赤外線天文学･観測ｼｽﾃﾑ研究系)】
工業技術院情報計算ｾﾝﾀｰ 【渡辺 豊 (通産省工技院資環研)】
九州大学機能物質科学研究所物質合成部門 【森 章 (九州大学機能物質科学研究所)】
共愛学園前橋国際大学図書館 【茂木 とし子 (共愛学園前橋国際大学図書館)】

構造工学研究論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

工業化学科図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
工業技術ｾﾝﾀｰ機器ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
鉱山開発及び地下構造物造成への水噴流利用技術ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

原子･分子ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ検索表示ｼｽﾃﾑ(Atomic and Molecular Data
Interactive System)
原子力科学(京大炉関係)文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
高ｴﾈﾙｷﾞｰ加速器研究機構 中性子科学研究施設関連の出版物ﾃﾞｰﾀﾍﾞ
ｰｽ(仮称)
高温超電導体ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

原子ｽﾍﾟｸﾄﾙ線ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

呉地域研究情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
研究報告総目次
研究報告ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
ｹﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ結晶構造ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
原子核文献情報ﾃﾞｰﾀﾌｧｲﾙ

岐阜県森林科学研究所所蔵図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
倉敷市立短期大学研究情報(仮称)
ｸﾘﾝｸﾞﾙﾃﾞｰﾀﾊﾞﾝｸ

近畿大学九州工学部図書館 図書所蔵目録
近畿大学工学部図書館所蔵図書検索(仮称)
近畿大学農学部図書館蔵書検索ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
金研ｵﾘｼﾞﾅﾙ論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
金研､材料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

極地冷凍植物資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ｷﾗﾘﾃｨ･ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

教育学系博士･修士学位論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
教科書にみられる生物名ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
矯正歯科頭部X線規格写真ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
京大病院病態栄養部業績ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
京都大学総合博物館標本ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
極域生物標本ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
極域蘚苔植物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
極地文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(Arctic&Antarctic Regions)

京都大学原子炉実験所要覧委員会 【武内孝之 (京都大学原子炉実験所)】
高ｴﾈﾙｷﾞｰ加速器研究機構中性子科学研究施設 【古坂道弘 (高ｴﾈﾙｷﾞｰ加速器研究機構物質
構造科学研究所)】
(財)国際超電導産業技術研究ｾﾝﾀｰ･超電導工学研究所開発研究部 【開発研究部 小山
邦男 ((財)国際超電導産業技術研究ｾﾝﾀｰ･超電導工学研究所)】
東京理科大学 工学部工業化学科 【桑野 潤 (東京理科大学 工学部工業化学科)】
埼玉県工業技術ｾﾝﾀｰ技術支援室 【奥野 慎 (埼玉県工業技術ｾﾝﾀｰ)】
1.資源･素材学会｢超高圧水噴流の鉱山及び地下構造物造成への応用研究委員会｣ 2.同 ｢ｳｫ
ｰﾀｰｼﾞｪｯﾄのｼﾞｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰへの高度利用に関する調査研究委員会｣編集委員長:幾世橋 広
【幾世橋 広 (東北大学大学院工学研究科地球工学専攻)】
広島大学工学部第四類(建設系)土木構造工学研究室 【(広島大学工学部 土木構造工学研究室)】

国立教育研究所 【吉岡亮衛 (国立教育研究所教育情報･資料ｾﾝﾀｰ･教育情報調査室)】
中村直美 【中村 直美 (茨城大学教育学部)】
長崎大学歯学部矯正学講座･作成代表:鈴木弘之 【鈴木弘之 (長崎大学歯学部歯科矯正学講座)】
京大病院病態栄養部 【鍵本 伸二 (京大病院病態栄養部)】
京都大学総合博物館 【角谷 岳彦 (京都大学総合博物館情報発信系)】
国立極地研究所資料系生物資料部門 【神田啓史 (国立極地研究所資料系生物)】
国立極地研究所資料系生物資料部門 【神田啓史 (国立極地研究所資料系生物)】
National Information Service Corporation(CD‑ROM版の配布者) 【図書室長 山内
恭 (国立極地研究所)】
国立極地研究所資料系生物資料部門 【神田啓史 (国立極地研究所資料系生物)】
東北大学反応化学研究所 有機資源･材料化学研究ｾﾝﾀｰ反応化学情報研究部 【原田 宣
之 (東北大学反応化学研究所有機資源･材料化学研究ｾﾝﾀｰ反応化学 情報研究部)】
近畿大学九州工学部図書館 【松井たか子 (近畿大学九州工学部図書館)】
近畿大学工学部図書館 【丸岡 文子 (近畿大学工学部 図書館)】
農学部図書館 【(近畿大学農学部図書館事務課)】
情報･広報室長 川添良幸 【川添良幸 (東北大学金属材料研究所)】
金属材料研究所情報･広報室 室長 川添良幸 【川添良幸 (東北大学金属材料研究所情
報･広報室)】
岐阜県森林科学研究所 【大橋 章博 (岐阜県森林科学研究所)】
倉敷市立短期大学及び個人 【永田 桂輔 (倉敷市立短期大学)】
ｾﾘﾝﾌﾟﾛﾃｱｰｾﾞの分子進化学的研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【高橋敬 (島根医科大学医学部生理学I及び国立
遺伝学研究所遺伝情報解析)】
呉大学平尾研究室(平尾元彦) 【平尾元彦 (呉大学社会情報学部)】
北海道教育大学大雪山自然教育研究施設 【浅川 哲弥 (北海道教育大学 旭川校)】
高知県工業技術ｾﾝﾀｰ 【北村 有里 (高知県工業技術ｾﾝﾀｰ)】
ｹﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ結晶学ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ 【楠木正己 (大阪大学蛋白質研究所)】
特定研究｢情報ｼｽﾃﾑの形成過程と学術情報の組織化｣Cｸﾞﾙｰﾌﾟ 【新国三千代 (札幌学院大
学社会情報学部)】
原子ｽﾍﾟｸﾄﾙ線ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【平田龍幸 (京都大学大学院理学部研究科物理学宇宙
物理学専攻)】
核融合科学研究所研究･企画情報ｾﾝﾀｰ 【加藤隆子 (核融合科学研究所)】

災害事例ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
埼玉大学 産学連携 教官情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
埼玉大学理学部数学科Saitama Math J.文献抄録

昆虫学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
昆虫の細胞遺伝学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
昆虫目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ｺﾞﾏ系統保存ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

古地図ｺﾚｸｼｮﾝ
小麦近縁種遺伝資源ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

古地磁気ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

国立天文台(旧東京天文台)所蔵 天文暦学関係和漢書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
国立天文台太陽活動ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
固体地球惑星物質ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(旧:鉱物･無機結晶ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ)

国立科学博物館ﾊﾀﾈｽﾞﾐ類骨格標本ﾃﾞｰﾀﾞｰｽ(仮称)
国立極地研究所学術雑誌目録(仮称)
国立極地研究所 出版物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
国立極地研究所 取扱地図類(仮称)
国立大学微小地震ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
国立天文台ｱｽﾄﾛｸﾞﾗﾌ･ｶﾀﾛｸﾞ

国立科学博物館所蔵図書目録及び逐次刊行物目録(仮称)
国立科学博物館所蔵野村鎮ｺﾚｸｼｮﾝﾎﾛﾀｲﾌﾟ画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

国際極運動観測事業中央局観測(IPMS)ﾃﾞｰﾀ
国際蛋白配列ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
国立科学博物館魚類標本
国立科学博物館古生物標本(無脊推動物)ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
国立科学博物館古脊椎動物標本ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
国立科学博物館食虫類骨格標本ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
国立科学博物館所蔵魚類標本ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
国立科学博物館所蔵現生蛇尾類 入村 精一寄贈標本
国立科学博物館所蔵頭足類標本

高知県定地水温ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
甲南女子大学図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
鉱物資源&工業用鉱物資源ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
高分子C‑13NMRﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
高分子のCarbon‑13核磁気共鳴ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

高知県水産試験場 【岡村雄吾 (高知県水産試験場 海洋資源科)】
甲南女子大学図書館 【(甲南女子大学図書館)】
資源経済部門委員会 【西山 孝 (京都大学大学院ｴﾈﾙｷﾞｰ科学研究科ｴﾈﾙｷﾞｰ応用科学専攻)】
高分子ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ研究会 【大保 信夫 (筑波大学電子情報工学系)】
高分子ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ研究会(代表 筑波大学藤原譲教授) 【安藤勲 (東京工業大学 大学院
理工学研究科 物質科学専攻)】
国立天文台地球回転研究系､水沢観測ｾﾝﾀｰ 【横山紘一 (国立天文台地球回転研究系)】
JIPID(東理大･日本),NBRF(ﾜｼﾝﾄﾝ･米),MIPS(ﾏｯｸｽﾌﾟﾗﾝｸ･西独) 【国沢隆 (東京理科大学JIPID)】
国立科学博物館動物第2研究室 【松浦啓一 (国立科学博物館)】
国立科学博物館地学研究部 【加瀬 友喜･重田 康成 (国立科学博物館地学研究部)】
国立科学博物館地学研究部古生物第三研究室 【冨田幸光 (国立科学博物館)】
遠藤秀紀(国立科学博物館動物研究部) 【遠藤 秀紀 (国立科学博物館 動物研究部)】
国立科学博物館動物第二研究室 【篠原 現人 (国立科学博物館)】
国立科学博物館動物研究部 窪寺 恒己 【窪寺 恒己 (国立科学博物館動物研究部)】
国立科学博物館動物研究部動物第三研究室 窪寺恒己 【窪寺恒己 (国立科学博物館動物
研究部動物第三研究室)】
国立科学博物館 【平野 淳子 (国立科学博物館)】
国立科学博物館動物研究部昆虫第2研究室 【野村 修平 (国立科学博物館動物研究部昆
虫第2研究室)】
遠藤 秀紀(国立科学博物館動物研究部) 【遠藤 秀紀 (国立科学博物館動物研究部)】
国立極地研究所図書室 【山下 敏彦 (国立極地研究所図書室)】
国立極地研究所 図書室 【長谷川 慶子 (国立極地研究所 図書室)】
国立極地研究所 図書室 【長谷川 慶子 (国立極地研究所 図書室)】
東京大学地震研究所地震予知情報ｾﾝﾀｰ 【鷹野澄 (東京大学地震研究所)】
国立天文台･光学赤外線天文学研究系･太陽系部門 【中村士 (国立天文台･光学赤外線天
文学･観測ｼｽﾃﾑ研究係)】
内田正男､伊藤節子 天文情報公開ｾﾝﾀｰ､天文台図書室 【市村 櫻子 (国立天文台)】
国立天文台太陽物理学研究系 【桜井隆 (国立天文台太陽物理学研究系)】
東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学課 宇宙惑星専攻 【宮本正道(代表) (東京大
学大学院理学系研究科鉱物学専攻)】
北海道大学理学部古地磁気研究室 【藤原嘉樹 (北海道大学大学院理学研究科 地球惑星
科学専攻)】
国立歴史民俗博物館 【青山宏夫 (国立歴史民俗博物館 歴史研究部)】
京都大学大学院農学研究科･応用生物科学専攻(河原 太八) 【河原太八 (京都大学大学
院農学研究科･応用生物科学専攻)】
昆虫学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【多田内修 (九州大学大学院農学研究院昆虫学教室)】
村元 直人 【村元 直人 (函館短期大学)】
九州大学大学院農学研究院昆虫学教室 【多田内修 (九州大学大学院農学研究院昆虫学教室)】
富山大学理学部生物学科細胞生物学研究室 【増田 恭次郎 (富山大学理学部生物学科細
胞生物学研究室)】
和田 有司 【和田有司 (通産省工業技術院資源環境技術総合研究所)】
埼玉大学 地域共同研究ｾﾝﾀｰ 【本間 俊司 (埼玉大学 地域共同研究ｾﾝﾀｰ)】
埼玉大学理学部数学科 【WWW管理者 (埼玉大学理学部数学科)】

DATABASE)

所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
飼料作物病害図鑑

所蔵報告類ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

植物ﾌｪﾉﾛｼﾞｰﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
植物分布ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
所蔵図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

種子植物分類学文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
頌栄短期大学図書館蔵書ﾏｽﾀｰ(仮称)
小規模火砕流ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
昭和基地K‑indexﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
昭和基地‑ｱｲｽﾗﾝﾄﾞ地磁気共役点超高層物理ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
昭和基地･地磁気3成分ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
昭和基地･地磁気絶対値ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
植物系統保存ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

自然地理文献検索ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
臭気成分8群の保持値と臭気発生源別のｷｬﾗｸﾀﾘｾﾞｰｼｮﾝおよび健康指
標に関するﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
修士論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

雑誌目録
四国工業技術研究所図書室ｻｰﾋﾞｽ
施設に保存されている研究用植物のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
自然災害科学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
自然史系標本ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(Natural History Speciment

雑誌｢放射線｣目次ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

在日本朝鮮古書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
材料設計用ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

酸母遺伝系統保存株ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
在日本古脊椎動物化石ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

ｻｲﾄｶｲﾝ･ﾌｧﾐﾘｰcDNAﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ｻｲﾄｶｲﾝ ﾚｾﾌﾟﾀｰ ﾌｧﾐﾘｰ ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
さきがけ太陽風､磁場ﾃﾞｰﾀ(仮称)
桜のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
様々な温度での金属融体の構造因子ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

東京大学大学院工学系研究科航空宇宙工学専攻･工学部航空宇宙工学科図書室 【図書室
(東京大学大学院工学系研究科航空宇宙工学専攻･工学部航空宇宙工学科)】
岡田博 【岡田博 (大阪市立大学理学部附属植物園)】
頌栄短期大学図書館 【頌栄短期大学図書館 (頌栄短期大学図書館)】
宇井忠英･若泉恵理 【宇井忠英 (北海道大学大学院理学研究科地球惑星物質科学教室)】
国立極地研究所 【門倉昭 (国立極地研究所ｵｰﾛﾗﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ)】
国立極地研究所超高層物理学研究部門 【門倉 昭 (国立極地研究所)】
国立極地研究所 【門倉昭 (国立極地研究所ｵｰﾛﾗﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ)】
国立極地研究所 【門倉昭 (国立極地研究所ｵｰﾛﾗﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ)】
筑波大学農林技術ｾﾝﾀｰ特別事業植物系統保存 【福田直也 (筑波大学農林技術ｾﾝﾀｰ特別事
業 植物系統保存)】
萩原 信介 国立科学博物館 【萩原 信介 (国立科学博物館附属自然教育園)】
新潟薬科大学生物学教室 白崎仁 【白崎仁 (新潟薬科大学)】
大阪府立産業技術総合研究所 【企画部情報管理課長 金田博之 (大阪府立産業技術総合
研究所)】
東京大学大学院工学系研究科航空宇宙工学専攻･工学部航空宇宙工学科図書室 【図書室
(東京大学大学院工学系研究科航空宇宙工学専攻･工学部航空宇宙工学科)】
東京薬科大学情報ｾﾝﾀｰ 【相川 弘二 (東京薬科大学 情報ｾﾝﾀｰ)】
農林水産省草地試験場環境部作物病害研究室 【菅原 幸哉 (農林水産省草地試験場環境
部作物病害研究室)】

ESTﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ研究会 【野見山 尚之 ( )】
遺伝子ﾌｧﾐﾘｰ研究会 【棚瀬 純男 (遺伝子ﾌｧﾐﾘｰ研究会)】
小山孝一郎 【小山 孝一郎 (宇宙科学研究所)】
広島市立大学情報科学部及び国立遺伝学研究所 【北上 始 (広島市立大学 情報科学部)】
東北大学 素材工学研究所 早稲田研究室 物質構造解析ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【早稲田 嘉夫 (東北
大学 素材工学研究所)】
小野文一郎 【小野文一郎 (立命館大学理工学部生物工学科)】
京都大学理学部地質学鉱物学教室古脊椎動物ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【神谷英利 (京都大学大学院理学研
究科地球惑星科学専攻)】
藤本幸夫 【藤本幸夫 (富山大学人文学部)】
東京大学人工物工学研究ｾﾝﾀｰ設計科学部門情報知識学会CODATA材料ﾃﾞｰﾀｼｽﾃﾑ委員会 【岩
田修一 (東京大学人工物工学研究ｾﾝﾀｰ)】
徳島大学総合科学部量子科学研究室 【桑折範彦 (徳島大学総合科学部自然ｼｽﾃﾑ学科量子
科学研究室)】
名古屋工業大学附属図書館 【(名古屋工業大学附属図書館学術情報係)】
四国工業技術研究所 企画課 【北原 洸 (工業技術院 四国工業技術研究所)】
研究用植物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【梶田 忠 (東京大学大学院理学系研究科附属植物園)】
九州大学西部地区自然災害資料ｾﾝﾀｰ 【橋本晴行 (九州大学西部地区自然災害資料ｾﾝﾀｰ)】
北海道大学総合博物館自然史系標本ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ化促進ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【箕浦名知男 (北海道大学総
合博物館)】
野口泰生 【野口泰生 (国士館大学文学部地理学教室)】
【二木安之 (信州大学医学部衛生学教室)】

on

Number

Theory)

ｾﾗﾐｯｸｽ超電導材料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
専門技術情報

生活環境ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
生態学研究ｾﾝﾀｰ図書所蔵ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
生体情報処理学講座研究活動ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
西南日本における海浜砂の地域特性
生物活性ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
生物分野文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
生理活性脂質ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
赤外ﾗﾏﾝ文献集
雪氷防災文献検索(仮称)

数論ﾂｰﾙ(Tools

水理地盤情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
水理地盤情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
水理地質情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
数学図書室蔵書検索ｼｽﾃﾑ
数値計算ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
数値流体情報研究分野

人工衛星軌道ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
人類学的資料ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
水銀関連文献検索ｼｽﾃﾑ
水産生物標本館登録魚類標本ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

磁性金属間化合物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
地盤情報処理ｼｽﾃﾑ(Ground Data Processing System)
地盤情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
獣医寄生虫ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ Veterinary Parasitology Catalogue
With Original Articles.(VPC)
重力ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
樹木年輪研究会文献一覧
樹木年輪情報検索ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(TRIDAS)(仮称)
樹木年輪情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

新J‑array地震波形ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
深海画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
新疆ｳｲｸﾞﾙに関する研究者ﾃﾞｰﾀﾌｧｲﾙ
信号処理用ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
地震検測ﾃﾞｰﾀ
地震ﾃﾞｰﾀ流通ｼｽﾃﾑ

東京大学地震研究所 地震予知情報ｾﾝﾀｰ 【鷹野 澄 (東京大学地震研究所)】
海洋科学技術ｾﾝﾀｰ 【直井純 (海洋科学技術ｾﾝﾀｰ 情報管理室)】
石山隆(千葉大学環境ﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞ研究ｾﾝﾀｰ) 【石山隆 (千葉大学環境ﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞ研究ｾﾝﾀｰ)】
宮永喜一 【宮永喜一 (北海道大学工学部電子情報工学専攻情報通信ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ講座)】
国立天文台地球回転研究系 【田村良明 (国立天文台地球回転研究系)】
九州大学大学院理学研究院附属地震火山観測研究ｾﾝﾀｰ 【植平 賢司 (九州大学 大学院
理学研究院 附属地震火山観測研究ｾﾝﾀｰ)】
情報･広報室長 川添良幸 【川添良幸 (東北大学金属材料研究所)】
地盤研究会 【岩尾雄四郎 (佐賀大学理工学部土木工学科)】
熊本大学工学部地圏情報工学研究室 【小池克明 (熊本大学工学部環境ｼｽﾃﾑ工学科)】
動物医学研究会 【神谷正男､奥祐三郎､野中成晃 (北海道大学大学院獣医学研究科動物疾
病制御学講座寄生虫学教室)】
東京大学海洋研究所重力ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【藤本 博巳 (東京大学海洋研究所)】
小林 修 【小林 修 (愛媛大学農学部附属演習林米野々森林研究ｾﾝﾀｰ)】
｢樹木年輪｣研究会 【野田真人 (北海道大学農学部附属中川地方演習林)】
名古屋大学大学院生命農学研究科森林環境資源学教室 【梅村 武夫 (名古屋大学大学院
生命農学研究科生物圏資源学専攻)】
ｵｰﾛﾗﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ 【門倉昭 (国立極地研究所)】
神戸学院大学 情報処理ｾﾝﾀｰ 【木村 裕之 (神戸学院大学 情報処理ｾﾝﾀｰ)】
水銀関連文献委員会 【水銀関連文献委員会 (国立水俣病総合研究ｾﾝﾀｰ)】
京都大学大学院農学研究科附属水産実験所 【上野 正博 (京都大学大学院農学研究科附
属水産実験所)】
九州東海大学工学部都市工学科 荒牧研究室 【荒牧 昭二郎 (九州東海大学工学部)】
九州東海大学工学部土木工学科 荒牧研究室 【荒牧 昭二郎 (九州東海大学工学部)】
北海道立地質研究所 【小澤 聡 (北海道立地質研究所)】
数学専攻図書室 【(北海道大学大学院 理学研究科数学専攻図書室)】
中村理一郎 【中村理一郎 (鶴岡工業高等専門学校)】
井上 督(東北大学流体科学研究所 数値流体情報研究分野教授) 【井上 督 (東北大学
流体科学研究所)】
東京都立大学大学院理学研究科数学専攻計算数学ｸﾞﾙｰﾌﾟ 代表 中村憲 【中村 憲 (東
京都立大学大学院理学研究科数学専攻)】
県立新潟女子短期大学生活科学科 【本間 善夫 (県立新潟女子短期大学生活科学科)】
京都大学生態学研究ｾﾝﾀｰ図書室 【高橋 敬子 (京都大学生態学研究ｾﾝﾀｰ図書室)】
広島市立大学情報科学部 生体情報処理学講座 【竹内 俊文 (広島市立大学情報科学部)】
長崎大学名誉教授 鎌田泰彦 【近藤寛 (長崎大学教育学部地学教室)】
JIPID 【国沢隆､佐竹一夫 (東京理科大学)】
BioScience Information Service 【佐伯 勇 (大阪大学大型計算機ｾﾝﾀｰ研究開発部)】
大島 美恵子(国立国際医療ｾﾝﾀｰ研究所) 【大島 美恵子 (国立国際医療ｾﾝﾀｰ研究所)】
情報知識学会分子･結晶ﾃﾞｰﾀ委員会 【田隅三生 (埼玉大学 理学部基礎化学科)】
防災科学技術研究所 長岡雪氷防災実験研究所 【(防災科学技術研究所長岡雪氷防災
実験研究所)】
情報･広報室長 川添良幸 【川添良幸 (東北大学金属材料研究所)】
青森県産業技術開発ｾﾝﾀｰ 【赤平 智明 (青森県産業技術開発ｾﾝﾀｰ普及部)】

Activity

地磁気ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(ﾘｱﾙﾀｲﾑﾃﾞｰﾀも含む)(仮称)
知的所有権の判例ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
地熱抗井ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
千葉県立博物館情報ｼｽﾃﾑ
中央大学理工学研究所
中京学院大学図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
中近東文化ｾﾝﾀｰ蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
超臨界流体ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
通常銀河の電波強度ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

第一外科樹立株細胞
大学入試ｾﾝﾀｰ蔵書目録
大雪山自然教育研究施設研究報告Online
大雪山の自然
大腸菌染色体情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
大腸菌ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(核酸･蛋白質)
地衣類標本ﾃﾞｰﾀ･ﾍﾞｰｽ(仮)−複数あり
力の定数ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
力の定数に関するﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
地球環境衛星画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
地球流体電脳倶楽部ﾗｨﾌﾞﾗﾘ
地形学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽMORPHO
地質標本情報･検索ｼｽﾃﾑ
地磁気ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
地磁気ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

Base

version

Data

太陽地球系物理学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
太陽発電衛星研究文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
太陽風速度ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
滝川畜産試験場総合気象観測ﾃﾞｰﾀ(仮称)
蛋白質･核酸配列情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ﾀﾝﾊﾟｸ質立体構造ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

ﾀｲﾌﾟ標本ﾘｽﾄ(仮称)
太陽活動ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ Solar
太陽紅炎･ﾌｨﾗﾒﾝﾄ活動現象

台風時気象庁毎時地上気象観測資料(仮称)

全国井戸･水文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
蔵書検索ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
体感温ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

地質調査所 【丸井 敦尚 (地質調査所･水分地質研)】
静岡県林業技術ｾﾝﾀｰ 【大場 孝裕 (静岡県林業技術ｾﾝﾀｰ)】
北海道大学大学院工学研究科都市環境工学専攻人間環境計画講座 【持田 徹 (北海道大
学大学院工学研究科都市環境工学専攻人間環境計画講座)】
光田寧(京都大学防災研究所)､藤井健(京都産業大学一般教育研究ｾﾝﾀｰ) 【藤井健 (京都
産業大学一般教育研究ｾﾝﾀｰ)】
大阪市立自然史博物館 【金沢 至 (大阪市立自然史博物館)】
国立天文学太陽活動資料解析ｾﾝﾀｰ 【柴崎 清登 (国立天文台野辺山太陽電波観測所)】
京都大学大学院理学研究科附属天文台 【黒河宏企､上野悟 (京都大学大学院理学研究科
附属天文台)】
STPﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会 【家森俊彦 (京都大学大学院理学研究科地磁気世界資料解析ｾﾝﾀｰ)】
宇宙科学研究所SPS2000ﾀｽｸﾁｰﾑ 【SPS2000ﾀｽｸﾁｰﾑ (宇宙科学研究所宇宙ｴﾈﾙｷﾞｰ工学部門)】
名古屋大学太陽地球環境研究所太陽風研究室 【小島 正宜 (名古屋大学太陽地球環境研究所)】
滝川畜産試験場 【(北海道立滝川畜産試験場 草地飼料作物科)】
浅井正俊 【浅井正俊 (島根医科大学物理学教室)】
米国RCSB(Reseach Collaboratory for Structur(Bioin for matics)が中心となり､ｱ
ｼﾞｱ地区は大阪大学蛋白質研究所がﾃﾞｰﾀ収集を担当して作成 【楠木 正巳 (大阪大学蛋
白質研究所)】
京都大学第一外科 【嶋田 裕 (京都大学第一外科)】
大学入試ｾﾝﾀｰ管理部庶務課共同利用係 【町田敦志 (大学入試ｾﾝﾀｰ管理部庶務課共同利用係)】
北海道教育大学大雪山自然教育研究施設 【浅川 哲弥 (北海道教育大学旭川校)】
北海道教育大学大雪山自然教育研究施設 【浅川 哲弥 (北海道教育大学旭川校)】
大腸菌ｹﾞﾉﾑﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ構築ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【森 浩禎 (奈良先端科学技術大学院大学遺伝子教育研究ｾﾝﾀｰ)】
JIPID,NBBRF 【国沢隆 (東京理科大学)】
柏谷 博之 【柏谷 博之 (国立科学博物館 植物研究部)】
松浦博厚 【松浦博厚 (広島大学大学院理学研究科化学専攻)】
情報知識学会力の定数研究会 【(岡崎国立共同研究機構計算科学研究ｾﾝﾀｰ)】
東京理科大学基礎工学部 高木研究室 【高木幹雄 (東京理科大学 基礎工学部電子応用工学科)】
地球流体電脳倶楽部 【山田 道夫 (東京大学大学院数理科学研究科)】
日本地形学連合 【奥西一夫 (京都大学防災研究所)】
地質標本館 【柳沢 幸夫 (地質調査所地質標本館)】
東京大学地震研究所地震予知情報ｾﾝﾀｰ 【鷹野澄 (東京大学地震研究所)】
京都大学大学院理学研究科地磁気世界資料解析ｾﾝﾀｰ 【家森俊彦 (京都大学大学院理学研
究科地磁気世界資料解析ｾﾝﾀｰ)】
京都大学理学部地磁気世界資料解析ｾﾝﾀｰ 【亀井豊永 (京都大学理学部地磁気世界資料解析ｾﾝﾀｰ)】
近畿大学産業･法律研究所 播磨良承,高橋秀和 【高橋 秀和 (近畿大学産業･法律情報研究所)】
地質調査所 【矢野雄策 (通産省工業技術院地質調査所)】
千葉県教育庁生涯学習部文化課 【小田島 高之 (千葉県立中央博物館)】
中央大学理工学研究所 【(中央大学理工学研究所)】
図書館 【加藤 美花 (中京学院大学図書館)】
中近東文化ｾﾝﾀｰ 【図書室 ((財)中近東文化ｾﾝﾀｰ)】
(物質研)北尾修･佐古猛･神澤千代志･佐藤眞士 【北尾 修 (物質工学工業技術研究所)】
電波源ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【田原博人 (宇都宮大学教育学部)】

徳島の海の生物
徳島文理大学図書館ｵﾝﾗｲﾝ目録検索(仮称)
徳山高専図書館ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
時計群比較ﾃﾞｰﾀ,ﾛﾗﾝC受信ﾃﾞｰﾀ,TAI‐UTC(ILOM),ﾃﾚﾋﾞ電波による時
計比較ﾃﾞｰﾀ,GPS時計比較ﾃﾞｰﾀ
土佐黒潮牧場ﾌﾞｲ海況情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
都市域と島の動物生態
図書館蔵書検索ｼｽﾃﾑ
図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
図書･雑誌検索(仮称)

東寺文書悉皆目録及び花押画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
東北大学大学院理学研究科付属植物園 植物目録
東洋学文献類目ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

東京理科大学乱流DNSﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
凍結保存細胞ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

電中研報告書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
電波源のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
電波源の偏波ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
桐蔭横浜大学大学情報ｾﾝﾀｰ(図書館)
東京家政学院大学蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
東京女子大学図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
東京水産大学附属図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
東京大学総合研究博物館所蔵鉱石標本目録第1部ｽｶﾙﾝ鉱石(英文)

電子図書館

定温気液平衡､圧‐体積‐温度関係､混合熱､混合体積
定線観測､水温､塩分ﾃﾞｰﾀ(仮称)
ﾃｸﾆｶﾙﾚﾎﾟｰﾄﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
天体電波源強度ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
天体電波源ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
電解質溶液物理化学ﾊﾟﾗﾒｰﾀｰﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
電気化学ｾﾝｻｰﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
電気化学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
電子顕微鏡画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

筑波実験植物園 植物総合管理ｼｽﾃﾑ
筑波大学陸域環境研究ｾﾝﾀｰ熱収支･水収支観測資料
｢対馬暖流域の生物地理｣文献目録集
低温化学熱力学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

高知県水産試験場 【岡村雄吾(海況担当者) (高知県水産試験場 海洋資源科)】
出羽寛 【出羽寛 (旭川大学)】
科学技術庁航空宇宙技術研究所図書館 【田頭味和 (科学技術庁航空宇宙技術研究所)】
図書館 【村上 研二 (鈴鹿医療科学大学 会計課)】
北海道立地質研究所､北海道立衛生研究所､北海道環境科学研究ｾﾝﾀｰ､北海道立工業試験場

筑波実験植物園/(株)ｼｽﾃﾑﾊｰﾂ 【松本 定 (国立科学博物館筑波研究資料ｾﾝﾀｰ)】
筑波大学陸域環境研究ｾﾝﾀｰ 【浅沼 順 (筑波大学陸域環境研究ｾﾝﾀｰ)】
｢対馬暖流域の生物地理｣研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【松岡数充 (長崎大学水産学部沿岸環境学研究室)】
東京工業大学応用ｾﾗﾐｯｸｽ研究所 阿竹研究室 【阿竹徹 (東京工業大学応用ｾﾗﾐｯｸｽ研究所ｾ
ﾗﾐｯｸｽ解析部門)】
長谷昌紀 【長谷昌紀 (福岡大学工学部化学工学科)】
水産総合研究所企画経営部 【樋田 史郎 (神奈川県水産総合研究所)】
固体地球研究ｾﾝﾀｰ(岡山大学) 【神崎 正美 (岡山大学固体地球研究ｾﾝﾀｰ)】
電波源ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【井上允 (国立天文台電波天文学研究系)】
電波源ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【井上允 (国立天文台電波天文学研究係)】
化学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ委員会 【佐藤寿邦 (横浜国立大学工学部)】
岡崎敏(京都大学大学院工学研究科) 【岡崎敏 (京都大学大学院工学研究科材料化学専攻)】
電気化学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｸﾞﾙｰﾌﾟ 【岡崎 敏 (京都大学大学院工学研究科 材料化学専攻)】
東北大学素材工学研究所 素材評価研究部門形態評価研究分野 【進藤大輔 (東北大学素
材工学研究所)】
奈良先端科学技術大学院大学研究協力部学術情報課 【徳平 省一 (奈良先端科学技術大
学院大学研究協力部学術情報課)】
(財)電力中央研究所 【根岸 政典 ((財)電力中央研究所 事務ｾﾝﾀｰ 研究管理ｾｸｼｮﾝ)】
電波源ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【田原博人 (宇都宮大学教育学部)】
電波源ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【田原博人 (宇都宮大学教育学部)】
桐蔭横浜大学大学情報ｾﾝﾀｰ(図書館) 【横川博良 (桐蔭横浜大学大学情報ｾﾝﾀｰ･情報ｼｽﾃﾑ室)】
東京家政学院大学附属図書館 【坂口 淳二 (東京家政学院大学附属図書館)】
東京女子大学図書館 【情報ｼｽﾃﾑ課 (東京女子大学図書館)】
東京水産大学附属図書館学術情報係 【(東京水産大学附属図書館学術情報係)】
総合研究資料館 岩石･鉱床部門(松山文彦･清水正明･島崎英彦) 【田賀井篤平 (東京大学
総合研究博物館)】
東京理科大学理工学部機械工学科 河村研究室 【河村 洋 (東京理科大学 理工学部)】
大阪大学微生物病研究所発癌制御遺伝子検索細胞ｾﾝﾀｰ 【審良 静男 (大阪大学微生物病
研究所附属発癌制御遺伝子検索細胞ｾﾝﾀｰ)】
東寺文書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会 【富田 正弘 (富山大学 人文学部)】
付属植物園 【鈴木 三男 (東北大学大学院理学研究科付属植物園)】
京都大学人文科学研究所附属漢字情報研究ｾﾝﾀｰ 【村田康彦 (京都大学人文科学研究所附
属漢字情報研究ｾﾝﾀｰ)】
佐藤 征弥 【佐藤 征弥 (徳島大学総合科学部)】
図書館 【牧尾 裕(ゆたか) (徳島文理大学図書館)】
徳山工業高等専門学校 図書館 【(徳山工業高等専門学校図書館)】
国立天文台水沢観測ｾﾝﾀｰ 【堀合幸次 (国立天文台水沢観測ｾﾝﾀｰ)】

Nagoya

日本工業大学図書館所蔵目録
日本産ｱﾘ類系統分類ｶﾗｰ画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
日本産さび菌ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

日本海域鯨類文献抄録
日本海ｾﾄﾛｼﾞｰ研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ･漂着ｸｼﾞﾗﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
日本画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

西日本周辺大陸棚の堆積物とﾍﾞﾝﾄｽの定量的研究付属資料(ﾃﾞｰﾀ集)
日米共同ｴﾏﾙｼｮﾝ実験研究論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
日食図･日食計算ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
日水研図書管理ｼｽﾃﾑ(仮称)
日本医学物理学会大会演題･発表者ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

南極みずほ基地地上気象ﾃﾞｰﾀ
南極みずほ基地放射ﾃﾞｰﾀ
南部ﾌｫｯｻﾏｸﾞﾅ地域の重力ﾃﾞｰﾀ

名古屋大学放散虫化石ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(The Rad File,The
University museum
南極海植物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
南極･固体地球物理学ﾃﾞｰﾀ(仮称)

名古屋市立大学図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
名古屋大学地震観測網ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

長岡技術科学大学博士論文目次要旨ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

土偶ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
土木研究所刊行物目録
長岡技術科学大学紀要ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

図書台帳(仮称)
図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
図書目録
図書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
栃木県ｼﾀﾞ植物検索ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
栃木県植物目録1996
栃木県ｽｹﾞ属植物検索ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
都道府県庁所在都市の給水栓水水質
豊田工業高等専門学校図書館蔵書目録検索ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ﾄﾘﾁｳﾑ文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

南極圏ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会 【福地 光男 (国立極地研究所)】
国立極地研究所地学ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【神沼克伊･渋谷和雄･金尾政紀･野木義史･土井浩一郎･青木
茂 (国立極地研究所･地学部門･南極圏環境ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ研究ｾﾝﾀｰ)】
国立極地研究所気水圏ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【山内恭 (国立極地研究所)】
国立極地研究所気水圏ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【山内恭 (国立極地研究所)】
里村幹夫､安間秀明､山本明彦､志知龍一､大石宏児 【里村幹夫 (静岡大学理学部生物地球
環境科学科)】
長崎大学名誉教授 鎌田泰彦 【近藤寛 (長崎大学教育学部地学教室)】
神戸女子短期大学
浅木森 和夫 【浅木森 和夫 (神戸女子短期大学)】
竹下幸一 【竹下幸一 (東京農業大学生物産業学部)】
日本海区水産研究所 【高橋 伸弘 (日本海区水産研究所企画連絡室情報係)】
日本医学物理学会,福島県立医科大学医学部物理学講座 小林 恒夫 【小林 恒夫 (福島
県立医科大学医学部物理学講座)】
日本海ｾﾄﾛｼﾞｰ研究会 【平口哲夫 (金沢医科大学医学部)】
日本海ｾﾄﾛｼﾞｰ研究ｸﾙｰﾌﾟ 【山田格 (国立科学博物館動物研究部)】
東北大学理学部大気海洋変動観測研究ｾﾝﾀｰ 【川村宏 (東北大学大学院理学研究科附属大
気海洋変動観測研究ｾﾝﾀｰ)】
日本工業大学図書館 【大久保恵 (日本工業大学図書館)】
ｱﾘ類ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【ｱﾘ類ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成ｸﾞﾙｰﾌﾟ代表 今井弘民 (国立遺伝学研究所)】
さび菌研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【柿嶌眞 (筑波大学農林学系)】

【小澤 聡 (北海道立地質研究所)】
図書委員会 【渡辺 定良 (新潟県保健環境科学研究所 調査研究室 情報調査科)】
秋田県工業技術ｾﾝﾀｰ 【中塚 清人 (秋田県工業技術ｾﾝﾀｰ)】
名古屋工業大学附属図書館 【(名古屋工業大学附属図書館情報管理係)】
昭和女子大学図書館 【柳 秀子 (昭和女子大学図書館)】
青木 章彦 【青木 章彦 (作新学院大学 女子短期大学部)】
青木 章彦 【青木 章彦 (作新学院大学女子短期大学部)】
青木 章彦 【青木 章彦 (作新学院大学女子短期大学部)】
県立新潟女子短期大学生活科学科 【立山 千草,本間 伸夫 (県立新潟女子短期大学)】
豊田工業高等専門学校庶務課図書係 【藤井 政雄 (豊田工業高等専門学校庶務課)】
富山大学ﾄﾘﾁｳﾑ科学ｾﾝﾀｰ(現･富山大学水素同位体科学研究ｾﾝﾀｰ) 【鳥養 祐二 (富山大学
水素同位体科学研究ｾﾝﾀｰ)】
｢土偶とその情報｣研究会 【西本 豊弘 (国立歴史民俗博物館)】
建設省土木研究所企画部情報資料課 【情報資料課 (建設省土木研究所企画部情報資料課)】
長岡技術科学大学附属図書館情報処理ｾﾝﾀｰ 【(長岡技術科学大学 教務部図書課 目
録情報係)】
長岡技術科学大学図書課目録情報係･機械系･永澤研究室 【(長岡技術科学大学 教務
部図書課目録情報係)】
名古屋市立大学図書館 【(名古屋市立大学図書館)】
名古屋大学大学院理学研究科地震火山観測研究ｾﾝﾀｰ 【山崎文人 (名古屋大学大学院理学
研究科地震火山観測研究ｾﾝﾀｰ)】
名古屋大学博物館 【束田 和弘 (名古屋大学博物館)】

微分幾何学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
病原真菌および病原放線菌保存ﾘｽﾄ(仮称)
びわ湖情報ﾃﾞｰﾀﾊﾞﾝｸ
福井県自然災害ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
福井県地質文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
福井地域地盤ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
福島県立博物館収蔵資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
福島県立博物館図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
福山大学附属図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
藤女子大学図書館ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
附属図書館目録所在情報ｼｽﾃﾑ(仮称)
ﾌﾀﾛｼｱﾆﾝ関連化合物に関する学術研究論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
物理学国際会議録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

広島県立東部工業技術ｾﾝﾀｰﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｻｰﾋﾞｽ(仮称)
微生物資源ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

薄膜の軟X線光学定数
発生生物学 分子生物学 宇宙生物学 細胞生物学 生化学 動物科学
器官形成
発表論文･蔵書目録(仮称)
ﾊﾌﾞ咬症者ﾘｽﾄ(仮称)
波浪ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
汎用同定支援ｼｽﾃﾑ｢GENESIS｣対応樹種同定ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(総称)
判例･法令･文献三位一体ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ﾊﾟｿｺﾝによる地盤図ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
羊ヶ丘の気象ﾃﾞｰﾀ

野辺山電波ﾍﾘｵｸﾞﾗﾌﾃﾞｰﾀ(仮称)
白山高等植物ｲﾝﾍﾞﾝﾄﾘｰ調査報告
博士論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

日本分類学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
日本ﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞ学会文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
人間形成と学習環境に関する映画史料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
熱帯ﾓﾝｽｰﾝｱｼﾞｱ古環境文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

日本産蘚類植物総目録
ﾆﾎﾝｻﾞﾙ野外研究関連文献ﾘｽﾄ
日本地質文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
日本に在る脊椎動物化石標本のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
日本の化学文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
日本美術ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

(財)ﾘﾓｰﾄ･ｾﾝｼﾝｸﾞ技術ｾﾝﾀｰ(RESTEC) 【((財)ﾘﾓｰﾄ･ｾﾝｼﾝｸﾞ技術ｾﾝﾀｰ 企画調整部)】
沖縄県衛生環境研究所 ﾊﾌﾞ研究室 【勝連盛輝 (沖縄県衛生環境研究所 ﾊﾌﾞ研究室)】
運動性性能部 小川 剛孝 【小川 剛孝 (運輸省船舶技術研究所運動性性能部)】
石川県林業試験場 【矢田 豊 (石川県林業試験場)】
学校法人近畿大学産業･法律情報研究所 【(近畿大学産業･法律情報研究所)】
東和大学土質研究室 【川副嘉久 (東和大学)】
北海道農業試験場気象資源評価研究室 【村田 竜一 (農林水産省北海道農業試験場情報
資料課)】
広島県立東部工業技術ｾﾝﾀｰ 【岡本 英二 (広島県立東部工業技術ｾﾝﾀｰ)】
WFCC‑MIRCEN World Data Centre for Microorganisms 【菅原 秀明 (国立遺伝学
研究所)】
井川俊彦 【井川俊彦 (日本大学医学部)】
千葉大学真菌医学研究ｾﾝﾀｰ 【西村和子 (千葉大学真菌医学研究ｾﾝﾀｰ)】
滋賀県琵琶湖研究所 【(滋賀県琵琶湖研究所 情報管理部門)】
福井大学 教育地域科学部 地学教室 【山本 博文 (福井大学教育地域科学部 地学教室)】
福井大学教育地域科学部 地学教室 【山本 博文 (福井大学教育地域科学部 地学教室)】
福井地域環境研究会地盤分科会 【福井卓雄 (福井大学工学部)】
福島県立博物館 【竹谷 陽二郎 (福島県立博物館)】
福島県立博物館 【竹谷 陽二郎 (福島県立博物館)】
福山大学附属図書館 【桑田成年 (福山大学附属図書館)】
藤女子大学図書館 【図書課長 (藤女子大学図書館)】
兵庫大学･兵庫大学短期大学部附属図書館 【平井 尊士 (兵庫大学情報処理ｾﾝﾀｰ)】
熊本大学理学部物理化学科物理化学系研究室 【藤本 斉 (熊本大学理学部物質化学科)】
基礎物理学文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｸﾞﾙｰﾌﾟ(昭和55〜60年度)､基礎物理学研究所(昭和61年度) 【計

岩月善之助 【出口博則 (広島大学大学院理学研究科生物科学専攻植物生物学講座)】
霊長類研究所ﾆﾎﾝｻﾞﾙ野外観察施設 【渡邉邦夫 (京都大学霊長類研究所)】
地質調査所地質情報ｾﾝﾀｰ資料情報課 【菅原義明 (地質調査所地質情報ｾﾝﾀｰ資料情報課)】
JAFOV構築作業ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【山本 嘉一郎 (光華女子大学 文学部)】
(社)化学情報協会 【千原秀昭 ((社)化学情報協会)】
海外日本美術情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 【情報管理施設 情報課 ﾃﾞｰﾀ管理係 (国際日本文
化研究ｾﾝﾀｰ)】
ETIJ 【酒井勝司 (四国大学生物学研究室)】
日本ﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞ学会 情報委員会 【森山 雅雄 (長崎大学工学部情報ｼｽﾃﾑ工学科)】
阿部彰(大阪大学人間科学部教授) 【阿部彰 (大阪大学人間科学部)】
熱帯ﾓﾝｽｰﾝｱｼﾞｱの古環境に関する予備的研究をする会 【祖田 亮次 (広島大学総合地誌
研究資料ｾﾝﾀｰ)】
国立天文台野辺山太陽電波観測所 【柴崎 清登 (国立天文台電波天文学研究係)】
石川県白山自然保護ｾﾝﾀｰ 【野上 達也 (石川県白山自然保護ｾﾝﾀｰ)】
東京大学大学院工学系研究科航空宇宙工学専攻･工学部航空宇宙工学科図書室 【図書室
(東京大学大学院工学系研究科航空宇宙工学専攻･工学部航空宇宙工学科)】
東北大学科学計測研究所紫外線計測研究部門 【柳原美広 (東北大学科学計測研究所)】
浅島研究室､東大総合文化研究科･生命系 【浅島誠 (東大･大学院総合文化研究科.生命環境科学系)】

有害動物学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

明治薬科大学図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ﾒﾀﾞｶ･ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
木星観測ﾃﾞｰﾀべｰｽ
目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
湯浅年子資料

無重力実験ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

宮崎医科大学附属図書館蔵書検索ｼｽﾃﾑ
民俗建築画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
民俗誌
民博ｺｽﾁｭｰﾑﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

三重大学水産実験所魚類学文献ﾃﾞｰﾀ
三重大学水産実験所魚類標本
ﾐｶﾝ亜科植物保存ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
宮城教育大学環境研ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

文化財科学関係文献目録
分子生物学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
分子分光定数ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
文書管理ｼｽﾃﾑ(仮称)
文書検索
分布地図作成図形ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝに関する学術文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
ﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ･蛋白質･ｱﾐﾉ酸配列ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ･蛋白質文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
放散虫化石ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
｢放射線検出器とその応用｣研究会報告 目次ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
北大農学部作物栄養学講座研究論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
北天の明るい銀河のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
北陸地方の河川環境と生息動物−(底生動物生息状況)−(阿賀野川
水系の魚類)−(大川ﾀﾞﾑの魚類)−(阿賀川の陸生昆虫)−(大川ﾀﾞﾑ
の陸生昆虫)−(大川ﾀﾞﾑの底生動物)
保健衛生･環境保全論文目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
捕食･寄生性昆虫ﾀﾞﾆ類 文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
捕食･寄生性昆虫文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
防災計画ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙ関数ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
長野県衛生公害研究所 【丸山節子 (長野県衛生公害研究所)】
捕食･寄生性昆虫研究会 【戒能 洋一 (筑波大学 農林学系)】
捕食･寄生性昆虫研究会 【戒能洋一 (筑波大学農林学系)】
竹内吉弘(大阪工大･建築学科) 【竹内吉弘 (大阪工業大学工学部)】
物質工学工業技術研究所 基礎部計算機化学ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【三上 益弘 (物質工学工業技術研
究所 基礎部)】
木村 清志 【木村 清志 (三重大学生物資源学部附属水産実験所)】
木村 清志 【木村 清志 (三重大学生物資源学部附属水産実験所)】
佐賀大学農学部遺伝資源学研究室 【仁藤伸昌 (佐賀大学農学部)】
宮城教育大学教育学部附属環境教育実践研究ｾﾝﾀｰ 【安江正治 (宮城教育大学教育学部附
属環境教育実践研究ｾﾝﾀｰ)】
宮崎医科大学附属図書館 【金子 弘康 (宮崎医科大学附属図書館)】
日本民俗建築学会 民俗建築資料委員会 【乾 尚彦 (学習院女子大学)】
上野和男 【上野和男 (国立歴史民俗博物館)】
高橋晴子(大阪樟蔭女子大学学芸学部)､久保正敏(国立民族学博物館博物館民族学研究部)､
大丸 弘(国立民族学博物館)､八村広三郎(立命館大学理工学部)､猿田佳那子(同志社女
子大学生活科学部)､田中昌美 【久保 正敏 (国立民族学博物館 博物館民族学研究部)】
通商産業省工業技術院北海道工業技術研究所･北野邦尋･皆川秀紀 【皆川 秀紀 (通商産
業省･工業技術院−北海道工業技術研究所)】
明治薬科大学図書館･情報課 【松沢 裕子 (明治薬科大学図書･情報課)】
ﾒﾀﾞｶ.ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ.ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【堀 寛 (名古屋大学大学院理学研究科)】
東亜天文学会木土星課 【浅田正 (九州国際大学)】
神戸学院大学図書館 【片山正博 (神戸学院大学図書館)】
お茶の水女子大学ｼﾞｪﾝﾀﾞｰ研究ｾﾝﾀｰ･研究協力員 松田 久子 【松田 久子 (お茶の水女子
大学ｼﾞｪﾝﾀﾞｰ研究ｾﾝﾀｰ)】
有害動物学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会 【上村清 (富山医科薬科大学)】

算機室 (京都大学基礎物理学研究所)】
日本文化財学会 【小池裕子 (九州大学大学院比較社会文化研究院)】
名古屋大学･生命理学 【本間 道夫 (名古屋大学大学院理学研究科･分子生物)】
ﾏｲｸﾛ波分光連絡会 【杉江 正昭 (物質工学工業技術研究所)】
(財)ﾘﾓｰﾄ･ｾﾝｼﾝｸﾞ技術ｾﾝﾀｰ(RESTEC) 【((財)ﾘﾓｰﾄ･ｾﾝｼﾝｸﾞ技術ｾﾝﾀｰ(RESTEC)資料ｾﾝﾀｰ)】
福井県環境科学ｾﾝﾀｰ 【(福井県環境科学ｾﾝﾀｰ 大気科学部 環境情報研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ)】
【八重樫純樹 (静岡大学 情報学部)】
上田拓史 【上田拓史 (愛媛大学沿岸環境科学研究ｾﾝﾀｰ)】
(財)蛋白質研究奨励会 【情報室 ((財)蛋白質研究奨励会分室)】
(財)蛋白質研究奨励会 【情報室 ((財)蛋白質研究奨励会分室)】
Rad‑File(IDB)研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【水谷 伸治郎 (日本福祉大学情報社会科学部)】
徳島大学総合科学部 量子科学研究室 桑折範彦 【桑折範彦 (徳島大学 総合科学部)】
信濃卓郎 【信濃 卓郎 (北海道大学大学院農学研究科)】
小平桂一･岡村定矩･市川伸一(編集者) 【岡村定矩 (東京大学･大学院理学系研究科･天文学専攻)】
会津大学 短期大学部 樋 幸四郎 【樋 幸四郎 (会津大学 短期大学部)】

早稲田大学教育総合研究所(仮称)

霊長類研究所所蔵標本資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
霊長類資料のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
歴史地震･津波ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
暦情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
歴博図書目録
ﾚｰｻﾞｰ研究ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
老化指標蛋白質二次元電気泳動ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
労研逐刊ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
労働科学雑誌記事索引(欧文編)
労働科学雑誌記事索引(和文編)
論文英語例文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

林道のり面の植生遷移ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

流体力学文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
量子化学文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
量子化学文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
林産試験場の刊行物の紹介

流体の熱物性値ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ･ﾊﾟｯｹｰｼﾞ PROPATH第11.1版

理科年表｢日本付近のおもな被害地震年代表｣ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ﾘｻｰﾁ ｱﾝﾄﾞ ﾒﾃﾞｨｱ ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ ｵﾝﾗｲﾝ目録検索(仮称)
立命館学術情報ｼｽﾃﾑ
流体研究所
流体熱物性ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

ﾘｱﾙﾀｲﾑ地磁気ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(ﾘｱﾙﾀｲﾑAE･Dst指数を含む)(仮称)

有機化合物のｽﾍﾟｸﾄﾙﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｼｽﾃﾑ
郵政研究所研究成果
溶媒抽出ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
溶媒抽出ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ﾗｲﾀﾞｰﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ用語ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
(酪農学園大学･酪農学園大学短期大学部)附属図書館目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
乱流輸送現象のDNSﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

工業技術院･物質工学工業技術研究所 【早水紀久子 (物質工学工業技術研究所)】
郵政研究所 【(郵政研究所 総務部 統計情報係)】
東北大学理学部化学科分析化学研究室 【斎藤紘一 (東北大学大学教育研究ｾﾝﾀｰ)】
分離化学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ研究会 【塚原 聡 (大阪大学大学院理学研究科化学専攻)】
運輸省船舶技術研究所 装備部 【山之内 博 (運輸省船舶技術研究所 装備部)】
ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ用語ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【金子周司 (京都大学大学院薬学研究科医療薬理学分野)】
酪農学園大学･酪農学園大学短期大学部附属図書館 【照井 俊秀 (酪農学園大学附属図書館)】
東京大学大学院工学系研究科機械工学専攻 笠木伸英 【笠木伸英 (東京大学大学院工学
系研究科 機械工学専攻)】
京都大学理学研究科 地磁気世界資料解析ｾﾝﾀｰ 【亀井 豊永 (京都大学理学研究科 地
磁気世界資料解析ｾﾝﾀｰ)】
東京大学地震研究所地震予知研究推進ｾﾝﾀｰ 【吉井 敏尅､鷹野 澄 (東京大学地震研究所)】
図書館(香川校) 【須田 英二 (徳島文理大学香川校図書館)】
立命館大学総合情報ｾﾝﾀｰ 【田中 康雄 (立命館大学総合情報ｾﾝﾀｰ情報管理課)】
川野 聡恭,WWW管理ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ 【伊藤 高敏 (東北大学流体科学研究所)】
神戸大学熱物性ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ研究会(代表者 田中嘉之神戸大学教授) 【田中嘉之 (神戸大学
工学部応用化学科)】
ﾌﾟﾛﾊﾟｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ代表 伊藤猛宏(九州大学大学院工学研究院機械科学部門) 【高田保之 (九
州大学大学院工学研究院 機械科学部門)】
日本流体力学会ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ委員会 【久保昇三 (鳥取大学工学部応用数理工学科)】
量子化学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ研究会 【細矢治夫 (お茶の水女子大学理学部情報科学科)】
量子化学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ研究会 【(岡崎国立共同研究機構計算科学研究ｾﾝﾀｰ)】
北海道立林産試験場 企画指導部 普及課 技術係 【企画指導部 普及課 技術係 (北
海道立林産試験場)】
江崎次夫及び愛媛大学農学部森林環境制御研究室 【江崎次夫 (愛媛大学農学部 生物資
源学科森林資源学専門教育ｺｰｽ森林環境制御研究室)】
京都大学霊長類研究所資料委員会 【資料委員会 (京都大学霊長類研究所)】
霊長類ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【郡司 晴元 ((財)日本ﾓﾝｷｰｾﾝﾀｰ)】
防災科学技術研究所 【岩崎 伸一 (防災科学技術研究所)】
竹下幸一 【竹下幸一 (東京農業大学生物産業学部)】
国立歴史民俗博物館 【資料課図書係 (国立歴史民俗博物館)】
財団法人応用光学研究所ﾚｰｻﾞｰ技術研究会 【藤岡 知夫 (財団法人応用光学研究所分室)】
戸田 年総 【戸田 年総 ((財)東京都老人総合研究所･遺伝子情報部門)】
労働科学研究所図書館 【図書館 (労働科学研究所)】
労働科学研究所図書館 【図書館 (労働科学研究所)】
労働科学研究所図書館 【図書館 (労働科学研究所)】
柴坂三根夫･田中歩･田中義人･野口ｼﾞｭﾃﾞｨｰ･増田芳雄 【柴坂三根夫 (岡山大学･資源生物
科学研究所)】
早稲田大学教育総合研究所 【木山 勇 (早稲田大学教育総合研究所)】

データベースの名称

ｱﾓﾙﾌｧｽ･ﾌｧｸﾄ･ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
有明海海象気象ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
暗渠排水設計
茨城ﾃｸﾉｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄｼｽﾃﾑ(仮称)
岩手県工業技術ｾﾝﾀｰﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
岩手大学蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ･滋賀県東北部工業技術ｾﾝﾀｰ
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ美術館(仮称)
宇宙生物学実験ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

VDT労働と健康
浅田研 研究刊行物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

SPS2000関連研究ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
SUPERCON(超伝導材料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ)
Tohoku Molten Salts Data Base

MATERIALS OBJECT‑ORIENTED DATABASE
M系列文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
NAL Report検索ｼｽﾃﾑ
NBU総合図書館情報ｼｽﾃﾑ(Nippon Bunri University
Control Expert System)
Organic Synthesis Data Base
Scientific and Technical Term Database
Spring‑8論文登録一覧
Information

FEMBANK
Fe‑S‑X系3元系状態図ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
FUSION
GAMMA10実験ﾃﾞｰﾀｰﾍﾞｰｽ(仮称)
IAA Space Dictionary(Multilingual Terminology Data Base on
Astronautics) 英仏日版､日英仏版
ILT研究所概要(仮称)
J.Electrostatics(F‑Paper)
LBOOK
LNEWS

10分間降雨量
ANERIﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
C1触媒反応ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

５．工 学

分子設計研究会､反応ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ分科会 【藤原譲 (神奈川大学理学部情報科学科)】
科学技術用語研究会 【藤原譲 (神奈川大学理学部情報科学科)】
(財)高輝度光科学研究ｾﾝﾀｰ利用業務部図書情報課 【(財団法人 高輝度光科学研究ｾﾝﾀ
ｰ利用業務部図書情報課)】
宇宙科学研究所SPS2000ﾀｽｸﾁｰﾑ 【SPS2000ﾀｽｸﾁｰﾑ (宇宙科学研究所宇宙ｴﾈﾙｷﾞｰ工学部門)】
浅田雄司 【浅田雄司 (金属材料技術研究所)】
東北大学大学院工学研究科金属工学専攻山村研究室 気付 東北溶融塩ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ委員会
【山村力 (東北大学大学院工学研究科金属工学専攻山村研究室)】
西山勝夫 【西山勝夫 (滋賀医科大学予防医学講座)】
大阪大学工学研究科知能機能創成工学専攻 創発ﾛﾎﾞｯﾄ工学講座 【浅田 稔 (大阪大学
工学研究科知能･機能創成工学専攻 創発ﾛﾎﾞｯﾄ工学講座)】
金属材料研究所情報･広報室 【川添良幸 (東北大学金属材料研究所情報･広報室)】
佐賀大学農学部生産情報科学講座､藤本昌宣 【藤本昌宣 (佐賀大学農学部)】
村島和男,荻野芳彦 【村島和男 (石川県農業短期大学)】
茨城県工業技術ｾﾝﾀｰ 【中島秀樹 (茨城県工業技術ｾﾝﾀｰ 技術交流室)】
【企画情報部 (岩手県工業技術ｾﾝﾀｰ)】
岩手大学附属図書館 【附属図書館図書情報係 (岩手大学)】
滋賀県東北部工業技術ｾﾝﾀｰ 【(滋賀県東北部工業技術ｾﾝﾀｰ)】
筑波大学芸術学系 【山中 敏正 (筑波大学芸術学系)】
宇宙科学研究所宇宙基地利用研究ｾﾝﾀｰ 【山下雅道 (宇宙科学研究所宇宙基地利用研究ｾﾝﾀｰ)】

細山田健三 【細山田健三 (宮崎大学農学部)】
(財)産業創造研究所､(技)原子力用次世代機器開発研究所 【高山 繁 ((財)産業創造研究所)】
物質研 触媒反応設計ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【浜田秀昭､伊藤建彦､佐々木基 (物質工学工業技術研究所
機能表面化学部 触媒反応設計ｸﾞﾙｰﾌﾟ)】
名古屋学院大学商学部 梶田建夫 【梶田建夫 (名古屋学院大学商学部)】
東北工業技術研究所 基礎物性研究室 【及川勝成 (東北工業技術研究所)】
核融合科学研究所研究･企画情報ｾﾝﾀｰ 【難波忠清 (核融合科学研究所)】
筑波大学ﾌﾟﾗｽﾞﾏ研究ｾﾝﾀｰ 【板倉 昭慶 (筑波大学ﾌﾟﾗｽﾞﾏ研究ｾﾝﾀｰ)】
IAA(International Academy of Astronautics) Multilingual Terminology Data Base
Commitee 日本作業ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【二宮敬虔 (宇宙科学研究所)】
財団法人 ﾚｰｻﾞｰ技術総合研究所 【幸脇 朱美 (財団法人 ﾚｰｻﾞｰ技術総合研究所)】
浅野和俊 【浅野和俊 (山形大学工学部電気電子情報工学科)】
農村生活総合研究ｾﾝﾀｰ 【富田祥之亮 ((社)農村生活総合研究ｾﾝﾀｰ)】
(社)農村生活総合研究ｾﾝﾀｰ 【富田祥之亮(調査役),若林桂子(研究情報部) ((社)農村生
活総合研究ｾﾝﾀｰ)】
小野陽 【小野陽 (東北大学大学院工学研究科機械電子工学専攻)】
柏木濶 【柏木濶 (熊本大学工学部知能生産ｼｽﾃﾑ工学科)】
航空宇宙技術研究所図書館 【田頭 味和 (科学技術庁 航空宇宙技術研究所)】
日本文理大学図書館 【小平 正典 (日本文理大学図書館)】

作成者の名称【問い合わせ先 氏名（大学・機関名等）】

学術研究論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
学術論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ第一系(電子)
学術論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ第五系(理学)
学術論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ第二系(化学)
ｶﾞｽ燃焼爆発危険性ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(Database of Gas Explosion
Hazards)
ｶﾞｽﾊｲﾄﾞﾚｰﾄ物理的特性ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ｶﾞｽﾊｲﾄﾞﾚｰﾄ文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
岩盤における文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
幾何計算ｿﾌﾄｳｴｱ
九州工業大学工学部機械知能工学科機械工学ｺｰｽWWW(仮称)

形の科学文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
荷電粒子核反応ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
神奈川県産業技術総合研究所研究情報ﾌｧｲﾙ
神奈川工科大学附属図書館ｵﾝﾗｲﾝ目録
学士論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

鹿児島大学多島圏研究ｾﾝﾀｰ出版目録(仮称)
火山地形ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

開発協力関連図書資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
科学技術相談室案内
化学ｾﾝｻｰﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
香川県産業技術ｾﾝﾀｰ研究報告概要
核四極共鳴ｽﾍﾟｸﾄﾙﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
核融合特別研究ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
加工技術ﾃﾞｰﾀﾌｧｲﾙ
鹿児島工業高等専門学校図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

愛媛県工業技術ｾﾝﾀｰ ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
大阪市水準測量ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
大阪市立大学工学部土木工学科論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
大阪市立博物館 館蔵品ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
大谷女子大･短大図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
沖縄県工業技術情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
温泉地学研究所総合研究ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
海水ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

(雨量‐流量)ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
江戸府内の橋梁ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
ｴﾈﾙｷﾞｰ環境科学専攻ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

宇都宮大学農学部農業水利学研究室 清水邦夫 【後藤章 (宇都宮大学農学部)】
信州大学工学部社会開発工学科清水研究室 【清水 茂 (信州大学工学部社会開発工学科)】
ｴﾈﾙｷﾞｰ環境科学専攻 【西田靖(又は今泉繁良) (宇都宮大学大学院工学研究科ｴﾈﾙｷﾞｰ環境
科学専攻)】
愛媛県工業技術ｾﾝﾀｰ 【研究企画課ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ担当者 (愛媛県工業技術ｾﾝﾀｰ)】
林田精郎.三田村宗樹.中川康一 【三田村宗樹 (大阪市立大学理学部)】
大阪市立大学工学部土木工学科 【山口 隆司 (大阪市立大学工学部土木工学科)】
大阪市立博物館 資料室 【澤井 浩一 (大阪市立博物館 学芸課 資料室担当)】
大谷女子大学図書館･大谷女子短期大学図書館 【(大谷女子大学図書館)】
沖縄県工業技術ｾﾝﾀｰ 【平良 直秀 (沖縄県工業技術ｾﾝﾀｰ)】
神奈川県温泉地学研究所 【小田 義也 (神奈川県温泉地学研究所)】
運輸省船舶技術研究所氷海技術部 【田村 兼吉 宇都 正太郎 (運輸省船舶技術研究所
氷海技術部)】
国際開発ｾﾝﾀｰ調査部情報ﾕﾆｯﾄ 【調査部情報ﾕﾆｯﾄ ((財)国際開発ｾﾝﾀｰ)】
京都工芸繊維大学 地域共同研究ｾﾝﾀｰ 【鎌田 直樹 (京都工芸繊維大学 地域共同研究ｾﾝﾀｰ)】
化学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ委員会 【佐藤寿邦 (横浜国立大学工学部)】
香川県産業技術ｾﾝﾀｰ 【神高 幸則 (香川県産業技術ｾﾝﾀｰ)】
(社)化学情報協会NQR委員会 【中村亘男 (大阪大学大学院理学研究科)】
核融合特別研究研究成果のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ化 【難波忠清 (核融合科学研究所)】
(財)機械振興協会 技術研究所 【新谷 聰 (財団法人機械振興協会技術研究所調査普及課)】
鹿児島工業高等専門学校 庶務課図書係 【堀 敏郎 (鹿児島工業高等専門学校 庶務課
図書係)】
鹿児島大学多島圏研究ｾﾝﾀｰ 【多島圏 (鹿児島大学多島圏研究ｾﾝﾀｰ)】
建設省国土地理院 地理調査部 地理調査技術開発室 【(建設省国土地理院 地理調
査部 地理第三課)】
形の科学会 【高木隆司 (東京農工大学)】
日本荷電粒子核反応ﾃﾞｰﾀｸﾞﾙｰﾌﾟ 【加藤幾芳 (北海道大学理学部物理学科原子核理論研究室)】
神奈川県産業技術総合研究所(以下産総研と略す) 【具志堅 徹 (技術情報部情報管理室)】
神奈川工科大学附属図書館 【永原和雄 (神奈川工科大学附属図書館事務課)】
東京大学大学院工学系研究科航空宇宙工学専攻･工学部航空宇宙工学科図書室 【図書室
(東京大学大学院工学系研究科航空宇宙工学専攻･工学部航空宇宙工学科)】
辻原万規彦 【辻原万規彦 (熊本県立大学 環境共生学部)】
国立情報学研究所 【開発･事業部ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ課ﾈｯﾄﾜｰｸｿﾌﾄｳｪｱ技術係 (国立情報学研究所)】
国立情報学研究所 【開発･事業部ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ課ﾈｯﾄﾜｰｸｿﾌﾄｳｪｱ技術係 (国立情報学研究所)】
国立情報学研究所 【開発･事業部ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ課ﾈｯﾄﾜｰｸｿﾌﾄｳｪｱ技術係 (国立情報学研究所)】
通商産業省工業技術院物質工学工業技術研究所 基礎部反応化学研究室 【高橋 明文
(工業技術院物質工学工業技術研究所基礎部反応化学研究室)】
成田 英夫(北海道工業技術研究所) 【成田 英夫 (工業技術院 北海道工業技術研究所)】
工業技術院 地質調査所 資源ｴﾈﾙｷﾞｰ地質部 【渡部 芳夫 (地質調査所 資源ｴﾈﾙｷﾞｰ地質部)】
摂南大学工学部土木工学科土質研究室 【道廣一利 (摂南大学工学部土木工学科)】
杉原厚吉 【杉原 厚吉 (東京大学大学院 工学系研究科計数工学専攻)】
九州工業大学工学部機械知能工学科機械工学教室 【WWW‑admin (九州工業大学工学部機
械知能工学科機械工学教室)】

Regions)

鋼管分岐継手の実験及び解析のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ (Data of Test and
Analysis Results for Unstiffened Tubular Joints)
工学研究･情報学研究ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ (英文版 Kogaku Kenkyu･Johogaku
Kenkyu:Summaries of Research Activities)
工業化学科図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
工業技術ｾﾝﾀｰ機器ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
航空写真検索ｼｽﾃﾑ

原子力科学(京大炉関係)文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
高ｴﾈﾙｷﾞｰ加速器研究機構 中性子科学研究施設関連の出版物ﾃﾞｰﾀﾍﾞ
ｰｽ(仮称)
高温超電導体ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

建築生産文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ｹﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ結晶構造ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
原子ｽﾍﾟｸﾄﾙ線ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

建築研究所ばくろ試験場気象因子ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

金属材料の応力腐食割れ･腐食疲労強度ﾃﾞｰﾀ集
技術ﾄﾋﾟｯｸｽ情報
呉地域研究情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
研究概要ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
研究報告ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
研究報告ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
研究報告ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
研究報告ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
研究報告ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
研究報告ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
研究報告ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
研究論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

近畿大学九州工学部図書館 図書所蔵目録
近畿大学工学部図書館所蔵図書検索(仮称)
金研ｵﾘｼﾞﾅﾙ論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
金研､材料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

極低温用材料物性D.B
極低温用有機複合材料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ｷﾗﾘﾃｨ･ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

九州工業大学附属図書館OPAC(仮称)
極地文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(Arctic&Antarctic

京都大学大学院工学研究科･大学院情報学研究科 【慈道 佐代子 (京都大学工学部等総
務課図書掛)】
工業化学科 【桑野 潤 (東京理科大学工学部工業化学科)】
埼玉県工業技術ｾﾝﾀｰ技術支援室 【奥野 慎 (埼玉県工業技術ｾﾝﾀｰ)】
奈良国立文化財研究所 【小林謙一､森本晋､伊藤智彦 (奈良国立文化財研究所埋蔵文化財

九州工業大学附属図書館 【福田富士夫 (九州工業大学附属図書館)】
National Information Service Corporation(CD‑ROM版の配布者) 【図書室長 山内
恭 (国立極地研究所)】
阪大産研岡田研究室 【西嶋茂宏 (大阪大学産業科学研究所)】
産業科学研究所岡田研 【西嶋茂宏 (大阪大学産業科学研究所岡田研究室)】
東北大学反応化学研究所 有機資源･材料化学研究ｾﾝﾀｰ反応化学情報研究部 【原田 宣
之 (東北大学反応化学研究所有機資源･材料化学研究ｾﾝﾀｰ反応化学情報研究部)】
近畿大学九州工学部図書館 【松井たか子 (近畿大学九州工学部図書館)】
近畿大学工学部図書館 【丸岡 文子 (近畿大学工学部 図書館)】
情報･広報室長 川添良幸 【川添良幸 (東北大学金属材料研究所)】
金属材料研究所情報･広報室 室長 川添良幸 【川添良幸 (東北大学金属材料研究所情
報･広報室)】
日本材料学会 【駒井謙治郎 (京都大学大学院工学研究科機械工学教室)】
福井県工業技術ｾﾝﾀｰ 【情報ｼｽﾃﾑ研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ (福井県工業技術ｾﾝﾀｰ情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ部)】
呉大学平尾研究室(平尾元彦) 【平尾元彦 (呉大学社会情報学部)】
滋賀県工業技術総合ｾﾝﾀｰ 【(滋賀県工業技術総合ｾﾝﾀｰ)】
大分県産業科学技術ｾﾝﾀｰ 【企画ﾃﾞｻﾞｲﾝ部 (大分県産業科学技術ｾﾝﾀｰ)】
埼玉県工業技術ｾﾝﾀｰ技術支援室 【奥野 慎 (埼玉県工業技術ｾﾝﾀｰ)】
埼玉県工業技術ｾﾝﾀｰ 【矢澤 貞春 (埼玉県工業技術ｾﾝﾀｰ)】
宮崎県工業技術ｾﾝﾀｰ 【新穂浩一 (宮崎県工業技術ｾﾝﾀｰ)】
広島県立西部工業技術ｾﾝﾀｰ 【山県 康男 (広島県立西部工業技術ｾﾝﾀｰ)】
京都府立茶業研究所 【杉本則雄 (京都府立茶業研究所)】
高知県工業技術ｾﾝﾀｰ 【北村 有里 (高知県工業技術ｾﾝﾀｰ)】
北海道開発局開発土木研究所 企画調整課情報管理係 【町田千恵 (北海道開発局開発土
木研究所)】
建設省建築研究所第二研究部耐久性研究室 【伊藤 弘 (建設省建築研究所第二研究部耐
久性研究室)】
早稲田大学理工学部建築学科嘉納研究室 【嘉納成男 (早稲田大学理工学部建築学科)】
ｹﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ結晶学ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ 【楠木正己 (大阪大学蛋白質研究所)】
原子ｽﾍﾟｸﾄﾙ線ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【平田龍幸 (京都大学大学院理学部研究科物理学宇宙
物理学専攻)】
京都大学原子炉実験所要覧委員会 【武内孝之 (京都大学原子炉実験所)】
高ｴﾈﾙｷﾞｰ加速器研究機構中性子科学研究施設 【古坂道弘 (高ｴﾈﾙｷﾞｰ加速器研究機構物質
構造科学研究所)】
(財)国際超電導産業技術研究ｾﾝﾀｰ･超電導工学研究所開発研究部 【開発研究部 小山
邦男 ((財)国際超電導産業技術研究ｾﾝﾀｰ･超電導工学研究所)】
熊本大学工学部環境ｼｽﾃﾑ工学科 牧野研究室 【牧野雄二 (熊本大学工学部環境ｼｽﾃﾑ工学科)】

滋賀文化短期大学蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
四国工業技術研究所図書室ｻｰﾋﾞｽ

雑誌目録
滋賀県東北部工業技術ｾﾝﾀｰ研究報告ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

材料用核ﾃﾞｰﾀDB
雑誌｢放射線｣目次ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

材料の全寿命環境規制ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｼｽﾃﾑ

在日本朝鮮古書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
材料強度信頼性ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
材料設計用ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

埼玉大学 産学連携 教官情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
札幌学院大学図書館蔵書目録
様々な温度での金属融体の構造因子ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

最近の粒子形状関係文献目録

災害事例ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
最近の発表文献

国際ｶﾞﾗｽﾌｧｸﾄﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
国立科学博物館所蔵図書目録及び逐次刊行物目録(仮称)
国立極地研究所学術雑誌目録(仮称)
国立極地研究所 出版物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
固体地球惑星物質ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(旧:鉱物･無機結晶ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ)

高知高専蔵書検索ｼｽﾃﾑ
鉱物資源&工業用鉱物資源ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
高分子C‑13NMRﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
高分子のCarbon‑13核磁気共鳴ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

鉱山通気制御(仮称)
構造工学研究論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

鋼構造骨組の地震応答実験ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
工作ｾﾝﾀｰ 材料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
鉱山開発及び地下構造物造成への水噴流利用技術ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

ｾﾝﾀｰ情報資料室)】
大井研究室 【大井研究室 (東京大学生産技術研究所)】
工作ｾﾝﾀｰ 【京藤 康正 (筑波大学 工作ｾﾝﾀｰ)】
1.資源･素材学会｢超高圧水噴流の鉱山及び地下構造物造成への応用研究委員会｣ 2.同 ｢ｳｫ
ｰﾀｰｼﾞｪｯﾄのｼﾞｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰへの高度利用に関する調査研究委員会｣編集委員長:幾世橋 広
【幾世橋 広 (東北大学大学院工学研究科地球工学専攻)】
冨長勇作 【冨長勇作 (北海道大学大学院工学研究科地殻資源工学講座)】
広島大学工学部第四類(建設系)土木構造工学研究室 【(広島大学工学部 土木構造工学
研究室)】
株式会社ﾌﾞﾚｲﾝﾃｯｸ 【澤田 明美 (庶務課図書係 高知工業高等専門学校)】
資源経済部門委員会 【西山 孝 (京都大学大学院ｴﾈﾙｷﾞｰ科学研究科ｴﾈﾙｷﾞｰ応用科学専攻)】
高分子ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ研究会 【大保 信夫 (筑波大学電子情報工学系)】
高分子ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ研究会(代表 筑波大学藤原譲教授) 【安藤勲 (東京工業大学 大学院
理工学研究科 物質科学専攻)】
ﾆｭｰｶﾞﾗｽﾌｫｰﾗﾑ 【安井至 (東京大学生産技術研究所)】
国立科学博物館 【平野 淳子 (国立科学博物館)】
国立極地研究所図書室 【山下 敏彦 (国立極地研究所図書室)】
国立極地研究所 図書室 【長谷川 慶子 (国立極地研究所 図書室)】
東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学課 宇宙惑星専攻 【宮本正道(代表) (東京大
学大学院理学系研究科鉱物学専攻)】
和田 有司 【和田有司 (通産省工業技術院資源環境技術総合研究所)】
工学系研究室 齋藤･相田研究室 【千葉 新吾 (東京大学大学院工学系研究科電気･電子
情報･電子工学専攻齋藤･相田研究室)】
粒子形状測定ｸﾞﾙｰﾌﾟ会 【柴田俊春 (北海道大学大学院工学研究科物質工学専攻材料ﾌﾟﾛｾ
ｽ工学講座)】
埼玉大学 地域共同研究ｾﾝﾀｰ 【本間 俊司 (埼玉大学 地域共同研究ｾﾝﾀｰ)】
札幌学院大学図書館 【札幌学院大学図書課図書係 (札幌学院大学)】
東北大学 素材工学研究所 早稲田研究室 物質構造解析ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【早稲田 嘉夫 (東北
大学 素材工学研究所)】
藤本幸夫 【藤本幸夫 (富山大学人文学部)】
材料強度確率ﾓﾃﾞﾙ研究会 【酒井達雄 (立命館大学理工学部)】
東京大学人工物工学研究ｾﾝﾀｰ設計科学部門情報知識学会CODATA材料ﾃﾞｰﾀｼｽﾃﾑ委員会 【岩
田修一 (東京大学人工物工学研究ｾﾝﾀｰ)】
物質工学工業技術研究所 複合材料部 複合材料構造研究室 【剱持 潔 (物質工学工業
技術研究所)】
藤田充苗 【藤田充苗 (金属材料技術研究所(文部･科学省 物質･材料機構))】
徳島大学総合科学部量子科学研究室 【桑折範彦 (徳島大学総合科学部自然ｼｽﾃﾑ学科量子
科学研究室)】
名古屋工業大学附属図書館 【(名古屋工業大学附属図書館学術情報係)】
滋賀県東北部工業技術ｾﾝﾀｰ 機械電子･金属材料担当 【櫻井淳 (滋賀県東北部工業技術ｾﾝ
ﾀｰ 機械電子･金属材料担当)】
滋賀文化短期大学図書館 【図書館 (滋賀文化短期大学)】
四国工業技術研究所 企画課 【北原 洸 (工業技術院 四国工業技術研究所)】

設備ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ｾﾗﾐｯｸｽ超電導材料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
専門技術情報
前方後円墳ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
園田学園女子大学図書館ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

青果物卸売市場ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
生体情報処理学講座研究活動ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
静電気学会誌(解説)
静電気学会誌(論文)
西南日本における海浜砂の地域特性
生物分野文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
赤外ﾗﾏﾝ文献集
石炭液化連続装置運転成果ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
石炭ｶﾞｽ化ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
雪氷防災文献検索(仮称)

地盤情報処理ｼｽﾃﾑ(Ground Data Processing System)
地盤情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
住居構造ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
住宅史論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
樹木年輪研究会文献一覧
水理地盤情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
水理地盤情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
数値流体情報研究分野

所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
信号処理用ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
森林利用関係文献ﾘｽﾄ
磁性金属間化合物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
次世代舶用炉熱水力特性知的情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

所蔵図書目録(仮称)
所蔵報告類ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

所蔵図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

集積回路情報検索ｼｽﾃﾑ

自然災害科学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
臭気成分8群の保持値と臭気発生源別のｷｬﾗｸﾀﾘｾﾞｰｼｮﾝおよび健康指
標に関するﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
修士論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
東京大学大学院工学系研究科航空宇宙工学専攻･工学部航空宇宙工学科図書室 【図書室
(東京大学大学院工学系研究科航空宇宙工学専攻･工学部航空宇宙工学科)】
千葉大学工学部電気電子工学科電子ｼｽﾃﾑ講座 【池田宏明､檜垣泰彦 (千葉大学工学部都
市環境ｼｽﾃﾑ学科)】
大阪府立産業技術総合研究所 【企画部情報管理課長 金田博之 (大阪府立産業技術総合
研究所)】
(株)NK製作所 【企画情報部 (福島県ﾊｲﾃｸﾌﾟﾗｻﾞ)】
東京大学大学院工学系研究科航空宇宙工学専攻･工学部航空宇宙工学科図書室 【図書室
(東京大学大学院工学系研究科航空宇宙工学専攻･工学部航空宇宙工学科)】
東京薬科大学情報ｾﾝﾀｰ 【相川 弘二 (東京薬科大学 情報ｾﾝﾀｰ)】
宮永喜一 【宮永喜一 (北海道大学工学部電子情報工学専攻情報通信ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ講座)】
森林利用学会 【有賀一広 (森林利用学会)】
情報･広報室長 川添良幸 【川添良幸 (東北大学金属材料研究所)】
運輸省船舶技術研究所原子力技術部 稲坂 富士夫 【稲坂 富士夫 (運輸省船舶技術研
究所原子力技術部)】
地盤研究会 【岩尾雄四郎 (佐賀大学理工学部土木工学科)】
熊本大学工学部地圏情報工学研究室 【小池克明 (熊本大学工学部環境ｼｽﾃﾑ工学科)】
小西龍三郎 【小西龍三郎 (九州造形短期大学)】
名古屋造形芸術大学 造形芸術学部 藤田盟児 【藤田盟児 (名古屋造形芸術大学)】
小林 修 【小林 修 (愛媛大学農学部附属演習林米野々森林研究ｾﾝﾀｰ)】
九州東海大学工学部都市工学科 荒牧研究室 【荒牧 昭二郎 (九州東海大学工学部)】
九州東海大学工学部土木工学科 荒牧研究室 【荒牧 昭二郎 (九州東海大学工学部)】
井上 督(東北大学流体科学研究所 数値流体情報研究分野教授) 【井上 督 (東北大学
流体科学研究所)】
山本明 【山本明 (千葉工業大学建築学科)】
広島市立大学情報科学部 生体情報処理学講座 【竹内 俊文 (広島市立大学情報科学部)】
浅野和俊 【浅野和俊 (山形大学工学部電気電子情報工学科)】
浅野和俊 【浅野和俊 (山形大学工学部電気電子情報工学科)】
長崎大学名誉教授 鎌田泰彦 【近藤寛 (長崎大学教育学部地学教室)】
BioScience Information Service 【佐伯 勇 (大阪大学大型計算機ｾﾝﾀｰ研究開発部)】
情報知識学会分子･結晶ﾃﾞｰﾀ委員会 【田隅三生 (埼玉大学 理学部基礎化学科)】
成田英夫(北海道工業技術研究所) 【成田英夫 (北海道工業技術研究所)】
資源環境技術総合研究所ｴﾈﾙｷﾞｰ資源部ｶﾞｽ化研究室 【海保守 (資源環境技術総合研究所)】
防災科学技術研究所 長岡雪氷防災実験研究所 【(防災科学技術研究所長岡雪氷防災
実験研究所)】
秋田県工業技術ｾﾝﾀｰ 【工藤 公樹 (秋田県工業技術ｾﾝﾀｰ)】
情報･広報室長 川添良幸 【川添良幸 (東北大学金属材料研究所)】
青森県産業技術開発ｾﾝﾀｰ 【赤平 智明 (青森県産業技術開発ｾﾝﾀｰ普及部)】
総合情報学部 小沢一雅 【小沢一雅 (大阪電気通信大学情報工学部)】
園田学園女子大学図書館 【吉村 康子 (園田学園女子大学図書館)】

九州大学西部地区自然災害資料ｾﾝﾀｰ 【橋本晴行 (九州大学西部地区自然災害資料ｾﾝﾀｰ)】
【二木安之 (信州大学医学部衛生学教室)】

電中研報告書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
田中道七先生論文選集(仮称)
桐蔭横浜大学大学情報ｾﾝﾀｰ(図書館)
東京家政学院大学蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

定温気液平衡､圧‐体積‐温度関係､混合熱､混合体積
鉄道技術文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
鉄道総研図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ﾃﾞｻﾞｲﾝ画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ﾃﾞｰﾀﾌﾘｰｳｴｲ
電解質溶液物理化学ﾊﾟﾗﾒｰﾀｰﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
電気化学ｾﾝｻｰﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
電気化学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
電気通信関係図書･雑誌記事ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
電子顕微鏡画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

中央大学理工学研究所
超臨界流体ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
疲れ試験ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
筑波技術短期大学 障害者支援学術情報ｼｽﾃﾑ
筑波大学陸域環境研究ｾﾝﾀｰ熱収支･水収支観測資料
低温化学熱力学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

地熱用材料腐食ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

地形学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽMORPHO
地中海建築都市図面情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
地中海建築都市文献情報検索ｼｽﾃﾑ
知的財産権学習の部屋
地熱用材料腐食ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

単語音声ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
大同工業大学図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
地球環境衛星画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

太陽発電衛星研究文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
拓殖大学図書館蔵書目録
田中英彦･坂井修一研究室ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

台風時気象庁毎時地上気象観測資料(仮称)

蔵書検索ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
体感温ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

静岡県林業技術ｾﾝﾀｰ 【大場 孝裕 (静岡県林業技術ｾﾝﾀｰ)】
北海道大学大学院工学研究科都市環境工学専攻人間環境計画講座 【持田 徹 (北海道大
学大学院工学研究科都市環境工学専攻人間環境計画講座)】
光田寧(京都大学防災研究所)､藤井健(京都産業大学一般教育研究ｾﾝﾀｰ) 【藤井健 (京都
産業大学一般教育研究ｾﾝﾀｰ)】
宇宙科学研究所SPS2000ﾀｽｸﾁｰﾑ 【SPS2000ﾀｽｸﾁｰﾑ (宇宙科学研究所宇宙ｴﾈﾙｷﾞｰ工学部門)】
拓殖大学図書館 【東 悦子 (拓殖大学図書館)】
東京大学大学院 工学系研究科 電気工学専攻 田中英彦研究室 【WWW担当者 (東京大
学大学院 工学系研究科 電気工学専攻 田中英彦研究室)】
松下通信工業､松下技研､東北大学 【牧野正三 (東北大学大型計算機ｾﾝﾀｰ)】
大同工業大学図書館 【図書館事務室 (大同工業大学図書館)】
東京理科大学基礎工学部 高木研究室 【高木幹雄 (東京理科大学 基礎工学部電子応用
工学科)】
日本地形学連合 【奥西一夫 (京都大学防災研究所)】
熊本大学工学部建築学科内地中海建築研究会 【伊藤重剛 (熊本大学工学部環境ｼｽﾃﾑ工学科)】
熊本大学工学部建築学科内地中海建築研究会 【伊藤重剛 (熊本大学工学部環境ｼｽﾃﾑ工学科)】
木村友久 【木村友久 (都城工業高等専門学校)】
通商産業省 工業技術院 東北工業技術研究所環境材料研究室 【倉田 良明 (通商産業
省工業技術院 東北工業技術研究所金属素材部)】
通商産業省 工業技術院 東北工業技術研究所 環境材料研究室 【倉田 良明 (東北工
業技術研究所)】
中央大学理工学研究所 【(中央大学理工学研究所)】
(物質研)北尾修･佐古猛･神澤千代志･佐藤眞士 【北尾 修 (物質工学工業技術研究所)】
名古屋大学工学部土木工学科 【山田健太郎 (名古屋大学大学院工学研究科土木工学専攻)】
筑波技術短期大学 学術国際交流 【柳田 なみ子 (筑波技術短期大学)】
筑波大学陸域環境研究ｾﾝﾀｰ 【浅沼 順 (筑波大学陸域環境研究ｾﾝﾀｰ)】
東京工業大学応用ｾﾗﾐｯｸｽ研究所 阿竹研究室 【阿竹徹 (東京工業大学応用ｾﾗﾐｯｸｽ研究所ｾ
ﾗﾐｯｸｽ解析部門)】
長谷昌紀 【長谷昌紀 (福岡大学工学部化学工学科)】
技術情報ｾﾝﾀｰ 【松岡 彰彦 ((財)鉄道総合技術研究所情報･国際部技術情報)】
技術情報ｾﾝﾀｰ 【松岡 彰彦 ((財)鉄道総合技術研究所情報･国際部技術情報)】
埼玉県工業技術ｾﾝﾀｰ北部研究所 【飯島 義雄 (埼玉県工業技術ｾﾝﾀｰ北部研究所)】
ﾃﾞｰﾀﾌﾘｰｳｴｲ共同研究協議会 【藤田充苗 (科学技術庁金属材料技術研究所)】
化学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ委員会 【佐藤寿邦 (横浜国立大学工学部)】
岡崎敏(京都大学大学院工学研究科) 【岡崎敏 (京都大学大学院工学研究科材料化学専攻)】
電気化学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｸﾞﾙｰﾌﾟ 【岡崎 敏 (京都大学大学院工学研究科 材料化学専攻)】
(財)国際通信経済研究所 【浅野 幸枝 ((財)国際通信経済研究所資料室)】
東北大学素材工学研究所 素材評価研究部門形態評価研究分野 【進藤大輔 (東北大学素
材工学研究所)】
(財)電力中央研究所 【根岸 政典 ((財)電力中央研究所 事務ｾﾝﾀｰ 研究管理ｾｸｼｮﾝ)】
田中道七先生退職記念行事実行委員会 【田中道七 (立命館大学BKCﾘｴｿﾞﾝｵﾌｨｽ)】
桐蔭横浜大学大学情報ｾﾝﾀｰ(図書館) 【横川博良 (桐蔭横浜大学大学情報ｾﾝﾀｰ･情報ｼｽﾃﾑ室)】
東京家政学院大学附属図書館 【坂口 淳二 (東京家政学院大学附属図書館)】

日本画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

名古屋市工業研究所技術情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
名古屋市工業研究所研究機関情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
名古屋市工業研究所工業所有権情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
名古屋市工業研究所広報情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
名古屋市工業研究所人材情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
名古屋市工業研究所ｿﾌﾄｳｴｱ情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
名古屋市工業研究所担当職員案内情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
新潟工科大学図書･雑誌ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
日本医学物理学会大会演題･発表者ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

長岡技術科学大学博士論文目次要旨ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

土木研究所刊行物目録
長岡技術科学大学紀要ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
図書文献雑誌公設試験研究開発情報
図書目録
図書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
図書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
とっとり技術情報
鳥取県工業試験場研究報告
豊田工業高等専門学校図書館蔵書目録検索ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ﾄﾘﾁｳﾑ文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

図書台帳(仮称)
図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

徳山高専図書館ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
図書館業務ｼｽﾃﾑ
図書館蔵書検索ｼｽﾃﾑ
図書･雑誌検索(仮称)

東北地方における近世社寺建築の棟礼(仮称)

東京理科大学乱流DNSﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
東大製紙科学研究室ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

東京大学総合研究博物館所蔵鉱石標本目録第1部ｽｶﾙﾝ鉱石(英文)

総合研究資料館 岩石･鉱床部門(松山文彦･清水正明･島崎英彦) 【田賀井篤平 (東京大学
総合研究博物館)】
東京理科大学理工学部機械工学科 河村研究室 【河村 洋 (東京理科大学 理工学部)】
東京大学大学院農学生命科学研究科 生物材料科学専攻 製紙科学研究室 【江前敏晴 (東
京大学大学院農学生命科学研究科生物材料科学専攻)】
日本建築学会東北支部建築歴史意匠部会 【永井 康雄 (東北大学大学院工学研究科 都
市･建築学専攻)】
徳山工業高等専門学校 図書館 【(徳山工業高等専門学校図書館)】
九州共立大学 附属図書館 【高野 直哉 (九州共立大学附属図書館)】
科学技術庁航空宇宙技術研究所図書館 【田頭味和 (科学技術庁航空宇宙技術研究所)】
北海道立地質研究所､北海道立衛生研究所､北海道環境科学研究ｾﾝﾀｰ､北海道立工業試験場
【小澤 聡 (北海道立地質研究所)】
図書委員会 【渡辺 定良 (新潟県保健環境科学研究所 調査研究室 情報調査科)】
秋田県工業技術ｾﾝﾀｰ 【中塚 清人 (秋田県工業技術ｾﾝﾀｰ)】
奈良国立文化財研究所 【小林謙一､森本晋､伊藤智彦 (奈良国立文化財研究所埋蔵文化財
ｾﾝﾀｰ情報資料室)】
共栄学園短期大学図書館 【茂木 代美 (共栄学園短期大学図書館)】
福井県工業技術ｾﾝﾀｰ 【情報ｼｽﾃﾑ研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ (福井県工業技術ｾﾝﾀｰ情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ部)】
名古屋工業大学附属図書館 【(名古屋工業大学附属図書館情報管理係)】
図書館 【情報ｻｰﾋﾞｽ課 (久留米工業大学図書館)】
昭和女子大学図書館 【柳 秀子 (昭和女子大学図書館)】
鳥取県工業試験場 情報委員会 【田上 重雄 (鳥取県工業試験場 技術情報科)】
鳥取県工業試験場研究報告編集委員会 【田上 重雄 (鳥取県工業試験場 技術情報科)】
豊田工業高等専門学校庶務課図書係 【藤井 政雄 (豊田工業高等専門学校庶務課)】
富山大学ﾄﾘﾁｳﾑ科学ｾﾝﾀｰ(現･富山大学水素同位体科学研究ｾﾝﾀｰ) 【鳥養 祐二 (富山大学
水素同位体科学研究ｾﾝﾀｰ)】
建設省土木研究所企画部情報資料課 【情報資料課 (建設省土木研究所企画部情報資料課)】
長岡技術科学大学附属図書館情報処理ｾﾝﾀｰ 【(長岡技術科学大学 教務部図書課 目
録情報係)】
長岡技術科学大学図書課目録情報係･機械系･永澤研究室 【(長岡技術科学大学 教務
部図書課目録情報係)】
名古屋市工業研究所 【筒井 光範 (名古屋市工業研究所研究企画室)】
名古屋市工業研究所 【筒井 光範 (名古屋市工業研究所 研究企画室)】
名古屋市工業研究所 【筒井 光範 (名古屋市工業研究所 研究企画室)】
名古屋市工業研究所 【筒井 光範 (名古屋市工業研究所研究企画室)】
名古屋市工業研究所 【筒井 光範 (名古屋市工業研究所研究企画室)】
名古屋市工業研究所 【筒井 光範 (名古屋市工業研究所 研究企画室)】
名古屋市工業研究所 【筒井 光範 (名古屋市工業研究所 研究企画室)】
新潟工科大学附属図書館 【佐藤 迪子 (新潟工科大学附属図書館)】
日本医学物理学会,福島県立医科大学医学部物理学講座 小林 恒夫 【小林 恒夫 (福島
県立医科大学医学部物理学講座)】
東北大学理学部大気海洋変動観測研究ｾﾝﾀｰ 【川村宏 (東北大学大学院理学研究科附属大
気海洋変動観測研究ｾﾝﾀｰ)】

防災計画ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙ関数ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

補聴器ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ '96
北海道木造建築物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

ﾌﾀﾛｼｱﾆﾝ関連化合物に関する学術研究論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
文献(港研等対外発表論文)ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
文献(港研報告/資料)ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
文献(港湾歴史文献)ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
文書管理ｼｽﾃﾑ(仮称)
｢放射線検出器とその応用｣研究会報告 目次ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
法政大学ｲｵﾝﾋﾞｰﾑ工学学術情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
北陸先端科学技術大学院大学学位論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

薄膜の軟X線光学定数
八戸地域地下水位･地盤沈下ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
八戸地域地下水位･水質ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
発表論文･蔵書目録(仮称)
波浪ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
判例･法令･文献三位一体ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ﾊﾟｿｺﾝによる地盤図ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
兵庫県立工業技術ｾﾝﾀｰﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
広島県立東部工業技術ｾﾝﾀｰﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｻｰﾋﾞｽ(仮称)
ﾌｧｲﾝｾﾗﾐｯｸｽ学術情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
福井県工業技術ｾﾝﾀｰ機器設備情報
福井県工業技術ｾﾝﾀｰ研究開発速報
福井地域地盤ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
福島県立博物館収蔵資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
福島県立博物館図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
福山大学附属図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
藤原研究室 文献ﾘｽﾄ

日本建築史関係史料D.B
日本工業大学図書館所蔵目録
日本産業技術教育学会誌､掲載論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
日本主要都市方言音声ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
日本都市計画学会都市計画論文集ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
日本の化学文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
熱伝導率ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
燃焼技術･科学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
農業機械学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
博士論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

名古屋造形芸術大学 造形芸術学部 藤田盟児 【藤田盟児 (名古屋造形芸術大学)】
日本工業大学図書館 【大久保恵 (日本工業大学図書館)】
木村誠 【木村誠 (静岡大学教育学部)】
日本主要都市方言音声ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会 【田原広史 (大阪樟蔭女子大学日本語研究ｾﾝﾀｰ)】
広島大学工学部建築計画学 【石丸紀興 (広島大学工学部建築計画学)】
(社)化学情報協会 【千原秀昭 ((社)化学情報協会)】
運輸省船舶技術研究所 【櫻井 昭男 (運輸省船舶技術研究所 大阪支所)】
DACOS作製･保守委員会 【中山 満茂 (国士館大学工学部)】
川村恒夫(神戸大学農学部) 【川村恒夫 (神戸大学農学部食料生産環境工学科)】
東京大学大学院工学系研究科航空宇宙工学専攻･工学部航空宇宙工学科図書室 【図書室
(東京大学大学院工学系研究科航空宇宙工学専攻･工学部航空宇宙工学科)】
東北大学科学計測研究所紫外線計測研究部門 【柳原美広 (東北大学科学計測研究所)】
八戸工業大学土木工学科内 地下水問題研究会 【福士憲一 (八戸工業大学土木工学科)】
八戸工業大学土木工学科内 地下水問題研究会 【福士憲一 (八戸工業大学土木工学科)】
(財)ﾘﾓｰﾄ･ｾﾝｼﾝｸﾞ技術ｾﾝﾀｰ(RESTEC) 【((財)ﾘﾓｰﾄ･ｾﾝｼﾝｸﾞ技術ｾﾝﾀｰ 企画調整部)】
運動性性能部 小川 剛孝 【小川 剛孝 (運輸省船舶技術研究所運動性性能部)】
学校法人近畿大学産業･法律情報研究所 【(近畿大学産業･法律情報研究所)】
東和大学土質研究室 【川副嘉久 (東和大学)】
兵庫県立工業技術ｾﾝﾀｰ 【前川 範幸 (兵庫県立工業技術ｾﾝﾀｰ企画情報部)】
広島県立東部工業技術ｾﾝﾀｰ 【岡本 英二 (広島県立東部工業技術ｾﾝﾀｰ)】
財団法人 ﾌｧｲﾝｾﾗﾐｯｸｽｾﾝﾀｰ 【大熊 英夫 ((財)ﾌｧｲﾝｾﾗﾐｯｸｽｾﾝﾀｰ)】
福井県工業技術ｾﾝﾀｰ 【情報ｼｽﾃﾑ研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ (福井県工業技術ｾﾝﾀｰ情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ部)】
福井県工業技術ｾﾝﾀｰ 【情報ｼｽﾃﾑ研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ (福井県工業技術ｾﾝﾀｰ情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ部)】
福井地域環境研究会地盤分科会 【福井卓雄 (福井大学工学部)】
福島県立博物館 【竹谷 陽二郎 (福島県立博物館)】
福島県立博物館 【竹谷 陽二郎 (福島県立博物館)】
福山大学附属図書館 【桑田成年 (福山大学附属図書館)】
奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 情報論理学講座(藤原研究室) 【藤原 秀雄
(情報科学研究科情報論理学講座)】
熊本大学理学部物理化学科物理化学系研究室 【藤本 斉 (熊本大学理学部物質化学科)】
運輸省港湾技術研究所情報ｾﾝﾀｰ 【ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ課 (運輸省港湾技術研究所情報ｾﾝﾀｰ)】
運輸省港湾技術研究所情報ｾﾝﾀｰ 【ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ課 (運輸省港湾技術研究所情報ｾﾝﾀｰ)】
運輸省港湾技術研究所情報ｾﾝﾀｰ 【ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ課 (運輸省港湾技術研究所情報ｾﾝﾀｰ)】
(財)ﾘﾓｰﾄ･ｾﾝｼﾝｸﾞ技術ｾﾝﾀｰ(RESTEC) 【((財)ﾘﾓｰﾄ･ｾﾝｼﾝｸﾞ技術ｾﾝﾀｰ(RESTEC)資料ｾﾝﾀｰ)】
徳島大学総合科学部 量子科学研究室 桑折範彦 【桑折範彦 (徳島大学 総合科学部)】
法政大学ｲｵﾝﾋﾞｰﾑ工学研究所 【佐藤 政孝 (法政大学ｲｵﾝﾋﾞｰﾑ工学研究所)】
北陸先端科学技術大学院大学附属図書館 【電子情報担当 (北陸先端科学技術大学院大学
学術情報課)】
難聴教育研究室 【佐藤 正幸 (国立特殊教育総合研究所)】
北海道立林産試験場
企画指導部ﾃﾞｻﾞｲﾝ科 【企画指導部 ﾃﾞｻﾞｲﾝ科 (北海道立林
産試験場)】
竹内吉弘(大阪工大･建築学科) 【竹内吉弘 (大阪工業大学工学部)】
物質工学工業技術研究所 基礎部計算機化学ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【三上 益弘 (物質工学工業技術研

ｵﾝﾗｲﾝ目録検索(仮称)

歴博図書目録
ﾚｰｻﾞｰ研究ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
労研逐刊ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
労働科学雑誌記事索引(欧文編)
労働科学雑誌記事索引(和文編)
労働省産業安全研究所図書資料室蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
早稲田大学 大泊研究室発表論文一覧(仮称)

流体力学文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
量子化学文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
林産試験場の刊行物の紹介

流体の熱物性値ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ･ﾊﾟｯｹｰｼﾞ PROPATH第11.1版

ﾘｻｰﾁ ｱﾝﾄﾞ ﾒﾃﾞｨｱ ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ
流体研究所
流体熱物性ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

乱流輸送現象のDNSﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

ﾒﾀﾌｧ関連文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
木材材質ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
郵政研究所研究成果
溶接用CCT図ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
溶媒抽出ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
横山研究室発表論文一覧(仮称)

室町幕府文書(奉行人奉書)ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

宮城県工業技術ｾﾝﾀｰ(産業技術総合ｾﾝﾀｰ)研究報告(仮称)､みやき工
民俗建築画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
無重力実験ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

南谷･中村研究室 発表論文

究所 基礎部)】
東京大学先端科学技術研究ｾﾝﾀｰ 情報物理ｼｽﾃﾑ分野 【今井 雅 (東京大学先端科学技術
研究ｾﾝﾀｰ 情報物理ｼｽﾃﾑ分野)】
宮城県工業技術ｾﾝﾀｰ(現 宮城県産業技術総合ｾﾝﾀｰ) 【企画班担当 (産業技術総合ｾﾝﾀｰ)】
日本民俗建築学会 民俗建築資料委員会 【乾 尚彦 (学習院女子大学)】
通商産業省工業技術院北海道工業技術研究所･北野邦尋･皆川秀紀 【皆川 秀紀 (通商産
業省･工業技術院−北海道工業技術研究所)】
京都大学大学院工学研究科生活空間学専攻 高橋康夫 【高橋康夫 (京都大学大学院工学
研究科生活空間学専攻)】
小野 滋 【小野 滋 (東京都立大学 人文学部)】
九州大学農学部木材理学講座 【小田 一幸 (九州大学農学部木材理学講座)】
郵政研究所 【(郵政研究所 総務部 統計情報係)】
金属材料技術研究所と科学技術振興事業団との共同研究 【藤田充苗 (金属材料技術研究所)】
分離化学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ研究会 【塚原 聡 (大阪大学大学院理学研究科化学専攻)】
東京大学工学系研究科電気工学専攻横山研究室 【島田規人 (東京大学工学系研究科電気
工学専攻横山研究室)】
東京大学大学院工学系研究科機械工学専攻 笠木伸英 【笠木伸英 (東京大学大学院工学
系研究科 機械工学専攻)】
図書館(香川校) 【須田 英二 (徳島文理大学香川校図書館)】
川野 聡恭,WWW管理ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ 【伊藤 高敏 (東北大学流体科学研究所)】
神戸大学熱物性ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ研究会(代表者 田中嘉之神戸大学教授) 【田中嘉之 (神戸大学
工学部応用化学科)】
ﾌﾟﾛﾊﾟｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ代表 伊藤猛宏(九州大学大学院工学研究院機械科学部門) 【高田保之 (九
州大学大学院工学研究院 機械科学部門)】
日本流体力学会ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ委員会 【久保昇三 (鳥取大学工学部応用数理工学科)】
量子化学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ研究会 【細矢治夫 (お茶の水女子大学理学部情報科学科)】
北海道立林産試験場 企画指導部 普及課 技術係 【企画指導部 普及課 技術係 (北
海道立林産試験場)】
国立歴史民俗博物館 【資料課図書係 (国立歴史民俗博物館)】
財団法人応用光学研究所ﾚｰｻﾞｰ技術研究会 【藤岡 知夫 (財団法人応用光学研究所分室)】
労働科学研究所図書館 【図書館 (労働科学研究所)】
労働科学研究所図書館 【図書館 (労働科学研究所)】
労働科学研究所図書館 【図書館 (労働科学研究所)】
労働省産業安全研究所図書委員会 【市川 健二 (労働省産業安全研究所)】
大泊研究室 【(早稲田大学理工学部大泊研究室)】

System

GENE

3.管

WHHLｳｻｷﾞ英文論文ﾘｽﾄ(仮称)
青森県水産試験場100周年記念ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
麻布大学附属学術情報ｾﾝﾀｰ所蔵目録(仮称)

TOOL‐IR/ORION"CAS"

Microbial Genome Database for Comparative
Organic Synthesis Data Base
PPH (ﾌﾟﾗﾝﾄﾌｫﾄﾊﾝﾃｨﾝｸﾞ)ﾋﾞﾃﾞｵ情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
Review Articles in Molecular Bioscience
SODHO
STFCJ4TH
STUDY‑RS MLｷｰﾜｰﾄﾞ検索
T4ｹﾞﾉﾑ蛋白ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

Analysis

IFO Research Resaurces Databas(仮称) IFO生物資学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
LBOOK
LIGAND CHEMICAL DATABASE FOR ENZYME
REACTION
LNEWS

HyperGenome
IAMｶﾙﾁｬｰｺﾚｸｼｮﾝﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

HUMZ

GC保持指標ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
GENE grade VIII MS‑DOS,GENE Manual(for Word Star)
.SIG PROT･SIG
Growth Hormone /Prolactin Gene Family DNA Data Base
GTOP(Genome TO Protein structure and function)
Hokkaido University Forests Database

ESAKIA全文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

2.逐次刊行物目録(和文･欧文編)

データベースの名称

10分間降雨量
1.蔵書目録(和書･洋書編)
理(仮称)
ContigMaker
DNA Data Bank of Japan
DNA配列ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

６．農 学

三重大学医学部生化学構座 【中島邦夫 (三重大学医学部(生化学構座))】
西川 建 【西川 建 (国立遺伝学研究所 生命情報研究ｾﾝﾀｰ 大量遺伝情報研究室)】
北海道大学農学部附属演習林 【技術部研究協力技術班(担当 間宮春大) (北海道大学農
学部付属演習林)】
北海道大学大学院､水産科学研究科､多様性生物学講座(魚類体系学教室) 【仲谷 一宏 (北海道大学
大学院水産科学研究科)】
ｹﾞﾉﾑﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ研究会 【ｹﾞﾉﾑﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ研究会 (京都大学科学研究所)】
東京大学分子細胞生物学研究所細胞･機能高分子総合ｾﾝﾀｰ 【横田 明 (東京大学分子細
胞生物学研究所)】
財･発酵研究所 【竹内昌男 ((財)発酵研究所)】
農村生活総合研究ｾﾝﾀｰ 【富田祥之亮 ((社)農村生活総合研究ｾﾝﾀｰ)】
西岡孝明､五斗進､金久實 【西岡孝明 (京都大学大学院農学研究科応用生物科学専攻)】
(社)農村生活総合研究ｾﾝﾀｰ 【富田祥之亮(調査役),若林桂子(研究情報部) ((社)農村生
活総合研究ｾﾝﾀｰ)】
内山 郁夫 【内山 郁夫 (岡崎国立共同研究機構 基礎生物学研究所電子計算機室)】
分子設計研究会､反応ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ分科会 【藤原譲 (神奈川大学理学部情報科学科)】
PPHｸﾞﾙｰﾌﾟ(植物映像情報研究ｾﾝﾀｰ) 【堀田満 (鹿児島大学理学部)】
RAMBIOS刊行会 【石浜 明 (国立遺伝学研究所)】
国立遺伝学研究所 生命情報研究ｾﾝﾀｰ 【五條堀 孝 (国立遺伝学研究所 生命情報研究ｾﾝﾀｰ)】
中塚晴夫 【中塚晴夫 (東北大学医学部附属病院医療情報部)】
STUDY‑RS ML参加者 【森山 雅雄 (長崎大学工学部情報ｼｽﾃﾑ工学科)】
JIPID､東京工大､ﾓｽｸﾜｳｲﾙｽ研究所(ﾛｼﾔｱｶﾃﾞﾐｰ)､米国ｴﾊﾞｰｽｸﾞﾘｰﾝ州立大学､NBRF 【国沢隆 (東京理科
大学)】
東京大学大型計算機ｾﾝﾀｰ 【村上昌弘 (東京大学大学院農学生命科学研究科水圏生物科学
専攻水産化学研究室)】
塩見 雅志 【塩見 雅志 (神戸大学医学部附属動物実験施設)】
青森県水産試験場 【小田切譲二 (青森県水産試験場)】
麻布大学附属学術情報ｾﾝﾀｰ 【小田切 夕子 (麻布大学附属学術情報ｾﾝﾀｰ)】

ｹﾞﾉﾑﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ研究会 【ｹﾞﾉﾑﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ研究会 (東大医科研ﾋﾄｹﾞﾉﾑ解析ｾﾝﾀｰ)】
生命情報研究ｾﾝﾀｰ･国立遺伝学研究所 【舘野義男 (国立遺伝学研究所生命情報研究ｾﾝﾀｰ)】
農業生物資源研究所遺伝資源第二部DNA管理情報科 【長村 吉晃 (農業生物資源研究所
遺伝資源第二部DNA管理情報科)】
九州大学附属図書館 九州大学農学部 【電子情報掛 (九州大
学附属図書館情報ｼｽﾃﾑ課)】
杉沢博(香川大学農学部) 【田村啓敏･杉沢博 (香川大学農学部)】
平野 英保他15名 【平野英保 (産業医科大学.医学部.生化学教室)】

細山田健三 【細山田健三 (宮崎大学農学部)】
西海区水産研究所 情報係 【(水産庁西海区水屋研究所)】

作成者の名称【問い合わせ先 氏名（大学・機関名等）】

貝類関係論文･情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
貝類ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
科学技術相談室案内

海洋観測DATA BASE(仮称)
海洋観測ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
海洋ﾌｨｰﾙﾄﾞﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

海況情報利用ｼｽﾃﾑ
海棲哺乳類標本ｶﾀﾛｸﾞ
開発協力関連図書資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
海洋環境衛星情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

茨城県子牛市場情報
茨城県林業技術ｾﾝﾀｰ研究情報(仮称)
茨城ﾃｸﾉｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄｼｽﾃﾑ(仮称)
岩手県工業技術ｾﾝﾀｰﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
岩手大学蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ美術館(仮称)
蔭涼軒日録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
渦鞭毛藻図鑑
(雨量‐流量)ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
栄養科学文献情報
栄養学関係雑誌記事DB
栄養情報基盤DB(仮称)
愛媛県工業技術ｾﾝﾀｰ ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
大型藻類標本ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
岡山県林業試験場研究情報(仮称)
沖縄県工業技術情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
沖縄県水産試験場事業報告書
ｵﾎｰﾂｸ海北海道沿岸流氷分布図

遺伝子ｺﾄﾞﾝ使用ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

遺伝資源ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

ｱｼﾞｱ経済研究所 図書館雑誌記事検索ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
ｱｼﾞｱ経済研究所図書館･蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
ｱﾌﾘｶ地域研究資料ｾﾝﾀｰ書誌ﾃﾞｰﾀｰﾍﾞｰｽ
有明海海象気象ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
暗渠排水設計
石川県林業試験場蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
遺伝資源情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

ｱｼﾞｱ経済研究所図書館 【(日本貿易振興会 ｱｼﾞｱ経済研究所 図書館)】
ｱｼﾞｱ経済研究所 図書館 【(日本貿易振興会 ｱｼﾞｱ経済研究所 図書館)】
ｱﾌﾘｶ地域研究資料ｾﾝﾀｰ 【山越 言 (京都大学ｱﾌﾘｶ地域研究資料ｾﾝﾀｰ情報資料室)】
佐賀大学農学部生産情報科学講座､藤本昌宣 【藤本昌宣 (佐賀大学農学部)】
村島和男,荻野芳彦 【村島和男 (石川県農業短期大学)】
石川県林業試験場 【矢田 豊 (石川県林業試験場)】
国立遺伝学研究所･生物遺伝資源情報総合ｾﾝﾀｰ･系統情報研究室 【山崎 由紀子 (国立遺
伝学研究所･生物遺伝資源情報総合ｾﾝﾀｰ･系統情報研究室)】
農業生物資源研究所 【白田 和人 (農業生物資源研究所 遺伝資源第二部 遺伝資源管
理情報科)】
ｺﾄﾞﾝ使用ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(CUTG)作成ｸﾞﾙｰﾌﾟ(池村淑道,五條堀孝,他) 【池村淑道 (国立遺伝学研
究所進化遺伝研究部門内ｺﾄﾞﾝ使用ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成ｸﾞﾙｰﾌﾟ)】
茨城県畜産試験場家畜改良部 【家畜改良部 (茨城県家畜試験場)】
茨城県林業技術ｾﾝﾀｰ 【山野辺 隆 (茨城県林業技術ｾﾝﾀｰ 森林環境部)】
茨城県工業技術ｾﾝﾀｰ 【中島秀樹 (茨城県工業技術ｾﾝﾀｰ 技術交流室)】
【企画情報部 (岩手県工業技術ｾﾝﾀｰ)】
岩手大学附属図書館 【附属図書館図書情報係 (岩手大学)】
筑波大学芸術学系 【山中 敏正 (筑波大学芸術学系)】
【情報管理施設情報課ﾃﾞｰﾀ管理係 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】
福代康夫､松岡數充､緒方武比古､古谷研 【福代康夫 (東京大学ｱｼﾞｱ生物資源環境研究ｾﾝﾀｰ)】
宇都宮大学農学部農業水利学研究室 清水邦夫 【後藤章 (宇都宮大学農学部)】
成田健 【成田健 (会津大学短期大学部食物栄養学科)】
神奈川県立栄養短期大学図書館 【三神 典子 (神奈川県立栄養短期大学図書館)】
国立健康･栄養研究所 【松村康弘 (国立健康･栄養研究所 成人健康･栄養部)】
愛媛県工業技術ｾﾝﾀｰ 【研究企画課ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ担当者 (愛媛県工業技術ｾﾝﾀｰ)】
北山 太樹(国立科学博物館) 【北山 太樹 (国立科学博物館植物研究部)】
岡山県林業試験場 【中島 嘉彦 (岡山県林業試験場)】
沖縄県工業技術ｾﾝﾀｰ 【平良 直秀 (沖縄県工業技術ｾﾝﾀｰ)】
沖縄県水産試験場 【山本 隆司 (沖縄県水産試験場)】
北海道大学低温科学研究所附属流氷研究施設 【石川 正雄 (北海道大学低温科学研究所
附属流氷研究施設)】
香川県水産試験場 【安部 昌明 (香川県水産試験場)】
国立科学博物館動物研究部 山田格 【山田格 (国立科学博物館分館動物研究部)】
国際開発ｾﾝﾀｰ調査部情報ﾕﾆｯﾄ 【調査部情報ﾕﾆｯﾄ ((財)国際開発ｾﾝﾀｰ)】
北海道大学大学院水産科学研究科 資源計測学講座 衛星資源計測学研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【齊藤
誠一 (北海道大学大学院水産科学研究科)】
高知県水産試験場 【岡村雄吾(海況担当者) (高知県水産試験場海洋資源科)】
徳島県水産試験場 【金田佳久 (徳島県水産試験場)】
神奈川県水産総合研究所相模湾試験場水産工学ﾁｰﾑ 【水産工学ﾁｰﾑ (神奈川県水産総合研
究所相模湾試験場水産工学ﾁｰﾑ)】
財団法人かき研究所 【(財団法人かき研究所 本部事務所)】
関西学院大学貝類ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ研究会 【雄山真弓 (関西学院大学情報ﾒﾃﾞｨｱ教育ｾﾝﾀｰ)】
京都工芸繊維大学 地域共同研究ｾﾝﾀｰ 【鎌田 直樹 (京都工芸繊維大学 地域共同研究ｾﾝﾀｰ)】

県内青果物市況ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

研究報告ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
研究報告ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
研究報告ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
研究報告ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
研究報告ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
研究論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

近畿大学農学部図書館蔵書検索ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
岐阜経済大学図書館蔵書ﾃﾞｰﾀ
岐阜県森林科学研究所所蔵図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
熊本学園大学産業経営研究所資料ﾃﾞｰﾀｰﾍﾞｰｽ
呉地域研究情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ｸﾞﾗﾊﾞｰ図譜ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
研究成果一覧(仮称)
研究成果ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

寄生虫学雑誌&Parasitology Internationalﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
京都大学総合博物館標本ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
極域生物標本ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
極域蘚苔植物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
極地冷凍植物資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ｷﾗﾘﾃｨ･ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

果樹試験場研究論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
家畜ｹﾞﾉﾑ･ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
神奈川県農林水産情報ｼｽﾃﾑ成果資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
神奈川県農林水産情報ｼｽﾃﾑ図書情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
神奈川県の農業情報
環日本海経済交流ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
看聞御記ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
外国雑誌目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
外書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
外像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
学術研究論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
学術論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ第二系(化学)
が類性ﾌｪﾛﾓﾝﾘｽﾄ

鹿児島県林業試験場技術研究成果集
鹿児島県林業試験場研究報告
鹿児島大学多島圏研究ｾﾝﾀｰ出版目録(仮称)
火山地形ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

鹿児島県林業試験場 【(鹿児島県林業試験場)】
鹿児島県林業試験場 【(鹿児島県林業試験場)】
鹿児島大学多島圏研究ｾﾝﾀｰ 【多島圏 (鹿児島大学多島圏研究ｾﾝﾀｰ)】
建設省国土地理院 地理調査部 地理調査技術開発室 【(建設省国土地理院 地理調
査部 地理第三課)】
果樹試験場 【鈴木 大助 (農林水産省 果樹試験場)】
農林水産省畜産試験場 【和田 康彦 (農林水産省畜産試験場)】
神奈川県農業総合研究所 【藤田 信行 (神奈川県農業総合研究所 経営情報部)】
神奈川県農業総合研究所 【藤田 信行 (神奈川県農業総合研究所 経営情報部)】
神奈川県農業総合研究所 経営情報部 【原 康明 (神奈川県農業総合研究所 経営情報部)】
富山大学環日本海地域研究ｾﾝﾀｰ 【佐藤裕子 (富山大学環日本海地域研究ｾﾝﾀｰ)】
【情報管理施設情報課ﾃﾞｰﾀ管理係 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】
富山大学経済学部資料室 【田中 寛子 (富山大学経済学部資料室)】
国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ 【情報管理施設 情報課 ﾃﾞｰﾀ管理係 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】
国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ 【情報管理施設情報課ﾃﾞｰﾀ管理係 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】
武脇 義 【武脇 義 (岐阜大学)】
国立情報学研究所 【開発･事業部ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ課ﾈｯﾄﾜｰｸｿﾌﾄｳｪｱ技術係 (国立情報学研究所)】
東京農工大学大学院 BASE 安藤哲 【安藤哲 (東京農工大学大学院大学院 生物ｼｽﾃﾑ応
用科学研究科)】
赤尾信明･上村 清 【赤尾 信明 (東京医科歯科大学医学部医動物学教室)】
京都大学総合博物館 【角谷 岳彦 (京都大学総合博物館情報発信系)】
国立極地研究所資料系生物資料部門 【神田啓史 (国立極地研究所資料系生物)】
国立極地研究所資料系生物資料部門 【神田啓史 (国立極地研究所資料系生物)】
国立極地研究所資料系生物資料部門 【神田啓史 (国立極地研究所資料系生物)】
東北大学反応化学研究所 有機資源･材料化学研究ｾﾝﾀｰ反応化学情報研究部 【原田 宣之
(東北大学反応化学研究所有機資源･材料化学研究ｾﾝﾀｰ反応化学情報研究部)】
農学部図書館 【(近畿大学農学部図書館事務課)】
岐阜経済大学図書館 【井上 邦江 (岐阜経済大学図書館)】
岐阜県森林科学研究所 【大橋 章博 (岐阜県森林科学研究所)】
熊本学園大学 付属産業経営研究所 【上野 照美 (熊本学園大学 付属産業経営研究所)】
呉大学平尾研究室(平尾元彦) 【平尾元彦 (呉大学社会情報学部)】
長崎大学附属図書館研究開発室 【板倉 英世 (長崎大学附属図書館)】
広島県立食品工業技術ｾﾝﾀｰ 【米田 達雄 (広島県立食品工業技術ｾﾝﾀｰ)】
(財)日本生物科学研究所 企画学術部 【田中浩正､三内貞子 (財団法人 日本生物科学
研究所)】
大分県産業科学技術ｾﾝﾀｰ 【企画ﾃﾞｻﾞｲﾝ部 (大分県産業科学技術ｾﾝﾀｰ)】
神奈川県畜産研究所 【企画経営部 (神奈川県畜産研究所)】
宮崎県食品開発ｾﾝﾀｰ 【新穂浩一 (宮崎県工業技術ｾﾝﾀｰ)】
京都府立茶業研究所 【杉本則雄 (京都府立茶業研究所)】
高知県工業技術ｾﾝﾀｰ 【北村 有里 (高知県工業技術ｾﾝﾀｰ)】
北海道開発局開発土木研究所 企画調整課情報管理係 【町田千恵 (北海道開発局開発土
木研究所)】
沖縄県農業試験場 【竹ﾉ内 昭一 (沖縄県農業試験場 経営研究室)】

試験研究成果情報検索
資源生物画像情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
静岡大学植物病理保存菌株ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
施設に保存されている研究用植物のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
自然災害科学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
写真で見る外来雑草
(社)中国研究所ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
臭気成分8群の保持値と臭気発生源別のｷｬﾗｸﾀﾘｾﾞｰｼｮﾝおよび健康指
標に関するﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

試験研究成果一覧

埼玉県水産試験場文献検索ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ｻｲﾄｶｲﾝ･ﾌｧﾐﾘｰcDNAﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
作物学用語解説書
ｻｹ回遊研究ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
産業書誌ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
在日本朝鮮古書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
雑穀研究ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

昆虫学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
昆虫目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ｺﾞﾏ系統保存ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

国立科学博物館ﾊﾀﾈｽﾞﾐ類骨格標本ﾃﾞｰﾀﾞｰｽ(仮称)
国立極地研究所学術雑誌目録(仮称)
国立極地研究所 出版物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
小麦近縁種遺伝資源ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

国立科学博物館所蔵図書目録及び逐次刊行物目録(仮称)
国立科学博物館所蔵野村鎮ｺﾚｸｼｮﾝﾎﾛﾀｲﾌﾟ画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

国立科学博物館魚類標本
国立科学博物館食虫類骨格標本ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
国立科学博物館所蔵現生蛇尾類 入村 精一寄贈標本
国立科学博物館所蔵頭足類標本

高知県定地水温ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
高分子C‑13NMRﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
国際蛋白配列ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

原子力科学(京大炉関係)文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
酵素ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

京都大学原子炉実験所要覧委員会 【武内孝之 (京都大学原子炉実験所)】
農林水産省食品総合研究所応用微生物部酵素利用研究室 【林 清 (食品総合研究所応用
微生物部酵素利用研究室)】
高知県水産試験場 【岡村雄吾 (高知県水産試験場 海洋資源科)】
高分子ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ研究会 【大保 信夫 (筑波大学電子情報工学系)】
JIPID(東理大･日本),NBRF(ﾜｼﾝﾄﾝ･米),MIPS(ﾏｯｸｽﾌﾟﾗﾝｸ･西独) 【国沢隆 (東京理科大学
JIPID)】
国立科学博物館動物第2研究室 【松浦啓一 (国立科学博物館)】
遠藤秀紀(国立科学博物館動物研究部) 【遠藤 秀紀 (国立科学博物館 動物研究部)】
国立科学博物館動物研究部 窪寺 恒己 【窪寺 恒己 (国立科学博物館動物研究部)】
国立科学博物館動物研究部動物第三研究室 窪寺恒己 【窪寺恒己 (国立科学博物館動物
研究部動物第三研究室)】
国立科学博物館 【平野 淳子 (国立科学博物館)】
国立科学博物館動物研究部昆虫第2研究室 【野村 修平 (国立科学博物館動物研究部昆
虫第2研究室)】
遠藤 秀紀(国立科学博物館動物研究部) 【遠藤 秀紀 (国立科学博物館動物研究部)】
国立極地研究所図書室 【山下 敏彦 (国立極地研究所図書室)】
国立極地研究所 図書室 【長谷川 慶子 (国立極地研究所 図書室)】
京都大学大学院農学研究科･応用生物科学専攻(河原 太八) 【河原太八 (京都大学大学
院農学研究科･応用生物科学専攻)】
昆虫学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【多田内修 (九州大学大学院農学研究院昆虫学教室)】
九州大学大学院農学研究院昆虫学教室 【多田内修 (九州大学大学院農学研究院昆虫学教室)】
富山大学理学部生物学科細胞生物学研究室 【増田 恭次郎 (富山大学理学部生物学科細
胞生物学研究室)】
埼玉県農林総合研究ｾﾝﾀｰ水産支所 【細川 平四郎 (埼玉県農林水総合研究ｾﾝﾀｰ水産支所)】
ESTﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ研究会 【野見山 尚之 ( )】
吉田 智彦 【吉田 智彦 (九大農学部)】
上田宏 【上田宏 (北海道大学水産学部附属洞爺湖臨湖実験所)】
産業情報ｾﾝﾀｰ 【倉林昭浩 (法政大学産業情報ｾﾝﾀｰ)】
藤本幸夫 【藤本幸夫 (富山大学人文学部)】
東京学芸大学教育学部附属環境教育実践施設 【木俣 美樹男 (東京学芸大学教育学部附
属環境教育実践施設)】
北海道立中央農業試験場企画情報技術ｾﾝﾀｰ 【主査(情報)または主査(ｼｽﾃﾑ) (北海道立中
央農業試験場企画情報技術ｾﾝﾀｰ企画情報室)】
北海道立中央水産試験場 【(北海道立中央水産試験場 企画情報室)】
資源生物画像情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会 【大森宏 (東京大学大学院農学生命科学研究科)】
静岡大学農学部 瀧川 雄一 【瀧川 雄一 (静岡大学 農学部)】
研究用植物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【梶田 忠 (東京大学大学院理学系研究科附属植物園)】
九州大学西部地区自然災害資料ｾﾝﾀｰ 【橋本晴行 (九州大学西部地区自然災害資料ｾﾝﾀｰ)】
草地試験場 飼料生産利用部 【黒川 俊二 (草地試験場飼料生産利用部)】
(社)中国研究所 【((社)中国研究所)】
【二木安之 (信州大学医学部衛生学教室)】

ｽﾗﾌﾞ地域研究文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
生態学研究ｾﾝﾀｰ図書所蔵ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
生物活性ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
生物分野文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
生理活性脂質ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
世界の雑草(仮称)
世界の食料統計
赤外ﾗﾏﾝ文献集
浅海定線調査,赤潮調査,定時観測,藻場調査
全国井戸･水文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
草地植生ﾌｧｸﾄﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
｢蔬菜の新品種｣採録品種一覧
蔵書検索ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
蔵書目録
蔵書目録(和書編,洋書編)逐次刊行物目録(和文編､欧米編)蔵書管理

水産生物標本館登録魚類標本ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

飼料成分ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ FEED
新着文献情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
森林利用関係文献ﾘｽﾄ
実験動物検疫ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
実験動物の眼科学(仮称)
獣医学症例画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
獣医学術肉眼標本ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
獣医寄生虫ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ Veterinary Parasitology Catalogue
With Original Articles.(VPC)
樹木年輪研究会文献一覧
樹木年輪情報検索ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(TRIDAS)(仮称)
樹木年輪情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

植物ﾌｪﾉﾛｼﾞｰﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
飼料作物の害虫目録
飼料作物病害図鑑

植物系統保存ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

食品機能性ﾏﾆｭｱﾙ
食品研究成果情報
食品成分表
食品と栄養ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
植物遺伝資源情報管理ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

農林水産省食品総合研究所 【篠原和毅 (食品総合研究所食品機能部長)】
農林水産省食品総合研究所 【野々上三四志 (農林水産省食品総合研究所)】
成田健 【成田健 (会津大学短期大学部食物栄養学科)】
食品と栄養ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会 【吉村幸雄 (四国大学)】
北海道立植物遺伝資源ｾﾝﾀｰ 【北海道立植物遺伝資源ｾﾝﾀｰ 資源貯蔵科 (北海道立植物遺
伝資源ｾﾝﾀｰ)】
筑波大学農林技術ｾﾝﾀｰ特別事業植物系統保存 【福田直也 (筑波大学農林技術ｾﾝﾀｰ特別事
業 植物系統保存)】
萩原 信介 国立科学博物館 【萩原 信介 (国立科学博物館附属自然教育園)】
農林水産省 草地試験場 害虫制御研究室 【神田 健一 (農林水産省草地試験場)】
農林水産省草地試験場環境部作物病害研究室 【菅原 幸哉 (農林水産省草地試験場環境
部作物病害研究室)】
農林水産省畜産試験場 【武政 正明 (畜産試験場)】
香川県農業試験場経営情報担当 【茂木 知江子 (香川県農業試験場経営情報担当)】
森林利用学会 【有賀一広 (森林利用学会)】
長崎大学医学部附属動物実験施設 【佐藤浩 (長崎大学)】
古川敏紀 【古川敏紀 (広島大学医学部附属動物実験施設)】
獣医病理学若手教員交流会 【落合謙爾 (北海道大学 獣医学部)】
岩手大学家畜病理学教室 【岡田幸助 (岩手大学農学部)】
動物医学研究会 【神谷正男､奥祐三郎､野中成晃 (北海道大学大学院獣医学研究科動物疾
病制御学講座寄生虫学教室)】
小林 修 【小林 修 (愛媛大学農学部附属演習林米野々森林研究ｾﾝﾀｰ)】
｢樹木年輪｣研究会 【野田真人 (北海道大学農学部附属中川地方演習林)】
名古屋大学大学院生命農学研究科森林環境資源学教室 【梅村 武夫 (名古屋大学大学院
生命農学研究科生物圏資源学専攻)】
京都大学大学院農学研究科附属水産実験所 【上野 正博 (京都大学大学院農学研究科附
属水産実験所)】
ｽﾗﾌﾞ学文献研究会ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成班 【松田潤 (札幌大学女子短期大学部)】
京都大学生態学研究ｾﾝﾀｰ図書室 【高橋 敬子 (京都大学生態学研究ｾﾝﾀｰ図書室)】
JIPID 【国沢隆､佐竹一夫 (東京理科大学生命科学研究所)】
BioScience Information Service 【佐伯 勇 (大阪大学大型計算機ｾﾝﾀｰ研究開発部)】
大島 美恵子(国立国際医療ｾﾝﾀｰ研究所) 【大島 美恵子 (国立国際医療ｾﾝﾀｰ研究所)】
宇都宮大学雑草科学研究ｾﾝﾀｰ 【一前宣正 (宇都宮大学雑草科学研究ｾﾝﾀｰ)】
世界のｼﾞｬﾎﾟﾆｶ米研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【伊東 正一 (鳥取大学農学部)】
情報知識学会分子･結晶ﾃﾞｰﾀ委員会 【田隅三生 (埼玉大学 理学部基礎化学科)】
企画調査部 【片岡 憲治 (広島県水産試験場)】
地質調査所 【丸井 敦尚 (地質調査所･水分地質研)】
草地試験場｢草地の動態に関する研究｣事務局 【高橋 繁男 (草地試験場生態部)】
(財)日本園芸生産研究所 【古手敏治 ((財)日本園芸生産研究所)】
静岡県林業技術ｾﾝﾀｰ 【大場 孝裕 (静岡県林業技術ｾﾝﾀｰ)】
宮城県林業試験場 【志水 勝彦 (宮城県林業試験場)】
西海区水産研究所 情報係 梅澤かがり 脇田由美 【梅澤 かがり､脇田 由美 (西海区
水産研究所 企画連絡室情報係)】

奈良県農業技術ｾﾝﾀｰ気象観測値ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

長野県の学術参考保護林ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
名古屋市工業研究所研究機関情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
納豆研究文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

徳川林政史研究所図書資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
徳島の海の生物
土佐黒潮牧場ﾌﾞｲ海況情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
都市･地域経済統計ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
図書台帳(仮称)
栃木県自給粗飼料分析指導事業ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
とっとり技術情報
鳥取県工業試験場研究報告
中尾佐助ｽﾗｲﾄﾞﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

東京水産大学附属図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
東寺文書悉皆目録及び花押画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
東大製紙科学研究室ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

電中研報告書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
東海農業経営･経済文献目録一覧(仮称)

大腸菌ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(核酸･蛋白質)
畜産統計ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
地形学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽMORPHO
知的所有権の判例ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
筑波大学陸域環境研究ｾﾝﾀｰ熱収支･水収支観測資料
｢対馬暖流域の生物地理｣文献目録集
定線観測､水温､塩分ﾃﾞｰﾀ(仮称)
電気化学ｾﾝｻｰﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
電気化学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
電子図書館

大学における農学教育ｶﾘｷｭﾗﾑに関するﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
大腸菌染色体情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

滝川畜産試験場総合気象観測ﾃﾞｰﾀ(仮称)
ﾀﾝﾊﾟｸ質立体構造ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

ﾀｲﾌﾟ標本ﾘｽﾄ(仮称)
高岡高商蔵書(和書)目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

大阪市立自然史博物館 【金沢 至 (大阪市立自然史博物館)】
富山大学経済学部助手室 富山大学経済学部資料室 【谷川 裕子
(富山大学経済学部資料室)】
滝川畜産試験場 【(北海道立滝川畜産試験場 草地飼料作物科)】
米国RCSB(Reseach Collaboratory for Structur(Bioin for matics)が中心となり､ｱ
ｼﾞｱ地区は大阪大学蛋白質研究所がﾃﾞｰﾀ収集を担当して作成 【楠木 正巳 (大阪大学蛋
白質研究所)】
筑波大学農林技術ｾﾝﾀｰ 【田島淳史 (筑波大学農林技術ｾﾝﾀｰ)】
大腸菌ｹﾞﾉﾑﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ構築ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【森 浩禎 (奈良先端科学技術大学院大学遺伝子教育研
究ｾﾝﾀｰ)】
JIPID,NBBRF 【国沢隆 (東京理科大学)】
阿部順一 【阿部順一 (釧路公立大学)】
日本地形学連合 【奥西一夫 (京都大学防災研究所)】
近畿大学産業･法律研究所 播磨良承,高橋秀和 【高橋 秀和 (近畿大学産業･法律情報研究所)】
筑波大学陸域環境研究ｾﾝﾀｰ 【浅沼 順 (筑波大学陸域環境研究ｾﾝﾀｰ)】
｢対馬暖流域の生物地理｣研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【松岡数充 (長崎大学水産学部沿岸環境学研究室)】
水産総合研究所企画経営部 【樋田 史郎 (神奈川県水産総合研究所)】
岡崎敏(京都大学大学院工学研究科) 【岡崎敏 (京都大学大学院工学研究科材料化学専攻)】
電気化学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｸﾞﾙｰﾌﾟ 【岡崎 敏 (京都大学大学院工学研究科 材料化学専攻)】
奈良先端科学技術大学院大学研究協力部学術情報課 【徳平 省一 (奈良先端科学技術大
学院大学研究協力部学術情報課)】
(財)電力中央研究所 【根岸 政典 ((財)電力中央研究所 事務ｾﾝﾀｰ 研究管理ｾｸｼｮﾝ)】
中部農業経済学会 【中部農業経済学会事務局 (名古屋大学大学院生命農学研究科食糧生
産管理学研究室)】
東京水産大学附属図書館学術情報係 【(東京水産大学附属図書館学術情報係)】
東寺文書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会 【富田 正弘 (富山大学 人文学部)】
東京大学大学院農学生命科学研究科 生物材料科学専攻 製紙科学研究室 【江前敏晴 (東
京大学大学院農学生命科学研究科生物材料科学専攻)】
徳川林政史研究所 【鶴岡香織 (徳川林政史研究所)】
佐藤 征弥 【佐藤 征弥 (徳島大学総合科学部)】
高知県水産試験場 【岡村雄吾(海況担当者) (高知県水産試験場 海洋資源科)】
山根敬三 【山根敬三 (摂南大学経営情報学部)】
図書委員会 【渡辺 定良 (新潟県保健環境科学研究所 調査研究室 情報調査科)】
栃木県酪農試験場 【田澤 倫子 (栃木県酪農試験場)】
鳥取県工業試験場 情報委員会 【田上 重雄 (鳥取県工業試験場 技術情報科)】
鳥取県工業試験場研究報告編集委員会 【田上 重雄 (鳥取県工業試験場 技術情報科)】
小島篤博 中尾佐助ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ(大阪府立大学総合情報ｾﾝﾀｰ) 【西村和之
(大阪府立大学総合情報ｾﾝﾀｰ 学術情報ｸﾞﾙｰﾌﾟ学術情報担当)】
信州大学農学部森林科学科 【中堀 謙二 (信州大学農学部)】
名古屋市工業研究所 【筒井 光範 (名古屋市工業研究所 研究企画室)】
農林水産省食品総合研究所 【稲津康弘:微生物･ﾄｷｼﾝ制御研究室､伊藤義文:発酵細菌研究
(食品総合研究所)】
奈良県農業技術ｾﾝﾀｰ 【松本恭昌 (奈良県農業技術ｾﾝﾀｰ)】

備品一覧(仮称)
病原真菌および病原放線菌保存ﾘｽﾄ(仮称)
びわ湖情報ﾃﾞｰﾀﾊﾞﾝｸ
｢普及に移す技術｣園芸関係(仮称)
福岡県林業試験場発表業績ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
福島県たばこ試験場成績概要ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

兵庫県立工業技術ｾﾝﾀｰﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
兵庫県立水産試験場FAX情報ｻｰﾋﾞｽ
広島県立東部工業技術ｾﾝﾀｰﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｻｰﾋﾞｽ(仮称)
微生物資源ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

ﾋﾄ疾患ﾓﾃﾞﾙﾗｯﾄﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

農業機械学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
農業経済長期経済統計ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
農業研究情報ﾈｯﾄﾜｰｸﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
農村振興(むらづくり)情報
発展途上地域文献目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
ﾊﾌﾞ咬症者ﾘｽﾄ(仮称)
汎用同定支援ｼｽﾃﾑ｢GENESIS｣対応樹種同定ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(総称)
判例･法令･文献三位一体ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
羊ヶ丘の気象ﾃﾞｰﾀ

日本国勢調査人口ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
日本作物学会論文検索
日本産ｱﾘ類系統分類ｶﾗｰ画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
日本産業技術教育学会誌､掲載論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
日本産さび菌ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
日本大学経済学部図書館情報ｼｽﾃﾑ(仮称)
日本に在る脊椎動物化石標本のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
日本の化学文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
日本分類学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
日本ﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞ学会文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
人間形成と学習環境に関する映画史料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
農学分野の国際教育協力人材ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

南極海植物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
新潟大学貴重資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
日水研図書管理ｼｽﾃﾑ(仮称)
日本海域鯨類文献抄録
日本海ｾﾄﾛｼﾞｰ研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ･漂着ｸｼﾞﾗﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
日本画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

南極圏ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会 【福地 光男 (国立極地研究所)】
新潟大学附属図書館 【西脇 紀子 (新潟大学附属図書館)】
日本海区水産研究所 【高橋 伸弘 (日本海区水産研究所企画連絡室情報係)】
日本海ｾﾄﾛｼﾞｰ研究会 【平口哲夫 (金沢医科大学医学部)】
日本海ｾﾄﾛｼﾞｰ研究ｸﾙｰﾌﾟ 【山田格 (国立科学博物館動物研究部)】
東北大学理学部大気海洋変動観測研究ｾﾝﾀｰ 【川村宏 (東北大学大学院理学研究科附属大
気海洋変動観測研究ｾﾝﾀｰ)】
山形大学 地域社会工学研究会 【研究会代表 黒田昭 (山形大学地域社会工学研究会)】
日作紀ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ 【萩原素之 (信州大学農学部)】
ｱﾘ類ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【ｱﾘ類ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成ｸﾞﾙｰﾌﾟ代表 今井弘民 (国立遺伝学研究所)】
木村誠 【木村誠 (静岡大学教育学部)】
さび菌研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【柿嶌眞 (筑波大学農林学系)】
日本大学経済学部図書館 【(日本大学経済学部図書館)】
JAFOV構築作業ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【山本 嘉一郎 (光華女子大学 文学部)】
(社)化学情報協会 【千原秀昭 ((社)化学情報協会)】
ETIJ 【酒井勝司 (四国大学生物学研究室)】
日本ﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞ学会 情報委員会 【森山 雅雄 (長崎大学工学部情報ｼｽﾃﾑ工学科)】
阿部彰(大阪大学人間科学部教授) 【阿部彰 (大阪大学人間科学部)】
名古屋大学農学国際教育協力研究ｾﾝﾀｰ 【武田 穣 (名古屋大学 農学国際教育協力研究
ｾﾝﾀｰ協力ﾈｯﾄﾜｰｸ開発研究領域)】
川村恒夫(神戸大学農学部) 【川村恒夫 (神戸大学農学部食料生産環境工学科)】
ALTS研究会 【長南史男 (北海道大学農学部農業経済学科)】
徳島県立農業試験場 【林 博昭･近藤 真二 (徳島県立農業試験場 情報企画科)】
(財)農村開発企画委員会 【大脇 知芳 ((財)農村開発企画委員会)】
ｱｼﾞｱ経済研究所図書館 【(日本貿易振興会 ｱｼﾞｱ経済研究所 図書館)】
沖縄県衛生環境研究所 ﾊﾌﾞ研究室 【勝連盛輝 (沖縄県衛生環境研究所 ﾊﾌﾞ研究室)】
石川県林業試験場 【矢田 豊 (石川県林業試験場)】
学校法人近畿大学産業･法律情報研究所 【(近畿大学産業･法律情報研究所)】
北海道農業試験場気象資源評価研究室 【村田 竜一 (農林水産省北海道農業試験場情報
資料課)】
芹川忠夫､京都大学大学院医学研究科附属動物実験施設 【芹川忠夫 (京都大学大学院医
学研究科附属動物実験施設)】
兵庫県立工業技術ｾﾝﾀｰ 【前川 範幸 (兵庫県立工業技術ｾﾝﾀｰ企画情報部)】
兵庫県 【普及部 (兵庫県立水産試験場)】
広島県立東部工業技術ｾﾝﾀｰ 【岡本 英二 (広島県立東部工業技術ｾﾝﾀｰ)】
WFCC‑MIRCEN World Data Centre for Microorganisms 【菅原 秀明 (国立遺伝学
研究所)】
長野県食品工業試験場 【村松 信之 (長野県食品工業試験場)】
千葉大学真菌医学研究ｾﾝﾀｰ 【西村和子 (千葉大学真菌医学研究ｾﾝﾀｰ)】
滋賀県琵琶湖研究所 【(滋賀県琵琶湖研究所 情報管理部門)】
佐藤 忠夫 【佐藤 忠夫 (宮城県園芸試験場)】
福岡県森林林業技術ｾﾝﾀｰ(H6.9.1.より) 【研究庶務 (福岡県森林林業技術ｾﾝﾀｰ)】
福島県たばこ試験場 【吉岡 邦雄 (福島県たばこ試験場)】

林道のり面の植生遷移ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

林産試験場の刊行物の紹介

林業･林産関係国内文献情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ用語ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
(酪農学園大学･酪農学園大学短期大学部)附属図書館目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮
称)
琉球大学新本(仮称)
龍谷大学社会科学研究所 統計･調査資料検索ｼｽﾃﾑ
林業経済誌論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

木材材質ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
夜間主ｺｰｽ図書室所蔵図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
山村共同体所蔵資料(仮称)
有害動物学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
有用遺伝資源ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

三重大学水産実験所魚類学文献ﾃﾞｰﾀ
三重大学水産実験所魚類標本
ﾐｶﾝ亜科植物保存ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
南ｲﾝﾄﾞ村落土地査定台帳ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
宮城県工業技術ｾﾝﾀｰ(産業技術総合ｾﾝﾀｰ)研究報告(仮称)､みやき工業
技術情報
宮崎県農業試験研究情報(仮称)
民俗誌
木材機械加工文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

北海道浜中町酪農管理ｼｽﾃﾑ･ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

北海道大学演習林研究報告目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ日本語版(仮称)

福島県農業試験場図書台帳(仮称)
分献､資料情報(仮称)
文献検索ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝに関する学術文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
ﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ･蛋白質･ｱﾐﾉ酸配列ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ･蛋白質文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
北大農学部作物栄養学講座研究論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
捕食･寄生性昆虫ﾀﾞﾆ類 文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
捕食･寄生性昆虫文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
北海道大学演習林研究報告目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ英語版(仮称)

琉球大学新本光孝 【新本 光孝 (琉球大学熱帯生物圏研究ｾﾝﾀｰ)】
龍谷大学社会科学研究所 【八木 恵子 (龍谷大学 社会科学研究所)】
九州大学大学院農学研究院林政学研究室 【佐藤 宣子 (九州大学大学院農学研究院林政
学研究室)】
農林水産省森林総合研究所 【図書情報係 (農林水産省林野庁森林総合研究所企画調整部
資料課)】
北海道立林産試験場 企画指導部 普及課 技術係 【企画指導部 普及課 技術係 (北
海道立林産試験場)】
江崎次夫及び愛媛大学農学部森林環境制御研究室 【江崎次夫 (愛媛大学農学部 生物資

宮崎県総合農業試験場 【情報経営科 (宮崎県総合農業試験場情報経営部)】
上野和男 【上野和男 (国立歴史民俗博物館)】
京都大学大学院農学研究科森林科学専攻生物材料生産ｼｽﾃﾑ学分野 【澤田 豊 (京都大学
農学研究科森林科学専攻,生物材料生産ｼｽﾃﾑ学分野)】
九州大学農学部木材理学講座 【小田 一幸 (九州大学農学部木材理学講座)】
富山大学経済学部資料室 【谷川 裕子 (富山大学経済学部資料室)】
松尾容孝 【松尾容孝 (専修大学文学部)】
有害動物学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会 【上村清 (富山医科薬科大学)】
静岡大学･有用遺伝資源ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会 【三田 悟 (静岡大学･有用遺伝資源ﾃﾞｰﾀ
ﾍﾞｰｽ作成委員会)】
ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ用語ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【金子周司 (京都大学大学院薬学研究科医療薬理学分野)】
酪農学園大学･酪農学園大学短期大学部附属図書館 【照井 俊秀 (酪農学園大学附属図書館)】

福島県農業試験場企画広報室 【渡部 陽子 (福島県農業試験場企画広報室)】
福島県農業試験場企画広報室 【渡部 陽子 (福島県農業試験場)】
滋賀県畜産技術振興ｾﾝﾀｰ 【試験研究科技術開発係 (滋賀県畜産技術振興ｾﾝﾀｰ)】
上田拓史 【上田拓史 (愛媛大学沿岸環境科学研究ｾﾝﾀｰ)】
(財)蛋白質研究奨励会 【情報室 ((財)蛋白質研究奨励会分室)】
(財)蛋白質研究奨励会 【情報室 ((財)蛋白質研究奨励会分室)】
信濃卓郎 【信濃 卓郎 (北海道大学大学院農学研究科)】
捕食･寄生性昆虫研究会 【戒能 洋一 (筑波大学 農林学系)】
捕食･寄生性昆虫研究会 【戒能洋一 (筑波大学農林学系)】
北海道大学農学部附属演習林 【研究協力技術班(担当 間宮春大) (北海道大学農学部附
属演習林)】
北海道大学農学部附属演習林 【研究協力技術班(担当 間宮春大) (北海道大学農学部附
属演習林)】
大場茂夫(日本大学農獣医学部獣医学科) 【大場茂夫 (日本大学農獣医学部獣医学科獣医
内科学教室)】
木村 清志 【木村 清志 (三重大学生物資源学部附属水産実験所)】
木村 清志 【木村 清志 (三重大学生物資源学部附属水産実験所)】
佐賀大学農学部遺伝資源学研究室 【仁藤伸昌 (佐賀大学農学部)】
柳澤悠､水島司 【柳澤悠 (東京大学東洋文化研究所)】
宮城県工業技術ｾﾝﾀｰ(現 宮城県産業技術総合ｾﾝﾀｰ) 【企画班担当 (産業技術総合ｾﾝﾀｰ)】

冷間ﾛｰﾙの自動設計ｼｽﾃﾑ
霊長類資料のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
連合文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
労研逐刊ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
労働科学雑誌記事索引(欧文編)
労働科学雑誌記事索引(和文編)
論文記事索引ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
和雑誌目録(仮称)

源学科森林資源学専門教育ｺｰｽ森林環境制御研究室)】
小奈弘､神馬敬 【小奈弘 (拓殖大学工学部機械ｼｽﾃﾑ工学科)】
霊長類ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【郡司 晴元 ((財)日本ﾓﾝｷｰｾﾝﾀｰ)】
敷田 麻実･大橋 洋一 【辻 俊宏 (石川県水産総合ｾﾝﾀｰ)】
労働科学研究所図書館 【図書館 (労働科学研究所)】
労働科学研究所図書館 【図書館 (労働科学研究所)】
労働科学研究所図書館 【図書館 (労働科学研究所)】
資料部広報課 【(農業総合研究所 資料部広報課)】
富山大学経済学部資料室 【織田 松美 (富山大学経済学部資料室)】

データベースの名称

Genomics

in

Nephrology(仮称)

Microbial Genome Database
MSWｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

for

Comparative

Analysis

Human Gene Map (ﾋﾄ遺伝子ﾏｯﾌﾟﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ)
HyperGenome
IAA Space Dictionary(Multilingual Terminology Data Base on
Astronautics) 英仏日版､日英仏版
IFO Research Resaurces Databas(仮称) IFO生物資学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
LBOOK
LIGAND CHEMICAL DATABASE FOR ENZYME REACTION
LNEWS

Growth Hormone /Prolactin Gene Family DNA Data Base
GTOP(Genome TO Protein structure and function)
Human Conceptus Database

GAWDI V2.5使用説明 GAWDIの研究
GENE grade VIII MS‑DOS,GENE Manual(for Word Star)
GENE.SIG PROT･SIG
Gifu University Tutorial Course

Functional

3次元医薬品構造ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
6自由度 顎運動ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
Campus Square for library
Cardiovascular Pharmacology(仮称)
Collected Papers ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ContigMaker
DENTEX address book
DNA Data Bank of Japan
DNA配列ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

3歳児歯科健康診査実施成績(仮称)

(1)福島医大･第2外科乳癌患者登録(仮称)(2)福島医大･第2外科胃･
大腸癌患者登録(仮称)(3)福島医大･第2外科甲状腺疾患患者登録(
仮称) (4)福島医大､第2外科肝癌患者登録(仮称) (5)福島医大･第
2外科業績ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
2000年度版 心身障害学系･教官研究活動ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

７．医 学

岐阜大学医学部(一部,松波 謙一) 【松波 謙一(反射研究施設),伊藤 和夫(第二解剖)
(岐阜大学医学部)】
三重大学医学部生化学構座 【中島邦夫 (三重大学医学部(生化学構座))】
西川 建 【西川 建 (国立遺伝学研究所 生命情報研究ｾﾝﾀｰ 大量遺伝情報研究室)】
京都大学大学院医学研究科付属先天異常標本解析ｾﾝﾀｰ ﾋﾄ胎児ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会
【塩田浩平 (京都大学大学院医学研究科付属先天異常標本解析ｾﾝﾀｰ)】
ﾋﾄ遺伝子ﾏｯﾌﾟ研究会 【清水信義 (慶應義塾大学医学部分子生物学教室)】
ｹﾞﾉﾑﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ研究会 【ｹﾞﾉﾑﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ研究会 (京都大学科学研究所)】
IAA(International Academy of Astronautics) Multilingual Terminology Data Base
Commitee 日本作業ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【二宮敬虔 (宇宙科学研究所)】
財･発酵研究所 【竹内昌男 ((財)発酵研究所)】
農村生活総合研究ｾﾝﾀｰ 【富田祥之亮 ((社)農村生活総合研究ｾﾝﾀｰ)】
西岡孝明､五斗進､金久實 【西岡孝明 (京都大学大学院農学研究科応用生物科学専攻)】
(社)農村生活総合研究ｾﾝﾀｰ 【富田祥之亮(調査役),若林桂子(研究情報部) ((社)農村生
活総合研究ｾﾝﾀｰ)】
内山 郁夫 【内山 郁夫 (岡崎国立共同研究機構 基礎生物学研究所電子計算機室)】
東北大学大学院 経済学研究科 福祉経済設計講座 【関田 康慶 (東北大学大学院 経

心身障害学系(発行者:吉野公喜､作成者:小畑文也) 【発行者:吉野公喜､作成者:小畑文也
(筑波大学心身障害学系)】
岩手医科大学歯学部口腔衛生学講座､予防歯科学講座 【相沢文恵 (岩手医科大学歯学部
予防歯科学講座)】
東京薬科大学薬学部第二薬化学教室 【土橋 朗 (東京薬科大学薬学部第二薬化学教室)】
徳島文理大学工学部 藤村哲也 【藤村哲也 (徳島文理大学工学部 情報ｼｽﾃﾑ工学科)】
新日本鉄情報通信ｼｽﾃﾑ(株)大分支社 【萱島 香苗 (大分県立看護科学大学 附属図書館)】
水流(個人) 【水流弘通 (東邦大学医学部薬理学教室)】
九州大学附属図書館 【電子情報掛 (九州大学附属図書館情報ｼｽﾃﾑ課)】
ｹﾞﾉﾑﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ研究会 【ｹﾞﾉﾑﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ研究会 (東大医科研ﾋﾄｹﾞﾉﾑ解析ｾﾝﾀｰ)】
DENTEX project 【鈴木一郎 (新潟大学歯学部 口腔外科学第一講座)】
生命情報研究ｾﾝﾀｰ･国立遺伝学研究所 【舘野義男 (国立遺伝学研究所生命情報研究ｾﾝﾀｰ)】
農業生物資源研究所遺伝資源第二部DNA管理情報科 【長村 吉晃 (農業生物資源研究所
遺伝資源第二部DNA管理情報科)】
大阪大学大学院病態情報内科学腎臓研究室 【竹中 優 (大阪大学大学院医学系研究科病
態情報内科学(BoxA8))】
中島重義 【中島重義 (大阪市立大学工学部情報工学)】
平野 英保他15名 【平野英保 (産業医科大学.医学部.生化学教室)】

(1)福島医大･第2外科乳腺外科ｸﾞﾙｰﾌﾟ(2)福島医大･第2外科消化器外科ｸﾞﾙｰﾌﾟ(3)福島医大･
第2外科内分泌外科ｸﾞﾙｰﾌﾟ(4)福島医大.第2外科肝.胆道､膵外科ｸﾞﾙｰﾌﾟ(5)福島医大･第2
外科業績 【畠山 優一 (福島医大･第2外科)】

作成者の名称【問い合わせ先 氏名（大学・機関名等）】

遺伝相談施設(ｶｳﾝｾﾗｰ)情報
茨城女子短期大学図書館書誌ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
医用画像集
医用細胞資源ｾﾝﾀｰ 細胞株ｶﾀﾛｸﾞ

遺伝子頻度ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
遺伝情報のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
遺伝性難聴ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

SPS2000関連研究ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
University of the Ryukyus‑Database for the Malformation
Syndromes Version7
VDT労働と健康
VITAL NET II 救急･集中治療領域ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
WHHLｳｻｷﾞ英文論文ﾘｽﾄ(仮称)
Yonago Acta medica online
愛知医科大学医学情報ｾﾝﾀｰﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
愛知県衛生研究所試験検査研究用ｼｽﾃﾑ
秋田県脳卒中発症登録･追跡･ｼｽﾃﾑ
旭川医科大学CT･MR画像情報(仮称)
旭川医科大学放射線業務従事者の被曝量と血液所見(仮称)
旭川医科大学和雑誌特集記事
朝日大学図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
麻布大学附属学術情報ｾﾝﾀｰ所蔵目録(仮称)
ｱﾌﾘｶにおける植物利用に関するﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
医学雑誌特集記事索引
石川県保健環境ｾﾝﾀｰ所蔵図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
医史学関係文献目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
遺伝子検査ｵﾝﾗｲﾝﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
遺伝子ｺﾄﾞﾝ使用ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

Spring‑8論文登録一覧

SODHO

Organic Synthesis Data Base
platinum bibﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
REFERN(仮称)
Review Articles in Molecular Bioscience
Review Articles in Molecular Biosciences
SHR

西山勝夫 【西山勝夫 (滋賀医科大学予防医学講座)】
VITAL NET研究会(事務局:兵庫医科大学救急部) 【奥谷 龍 (兵庫医科大学集中治療部)】
塩見 雅志 【塩見 雅志 (神戸大学医学部附属動物実験施設)】
鳥取大学附属図書館医学部分館 【医学資料係 (鳥取大学附属図書館医学部分館)】
愛知医科大学 医学情報ｾﾝﾀｰ(図書館) 【坪内政義 (愛知医科大学医学情報ｾﾝﾀｰ(図書館))】
愛知県衛生研究所 【中川 宣子 (愛知県衛生研究所(企画情報部))】
秋田県立脳血管研究ｾﾝﾀｰ 【鈴木一夫 (秋田県立脳血管研究ｾﾝﾀｰ)】
旭川医科大学医学部放射線医学講座 【内村由紀子 (旭川医科大学医学部放射線医学講座)】
旭川医科大学医学部放射線医学講座 【内村由紀子 (旭川医科大学医学部放射線医学講座)】
旭川医科大学附属図書館 【情報管理係 (旭川医科大学附属図書館)】
朝日大学図書館 【熊谷 健治 (朝日大学図書館)】
麻布大学附属学術情報ｾﾝﾀｰ 【小田切 夕子 (麻布大学附属学術情報ｾﾝﾀｰ)】
ｱﾌﾛｰﾗ･ｺﾐｯﾃｨ 【木村 大治 (京都大学ｱﾌﾘｶ地域研究資料ｾﾝﾀｰ)】
【殿崎正明 (日本医科中央大学図書館)】
石川県保健環境ｾﾝﾀｰ 情報･教育研修室 【(石川県保健環境ｾﾝﾀｰ)】
日本医史学会 【酒井 ｼﾂﾞ (日本医史学会)】
京大病院遺伝子診療相談室､藤田 潤 【藤田 潤 (京都大学医学部分子病診療学)】
ｺﾄﾞﾝ使用ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(CUTG)作成ｸﾞﾙｰﾌﾟ(池村淑道,五條堀孝,他) 【池村淑道 (国立遺伝学研
究所進化遺伝研究部門内ｺﾄﾞﾝ使用ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成ｸﾞﾙｰﾌﾟ)】
斎藤成也 【斎藤成也 (国立遺伝学研究所進化遺伝研究部門)】
飯田陽一(北海道大学理学部) 【飯田陽一 (北海道大学大学院理学研究科 化学専攻)】
岡山大学医学部附属病院耳鼻咽喉科 分子耳鼻科研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ 福島 邦博 【福島 邦博
(岡山大学医学部附属病院耳鼻咽喉科)】
京大病院遺伝子診療相談室､藤田 潤 【藤田 潤 (京都大学医学部分子病診療学)】
茨城女子短期大学図書館 【片岡 百合子 (茨城女子短期大学図書館)】
小林 邦彦 【小林 邦彦 (名古屋大学 医学部保健学科 理学療法学専攻)】
東北大学加齢医学研究所 医用細胞資源ｾﾝﾀｰ 【工藤 俊雄 (東北大学加齢医学研究所
医用細胞資源ｾﾝﾀｰ)】

済学研究科 福祉経済設計講座)】
分子設計研究会､反応ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ分科会 【藤原譲 (神奈川大学理学部情報科学科)】
北里大学白金図書館 【倉田 清(北里大学白金図書館)】
大分医科大学小児科学講座 【泉 達郎 (大分医科大学小児科学講座)】
RAMBIOS刊行会 【石浜 明 (国立遺伝学研究所)】
RAMBIOS刊行会 【林健児 (東京理科大学理学部応用数学教室)】
京都大学大学院人間･環境学研究所 家森幸男 【家森幸男 (京都大学大学院人間･環境学
研究科)】
国立遺伝学研究所 生命情報研究ｾﾝﾀｰ 【五條堀 孝 (国立遺伝学研究所 生命情報研究
ｾﾝﾀｰ)】
(財)高輝度光科学研究ｾﾝﾀｰ利用業務部図書情報課 【(財団法人 高輝度光科学研究ｾﾝﾀ
ｰ利用業務部図書情報課)】
宇宙科学研究所SPS2000ﾀｽｸﾁｰﾑ 【SPS2000ﾀｽｸﾁｰﾑ (宇宙科学研究所宇宙ｴﾈﾙｷﾞｰ工学部門)】
成富研二 【成富研二 (琉球大学医学部附属沖縄ｱｼﾞｱ医学研究ｾﾝﾀｰ)】

癌患者登録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
寄生虫学雑誌&Parasitology

Internationalﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

学習･記憶
学術研究活動ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
学術研究論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
学術論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ第二系(化学)
学生定期健診計測値data Base
学生保健管理ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
画像診断ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

貝原益軒ｱｰｶｲﾌﾞ
介護者のための薬剤情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ:DMAHCA Database of
Medication Advice for Health Care assistants
海棲哺乳類標本ｶﾀﾛｸﾞ
化学教材ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
香川医科大学 第二内科学業績集
香川医大病院薬剤部･医療薬学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
香川医大母子ｾﾝﾀｰ周産期ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
核四極共鳴ｽﾍﾟｸﾄﾙﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
核磁気共鳴ｽﾍﾟｸﾄﾙﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
鹿児島大学歯学部小児歯科研究論文
鹿児島大学多島圏研究ｾﾝﾀｰ出版目録(仮称)
形の科学文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
家畜ｹﾞﾉﾑ･ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
金沢大学薬学部附属薬用植物園所蔵［ｻｸ］葉標本目録<第一集>白山
の植物
看護系大学ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに聞け
漢方ｴｷｽ製剤製品情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
管理栄養士国家試験問題集
顎運動ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

医療評価のための症例ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
栄養科学文献情報
栄養学関係雑誌記事DB
栄養情報基盤DB(仮称)
大阪医科大学図書館図書･雑誌所在情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
大阪市立大学医学部所蔵の古人骨(仮称)
大阪信愛女学院短期大学図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
大阪大学医学部ﾊﾞｲｵﾒﾃﾞｨｶﾙ教育研究ｾﾝﾀｰ腫瘍生化学研究部ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
(仮称)
大阪府母子保健情報
ｵﾝﾗｲﾝ医薬品集ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

国立科学博物館動物研究部 山田格 【山田格 (国立科学博物館分館動物研究部)】
神戸学院大学 薬学部 【斎木 秀朗 (神戸学院大学 情報処理ｾﾝﾀｰ)】
香川医科大学 第二内科学 学術委員会 【野崎 士郎 (香川医科大学 第二内科学)】
薬剤部医薬品情報室､樋口 【樋口和子 (香川医科大学附属病院薬剤部)】
香川医大母子科学教室 【原量宏 (香川医科大学母子科)】
(社)化学情報協会NQR委員会 【中村亘男 (大阪大学大学院理学研究科)】
豊橋技術科学大学 【阿部英次 (豊橋技術科学大学･知識情報工学系)】
鹿児島大学歯学部小児歯科学講座 【小椋 正 (鹿児島大学歯学部小児歯科)】
鹿児島大学多島圏研究ｾﾝﾀｰ 【多島圏 (鹿児島大学多島圏研究ｾﾝﾀｰ)】
形の科学会 【高木隆司 (東京農工大学)】
農林水産省畜産試験場 【和田 康彦 (農林水産省畜産試験場)】
金沢大学薬学部附属薬用植物園 【金沢大学薬学部教授 御影雅幸 (金沢大学薬学部附属
薬用植物園)】
前田樹海 【前田 樹海 (長野県看護大学生活援助学教室)】
北陸大学薬学部医薬情報 【吉藤 茂行 (北陸大学薬学部医薬情報)】
中村学園大学図書館 【図書課長 猿渡健一 (中村学園大学図書館)】
平成12年度科学研究費基盤研究(B(1))研究代表者 坂東永一(徳島大学歯学部) 【坂東永
一 (徳島大学歯学部)】
日本大学医学部薬理学教室 【石川紘一 (日本大学医学部薬理学教室)】
藤倉 隆 【藤倉 隆 (藤田保健衛生大学医学部法医学教室)】
(財)放射線影響研究所
情報技術部 【丸山 文江 ((財)放射線影響研究所 情報技術部)】
国立情報学研究所 【開発･事業部ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ課ﾈｯﾄﾜｰｸｿﾌﾄｳｪｱ技術係 (国立情報学研究所)】
和歌山大学保健管理ｾﾝﾀｰ 【猪尾和弘 (和歌山大学保健管理ｾﾝﾀｰ)】
和歌山大学保健管理ｾﾝﾀｰ 【猪尾 和弘 (和歌山大学保健管理ｾﾝﾀｰ)】
金沢大学医学部附属病院核医学診療科 核医学画像ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 【中嶋憲一(利波紀久教授)
(金沢大学医学部附属病院 核医学診療科)】
秋田大学第2外科 【鈴木 裕之 (秋田大学医学部外科学 第二講座)】
赤尾信明･上村 清 【赤尾 信明 (東京医科歯科大学医学部医動物学教室)】

病院医療評価研究会 【大道久､梅里良正 (日本大学医学部医療管理学教室)】
成田健 【成田健 (会津大学短期大学部食物栄養学科)】
神奈川県立栄養短期大学図書館 【三神 典子 (神奈川県立栄養短期大学図書館)】
国立健康･栄養研究所 【松村康弘 (国立健康･栄養研究所 成人健康･栄養部)】
大阪医科大学図書館 【茂幾 周治 (大阪医科大学図書館)】
安部みき子 【安部 みき子 (大阪市立大学医学部解剖学第2講座)】
大阪信愛女学院短期大学図書館 【谷嶋正彦 (大阪信愛女学院短期大学図書館)】
大阪大学医学部ﾊﾞｲｵﾒﾃﾞｨｶﾙ教育研究ｾﾝﾀｰ腫瘍生化学研究部 【中村 敏一(船越 洋) (大
学院医学系研究科ﾊﾞｲｵﾒﾃﾞｨｶﾙ教育研究ｾﾝﾀｰ腫瘍生化学研究部)】
(社)大阪府看護協会幼産婦転能 【末原 紀美代 (大阪府立看護大学)】
金沢大学医学部附属病院薬剤部(医薬品情報室) 【宮本 謙一 (金沢大学医学部附属病院
薬剤部)】
中村学園大学図書館 【図書課長 猿渡健一 (中村学園大学図書館)】
共立薬科大学薬剤学教室 【中島恵美 (共立薬科大学)】

広大放射線科(仮称)

国際結核情報ｾﾝﾀｰﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

厚生科学研究成果抄録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
甲南女子大学図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
神戸薬科大学薬用植物ﾘｽﾄ
高齢者･介護者ｶﾙﾃﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

原爆被爆者診療記録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

研究業績ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
研究成果一覧(仮称)
ｹﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ結晶構造ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
原子力科学(京大炉関係)文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
原爆資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

慶應義塾写真ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
慶應義塾大学医学部 研究情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
形成外科手術ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
形成外科症例写真ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
結核管理図ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ､結核患者動向調査月報
血液･腫瘍内科学研究部論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

業績(論文･学会)のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
倉敷市立短期大学研究情報(仮称)
ｸﾘﾝｸﾞﾙﾃﾞｰﾀﾊﾞﾝｸ

金研ｵﾘｼﾞﾅﾙ論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
金研､材料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

矯正歯科患者ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
矯正歯科頭部X線規格写真ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
京大病院病態栄養部業績ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
杏林大学図書館ｵﾝﾗｲﾝ閲覧目録
極域生物標本ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
極域蘚苔植物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
極地冷凍植物資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ｷﾗﾘﾃｨ･ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

九州医用画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
九州看護福祉大学 学術情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
救命救急ｾﾝﾀｰ三次救急患者受入れ症例ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

北里大学病院電子医薬品集

北里大学医学部医用情報学､同病院薬剤部医薬品情報室 【鶴田陽和 (北里大学医療衛生
学部医療情報学)】
国立病院 九州がんｾﾝﾀｰ 【牛尾 恭輔 (国立病院九州がんｾﾝﾀｰ)】
九州看護福祉大学図書館 【加藤 麻樹 (九州看護福祉大学)】
愛知医科大学麻酔救急医学教室,高度救命救急ｾﾝﾀｰ 【野口宏 (愛知医科大学麻酔･救急医
学教室高度救命救急ｾﾝﾀｰ)】
金沢医科大学口腔科学矯正歯科 【出村 昇 (金沢医科大学口腔科学矯正歯科)】
長崎大学歯学部矯正学講座･作成代表:鈴木弘之 【鈴木弘之 (長崎大学歯学部歯科矯正学講座)】
京大病院病態栄養部 【鍵本 伸二 (京大病院病態栄養部)】
杏林大学図書館 【児玉 閲 (杏林大学図書館)】
国立極地研究所資料系生物資料部門 【神田啓史 (国立極地研究所資料系生物)】
国立極地研究所資料系生物資料部門 【神田啓史 (国立極地研究所資料系生物)】
国立極地研究所資料系生物資料部門 【神田啓史 (国立極地研究所資料系生物)】
東北大学反応化学研究所 有機資源･材料化学研究ｾﾝﾀｰ反応化学情報研究部 【原田 宣之
(東北大学反応化学研究所有機資源･材料化学研究ｾﾝﾀｰ反応化学 情報研究部)】
情報･広報室長 川添良幸 【川添良幸 (東北大学金属材料研究所)】
金属材料研究所情報･広報室 室長 川添良幸 【川添良幸 (東北大学金属材料研究所情
報･広報室)】
広島大学医学部放射線医学教室 【伊藤勝陽 (広島大学医学部放射線医学講座)】
倉敷市立短期大学及び個人 【永田 桂輔 (倉敷市立短期大学)】
ｾﾘﾝﾌﾟﾛﾃｱｰｾﾞの分子進化学的研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【高橋敬 (島根医科大学医学部生理学I及び国立
遺伝学研究所遺伝情報解析)】
慶應義塾大学､(株)日立製作所 【ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽﾒﾃﾞｨｱ担当 (慶應義塾大学ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ本部)】
慶應義塾大学 医学ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ 【平吹 佳世子 (慶應義塾大学 医学ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ)】
大阪大学医学部皮膚科学教室形成診療班 【西田健樹 (大阪大学医学部皮膚科学教室)】
大阪大学医学部形成外科 【細川互 (大阪大学医学部形成外科)】
結核研究所 疫学研究部 統計解析科 【大森 正子 ((財)結核予防会結核研究所)】
大阪大学大学院医学系研究科(C9)血液･腫瘍内科学研究部 【板敷 香代 (大阪大学大学
院医学系研究科(C9)血液･腫瘍内科学研究部)】
高崎 光浩 【高崎 光浩 (佐賀医科大学医学部麻酔蘇生学講座)】
広島県立食品工業技術ｾﾝﾀｰ 【米田 達雄 (広島県立食品工業技術ｾﾝﾀｰ)】
ｹﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ結晶学ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ 【楠木正己 (大阪大学蛋白質研究所)】
京都大学原子炉実験所要覧委員会 【武内孝之 (京都大学原子炉実験所)】
長崎大学医学部附属原爆後障害医療研究施設 資料収集保存部資料調査室 【近藤 久義
(長崎大学医学部附属原爆後障害医療研究施設資料収集保存部資料調査室)】
長崎大学医学部附属原爆後障害医療研究施設資料収集保存部 資料調査室 【近藤久義
(長崎大学医学部附属原爆後障害医療研究施設資料収集保存部)】
国立公衆衛生院附属図書館および厚生省 【( )】
甲南女子大学図書館 【(甲南女子大学図書館)】
薬用植物園委員会(委員長 守安 正恭) 【田ヶ原清 (神戸薬科大学)】
東北大学大学院 経済学研究科 福祉経済設計講座室 【関田 康慶 (東北大学大学院
経済学研究科 福祉経済設計講座)】
結核研究所国際結核情報ｾﾝﾀｰ 【吉山 崇 ((財)結核予防会結核研究所)】

昭和薬科大学薬用植物園植栽植物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

淑徳短期大学図書館蔵書目録(仮称)
手術式別器械材料準備ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
手術時輸血減少のためのData(仮称)
頌栄短期大学図書館蔵書ﾏｽﾀｰ(仮称)
消化器外科手術例ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

死亡率,罹病率ﾃﾞｰﾀ(仮称)
臭気成分8群の保持値と臭気発生源別のｷｬﾗｸﾀﾘｾﾞｰｼｮﾝおよび健康指
標に関するﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
集中治療室入室症例ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

在日本朝鮮古書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
雑誌･紀要等掲載論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
雑誌特集記事ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
雑誌特集索引《ｽﾎﾟｰﾂ･健康･教育》
滋賀医科大学研究業績ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
滋賀文化短期大学蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
施設に保存されている研究用植物のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
市販輸液剤ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

在日本古脊椎動物化石ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

骨密度ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(機種:DPX‑α)(仮称)
骨密度ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(機種:Expert‑5000)(仮称)
埼玉県立大学図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
ｻｲﾄｶｲﾝ･ﾌｧﾐﾘｰcDNAﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ｻｲﾄｶｲﾝ ﾚｾﾌﾟﾀｰ ﾌｧﾐﾘｰ ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
細胞膜抗原(CD)ﾏｰｶｰﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
札幌医科大学附属図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
産業医学関連相談窓口Q&A
産業保健文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
産業保健文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

骨代謝文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

(国際武道大学)教員研究成果目録
国立科学博物館食虫類骨格標本ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
国立科学博物館ﾊﾀﾈｽﾞﾐ類骨格標本ﾃﾞｰﾀﾞｰｽ(仮称)
骨粗鬆症ｱﾝｹｰﾄﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

国際蛋白配列ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

愛知医科大学麻酔･救急医学教室､高度救命救急ｾﾝﾀｰ 【野口宏 (愛知医科大学麻酔･救急
医学教室,高度救命救急ｾﾝﾀｰ)】
淑徳短期大学図書館 【芹川 博通 (淑徳短期大学図書館)】
岡山大学医学部附属病院中央手術部 【川上 雅弘 (岡山大学医学部附属病院中央手術部)】
小久保 純 【藤木 達雄 (杏林大学胸部外科)】
頌栄短期大学図書館 【頌栄短期大学図書館 (頌栄短期大学図書館)】
藤田保健衛生大学医学部 消化器外科第一科 【蓮見昭武 (藤田保健衛生大学医学部消化
器外科第一科)】
昭和薬科大学薬用植物園 【高野 昭人 (昭和薬科大学薬用植物園)】

JIPID(東理大･日本),NBRF(ﾜｼﾝﾄﾝ･米),MIPS(ﾏｯｸｽﾌﾟﾗﾝｸ･西独) 【国沢隆 (東京理科大学
JIPID)】
国際武道大学図書館 【清野義弘 (国際武道大学図書館)】
遠藤秀紀(国立科学博物館動物研究部) 【遠藤 秀紀 (国立科学博物館 動物研究部)】
遠藤 秀紀(国立科学博物館動物研究部) 【遠藤 秀紀 (国立科学博物館動物研究部)】
香川医科大学 整形外科学教室 骨代謝ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【乗松 尋道 (香川医科大学 整形外科
学教室)】
日本骨代謝学会､会長藤田拓男(神戸大学医学部第3内科教授) 【鈴木弘之 (長崎大学歯学
部矯正学講座)】
香川医科大学 整形外科学教室 骨代謝ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【乗松 尋道 (香川医科大学 整形外科教室)】
香川医科大学 整形外科教室 骨代謝ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【乗松 尋道 (香川医科大学 整形外科教室)】
埼玉県立大学 図書館 【図書館 (埼玉県立大学)】
ESTﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ研究会 【野見山 尚之 ( )】
遺伝子ﾌｧﾐﾘｰ研究会 【棚瀬 純男 (遺伝子ﾌｧﾐﾘｰ研究会)】
内科学第二講座 【中井 桂司 (三重大学医学部附属病院)】
札幌医科大学附属図書館 【佐々木裕道 (札幌医科大学付属図書館)】
織田 進 【織田 進 (産業医科大学 産業医実務研修ｾﾝﾀｰ)】
産業医科大学産業医実務研修ｾﾝﾀｰ 【八幡勝也 (産業医科大学産業医実務研修ｾﾝﾀｰ)】
産業医科大学･産業医事務研修ｾﾝﾀｰ 【織田進 (産業医科大学･産業医実務研修ｾﾝﾀｰ･健康
管理部)】
京都大学理学部地質学鉱物学教室古脊椎動物ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【神谷英利 (京都大学大学院理学研
究科地球惑星科学専攻)】
藤本幸夫 【藤本幸夫 (富山大学人文学部)】
日本社会事業大学図書館 【(日本社会事業大学図書館)】
日本医科大学中央図書館 【殿崎正明 (日本医科大学中央図書館)】
順天堂大学図書館分館雑誌係 【志村 金也 (順天堂大学図書館分館)】
滋賀医科大学ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ 【白木 俊男 (滋賀医科大学ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ)】
滋賀文化短期大学図書館 【図書館 (滋賀文化短期大学)】
研究用植物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【梶田 忠 (東京大学大学院理学系研究科附属植物園)】
北里大学医学部医用情報学､同病院薬剤部DIｾﾝﾀｰ 【鶴田陽和 (北里大学医療衛生学部医
療情報学)】
(財)放射線影響研究所 【片山 博昭 ((財)放射線影響研究所 情報技術部)】
【二木安之 (信州大学医学部衛生学教室)】

第一外科樹立株細胞
第一生理学業績集(仮称)

ﾀﾝﾊﾟｸ質立体構造ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

太陽発電衛星研究文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
高島力教授 退官記念業績集
単語音声ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
胆道閉鎖症全国登録

生理活性脂質ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
赤外ﾗﾏﾝ文献集
ぜんそく患者さんからの寄稿集〜まだよくなっていない患者さんへ
伝えたいこと〜
園田学園女子大学図書館ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
体感温ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

食は医なり
食品成分表
食品と栄養ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
鍼灸学研究論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
神経内分泌研究論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
心血管造影ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
自治医科大学消化器一般外科ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
自治医科大学精神医学教室業績目録(英文)(仮称)
実験動物検疫ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
実験動物の眼科学(仮称)
獣医学症例画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
獣医寄生虫ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ Veterinary Parasitology Catalogue With
Original Articles.(VPC)
女性学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(現在OPACに吸収したので､ｵﾘｼﾞﾅﾙの形態でのﾃﾞｰﾀﾍﾞ
ｰｽは存在しない｡)
水銀関連文献検索ｼｽﾃﾑ
ｽﾎﾟｰﾂ科学に関するﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
成人病型脳傷害のMRIﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
生体情報処理学講座研究活動ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
生物活性ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
生物分野文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
聖ﾏﾘ医大 生化学教室ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

園田学園女子大学図書館 【吉村 康子 (園田学園女子大学図書館)】
北海道大学大学院工学研究科都市環境工学専攻人間環境計画講座 【持田 徹 (北海道大
学大学院工学研究科都市環境工学専攻人間環境計画講座)】
宇宙科学研究所SPS2000ﾀｽｸﾁｰﾑ 【SPS2000ﾀｽｸﾁｰﾑ (宇宙科学研究所宇宙ｴﾈﾙｷﾞｰ工学部門)】
金沢大学医学部放射線医学教室 【松井 修 (金沢大学医学部 放射線医学教室)】
松下通信工業､松下技研､東北大学 【牧野正三 (東北大学大型計算機ｾﾝﾀｰ)】
日本胆道閉鎖症研究会 【大井 龍司 (東北大学大学院 医学系研究科小児医学講座小児
外科学分野)】
米国RCSB(Reseach Collaboratory for Structur(Bioin for matics)が中心となり､ｱ
ｼﾞｱ地区は大阪大学蛋白質研究所がﾃﾞｰﾀ収集を担当して作成 【楠木 正巳 (大阪大学蛋
白質研究所)】
京都大学第一外科 【嶋田 裕 (京都大学第一外科)】
香川医大 第一生理学 【徳田 雅明 (香川医科大学 生理学講座 第一生理学)】

中村学園大学図書館 【図書課長 猿渡健一 (中村学園大学図書館)】
成田健 【成田健 (会津大学短期大学部食物栄養学科)】
食品と栄養ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会 【吉村幸雄 (四国大学)】
結核研究所対策支援部 図書･情報科 【風見 嘉子 ((財)結核予防会 結核研究所)】
東京薬科大学情報ｾﾝﾀｰ 【相川 弘二 (東京薬科大学 情報ｾﾝﾀｰ)】
県立長崎ｼｰﾎﾞﾙﾄ大学附属図書館 【山浦靖幸 (県立長崎ｼｰﾎﾞﾙﾄ大学)】
筑波技術短期大学 鍼灸学科 【伊藤隆造 (筑波技術短期大学 鍼灸学科)】
香川医大第一内科内分泌ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【村尾孝児 (香川医大第一内科)】
三重大学医学部放射線医学教室 【竹田寛 (三重大学医学部放射線医学教室)】
自治医科大学消化器一般外科 【佐田尚宏 (自治医科大学消化器一般外科学教室)】
自治医科大学精神医学教室 【小林聡幸 (自治医科大学精神医学教室)】
長崎大学医学部附属動物実験施設 【佐藤浩 (長崎大学)】
古川敏紀 【古川敏紀 (広島大学医学部附属動物実験施設)】
獣医病理学若手教員交流会 【落合謙爾 (北海道大学 獣医学部)】
動物医学研究会 【神谷正男､奥祐三郎､野中成晃 (北海道大学大学院獣医学研究科動物疾
病制御学講座寄生虫学教室)】
お茶の水女子大学女性文化研究ｾﾝﾀｰ内女性学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ研究会･お茶の水女子大学附属図書
館教育研究学内特別経費ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ 【情報ｼｽﾃﾑ係 (お茶の水女子大学附属図書館)】
水銀関連文献委員会 【水銀関連文献委員会 (国立水俣病総合研究ｾﾝﾀｰ)】
玉木啓一 【玉木啓一 (武蔵丘短期大学)】
MRDB研究会 【苗村育郎 (秋田大学医学部附属病院･神経科精神科,保健管理ｾﾝﾀｰ)】
広島市立大学情報科学部 生体情報処理学講座 【竹内 俊文 (広島市立大学情報科学部)】
JIPID 【国沢隆､佐竹一夫 (東京理科大学)】
BioScience Information Service 【佐伯 勇 (大阪大学大型計算機ｾﾝﾀｰ研究開発部)】
聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学医学部生化学教室 玉井 幸恵 【玉井 幸恵 (聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学医学部
生化学教室)】
大島 美恵子(国立国際医療ｾﾝﾀｰ研究所) 【大島 美恵子 (国立国際医療ｾﾝﾀｰ研究所)】
情報知識学会分子･結晶ﾃﾞｰﾀ委員会 【田隅三生 (埼玉大学 理学部基礎化学科)】
諏訪部章 【諏訪部 章 (山形大学医学部臨床検査)】

東大医学部放射線医学教室研究業績集
徳島文理大学図書館ｵﾝﾗｲﾝ目録検索(仮称)
特殊文庫目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
図書館所蔵雑誌ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
図書館所蔵視聴覚資料検索ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
図書館所蔵ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
図書館所蔵図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
図書･雑誌検索(仮称)

東京都立医療技術短期大学蔵書目録(仮称)
頭頚部悪性腫瘍ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
凍結保存細胞ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

東京大学医学部学位論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
東京大学泌尿器科症例登録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
東京都病理がん登録(杏林大学)

東京歯科大学図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
東京大学医学部音声言語医学研究施設業績集

電子図書館

中毒情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
調査研究成果ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
筑波技術短期大学 障害者支援学術情報ｼｽﾃﾑ
適応外使用医薬品ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
電気化学ｾﾝｻｰﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
電気化学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
電子教科書

地域歯科保健ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
地域歯科保健ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
地域歯科保健ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｼｽﾃﾑ
知的所有権の判例ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
千葉医学雑誌 Chiba Medical Journal
千葉大学医学部生理学第二講座業績集
注射薬配合変化ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
中毒情報ｼｽﾃﾑ

大腸癌切除例
大腸菌ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(核酸･蛋白質)
地域健康情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

桜井 洋一 【桜井 洋一 (藤田保健衛生大学医学部消化器外科第3科)】
JIPID,NBBRF 【国沢隆 (東京理科大学)】
産業医科大学産業生態科学研究所臨床疫学教室 【吉村健清 (産業医科大学産業生態科学
研究所臨床疫学教室)】
日本大学歯学部衛生学教室 【尾崎 哲則 (日本大学歯学部)】
日本大学歯学部衛生学教室 【尾崎哲則 (日本大学歯学部)】
地域歯科保健ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｼｽﾃﾑ開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 【安藤雄一 (新潟大学歯学部予防歯科学講座)】
近畿大学産業･法律研究所 播磨良承,高橋秀和 【高橋 秀和 (近畿大学産業･法律情報研究所)】
千葉医学会 【中島 祥夫 (千葉大学医学部第一生理)】
千葉大学医学部生理学第二講座 【桑木 共之 (千葉大学医学部生理学第二講座)】
山形大学医学部附属病院 薬剤部 【海老原 光孝 (山形大学医学部附属病院 薬剤部)】
北里大学病院救命救急ｾﾝﾀｰ､薬剤部､北里大学医学部医用情報学 【鶴田陽和 (北里大学医
療衛生学部医療情報学)】
山口大学医学部附属病院薬剤部 【神谷晃 (山口大学医学部附属病院薬剤部)】
日本労働研究機構ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ管理部 【ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ管理部運用課 (日本労働研究機構)】
筑波技術短期大学 学術国際交流 【柳田 なみ子 (筑波技術短期大学)】
情報薬学研究室 【鈴木潤三 ()】
岡崎敏(京都大学大学院工学研究科) 【岡崎敏 (京都大学大学院工学研究科材料化学専攻)】
電気化学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｸﾞﾙｰﾌﾟ 【岡崎 敏 (京都大学大学院工学研究科 材料化学専攻)】
北里大学医療衛生学部 医療情報学研究室 【池田 憲昭 (北里大学医療衛生学部 医療
情報学)】
奈良先端科学技術大学院大学研究協力部学術情報課 【徳平 省一 (奈良先端科学技術大
学院大学研究協力部学術情報課)】
東京歯科大学図書館 【新井 勉(ｱﾗｲﾂﾄﾑ) (東京歯科大学図書館)】
東京大学大学院医学系研究科脳神経医学専攻 認知･言語医学講座 【今泉 敏 (東京大学
大学院医学系研究科脳神経医学専攻 認知･言語医学講座)】
東京大学医学図書館 【(東京大学医学図書館情報ｻｰﾋﾞｽ掛)】
東京大学泌尿器科学教室 【北村唯一 (東京大学泌尿器科)】
杏林大学医学部附属病院病院病理部(代表)内ヶ崎新也 【内ヶ崎新也 (杏林大学医学部附
属病院病院病理部)】
東京都立医療技術短期大学附属図書館 【(東京都立医療技術短期大学附属図書館)】
頭頚部腫瘍班 【遠藤壮平､鈴木 伸､木田亮紀 (日本大学医学部耳鼻咽喉科学教室)】
大阪大学微生物病研究所発癌制御遺伝子検索細胞ｾﾝﾀｰ 【審良 静男 (大阪大学微生物病
研究所附属発癌制御遺伝子検索細胞ｾﾝﾀｰ)】
東大医学部放射線医学教室 【大友 邦 (東京大学医学部附属病院放射線科)】
図書館 【牧尾 裕(ゆたか) (徳島文理大学図書館)】
京都大学附属図書館 【(京都大学附属図書館 情報管理課電子情報掛)】
図書館 【(産業医科大学図書館)】
図書館 【(産業医科大学図書館)】
図書館 【中江 公裕 (獨協医科大学図書館)】
図書館 【(産業医科大学図書館)】
図書館 【村上 研二 (鈴鹿医療科学大学 会計課)】
北海道立地質研究所､北海道立衛生研究所､北海道環境科学研究ｾﾝﾀｰ､北海道立工業試験場

生化学 動物科学

ﾌｧｲﾝｾﾗﾐｯｸｽ学術情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

ﾋﾄ唾液腺腺癌細胞ﾀﾝﾊﾟｸ質の2次元電気泳動ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
皮膚科疾患名ﾘｽﾄ(仮称)
鼻腔通気度ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
微生物資源ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
病原真菌および病原放線菌保存ﾘｽﾄ(仮称)
病原性大腸菌食中毒情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
病原微生物株ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
病理学画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
病理組織検査報告ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
病理組織ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
病理ﾃﾞｰﾀﾌｧｲﾘﾝｸﾞ 杏林大学病院 病理部 病理検査管理ｼｽﾃﾑ

日本医史学雑誌文献目録(仮称)
日本語で書かれた医療人類学関連文献
日本赤十字武蔵野短期大学図書館図書目録
日本の化学文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
日本分類学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
入院患者,手術台帳ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
脳MRI画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
脳波基礎活動定量分析ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
発生生物学 分子生物学 宇宙生物学 細胞生物学
器官形成
ﾊﾌﾞ咬症者ﾘｽﾄ(仮称)
ﾋﾄ疾患ﾓﾃﾞﾙﾗｯﾄﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

新潟大学貴重資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
新潟大学歯学部業績一覧
新潟大学歯学部歯科補綴学第一講座業績
日大泌尿器科疾患ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
日本医科大学図書館 図書･雑誌目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
日本医学物理学会大会演題･発表者ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

図書雑誌所蔵情報
図書台帳(仮称)
図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
図書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
鳥取大学付属図書館医学部部分所蔵資料目録
長崎大学第一内科業積集(1995年〜1999年)
名古屋市立大学図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
名古屋大学医学部,大学院医学研究科欧文業績録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ (仮称)

沖縄県衛生環境研究所 ﾊﾌﾞ研究室 【勝連盛輝 (沖縄県衛生環境研究所 ﾊﾌﾞ研究室)】
芹川忠夫､京都大学大学院医学研究科附属動物実験施設 【芹川忠夫 (京都大学大学院医
学研究科附属動物実験施設)】
加茂政晴 【加茂政晴 (岩手医科大学 歯学部 口腔生化学講座)】
兵庫医科大学皮膚科学教室 【伊藤孝明 (兵庫医科大学皮膚科学教室)】
板坂芳明 【板坂芳明､石川和夫 (秋田大学医学部耳鼻咽喉科学講座)】
WFCC‑MIRCEN World Data Centre for Microorganisms 【菅原 秀明 (国立遺伝学研究所)】
千葉大学真菌医学研究ｾﾝﾀｰ 【西村和子 (千葉大学真菌医学研究ｾﾝﾀｰ)】
岡山大学医学部公衆衛生学教室 【関 明彦 (岡山大学医学部公衆衛生学教室)】
岐阜大学 微生物学講座 【江崎 孝行 (岐阜大学)】
愛知学院大学歯学部病理学講座 【前田 初彦 (愛知学院大学歯学部病理学講座)】
北大歯学部 口腔病理学講座 【飯塚正 (北大歯学部口腔病理)】
大阪大学医学部皮膚科学教室 【西田健樹 (大阪大学医学部皮膚科学教室)】
杏林大学医学部病理学教室･病院病理部(代表)内ヶ崎新也･諸井和正 【内ヶ崎新也(杏林
大学医学部病理学教室･病院病理部)】
財団法人 ﾌｧｲﾝｾﾗﾐｯｸｽｾﾝﾀｰ 【大熊 英夫 ((財)ﾌｧｲﾝｾﾗﾐｯｸｽｾﾝﾀｰ)】

【小澤 聡 (北海道立地質研究所)】
鶴見大学図書館 【鈴木誠 (鶴見大学図書館)】
図書委員会 【渡辺 定良 (新潟県保健環境科学研究所 調査研究室 情報調査科)】
共栄学園短期大学図書館 【茂木 代美 (共栄学園短期大学図書館)】
昭和女子大学図書館 【柳 秀子 (昭和女子大学図書館)】
鳥取大学付属図書館医学部分館 【(鳥取大学附属図書館医学部分館医学資料係)】
長崎大学医学部第一内科学教室 【山口 義彦 (長崎大学医学部第一内科学教室)】
名古屋市立大学図書館 【(名古屋市立大学図書館)】
名古屋大学医学部大学院医学研究科欧文業績録編集委員会 【浅野 不二子 (名古屋大学
附属図書館医学部分館)】
新潟大学附属図書館 【西脇 紀子 (新潟大学附属図書館)】
新潟歯学会 【鈴木一郎 (新潟大学歯学部 口腔外科学第一講座)】
新潟大学歯学部歯科補綴学第一講座 【小林博 (新潟大学歯学部歯科補綴学第一講座)】
岡田清己,石田 肇 【岡田清己､石田肇 (日本大学医学部泌尿器科)】
日本医科大学中央図書館 【殿崎 正明 (日本医科大学中央図書館)】
日本医学物理学会,福島県立医科大学医学部物理学講座 小林 恒夫 【小林 恒夫 (福島
県立医科大学医学部物理学講座)】
順天堂大学医史学研究室 【酒井 ｼﾂﾞ (順天堂大学医史学研究室)】
池田 光穂 【池田 光穂 (熊本大学文学部)】
日本赤十字武蔵野短期大学図書館 【(日本赤十字武蔵野短期大学図書館)】
(社)化学情報協会 【千原秀昭 ((社)化学情報協会)】
ETIJ 【酒井勝司 (四国大学生物学研究室)】
日大板橋病院耳鼻科,管食道科 【遠藤 壮平 中里 秀史 (日大板橋病院耳鼻咽喉科)】
苗村 育郎 【苗村 育郎 (秋田大学保健管理ｾﾝﾀｰ)】
埼玉医科大学精神科脳波室 【豊嶋良一 (埼玉医科大学精神科)】
浅島研究室､東大総合文化研究科･生命系 【浅島誠 (東大･大学院総合文化研究科.生命環境科学系)】

北大歯学部･附属病院 学術情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
保健衛生･環境保全論文目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
補聴器ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ '96
母乳栄養文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
三重花粉飛散情報
三重外科集談会抄録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
味覚障害患者ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
美作女子大学･同短大部紀要
宮崎医科大学附属図書館蔵書検索ｼｽﾃﾑ
明治薬科大学図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
目録所蔵ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
文部省学術用語集｢歯学編｣
薬学部教官研究ﾃｰﾏ･研究業績ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
薬学部専門科目ｼﾗﾊﾞｽﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
薬剤識別ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
薬品機能解析学教室業績一覧
山形大学医学部脳神経外科ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ内｢臨床及び基礎研究｣(仮称)
山梨医科大学蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
有害動物学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
輸血療法支援ｼｽﾃﾑ
ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ用語ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
(酪農学園大学･酪農学園大学短期大学部)附属図書館目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
(仮称)
ﾗｼﾞｵｵｰﾄｸﾞﾗﾌ研究論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
臨床症例ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
老化指標蛋白質二次元電気泳動ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

粉末X線による医薬品鑑別ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
文献検索管理ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
分娩症例ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
ﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ･蛋白質･ｱﾐﾉ酸配列ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ･蛋白質文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
放射線腫瘍学広域ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

福島県立医科大学泌尿器科症例検索ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
福島県立医科大学病理部ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
福島県立博物館収蔵資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
服薬指導ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
福山大学附属図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
藤女子大学図書館ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
藤田学園医学･保健衛生学図書館所蔵情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
藤田保健衛生大学医学部脳外科ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
藤田保健衛生大学 坂文種報徳曾病院 外科(仮称)

永田 哲士(Tetsuji NAGATA) 【永田 哲士 (長野女子短期大学)】
国立情報学研究所 【ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ課ﾃﾞｰﾀ処理技術係 (国立情報学研究所)】
戸田 年総 【戸田 年総 ((財)東京都老人総合研究所･遺伝子情報部門)】

福島県立医科大学泌尿器科 【山口脩,村木 修 (福島県立医科大学医学部泌尿器科)】
福島県立医科大学附属病院病理部 【小野 伸高 (福島県立医科大学医学部附属病院病理部)】
福島県立博物館 【竹谷 陽二郎 (福島県立博物館)】
薬剤部 【宮本 謙一 (金沢大学医学部附属病院 薬剤部)】
福山大学附属図書館 【桑田成年 (福山大学附属図書館)】
藤女子大学図書館 【図書課長 (藤女子大学図書館)】
藤田学園医学･保健衛生学図書館 【須崎 弘子 (藤田学園医学･保健衛生学図書館)】
早川 基治 【尾内 一如 (藤田保健衛生大学医学部脳神経外科)】
藤田保健衛生大学 坂文種報徳曾病院 外科 松本純夫(川辺則彦) 【松本 純夫 (藤田
保健衛生大学 坂文種報徳曾病院 外科)】
北陸大学薬学部薬剤学教室 【河島進 (北陸大学薬学部薬剤学教室)】
産業医科大学整形外科 【中村利孝 (産業医科大学整形外科教室)】
個人 【津田 晃 (秋田大学医学部附属病院産科婦人科)】
(財)蛋白質研究奨励会 【情報室 ((財)蛋白質研究奨励会分室)】
(財)蛋白質研究奨励会 【情報室 ((財)蛋白質研究奨励会分室)】
日本放射線腫瘍学会･ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ委員会･放射線腫瘍学広域ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ小委員会･放射線腫瘍学
広域ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ登録委員会 【稲邑 清也 (大阪大学医学部保健学科)】
北大歯学部学術情報ﾈｯﾄﾜｰｸ委員会 【飯塚 正 (北海道大学 歯学部口腔病理学講座)】
長野県衛生公害研究所 【丸山節子 (長野県衛生公害研究所)】
難聴教育研究室 【佐藤 正幸 (国立特殊教育総合研究所)】
渡辺香織,末原紀美代 【渡辺香織 (奈良県立医科大学看護短期大学)】
耳鼻咽喉科学講座 【湯田 厚司 (三重大学医学部附属病院)】
三重外科集談会 【中井 桂司 (三重大学医学部附属病院)】
味覚研究班 【遠藤壮平､石山浩一 (日本大学医学部耳鼻咽喉科学教室)】
紀要編集委員会 【宮地 (美作女子大学 紀要編集委員会)】
宮崎医科大学附属図書館 【金子 弘康 (宮崎医科大学附属図書館)】
明治薬科大学図書館･情報課 【松沢 裕子 (明治薬科大学図書･情報課)】
東邦大学医学部図書館 【山口 直比古 (東邦大学医学部図書館)】
日本歯科医学会 【石木哲夫 (福岡歯科大学)】
岡山大学薬学部 【御舩 正樹 (岡山大学薬学部)】
岡山大学薬学部情報ｼｽﾃﾑ委員会及び教務委員会 【御舩 正樹 (岡山大学薬学部)】
北里大学医学部医用情報学､同病院薬剤部 【鶴田陽和 (北里大学医療衛生学部医療情報学)】
京都大学大学院薬学研究科薬品機能解析学分野 【上田 真也 (京都大学大学院薬学研究科)】
山形大学医学部脳神経外科 【嘉山 孝正(教授)､黒木 亮 ( )】
山梨医科大学附属図書館 【渡邊 文代 (山梨医科大学附属図書館)】
有害動物学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会 【上村清 (富山医科薬科大学)】
京大病院輸血部 【佐原 敏之 (京都大学医学部附属病院輸血部)】
ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ用語ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【金子周司 (京都大学大学院薬学研究科医療薬理学分野)】
酪農学園大学･酪農学園大学短期大学部附属図書館 【照井 俊秀 (酪農学園大学附属図書館)】

労研逐刊ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
老人保健･医療･福祉文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
労働科学雑誌記事索引(欧文編)
労働科学雑誌記事索引(和文編)
労働問題専門家ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
論文情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
論文投稿規定集(日本語)
論文目録検索ｼｽﾃﾑ
和歌山医大歯科口腔外科 外来受診者のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
和歌山県立医科大学附属病院皮膚患者情報管理ｼｽﾃﾑ
和漢医薬学文献情報検索ｼｽﾃﾑ
和漢医薬学文献情報検索ｼｽﾃﾑ(仮称)
和雑誌特集記事索引

労働科学研究所図書館 【図書館 (労働科学研究所)】
老人保健･医療･福祉文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ研究班 【(日本社会事業大学図書館)】
労働科学研究所図書館 【図書館 (労働科学研究所)】
労働科学研究所図書館 【図書館 (労働科学研究所)】
日本労働研究機構ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ管理部 【ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ管理部運用課 (日本労働研究機構)】
日本労働研究機構ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ管理部 【ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ管理部運用課 (日本労働研究機構)】
医療情報部 【中井 桂司 (三重大学医学部附属病院)】
OA化検討委員会(当初)､個人 【三木 慶一 (大阪歯科大学 教育情報ｾﾝﾀｰ)】
和歌山医科大学･歯科･口腔科学教室 【和田 健 (和歌山医科大学･歯科･口腔外科学教室)】
和歌山県立医科大学皮膚科学教室 【上出康二 (和歌山県立医科大学附属病院皮膚科)】
和漢薬ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会 【渡辺 裕司 (富山医科薬科大学和漢薬研究所)】
富山医科薬科大学和漢薬研究所 【渡邉裕司 (富山医科薬科大学和漢薬研究所)】
東京大学医学図書館 【(東京大学医学図書館情報ｻｰﾋﾞｽ掛)】

database

MICROPALEONTOLOGy

REFERENCE

COLLECTION

FUSION
GAMMA10実験ﾃﾞｰﾀｰﾍﾞｰｽ(仮称)
GAWDI V2.5使用説明 GAWDIの研究
GENE grade VIII MS‑DOS,GENE Manual(for Word Star)
GENE.SIG PROT･SIG
Global Image Network
Growth Hormone /Prolactin Gene Family DNA Data Base
GTOP(Genome TO Protein structure and function)
Hokkaido University Forests Database

Energy Technology Data Base
Eri YAGI′s Publications(1957‑2000)
Exos‑D Science Database
Functional Genomics in Nephrology(仮)

EDMC ｴﾈﾙｷﾞｰﾃﾞｰﾀﾊﾞﾝｸ

DSDP‑ODP

dbjapan
Dictyostelium cDNA
DNA配列ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

3次元医薬品構造ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
AM
Backscattering Coefficients of light ions from solids
BASIC誤答ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
Basketball Shooting
Cardiovascular Pharmacology(仮称)
CHARGE TRANSFER DATABASE
Collected Papers ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
COMPUTER.DIC
ContigMaker
CSISｸﾘｱﾘﾝｸﾞﾊｳｽ
Data Archives and Transfer System

1,ﾊﾟｰﾂﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 2,被服材料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 3,被服造形ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ｻﾞｲﾝ･ﾊﾟﾀｰﾝﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽﾞ
2000年度版 心身障害学系･教官研究活動ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

データベースの名称

８．複 合 領 域
4,ﾃﾞ

【鈴木

美和子 (杉野女子大学被服材料学研究室)】

【梶原 康司 (千葉大学環境ﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞ研究ｾﾝﾀｰ)】
三重大学医学部生化学構座 【中島邦夫 (三重大学医学部(生化学構座))】
西川 建 【西川 建 (国立遺伝学研究所 生命情報研究ｾﾝﾀｰ 大量遺伝情報研究室)】
北海道大学農学部附属演習林 【技術部研究協力技術班(担当 間宮春大) (北海道大学農
学部付属演習林)】

心身障害学系(発行者:吉野公喜､作成者:小畑文也) 【発行者:吉野公喜､作成者:小畑文也
(筑波大学心身障害学系)】
東京薬科大学薬学部第二薬化学教室 【土橋 朗 (東京薬科大学薬学部第二薬化学教室)】
核融合科学研究所 研究･企画情報ｾﾝﾀｰ 【難波忠清 (核融合科学研究所)】
核融合科学研究所研究･企画情報ｾﾝﾀｰ 【加藤隆子 (核融合科学研究所)】
対馬勝英 【対馬勝英 (大阪電気通信大学情報処理教育ｾﾝﾀｰ)】
野村治夫 【野村治夫 (神戸大学発達科学部)】
水流(個人) 【水流弘通 (東邦大学医学部薬理学教室)】
核融合科学研究所研究･企画情報ｾﾝﾀｰ 【加藤隆子 (核融合科学研究所)】
九州大学附属図書館 【電子情報掛 (九州大学附属図書館情報ｼｽﾃﾑ課)】
亀田淑子 【亀田淑子 (明和学園短期大学)】
ｹﾞﾉﾑﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ研究会 【ｹﾞﾉﾑﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ研究会 (東大医科研ﾋﾄｹﾞﾉﾑ解析ｾﾝﾀｰ)】
東京大学空間情報科学研究ｾﾝﾀｰ 【相良 毅 (東京大学空間情報科学研究ｾﾝﾀｰ)】
宇宙科学研究所 宇宙科学企画情報解析ｾﾝﾀｰ 【長瀬 文昭 (宇宙科学研究所宇宙科学企
画情報解析ｾﾝﾀｰ)】
横田一正 【横田一正 (岡山県立大学情報工学部)】
Dictyostelium cDNA Project in japan 【漆原 秀子 (筑波大学 生物科学系)】
農業生物資源研究所遺伝資源第二部DNA管理情報科 【長村 吉晃 (農業生物資源研究所
遺伝資源第二部DNA管理情報科)】
国立科学博物館,米国国立自然史博物館,ﾊﾞｰｾﾞﾙ自然史博物館など9機関 【谷村 好洋,斎
藤 靖二 (国立科学博物館)】
(財)日本ｴﾈﾙｷﾞｰ経済研究所計量分析部 【木村､草深 ((財)日本ｴﾈﾙｷﾞｰ経済研究所計量分
析部統計情報ｸﾞﾙｰﾌﾟ)】
ｴﾈﾙｷﾞｰ技術情報ｾﾝﾀｰ 【下岡浩 ((財)ｴﾈﾙｷﾞｰ総合工学研究所)】
八木江里 【八木江里 (東洋大学経済学部社会経済ｼｽﾃﾑ学科(科学技術史))】
宇宙科学研究所｢あけぼの｣研究班 【松岡 彩子 (文部省宇宙科学研究所太陽系ﾌﾟﾗｽﾞﾏ研究系)】
大阪大学大学院病態情報内科学腎臓研究室 【竹中 優 (大阪大学大学院医学系研究科病
態情報内科学(BoxA8))】
核融合科学研究所研究･企画情報ｾﾝﾀｰ 【難波忠清 (核融合科学研究所)】
筑波大学ﾌﾟﾗｽﾞﾏ研究ｾﾝﾀｰ 【板倉 昭慶 (筑波大学ﾌﾟﾗｽﾞﾏ研究ｾﾝﾀｰ)】
中島重義 【中島重義 (大阪市立大学工学部情報工学)】
平野英保他15名 【平野英保 (産業医科大学.医学部.生化学教室)】

杉野女子大学被服材料学研究室

作成者の名称【問い合わせ先 氏名（大学・機関名等）】

Comparative

SODHO
SPEECH‐DB

mﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
NISTEP REPORTおよび調査資料他
Organic Synthesis Data Base
PICMSﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
platinum bibﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
PPH (ﾌﾟﾗﾝﾄﾌｫﾄﾊﾝﾃｨﾝｸﾞ)ﾋﾞﾃﾞｵ情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
Protein Secondary Structure Database
REFERN(仮称)
Review Articles in Molecular Bioscience
Review Articles in Molecular Biosciences
RIMSﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
SALIS(Sanno Library Information System)
Scientific and Technical Term Database
SHR

Macintosh ﾄﾗﾌﾞﾙﾆｭｰｽ
Microbial Genome Database for
MLIC Online Catalog,LibVision
MSWｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
Analysis

iDCLE関連文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
IFO Research Resaurces Databas(仮称) IFO生物資学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ILT研究所概要(仮称)
JANｺｰﾄﾞ商品情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
KEGG遺伝子ｹﾞﾉﾑ百科辞典
KOKYUROK(講究録)ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
KUCAXDB
Law in Cyberspaceｱｰｶｲﾌﾞ
LBOOK
LIGAND CHEMICAL DATABASE FOR ENZYME REACTION
LNEWS

HyperGenome
hﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
IAMｶﾙﾁｬｰｺﾚｸｼｮﾝﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

Human Gene Map (ﾋﾄ遺伝子ﾏｯﾌﾟﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ)
HUMZ System

Human Conceptus Database

京都大学大学院医学研究科付属先天異常標本解析ｾﾝﾀｰ ﾋﾄ胎児ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会
【塩田浩平 (京都大学大学院医学研究科付属先天異常標本解析ｾﾝﾀｰ)】
ﾋﾄ遺伝子ﾏｯﾌﾟ研究会 【清水信義 (慶應義塾大学医学部分子生物学教室)】
北海道大学大学院､水産科学研究科､多様性生物学講座(魚類体系学教室) 【仲谷 一宏
(北海道大学大学院水産科学研究科)】
ｹﾞﾉﾑﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ研究会 【ｹﾞﾉﾑﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ研究会 (京都大学科学研究所)】
宮下英明 MIYASHITA Hideaki 【宮下 英明 (北海道教育大学 教育学部 岩見沢校)】
東京大学分子細胞生物学研究所細胞･機能高分子総合ｾﾝﾀｰ 【横田 明 (東京大学分子細
胞生物学研究所)】
稲葉 晶子 【稲葉 晶子 (大阪大学 産業科学研究所)】
財･発酵研究所 【竹内昌男 ((財)発酵研究所)】
財団法人 ﾚｰｻﾞｰ技術総合研究所 【幸脇 朱美 (財団法人 ﾚｰｻﾞｰ技術総合研究所)】
(財)流通ｼｽﾃﾑ開発ｾﾝﾀｰ 【飯田 希久子 ((財)流通ｼｽﾃﾑ開発ｾﾝﾀｰ)】
京都大学化学研究所生体分子情報研究部門 【金久實 (京都大学化学研究所)】
京都大学数理解析研究所 【渡辺 脩子 (京都大学数理解析研究所)】
京都大学臨界実験装置ｸﾞﾙｰﾌﾟ及び名古屋大学工学部 【市原千博 (京都大学原子炉実験所)】
新潟大学法学部 【wwwｻｰﾊﾞ管理者 (新潟大学法学部)】
農村生活総合研究ｾﾝﾀｰ 【富田祥之亮 ((社)農村生活総合研究ｾﾝﾀｰ)】
西岡孝明､五斗進､金久實 【西岡孝明 (京都大学大学院農学研究科応用生物科学専攻)】
(社)農村生活総合研究ｾﾝﾀｰ 【富田祥之亮(調査役),若林桂子(研究情報部) ((社)農村生
活総合研究ｾﾝﾀｰ)】
秋山智 【秋山智 (香川大学教育学部)】
内山 郁夫 【内山 郁夫 (岡崎国立共同研究機構 基礎生物学研究所電子計算機室)】
国際大学松下情報図書ｾﾝﾀｰ 【由利典子 (国際大学松下図書情報ｾﾝﾀｰ)】
東北大学大学院 経済学研究科 福祉経済設計講座 【関田 康慶 (東北大学大学院 経
済学研究科 福祉経済設計講座)】
宮下 英明 MIYASHITA Hideaki 【宮下 英明 (北海道教育大学教育学部岩見沢校)】
科学技術庁科学技術政策研究所 【山口 治 (科学技術庁科学技術政策研究所情報分析課)】
分子設計研究会､反応ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ分科会 【藤原譲 (神奈川大学理学部情報科学科)】
京都大学数理解析研究所 【渡辺 脩子 (京都大学数理解析研究所)】
北里大学白金図書館 【倉田 清(北里大学白金図書館)】
PPHｸﾞﾙｰﾌﾟ(植物映像情報研究ｾﾝﾀｰ) 【堀田満 (鹿児島大学理学部)】
JIPID (大塚仁也)､Ashok S.Kolaskar 【国沢隆 (東京理科大学生命科学研究所)】
大分医科大学小児科学講座 【泉 達郎 (大分医科大学小児科学講座)】
RAMBIOS刊行会 【石浜 明 (国立遺伝学研究所)】
RAMBIOS刊行会 【林健児 (東京理科大学理学部応用数学教室)】
京都大学数理解析研究所 【渡辺 脩子 (京都大学数理解析研究所)】
産能大学図書館､産能短期大学図書館 【丸田 恭也 (産能大学図書館)】
科学技術用語研究会 【藤原譲 (神奈川大学理学部情報科学科)】
京都大学大学院人間･環境学研究所 家森幸男 【家森幸男 (京都大学大学院人間･環境学
研究科)】
国立遺伝学研究所 生命情報研究ｾﾝﾀｰ 【五條堀 孝 (国立遺伝学研究所 生命情報研究ｾﾝﾀｰ)】
大阪大学産業科学研究所電子機器部門 【溝口理一郎 (大阪大学産業科学研究所)】

遺伝情報のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

遺伝子ｺﾄﾞﾝ使用ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

旭川医科大学放射線業務従事者の被曝量と血液所見(仮称)
朝日大学図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
麻布大学附属学術情報ｾﾝﾀｰ所蔵目録(仮称)
ｱｼﾞｱ経済研究所 図書館雑誌記事検索ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
ｱｼﾞｱ経済研究所図書館･蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
亜細亜大学図書館所蔵図書資料目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ｱﾌﾘｶ地域研究資料ｾﾝﾀｰ書誌ﾃﾞｰﾀｰﾍﾞｰｽ
有明海海象気象ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
石川県白山自然保護ｾﾝﾀｰ研究報告総目次(仮称)
石川県保健環境ｾﾝﾀｰ所蔵図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
石川県林業試験場蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
遺跡ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
伊勢湾衛星画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
遺伝資源情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

VDT労働と健康
WHHLｳｻｷﾞ英文論文ﾘｽﾄ(仮称)
愛知医科大学医学情報ｾﾝﾀｰﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
愛知学泉大学岡崎図書館所蔵資料D.B.
愛知学泉大学豊田図書館所蔵資料D.B.
愛知教育大学図書館蔵書を中心とする数学教育文献目録
愛知県衛生研究所試験検査研究用ｼｽﾃﾑ
ｱｲﾇ語地名検索ｼｽﾃﾑ
青森明の星短期大学ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
青森中央学院大学･青森中央短期大学 図書館 目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

TOOL‐IR/ORION"CAS"

The Theban Necropolis Database(仮称)
Tohoku Molten Salts Data Base

SPS2000関連研究ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
SPUTTERING YIELDS OF MONATOMIC SOLIDS DATABASE
STFCJ4TH
STUDY‑RS MLｷｰﾜｰﾄﾞ検索
SUPERCON(超伝導材料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ)
T4ｹﾞﾉﾑ蛋白ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

Spring‑8論文登録一覧

(財)高輝度光科学研究ｾﾝﾀｰ利用業務部図書情報課 【(財団法人 高輝度光科学研究ｾﾝﾀ
ｰ利用業務部図書情報課)】
宇宙科学研究所SPS2000ﾀｽｸﾁｰﾑ 【SPS2000ﾀｽｸﾁｰﾑ (宇宙科学研究所宇宙ｴﾈﾙｷﾞｰ工学部門)】
核融合科学研究所研究･企画情報ｾﾝﾀｰ 【加藤隆子 (核融合科学研究所)】
中塚晴夫 【中塚晴夫 (東北大学医学部附属病院医療情報部)】
STUDY‑RS ML参加者 【森山 雅雄 (長崎大学工学部情報ｼｽﾃﾑ工学科)】
浅田雄司 【浅田雄司 (金属材料技術研究所)】
JIPID､東京工大､ﾓｽｸﾜｳｲﾙｽ研究所(ﾛｼﾔｱｶﾃﾞﾐｰ)､米国ｴﾊﾞｰｽｸﾞﾘｰﾝ州立大学､NBRF 【国沢隆
(東京理科大学)】
近藤二郎 【近藤 二郎 (早稲田大学 文学部)】
東北大学大学院工学研究科金属工学専攻山村研究室 気付 東北溶融塩ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ委員会
【山村力 (東北大学大学院工学研究科金属工学専攻山村研究室)】
東京大学大型計算機ｾﾝﾀｰ 【村上昌弘 (東京大学大学院農学生命科学研究科水圏生物科学
専攻水産化学研究室)】
西山勝夫 【西山勝夫 (滋賀医科大学予防医学講座)】
塩見 雅志 【塩見 雅志 (神戸大学医学部附属動物実験施設)】
愛知医科大学 医学情報ｾﾝﾀｰ(図書館) 【坪内政義 (愛知医科大学医学情報ｾﾝﾀｰ(図書館))】
愛知学泉大学岡崎図書館 【鋤柄欣宥 (愛知学泉大学岡崎図書館)】
愛知学泉大学豊田図書館 【丹羽 直美 (愛知学泉大学豊田図書館)】
愛知教育大学数学教育講座 【飯島 康之 (愛知教育大学数学教育講座)】
愛知県衛生研究所 【中川 宣子 (愛知県衛生研究所(企画情報部))】
羽田野正隆 【羽田野正隆 (北海道大学文学部地理学研究室)】
青森明の星短期大学情報処理委員会 【原沢康明 (青森明の星短期大学情報処理委員会)】
青森中央学院大学･青森中央短期大学 図書館情報ｾﾝﾀｰ 【図書館事務室 (青森中央学院
大学･青森中央短期大学 図書館情報ｾﾝﾀｰ)】
旭川医科大学医学部放射線医学講座 【内村由紀子 (旭川医科大学医学部放射線医学講座)】
朝日大学図書館 【熊谷 健治 (朝日大学図書館)】
麻布大学附属学術情報ｾﾝﾀｰ 【小田切 夕子 (麻布大学附属学術情報ｾﾝﾀｰ)】
ｱｼﾞｱ経済研究所図書館 【(日本貿易振興会 ｱｼﾞｱ経済研究所 図書館)】
ｱｼﾞｱ経済研究所 図書館 【(日本貿易振興会 ｱｼﾞｱ経済研究所 図書館)】
亜細亜大学学術情報部学術情報課 【青島 勉 (亜細亜大学学術情報部学術情報課)】
ｱﾌﾘｶ地域研究資料ｾﾝﾀｰ 【山越 言 (京都大学ｱﾌﾘｶ地域研究資料ｾﾝﾀｰ情報資料室)】
佐賀大学農学部生産情報科学講座､藤本昌宣 【藤本昌宣 (佐賀大学農学部)】
石川県白山自然保護ｾﾝﾀｰ 【野上 達也 (石川県白山自然保護ｾﾝﾀｰ)】
石川県保健環境ｾﾝﾀｰ 情報･教育研修室 【(石川県保健環境ｾﾝﾀｰ)】
石川県林業試験場 【矢田 豊 (石川県林業試験場)】
奈良国立文化財研究所 【小林謙一､森本晋､伊藤智彦 (奈良国立文化財研究所)】
石田邦光､伊藤政光､落合弘明 【石田 邦光 (鳥羽商船高等専門学校)】
国立遺伝学研究所･生物遺伝資源情報総合ｾﾝﾀｰ･系統情報研究室 【山崎 由紀子 (国立遺
伝学研究所･生物遺伝資源情報総合ｾﾝﾀｰ･系統情報研究室)】
ｺﾄﾞﾝ使用ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(CUTG)作成ｸﾞﾙｰﾌﾟ(池村淑道,五條堀孝,他) 【池村淑道 (国立遺伝学研
究所進化遺伝研究部門内ｺﾄﾞﾝ使用ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成ｸﾞﾙｰﾌﾟ)】
飯田陽一(北海道大学理学部) 【飯田陽一 (北海道大学大学院理学研究科 化学専攻)】

貝類ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
科学技術史関係日本文献目録

温泉地学研究所総合研究ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ｵﾝﾗｲﾝ目録
海況情報利用ｼｽﾃﾑ
海棲哺乳類標本ｶﾀﾛｸﾞ
開発協力関連図書資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
海洋環境衛星情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

ｴﾈﾙｷﾞｰ関連文献目録(仮称)
愛媛県工業技術ｾﾝﾀｰ ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
沿岸汚染対応ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｼｽﾃﾑ
沿岸環境問題ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
大分大学経済学部経済論集等目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
大阪医科大学図書館図書･雑誌所在情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
大阪市水準測量ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
大阪信愛女学院短期大学図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
大阪大学医学部ﾊﾞｲｵﾒﾃﾞｨｶﾙ教育研究ｾﾝﾀｰ腫瘍生化学研究部ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
(仮称)
大谷女子大･短大図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
小笠原諸島に関する人文･社会科学関係文献目録
沖縄県工業技術情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
ｵﾎｰﾂｸ海北海道沿岸流氷分布図

衛星ﾃﾞｰﾀ検索ｼｽﾃﾑ
栄養科学文献情報
栄養学関係雑誌記事DB
栄養情報基盤DB(仮称)
江戸時代における人口分析ｼｽﾃﾑ
ｴﾈﾙｷﾞｰ環境科学専攻ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

岩手大学蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ美術館(仮称)
渦鞭毛藻図鑑
宇宙線ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

茨城県林業技術ｾﾝﾀｰ研究情報(仮称)
茨城女子短期大学図書館書誌ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
医用画像集
医用細胞資源ｾﾝﾀｰ 細胞株ｶﾀﾛｸﾞ

遺伝性難聴ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

岡山大学医学部附属病院耳鼻咽喉科 分子耳鼻科研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ 福島 邦博 【福島 邦博
(岡山大学医学部附属病院耳鼻咽喉科)】
茨城県林業技術ｾﾝﾀｰ 【山野辺 隆 (茨城県林業技術ｾﾝﾀｰ 森林環境部)】
茨城女子短期大学図書館 【片岡 百合子 (茨城女子短期大学図書館)】
小林 邦彦 【小林 邦彦 (名古屋大学 医学部保健学科 理学療法学専攻)】
東北大学加齢医学研究所 医用細胞資源ｾﾝﾀｰ 【工藤 俊雄 (東北大学加齢医学研究所
医用細胞資源ｾﾝﾀｰ)】
岩手大学附属図書館 【附属図書館図書情報係 (岩手大学)】
筑波大学芸術学系 【山中 敏正 (筑波大学芸術学系)】
福代康夫､松岡數充､緒方武比古､古谷研 【福代康夫 (東京大学ｱｼﾞｱ生物資源環境研究ｾﾝﾀｰ)】
名古屋大学太陽地球環境研究所宇宙線世界資料ｾﾝﾀｰ 【藤井善次郎 (名古屋大学太陽地球
環境研究所宇宙線世界資料ｾﾝﾀｰ)】
千葉大学 環境ﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞ研究ｾﾝﾀｰ 【梶原 康司 (千葉大学 環境ﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞ研究ｾﾝﾀｰ)】
成田健 【成田健 (会津大学短期大学部食物栄養学科)】
神奈川県立栄養短期大学図書館 【三神 典子 (神奈川県立栄養短期大学図書館)】
国立健康･栄養研究所 【松村康弘 (国立健康･栄養研究所 成人健康･栄養部)】
川口 洋 【川口 洋 (帝塚山大学経営情報学部)】
ｴﾈﾙｷﾞｰ環境科学専攻 【西田靖(又は今泉繁良) (宇都宮大学大学院工学研究科ｴﾈﾙｷﾞｰ環境
科学専攻)】
(財)日本ｴﾈﾙｷﾞｰ経済研究所資料室 【資料室 ((財)日本ｴﾈﾙｷﾞｰ経済研究所)】
愛媛県工業技術ｾﾝﾀｰ 【研究企画課ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ担当者 (愛媛県工業技術ｾﾝﾀｰ)】
NAD北陸 【沢野 伸浩 (星稜女子短期大学)】
愛媛大学沿岸環境科学研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【大森 浩二 (愛媛大学沿岸環境科学研究ｾﾝﾀｰ)】
大分大学経済研究所,経済学部情報ｼｽﾃﾑ管理室 【下田 憲雄 (大分大学経済学部)】
大阪医科大学図書館 【茂幾 周治 (大阪医科大学図書館)】
林田精郎.三田村宗樹.中川康一 【三田村宗樹 (大阪市立大学理学部)】
大阪信愛女学院短期大学図書館 【谷嶋正彦 (大阪信愛女学院短期大学図書館)】
大阪大学医学部ﾊﾞｲｵﾒﾃﾞｨｶﾙ教育研究ｾﾝﾀｰ腫瘍生化学研究部 【中村 敏一(船越 洋) (大
学院医学系研究科ﾊﾞｲｵﾒﾃﾞｨｶﾙ教育研究ｾﾝﾀｰ腫瘍生化学研究部)】
大谷女子大学図書館･大谷女子短期大学図書館 【(大谷女子大学図書館)】
ﾀﾞﾆｴﾙ･ﾛﾝｸﾞ 【ﾀﾞﾆｴﾙ･ﾛﾝｸﾞ (東京都立大学人文学部)】
沖縄県工業技術ｾﾝﾀｰ 【平良 直秀 (沖縄県工業技術ｾﾝﾀｰ)】
北海道大学低温科学研究所附属流氷研究施設 【石川 正雄 (北海道大学低温科学研究所
附属流氷研究施設)】
神奈川県温泉地学研究所 【小田 義也 (神奈川県温泉地学研究所)】
流通経済大学図書館 【(流通経済大学図書館)】
香川県水産試験場 【安部 昌明 (香川県水産試験場)】
国立科学博物館動物研究部 山田格 【山田格 (国立科学博物館分館動物研究部)】
国際開発ｾﾝﾀｰ調査部情報ﾕﾆｯﾄ 【調査部情報ﾕﾆｯﾄ ((財)国際開発ｾﾝﾀｰ)】
北海道大学大学院水産科学研究科 資源計測学講座 衛星資源計測学研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【齊藤
誠一 (北海道大学大学院水産科学研究科)】
関西学院大学貝類ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ研究会 【雄山真弓 (関西学院大学情報ﾒﾃﾞｨｱ教育ｾﾝﾀｰ)】
日本科学史学会 文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会 【木本忠昭 (東京工業大学大学院社会理工学

学術研究活動ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
学術研究論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
学術研究論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
学術論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ第一系(電子)
学術論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ第二系(化学)
学生総合情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ｶﾞｽﾊｲﾄﾞﾚｰﾄ物理的特性ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ｶﾞｽﾊｲﾄﾞﾚｰﾄ文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
学校教職員等自作の教材･教具ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

環境放射能ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
管理栄養士国家試験問題集
外国雑誌目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
外書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
外像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
学士論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

環境情報地図表示
環境情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
環境のための地球規模の学習及び観測計画ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

果樹試験場研究論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
霞ヶ浦･北浦水質環境調査
霞ｹ浦北浦水質観測結果
形の科学文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
家畜ｹﾞﾉﾑ･ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
活水論文集目次情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
神奈川県化学物質安全情報提供ｼｽﾃﾑ
神奈川県産業技術総合研究所研究情報ﾌｧｲﾙ
神奈川県農林水産情報ｼｽﾃﾑ図書情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
神奈川工科大学附属図書館ｵﾝﾗｲﾝ目録
環境学習ﾈｯﾄﾜｰｸ:環境ﾃﾞｰﾀ観測･活用事業ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

火山ｶﾞｽ文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
火山地形ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

化学ｾﾝｻｰﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
香川医科大学 第二内科学業績集
核図表ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
核に関する宇大構成員の意識調査(1986年)
核融合特別研究ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
鹿児島工業高等専門学校図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

研究科)】
化学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ委員会 【佐藤寿邦 (横浜国立大学工学部)】
香川医科大学 第二内科学 学術委員会 【野崎 士郎 (香川医科大学 第二内科学)】
広島国際大学保健医療学部 【堀口 隆良 (広島国際大学 保健医療学部 診療放射線学科)】
軍縮と核兵器廃絶を求める宇都宮大学教員有志の集い 【田中秀幸 (宇都宮大学農学部)】
核融合特別研究研究成果のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ化 【難波忠清 (核融合科学研究所)】
鹿児島工業高等専門学校 庶務課図書係 【堀 敏郎 (鹿児島工業高等専門学校 庶務課
図書係)】
須藤 茂･篠原 宏志(地質調査所) 【須藤 茂 (地質調査所)】
建設省国土地理院 地理調査部 地理調査技術開発室 【(建設省国土地理院 地理調
査部 地理第三課)】
果樹試験場 【鈴木 大助 (農林水産省 果樹試験場)】
茨城県内水面水産試験場 【外岡健夫 (茨城県内水面水産試験場)】
茨城県内水面水産試験場 【外岡 健夫 (茨城県内水面水産試験場)】
形の科学会 【高木隆司 (東京農工大学)】
農林水産省畜産試験場 【和田 康彦 (農林水産省畜産試験場)】
活水女子大学･短期大学 図書課 【(図書課)】
神奈川県環境科学ｾﾝﾀｰ 【岡 敬一 (神奈川県環境科学ｾﾝﾀｰ)】
神奈川県産業技術総合研究所(以下産総研と略す) 【具志堅 徹 (技術情報部情報管理室)】
神奈川県農業総合研究所 【藤田 信行 (神奈川県農業総合研究所 経営情報部)】
神奈川工科大学附属図書館 【永原和雄 (神奈川工科大学附属図書館事務課)】
東京学芸大学教育学部附属環境教育実践施設 【樋口 利彦 (東京学芸大学教育学部附属
環境教育実践施設)】
福井県環境科学ｾﾝﾀｰ 【(福井県環境科学ｾﾝﾀｰ 大気科学部環境情報研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ)】
財団法人 環境科学技術研究所 【五代儀 貴 (財団法人 環境科学技術研究所)】
東京学芸大学教育学部附属環境教育実践施設 【原子 栄一郎 (東京学芸大学附属環境教
育実践施設)】
茨城県 【平井 保夫 (茨城県公害技術ｾﾝﾀｰ)】
中村学園大学図書館 【図書課長 猿渡健一 (中村学園大学図書館)】
富山大学経済学部資料室 【田中 寛子 (富山大学経済学部資料室)】
国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ 【情報管理施設 情報課 ﾃﾞｰﾀ管理係 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】
国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ 【情報管理施設情報課ﾃﾞｰﾀ管理係 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】
東京大学大学院工学系研究科航空宇宙工学専攻･工学部航空宇宙工学科図書室 【図書室
(東京大学大学院工学系研究科航空宇宙工学専攻･工学部航空宇宙工学科)】
藤倉 隆 【藤倉 隆 (藤田保健衛生大学医学部法医学教室)】
(財)放射線影響研究所情報技術部 【丸山 文江 ((財)放射線影響研究所 情報技術部)】
岩手医科大学教養部生物学教教室 【松征正俊 (岩手医科大学 教養部 生物学教室)】
国立情報学研究所 【開発･事業部ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ課ﾈｯﾄﾜｰｸｿﾌﾄｳｪｱ技術係 (国立情報学研究所)】
国立情報学研究所 【開発･事業部ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ課ﾈｯﾄﾜｰｸｿﾌﾄｳｪｱ技術係 (国立情報学研究所)】
千葉工業大学情報工学科 【伊與田光宏 (千葉工業大学情報工学科)】
成田 英夫(北海道工業技術研究所) 【成田 英夫 (工業技術院 北海道工業技術研究所)】
工業技術院 地質調査所 資源ｴﾈﾙｷﾞｰ地質部 【渡部 芳夫 (地質調査所 資源ｴﾈﾙｷﾞｰ地質部)】
国立教育研究所 【小松幸廣 (国立教育研究所教育情報･資料ｾﾝﾀｰ教育内容情報研究室)】

教職員研修講座ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
京都大学総合博物館標本ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
京都大学臨界集合体炉心配置表示ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
共立女子大学総合文化研究所年報目次
極域生物標本ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
極域蘚苔植物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
極地冷凍植物資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
極低温用材料物性D.B
極低温用有機複合材料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ｷﾗﾘﾃｨ･ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

教科書にみられる生物名ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
教材ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

教育資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
教育用ｿﾌﾄｳｪｱ情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
教科教育関係文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

教育研究論文索引
教育工学関係文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

教育研究文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

教育研究所･教育ｾﾝﾀｰ刊行論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

岩石標準試料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
幾何計算ｿﾌﾄｳｴｱ
記号論理ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
気象･酸性雨ﾃﾞｰﾀ
寄生虫学雑誌&Parasitology Internationalﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
北太平洋の炭素循環
九州看護福祉大学 学術情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
九州工業大学附属図書館OPAC(仮称)
九州女子大学附属図書館ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ管理ｼｽﾃﾑ
旧ﾄﾞｲﾂ民主共和国｢体育の理論と実践｣誌記事ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
教育開発国際協力人材ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
教育学系博士･修士学位論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
教育･教職関連新聞記事ひろい読み

学校数学における授業実践記録
学校における教育実践研究主題ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
が類性ﾌｪﾛﾓﾝﾘｽﾄ

愛知教育大学数学教育講座 【飯島 康之 (愛知教育大学教育学部)】
国立教育研究所 【吉岡亮衛 (国立教育研究所教育情報･資料ｾﾝﾀｰ･教育情報調査室)】
東京農工大学大学院 BASE 安藤哲 【安藤哲 (東京農工大学大学院大学院 生物ｼｽﾃﾑ応
用科学研究科)】
工業技術院 地質調査所地殻化学部 今井 登 【今井 登 (地質調査所 地殻化学部)】
杉原厚吉 【杉原 厚吉 (東京大学大学院 工学系研究科計数工学専攻)】
土屋俊 【土屋俊 (千葉大学文学部)】
慶応大学久保研究室 【久保幸夫 (慶応義塾大学環境情報部)】
赤尾信明･上村 清 【赤尾 信明 (東京医科歯科大学医学部医動物学教室)】
工業技術院情報計算ｾﾝﾀｰ 【渡辺 豊 (通産省工技院資環研)】
九州看護福祉大学図書館 【加藤 麻樹 (九州看護福祉大学)】
九州工業大学附属図書館 【福田富士夫 (九州工業大学附属図書館)】
九州女子大学附属図書館 【(九州女子大学附属図書館)】
綿引勝美 【綿引勝美 (鳴門教育大学)】
広島大学教育開発国際協力研究ｾﾝﾀｰ 【黒田一雄 (教育開発国際協力研究ｾﾝﾀｰ(広島大学))】
国立教育研究所 【吉岡亮衛 (国立教育研究所教育情報･資料ｾﾝﾀｰ･教育情報調査室)】
武庫川女子大学文学部英語文化学科 中植 雅彦 【中植 雅彦 (武庫川女子大学文学部
英語文化学科)】
国立教育研究所/全国教育研究所連盟 【吉岡亮衛 (国立教育研究所教育情報･資料ｾﾝﾀｰ･
教育情報調査室)】
岐阜大学教育学部附属ｶﾘｷｭﾗﾑ開発研究ｾﾝﾀｰ 【村瀬 康一郎 (岐阜大学教育学部附属ｶﾘｷｭ
ﾗﾑ開発研究ｾﾝﾀｰ)】
国立教育研究所 【吉岡 亮衛 (国立教育研究所教育情報･資料ｾﾝﾀｰ教育情報調査室)】
岐阜大学教育学部附属ｶﾘｷｭﾗﾑ開発研究ｾﾝﾀｰ,国立大学教育実践研究関連ｾﾝﾀｰ協議会 【村
瀬 康一郎 (岐阜大学教育学部附属ｶﾘｷｭﾗﾑ開発研究ｾﾝﾀｰ)】
奈良教育大学教育資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【藤原 公昭 (奈良教育大学教育実践総合ｾﾝﾀｰ)】
国立教育研究所 【吉岡亮衛 (国立教育研究所教育情報･資料ｾﾝﾀｰ･教育情報調査室)】
岐阜大学教育学部附属ｶﾘｷｭﾗﾑ開発研究ｾﾝﾀｰ,国立大学教育工学ｾﾝﾀｰ協議会 【(岐阜大学
教育学部附属ｶﾘｷｭﾗﾑ開発研究ｾﾝﾀｰ)】
中村直美 【中村 直美 (茨城大学教育学部)】
岐阜大学教育学部附属ｶﾘｷｭﾗﾑ開発研究ｾﾝﾀｰ ･学習ｼｽﾃﾑ研究会 【村瀬 康一郎 (岐阜大
学教育学部附属ｶﾘｷｭﾗﾑ開発研究ｾﾝﾀｰ)】
国立教育研究所 【吉岡亮衛 (国立教育研究所教育情報･資料ｾﾝﾀｰ･教育情報調査室)】
京都大学総合博物館 【角谷 岳彦 (京都大学総合博物館情報発信系)】
名大･工､京大原子炉 【若松進 (名古屋大学工学部原子核工学科)】
共立女子大学総合文化研究所 【國分 建志 (共立女子大学総合文化研究所)】
国立極地研究所資料系生物資料部門 【神田啓史 (国立極地研究所資料系生物)】
国立極地研究所資料系生物資料部門 【神田啓史 (国立極地研究所資料系生物)】
国立極地研究所資料系生物資料部門 【神田啓史 (国立極地研究所資料系生物)】
阪大産研岡田研究室 【西嶋茂宏 (大阪大学産業科学研究所)】
産業科学研究所岡田研 【西嶋茂宏 (大阪大学産業科学研究所岡田研究室)】
東北大学反応化学研究所 有機資源･材料化学研究ｾﾝﾀｰ反応化学情報研究部 【原田 宣之
(東北大学反応化学研究所有機資源･材料化学研究ｾﾝﾀｰ反応化学 情報研究部)】

原子･分子ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ検索表示ｼｽﾃﾑ(Atomic and Molecular Data
Interactive System)
原子力科学(京大炉関係)文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
現代日本語名詞ｼｿｰﾗｽ(仮称)
小字地名ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
高ｴﾈﾙｷﾞｰ加速器研究機構 中性子科学研究施設関連の出版物ﾃﾞｰﾀﾍﾞ
ｰｽ(仮称)
工学研究･情報学研究ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ (英文版 Kogaku Kenkyu･Johogaku
Kenkyu:Summaries of Research Activities)
航空写真検索ｼｽﾃﾑ

原子ｽﾍﾟｸﾄﾙ線ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

現行日本統計資料受入目録(単行書扱い資料編)

研究報告総目次
研究報告ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
研究報告ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
研究報告ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
研究報告ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
現行日本統計資料受入目録(雑誌扱い資料編)

呉地域研究情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
研究概要ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
研究業績ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
研究成果一覧(仮称)
研究成果ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

技術教育ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
技術ﾄﾋﾟｯｸｽ情報
岐阜経済大学図書館蔵書ﾃﾞｰﾀ
業績(論文･学会)のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 広大放射線科(仮称)
熊本学園大学 蔵書検索
熊本大学紀要ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ ―教育学部紀要―
倉敷市立短期大学研究情報(仮称)
ｸﾘﾝｸﾞﾙﾃﾞｰﾀﾊﾞﾝｸ

近現代中国人物別称ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

近畿大学九州工学部図書館 図書所蔵目録
近畿大学工学部図書館所蔵図書検索(仮称)
金研ｵﾘｼﾞﾅﾙ論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
金研､材料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

京都大学原子炉実験所要覧委員会 【武内孝之 (京都大学原子炉実験所)】
荻野綱男 【荻野綱男 (東京都立大学人文学部)】
笹谷康之 【笹谷康之 (立命館大学理工学部)】
高ｴﾈﾙｷﾞｰ加速器研究機構中性子科学研究施設 【古坂道弘 (高ｴﾈﾙｷﾞｰ加速器研究機構物質
構造科学研究所)】
京都大学大学院工学研究科･大学院情報学研究科 【慈道 佐代子 (京都大学工学部等総
務課図書掛)】
奈良国立文化財研究所 【小林謙一､森本晋､伊藤智彦 (奈良国立文化財研究所埋蔵文化財

近畿大学九州工学部図書館 【松井たか子 (近畿大学九州工学部図書館)】
近畿大学工学部図書館 【丸岡 文子 (近畿大学工学部 図書館)】
情報･広報室長 川添良幸 【川添良幸 (東北大学金属材料研究所)】
金属材料研究所情報･広報室 室長 川添良幸 【川添良幸 (東北大学金属材料研究所情
報･広報室)】
京都大学人文化学研究所附属漢字情報研究ｾﾝﾀｰ 【村田康彦 (京都大学人文科学研究所附
属漢字情報研究ｾﾝﾀｰ)】
技術教育研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ(代表 亀山 寛) 【亀山 寛 (静岡大学 教育学部)】
福井県工業技術ｾﾝﾀｰ 【情報ｼｽﾃﾑ研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ (福井県工業技術ｾﾝﾀｰ情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ部)】
岐阜経済大学図書館 【井上 邦江 (岐阜経済大学図書館)】
広島大学医学部放射線医学教室 【伊藤勝陽 (広島大学医学部放射線医学講座)】
熊本学園大学付属海外事情研究所 【中山由紀 (熊本学園大学付属海外事情研究所)】
学内学術出版物電子化ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 【(熊本大学附属図書館情報管理課電子情報係)】
倉敷市立短期大学及び個人 【永田 桂輔 (倉敷市立短期大学)】
ｾﾘﾝﾌﾟﾛﾃｱｰｾﾞの分子進化学的研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【高橋敬 (島根医科大学医学部生理学I及び国立
遺伝学研究所遺伝情報解析)】
呉大学平尾研究室(平尾元彦) 【平尾元彦 (呉大学社会情報学部)】
滋賀県工業技術総合ｾﾝﾀｰ 【(滋賀県工業技術総合ｾﾝﾀｰ)】
高崎 光浩 【高崎 光浩 (佐賀医科大学医学部麻酔蘇生学講座)】
広島県立食品工業技術ｾﾝﾀｰ 【米田 達雄 (広島県立食品工業技術ｾﾝﾀｰ)】
(財)日本生物科学研究所 企画学術部 【田中浩正､三内貞子 (財団法人 日本生物科学
研究所)】
北海道教育大学大雪山自然教育研究施設 【浅川 哲弥 (北海道教育大学 旭川校)】
埼玉県工業技術ｾﾝﾀｰ技術支援室 【奥野 慎 (埼玉県工業技術ｾﾝﾀｰ)】
埼玉県工業技術ｾﾝﾀｰ 【矢澤 貞春 (埼玉県工業技術ｾﾝﾀｰ)】
広島県立西部工業技術ｾﾝﾀｰ 【山県 康男 (広島県立西部工業技術ｾﾝﾀｰ)】
高知県工業技術ｾﾝﾀｰ 【北村 有里 (高知県工業技術ｾﾝﾀｰ)】
一橋大学経済研究所附属日本経済統計情報ｾﾝﾀｰ 【山下迪子 (一橋大学経済研究所附属日
本経済統計情報ｾﾝﾀｰ 統計情報係)】
一橋大学経済研究所附属日本経済統計情報ｾﾝﾀｰ 【武部真子 (一橋大学経済研究所附属日
本経済統計情報ｾﾝﾀｰ)】
原子ｽﾍﾟｸﾄﾙ線ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【平田龍幸 (京都大学大学院理学部研究科物理学宇宙
物理学専攻)】
核融合科学研究所研究･企画情報ｾﾝﾀｰ 【加藤隆子 (核融合科学研究所)】

国際仏教学大学院大学附属図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
(国際武道大学)教員研究成果目録
国立科学博物館食虫類骨格標本ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
国立科学博物館所蔵図書目録及び逐次刊行物目録(仮称)
国立科学博物館ﾊﾀﾈｽﾞﾐ類骨格標本ﾃﾞｰﾀﾞｰｽ(仮称)
国立極地研究所学術雑誌目録(仮称)
国立極地研究所 出版物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
国立極地研究所 取扱地図類(仮称)
国立天文台太陽活動ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
古写真ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
湖沼･湿地ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
古地図ｺﾚｸｼｮﾝ
古典教育文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
子どもｽﾎﾟｰﾂ
昆虫学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
昆虫目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
災害事例ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
最近の粒子形状関係文献目録

国際学院研究紀要論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
国際蛋白配列ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

高齢者･介護者ｶﾙﾃﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

甲南女子大学図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
高分子のCarbon‑13核磁気共鳴ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

高知高専蔵書検索ｼｽﾃﾑ
交通事故と被服の視認性に関するﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
高等教育機関における女性学関連科目ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
高度ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ･ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

構造工学研究論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

厚生科学研究成果抄録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
酵素ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

鉱山開発及び地下構造物造成への水噴流利用技術ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

高校入試問題ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

ｾﾝﾀｰ情報資料室)】
高校入試問題ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会 【坂谷内勝 (国立教育研究所教育情報･資料ｾﾝﾀｰ教育
情報研究協力室)】
1.資源･素材学会｢超高圧水噴流の鉱山及び地下構造物造成への応用研究委員会｣ 2.同 ｢ｳｫ
ｰﾀｰｼﾞｪｯﾄのｼﾞｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰへの高度利用に関する調査研究委員会｣編集委員長:幾世橋 広
【幾世橋 広 (東北大学大学院工学研究科地球工学専攻)】
国立公衆衛生院附属図書館および厚生省 【( )】
農林水産省食品総合研究所応用微生物部酵素利用研究室 【林 清 (食品総合研究所応用
微生物部酵素利用研究室)】
広島大学工学部第四類(建設系)土木構造工学研究室 【(広島大学工学部 土木構造工学
研究室)】
株式会社ﾌﾞﾚｲﾝﾃｯｸ 【澤田 明美 (庶務課図書係 高知工業高等専門学校)】
和洋女子大学 高橋和雄 【高橋和雄 (和洋女子大学)】
国立婦人教育会館 【柿沼 徹 (国立婦人教育会館婦人教育情報ｾﾝﾀｰ)】
科学研究費重点領域研究｢高度ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ｣研究組織 【上林 弥彦 (京都大学大学院情報学
研究科社会情報学専攻)】
甲南女子大学図書館 【(甲南女子大学図書館)】
高分子ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ研究会(代表 筑波大学藤原譲教授) 【安藤勲 (東京工業大学 大学院
理工学研究科 物質科学専攻)】
東北大学大学院 経済学研究科 福祉経済設計講座室 【関田 康慶 (東北大学大学院
経済学研究科 福祉経済設計講座)】
国際学院埼玉短期大学 【田口 幸樹 (国際学院埼玉短期大学)】
JIPID(東理大･日本),NBRF(ﾜｼﾝﾄﾝ･米),MIPS(ﾏｯｸｽﾌﾟﾗﾝｸ･西独) 【国沢隆 (東京理科大学
JIPID)】
国際仏教学大学院大学附属図書館 【調査課 (国際仏教学大学院大学附属図書館)】
国際武道大学図書館 【清野義弘 (国際武道大学図書館)】
遠藤秀紀(国立科学博物館動物研究部) 【遠藤 秀紀 (国立科学博物館 動物研究部)】
国立科学博物館 【平野 淳子 (国立科学博物館)】
遠藤 秀紀(国立科学博物館動物研究部) 【遠藤 秀紀 (国立科学博物館動物研究部)】
国立極地研究所図書室 【山下 敏彦 (国立極地研究所図書室)】
国立極地研究所 図書室 【長谷川 慶子 (国立極地研究所 図書室)】
国立極地研究所 図書室 【長谷川 慶子 (国立極地研究所 図書室)】
国立天文台太陽物理学研究系 【桜井隆 (国立天文台太陽物理学研究系)】
国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ 【情報管理施設 情報課 ﾃﾞｰﾀ管理係 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】
国土地理院地理調査部地理第二課 【(国土地理院地理調査部地理第2課)】
国立歴史民俗博物館 【青山宏夫 (国立歴史民俗博物館 歴史研究部)】
内藤一志 【内藤一志 (北海道教育大学函館校国語科)】
犬飼義秀 【犬飼義秀 (岡山県立大学短期大学部)】
昆虫学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【多田内修 (九州大学大学院農学研究院昆虫学教室)】
九州大学大学院農学研究院昆虫学教室 【多田内修 (九州大学大学院農学研究院昆虫学教室)】
和田 有司 【和田有司 (通産省工業技術院資源環境技術総合研究所)】
粒子形状測定ｸﾞﾙｰﾌﾟ会 【柴田俊春 (北海道大学大学院工学研究科物質工学専攻材料ﾌﾟﾛｾ
ｽ工学講座)】

淑徳短期大学図書館蔵書目録(仮称)
頌栄短期大学図書館蔵書ﾏｽﾀｰ(仮称)
荘園関係文献目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
衝突事故ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)(作成中)
商品分類別商品ﾃｽﾄ情報
食品機能性ﾏﾆｭｱﾙ

臭気成分8群の保持値と臭気発生源別のｷｬﾗｸﾀﾘｾﾞｰｼｮﾝおよび健康指
標に関するﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
修士論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

滋賀医科大学研究業績ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
滋賀文化短期大学蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
資金循環ﾓﾃﾞﾙ･ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ｼｸﾞﾅﾙ伝達系ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
四国工業技術研究所図書室ｻｰﾋﾞｽ
仕事着ｺﾚｸｼｮﾝ画像(仮称)
施設に保存されている研究用植物のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
自然災害科学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
自然災害科学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
自然地理文献検索ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
悉曇学書誌ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
死亡率,罹病率ﾃﾞｰﾀ(仮称)
写真ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

座礁事故ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
雑誌特集記事ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
雑誌特集索引《ｽﾎﾟｰﾂ･健康･教育》
雑誌｢放射線｣目次ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

材料の全寿命環境規制ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｼｽﾃﾑ

埼玉大学 産学連携 教官情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
ｻｲﾄｶｲﾝ･ﾌｧﾐﾘｰcDNAﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ｻｲﾄｶｲﾝ ﾚｾﾌﾟﾀｰ ﾌｧﾐﾘｰ ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
相模女子大学附属図書館所蔵目録(仮称)
桜のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
札幌医科大学附属図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
札幌学院大学図書館蔵書目録
ｻﾙ脳地図ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ｻﾙ類個体簿
酸母遺伝系統保存株ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
材料設計用ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

東京大学大学院工学系研究科航空宇宙工学専攻･工学部航空宇宙工学科図書室 【図書室
(東京大学大学院工学系研究科航空宇宙工学専攻･工学部航空宇宙工学科)】
淑徳短期大学図書館 【芹川 博通 (淑徳短期大学図書館)】
頌栄短期大学図書館 【頌栄短期大学図書館 (頌栄短期大学図書館)】
国立歴史民俗博物館 【高橋 一樹 (国立歴史民俗博物館･歴史研究部)】
遠藤 久芳 【遠藤 久芳 (船舶技術研究所構造強度部)】
兵庫県立生活科学研究所 【柴田 祥江 (兵庫県立生活科学研究所)】
農林水産省食品総合研究所 【篠原和毅 (食品総合研究所食品機能部長)】

埼玉大学 地域共同研究ｾﾝﾀｰ 【本間 俊司 (埼玉大学 地域共同研究ｾﾝﾀｰ)】
ESTﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ研究会 【野見山 尚之 ( )】
遺伝子ﾌｧﾐﾘｰ研究会 【棚瀬 純男 (遺伝子ﾌｧﾐﾘｰ研究会)】
相模女子大学附属図書館 【馬場 敏子 (相模女子大学附属図書館)】
広島市立大学情報科学部及び国立遺伝学研究所 【北上 始 (広島市立大学 情報科学部)】
札幌医科大学附属図書館 【佐々木裕道 (札幌医科大学付属図書館)】
札幌学院大学図書館 【札幌学院大学図書課図書係 (札幌学院大学)】
日本大学医学部･第一生理､国立岡崎生理学研究所 【泰羅雅登 (日本大学･医学部･第一生理)】
京都大学霊長類研究所附属人類進化ﾓﾃﾞﾙ研究ｾﾝﾀｰ 【前田 典彦 (京都大学霊長類研究所)】
小野文一郎 【小野文一郎 (立命館大学理工学部生物工学科)】
東京大学人工物工学研究ｾﾝﾀｰ設計科学部門情報知識学会CODATA材料ﾃﾞｰﾀｼｽﾃﾑ委員会 【岩
田修一 (東京大学人工物工学研究ｾﾝﾀｰ)】
物質工学工業技術研究所 複合材料部 複合材料構造研究室 【剱持 潔 (物質工学工業
技術研究所)】
遠藤 久芳 【遠藤 久芳 (船舶技術研究所構造強度部)】
日本医科大学中央図書館 【殿崎正明 (日本医科大学中央図書館)】
順天堂大学図書館分館雑誌係 【志村 金也 (順天堂大学図書館分館)】
徳島大学総合科学部量子科学研究室 【桑折範彦 (徳島大学総合科学部自然ｼｽﾃﾑ学科量子
科学研究室)】
滋賀医科大学ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ 【白木 俊男 (滋賀医科大学ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ)】
滋賀文化短期大学図書館 【図書館 (滋賀文化短期大学)】
得津一郎(神大),小川一夫(阪大),斎藤光雄(帝塚山大) 【得津一郎 (神戸大学経営学部)】
久原 哲 【久原 哲 (九州大学大学院農学研究院遺伝子資源工学部門)】
四国工業技術研究所 企画課 【北原 洸 (工業技術院 四国工業技術研究所)】
国立歴史民俗博物館 【朝岡康二 (国立歴史民俗博物館 民俗研究部)】
研究用植物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【梶田 忠 (東京大学大学院理学系研究科附属植物園)】
京都大学防災研究所巨大災害研究ｾﾝﾀｰ 【河田恵昭 (京都大学防災研究所巨大災害研究ｾﾝﾀｰ)】
九州大学西部地区自然災害資料ｾﾝﾀｰ 【橋本晴行 (九州大学西部地区自然災害資料ｾﾝﾀｰ)】
野口泰生 【野口泰生 (国士館大学文学部地理学教室)】
竹内信夫 【竹内信夫 (東京大学大学院総合文化研究科比較文学比較文化研究室)】
(財)放射線影響研究所 【片山 博昭 ((財)放射線影響研究所 情報技術部)】
奈良国立文化財研究所 【小林謙一､森本晋､伊藤智彦 (奈良国立文化財研究所埋蔵文化財
ｾﾝﾀｰ情報資料室)】
【二木安之 (信州大学医学部衛生学教室)】

With

上武大学附属図書館蔵書目録(仮称)
女性学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ90
女性学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ93
女性学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(現在OPACに吸収したので､ｵﾘｼﾞﾅﾙの形態でのﾃﾞｰﾀﾍﾞ
ｰｽは存在しない｡)
人口移動ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
水銀関連文献検索ｼｽﾃﾑ
数学教育における授業分析と評価･Estimation･Number Sense
数値地図25000(地名･公共施設)

樹木年輪研究会文献一覧
樹木年輪情報検索ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(TRIDAS)(仮称)
樹木年輪情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

獣医寄生虫ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ Veterinary Parasitology Catalogue
Original Articles.(VPC)
授業記録ｱｰｶｲﾌﾞ(仮称)

実験動物検疫ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
実験動物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
実験動物の眼科学(仮称)
磁場の生体影響

新聞社説索引集

所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
所報調査研究報告一覧
鍼灸学研究論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
新疆ｳｲｸﾞﾙに関する研究者ﾃﾞｰﾀﾌｧｲﾙ
信号処理用ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
新聞記事ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
新聞記事用字･用語ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

所蔵報告類ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

食品成分表
食品と栄養ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
植物ﾌｪﾉﾛｼﾞｰﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
所蔵音響資料(ｵｰﾌﾟﾝﾃｰﾌﾟ)ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

成田健 【成田健 (会津大学短期大学部食物栄養学科)】
食品と栄養ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会 【吉村幸雄 (四国大学)】
萩原 信介 国立科学博物館 【萩原 信介 (国立科学博物館附属自然教育園)】
東京藝術大学音楽学部 小泉文夫記念資料室､同室長東京藝術大学教授 拓殖元一を代表
とする文部省科学研究費助成を受けた研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【(東京藝術 大学音楽学部 小泉
文夫記念資料室)】
東京大学大学院工学系研究科航空宇宙工学専攻･工学部航空宇宙工学科図書室 【図書室
(東京大学大学院工学系研究科航空宇宙工学専攻･工学部航空宇宙工学科)】
結核研究所対策支援部 図書･情報科 【風見 嘉子 ((財)結核予防会 結核研究所)】
東京薬科大学情報ｾﾝﾀｰ 【相川 弘二 (東京薬科大学 情報ｾﾝﾀｰ)】
県立長崎ｼｰﾎﾞﾙﾄ大学附属図書館 【山浦靖幸 (県立長崎ｼｰﾎﾞﾙﾄ大学)】
福井県環境科学ｾﾝﾀｰ大気科学部 環境情報研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【山田 克典 (福井県環境科学ｾﾝﾀｰ)】
筑波技術短期大学 鍼灸学科 【伊藤隆造 (筑波技術短期大学 鍼灸学科)】
石山隆(千葉大学環境ﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞ研究ｾﾝﾀｰ) 【石山隆 (千葉大学環境ﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞ研究ｾﾝﾀｰ)】
宮永喜一 【宮永喜一 (北海道大学工学部電子情報工学専攻情報通信ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ講座)】
国立婦人教育会館 【柿沼 徹 (国立婦人教育会館婦人教育情報ｾﾝﾀｰ)】
東京大学工学部 【広瀬啓吉(共同作成者:亀田弘之(東京工科大学工学部)) (東京大学大
学院工学系研究科電子情報工学専攻)】
東京大学社会情報研究所附属情報ﾒﾃﾞｨｱ研究資料ｾﾝﾀｰ 【稲垣秀人 (東京大学社会情報研
究所調査室)】
長崎大学医学部附属動物実験施設 【佐藤浩 (長崎大学)】
国立大学動物実験施設協議会 【松本 耕三 (徳島大学医学部附属動物実験施設)】
古川敏紀 【古川敏紀 (広島大学医学部附属動物実験施設)】
61年度日産研究助成ｸﾞﾙｰﾌﾟ(1989年迄の分)､日本ﾎｰﾑﾍﾙｽ機器工業会･調査研究委員会(1997
年迄の分)個人(1998年以降) 【志賀健 (金蘭短期大学)】
動物医学研究会 【神谷正男､奥祐三郎､野中成晃 (北海道大学大学院獣医学研究科動物疾
病制御学講座寄生虫学教室)】
宮城教育大学教育学部附属教育臨床総合研究ｾﾝﾀｰ 【本間明信 (宮城教育大学教育学部附
属教育臨床総合研究ｾﾝﾀｰ)】
小林 修 【小林 修 (愛媛大学農学部附属演習林米野々森林研究ｾﾝﾀｰ)】
｢樹木年輪｣研究会 【野田真人 (北海道大学農学部附属中川地方演習林)】
名古屋大学大学院生命農学研究科森林環境資源学教室 【梅村 武夫 (名古屋大学大学院
生命農学研究科生物圏資源学専攻)】
上武大学附属図書館及び分館 【田村暢子 (上武大学附属図書館)】
国立婦人教育会館 【柿沼 徹 (国立婦人教育会館婦人教育情報ｾﾝﾀｰ)】
国立婦人教育会館 【柿沼 徹 (国立婦人教育会館情婦人教育情報ｾﾝﾀｰ)】
お茶の水女子大学女性文化研究ｾﾝﾀｰ内女性学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ研究会･お茶の水女子大学附属図書
館教育研究学内特別経費ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ 【情報ｼｽﾃﾑ係 (お茶の水女子大学附属図書館)】
広島大学教育学部 前田俊二 【前田俊二 (広島大学教育学部)】
水銀関連文献委員会 【水銀関連文献委員会 (国立水俣病総合研究ｾﾝﾀｰ)】
能田伸彦(筑波大学教育学系) 【能田伸彦 (筑波大学教育学系)】
建設省国土地理院測図部調査資料課 【藤本 和彦 (建設省国土地理院測図部調査資料課
地名情報係)】

ﾀｲﾌﾟ標本ﾘｽﾄ(仮称)
太陽発電衛星研究文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
太陽風速度ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
体力ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
高岡高商蔵書(洋書)目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

台風時気象庁毎時地上気象観測資料(仮称)

蔵書検索ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
体育学文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
体育学会関連発表ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
｢体育･ｽﾎﾟｰﾂ哲学研究｣目次検索ｼｽﾃﾑ(仮称)
体感温ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

専門技術情報
全国井戸･水文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
全国土地利用変化ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
前方後円墳ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
総合型地域ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
園田学園女子大学図書館ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
ｿﾋﾞｴﾄ･ﾛｼｱ教育史年表ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
ｿﾌﾄｳｪｱ工学実験ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

生理活性脂質ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
赤外ﾗﾏﾝ文献集
石炭ｶﾞｽ化ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
雪氷防災文献検索(仮称)

鈴鹿国際大学･大学院教員研究論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
ｽﾎﾟｰﾂ科学に関するﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
駿河湾海底地形ﾃﾞｰﾀ
生活環境ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
青果物卸売市場ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
成人病型脳傷害のMRIﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
生態学研究ｾﾝﾀｰ図書所蔵ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
生体情報処理学講座研究活動ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
西南日本における海浜砂の地域特性
生物活性ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
聖ﾏﾘ医大 生化学教室ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

数値地図等ﾒﾀﾃﾞｰﾀ ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
数論ﾂｰﾙ(Tools on Number Theory)

建設省国土地理院 【ﾈｯﾄﾜｰｸ技術係 (建設省国土地理院 地図部 地図画像課)】
東京都立大学大学院理学研究科数学専攻計算数学ｸﾞﾙｰﾌﾟ 代表 中村憲 【中村 憲 (東
京都立大学大学院理学研究科数学専攻)】
一色 将行 【一色 将行 (鈴鹿国際大学)】
玉木啓一 【玉木啓一 (武蔵丘短期大学)】
中山和男､里村幹夫 【里村幹夫 (静岡大学理学部生物地球環境科学科)】
県立新潟女子短期大学生活科学科 【本間 善夫 (県立新潟女子短期大学生活科学科)】
山本明 【山本明 (千葉工業大学建築学科)】
MRDB研究会 【苗村育郎 (秋田大学医学部附属病院･神経科精神科,保健管理ｾﾝﾀｰ)】
京都大学生態学研究ｾﾝﾀｰ図書室 【高橋 敬子 (京都大学生態学研究ｾﾝﾀｰ図書室)】
広島市立大学情報科学部 生体情報処理学講座 【竹内 俊文 (広島市立大学情報科学部)】
長崎大学名誉教授 鎌田泰彦 【近藤寛 (長崎大学教育学部地学教室)】
JIPID 【国沢隆､佐竹一夫 (東京理科大学生命科学研究所)】
聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学医学部生化学教室 玉井 幸恵 【玉井 幸恵 (聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学医学部
生化学教室)】
大島 美恵子(国立国際医療ｾﾝﾀｰ研究所) 【大島 美恵子 (国立国際医療ｾﾝﾀｰ研究所)】
情報知識学会分子･結晶ﾃﾞｰﾀ委員会 【田隅三生 (埼玉大学 理学部基礎化学科)】
資源環境技術総合研究所ｴﾈﾙｷﾞｰ資源部ｶﾞｽ化研究室 【海保守 (資源環境技術総合研究所)】
防災科学技術研究所 長岡雪氷防災実験研究所 【(防災科学技術研究所長岡雪氷防災
実験研究所)】
青森県産業技術開発ｾﾝﾀｰ 【赤平 智明 (青森県産業技術開発ｾﾝﾀｰ普及部)】
地質調査所 【丸井 敦尚 (地質調査所･水分地質研)】
氷見山幸夫 【氷見山 幸夫 (北海道教育大学 教育学部 旭川校)】
総合情報学部 小沢一雅 【小沢一雅 (大阪電気通信大学情報工学部)】
川西正志 【川西正志 (鹿屋体育大学 生涯ｽﾎﾟｰﾂ学講座)】
園田学園女子大学図書館 【吉村 康子 (園田学園女子大学図書館)】
所伸一 【所伸一 (北海道大学教育学部)】
奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科ｿﾌﾄｳｪｱ計画構成学講座 【松本 健一 (奈良
先端科学技術大学院大学情報科学研究科ｿﾌﾄｳｪｱ計画構成学講座)】
静岡県林業技術ｾﾝﾀｰ 【大場 孝裕 (静岡県林業技術ｾﾝﾀｰ)】
荘司正徳 【荘司正徳 (立正大学経営学部)】
川西正志(代表) 【川西正志 (鹿屋体育大学 生涯ｽﾎﾟｰﾂ学講座)】
日本体育･ｽﾎﾟｰﾂ哲学会 【畑 孝幸 (長崎大学教育学部)】
北海道大学大学院工学研究科都市環境工学専攻人間環境計画講座 【持田 徹 (北海道大
学大学院工学研究科都市環境工学専攻人間環境計画講座)】
光田寧(京都大学防災研究所)､藤井健(京都産業大学一般教育研究ｾﾝﾀｰ) 【藤井健 (京都
産業大学一般教育研究ｾﾝﾀｰ)】
大阪市立自然史博物館 【金沢 至 (大阪市立自然史博物館)】
宇宙科学研究所SPS2000ﾀｽｸﾁｰﾑ 【SPS2000ﾀｽｸﾁｰﾑ (宇宙科学研究所宇宙ｴﾈﾙｷﾞｰ工学部門)】
名古屋大学太陽地球環境研究所太陽風研究室 【小島 正宜 (名古屋大学太陽地球環境研究所)】
佐々木敏､角田和彦 【佐々木敏 (北星学園女子短期大学)】
富山大学経済学部助手室 富山大学経済学部資料室 【谷川 裕子
(富山大学経済学部資料室)】

中央学院大学図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
中央大学保健体育研究所 書誌ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
中央大学理工学研究所
中期ｲﾝﾄﾞ･ｱﾘｱﾝ語文献のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

地球流体電脳倶楽部ﾗｨﾌﾞﾗﾘ
地形学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽMORPHO
地図･衛星画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
地図ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
知的財産権学習の部屋
知的所有権の判例ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
千葉医学雑誌 Chiba Medical Journal
千葉県環境研究所 研究報告ﾘｽﾄ
千葉県立博物館情報ｼｽﾃﾑ
地方行政資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
地名ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

大腸菌ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(核酸･蛋白質)
大同工業大学図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
力の定数に関するﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
地球環境衛星画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

第一外科樹立株細胞
大学体育研究･総目次(仮称)
大学における農学教育ｶﾘｷｭﾗﾑに関するﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
大学入試ｾﾝﾀｰ蔵書目録
大雪山自然教育研究施設研究報告Online version
大雪山の自然
大腸菌染色体情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

ﾀﾝﾊﾟｸ質立体構造ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

単語音声ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
蛋白質･核酸配列情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
蛋白質ｼｰｹﾝｽﾃﾞｰﾀﾊﾞﾝｸ

滝川畜産試験場総合気象観測ﾃﾞｰﾀ(仮称)
拓殖大学図書館蔵書目録
田中英彦･坂井修一研究室ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

高岡高商蔵書(和書)目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

富山大学経済学部助手室 富山大学経済学部資料室 【谷川 裕子
(富山大学経済学部資料室)】
滝川畜産試験場 【(北海道立滝川畜産試験場 草地飼料作物科)】
拓殖大学図書館 【東 悦子 (拓殖大学図書館)】
東京大学大学院 工学系研究科 電気工学専攻 田中英彦研究室 【WWW担当者 (東京大
学大学院 工学系研究科 電気工学専攻 田中英彦研究室)】
松下通信工業､松下技研､東北大学 【牧野正三 (東北大学大型計算機ｾﾝﾀｰ)】
浅井正俊 【浅井正俊 (島根医科大学物理学教室)】
京都大学化学研究所酵素化学､金沢大学医学部保健学科(中島広志教授) 【中島広志 (金
沢大学医学部保健学科医療基礎学講座)】
米国RCSB(Reseach Collaboratory for Structur(Bioin for matics)が中心となり､ｱ
ｼﾞｱ地区は大阪大学蛋白質研究所がﾃﾞｰﾀ収集を担当して作成 【楠木 正巳 (大阪大学蛋
白質研究所)】
京都大学第一外科 【嶋田 裕 (京都大学第一外科)】
筑波大学体育ｾﾝﾀｰ 【統計調査研究担当 (筑波大学体育ｾﾝﾀｰ)】
筑波大学農林技術ｾﾝﾀｰ 【田島淳史 (筑波大学農林技術ｾﾝﾀｰ)】
大学入試ｾﾝﾀｰ管理部庶務課共同利用係 【町田敦志 (大学入試ｾﾝﾀｰ管理部庶務課共同利用係)】
北海道教育大学大雪山自然教育研究施設 【浅川 哲弥 (北海道教育大学旭川校)】
北海道教育大学大雪山自然教育研究施設 【浅川 哲弥 (北海道教育大学旭川校)】
大腸菌ｹﾞﾉﾑﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ構築ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【森 浩禎 (奈良先端科学技術大学院大学遺伝子教育研
究ｾﾝﾀｰ)】
JIPID,NBBRF 【国沢隆 (東京理科大学)】
大同工業大学図書館 【図書館事務室 (大同工業大学図書館)】
情報知識学会力の定数研究会 【(岡崎国立共同研究機構計算科学研究ｾﾝﾀｰ)】
東京理科大学基礎工学部 高木研究室 【高木幹雄 (東京理科大学 基礎工学部電子応用
工学科)】
地球流体電脳倶楽部 【山田 道夫 (東京大学大学院数理科学研究科)】
日本地形学連合 【奥西一夫 (京都大学防災研究所)】
京大東南ｱｼﾞｱ研究ｾﾝﾀｰ,地図･画像整理委員会 【松澤 雅之 (京都大学東南ｱｼﾞｱ研究ｾﾝﾀｰ)】
【情報管理施設 情報課 ﾃﾞｰﾀ管理係 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】
木村友久 【木村友久 (都城工業高等専門学校)】
近畿大学産業･法律研究所 播磨良承,高橋秀和 【高橋 秀和 (近畿大学産業･法律情報研究所)】
千葉医学会 【中島 祥夫 (千葉大学医学部第一生理)】
千葉県環境研究所 【岡崎 淳 (千葉県環境研究所)】
千葉県教育庁生涯学習部文化課 【小田島 高之 (千葉県立中央博物館)】
国立婦人教育会館 【柿沼 徹 (国立婦人教育会館婦人教育情報ｾﾝﾀｰ)】
日本地理学会｢地理的情報の収集と処理に関する研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ｣ 【久保幸夫 (慶應義塾大学
藤沢ｷｬﾝﾊﾟｽ環境情報学部)】
中央学院大学図書館 【小松幸子 (中央学院大学図書館)】
中央大学保健体育研究所資料･設備委員会 【影山義光 (中央大学保健体育研究所)】
中央大学理工学研究所 【(中央大学理工学研究所)】
仙台電波工業高等専門学校 逢坂雄美 山崎守一 【逢坂 雄美,山崎守一 (仙台電波工
業高等専門学校)】

徳島文理大学図書館ｵﾝﾗｲﾝ目録検索(仮称)
徳山高専図書館ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
都市図ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
都市･地域経済統計ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
図書館業務ｼｽﾃﾑ

徳島県文化･学習情報ｼｽﾃﾑ博物館ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
徳島県保健環境ｾﾝﾀｰ ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

東寺文書悉皆目録及び花押画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
東北大学素材工学研究所 発表論文目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
東洋学文献類目ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

凍結保存細胞ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

統計科学文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

桐蔭横浜大学大学情報ｾﾝﾀｰ(図書館)
東京家政学院大学蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
東京語ｱｸｾﾝﾄ資料
東京歯科大学図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
東京情報大学総合情報ｾﾝﾀｰ 蔵書検索ｼｽﾃﾑ
東京情報大学総合情報ｾﾝﾀｰ 電子文献ｻｰﾋﾞｽ
東京女子大学図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
東京水産大学附属図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
東京大学医学部音声言語医学研究施設業績集

電子図書館

中京学院大学図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
中東研ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ石油ﾃﾞｰﾀ
中東研ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ中東論文ﾀｲﾄﾙﾃﾞｰﾀ
筑波技術短期大学 障害者支援学術情報ｼｽﾃﾑ
筑波実験植物園 植物総合管理ｼｽﾃﾑ
筑波大学体力測定ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
筑波大学陸域環境研究ｾﾝﾀｰ熱収支･水収支観測資料
鉄道総研図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｼｽﾃﾑ･ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ文献
電気化学ｾﾝｻｰﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
電気化学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
電気通信関係図書･雑誌記事ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
電子顕微鏡画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

図書館 【加藤 美花 (中京学院大学図書館)】
(財)中東経済研究所 【((財)中東経済研究所情報管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ)】
(財)中東経済研究所 【((財)中東経済研究所情報管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ)】
筑波技術短期大学 学術国際交流 【柳田 なみ子 (筑波技術短期大学)】
筑波実験植物園/(株)ｼｽﾃﾑﾊｰﾂ 【松本 定 (国立科学博物館筑波研究資料ｾﾝﾀｰ)】
筑波大学体育ｾﾝﾀｰ 【統計調査研究担当 (筑波大学体育ｾﾝﾀｰ)】
筑波大学陸域環境研究ｾﾝﾀｰ 【浅沼 順 (筑波大学陸域環境研究ｾﾝﾀｰ)】
技術情報ｾﾝﾀｰ 【松岡 彰彦 ((財)鉄道総合技術研究所情報･国際部技術情報)】
京都大学工学部上林研究室 【上林 弥彦 (京都大学大学院情報学研究科社会情報学専攻)】
上林弥彦 【上林弥彦 (京都大学大学院情報学研究科社会情報学専攻)】
岡崎敏(京都大学大学院工学研究科) 【岡崎敏 (京都大学大学院工学研究科材料化学専攻)】
電気化学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｸﾞﾙｰﾌﾟ 【岡崎 敏 (京都大学大学院工学研究科 材料化学専攻)】
(財)国際通信経済研究所 【浅野 幸枝 ((財)国際通信経済研究所資料室)】
東北大学素材工学研究所 素材評価研究部門形態評価研究分野 【進藤大輔 (東北大学素
材工学研究所)】
奈良先端科学技術大学院大学研究協力部学術情報課 【徳平 省一 (奈良先端科学技術大
学院大学研究協力部学術情報課)】
桐蔭横浜大学大学情報ｾﾝﾀｰ(図書館) 【横川博良 (桐蔭横浜大学大学情報ｾﾝﾀｰ･情報ｼｽﾃﾑ室)】
東京家政学院大学附属図書館 【坂口 淳二 (東京家政学院大学附属図書館)】
佐藤亮一･馬瀬良雄･沢木幹栄 【沢木幹栄 (信州大学人文学部)】
東京歯科大学図書館 【新井 勉(ｱﾗｲﾂﾄﾑ) (東京歯科大学図書館)】
東京情報大学教育研究情報ｾﾝﾀｰ 【(東京情報大学教育研究情報ｾﾝﾀｰ)】
東京情報大学教育研究情報ｾﾝﾀｰ 【(東京情報大学教育研究情報ｾﾝﾀｰ)】
東京女子大学図書館 【情報ｼｽﾃﾑ課 (東京女子大学図書館)】
東京水産大学附属図書館学術情報係 【(東京水産大学附属図書館学術情報係)】
東京大学大学院医学系研究科脳神経医学専攻 認知･言語医学講座 【今泉 敏 (東京大学
大学院医学系研究科脳神経医学専攻 認知･言語医学講座)】
統計科学教育情報部､技術課技術第三係 【岡崎 卓 (統計数理研究所 統計科学情報ｾﾝﾀｰ
統計科学教育情報部)】
大阪大学微生物病研究所発癌制御遺伝子検索細胞ｾﾝﾀｰ 【審良 静男 (大阪大学微生物病
研究所附属発癌制御遺伝子検索細胞ｾﾝﾀｰ)】
東寺文書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会 【富田 正弘 (富山大学 人文学部)】
東北大学 素材工学研究所 技術情報室 【(東北大学 素材工学研究所 技術情報室)】
京都大学人文科学研究所附属漢字情報研究ｾﾝﾀｰ 【村田康彦 (京都大学人文科学研究所附
属漢字情報研究ｾﾝﾀｰ)】
徳島県立博物館 【情報ｼｽﾃﾑ担当 (徳島県立21世紀館)】
徳島県保健環境ｾﾝﾀｰ大気監視科､情報ｼｽﾃﾑ推進班 【岡本 在英 (徳島県保健環境ｾﾝﾀｰ
企画情報科)】
図書館 【牧尾 裕(ゆたか) (徳島文理大学図書館)】
徳山工業高等専門学校 図書館 【(徳山工業高等専門学校図書館)】
国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ 日本都市図ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【園田英弘 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】
山根敬三 【山根敬三 (摂南大学経営情報学部)】
九州共立大学 附属図書館 【高野 直哉 (九州共立大学附属図書館)】

南極海植物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
南極みずほ基地地上気象ﾃﾞｰﾀ
南山大学書誌･所蔵ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
新潟工科大学図書･雑誌ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
新潟大学歯学部歯科補綴学第一講座業績
日水研図書管理ｼｽﾃﾑ(仮称)
日本医科大学図書館 図書･雑誌目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

納豆研究文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

長崎大学第一内科業積集(1995年〜1999年)
名古屋市工業研究所研究機関情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
名古屋市立大学図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
名古屋大学医学部,大学院医学研究科欧文業績録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ (仮称)

長岡技術科学大学博士論文目次要旨ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

ﾄﾞｲﾂ･ｽﾎﾟｰﾂ運動論､主要語彙用例ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
同志社大学学術情報ｾﾝﾀｰ ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ｱｰｶｲﾌﾞ(仮称)
動物実験に関する情報
土偶ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
土木研究所刊行物目録
内外博覧会関係資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
長岡技術科学大学紀要ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

図書･雑誌目録
図書総合管理ｼｽﾃﾑ｢名館長NEO｣
図書台帳(仮称)
図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
図書文献雑誌公設試験研究開発情報
図書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
図書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
とっとり技術情報
鳥取県工業試験場研究報告
都道府県庁所在都市の給水栓水水質
富山県環境科学ｾﾝﾀｰ所蔵図書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
豊田工業高等専門学校図書館蔵書目録検索ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ﾄﾘﾁｳﾑ文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

図書館所蔵目録
図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
図書･雑誌検索(仮称)

鈴鹿国際大学図書館 【(鈴鹿国際大学図書館)】
図書館 【村上 研二 (鈴鹿医療科学大学 会計課)】
北海道立地質研究所､北海道立衛生研究所､北海道環境科学研究ｾﾝﾀｰ､北海道立工業試験場
【小澤 聡 (北海道立地質研究所)】
愛知教育大学附属図書館 【古田 克敏 (愛知教育大学附属図書館)】
東京都環境科学研究所 資料室 【黒田 賢彦 (東京都環境科学研究所 資料室)】
図書委員会 【渡辺 定良 (新潟県保健環境科学研究所 調査研究室 情報調査科)】
国立婦人教育会館 【柿沼 徹 (国立婦人教育会館婦人教育情報ｾﾝﾀｰ)】
共栄学園短期大学図書館 【茂木 代美 (共栄学園短期大学図書館)】
福井県工業技術ｾﾝﾀｰ 【情報ｼｽﾃﾑ研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ (福井県工業技術ｾﾝﾀｰ情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ部)】
図書館 【情報ｻｰﾋﾞｽ課 (久留米工業大学図書館)】
昭和女子大学図書館 【柳 秀子 (昭和女子大学図書館)】
鳥取県工業試験場 情報委員会 【田上 重雄 (鳥取県工業試験場 技術情報科)】
鳥取県工業試験場研究報告編集委員会 【田上 重雄 (鳥取県工業試験場 技術情報科)】
県立新潟女子短期大学生活科学科 【立山 千草,本間 伸夫 (県立新潟女子短期大学)】
富山県環境科学ｾﾝﾀｰ 【文献整備ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ (富山県環境科学ｾﾝﾀｰ)】
豊田工業高等専門学校庶務課図書係 【藤井 政雄 (豊田工業高等専門学校庶務課)】
富山大学ﾄﾘﾁｳﾑ科学ｾﾝﾀｰ(現･富山大学水素同位体科学研究ｾﾝﾀｰ) 【鳥養 祐二 (富山大学
水素同位体科学研究ｾﾝﾀｰ)】
綿引勝美 【綿引勝美 (鳴門教育大学)】
同志社大学学術情報ｾﾝﾀｰ 情報ｻｰﾋﾞｽ課 【田中昭彦 (同志社大学学術情報ｾﾝﾀｰ)】
秋田大学医学部附属動物実験施設 【松田幸久 (秋田大学医学部附属動物実験施設)】
｢土偶とその情報｣研究会 【西本 豊弘 (国立歴史民俗博物館)】
建設省土木研究所企画部情報資料課 【情報資料課 (建設省土木研究所企画部情報資料課)】
東京国立博物館資料部資料第三研究室 【岩佐光晴･横溝廣子 (東京国立博物館資料部)】
長岡技術科学大学附属図書館情報処理ｾﾝﾀｰ 【(長岡技術科学大学 教務部図書課 目
録情報係)】
長岡技術科学大学図書課目録情報係･機械系･永澤研究室 【(長岡技術科学大学 教務
部図書課目録情報係)】
長崎大学医学部第一内科学教室 【山口 義彦 (長崎大学医学部第一内科学教室)】
名古屋市工業研究所 【筒井 光範 (名古屋市工業研究所 研究企画室)】
名古屋市立大学図書館 【(名古屋市立大学図書館)】
名古屋大学医学部大学院医学研究科欧文業績録編集委員会 【浅野 不二子 (名古屋大学
附属図書館医学部分館)】
農林水産省食品総合研究所 【稲津康弘:微生物･ﾄｷｼﾝ制御研究室､伊藤義文:発酵細菌研究
(食品総合研究所)】
南極圏ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会 【福地 光男 (国立極地研究所)】
国立極地研究所気水圏ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【山内恭 (国立極地研究所)】
南山大学図書館 【笹山 達成 (南山大学教育･研究事務部学術情報ｾﾝﾀｰ)】
新潟工科大学附属図書館 【佐藤 迪子 (新潟工科大学附属図書館)】
新潟大学歯学部歯科補綴学第一講座 【小林博 (新潟大学歯学部歯科補綴学第一講座)】
日本海区水産研究所 【高橋 伸弘 (日本海区水産研究所企画連絡室情報係)】
日本医科大学中央図書館 【殿崎 正明 (日本医科大学中央図書館)】

発生生物学 分子生物学 宇宙生物学 細胞生物学
器官形成

農業機械学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
農業気象災害画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
農村振興(むらづくり)情報
農村の中高年女性における老後意識の追跡研究
白山高等植物ｲﾝﾍﾞﾝﾄﾘｰ調査報告
博士論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

燃焼技術･科学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
農学分野の国際教育協力人材ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

人間形成と学習環境に関する映画史料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
熱帯ﾓﾝｽｰﾝｱｼﾞｱ古環境文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

日本大学経済学部図書館情報ｼｽﾃﾑ(仮称)
日本大学商学部図書館目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
日本地形調査索引
日本認知科学会学術研究論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
日本の化学文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
日本分類学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
日本ﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞ学会文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
入学者選抜方法研究資料

生化学 動物科学

日本工業大学図書館所蔵目録
日本国勢調査人口ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
日本語単語機械辞書
日本産ｱﾘ類系統分類ｶﾗｰ画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
日本産業技術教育学会誌､掲載論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
日本産蘚類植物総目録
ﾆﾎﾝｻﾞﾙ野外研究関連文献ﾘｽﾄ
日本主要都市方言音声ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
日本荘園ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
日本女子ｽﾌﾟﾘﾝﾄが世界に近づくために今何をしなければならないか
日本生化学会生化学用語辞典(第2刷､1991年)

日本医史学雑誌文献目録(仮称)
日本海域鯨類文献抄録
日本海ｾﾄﾛｼﾞｰ研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ･漂着ｸｼﾞﾗﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
日本画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

日本医学物理学会大会演題･発表者ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

日本医学物理学会,福島県立医科大学医学部物理学講座 小林 恒夫 【小林 恒夫 (福島
県立医科大学医学部物理学講座)】
順天堂大学医史学研究室 【酒井 ｼﾂﾞ (順天堂大学医史学研究室)】
日本海ｾﾄﾛｼﾞｰ研究会 【平口哲夫 (金沢医科大学医学部)】
日本海ｾﾄﾛｼﾞｰ研究ｸﾙｰﾌﾟ 【山田格 (国立科学博物館動物研究部)】
東北大学理学部大気海洋変動観測研究ｾﾝﾀｰ 【川村宏 (東北大学大学院理学研究科附属大
気海洋変動観測研究ｾﾝﾀｰ)】
日本工業大学図書館 【大久保恵 (日本工業大学図書館)】
山形大学 地域社会工学研究会 【研究会代表 黒田昭 (山形大学地域社会工学研究会)】
九州芸術工科大学稲永紘之 【稲永紘之 (九州芸術工科大学芸術工学部)】
ｱﾘ類ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【ｱﾘ類ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成ｸﾞﾙｰﾌﾟ代表 今井弘民 (国立遺伝学研究所)】
木村誠 【木村誠 (静岡大学教育学部)】
岩月善之助 【出口博則 (広島大学大学院理学研究科生物科学専攻植物生物学講座)】
霊長類研究所ﾆﾎﾝｻﾞﾙ野外観察施設 【渡邉邦夫 (京都大学霊長類研究所)】
日本主要都市方言音声ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会 【田原広史 (大阪樟蔭女子大学日本語研究ｾﾝﾀｰ)】
国立歴史民俗博物館 【高橋 一樹 (国立歴史民俗博物館･歴史研究部)】
鈴木秀次 【鈴木秀次 (早稲田大学人間科学部)】
日本生化学会､同用語委員長､厚生省医師国家試験出題委員･香川靖雄 【香川靖雄 (自治
医科大学第1生化学教室)】
日本大学経済学部図書館 【(日本大学経済学部図書館)】
日本大学商学部図書館 【ﾚﾌｧﾚﾝｽ係 (日本大学商学部図書館)】
国土地理院地理調査部 【(建設省国土地理院地理調査部地理第二課)】
日本認知科学会 【白井 英俊 (中京大学情報科学部)】
(社)化学情報協会 【千原秀昭 ((社)化学情報協会)】
ETIJ 【酒井勝司 (四国大学生物学研究室)】
日本ﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞ学会 情報委員会 【森山 雅雄 (長崎大学工学部情報ｼｽﾃﾑ工学科)】
北海道教育大学学生部入学主幹 【入学者選抜方法研究委員会函館校委員又は教務係 (北
海道教育大学函館校)】
阿部彰(大阪大学人間科学部教授) 【阿部彰 (大阪大学人間科学部)】
熱帯ﾓﾝｽｰﾝｱｼﾞｱの古環境に関する予備的研究をする会 【祖田 亮次 (広島大学総合地誌
研究資料ｾﾝﾀｰ)】
DACOS作製･保守委員会 【中山 満茂 (国士館大学工学部)】
名古屋大学農学国際教育協力研究ｾﾝﾀｰ 【武田 穣 (名古屋大学 農学国際教育協力研究
ｾﾝﾀｰ協力ﾈｯﾄﾜｰｸ開発研究領域)】
川村恒夫(神戸大学農学部) 【川村恒夫 (神戸大学農学部食料生産環境工学科)】
山口大学･ﾒﾃﾞｨｱ教育開発ｾﾝﾀｰ 【山本 晴彦 (山口大学農学部)】
(財)農村開発企画委員会 【大脇 知芳 ((財)農村開発企画委員会)】
佐藤 宏子 【佐藤 宏子 (静岡県立大学 短期大学部 社会福祉学科)】
石川県白山自然保護ｾﾝﾀｰ 【野上 達也 (石川県白山自然保護ｾﾝﾀｰ)】
東京大学大学院工学系研究科航空宇宙工学専攻･工学部航空宇宙工学科図書室 【図書室
(東京大学大学院工学系研究科航空宇宙工学専攻･工学部航空宇宙工学科)】
浅島研究室､東大総合文化研究科･生命系 【浅島誠 (東大･大学院総合文化研究科.生命環
境科学系)】

附属図書館目録所在情報ｼｽﾃﾑ(仮称)
ふれあいｻｲｴﾝｽ2000｢速く走るための動きを科学的に解析してみませ
んか｣
文化財科学関係文献目録
文化女子大学図書館蔵書目録
文献(港研等対外発表論文)ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
文献(港研報告/資料)ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
分子生物学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
文書管理ｼｽﾃﾑ(仮称)

備品一覧(仮称)
病原真菌および病原放線菌保存ﾘｽﾄ(仮称)
びわ湖情報ﾃﾞｰﾀﾊﾞﾝｸ
紅型型紙画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ﾌｪﾘｽ女学院大学附属図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
福井県工業技術ｾﾝﾀｰ機器設備情報
福井県工業技術ｾﾝﾀｰ研究開発速報
福井県自然災害ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
福岡県林業試験場発表業績ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
福島県立博物館収蔵資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
福島県立博物館図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
福山大学附属図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
藤女子大学図書館ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
藤田学園医学･保健衛生学図書館所蔵情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
藤原研究室 文献ﾘｽﾄ

ﾋﾄ唾液腺腺癌細胞ﾀﾝﾊﾟｸ質の2次元電気泳動ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
兵庫教育大学修士論文概要ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
兵庫県立工業技術ｾﾝﾀｰﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
表彰式ﾃﾞｰﾀ検索
広島外国語研究､視聴覚教育研究､ﾌﾘｰｿﾌﾄｳｪｱ
広島県立東部工業技術ｾﾝﾀｰﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｻｰﾋﾞｽ(仮称)
広島女学院大学図書館蔵書目録
微生物資源ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

ﾋﾄ疾患ﾓﾃﾞﾙﾗｯﾄﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

羊ヶ丘の気象ﾃﾞｰﾀ

発展途上地域文献目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
発表論文･蔵書目録(仮称)
ﾊﾌﾞ咬症者ﾘｽﾄ(仮称)
比較･国際教育情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

日本文化財学会 【小池裕子 (九州大学大学院比較社会文化研究院)】
文化女子大学図書館 【柳沼恭子 (文化女子大学図書館)】
運輸省港湾技術研究所情報ｾﾝﾀｰ 【ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ課 (運輸省港湾技術研究所情報ｾﾝﾀｰ)】
運輸省港湾技術研究所情報ｾﾝﾀｰ 【ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ課 (運輸省港湾技術研究所情報ｾﾝﾀｰ)】
名古屋大学･生命理学 【本間 道夫 (名古屋大学大学院理学研究科･分子生物)】
(財)ﾘﾓｰﾄ･ｾﾝｼﾝｸﾞ技術ｾﾝﾀｰ(RESTEC) 【((財)ﾘﾓｰﾄ･ｾﾝｼﾝｸﾞ技術ｾﾝﾀｰ(RESTEC)資料ｾﾝﾀｰ)】

ｱｼﾞｱ経済研究所図書館 【(日本貿易振興会 ｱｼﾞｱ経済研究所 図書館)】
(財)ﾘﾓｰﾄ･ｾﾝｼﾝｸﾞ技術ｾﾝﾀｰ(RESTEC) 【((財)ﾘﾓｰﾄ･ｾﾝｼﾝｸﾞ技術ｾﾝﾀｰ 企画調整部)】
沖縄県衛生環境研究所 ﾊﾌﾞ研究室 【勝連盛輝 (沖縄県衛生環境研究所 ﾊﾌﾞ研究室)】
日本比較教育学会比較･国際教育情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会 【日本比較教育学会比較･国際
教育情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会 (筑波大学教育学系教育制度研究室)】
北海道農業試験場気象資源評価研究室 【村田 竜一 (農林水産省北海道農業試験場情報
資料課)】
芹川忠夫､京都大学大学院医学研究科附属動物実験施設 【芹川忠夫 (京都大学大学院医
学研究科附属動物実験施設)】
加茂政晴 【加茂政晴 (岩手医科大学 歯学部 口腔生化学講座)】
兵庫教育大学学校教育研究ｾﾝﾀｰ 【古川雅文 (兵庫教育大学学校教育研究ｾﾝﾀｰ)】
兵庫県立工業技術ｾﾝﾀｰ 【前川 範幸 (兵庫県立工業技術ｾﾝﾀｰ企画情報部)】
福井県環境科学ｾﾝﾀｰ 【(福井県環境科学ｾﾝﾀｰ 大気科学部環境情報研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ)】
広島大学外国語教育研究ｾﾝﾀｰ 【村上 久恵 (広島大学外国語教育研究ｾﾝﾀｰ)】
広島県立東部工業技術ｾﾝﾀｰ 【岡本 英二 (広島県立東部工業技術ｾﾝﾀｰ)】
広島女学院大学図書館 【土屋 時子 (広島女学院大学図書館)】
WFCC‑MIRCEN World Data Centre for Microorganisms 【菅原 秀明 (国立遺伝学
研究所)】
長野県食品工業試験場 【村松 信之 (長野県食品工業試験場)】
千葉大学真菌医学研究ｾﾝﾀｰ 【西村和子 (千葉大学真菌医学研究ｾﾝﾀｰ)】
滋賀県琵琶湖研究所 【(滋賀県琵琶湖研究所 情報管理部門)】
沖縄県立芸術大学附属研究所 【柳 悦州 (沖縄県立芸術大学附属研究所)】
ﾌｪﾘｽ女学院大学附属図書館 【森谷智 (ﾌｪﾘｽ女学院大学附属図書館)】
福井県工業技術ｾﾝﾀｰ 【情報ｼｽﾃﾑ研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ (福井県工業技術ｾﾝﾀｰ情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ部)】
福井県工業技術ｾﾝﾀｰ 【情報ｼｽﾃﾑ研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ (福井県工業技術ｾﾝﾀｰ情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ部)】
福井大学 教育地域科学部 地学教室 【山本 博文 (福井大学教育地域科学部 地学教室)】
福岡県森林林業技術ｾﾝﾀｰ(H6.9.1.より) 【研究庶務 (福岡県森林林業技術ｾﾝﾀｰ)】
福島県立博物館 【竹谷 陽二郎 (福島県立博物館)】
福島県立博物館 【竹谷 陽二郎 (福島県立博物館)】
福山大学附属図書館 【桑田成年 (福山大学附属図書館)】
藤女子大学図書館 【図書課長 (藤女子大学図書館)】
藤田学園医学･保健衛生学図書館 【須崎 弘子 (藤田学園医学･保健衛生学図書館)】
奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 情報論理学講座(藤原研究室) 【藤原 秀
雄 (情報科学研究科情報論理学講座)】
兵庫大学･兵庫大学短期大学部附属図書館 【平井 尊士 (兵庫大学情報処理ｾﾝﾀｰ)】
鈴木秀次 【鈴木秀次 (早稲田大学 人間科学部)】

有害動物学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

明治薬科大学図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ﾒﾀﾌｧ関連文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ﾒﾀﾞｶ･ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
夜間主ｺｰｽ図書室所蔵図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
山梨学院総合図書館情報ｼｽﾃﾑ
山梨県立女子短期大学図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
山村共同体所蔵資料(仮称)
湯浅年子資料

民博ｺｽﾁｭｰﾑﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

民俗建築画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
明代科挙合格者名簿(明代登科録)ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

美作女子大学･同短大部紀要
宮城教育大学環境研ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

北海道大学脳科学者ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
防災計画ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
梵文法華経荻原･土田本ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
南谷･中村研究室 発表論文

北海道大学演習林研究報告目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ日本語版(仮称)

北陸地方の河川環境と生息動物−(底生動物生息状況)−(阿賀野川
水系の魚類)−(大川ﾀﾞﾑの魚類)−(阿賀川の陸生昆虫)−(大川ﾀﾞﾑ
の陸生昆虫)−(大川ﾀﾞﾑの底生動物)
保健衛生･環境保全論文目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
北海道大学演習林研究報告目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ英語版(仮称)

文書検索
兵範記ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
米欧回覧実記地名索引
ﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ･蛋白質･ｱﾐﾉ酸配列ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ･蛋白質文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
｢放射線検出器とその応用｣研究会報告 目次ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
法帖文字ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
法政大学ｲｵﾝﾋﾞｰﾑ工学学術情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
北大農学部作物栄養学講座研究論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
北陸先端科学技術大学院大学学位論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

長野県衛生公害研究所 【丸山節子 (長野県衛生公害研究所)】
北海道大学農学部附属演習林 【研究協力技術班(担当 間宮春大) (北海道大学農学部附
属演習林)】
北海道大学農学部附属演習林 【研究協力技術班(担当 間宮春大) (北海道大学農学部附
属演習林)】
北海道大学教育改善推進総長経費事業 【福島 菊郎 (北海道大学医学部)】
竹内吉弘(大阪工大･建築学科) 【竹内吉弘 (大阪工業大学工学部)】
ｻﾝｽｸﾘｯﾄ大乗仏典ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会 【村上征勝 (統計数理研究所)】
東京大学先端科学技術研究ｾﾝﾀｰ 情報物理ｼｽﾃﾑ分野 【今井 雅 (東京大学先端科学技術
研究ｾﾝﾀｰ 情報物理ｼｽﾃﾑ分野)】
紀要編集委員会 【宮地 (美作女子大学 紀要編集委員会)】
宮城教育大学教育学部附属環境教育実践研究ｾﾝﾀｰ 【安江正治 (宮城教育大学教育学部附
属環境教育実践研究ｾﾝﾀｰ)】
日本民俗建築学会 民俗建築資料委員会 【乾 尚彦 (学習院女子大学)】
京都大学人文科学研究所附属漢字情報研究ｾﾝﾀｰ 【三重まゆみ (京都大学人文科学研究所
附属漢字情報研究ｾﾝﾀｰ)】
高橋晴子(大阪樟蔭女子大学学芸学部)､久保正敏(国立民族学博物館博物館民族学研究部)､
大丸 弘(国立民族学博物館)､八村広三郎(立命館大学理工学部)､猿田佳那子(同志社女
子大学生活科学部)､田中昌美 【久保 正敏 (国立民族学博物館 博物館民族学研究部)】
明治薬科大学図書館･情報課 【松沢 裕子 (明治薬科大学図書･情報課)】
小野 滋 【小野 滋 (東京都立大学 人文学部)】
ﾒﾀﾞｶ.ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ.ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【堀 寛 (名古屋大学大学院理学研究科)】
富山大学経済学部資料室 【谷川 裕子 (富山大学経済学部資料室)】
山梨学院総合図書館 【高橋 敬子 (山梨学院総合図書館)】
山梨県立女子短期大学図書館 【図書館 (山梨県立女子短期大学)】
松尾容孝 【松尾容孝 (専修大学文学部)】
お茶の水女子大学ｼﾞｪﾝﾀﾞｰ研究ｾﾝﾀｰ･研究協力員 松田 久子 【松田 久子 (お茶の水女子
大学ｼﾞｪﾝﾀﾞｰ研究ｾﾝﾀｰ)】
有害動物学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会 【上村清 (富山医科薬科大学)】

福井県環境科学ｾﾝﾀｰ 【(福井県環境科学ｾﾝﾀｰ 大気科学部 環境情報研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ)】
国立歴史民俗博物館 【高橋 一樹 (国立歴史民俗博物館･歴史研究部)】
羽田野正隆 【羽田野正隆 (北海道大学文学部地理学研究室)】
(財)蛋白質研究奨励会 【情報室 ((財)蛋白質研究奨励会分室)】
(財)蛋白質研究奨励会 【情報室 ((財)蛋白質研究奨励会分室)】
徳島大学総合科学部 量子科学研究室 桑折範彦 【桑折範彦 (徳島大学 総合科学部)】
山本毅雄 【山本毅雄 (図書館情報大学)】
法政大学ｲｵﾝﾋﾞｰﾑ工学研究所 【佐藤 政孝 (法政大学ｲｵﾝﾋﾞｰﾑ工学研究所)】
信濃卓郎 【信濃 卓郎 (北海道大学大学院農学研究科)】
北陸先端科学技術大学院大学附属図書館 【電子情報担当 (北陸先端科学技術大学院大学
学術情報課)】
会津大学 短期大学部 樋 幸四郎 【樋 幸四郎 (会津大学 短期大学部)】

歴史気候ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
暦情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
歴博図書目録
ﾚｰｻﾞｰ研究ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ﾚﾌｧﾚﾝｽ事例ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
連合文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
老化指標蛋白質二次元電気泳動ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
労研逐刊ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
労働科学雑誌記事索引(欧文編)
労働科学雑誌記事索引(和文編)
和歌山大学経済学部 経済研究所 所蔵目録
和雑誌記事ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
和雑誌目録(仮称)

臨床症例ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
林道のり面の植生遷移ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

ﾗｲﾀﾞｰﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ用語ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
(酪農学園大学･酪農学園大学短期大学部)附属図書館目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮
称)
ﾗｼﾞｵｵｰﾄｸﾞﾗﾌ研究論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ﾘｻｰﾁ ｱﾝﾄﾞ ﾒﾃﾞｨｱ ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ ｵﾝﾗｲﾝ目録検索(仮称)
立正大学蔵書目録(仮称)
立命館学術情報ｼｽﾃﾑ
ﾘﾎﾞｿｰﾑ蛋白ｱﾐﾉ酸配列集
龍谷大学社会科学研究所 統計･調査資料検索ｼｽﾃﾑ
流体研究所
流通POPﾃﾞｰﾀｻｰﾋﾞｽ
量子化学文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
量子化学文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
林産試験場の刊行物の紹介

郵政研究所研究成果
横山研究室発表論文一覧(仮称)

永田 哲士(Tetsuji NAGATA) 【永田 哲士 (長野女子短期大学)】
図書館(香川校) 【須田 英二 (徳島文理大学香川校図書館)】
立正大学図書館 【村岡 克也 (現在検討中の為準備中)】
立命館大学総合情報ｾﾝﾀｰ 【田中 康雄 (立命館大学総合情報ｾﾝﾀｰ情報管理課)】
田中龍夫 【田中龍夫 (琉球大学医学部生化学第一講座)】
龍谷大学社会科学研究所 【八木 恵子 (龍谷大学 社会科学研究所)】
川野 聡恭,WWW管理ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ 【伊藤 高敏 (東北大学流体科学研究所)】
(財)流通ｼｽﾃﾑ開発ｾﾝﾀｰ 【飯井 希久子 ((財)流通ｼｽﾃﾑ開発ｾﾝﾀｰ)】
量子化学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ研究会 【細矢治夫 (お茶の水女子大学理学部情報科学科)】
量子化学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ研究会 【(岡崎国立共同研究機構計算科学研究ｾﾝﾀｰ)】
北海道立林産試験場 企画指導部 普及課 技術係 【企画指導部 普及課 技術係 (北
海道立林産試験場)】
国立情報学研究所 【ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ課ﾃﾞｰﾀ処理技術係 (国立情報学研究所)】
江崎次夫及び愛媛大学農学部森林環境制御研究室 【江崎次夫 (愛媛大学農学部 生物資
源学科森林資源学専門教育ｺｰｽ森林環境制御研究室)】
富山大学教育学部 田上善夫 【田上 善夫 (富山大学教育学部)】
竹下幸一 【竹下幸一 (東京農業大学生物産業学部)】
国立歴史民俗博物館 【資料課図書係 (国立歴史民俗博物館)】
財団法人応用光学研究所ﾚｰｻﾞｰ技術研究会 【藤岡 知夫 (財団法人応用光学研究所分室)】
九州地区国立大学図書館協議会 【(熊本大学附属図書館情報管理課電子情報係)】
敷田 麻実･大橋 洋一 【辻 俊宏 (石川県水産総合ｾﾝﾀｰ)】
戸田 年総 【戸田 年総 ((財)東京都老人総合研究所･遺伝子情報部門)】
労働科学研究所図書館 【図書館 (労働科学研究所)】
労働科学研究所図書館 【図書館 (労働科学研究所)】
労働科学研究所図書館 【図書館 (労働科学研究所)】
和歌山大学経済学部 経済研究所 【(和歌山大学 経済学部 経済研究所)】
国立婦人教育会館 【柿沼 徹 (国立婦人教育会館婦人教育情報ｾﾝﾀｰ)】
富山大学経済学部資料室 【織田 松美 (富山大学経済学部資料室)】

郵政研究所 【(郵政研究所 総務部 統計情報係)】
東京大学工学系研究科電気工学専攻横山研究室 【島田規人 (東京大学工学系研究科電気
工学専攻横山研究室)】
運輸省船舶技術研究所 装備部 【山之内 博 (運輸省船舶技術研究所 装備部)】
ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ用語ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【金子周司 (京都大学大学院薬学研究科医療薬理学分野)】
酪農学園大学･酪農学園大学短期大学部附属図書館 【照井 俊秀 (酪農学園大学附属図書館)】

データベースの名称

GAIDAI BIBLOTHECA(ｶﾞｲﾀﾞｲとﾌﾞﾘｵﾃｶ)電子図書館報
GENE grade VIII MS‑DOS,GENE Manual(for Word Star)
GENE.SIG PROT･SIG
IFO Research Resaurces Databas(仮称) IFO生物資学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
JIDA機関誌ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
KOSMOSⅡ目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
LibVision(仮称)
LINKIT‑Ⅱ
NIRA出版物情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
OPACﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
S.I.T OPAC(仮称)
TUIST
愛知教育大学図書館蔵書を中心とする数学教育文献目録
愛知県衛生研究所試験検査研究用ｼｽﾃﾑ
青森明の星短期大学ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
麻布大学附属学術情報ｾﾝﾀｰ所蔵目録(仮称)
亜細亜大学図書館所蔵図書資料目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
跡見学園女子大学図書館蔵書検索
ｱﾌﾘｶ地域研究資料ｾﾝﾀｰ書誌ﾃﾞｰﾀｰﾍﾞｰｽ
暗渠排水設計
石川県保健環境ｾﾝﾀｰ所蔵図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
井上円了関係文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
茨城ﾃｸﾉｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄｼｽﾃﾑ(仮称)
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ美術館(仮称)
ｲﾝﾃﾘｱ織物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
運航情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
永青文庫｢細川家旧記･古文書分類目録正編｣
大分大学経済学部経済論集等目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
大来佐武郎著作物目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
大倉精神文化研究所沿革資料目録(仮称)
大阪市立博物館 館蔵品ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
大阪の経済と業界動向ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
沖縄大学 opac(仮称)
ｵｰｹｽﾄﾗ曲打楽器編成調査(仮称)
おりがみINDEX
織物組織情報
織物物性特性情報
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９．そ の 他

財･発酵研究所 【竹内昌男 ((財)発酵研究所)】
JIDA機関誌委員会(現在は解散して存在せず) 【原田 昭 (筑波大学芸術学系)】
慶応義塾大学ﾒﾃﾞｨｱﾈｯﾄ 【ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽﾒﾃﾞｨｱ (慶応義塾大学ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ本部)】
玉川大学図書館 【収書課情報ｼｽﾃﾑ室 (玉川大学図書館)】
金沢工業大学 【(金沢工業大学 ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰｾﾝﾀｰ)】
総合研究開発機構大来記念政策研究情報館 【錦織 誠 (総合研究開発機構図書館)】
大阪市立大学 学術情報総合ｾﾝﾀｰ 【湖城 強 (大阪市立大学 学術情報総合ｾﾝﾀｰ)】
湘南工科大学附属図書館 【前田 満芳 (湘南工科大学附属図書館)】
徳島大学附属図書館 【折原善彦 (徳島大学附属図書館情報ｻｰﾋﾞｽ課電子情報係)】
愛知教育大学数学教育講座 【飯島 康之 (愛知教育大学数学教育講座)】
愛知県衛生研究所 【中川 宣子 (愛知県衛生研究所(企画情報部))】
青森明の星短期大学情報処理委員会 【原沢康明 (青森明の星短期大学情報処理委員会)】
麻布大学附属学術情報ｾﾝﾀｰ 【小田切 夕子 (麻布大学附属学術情報ｾﾝﾀｰ)】
亜細亜大学学術情報部学術情報課 【青島 勉 (亜細亜大学学術情報部学術情報課)】
跡見学園女子大学図書館 【(跡見学園女子大学図書館)】
ｱﾌﾘｶ地域研究資料ｾﾝﾀｰ 【山越 言 (京都大学ｱﾌﾘｶ地域研究資料ｾﾝﾀｰ情報資料室)】
村島和男,荻野芳彦 【村島和男 (石川県農業短期大学)】
石川県保健環境ｾﾝﾀｰ 情報･教育研修室 【(石川県保健環境ｾﾝﾀｰ)】
東洋大学井上円了記念学術ｾﾝﾀｰ 【三浦節夫 (東洋大学井上円了記念学術ｾﾝﾀｰ)】
茨城県工業技術ｾﾝﾀｰ 【中島秀樹 (茨城県工業技術ｾﾝﾀｰ 技術交流室)】
筑波大学芸術学系 【山中 敏正 (筑波大学芸術学系)】
愛知県三河繊維技術ｾﾝﾀｰ 【伊藤 通敏 (愛知県三河繊維技術ｾﾝﾀｰ)】
海洋科学技術ｾﾝﾀｰ 【直井純 (海洋科学技術ｾﾝﾀｰ 情報管理室)】
附属図書館 【(熊本大学附属図書館情報管理課電子情報係)】
大分大学経済研究所,経済学部情報ｼｽﾃﾑ管理室 【下田 憲雄 (大分大学経済学部)】
総合研究開発機構大来記念政策研究情報館 【中村 (総合研究開発機構)】
財団法人大倉精神文化研究所 【平井 誠二 (財団法人大倉精神文化研究所)】
大阪市立博物館 資料室 【澤井 浩一 (大阪市立博物館 学芸課 資料室担当)】
大阪府立産業開発研究所 【木村 和彦 (大阪府立産業開発研究所 企画調整課)】
図書館 【整理係 (沖縄大学図書館)】
洗足学園大学附属打楽器研究所 【松本祐二 (洗足学園大学附属打楽器研究所)】
田中正彦 【田中正彦 (兵庫大学)】
福井県工業技術ｾﾝﾀｰ 【情報ｼｽﾃﾑ研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ (福井県工業技術ｾﾝﾀｰ情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ部)】
福井県工業技術ｾﾝﾀｰ 【情報ｼｽﾃﾑ研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ (福井県工業技術ｾﾝﾀｰ情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ部)】

19/20世紀蔵書票ｺﾚｸｼｮﾝﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ･ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ 【二郷 智子 (京都工芸繊維大学附属図書館)】
SEAPA (Socio‐economic Analysis of Performing Arts) Research Project 【松田芳郎
(東京国際大学 経済学部)】
京都外国語大学付属図書館 【(京都外国語大学付属図書館)】
平野英保他15名 【平野英保 (産業医科大学.医学部.生化学教室)】

作成者の名称【問い合わせ先 氏名（大学・機関名等）】

教育ﾒﾃﾞｨｱ著作権関連情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
教育用ｿﾌﾄｳｪｱ情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
教科書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
教職員研修講座ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
京都大学放射性同位元素等取扱施設(仮称)
京都大学ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
共立薬科大学図書館蔵書目録
岐阜工業高等専門学校図書館 蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
国別労働情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
熊本大学三十年史ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
倉敷市立短期大学研究情報(仮称)
群馬工業高等専門学校図書館蔵書目録
慶應義塾図書館所蔵貴重書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

海外労働時報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
開発協力関連図書資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
科学衛星ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
核に関する宇大構成員の意識調査(1986年)
加工技術ﾃﾞｰﾀﾌｧｲﾙ
果実の加工品及び調理法等に関するﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
活水所蔵雑誌紀要目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
活水所蔵洋書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
活水所蔵和書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
金沢文庫資料情報検索ｼｽﾃﾑ
金沢文庫図書資料情報検索ｼｽﾃﾑ
刊行物､研究報告書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
外書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
外像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
学習事例ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ92
学習事例ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ95
学生総合情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
学校教職員等自作の教材･教具ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
学校における教育実践研究主題ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ｷｪﾙｹｺﾞｰﾙ文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
貴重図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
九州看護福祉大学 学術情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
教育学系博士･修士学位論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
教育研究所･教育ｾﾝﾀｰ刊行論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

ｵﾝﾗｲﾝ所蔵目録
ｵﾝﾗｲﾝ目録
ｵﾝﾗｲﾝ目録
海外の公共政策研究機関情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

創価大学附属図書館 【(図書館情報ｻｰﾋﾞｽ課)】
流通経済大学図書館 【(流通経済大学図書館)】
附属図書館 【(熊本県立大学附属図書館)】
総合研究開発機構大来記念政策研究情報館 【中村 (総合研究開発機構大来記念政策研究
情報館)】
日本労働研究機構ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ管理部 【ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ管理部運用課 (日本労働研究機構)】
国際開発ｾﾝﾀｰ調査部情報ﾕﾆｯﾄ 【調査部情報ﾕﾆｯﾄ ((財)国際開発ｾﾝﾀｰ)】
宇宙科学研究所 【加藤輝雄 (宇宙科学研究所)】
軍縮と核兵器廃絶を求める宇都宮大学教員有志の集い 【田中秀幸 (宇都宮大学農学部)】
(財)機械振興協会 技術研究所 【新谷 聰 (財団法人機械振興協会技術研究所調査普及課)】
果樹試験場 【鈴木 大助 (農林水産省 果樹試験場)】
活水女子大学･短期大学 図書課 【(図書課)】
活水女子大学･短期大学 図書課 【(図書課)】
活水女子大学･短期大学 図書課 【(図書課)】
神奈川県立金沢文庫 【永井 晋 (神奈川県立金沢文庫)】
神奈川県立金沢文庫 【遠藤 裕邦 (神奈川県立金沢文庫)】
大阪府立産業開発研究所 【(大阪府立産業開発研究所 企画調整課)】
国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ 【情報管理施設 情報課 ﾃﾞｰﾀ管理係 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】
国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ 【情報管理施設情報課ﾃﾞｰﾀ管理係 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】
国立婦人教育会館 【柿沼 徹 (国立婦人教育会館婦人教育情報ｾﾝﾀｰ)】
国立婦人教育会館 【柿沼 徹 (国立婦人教育会館婦人教育情報ｾﾝﾀｰ)】
千葉工業大学情報工学科 【伊與田光宏 (千葉工業大学情報工学科)】
国立教育研究所 【小松幸廣 (国立教育研究所教育情報･資料ｾﾝﾀｰ教育内容情報研究室)】
国立教育研究所 【吉岡亮衛 (国立教育研究所教育情報･資料ｾﾝﾀｰ･教育情報調査室)】
関西学院大学ｷｪﾙｹｺﾞｰﾙ文献ｼｽﾃﾑ作成共同研究会 【橋本淳 (関西学院大学神学部)】
大阪市立大学 学術情報総合ｾﾝﾀｰ 【湖城 強 (大阪市立大学学術情報総合ｾﾝﾀｰ)】
九州看護福祉大学図書館 【加藤 麻樹 (九州看護福祉大学)】
国立教育研究所 【吉岡亮衛 (国立教育研究所教育情報･資料ｾﾝﾀｰ･教育情報調査室)】
国立教育研究所/全国教育研究所連盟 【吉岡亮衛 (国立教育研究所教育情報･資料ｾﾝﾀｰ･
教育情報調査室)】
ﾒﾃﾞｨｱ教育開発ｾﾝﾀｰ 【飛鋪 真 (ﾒﾃﾞｨｱ教育開発ｾﾝﾀｰ事業部情報資料室ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｻｰﾋﾞｽ係)】
国立教育研究所 【吉岡亮衛 (国立教育研究所教育情報･資料ｾﾝﾀｰ･教育情報調査室)】
(財)教科書研究ｾﾝﾀｰ 【附属教科書図書館 ((財)教科書研究ｾﾝﾀｰ)】
国立教育研究所 【吉岡亮衛 (国立教育研究所教育情報･資料ｾﾝﾀｰ･教育情報調査室)】
京都大学放射性同位元素総合ｾﾝﾀｰ 【管理室 (京都大学放射性同位元素総合ｾﾝﾀｰ)】
京都大学附属図書館 【(京都大学附属図書館 情報管理課電子情報掛)】
共立薬科大学図書館 【荒井範子 (共立薬科大学図書館)】
岐阜工業高等専門学校 庶務課図書係 【長屋 勇 (岐阜工業高等専門学校 庶務課図書係)】
日本労働研究機構ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ管理部 【ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ管理部運用課 (日本労働研究機構)】
学内学術出版物電子化ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 【(熊本大学附属図書館情報管理課電子情報係)】
倉敷市立短期大学及び個人 【永田 桂輔 (倉敷市立短期大学)】
群馬工業高等専門学校図書館 【三田村道子 (群馬工業高等専門学校図書館)】
慶應義塾大学三田ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ 【情報管理担当 (慶應義塾大学ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ本部)】

滋賀医科大学研究者総覧
滋賀文化短期大学蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
静岡大学博士･学位論文内容の要旨ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
施設ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ93
島根県立国際短大図書館目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
郷土資料目
録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
(社)中国研究所ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
週刊労働ﾆｭｰｽﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
宗教民俗学資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
淑徳短期大学図書館蔵書目録(仮称)
手術式別器械材料準備ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
唱歌索引
昭和音楽大学附属図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
昭和定本日蓮聖人遺文ｼｽﾃﾑ

神戸女子大学卒業論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
高野山大学所蔵図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
国語教科書･教科書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
国語教科書･作品ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
国語教科書･発行者ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
国際交流団体ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ94
国際仏教学大学院大学附属図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
国立音楽大学附属図書館OPACﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
国立極地研究所学術雑誌目録(仮称)
先染織物規格(仮称)
材料設計用ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

高校入試問題ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

工業化学科図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
講義要項ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
航空写真検索ｼｽﾃﾑ

高ｴﾈﾙｷﾞｰ物質の爆発危険性ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(作成中)

慶應義塾図書館所蔵旧分類洋書目録(仮称)
慶應義塾図書館所蔵旧分類和漢書目録(仮称)
研究業績ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
研究集会ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
研究資料ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ
研究成果一覧(仮称)
現行法令ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
原爆資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

(社)中国研究所 【((社)中国研究所)】
日本労働研究機構ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ管理部 【ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ管理部運用課 (日本労働研究機構)】
田島照久 【田島照久 (早稲田大学第一文芸部)】
淑徳短期大学図書館 【芹川 博通 (淑徳短期大学図書館)】
岡山大学医学部附属病院中央手術部 【川上 雅弘 (岡山大学医学部附属病院中央手術部)】
国立音楽大学附属図書館 【南部好江 (国立音楽大学附属図書館)】
昭和音楽大学附属図書館 【附属図書館 (昭和音楽大学)】
身延山久遠寺 【(立正大学仏教学部事務室)】

慶應義塾大学三田ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ 【情報管理担当 (慶應義塾大学ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ本部)】
慶應義塾大学三田ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ 【情報管理担当 (慶應義塾大学ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ本部)】
高崎 光浩 【高崎 光浩 (佐賀医科大学医学部麻酔蘇生学講座)】
国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ 【情報管理施設 情報課 情報処理係 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】
運輸省航海訓練所 【芋生(ｲﾓｵ)秀作 (運輸省航海訓練所)】
広島県立食品工業技術ｾﾝﾀｰ 【米田 達雄 (広島県立食品工業技術ｾﾝﾀｰ)】
国立情報学研究所 【ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ課ﾃﾞｰﾀ処理技術係 (国立情報学研究所)】
長崎大学医学部附属原爆後障害医療研究施設 資料収集保存部資料調査室 【近藤 久義
(長崎大学医学部附属原爆後障害医療研究施設資料収集保存部資料調査室)】
物質工学工業技術研究所 極限反応部 高ｴﾈﾙｷﾞｰ化学研究室 【飯田 光明 (物質工学研
究所 極限反応部)】
東京理科大学 工学部工業化学科 【桑野 潤 (東京理科大学 工学部工業化学科)】
神戸学院大学 教務部 【大西 慶作 (神戸学院大学 情報処理ｾﾝﾀｰ)】
奈良国立文化財研究所 【小林謙一､森本晋､伊藤智彦 (奈良国立文化財研究所埋蔵文化財
ｾﾝﾀｰ情報資料室)】
高校入試問題ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会 【坂谷内勝 (国立教育研究所教育情報･資料ｾﾝﾀｰ教育
情報研究協力室)】
情報科学研究室ｾﾞﾐﾅｰﾙ 【西田実継 (神戸女子大学)】
高野山大学図書館 【武田 陽一郎 (高野山大学図書館)】
(財)教科書研究ｾﾝﾀｰ 【附属教科書図書館 ((財)教科書研究ｾﾝﾀｰ)】
(財)教科書研究ｾﾝﾀｰ 【附属教科書図書館 ((財)教科書研究ｾﾝﾀｰ)】
(財)教科書研究ｾﾝﾀｰ 【附属教科書図書館 ((財)教科書研究ｾﾝﾀｰ)】
国立婦人教育会館 【柿沼 徹 (国立婦人教育会館婦人教育情報ｾﾝﾀｰ)】
国際仏教学大学院大学附属図書館 【調査課 (国際仏教学大学院大学附属図書館)】
国立音楽大学附属図書館 【松下 鈞 (国立音楽大学附属図書館)】
国立極地研究所図書室 【山下 敏彦 (国立極地研究所図書室)】
栃木県繊維工業試験場 【機織部 (栃木県繊維工業試験場)】
東京大学人工物工学研究ｾﾝﾀｰ設計科学部門情報知識学会CODATA材料ﾃﾞｰﾀｼｽﾃﾑ委員会 【岩
田修一 (東京大学人工物工学研究ｾﾝﾀｰ)】
滋賀医科大学ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ 【白木 俊男 (滋賀医科大学ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ)】
滋賀文化短期大学図書館 【図書館 (滋賀文化短期大学)】
静岡大学附属図書館 【塚本 雅美 (静岡大学附属図書館 情報ｻｰﾋﾞｽ課ｼｽﾃﾑ管理係)】
国立婦人教育会館 【柿沼 徹 (国立婦人教育会館婦人教育情報ｾﾝﾀｰ)】
島根県立国際短期大学図書館 【藤田 儒聖 (島根県立国際短期大学図書館)】

ﾃﾞｻﾞｲﾝ画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ﾃﾞｼﾞﾀﾙｷﾞｬﾗﾘｰ:超高精細画像検索表示ｼｽﾃﾑ

女性学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(現在OPACに吸収したので､ｵﾘｼﾞﾅﾙの形態でのﾃﾞｰﾀﾍﾞ
ｰｽは存在しない｡)
ｼﾞｮﾝ･ｳｪｽﾚｰの生涯
ｾｲｶ情報検索ｼｽﾃﾑ(仮称)
生活環境ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
星美学園短期大学図書館蔵書目録
生物分野文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
世界の新聞と雑誌−本学図書館から世界の動きを探る−
繊維文献情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
総合統計情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
組織概要情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
園田学園女子大学図書館ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
蔵書検索ｼｽﾃﾑ for 松江工業高等専門学校
蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
｢宝物目録｣ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
滝川畜産試験場総合気象観測ﾃﾞｰﾀ(仮称)
拓殖大学図書館蔵書目録
単行本ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
大東文化大学図書館目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
打楽器ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ曲ｾｯﾃｨﾝｸﾞ表調査(仮称)
打楽器曲編成等調査資料(仮称)
地域産業資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
地中海建築都市文献情報検索ｼｽﾃﾑ
知的所有権の判例ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
千葉県立博物館情報ｼｽﾃﾑ
中近東文化ｾﾝﾀｰ蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
中国語･朝鮮語･ｱﾗﾋﾞｱ語･ﾛｼｱ語図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
調査研究成果ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
筑波技術短期大学 障害者支援学術情報ｼｽﾃﾑ
都留文科大学附属図書館蔵書目録
低温化学熱力学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

女性関連施設ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

所蔵図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
新編日蓮宗年表ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
磁場の生体影響

所蔵図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

大阪府立産業技術総合研究所 【企画部情報管理課長 金田博之 (大阪府立産業技術総合
研究所)】
大分工業高等専門学校庶務課図書係 【椎原 直子 (大分工業高等専門学校庶務課図書係)】
東京薬科大学情報ｾﾝﾀｰ 【相川 弘二 (東京薬科大学 情報ｾﾝﾀｰ)】
日蓮宗宗務院 【(立正大学仏教学部事務室)】
61年度日産研究助成ｸﾞﾙｰﾌﾟ(1989年迄の分)､日本ﾎｰﾑﾍﾙｽ機器工業会･調査研究委員会(1997
年迄の分)個人(1998年以降) 【志賀健 (金蘭短期大学)】
国立婦人教育会館(全国婦人会館協議会が調査実施) 【柿沼 徹 (国立婦人教育会館婦人
教育情報ｾﾝﾀｰ)】
お茶の水女子大学女性文化研究ｾﾝﾀｰ内女性学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ研究会･お茶の水女子大学附属図書
館教育研究学内特別経費ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ 【情報ｼｽﾃﾑ係 (お茶の水女子大学附属図書館)】
坂本 誠 【坂本 誠 (日本ｷﾘｽﾄ教短期大学)】
京都精華大学情報館 【小松泰信 (京都精華大学情報館)】
県立新潟女子短期大学生活科学科 【本間 善夫 (県立新潟女子短期大学生活科学科)】
星美学園短期大学図書館 【白山 真澄 (星美学園短期大学図書館)】
BioScience Information Service 【佐伯 勇 (大阪大学大型計算機ｾﾝﾀｰ研究開発部)】
京都外国語大学付属図書館 【(京都外国語大学付属図書館)】
愛知県尾張繊維技術ｾﾝﾀｰ 【橋本 貴史 (愛知県尾張繊維技術ｾﾝﾀｰ)】
日本労働研究機構計量情報部 【ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ管理部運用課 (日本労働研究機構)】
日本労働研究機構ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ管理部 【ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ管理部運用課 (日本労働研究機構)】
園田学園女子大学図書館 【吉村 康子 (園田学園女子大学図書館)】
松江工業高等専門学校 【(松江工業高等専門学校図書館)】
日本労働研究機構ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ管理部 【ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ管理部運用課 (日本労働研究機構)】
｢宝物目録｣ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会 【池田 厚史 (東京国立博物館資料部)】
滝川畜産試験場 【(北海道立滝川畜産試験場 草地飼料作物科)】
拓殖大学図書館 【東 悦子 (拓殖大学図書館)】
兵庫県立衛生研究所 疫学情報部 【田中 英樹 (兵庫県立衛生研究所 疫学情報部 図書室)】
大東文化大学図書館 【藤井英明 (大東文化大学図書館)】
洗足学園大学附属打楽器研究所 【松本祐二 (洗足学園大学附属打楽器研究所)】
洗足学園大学付属打楽器研究所 【松本祐二 (洗足学園大学附属打楽器研究所)】
高岡短期大学開放ｾﾝﾀｰ 【河西 義一 (高岡短期大学 短期大学開放ｾﾝﾀｰ)】
熊本大学工学部建築学科内地中海建築研究会 【伊藤重剛 (熊本大学工学部環境ｼｽﾃﾑ工学科)】
近畿大学産業･法律研究所 播磨良承,高橋秀和 【高橋 秀和 (近畿大学産業･法律情報研究所)】
千葉県教育庁生涯学習部文化課 【小田島 高之 (千葉県立中央博物館)】
中近東文化ｾﾝﾀｰ 【図書室 ((財)中近東文化ｾﾝﾀｰ)】
慶應義塾大学三田ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ､日吉ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ 【ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽﾒﾃﾞｨｱ (慶應義塾大学ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ本部)】
日本労働研究機構ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ管理部 【ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ管理部運用課 (日本労働研究機構)】
筑波技術短期大学 学術国際交流 【柳田 なみ子 (筑波技術短期大学)】
都留文科大学附属図書館 【(都留文科大学附属図書館)】
東京工業大学応用ｾﾗﾐｯｸｽ研究所 阿竹研究室 【阿竹徹 (東京工業大学応用ｾﾗﾐｯｸｽ研究所ｾ
ﾗﾐｯｸｽ解析部門)】
埼玉県工業技術ｾﾝﾀｰ北部研究所 【飯島 義雄 (埼玉県工業技術ｾﾝﾀｰ北部研究所)】
国立西洋美術館 【波多野宏之 (国立西洋美術館)】

日本福祉大学図書所蔵ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
農業機械学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
農業研究情報ﾈｯﾄﾜｰｸﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
俳諧関係資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
被爆関連文献全文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ﾌｪﾘｽ女学院大学附属図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
福井県工業技術ｾﾝﾀｰ研究員情報
福井県繊維技術協会会員情報
藤女子大学図書館ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
仏教学関係雑誌文献目録
文書検索
平和科学研究ｾﾝﾀｰ蔵書目録
法政大学学術研究ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
北陸先端科学技術大学院大学学位論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

長崎県立大学図書情報ｾﾝﾀｰ 所蔵目録(仮称)
長崎総合科学大学附属図書館所蔵目録
名古屋市工業研究所企業情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
名古屋市工業研究所設備機器案内情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
名古屋市工業研究所ｿﾌﾄｳｴｱ情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
名古屋市立大学図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
新潟県保育ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
日本演劇原資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
日本研究機関ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
日本の公共政策研究機関情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
日本の公共政策研究抄録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
日本美術ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

東京音楽大学付属図書館0PAC(仮称)
東京女子大学図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
東京大学研究者紹介ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
東北学院大学図書館 資料検索ｼｽﾃﾑ
徳島県文化･学習情報ｼｽﾃﾑ博物館ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)所蔵紀要目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
図書･雑誌目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
図書･雑誌目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
図書台帳(仮称)
図書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
とっとり技術情報
鳥取県工業試験場研究報告
豊田工業大学 附属図書館 所蔵目録(仮称)
長岡技術科学大学紀要ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

東京音楽大学付属図書館 【木島健一 (東京音楽大学付属図書館)】
東京女子大学図書館 【情報ｼｽﾃﾑ課 (東京女子大学図書館)】
東京大学研究協力部研究協力課 【(東京大学研究協力部研究協力課総務掛)】
東北学院大学図書館 【(東北学院大学 中央図書館)】
徳島県立博物館 【情報ｼｽﾃﾑ担当 (徳島県立21世紀館)】
附属図書館 【附属図書館 天雲成津子 (秋田公立美術工芸短期大学)】
広島中央女子短期大学図書館 【辻 節子 (広島中央女子短期大学 図書館)】
新潟大学附属図書館 【西脇 紀子 (新潟大学附属図書館情報ｻｰﾋﾞｽ課学術情報係)】
宮崎公立大学附属図書館 【梅村 千恵子 (宮崎公立大学附属図書館)】
図書委員会 【渡辺 定良 (新潟県保健環境科学研究所 調査研究室 情報調査科)】
防衛庁防衛大学校図書館 【整理係 (防衛庁防衛大学校図書館事務室)】
鳥取県工業試験場 情報委員会 【田上 重雄 (鳥取県工業試験場 技術情報科)】
鳥取県工業試験場研究報告編集委員会 【田上 重雄 (鳥取県工業試験場 技術情報科)】
附属図書館 図書情報ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【保富 洋子 (豊田工業大学 附属図書館 図書情報ｸﾞﾙｰﾌﾟ)】
長岡技術科学大学附属図書館情報処理ｾﾝﾀｰ 【(長岡技術科学大学 教務部図書課 目
録情報係)】
長崎県立大学 図書情報ｾﾝﾀｰ 【山口 容子 (長崎県立大学図書情報ｾﾝﾀｰ)】
長崎総合科学大学附属図書館 【伴 卓士 (長崎総合科学大学附属図書館)】
名古屋市工業研究所 【筒井 光範 (名古屋市工業研究所研究企画室)】
名古屋市工業研究所 【筒井 光範 (名古屋市工業研究所 研究企画室)】
名古屋市工業研究所 【筒井 光範 (名古屋市工業研究所 研究企画室)】
名古屋市立大学図書館 【(名古屋市立大学図書館)】
斎藤 裕 【斎藤 裕 (県立新潟女子短期大学)】
早稲田大学演劇博物館 【鈴木 義夫 (早稲田大学演劇博物館)】
国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ 【情報管理施設 情報課 情報処理係 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】
総合研究開発機構大来記念政策研究情報館 【錦織 誠 (総合研究開発機構図書館)】
総合研究開発機構大来記念政策研究情報館 【錦織 誠 (総合研究開発機構図書館)】
海外日本美術情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 【情報管理施設 情報課 ﾃﾞｰﾀ管理係 (国際日本文
化研究ｾﾝﾀｰ)】
日本福祉大学付属図書館 【時實 育代 (日本福祉大学付属図書館)】
川村恒夫(神戸大学農学部) 【川村恒夫 (神戸大学農学部食料生産環境工学科)】
徳島県立農業試験場 【林 博昭･近藤 真二 (徳島県立農業試験場 情報企画科)】
俳諧関係資料の会(代表 雲英末雄) 【雲英末雄 (早大文学部 雲英研究室)】
文部省科研費研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ(代表･松尾雅嗣) 【松尾雅嗣 (広島大学平和科学研究ｾﾝﾀｰ)】
ﾌｪﾘｽ女学院大学附属図書館 【森谷智 (ﾌｪﾘｽ女学院大学附属図書館)】
福井県工業技術ｾﾝﾀｰ 【情報ｼｽﾃﾑ研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ (福井県工業技術ｾﾝﾀｰ)】
福井県工業技術ｾﾝﾀｰ 【情報ｼｽﾃﾑ研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ (福井県工業技術ｾﾝﾀｰ情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ部)】
藤女子大学図書館 【図書課長 (藤女子大学図書館)】
印度学仏教学会 【(立正大学仏教学部事務室)】
福井県環境科学ｾﾝﾀｰ 【(福井県環境科学ｾﾝﾀｰ 大気科学部 環境情報研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ)】
広島大学平和科学研究ｾﾝﾀｰ 【松尾雅嗣 (広島大学平和科学研究ｾﾝﾀｰ)】
法政大学研究推進室 【松井 邦夫 (法政大学学務部付研究推進室)】
北陸先端科学技術大学院大学附属図書館 【電子情報担当 (北陸先端科学技術大学院大学

労使関係情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
労働衛生研究文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
労働関係調査研究機関ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
労働政策ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
論文情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
和歌山大学経済学部 経済研究所 所蔵目録 ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
和光大学附属梅根記念図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
早稲田大学教育総合研究所(仮称)

歴博図書目録
ﾚｺｰﾄﾞ総目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

山梨大学蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
要覧ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
立教女学院短期大学図書館資料目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
林産試験場の刊行物の紹介

武蔵野美術大学美術資料図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
森恭三著作集CD‑ROM版

松本歯科大学図書館蔵書･書誌ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
三重大学ｵﾝﾗｲﾝ目録検索DB
民博ｺｽﾁｭｰﾑﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

北海道大学演習林研究報告目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ日本語版(仮称)

北海道大学演習林研究報告目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ英語版(仮称)

学術情報課)】
北海道大学農学部附属演習林 【研究協力技術班(担当 間宮春大) (北海道大学農学部附
属演習林)】
北海道大学農学部附属演習林 【研究協力技術班(担当 間宮春大) (北海道大学農学部附
属演習林)】
松本歯科大学図書館･紀伊国屋書店ほか 【吉江 吉夫 (松本歯科大学図書館)】
三重大学附属図書館 【(三重大学附属図書館)】
高橋晴子(大阪樟蔭女子大学学芸学部)､久保正敏(国立民族学博物館博物館民族学研究部)､
大丸 弘(国立民族学博物館)､八村広三郎(立命館大学理工学部)､猿田佳那子(同志社女
子大学生活科学部)､田中昌美 【久保 正敏 (国立民族学博物館 博物館民族学研究部)】
武蔵野美術大学美術資料図書館 【本庄 美千代 (武蔵野美術大学美術資料図書館)】
東京大学社会情報研究所附属ﾒﾃﾞｨｱ資料ｾﾝﾀｰ 【村上 晋司 (東京大学社会情報研究所情
報資料掛)】
山梨大学附属図書館 【手塚 久盛 (山梨大学附属図書館)】
米澤真理子 【米澤 眞理子 (京都大学東南ｱｼﾞｱ研究ｾﾝﾀｰ)】
立教女学院短期大学図書館 【(立教女学院短期大学図書館)】
北海道立林産試験場 企画指導部 普及課 技術係 【企画指導部 普及課 技術係 (北
海道立林産試験場)】
国立歴史民俗博物館 【資料課図書係 (国立歴史民俗博物館)】
千葉大学工学部電気電子工学科電子ｼｽﾃﾑ講座､日本ｺﾛﾑﾋﾞｱ株式会社 【池田宏明､檜垣泰彦
(千葉大学工学部都市環境ｼｽﾃﾑ学科)】
日本労働研究機構ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ管理部 【ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ管理部運用課 (日本労働研究機構)】
労働省産業医学総合研究所 【久保田 均 (労働省産業医学総合研究所労働疫学研究部)】
日本労働研究機構ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ管理部 【ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ管理部運用課 (日本労働研究機構)】
日本労働研究機構ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ管理部 【ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ管理部運用課 (日本労働研究機構)】
日本労働研究機構ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ管理部 【ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ管理部運用課 (日本労働研究機構)】
和歌山大学経済学部 経済研究所 【(和歌山大学 経済学部 経済研究所)】
和光大学附属梅根記念図書館 【沢里冬子 (和光大学附属梅根記念図書館)】
早稲田大学教育総合研究所 【木山 勇 (早稲田大学教育総合研究所)】

心身障害学系･教官研究活動ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

データベースの名称

Swet Scanﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
TULIPS所蔵雑誌ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
TULIPS所蔵図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
TULIPS全文情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ULIS OPAC
愛知医科大学医学情報ｾﾝﾀｰﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
愛知淑徳大学AVｾﾝﾀｰ管理ｼｽﾃﾑ(AMUNES)
愛知淑徳大学図書館ｵﾝﾗｲﾝ目録ｻｰﾋﾞｽ(仮称)

Aoyama Gakuin University Library Resource Online
Retrieval
Aoyama Gakuin University Library Resources Online Retrieval
Assistance System 21
ASULIB
BOST Lib.
CALIS
CALIS(仮称)
EZ‑CAT
Fukuoka University of Education,Lan & Library(仮称)
JANｺｰﾄﾞ商品情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
LILIPUT‑OPAC(東京大学附属図書館全学総合目録)
LINKIT‑Ⅱ
Maple.cat 東洋英和女学院大学図書館OPAC 図書館資料検索ｼｽﾃﾑ
NBU総合図書館情報ｼｽﾃﾑ(Nippon Bunri University Information
Control Expert System)
NDC(日本十進分類法)新訂7版/8版相互索引
Nipponalia(ﾆｯﾎﾟﾅﾘｱ)
Online Public Access Catalog
OPAC
OPAC
OPAC
OPAC
OPAC
OPAC
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
Phoenix‑lib‑Data Base(仮称)
Scientific and Technical Term Database
SHIRAYURI‑LIBNET
Spring‑8論文登録一覧
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相互索引編集ｸﾞﾙｰﾌﾟびぶりおん 【野口恒雄 (佛教大学通信教育部)】
京都外国語大学付属図書館 【(京都外国語大学付属図書館)】
附属図書館 【情報ｼｽﾃﾑ係長 (茨城大学附属図書館情報ｻｰﾋﾞｽ課)】
目白大学新宿図書館､目白大学岩槻図書館 【新宿事務局図書課 (目白大学)】
目白大学図書館 目白学園総合図書館 【学術情報課 (目白大学図書館)】
東洋学園大学･東洋女子短期大学図書館 【図書館 (東洋学園大学､東洋女子短期大学)】
附属図書館 【受入･整理担当 (京都府立医科大学附属図書館)】
東洋女子短期大学図書館 【図書館 (東洋女子短期大学)】
鈴鹿医療科学大学附属図書館 【松永ひとみ (鈴鹿医療科学大学附属図書館)】
九州保健福祉大学 附属図書館 【矢野 朋光 (九州保健福祉大学 附属図書館)】
科学技術用語研究会 【藤原譲 (神奈川大学理学部情報科学科)】
白百合女子大学図書館 【(白百合女子大学図書館)】
(財)高輝度光科学研究ｾﾝﾀｰ利用業務部図書情報課 【(財団法人 高輝度光科学研究ｾﾝﾀ
ｰ利用業務部図書情報課)】
東京大学情報基盤ｾﾝﾀｰ 【(東京大学基盤情報ｾﾝﾀｰ学術情報ﾘﾃﾗｼｰ掛)】
筑波大学附属図書館 【(筑波大学図書館部情報ｼｽﾃﾑ課ｼｽﾃﾑ管理係)】
筑波大学附属図書館 【(筑波大学図書館部情報ｼｽﾃﾑ課ｼｽﾃﾑ管理係)】
筑波大学附属図書館 【(筑波大学図書館部情報ｼｽﾃﾑ課ｼｽﾃﾑ管理係)】
図書館情報大学附属図書館 【(図書館情報大学図書館情報課情報資料係)】
愛知医科大学 医学情報ｾﾝﾀｰ(図書館) 【坪内政義 (愛知医科大学医学情報ｾﾝﾀｰ(図書館))】
愛知淑徳大学AVｾﾝﾀｰ 【村瀬 あゆ美 (愛知淑徳大学AVｾﾝﾀｰ)】
愛知淑徳大学図書館 【杉山麻里 (愛知淑徳大学図書館)】

心身障害学系(発行者:吉野公喜､作成者:小畑文也) 【発行者:吉野公喜､作成者:小畑文也
(筑波大学心身障害学系)】
1.青山学院大学女子短期大学図書館 2.青山学院大学図書館(本館､理工学部分館､厚木分
館) 【ｼｽﾃﾑ担当 (青山学院大学図書館本館)】
1.青山学院大学図書館(本館､理工学部分館､厚木分館)2.青山学院女子短期大学図書館
【ｼｽﾃﾑ担当 (青山学院大学図書館本館)】
愛知産業大学･短期大学図書館 【(愛知産業大学･短期大学図書館)】
生物理工学部図書館 【加藤あずさ (近畿大学生物理工学部図書館)】
金城学院大学図書館 【鈴木卓美 (金城学院大学図書館)】
名城大学附属図書館 【今井 誠 (名城大学附属図書館)】
京都産業大学図書館 【(京都産業大学図書館目録情報課)】
福岡教育大学附属図書館 【(福岡教育大学附属図書館図書情報係)】
(財)流通ｼｽﾃﾑ開発ｾﾝﾀｰ 【飯田 希久子 ((財)流通ｼｽﾃﾑ開発ｾﾝﾀｰ)】
東京大学附属図書館 【(東京大学情報基盤ｾﾝﾀｰ 学術情報ﾘﾃﾗｼｰ掛)】
金沢工業大学 【(金沢工業大学 ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰｾﾝﾀｰ)】
東洋英和女学院大学図書館 【山口 和平 (東洋英和女学院大学図書館)】
日本文理大学図書館 【小平 正典 (日本文理大学図書館)】

作成者の名称【問い合わせ先 氏名（大学・機関名等）】

図書館

Internet

宇部高専蔵書目録(仮称)
宇部短期大学 附属図書館蔵書目録(仮称)
映画音響教材情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
英知大学 図書館蔵書目録(仮称)
江戸時代における人口分析ｼｽﾃﾑ
桜花学園大学蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
大分大学産学連携研究者情報
大阪経済大学蔵書目録(仮称)
大阪国際女子大学･大阪国際女子短期大学附属図書館Digital
Library(大阪国際女子大学紀要等学術情報ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽを含む
大阪国際大学紀要/国際研究論叢CD‑ROM版
大阪国際大学図書館蔵書目録
大阪信愛女学院短期大学図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
大阪成蹊短大蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
大阪短期大学図書館所蔵目録(仮称)
大阪大学附属図書館総合目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
大阪府立大学図書館ｼｽﾃﾑ
大手前女子大学･短期大学図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
大手前女子大学･短期大学図書館書蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
岡山商科大学附属図書館蔵書目録(仮称)
岡山大学附属図書館 ｵﾝﾗｲﾝ利用者目録(OPAC)

on

目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

明石工業高等専門学校図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
秋田県立大学 蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
秋田工業高等専門学校蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
秋田大学蔵書検索ｼｽﾃﾑ
明の星女子短期大学図書館所蔵目録
旭川医科大学書誌.所蔵ﾃﾞｰﾀ
朝日大学図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
阿南高専図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
ｱﾌﾘｶ地域研究資料ｾﾝﾀｰ書誌ﾃﾞｰﾀｰﾍﾞｰｽ
有明高専図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
飯田女子短期大学図書館ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
石川工業高等専門学校 総合目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
茨城県地名索引(仮称)
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ学術情報ｲﾝﾃﾞｯｸｽ:Index of Resources
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ美術館(仮称)
引用文献検索ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
宇都宮大学大学院工学研究科ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ(仮称)

愛知大学蔵書目録
青森公立図書館所蔵目録
青森中央学院大学･青森中央短期大学

大阪国際大学 【足立恭和 (大阪国際大学図書館)】
大阪国際大学図書館 【足立 恭和 (大阪国際大学図書館)】
大阪信愛女学院短期大学図書館 【谷嶋正彦 (大阪信愛女学院短期大学図書館)】
大阪成蹊女子短期大学図書館 【矢追茂夫 (大阪成蹊女子短期大学)】
大阪短期大学図書館 【井川 貴通 (大阪短期大学図書館)】
大阪大学附属図書館 【電子情報掛 (大阪大学附属図書館情報ｻｰﾋﾞｽ課)】
大阪府立大学総合情報ｾﾝﾀｰ 【学術情報ｸﾞﾙｰﾌﾟ 情報ｼｽﾃﾑ担当 (大阪府立大学総合情報ｾﾝﾀｰ)】
大手前女子短期大学図書館 【織田 美樹子 (大手前女子短期大学図書館)】
大手前女子大学図書館 【松浦 正 (大手前女子大学図書館)】
岡山商科大学附属図書館 【植木八洲憲 (岡山商科大学附属図書館)】
岡山大学附属図書館 【情報ｻｰﾋﾞｽ課電子情報係 (岡山大学附属図書館)】

愛知大学図書館 【三浦 文博 (愛知大学豊橋図書館)】
青森公立大学図書館 【図書館 (青森公立大学)】
青森中央学院大学･青森中央短期大学 図書館情報ｾﾝﾀｰ 【図書館事務室 (青森中央学院
大学･青森中央短期大学 図書館情報ｾﾝﾀｰ)】
明石工業高等専門学校図書係 【図書係長 (明石工業高等専門学校図書館)】
秋田県立大学 図書･情報ｾﾝﾀｰ室 【芳賀 奈央子 (秋田県立大学 図書･情報ｾﾝﾀｰ室)】
秋田工業高等専門学校図書館 【高橋 寛 (秋田工業高等専門学校図書館)】
秋田大学附属図書館 【碇子 洋行 (秋田大学附属図書館専門員)】
明の星女子短期大学図書館 【遠藤 恵子 (明の星女子短期大学図書館)】
旭川医科大学附属図書館 【情報管理係 (旭川医科大学附属図書館)】
朝日大学図書館 【熊谷 健治 (朝日大学図書館)】
阿南工業高等専門学校図書館 【吉本 敏弘 (阿南工業高等専門学校)】
ｱﾌﾘｶ地域研究資料ｾﾝﾀｰ 【山越 言 (京都大学ｱﾌﾘｶ地域研究資料ｾﾝﾀｰ情報資料室)】
有明工業高等専門学校図書館 【昌子 喜信 (有明工業高等専門学校)】
飯田女子短期大学図書館 【塩沢千文 (飯田女子短期大学図書館)】
石川高専 庶務課 図書係 【橘 洋平 (石川工業高等専門学校庶務課図書係)】
中村直美､金井弘夫 【中村直美 (茨城大学教育学部)】
東京大学情報基盤ｾﾝﾀｰ 【(東京大学情報基盤ｾﾝﾀｰ 学術情報ﾘﾃﾗｼｰ掛)】
筑波大学芸術学系 【山中 敏正 (筑波大学芸術学系)】
国立情報学研究所 【ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ課ﾃﾞｰﾀ処理技術係 (国立情報学研究所)】
宇都宮大学工学部･工学研究科 【西田靖 (宇都宮大学大学院 工学研究科ｴﾈﾙｷﾞｰ環境科
学専攻)】
宇部工業高等専門学校図書係 【田村 紀見子 (宇部工業高等専門学校図書係)】
宇部短期大学 附属図書館 【(宇部短期大学 附属図書館)】
ﾒﾃﾞｨｱ教育開発ｾﾝﾀｰ 【飛鋪 真 (ﾒﾃﾞｨｱ教育開発ｾﾝﾀｰ事業部情報資料室ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｻｰﾋﾞｽ係)】
英知大学図書館 【古田 富子 (英知大学図書館)】
川口 洋 【川口 洋 (帝塚山大学経営情報学部)】
【保科 明治 (桜花学園大学 桜堂記念図書館)】
大分大学地域共同研究ｾﾝﾀｰ 【伊藤正実 (大分大学 地域共同研究ｾﾝﾀｰ)】
大阪経済大学図書館 【橋本 稔 (大阪経済大学図書館)】
大阪国際女子大学･短期大学附属図書館 【(大阪国際女子大学･短期大学附属図書館)】

図書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

(学)明倫学園図書館ｼｽﾃﾑ
学位論文索引ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
学習院所蔵資料目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
学習空間に関する映像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
学術関係会議等開催情報(日本学術会議編)
学術研究論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
学術研究論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

館蔵文書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
神田外語大学附属図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
寒地土木技術情報ｾﾝﾀｰ蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

看護大学附属図書館蔵書目録(仮称)
関西福祉科学大学･関西女子短期大学

環境のための地球規模の学習及び観測計画ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

岡山理科大学紀要論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
岡山理科大学図書･雑誌ﾃﾞｰﾀ(仮称)
小笠原諸島に関する人文･社会科学関係文献目録
小樽商科大学ﾋﾞｼﾞﾈｽ創造ｾﾝﾀｰ所蔵､資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
ｵﾝﾗｲﾝ学術用語集
ｵﾝﾗｲﾝ蔵書目録
ｵﾝﾗｲﾝ目録検索ｼｽﾃﾑ(KITL‑OPAC)
開発協力関連図書資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
嘉悦女子短期大学図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
科学研究費補助金研究採択課題ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
科学研究費補助金研究成果概要ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
香川医科大学附属図書館書誌･所蔵ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
香川県立医療短期大学図書館資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
香川大学附属図書館目録所蔵ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
核図表ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
鹿児島国際大学附属図書館蔵書検索(OPAC)
鹿児島純心女子短期大学図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
鹿児島大学附属図書館所蔵貴重資料目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
鹿児島大学目録所在情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
貸出管理ｼｽﾃﾑ
形の科学文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
金沢学院大学図書館蔵書検索
金沢大学総合目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
鹿屋体育大学附属図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
川村学園女子大学図書検索ｼｽﾃﾑ
環境学習ﾈｯﾄﾜｰｸ:環境ﾃﾞｰﾀ観測･活用事業ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

岡山理科大学図書館 【雑誌情報課 (岡山理科大学図書館)】
岡山理科大学 【雑誌情報課 (岡山理科大学図書館)】
ﾀﾞﾆｴﾙ･ﾛﾝｸﾞ 【ﾀﾞﾆｴﾙ･ﾛﾝｸﾞ (東京都立大学人文学部)】
小樽商科大学ﾋﾞｼﾞﾈｽ創造ｾﾝﾀｰ 【今野茂代 (小樽商科大学ﾋﾞｼﾞﾈｽ創造ｾﾝﾀｰ)】
国立情報学研究所 【ﾈｯﾄﾜｰｸｿﾌﾄｳｴｱ技術係 小陳 (国立情報学研究所開発･事業部ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ課)】
附属図書館 【中川健二 (神戸商船大学附属図書館専門員)】
北見工業大学附属図書館 【(北見工業大学附属図書館)】
国際開発ｾﾝﾀｰ調査部情報ﾕﾆｯﾄ 【調査部情報ﾕﾆｯﾄ ((財)国際開発ｾﾝﾀｰ)】
嘉悦女子短期大学図書館 【山崎 康之 (嘉悦女子短期大学図書館)】
国立情報学研究所 【ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ課ﾃﾞｰﾀ処理技術係 (国立情報学研究所)】
国立情報学研究所 【ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ課ﾃﾞｰﾀ処理技術係 (国立情報学研究所)】
香川医科大学教務部図書課 【(香川医科大学附属図書館)】
香川県立医療短期大学図書館 【高木 由紀子 (香川県立医療短期大学図書館)】
香川大学附属図書館 【(香川大学附属図書館)】
広島国際大学保健医療学部 【堀口 隆良 (広島国際大学 保健医療学部 診療放射線学科)】
鹿児島国際大学附属図書館 【情報ｻｰﾋﾞｽ係 (鹿児島国際大学附属図書館)】
鹿児島純心女子短期大学図書館 【川路孝昭 (鹿児島純心女子短期大学図書館)】
玉里文庫ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会 【森園 壽 (鹿児島大学附属図書館)】
鹿児島大学附属図書館 【(鹿児島大学附属図書館)】
いわき明星大学図書館 【宮腰 俊行 (いわき明星大学図書館)】
形の科学会 【高木隆司 (東京農工大学)】
金沢学院大学図書館 【(金沢学院大学図書館)】
金沢大学附属図書館 【村田勝俊 (金沢大学附属図書館)】
鹿屋体育大学付属図書館 【新門美保子 (鹿屋体育大学附属図書館)】
川村学園女子大学図書館 【高島 明美 (川村学園女子大学図書館)】
東京学芸大学教育学部附属環境教育実践施設 【樋口 利彦 (東京学芸大学教育学部附属
環境教育実践施設)】
東京学芸大学教育学部附属環境教育実践施設 【原子 栄一郎 (東京学芸大学附属環境教
育実践施設)】
愛知県立看護大学附属図書館 【附属図書館 (愛知県立看護大学)】
関西女子短期大学図書館､関西福祉科学大学図書館 【土谷 裕彦(館長) (関西女子短期
大学図書館)】
山口県文書館 【(山口県文書館)】
神田外語大学附属図書館 【相互協力担当 (神田外語大学附属図書館)】
北海道開発局開発土木研究所 企画調整課情報管理係 【町田千恵 (北海道開発局開発土
木研究所)】
(学)明倫学園図書館 【中静 正希 ((学)明倫学園､明倫短期大学)】
国立情報学研究所 【ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ課ﾃﾞｰﾀ処理技術係 (国立情報学研究所)】
学習院大学図書館､学習院女子大学女子短期大学図書館 【情報ｼｽﾃﾑ係 (学習院大学図書館)】
阿部 彰(大阪大学人間科学部教授) 【阿部 彰 (大阪大学人間科学部)】
国立情報学研究所 【ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ課ﾃﾞｰﾀ処理技術係 (国立情報学研究所)】
文部省 学術情報ｾﾝﾀｰ 【高野 順子 (高知医科大学)】
東北大学医療技術短期大学部 総合教育 小林悌二 【小林 悌二 (東北大学医療技術短

Regions)

紀要等論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
近畿大学中央図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
金蘭短期大学蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
岐阜聖徳学園大学OPAC
岐阜大学蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
熊本大学学位論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
久留米工業高等専門学校図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
久留米大学御井図書館 蔵書目録(仮称)
呉工業高等専門学校図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
群馬県立医療短期大学図書館所蔵資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
群馬大学紀要目次情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
群馬大学附属図書館目録所在情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

極地文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(Arctic&Antarctic

京都大学総合目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
京都大学博士学位論文論題一覧ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
京都大学放射性同位元素等取扱施設(仮称)
京都ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑ女子大学所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
共立女子大学図書館 所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

学術雑誌目次速報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
学内論文検索ｼｽﾃﾑ
学会発表ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
北九州高専図書館蔵書目録
北里大学獣医畜産学部 図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
北里大学図書館情報ｼｽﾃﾑ
貴重資料画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
九州看護福祉大学 学術情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
九州産業大学図書館蔵書･書誌ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
九州大学附属図書館目録所在情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
九州ﾙｰﾃﾙ学院大学図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
旧植民地関係資料目録
教育開発国際協力人材ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
教育研究者総覧ﾃﾞｰﾀｰﾍﾞｰｽ(日本語版､英語版)
教官研究課題検索ｼｽﾃﾑ用ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
京都外国語短期大学付属図書館所蔵ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
京都外国語大学付属図書館所蔵ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
京都学園大学図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
京都教育大学蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
京都工芸繊維大学書誌･所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
京都女子大学図書館情報ｼｽﾃﾑ

期大学部)】
国立情報学研究所 【ｺﾝﾃﾝﾂ課文字情報係 (国立情報学研究所)】
横浜国立大学附属図書館 【ｼｽﾃﾑ管理係 (横浜国立大学附属図書館)】
国立情報学研究所 【ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ課ﾃﾞｰﾀ処理技術係 (国立情報学研究所)】
北九州工業高等専門学校庶務課図書係 【濱崎 和子 (北九州工業高等専門学校庶務課図書係)】
北里大学獣医畜産学部 図書館 【(北里大学獣医畜産学部)】
北里大学図書館情報ｾﾝﾀｰ化ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 【土井和美 (北里大学ﾈｯﾄﾜｰｸｾﾝﾀｰ)】
京都大学附属図書館 【(京都大学附属図書館 情報管理課電子情報掛)】
九州看護福祉大学図書館 【加藤 麻樹 (九州看護福祉大学)】
九州産業大学図書館 【古賀 郁子 (九州産業大学図書館)】
九州大学附属図書館 【電子情報掛 (九州大学附属図書館情報ｼｽﾃﾑ課)】
図書館 【水谷 江美子 (九州ﾙｰﾃﾙ学院大学図書館)】
滋賀大学 経済経営研究所 【(滋賀大学経済経営研究所)】
広島大学教育開発国際協力研究ｾﾝﾀｰ 【黒田一雄 (教育開発国際協力研究ｾﾝﾀｰ(広島大学))】
信州大学自己点検･評価運営委員会 【総務部研究協力課研究協力係長 (信州大学)】
横浜国立大学共同研究推進ｾﾝﾀｰ 【専任教官(小金民造) (横浜国立大学共同推進ｾﾝﾀｰ)】
京都外国語短期大学付属図書館 【藤井 達也 (京都外国語短期大学付属図書館)】
京都外国語大学付属図書館 【藤井 達也 (京都外国語大学附属図書館)】
京都学園大学図書館 【上田 準 (京都学園大学図書館)】
京都教育大学附属図書館 【情報管理係 (京都教育大学附属図書館)】
京都工芸繊維大学附属図書館 【二郷 智子 (京都工芸繊維大学附属図書館情報ｼｽﾃﾑ係)】
京都女子大学･京都女子大学短期大学部図書館 【(京都女子大学･京都女子大学短期大
学部図書館図書課)】
京都大学附属図書館 【今井 淑子 (京都大学附属図書館情報管理課目録掛)】
京都大学附属図書館 【(京都大学附属図書館 情報管理課電子情報掛)】
京都大学放射性同位元素総合ｾﾝﾀｰ 【管理室 (京都大学放射性同位元素総合ｾﾝﾀｰ)】
京都ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑ女子大学附属図書館 【森 雅子 (京都ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑ女子大学 附属図書館)】
共立女子大学･共立女子短期大学図書館 図書課 【図書課 情報管理係 (共立女子大学
図書館)】
National Information Service Corporation(CD‑ROM版の配布者) 【図書室長 山内
恭 (国立極地研究所)】
大阪市立大学 学術情報総合ｾﾝﾀｰ 【湖城 強 (大阪市立大学 学術情報総合ｾﾝﾀｰ)】
近畿大学中央図書館 【山岡弥久重 (近畿大学中央図書館)】
金蘭短期大学図書館 【内田 克孝 (金蘭短期大学図書館)】
岐阜聖徳学園大学図書館 【青木 透 (岐阜聖徳学園大学 羽島ｷｬﾝﾊﾟｽ図書館)】
岐阜大学附属図書館 【学術情報係 (岐阜大学附属図書館情報ｻｰﾋﾞｽ課)】
学内学術出版物電子化ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 【(熊本大学附属図書館情報管理課電子情報係)】
久留米工業高等専門学校庶務課図書係 【喜田 貞信 (久留米工業高等専門学校)】
久留米大学御井図書館 【高倉 政美 (久留米大学御井図書館)】
呉工業高等専門学校庶務課図書係 【庶務課図書係 (呉工業高等専門学校)】
図書館 【奈良 厚子 (群馬県立医療短期大学)】
群馬大学附属図書館 【高橋 昭夫 (群馬大学附属図書館)】
群馬大学附属図書館 【高橋 昭夫 (群馬大学附属図書館)】

雑誌記事索引ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
雑誌目次ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
滋賀医科大学図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
志學館大学図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ検索ｻｰﾋﾞｽ(仮)
滋賀大学附属図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

古典作品典拠ﾌｧｲﾙﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
古典籍総合目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
小松短期大学図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
埼玉大学OPAC
埼玉大学教育研究情報
札幌大谷短期大学図書館所蔵ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
札幌市立高等専門学校ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰｼｽﾃﾑ
山陽学園大学･短期大学図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
材料設計用ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

光華女子大学図書館蔵書目録
工学院大学図書館蔵書目録(仮称)
甲子園大学図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
高知高専蔵書検索ｼｽﾃﾑ
高知大学蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
高等教育機関における女性学関連科目ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
甲南大学図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
神戸芸術工科大学図書館検索ｼｽﾃﾑ(仮称)
神戸女学院大学図書館蔵書目録(仮称)
神戸大学教育学部･発達科学部卒業生名簿(仮称)
国際基督教大学図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
国立公衆衛生院附属図書館所蔵資料目録
国立情報学研究所 電子図書館ｻｰﾋﾞｽ
固体地球惑星物質ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(旧:鉱物･無機結晶ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ)

群馬松嶺福祉短期大学図書館所蔵目録
敬愛大学図書館情報検索ｼｽﾃﾑ
経済研究所蔵書目録
経法(仮称)
研究機関･課題DB
研究紀要等ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
研究資源DB
研究ｼｰｽﾞ情報化ｼｽﾃﾑ
研究者ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ
研究報告ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
県立広島女子大学附属図書館 資料検索(仮称)
原医研所蔵原爆文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

群馬松嶺福祉短期大学図書館 【小林 多美子 (群馬松嶺福祉短期大学図書館)】
敬愛大学図書館 【敬愛大学図書館 (同上)】
大分大学経済学部経済研究所 【清水麻由美 (大分大学経済学部経済研究所)】
大阪経済法科大学 図書館 【庶務係または閲覧係 (大阪経済法科大学図書館)】
国立情報学研究所 【国際･研究協力部広報調査課広報調査係 (国立情報学研究所)】
ﾒﾃﾞｨｱ教育開発ｾﾝﾀｰ 【飛鋪 真 (ﾒﾃﾞｨｱ教育開発ｾﾝﾀｰ事業部情報資料室ﾃﾞｰﾍﾞｰｽｻｰﾋﾞｽ係)】
国立情報学研究所 【国際研究協力部 広報調査課 広報調査係 (国立情報学研究所)】
地域共同研究ｾﾝﾀｰ 【児玉明 (広島大学地域共同研究ｾﾝﾀｰ)】
国立情報学研究所 【国際研究協力部 広報調査課 広報調査係 (国立情報学研究所)】
埼玉県工業技術ｾﾝﾀｰ 【矢澤 貞春 (埼玉県工業技術ｾﾝﾀｰ)】
県立広島女子大学附属図書館 【田坂 次彦 (県立広島女子大学附属図書館)】
広島大学原爆放射能医学研究所附属国際放射線情報ｾﾝﾀｰ 【宇吹暁 (広島大学原爆放射能
医学研究所附属国際放射線情報ｾﾝﾀｰ)】
光華女子大学図書館 【(光華女子大学図書館)】
【(工学院大学図書館図書館管理課)】
甲子園大学図書館 【松下 清 (甲子園大学･図書館)】
株式会社ﾌﾞﾚｲﾝﾃｯｸ 【澤田 明美 (庶務課図書係 高知工業高等専門学校)】
高知大学附属図書館 【高橋 晃子 (高知大学附属図書館)】
国立婦人教育会館 【柿沼 徹 (国立婦人教育会館婦人教育情報ｾﾝﾀｰ)】
甲南大学図書館 【永幡 光生 (甲南大学図書館)】
神戸芸術工科大学図書館事務室 【(神戸芸術工科大学図書館事務室)】
神戸女学院大学図書館 【(神戸女学院大学図書館)】
神戸大学教育学部･発達科学部同窓会(紫陽会) 【横尾能範 (神戸大学国際文化学部)】
国際基督教大学図書館 【黒沢公人 (国際基督教大学図書館)】
国立公衆衛生院附属図書館 【磯野威 (国立公衆衛生院附属図書館)】
国立情報学研究所 【郷原 (国立情報学研究所 開発･事業部ｺﾝﾃﾝﾂ課画像ｺﾝﾃﾝﾂ係)】
東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学課 宇宙惑星専攻 【宮本正道(代表) (東京大
学大学院理学系研究科鉱物学専攻)】
国文学研究資料館 【情報整備係 (国文学研究資料館)】
国文学研究資料館 【情報整備係 (国文学研究資料館)】
小松短期大学図書館 【杉本 三津江 (小松短期大学図書館)】
埼玉大学附属図書館 【附属図書館情報ｻｰﾋﾞｽ係 (埼玉大学)】
埼玉大学附属図書館 【室橋 真 (埼玉大学附属図書館)】
札幌大谷短期大学図書館 【(札幌大谷短期大学図書館)】
札幌市立高等専門学校事務局 【(札幌市立高等専門学校事務局学生課学生係)】
山陽学園大学･短期大学図書館 【吉井 万里子 (山陽学園大学･短期大学図書館)】
東京大学人工物工学研究ｾﾝﾀｰ設計科学部門情報知識学会CODATA材料ﾃﾞｰﾀｼｽﾃﾑ委員会 【岩
田修一 (東京大学人工物工学研究ｾﾝﾀｰ)】
東京大学情報基盤ｾﾝﾀｰ 【(東京大学情報基盤ｾﾝﾀｰ学術情報ﾘﾃﾗｼｰ掛)】
岡山理科大学図書館 【雑誌情報課 (岡山理科大学図書館)】
滋賀医科大学附属図書館 【(滋賀医科大学教務部図書課情報ｻｰﾋﾞｽ係)】
志學館大学図書館 【( )】
滋賀大学附属図書館 【太田 仁 (滋賀大学附属図書館)】

純心女子学園早坂記念図書館蔵書目録
順正短期大学･順正高等看護専門学校附属図書館所蔵資料目録
(仮称)
上智大学学術情報総合流通ｼｽﾃﾑ･ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
女子美術短期大学図書館ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
女子美術大学図書館ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
女性学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ90

執筆者一覧ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
島根県立国際短大図書館目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
郷土資料目
録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
島根大学附属図書館目録情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ:VEGA
週刊労働ﾆｭｰｽﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
臭気成分8群の保持値と臭気発生源別のｷｬﾗｸﾀﾘｾﾞｰｼｮﾝおよび健康指
標に関するﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
宗教民俗学資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
淑徳大学みずほ台図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
生涯学習事業ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
尚絅女子学院短期大学図書検索ｼｽﾃﾑ
商品分類別商品ﾃｽﾄ情報
湘北短期大学図書館所蔵図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
職業能力開発総合大学校図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
所蔵映像･音響資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
所蔵資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
所蔵史料目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
所蔵図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
所蔵目録検索ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(OPAC検索) (仮称)
所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
ｼﾗﾊﾞｽﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
新疆ｳｲｸﾞﾙに関する研究者ﾃﾞｰﾀﾌｧｲﾙ
神原文庫分類目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
新聞記事ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
実践女子(短期)大学図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
実践女子大学図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
十文字学園情報･資料ｾﾝﾀｰ図書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

静岡産業大学図書館所蔵目録(仮称)
静岡産業大学藤枝図書館OPAC(仮称)
視聴覚教材登録･検索ｼｽﾃﾑ

田島照久 【田島照久 (早稲田大学第一文芸部)】
淑徳大学みずほ台図書館 【ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｻｰﾋﾞｽ係 (淑徳大学みずほ台図書館)】
国立教育研究所 【山本 慶裕 (国立教育研究所)】
尚絅女子学院短期大学図書 【森谷陽子 (尚絅女子学院短期大学図書館)】
兵庫県立生活科学研究所 【柴田 祥江 (兵庫県立生活科学研究所)】
湘北短期大学図書館 【多田幸正 (湘北短期大学図書館)】
職業能力開発総合大学校図書館 【下永吉正治 (職業能力開発総合大学校図書館)】
ﾒﾃﾞｨｱ教育開発ｾﾝﾀｰ 【飛鋪 真 (ﾒﾃﾞｨｱ教育開発ｾﾝﾀｰ事業部資料室ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｻｰﾋﾞｽ係)】
島根県立看護短期大学 【別所 聡美 (島根県立看護短期大学)】
東京大学史料編さん所図書室 【(東京大学史料編さん所図書室 史料掛)】
国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ 【情報管理施設資料課文献資料係 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】
大阪産業大学綜合図書館 【北村秀司 (大阪産業大学綜合図書館)】
聖隷ｸﾘｽﾄﾌｧｰ看護大学 図書館 【窪田 三重子 (聖隷ｸﾘｽﾄﾌｧｰ看護大学 図書館)】
名古屋女子大学図書館 【名古屋女子大学図書館 (名古屋女子大学図書館)】
図書館 【(名古屋経済大学図書館)】
図書館 【(市邨学園短期大学図書館)】
聖隷学園浜松衛生短期大学図書館 【中嶋 由美子 (聖隷学園浜松衛生短期大学図書館)】
大阪外国語大学 学生部教務課 【(大阪外国語大学 学生部教務課)】
石山隆(千葉大学環境ﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞ研究ｾﾝﾀｰ) 【石山隆 (千葉大学環境ﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞ研究ｾﾝﾀｰ)】
香川大学附属図書館 【(香川大学附属図書館)】
国立婦人教育会館 【柿沼 徹 (国立婦人教育会館婦人教育情報ｾﾝﾀｰ)】
実践女子大学･短期大学図書館 【(実践女子(短期)大学図書館)】
実践女子大学図書館 【(実践女子大学図書館)】
十文字学園女子大学 情報･資料ｾﾝﾀｰ
十文字学園女子短期大学 図書館
【近藤秀二 (十文字学園女子大学 情報･資料ｾﾝﾀｰ)】
純心女子学園 早坂記念図書館 【本田 弘子 (純心女子学園早坂記念図書館)】
順正短期大学･順正高等看護専門学校附属図書館 【(順正短期大学･順正高等看護専門
学校附属図書館)】
上智大学図書館 【小野山隆夫 (上智大学図書館)】
女子美術短期大学図書館 【渡辺孝子 (女子美術短期大学図書館)】
女子美術大学図書館 【小川桂子 (女子美術大学図書館)】
国立婦人教育会館 【柿沼 徹 (国立婦人教育会館婦人教育情報ｾﾝﾀｰ)】

島根大学附属図書館情報ｼｽﾃﾑ係 【新田昭隆 (島根大学附属図書館情報ｼｽﾃﾑ係)】
日本労働研究機構ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ管理部 【ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ管理部運用課 (日本労働研究機構)】
【二木安之 (信州大学医学部衛生学教室)】

静岡産業大学図書館 【松下由美子 ( )】
静岡産業大学藤枝図書館 【大坪 裕子 (静岡産業大学藤枝図書館)】
岡山大学教育学部附属教育実践総合ｾﾝﾀｰ 教育情報(教育ﾈｯﾄｰﾜｰｸ)研究開発部門 【山口
晴久 (岡山大学教育学部附属教育実践総合ｾﾝﾀｰ)】
国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ 【情報管理施設 情報課 ﾃﾞｰﾀ管理係 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】
島根県立国際短期大学図書館 【藤田 儒聖 (島根県立国際短期大学図書館)】

筑波実験植物園 植物総合管理ｼｽﾃﾑ
筑波女子大学紀要全文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
都留文科大学電子研究紀要

大学図書館蔵書目録
大同工業大学図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
千葉大学附属図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
地方行政資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
中央大学図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
中京大学図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
中京大学図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
中近東文化ｾﾝﾀｰ蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
中部大学附属三浦記念図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
筑波技術短期大学 障害者支援学術情報ｼｽﾃﾑ
筑波技術短期大学図書館所蔵目録(仮称)

蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
蔵書目録検索ｻｰﾋﾞｽ
蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
高岡短期大学蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
高崎経済大学附属図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
田中英彦･坂井修一研究室ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

女性学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ93
女性統計ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
仁愛女子短期大学附属図書館所蔵目録
椙山女学園大学蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
鈴鹿国際大学･大学院教員研究論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
ｾｲｶ情報検索ｼｽﾃﾑ(仮称)
精華女子短期大学 附属図書館目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
生活環境ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
成蹊大学図書館所蔵資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
聖心女子大学図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
聖徳大学川並記念図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
世界の美本ｷﾞｬﾗﾘｰ
専修大学図書情報検索ｼｽﾃﾑ(Web版OPAC)
素材静止画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
蔵書検索ｼｽﾃﾑ

国立婦人教育会館 【柿沼 徹 (国立婦人教育会館情婦人教育情報ｾﾝﾀｰ)】
国立婦人教育会館 【柿沼 徹 (国立婦人教育会館 情報交流課)】
附属図書館 【森川輝美 (仁愛女子短期大学附属図書館)】
椙山女学園大学図書館 【清水 敬子 (椙山女学園大学図書館事務室)】
一色 将行 【一色 将行 (鈴鹿国際大学)】
京都精華大学情報館 【小松泰信 (京都精華大学情報館)】
精華女子短期大学 附属図書館 【(精華女子短期大学 附属図書館)】
県立新潟女子短期大学生活科学科 【本間 善夫 (県立新潟女子短期大学生活科学科)】
成蹊大学図書館 【三宅 國嗣 (成蹊大学図書館)】
聖心女子大学図書館 【大野 靭子 (聖心女子大学図書館)】
聖徳大学川並記念図書館 【川並記念図書館 (聖徳大学)】
京都外国語大学付属図書館 【(京都外国語大学付属図書館)】
専修大学図書館 【図書部次長(課長事務取扱)小島繁行 (専修大学図書館)】
ﾒﾃﾞｨｱ教育開発ｾﾝﾀｰ 【飛鋪 真 (ﾒﾃﾞｨｱ教育開発ｾﾝﾀｰ事業部情報資料室ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｻｰﾋﾞｽ係)】
東海学園大学名古屋ｷｬﾝﾊﾟｽ 東海学園女子短期大学 図書館蔵書目録 【東海学園大学
(名古屋ｷｬﾝﾊﾟｽ),東海学園女子短期大学 (図書館)】
島根女子短着大学付属図書館 【(付属図書館)】
大阪千代田短期大学
図書館 【阪井まどか(大阪千代田短期大学図書館)】
図書館職員(自館入力) 【(関東学院女子短期大学図書館)】
上越教育大学教務部図書課目録情報係 【(上越教育大学教務部図書課情報ｻｰﾋﾞｽ係)】
清泉女子大学附属図書館 【市川 美知代 (清泉女子大学附属図書館)】
長野大学附属図書館 【松本 幸一 (長野大学附属図書館)】
岩手医科大学附属図書館 【川崎 かおる (岩手医科大学附属図書館)】
神戸商科大学附属図書館 【熊野 慎治 (神戸商科大学附属図書館)】
高岡短期大学図書館 【図書係 (高岡短期大学図書館)】
高崎経済大学附属図書館 図書係 【(高崎経済大学附属図書館 図書係)】
東京大学大学院 工学系研究科 電気工学専攻 田中英彦研究室 【WWW担当者 (東京大
学大学院 工学系研究科 電気工学専攻 田中英彦研究室)】
愛知学院大学附属図書館 【杉原 良爾 (愛知学院大学附属図書館)】
大同工業大学図書館 【図書館事務室 (大同工業大学図書館)】
千葉大学附属図書館 【情報管理課 雑誌･電子情報係 (千葉大学附属図書館)】
国立婦人教育会館 【柿沼 徹 (国立婦人教育会館婦人教育情報ｾﾝﾀｰ)】
中央大学図書館 【渡来 達也 (中央大学図書館)】
中京大学図書館 【加藤恭輔 (中京大学図書館)】
中京大学図書館 【(中京大学図書館閲覧係)】
中近東文化ｾﾝﾀｰ 【図書室 ((財)中近東文化ｾﾝﾀｰ)】
中部大学 附属三浦記念図書館 【松林正己図書課長補佐 (中部大学附属三浦記念図書館)】
筑波技術短期大学 学術国際交流 【柳田 なみ子 (筑波技術短期大学)】
筑波技術短期大学図書館 【図書係 (筑波技術短期大学 図書館教務第一課 図書係､教
務第二課 図書係)】
筑波実験植物園/(株)ｼｽﾃﾑﾊｰﾂ 【松本 定 (国立科学博物館筑波研究資料ｾﾝﾀｰ)】
東京家政学院筑波女子大学附属図書館 【河合 葉子 (東京家政学院筑波女子大学附属図書館)】
都留文科大学附属図書館 【(都留文科大学附属図書館)】

東邦大学習志野図書館 OPAC
東北芸術工科大学所蔵図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
東北大学図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
東北文化学園大学図書館蔵書目録(仮称)

統計表

統計調査報告書

統計調査総覧

帝京大学図書館蔵書目録(仮称)
帝京大学理工学部図書館蔵書目録
帝京平成大学図書館情報ｼｽﾃﾑ
帝塚山学院大学 図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
帝塚山大学図書館分館ｼｽﾃﾑ(仮称)
天理図書館所蔵一般本目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
天理図書館所蔵逐次刊行書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ
電気通信関係図書･雑誌記事ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
電気通信大学図書館情報ｼｽﾃﾑ
電子化ﾃｷｽﾄﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
戸板女子短期大学図書館蔵書目録
東海女子大学,東海女子短期大学附属図書館所蔵資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
(仮称)
東海大学附属図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
東京家政学院筑波女子大学附属図書館図書所蔵ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
東京外国語大学附属図書館目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
東京経済大学図書館目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
東京工業大学電子図書館
東京工業大学附属図書館ｵﾝﾗｲﾝ目録
東京工芸大学図書館雑誌目録(仮称)
東京工芸大学図書館所蔵目録
図書館/東京工芸大学女子短期大学図書館所蔵･目録
東京情報大学総合情報ｾﾝﾀｰ 蔵書検索ｼｽﾃﾑ
東京情報大学総合情報ｾﾝﾀｰ 電子文献ｻｰﾋﾞｽ
東京大学学位論文論題ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
東京電機大学総合ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ雑誌目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
東京電機大学総合ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ図書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
東京立正女子短期大学図書館蔵書目録
統計科学文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

低温化学熱力学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

東京工業大学応用ｾﾗﾐｯｸｽ研究所 阿竹研究室 【阿竹徹 (東京工業大学応用ｾﾗﾐｯｸｽ研究所ｾ
ﾗﾐｯｸｽ解析部門)】
帝京大学図書館 【山下 温子 (帝京大学図書館)】
帝京大学理工学部図書館 【高井一男 (帝京大学理工学部図書館)】
帝京平成大学図書館 【小川 邦弘 (帝京平成大学図書館)】
帝塚山学院大学図書館 【柏田 雅明 (帝塚山学院大学図書館)】
帝塚山大学図書館分館 【分館図書課課長 (帝塚山大学図書館分館(学園前ｷｬﾝﾊﾟｽ図書館))】
天理大学附属天理図書館 【一般本整理部 (天理図書館)】
天理大学附属天理図書館 【一般本整理部 (天理図書館)】
国立情報学研究所 【国際研究協力部 広報調査課 広報調査係 (国立情報学研究所)】
(財)国際通信経済研究所 【浅野 幸枝 ((財)国際通信経済研究所資料室)】
電気通信大学附属図書館 【小林 かづみ (電気通信大学附属図書館学術情報)】
京都大学附属図書館 【(京都大学附属図書館 情報管理課電子情報掛)】
戸板女子短期大学図書館 【田澤 恭二 (図書館長) (戸板女子短期大学)】
東海女子大学,東海女子短期大学附属図書館 【村井 千恵 (東海女子大学･東海女子短期
大学附属図書館)】
東海大学附属図書館 【三橋雅之 (東海大学附属図書館)】
東京家政学院筑波女子大学附属図書館 【河合 葉子 (東京家政学院筑波女子大学附属図書館)】
東京外国語大学附属図書館 【木村 晴茂 (東京外国語大学附属図書館)】
東京経済大学図書館 【(東京経済大学図書館)】
東京工業大学附属図書館 【電子情報掛 (東京工業大学附属図書館)】
東京工業大学附属図書館 【参考調査掛 (東京工業大学附属図書館情報ｻｰﾋﾞｽ課)】
東京工芸大学図書館 【林 哲也 (東京工芸大学図書館)】
東京工芸大学
東京工芸大学図書館及び東京工芸大学女子短期大学部図書館 【林 哲也
(東京工芸大学図書館)】
東京情報大学教育研究情報ｾﾝﾀｰ 【(東京情報大学教育研究情報ｾﾝﾀｰ)】
東京情報大学教育研究情報ｾﾝﾀｰ 【(東京情報大学教育研究情報ｾﾝﾀｰ)】
東京大学付属図書館 【(東京大学情報基盤ｾﾝﾀｰ 学術情報ﾘﾃﾗｼｰ掛)】
東京電機大学総合ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ 【(東京電機大学総合ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ)】
東京電機大学総合ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ 【(東京電機大学総合ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ(図書館))】
東京立正女子短期大学 【(東京立正女子短期大学図書館)】
統計科学教育情報部､技術課技術第三係 【岡崎 卓 (統計数理研究所 統計科学情報ｾﾝﾀｰ
統計科学教育情報部)】
経済統計情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ編成委員会 【安田 聖 (一橋大学経済研究所附属日本経済統計情
報ｾﾝﾀｰ)】
経済統計情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ編成委員会 【安田 聖 (一橋大学経済研究所附属日本経済統計情
報ｾﾝﾀｰ)】
経済統計情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ編成委員会 【安田 聖 (一橋大学経済研究所附属日本経済統計情
報ｾﾝﾀｰ)】
東邦大学習志野図書館 【高桑 賢一 (東邦大学習志野図書館)】
東北芸術工科大学図書館 【佐藤 涼子 (東北芸術工科大学図書館)】
東北大学附属図書館 【(東北大学附属図書館総務課ｼｽﾃﾑ管理掛)】
東北文化学園大学 総合情報ｾﾝﾀｰ(図書館) 【(東北文化学園大学 総合情報ｾﾝﾀｰ 図書館)】

苫小牧駒澤大学 図書館総合管理ｼｽﾃﾑ
富山県農業技術ｾﾝﾀｰ図書検索〈単行本編)
富山工業高等専門学校図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
富山国際大学図書館蔵書目録(仮称)
富山商船図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
富山大学経済学部資料室所蔵図書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
豊橋創造大学図書館蔵書検索ｼｽﾃﾑ(仮称)
都立大学図書館ｼｽﾃﾑ
同志社大学所蔵の学術情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
獨協大学図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
中西学園図書館情報ｼｽﾃﾑ(仮称)

図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
図書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
図書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
とっとり技術情報
鳥取県工業試験場研究報告
鳥取大学附属図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
都道府県庁所在都市の給水栓水水質
苫小牧工業高等専門学校 図書館蔵書検索

徳島県文化･学習情報ｼｽﾃﾑ文書館ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
図書館書誌･所蔵ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
図書館所蔵雑誌ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
図書館所蔵視聴覚資料検索ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
図書館所蔵図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
図書館総合情報管理ｼｽﾃﾑ
図書館総合情報管理ｼｽﾃﾑ
図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
図書検索
図書･雑誌所蔵検索ｻｰﾋﾞｽ
図書資料検索ｼｽﾃﾑ
図書情報ｼｽﾃﾑ(仮称)

東洋大学附属図書館情報ｼｽﾃﾑ所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
徳島県文化･学習情報ｼｽﾃﾑ21世紀館ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
徳島県文化･学習情報ｼｽﾃﾑ近代美術館ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
徳島県文化･学習情報ｼｽﾃﾑ書誌ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

東洋学文献類目ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

京都大学人文科学研究所附属漢字情報研究ｾﾝﾀｰ 【村田康彦 (京都大学人文科学研究所附
属漢字情報研究ｾﾝﾀｰ)】
東洋大学附属図書館 【舩戸 克美 (東洋大学附属図書館)】
徳島県立21世紀館 【情報ｼｽﾃﾑ担当 (徳島県立21世紀館)】
徳島県立近代美術館 【情報ｼｽﾃﾑ担当 (徳島県立21世紀館)】
徳島県立図書館,徳島県立博物館,徳島県立近代美術館,徳島県立文書館,徳島県立21世紀館
【情報ｼｽﾃﾑ担当 (徳島県立21世紀館)】
徳島県立文書館 【情報ｼｽﾃﾑ担当 (徳島県立21世紀館)】
城西大学水田記念図書館 【(城西大学水田記念図書館)】
図書館 【(産業医科大学図書館)】
図書館 【(産業医科大学図書館)】
図書館 【(産業医科大学図書館)】
新居浜工業高等専門学校図書館 【庶務課図書係 津乗弥生 (新居浜工業高等専門学校)】
図書館 【大坪洋子 (岐阜県立看護大学 図書館)】
摂南大学図書館 【勘川 捷治郎 (摂南大学図書館)】
大阪工業大学図書館 【森匡延 (大阪工業大学図書館)】
横浜創英短期大学図書館 【土屋 道雄 (横浜創英短期大学図書館)】
帝京大学薬学部図書館 【(帝京大学薬学部図書館)】
鈴鹿工業高等専門学校図書係 【(鈴鹿工業高等専門学校図書係)】
島根医科大学附属図書館 【(島根医科大学教務部図書課 情報管理係)】
茨城県立医療大学附属図書館 【滝野 一郎 (茨城県立医療大学附属図書館)】
江戸川大学･女子短期大学総合情報図書館 【坂井 卓行 (江戸川大学･女子短期大学総合
情報図書館)】
国立婦人教育会館 【柿沼 徹 (国立婦人教育会館婦人教育情報ｾﾝﾀｰ)】
旭川大学図書館 【石川 芳子 (旭川大学図書館)】
詫間電波工業高等専門学校図書館 【藤原 正之 (詫間電波工業高等専門学校図書館)】
鳥取県工業試験場 情報委員会 【田上 重雄 (鳥取県工業試験場 技術情報科)】
鳥取県工業試験場研究報告編集委員会 【田上 重雄 (鳥取県工業試験場 技術情報科)】
図書館 【学術情報係 (鳥取大学附属図書館)】
県立新潟女子短期大学生活科学科 【立山 千草,本間 伸夫 (県立新潟女子短期大学)】
苫小牧工業高等専門学校 資料ｻｰﾋﾞｽ係 【苫小牧工業高等専門学校 資料ｻｰﾋﾞｽ係 (苫小
牧工業高等専門学校 資料ｻｰﾋﾞｽ係)】
ｿﾌﾃｯｸ 【(苫小牧駒澤大学 図書館情報ｾﾝﾀｰ)】
富山県農業技術ｾﾝﾀｰ 【(富山県農業技術ｾﾝﾀｰ)】
富山工業高等専門学校庶務課図書館 【種田ﾖｼヱ (富山工業高等専門学校図書館)】
富山国際大学図書館 【(富山国際大学図書館)】
富山商船高等専門学校 学生課図書係 【(富山商船高等専門学校 学生課図書係)】
富山大学経済学部資料室 【谷川 裕子 (富山大学経済学部資料室)】
豊橋創造大学附属図書 【川上 雅子 (豊橋創造大学図書･情報ｾﾝﾀｰ)】
東京都立大学付属図書館 【閲覧参考係 (東京都立大学付属図書館)】
同志社大学学術情報ｾﾝﾀｰ学術情報課 【植田瑞枝 (同志社大学学術情報ｾﾝﾀｰ学術情報課)】
獨協大学図書館 【(獨協大学図書館)】
名古屋外国語大学附属図書館 【近藤紀男 (名古屋外国語大学附属図書館)】

姫路獨協大学図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
兵庫教育大学修士論文概要ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
兵庫教育大学附属図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
兵庫県看護大学附属図書館 蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
弘前大学ｵﾝﾗｲﾝ全学総合目録
弘前大学科学技術相談室
広島経済大学図書館所蔵 図書･雑誌目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
広島県立大学附属図書館所蔵目録

奈良産業大学図書館所蔵資料目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
奈良女子大学附属図書館蔵書検索ｼｽﾃﾑ
奈良大学図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
鳴門教育大学附属図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
新潟大学 共同研究のための教員研究一覧
西九大図書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
日文研出版物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
日文研出版物目次ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
日文研ﾌｫｰﾗﾑﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
日本語で書かれた医療人類学関連文献
日本女子大学図書館所蔵目録
日本赤十字広島看護大学図書館蔵書検索(仮称)
日本大学経済学部図書館情報ｼｽﾃﾑ(仮称)
日本大学工学部図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
日本認知科学会学術研究論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
日本福祉大学図書所蔵ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
農村振興(むらづくり)情報
羽衣学園短期大学図書館所在ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
羽衣学園短期大学図書館所蔵目録(仮称)
八戸高専図書館蔵書検索ｼｽﾃﾑ(仮称)
発表論文･蔵書目録(仮称)
花園大学情報ｾﾝﾀｰ(図書館)目録
幕末･明治期日本古写真ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
比治山大学図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
一橋大学附属図書館所蔵資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
被爆問題年表ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

中村学園大学目録検索
長岡造形大学附属図書館ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
長崎大学研究情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
名古屋商科大学 図書館情報ｼｽﾃﾑ
名古屋造形芸術大学附属図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
奈良県立医科大学図書目録
奈良工業高等専門学校蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

中村学園大学図書館 【図書課長 猿渡健一 (中村学園大学図書館)】
長岡造形大学附属図書館 【一関 美穂 (長岡造形大学附属図書館)】
長崎大学地域共同研究ｾﾝﾀｰ 【竹下哲史 (長崎大学地域共同研究ｾﾝﾀｰ)】
名古屋商科大学中央情報ｾﾝﾀｰ 【川口 佐知子 (名古屋商科大学 中央情報ｾﾝﾀｰ)】
名古屋造形芸術大学附属図書館 【(名古屋造形芸術大学附属図書館)】
奈良県立医科大学附属図書館 【廣井聰 (奈良県立医科大学附属図書館)】
奈良工業高等専門学校図書館 【奈良工業高等専門学校図書館 (奈良工業高等専門学校庶
務課図書係)】
奈良産業大学図書館 【(奈良産業大学図書館)】
附属図書館 【岡田暎子 (奈良女子大学附属図書館)】
奈良大学図書館 【黒田 浩幸 (奈良大学 図書館)】
鳴門教育大学附属図書館 【目録情報係 (鳴門教育大学附属図書館)】
新潟大学地域共同研究ｾﾝﾀｰ 【木村 勇雄 (新潟大学地域共同研究ｾﾝﾀｰ)】
西九州大学附属図書館 【堤 慶征 (西九州大学附属図書館)】
国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ 【情報管理施設 情報課 ﾃﾞｰﾀ管理係 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】
国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ 【(国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ 情報管理施設 情報課 ﾃﾞｰﾀ管理係)】
国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ 【情報管理施設 情報課 ﾃﾞｰﾀ管理係 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】
池田 光穂 【池田 光穂 (熊本大学文学部)】
日本女子大学図書館 【上村 美紗子 (日本女子大学図書館)】
日本赤十字広島看護大学図書館 【竹下 直子 (日本赤十字広島看護大学図書館)】
日本大学経済学部図書館 【(日本大学経済学部図書館)】
日本大学工学部図書館 【菅井 正一 (日本大学工学部図書館)】
日本認知科学会 【白井 英俊 (中京大学情報科学部)】
日本福祉大学付属図書館 【時實 育代 (日本福祉大学付属図書館)】
(財)農村開発企画委員会 【大脇 知芳 ((財)農村開発企画委員会)】
羽衣学園短期大学図書館 【(羽衣学園短期大学図書館)】
羽衣学園短期大学図書館 【(羽衣学園短期大学図書館)】
八戸高専庶務課図書係 【岸本一志 (八戸工業高等専門学校)】
(財)ﾘﾓｰﾄ･ｾﾝｼﾝｸﾞ技術ｾﾝﾀｰ(RESTEC) 【((財)ﾘﾓｰﾄ･ｾﾝｼﾝｸﾞ技術ｾﾝﾀｰ 企画調整部)】
花園大学 情報ｾﾝﾀｰ(図書館) 【後藤慶裕 (花園大学情報ｾﾝﾀｰ(図書館))】
長崎大学附属図書館研究開発室 【板倉英世 (長崎大学附属図書館)】
比治山大学図書館 【比治山大学図書館 (比治山大学図書館)】
一橋大学附属図書館 【(一橋大学附属図書館)】
広島大学原爆放射能医学研究所附属国際放射線情報ｾﾝﾀｰ 【宇吹暁 (広島大学原爆放射能
医学研究所附属国際放射線情報ｾﾝﾀｰ)】
姫路獨協大学附属図書館 【(姫路獨協大学附属図書館)】
兵庫教育大学学校教育研究ｾﾝﾀｰ 【古川雅文 (兵庫教育大学学校教育研究ｾﾝﾀｰ)】
兵庫教育大学教務部図書課 【家住 久子 (兵庫教育大学附属図書館)】
兵庫県看護大学附属図書館 【(兵庫県立看護大学附属図書館)】
弘前大学附属図書館 【三上 豊 (弘前大学附属図書館 情報管理課 雑誌情報係)】
弘前大学地域共同研究ｾﾝﾀｰ 【内山大央 (弘前大学地域共同研究ｾﾝﾀｰ)】
広島経済大学図書館 【向井 岳司 (広島経済大学図書館)】
広島県立大学附属図書館 【平田秀明 (広島県立大学附属図書館)】

北陸大学ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰｾﾝﾀｰ蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
北陸地域資料所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
星薬科大学図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
補聴器ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ '96
北海道工業大学図書館所蔵目録(仮称)
北海道大学蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
北海道東海大学付属図書館所蔵資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
本学刊行逐次刊行物 執筆者別論文一覧

佛教大学所蔵目録(仮称)
ﾌﾞｯｸｺﾝﾃﾝﾂ･ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
文化女子大学図書館蔵書目録
文京女子大学図書館所蔵目録(仮称)
文教大学 越谷図書館所蔵情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
文教大学 湘南図書館所蔵情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
文献､感覚代行､運動機能支援､福祉ﾛﾎﾞｯﾄ､ﾊﾞｰﾁｬﾙﾘｱﾘﾃｨなど
文書管理ｼｽﾃﾑ(仮称)
分野一覧DB(仮称)
平成国際大学附属図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
ﾍｰｹﾞﾙﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
別府大学附属図書館蔵書目録
法政大学ｲｵﾝﾋﾞｰﾑ工学学術情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
法政大学図書館目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
放送大学授業番組ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
放送大学附属図書館所蔵目録
北陸先端科学技術大学院大学附属図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

広島国際学院大学附属図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
広島国際大学図書館 目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
広島修道大学図書館蔵書検索
広島市立大学図書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
広島女学院大学図書館蔵書目録
広島大学雑誌総合目録
広島大学図書目録
ﾌｪﾘｽ女学院大学附属図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
福井高専図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
福井大学蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
福岡女子大学附属図書館資料検索ｼｽﾃﾑ
福岡大学図書館総合目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
福島県農業試験場図書台帳(仮称)
福島大学附属図書館ｵﾝﾗｲﾝ目録(仮称)
藤田学園医学･保健衛生学図書館所蔵情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
附属図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ (仮称)

広島国際学院大学附属図書館 【森田姓子 (広島国際学院大学附属図書館)】
広島国際大学図書館 【(広島国際大学図書館事務室)】
広島修道大学図書館･総合研究所 【(広島修道大学図書館)】
広島市立大学附属図書館 【(広島市立大学附属図書館)】
広島女学院大学図書館 【土屋 時子 (広島女学院大学図書館)】
広島大学附属図書館 【電子情報係 (広島大学附属図書館情報ｻｰﾋﾞｽ課)】
広島大学附属図書館 【電子情報係 (広島大学附属図書館情報ｻｰﾋﾞｽ課)】
ﾌｪﾘｽ女学院大学附属図書館 【森谷智 (ﾌｪﾘｽ女学院大学附属図書館)】
福井工業高等専門学校学生課図書係 【石上 英雄 (福井工業高等専門学校学生課図書係)】
福井大学附属図書館 【電子情報係 (福井大学附属図書館)】
福岡女子大学附属図書館 【(福岡女子大学附属図書館)】
福岡大学図書館 【高木 秀人 (福岡大学図書館)】
福島県農業試験場企画広報室 【渡部 陽子 (福島県農業試験場企画広報室)】
福島大学附属図書館 【南 俊二 (福島大学附属図書館)】
藤田学園医学･保健衛生学図書館 【須崎 弘子 (藤田学園医学･保健衛生学図書館)】
1.附属図書館本館 2.附属図書館医学部分館 3.附属図書館工学部分館 【(山口大
学附属図書館)】
佛教大学図書館管理課 【(佛教大学図書館管理課)】
東京大学情報基盤ｾﾝﾀｰ 【(東京大学情報基盤ｾﾝﾀｰ 学術情報ﾘﾃﾗｼｰ掛)】
文化女子大学図書館 【柳沼恭子 (文化女子大学図書館)】
文京女子大学図書館 【永井 厚子 (文京女子大学図書館)】
文教大学 越谷図書館 【(文教大学 越谷図書館)】
文教大学 湘南図書館 【(文教大学 湘南図書館)】
【伊福部達 (北海道大学電子科学研究所 感覚情報研究分野)】
(財)ﾘﾓｰﾄ･ｾﾝｼﾝｸﾞ技術ｾﾝﾀｰ(RESTEC) 【((財)ﾘﾓｰﾄ･ｾﾝｼﾝｸﾞ技術ｾﾝﾀｰ(RESTEC)資料ｾﾝﾀｰ)】
九州工業大学地域共同研究ｾﾝﾀｰ 【堀 恵 (九州工業大学 地域共同研究ｾﾝﾀｰ)】
平成国際大学附属図書館 【中里 芳隆 (平成国際大学附属図書館)】
千葉大学加藤尚武研究室 【土屋俊 (千葉大学文学部行動科学科)】
別府大学附属図書館 【糸永 俊一郎 (別府大学附属図書館)】
法政大学ｲｵﾝﾋﾞｰﾑ工学研究所 【佐藤 政孝 (法政大学ｲｵﾝﾋﾞｰﾑ工学研究所)】
法政大学図書館 【松尾 しゅん (法政大学図書館)】
ﾒﾃﾞｨｱ教育開発ｾﾝﾀｰ 【飛鋪 真 (ﾒﾃﾞｨｱ教育開発ｾﾝﾀｰ事業部 情報資料室ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｻｰﾋﾞｽ係)】
放送大学学園教務部図書課 【高原 秀典 (放送大学学園教務部図書課)】
北陸先端科学技術大学院大学附属図書館 【電子情報担当 (北陸先端科学技術大学院大学
学術情報課)】
北陸大学ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰｾﾝﾀｰ 【徳野 恵子 (北陸大学ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰｾﾝﾀｰ)】
富山大学経済学部資料室 【谷川 裕子 (富山大学経済学部資料室)】
星薬科大学図書館 【塚田 智也 (星薬科大学図書館)】
難聴教育研究室 【佐藤 正幸 (国立特殊教育総合研究所)】
北海道工業大学図書館 【池田 都 (北海道工業大学 図書館)】
北海道大学附属図書館及び各部局図書室 【杉田 福夫 (北海道大学附属図書館情報ｼｽﾃﾑ課)】
北海道東海大学付属図書館 【工藤 朱美 (北海道東海大学付属図書館中央図書館)】
神戸山手大学､神戸山手女子短期大学図書館 【津田 雄作 (神戸山手大学･女子短期大学図書館)】

歴史気候ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ﾚﾌｧﾚﾝｽ事例ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
和歌山大学附属図書館目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
和雑誌記事ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
早稲田大学大学史資料ｾﾝﾀｰ写真ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

山梨医科大学蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
四日市大学情報ｾﾝﾀｰ所蔵目録(仮称)
米沢女子短期大学附属図書館所蔵図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
立教女学院短期大学図書館資料目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
立教大学図書館学術情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
流通POPﾃﾞｰﾀｻｰﾋﾞｽ
るかこ
麗澤大学図書館所蔵資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
霊長類学文献索引ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
桃山学院大学図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
八代高専図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
山形大学ｵﾝﾗｲﾝ蔵書目録
山形大学地域共同研究ｾﾝﾀｰﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

目録所在情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(図書)

防衛医科大学校図書館所蔵ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
松阪大学図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
松本歯科大学図書館蔵書･書誌ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
松山大学図書館情報ｼｽﾃﾑ
三重県立看護大学附属図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
南大阪大学図書館所蔵目録(仮称)
民間助成研究成果概要ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
武蔵野女子大学図書館蔵書目録(仮称)
室蘭工業大学附属図書館ｼｽﾃﾑ目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
名桜大学附属図書館所蔵資料目録(仮称)
明治学院大学図書館所蔵書誌情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
明治大学図書館OPAC用ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
明星大学青梅校舎図書館所蔵目録(仮称)
ﾒﾃﾞｨｱ教育実践情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
目録所在情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(雑誌)

防衛医科大学校図書館 【山下 和美 (防衛医科大学校図書館整理係)】
松阪大学図書館 【廣瀬 誠 (松阪大学 図書館)】
松本歯科大学図書館･紀伊国屋書店ほか 【吉江 吉夫 (松本歯科大学図書館)】
松山大学図書館 【藤本 昌司 (松山大学図書館)】
三重県立看護大学附属図書館 【坂口 智子 (三重県立看護大学附属図書館)】
南大阪大学図書館 【井川 貴通 (南大阪大学図書館)】
国立情報学研究所 【ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ課ﾃﾞｰﾀ処理技術係 (国立情報学研究所)】
武蔵野女子大学図書館 【武蔵野女子大学図書館 (武蔵野女子大学図書館)】
室蘭工業大学附属図書館 【藤田 隆 (室蘭工業大学附属図書館学術情報係)】
名桜大学附属図書館 【市原 修 (名桜大学附属図書館)】
明治学院大学図書館 【情報処理係 (明治学院大学図書館)】
明治大学図書館 【久保木 和義 (明治大学図書館庶務課)】
明星大学青梅校舎図書館 【(明星大学青梅校舎図書館)】
ﾒﾃﾞｨｱ教育開発ｾﾝﾀｰ 【飛鋪 真 (ﾒﾃﾞｨｱ教育開発ｾﾝﾀｰ事業部上方資料室ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｻｰﾋﾞｽ係)】
国立情報学研究所(目録所在情報ｻｰﾋﾞｽ参加機関の協力による) 【ｺﾝﾃﾝﾂ課文字情報係
(国立情報学研究所)】
国立情報学研究所(目録所在情報ｻｰﾋﾞｽ参加機関の協力による) 【ｺﾝﾃﾝﾂ課ｺﾝﾃﾝﾂ形成管理係
(国立情報学研究所)】
琉球大学附属図書館 【宮里愿 (琉球大学附属図書館情報管理課ｼｽﾃﾑ管理係)】
北海道浅井学園大学図書館 【(北海道浅井学園大学図書館)】
桃山学院大学附属図書館 【情報事務室 (桃山学院大学附属図書館)】
八代工業高等専門学校図書館 【高木 貞治 (八代工業高等専門学校庶務課図書係)】
山形大学附属図書館 【平賀陽子 (山形大学附属図書館)】
本学の工学部の有志および地域共同研究ｾﾝﾀｰ専任教員 【金子 勉 (山形大学地域共同研
究ｾﾝﾀｰ)】
山梨医科大学附属図書館 【渡邊 文代 (山梨医科大学附属図書館)】
四日市大学情報ｾﾝﾀｰ 【加藤 玲子 (四日市大学情報ｾﾝﾀｰ)】
山形県米沢女子短期大学附属図書館 【阿部 絹子 (山形県立米沢女子短期大学附属図書館)】
立教女学院短期大学図書館 【(立教女学院短期大学図書館)】
立教大学図書館 【川俣 芙紗子 (立教大学図書館情報管理課)】
(財)流通ｼｽﾃﾑ開発ｾﾝﾀｰ 【飯井 希久子 ((財)流通ｼｽﾃﾑ開発ｾﾝﾀｰ)】
聖路加看護大学図書館 【(聖路加看護大学図書館)】
麗澤大学図書館 【若山安徳 (麗澤大学図書館)】
霊長類研究所図書室及び霊長類学文献索引ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会 【高井 一恵 (京都大学
霊長類研究所図書室)】
富山大学教育学部 田上善夫 【田上 善夫 (富山大学教育学部)】
九州地区国立大学図書館協議会 【(熊本大学附属図書館情報管理課電子情報係)】
和歌山大学附属図書館 【学術情報係 (和歌山大学附属図書館)】
国立婦人教育会館 【柿沼 徹 (国立婦人教育会館婦人教育情報ｾﾝﾀｰ)】
早稲田大学大学史資料ｾﾝﾀｰ 【金子 宏二 (早稲田大学大学史資料ｾﾝﾀｰ)】

Annotated

Asia

Academic

栄養計算ｼｽﾃﾑ
ｴﾋﾟﾄｰﾌﾟﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
大分県海洋水産研究ｾﾝﾀｰ 文献抄録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
大阪教育大学全学総合目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
岡山県立大学附属図書館目録(仮称)
沖縄県内水産物水揚情報
沖縄県立芸術大学附属図書･芸術資料館蔵書目録
沖縄国際大学図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
海岸工学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
会議録

SEMINAR
Theses/Research Reports Database
Tumor Marker
UDAILIB‑DATABASE
VISITOR
Waseda University Scholarly Information Network System
WWW版蔵書検索ｼｽﾃﾑ
愛知工業大学附属図書館所蔵目録(仮称)
医学部授業のｼﾗﾊﾞｽ
石巻専修大学図書館−Online Public Access Catalog
宇宙生物科学略語ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

No.7

and

Southeast

Bibliography

Prologによるﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ検索ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

KOUBO
KULOS
MUE‑OPAC(仮称)
Newsletter on

KISS‑PREPRINTS

Digital Geologic Map of East and
1:2,000,000
GENEMANU & Tumor Markerﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
Kanagawa University Online Library
Information System.
KISS‑BOOKS

18世紀交響曲のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

データベースの名称

１１．分 野 無 回 答

高ｴﾈﾙｷﾞｰ加速器研究機構 学術情報課 【学術情報課情報資料第二係 (高ｴﾈﾙｷﾞｰ加速器研
究機構)】
高ｴﾈﾙｷﾞｰ加速器研究機構 学術情報課 【学術情報課情報資料第二係 (高ｴﾈﾙｷﾞｰ加速器研
究機構)】
京都大学基礎物理学研究所 【計算機室 (京都大学基礎物理学研究所)】
関東学院大学図書館 【運用係 (関東学院大学図書館)】
宮城教育大学附属図書館 【安江正治 (宮城教育大学教育学部付属環境教育実践研究ｾﾝﾀｰ)】
Kazuko URUSHIBARA‑YOSHINO,Department of Geography,Hosei University,(IGU,
Commission"SustainableDevelo 【漆原 和子 (法政大学文学部地理学教室)】
工学総合研究所長 【工学総合研究所所長 水寄康雄､工学部庶務課長 赤津利弘 (関東学
院大学)】
京都大学基礎物理学研究所 【計算機室 (京都大学基礎物理学研究所)】
MLIC国際大学 松下図書･情報ｾﾝﾀｰ 【由利 典子 (国際大学 松下図書･情報ｾﾝﾀｰ)】
組織構築研究ｸﾗﾌﾞ 【平野 英保 (産業医科大学 医学部生化学)】
宇都宮大学附属図書館 【板橋 久夫 (宇都宮大学附属図書館雑誌情報ｼｽﾃﾑ係)】
京都大学基礎物理学研究所 【計算機室 (京都大学基礎物理学研究所)】
早稲田大学図書館 【学術情報課 (早稲田大学図書館)】
関西大学図書館 【(関西大学図書館)】
愛知工業大学附属図書館 【柏本 純 (愛知工業大学附属図書館)】
秋田大学医学部 【中村 彰 (秋田大･医学部 医科学情報学講座)】
石巻専修大学図書館 【(石巻専修大学図書館)】
宇宙科学研究所宇宙基地利用研究ｾﾝﾀｰ 【山下雅道･黒谷明美 (宇宙科学研究所宇宙基地
利用研究ｾﾝﾀｰ)】
情報系研究室 【杉原保幸 (桐生女子短期大学 研修室)】
JIPID(東理大)､理研 【国沢隆 (JIPID･東京理科大学)】
大分県海洋水産研究ｾﾝﾀｰ 【寿 久文 (大分県海洋水産研究ｾﾝﾀｰ)】
大阪教育大学附属図書館 【情報ｼｽﾃﾑ係長 寒川 登 (大阪教育大学附属図書館)】
岡山県立大学附属図書館 【仲達 敏江 (岡山県立大学附属図書館)】
沖縄県水産試験場 【山本 隆司 (沖縄県水産試験場)】
沖縄県立芸術大学附属図書･芸術資料館 【幸地 哲 (沖縄県立芸術大学附属図書･芸術資料館)】
沖縄国際大学図書館 【(沖縄国際大学図書館)】
小林智尚､土木学会海岸工学委員会研究現況ﾚﾋﾞｭｰ小委員会 【小林 智尚 (岐阜大学工学部)】
ﾚｰｻﾞｰ核融合研究ｾﾝﾀｰ 【(大阪大学ﾚｰｻﾞｰ核融合研究ｾﾝﾀｰ)】

組織構築制御研究会 【平野 英保 (産業医科大学生化学教室)】
神奈川大学図書館 【図書ｻｰﾋﾞｽ課 (神奈川大学図書館)】

東京芸術大学大学院 音楽研究科音楽学専攻 第2講座ｾﾞﾐﾅｰﾙ 【(東京芸術大学 音楽
学部楽理科)】
CCOP,地質調査所 【地質情報ｾﾝﾀｰ情報管理普及室 (工業技術院 地質調査所)】

作成者の名称【問い合わせ先 氏名（大学・機関名等）】

収蔵資料管理ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
収蔵資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
淑徳大学附属図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
所蔵図書･雑誌
所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
信州大学附属図書館OPACｼｽﾃﾑWWW版
聖泉短期大学図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
生物教材文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
仙台大学 学術会 研究題目一覧(仮称)
全国都道府県市区町村別面積調

国策研究会文書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
国府の神社ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
国立科学博物館岩石標本ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
国立民族学博物館国内資料調査委員調査報告集
札幌大学図書館蔵書ﾌｧｲﾙ
東雲図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
社会科学系ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｻｰﾋﾞｽ(仮称)
社会学文献情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

京都橘女子大学図書館蔵書目録(仮称)
近世儒学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
熊本大学附属図書館ｵﾝﾗｲﾝ目録検索ｼｽﾃﾑ
研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
研究者 DB
研究報告ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
高知医科大学附属図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
神戸親和女子大学附属図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
國學院大学図書館蔵書目録

学内所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
岩屑なだれﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
機能的脳の画像解析
教育研究総合ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

拡散情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
家政学部論文目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
金沢大学産婦人科(仮称)
金沢美術工芸大学附属図書館蔵書目録(仮称)
感覚代行､福祉工学､ﾊﾞｰﾁｬﾙﾘｱﾘﾃｨ
関西大学ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ就職情報検索ｼｽﾃﾑ(Kansai University
Placement System)
観音霊験記ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
Internet
国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ基礎領域研究｢寺院参詣資料の研究｣BBCC(新世代通信網実験協議会)
【頼富 本宏 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】
東京学芸大学附属図書館 【(東京学芸大学附属図書館)】
宇井忠英 【宇井忠英 (北海道大学大学院理学研究科地球惑星物質科学教室)】
喜多村 祐里 【喜多村 祐里 (大阪大学医学部第一生理学教室)】
北陸先端科学技術大学院大学 【蘆田 実 (北陸先端科学技術大学院大学 研究協力部研
究協力課)】
京都橘女子大学図書館 【(京都橘女子大学図書館)】
土田健次郎 【土田健次郎 (早稲田大学文学部)】
附属図書館 【(熊本大学附属図書館情報管理課電子情報係)】
【和泉 充 (東京商船大学)】
国立情報学研究所 【国際･研究協力部広報調査課広報調査係 (国立情報学研究所)】
愛媛県工業技術ｾﾝﾀｰ 【(愛媛県工業技術ｾﾝﾀｰ)】
高知医科大学教務部図書課情報管理係 【大川 陽子 (高知医科大学附属図書館)】
神戸親和女子大学附属図書館 【ｼｽﾃﾑ係 (神戸親和女子大学附属図書館)】
國學院大学総合情報ｾﾝﾀｰ事務部 【加藤 貞敏 (國學院大学総合情報ｾﾝﾀｰ事務部ﾒﾃﾞｨｱ管
理課(図書館))】
東京大学附属図書館 【(東京大学情報基盤ｾﾝﾀｰ 学術情報ﾘﾃﾗｼｰ掛)】
国学院大学日本文化研究所祭礼ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 【茂木栄 (国学院大学日本文化研究所)】
国立科学博物館地学研究部 【横山 一己･千葉 とき子･満岡孝 (国立科学博物館地学研究部)】
国立民族学博物館 【宇治谷恵 (国立民族学博物館情報管理施設情報企画課)】
札幌大学図書館 【(札幌大学図書館)】
松山東雲女子大学･松山東雲短期大学図書館 【(松山東雲女子大学･短期大学 図書館)】
社会科学系 【周藤 真也 (社会科学系)】
日本社会学会ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ委員会 【落合恵美子(日本社会学会ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ委員会副委員長) (国
際日本文化研究所)】
神奈川県立歴史博物館､生命の星･地球博物館 【坪田浩一 (神奈川県立歴史博物館)】
滋賀大学経済学部附属史料館 【南田 孝子 (滋賀大学経済学部附属史料館)】
淑徳大学附属図書館 【閲覧係ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ担当 (淑徳大学附属図書館)】
熊本学園大学図書館 【目録係 (熊本学園大学図書館)】
京都創成大学 ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ 【塩見 治子 (京都創成大学 ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ)】
信州大学附属図書館 【桃井栄一 (信州大学附属図書館)】
聖泉短期大学図書館 【西田享子 (聖泉短期大学図書館)】
川上昭吾､教材生物研究会 【川上 昭吾 (愛知教育大学)】
仙台大学 学術会 【仙台大学 学術会事務局 (仙台大学)】
建設省国土地理院 測図部 調査資料課 【佐藤勝 (建設省国土地理院測図部調査資料課

藤田充苗(金属材料技術研究所) 【藤田充苗 (金属材料技術研究所)】
家政学部 【山岡昭美 (神戸女子大学家政学部)】
金沢大学産婦人科 【(金沢大学医学部産科婦人科学講座)】
金沢美術工芸大学附属図書館 【(金沢美術工芸大学附属図書館)】
伊福部達 【伊福部達 (北海道大学電子科学研究所感覚情報研究分野)】
関西大学就職部就職課 【(関西大学 就職部就職課)】

星研究室業績ﾘｽﾄ
北海道教育大学附属図書館所蔵目録(仮称)
北海道大学演習林ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
北海道武蔵女子短期大学 附属図書館ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
本郷ｷｬﾝﾊﾟｽ図書館所蔵目録
万葉集校本ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
万葉集ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
水戸徳川家林制資料目録
宮崎県畜産試験場ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
宮崎大学所蔵図書･雑誌目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
明治薬科大学 ｼﾗﾊﾞｽﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

東京大学総合研究博物館鉱物標本ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
東京大学総合目録遡及入力ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
棟札ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
東邦学園短期大学図書館蔵書目録(仮称)
常磐大学総合情報ｾﾝﾀｰ蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
図書館蔵書目録検索ｼｽﾃﾑ(OPAC)
図書館電算機ｼｽﾃﾑ(仮称)
富山大学蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
名古屋市工業研究所図書情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
新潟経営大学図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
阪南大学図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
ﾋﾝﾃﾞｨｰ語電子辞書
美術科教育ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
仏教文化研究所紀要19号､研究所所蔵和装本目録
別刷表
報告書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

蔵書目録(仮称)
高岡法科大学蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
高松大学蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
大工研図書管理ｼｽﾃﾑ(仮称)
中国画像石拓本ｺﾚｸｼｮﾝ
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ地図ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
東海学園大学三好ｷｬﾝﾊﾟｽ図書館ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ検索ｼｽﾃﾑ
東京学芸大学学位論文目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
東京商船大学附属図書館所蔵目録(仮称)
東京大学愛知演習林量水観測結果報告
東京大学演習林を利用して行われた試験研究文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

総合政策評価ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ3E(Energy‑Environment)

資料係)】
慶応義塾大学 政策･ﾒﾃﾞｨｱ研究所 鵜野研究室 【鵜野公郎 (慶応義塾大学 政策･ﾒﾃﾞｨｱ
研究所)】
教育研究ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ 【(長崎外国語短期大学 教育研究ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ)】
高岡法科大学図書館 【図書館事務室 (高岡法科大学図書館)】
高松大学附属図書館 【佃 昌道 (高松大学 情報処理教育ｾﾝﾀｰ)】
図書係 【寺本 嘉代子 (工業技術院 大阪工業技術研究所 総務部業務課図書係)】
国立歴史民俗博物館 【西谷 大 (国立歴史民俗博物館･考古研究部)】
沢野伸浩 【沢野伸浩 (星陵女子短期大学)】
東海学園大学三好ｷｬﾝﾊﾟｽ図書館 【山田秋子 (東海学園大学三好ｷｬﾝﾊﾟｽ図書館)】
東京学芸大学附属図書館 【(東京学芸大学附属図書館)】
東京商船大学附属図書館 【(東京商船大学附属図書館 総務係)】
東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林愛知演習林 【芝野 博文 (東京大学)】
東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林研究部 【(東京大学大学院農学生命科
学研究科附属演習林研究部)】
東京大学総合研究博物館 田賀井 篤平 【田賀井 篤平 (東京大学総合研究博物館)】
東京大学附属図書館 【(東京大学情報基盤ｾﾝﾀｰ 学術情報ﾘﾃﾗｼｰ掛)】
国立歴史民俗博物館 【湯浅 隆 (国立歴史民俗博物館･歴史研究部)】
東邦学園短期大学図書館 【森下恵子 (東邦学園短期大学図書館)】
常磐大学総合情報ｾﾝﾀｰ 【村上 力雄 (常磐大学総合情報ｾﾝﾀｰ)】
浜松医科大学附属図書館 【情報ｻｰﾋﾞｽ係 (浜松医科大学附属図書館)】
東京都立科学技術大学附属図書館 【内山 江差夫 (東京都立科学技術大学附属図書館)】
富山大学附属図書館 【山田 正芳 (富山大学附属図書館情報ｻｰﾋﾞｽ課学術情報係)】
名古屋市工業研究所 【栗原 洋子 (名古屋市工業研究所 産業技術図書館)】
新潟経営大学図書館 【五十嵐 まさ江 (新潟経営大学図書館)】
阪南大学図書館 【小林 明博 (阪南大学図書館)】
町田 和彦 【町田 和彦 (東京外国語大学ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語文化研究所)】
美術科教育学会ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ構築部会 【上山 浩 (宮崎大学教育学部)】
仏教文化研究所 【渡辺信和 (同朋大学仏教文化研究所)】
ﾚｰｻﾞｰ核融合研究ｾﾝﾀｰ 【(大阪大学ﾚｰｻﾞｰ核融合研究ｾﾝﾀｰ)】
奈良国立文化財研究所 【小林謙一､森本晋､伊藤智彦 (奈良国立文化財研究所埋蔵文化財
ｾﾝﾀｰ情報資料室)】
星 仰 (茨城大学情報工学科) 【星 仰 (茨城大学工学部情報工学科星研究室)】
北海道教育大学附属図書館 【整理係 (北海道教育大学附属図書館)】
北海道大学農学部附属演習林 【研究協力班(担当 間宮春大) (北海道大学農学部附属演習林)】
北海道武蔵女子短期大学 附属図書館 【(北海道武蔵女子短期大学 附属図書館)】
【武藤 義人 (文京女子短期大学英語英文学科図書館)】
万葉集校本ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会 【坂本 信幸 (奈良女子大学 文学部)】
吉村誠,田中充,葛崎偉 【吉村誠 (山口大学教育学部)】
附属図書館情報管理課 【(東京大学情報基盤ｾﾝﾀｰ 学術情報ﾘﾃﾗｼｰ掛)】
宮財県畜産会 【田中哲也 (宮崎県畜産試験場)】
宮崎大学附属図書館 【(宮崎大学附属図書館整理係)】
明治薬科大学 教務課 【大箸 良夫 (明治薬科大学 教務課)】

目録情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
山野美容芸術短期大学研究紀要目録情報
山野美容芸術短期大学図書館図書目録情報(仮称)
横浜国立大学附属図書館書誌所在情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
横浜商科大学図書情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
立命館大学研究者学術研究情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ﾚﾎﾟｰﾄ表
ﾛｼｱ連邦大統領令ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
早稲田大学ｱﾙﾌﾚｯﾄﾞ･ｼｭｯﾂ文庫ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
早稲田大学會津ｺﾚｸｼｮﾝ
早稲田大学 會津八一の書 ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ検索

附属図書館 【(姫路工業大学 附属図書館)】
図書館 【早川 孝幸 (山野美容芸術短期大学図書館)】
図書館 【早川 孝幸 (山野美容芸術短期大学図書館)】
横浜国立大学附属図書館 【ｼｽﾃﾑ管理係 (横浜国立大学附属図書館)】
横浜商科大学図書館 【吉井博一 (横浜商科大学図書館)】
立命館大学衣笠研究支援ｾﾝﾀｰ 【佐藤 明子 (立命館大学衣笠研究支援ｾﾝﾀｰ)】
ﾚｰｻﾞｰ核融合研究ｾﾝﾀｰ 【(大阪大学ﾚｰｻﾞｰ核融合研究ｾﾝﾀｰ)】
財団法人日本国際問題研究所 【ﾛｼｱ研究ｾﾝﾀｰ (財団法人日本国際問題研究所)】
早稲田大学那須研究室内早稲田大学ｼｭｯﾂ文庫 【那須 壽 (早稲田大学)】
早稲田大学文学部 【大橋一章 (早稲田大学文学部)】
早稲田大学 會津八一記念博物館 【(早稲田大学會津八一記念博物館)】

付録２．サービスデータベース一覧（機関別）

参 考 の た め に 、本 調 査 の Ｂ 票 及 び Ｃ 票 に よ り 回 答 の あ っ た 機 関 別 の 情 報 検 索 サ ー ビ ス が 行 わ れ
ているデータベースの一覧表を付した。
各 デ ー タ ベ ー ス は 情 報 検 索 サ ー ビ ス 機 関 に よ っ て 分 類 し 、各 部 に つ い て は デ ー タ ベ ー ス の 正 式
名 称 の 五 十 音 順 に 配 列 し た （ ア ル フ ァ ベ ッ ト は 最 初 に 配 列 ）。
本 調 査 の 回 答 は 、デ ー タ ベ ー ス デ ィ レ ク ト リ と し て 国 立 情 報 学 研 究 所 の 情 報 検 索 サ ー ビ ス（ Ｎ
Ａ Ｃ Ｓ Ｉ Ｓ − Ｉ Ｒ ）に よ っ て 公 開 さ れ て い る の で 、各 デ ー タ ベ ー ス の 詳 細 に つ い て は デ ー タ ベ ー
スディレクトリを参照されたい。
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情報検索サービス機関名 部局名 【情報検索サービスの名称】
データベースサービスの正式名称 〈データベースの作成者〉

《 国立大学 》
北海道大学 大型計算機ｾﾝﾀｰ 【HDB】
遺伝情報のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(Hokkaido University Genetic Information Database) 〈飯田陽一〉
荷電粒子核反応ﾃﾞｰﾀﾌｧｲﾙ(Nuclear Reaction Data File) 〈加藤幾芳〉
日食図･日食計算ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈竹下 幸一〉
農業経済長期経済ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(Agricultural Long Term Statistics) 〈黒河功､長南史男､土井時久(北海道
大学)､伊藤繁(帯広畜産大学)､澤田裕(北星学園大学経済 学部)〉
量子化学基底関数ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈舘脇洋〉
量子化学文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(Quantum Chemistry Literature Data Base) 〈野呂武司〉
暦情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈竹下幸一〉
北海道大学 附属図書館 【北海道大学蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
北海道大学蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈北海道大学附属図書館及び各部局図書室〉
北海道大学 附属図書館 【ｵﾝﾗｲﾝCD‑ROMﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
Biological Abstracts on CD 〈Silver Platter Information Inc.〉
Book Review Digest 〈Silver Platter Information Inc.〉
CA on CD ,CI on CD 〈ｱﾒﾘｶ化学会〉
Current Contents 7 Edition for OVIDNet2 〈OVID Technoiogies社(米国)〉
MEDLINE 〈OVID Technologies〉
MLA International Bibliography 〈Silver Platter Information Inc.〉
PsycINFO 〈ｱﾒﾘｶ心理学会〉
SwetScan 〈Swets & Zeitlinger B.V.〉
医学中央雑誌 CD‑ROM 〈医学中央雑誌刊行会〉
北海道大学 農学部附属中川地方演習林 【樹木年輪情報検索ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
樹木年輪情報検索ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈各研究機関や研究者個人が､計測した年輪のｵﾘｼﾞﾅﾙﾃﾞｰﾀをもとに､年輪情報
を検索するために必要な基礎的なﾃﾞｰﾀを提供する｡〉
北海道大学 大学院水産科学研究科 【ﾘｱﾙﾀｲﾑ海洋環境情報】
海洋環境衛星情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 〈物理海洋学講座 斉藤誠一〉
北海道大学 法学部 【北大法学部雑誌既刊目次(仮称)】
志法既刊目次一覧 〈北海道大学法学部法令判例新刊雑誌室〉
北大法学研究科ｼﾞｭﾆｱ･ﾘｻｰﾁ･ｼﾞｬｰﾅﾙ既刊目次 〈北海道大学法学部法令判例新刊雑誌室〉
北大法学部ｾﾞﾐ論集既刊目次(仮称) 〈北海道大学法学部法令判例新刊雑誌室〉
北大法学論集既刊目次 〈北海道大学法学部法令判例新刊雑誌室〉
北海道大学 大学院理学研究科数学専攻図書室 【数学図書室蔵書検索ｼｽﾃﾑ】
数学図書室蔵書検索ｼｽﾃﾑ 〈数学専攻図書室〉
北海道教育大学 附属図書館 【】
北海道教育大学附属図書館所蔵目録(仮称) 〈北海道教育大学附属図書館〉
北海道教育大学 大雪山自然教育研究施設 【北海道教育大学大雪山自然教育研究施設ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ】
大雪山自然教育研究施設研究報告 Online version 〈北海道教育大学 大雪山自然教育研究施設〉
大雪山の自然 〈北海道教育大学大雪山自然教育研究施設〉
北海道教育大学大雪山自然教育研究施設研究報告総目次 〈北海道教育大学大雪山自然教育研究施設〉
室蘭工業大学 附属図書館 【室蘭工業大学図書館ｼｽﾃﾑ目録検索ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ】
室蘭工業大学図書館ｼｽﾃﾑ目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈室蘭工業大学附属図書館〉
小樽商科大学 附属図書館 【小樽商科大学蔵書検索(OPAC)】
小樽商科大学蔵書検索(OPAC) 〈小樽商科大学附属図書館〉
旭川医科大学 附属図書館 【旭川医科大学附属図書館情報検索ｼｽﾃﾑ】
CINAHL(Camulative Index to Nursing 〈CINAHL Information Systems〉
MEDLINE 〈U.S.National Library of Medicine (OVid
Technologies)〉
旭川医科大学書誌･所蔵ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 〈旭川医科大学附属図書館〉
旭川医科大学和雑誌特集記事 〈旭川医科大学附属図書館〉
医学中央雑誌 〈医学中央雑誌刊行会〉
北見工業大学 附属図書館 【ｵﾝﾗｲﾝ目録検索ｼｽﾃﾑ】
北見工業大学附属図書館ｵﾝﾗｲﾝ目録検索ｼｽﾃﾑ 〈北見工業大学附属図書館〉
弘前大学 附属図書館 【弘前大学情報検索ｻｰﾋﾞｽ】
弘前大学ｵﾝﾗｲﾝ全学総合目録 〈弘前大学附属図書館〉
弘前大学 地域共同研究ｾﾝﾀｰ 【科学技術相談室】
弘前大学科学技術相談室 〈弘前大学地域共同研究ｾﾝﾀｰ〉
岩手大学 附属図書館 【岩手大学ｵﾝﾗｲﾝ閲覧目録】
岩手大学蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈岩手大学附属図書館〉
東北大学 大型計算機ｾﾝﾀｰ 【METADEX 他】
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METADEX 〈ﾃﾞｰﾀの提供は米国金属学会と英国金属学会,ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの作成者は東北大学大型計算機ｾﾝﾀｰ研究
開発部〉
SEDATA 〈東北大学理学部化学科〉
TMSDB 〈米国ﾚﾝｾﾗｰ理工科大学G.J.Janz教授,東北溶融塩ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ委員会〉
日本画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ JAIDAS 〈東北大学大型計算機ｾﾝﾀｰ〉
東北大学 附属図書館 【T‑LINES 蔵書検索ｻｰﾋﾞｽ】
東北大学図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈東北大学附属図書館〉
東北大学 金属材料研究所 【1.KIND/SQL 2.KIND】
金研･材料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈東北大学金属材料研究所 情報･広報室長 教授 川添良幸〉
東北大学 加齢医学研究所医用細胞資源ｾﾝﾀｰ 【医用細胞資源ｾﾝﾀｰ細胞株ｶﾀﾛｸﾞ】
東北大学加齢医学研究所 医用細胞資源ｾﾝﾀｰ 細胞株ｶﾀﾛｸﾞ 〈東北大学加齢医学研究所 医用細胞
資源ｾﾝﾀｰ〉
東北大学 流体科学研究所 【流体科学研究所公表論文一覧(仮称)】
流体科学研究所 公表論文一覧(仮称) 〈自己評価委員会〉
東北大学 素材工学研究所 【素材研ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｻｰﾋﾞｽ】
東北大学 素材工学研究所 発表論文目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈東北大学 素材工学研究所 技術情報室〉
宮城教育大学 附属図書館 【OPAC】
図書目録ﾃﾞｰﾀ 〈宮城教育大学附属図書館〉
宮城教育大学 教育学部附属教育臨床総合研究ｾﾝﾀｰ 【授業記録ｱｰｶｲﾌﾞ(仮称)】
授業記録ｱｰｶｲﾌﾞ(仮称) 〈宮城教育大学教育学部附属教育臨床総合研究ｾﾝﾀｰ〉
宮城教育大学 教育学部附属環境教育実践研究ｾﾝﾀｰ 【宮城教育大学環境研ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)】
宮城教育大学環境研ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 〈宮城教育大学教育学部附属環境教育実践研究ｾﾝﾀｰ〉
秋田大学 附属図書館 【秋田大学蔵書検索ｼｽﾃﾑ】
秋田大学蔵書検索ｼｽﾃﾑ 〈秋田大学附属図書館〉
山形大学 附属図書館 【山形大学ｵﾝﾗｲﾝ蔵書目録】
山形大学ｵﾝﾗｲﾝ蔵書目録 〈山形大学附属図書館〉
山形大学 地域共同研究ｾﾝﾀｰ 【山形大学地域共同研究ｾﾝﾀｰﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ】
山形大学地域共同研究ｾﾝﾀｰﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 〈本学の工学部の有志および地域共同研究ｾﾝﾀｰ専任教員〉
山形大学 医学部脳神経外科 【】
山形大学医学部脳神経外科ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ内｢臨床及び基礎研究｣｢WWWﾘｽﾄ集｣ 〈山形大学医学部脳神経外科〉
福島大学 附属図書館 【福島大学附属図書館ｵﾝﾗｲﾝ目録】
福島大学附属図書館ｵﾝﾗｲﾝ目録 〈福島大学附属図書館〉
茨城大学 附属図書館 【OPAC】
OPAC 〈附属図書館〉
茨城大学 理学部 【】
宇宙線世界資料ｾﾝﾀｰﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈宇宙線世界資料ｾﾝﾀｰ〉
茨城大学 大学院理工学研究科情報･ｼｽﾃﾑ科学専攻 【星研究室業績ﾘｽﾄ】
HOSHI‑LAB. 〈星 仰 (茨城大学･工学部)〉
筑波大学 学術情報処理ｾﾝﾀｰ 【UTOPIA】
BIOSIS Previews 〈Bioscience Information Service (U.S.A)〉
BIOSIS Previews 〈Bioscience Information Service (U.S.A)〉
CAB Abstracts 〈CAB lnternational(U.K)〉
CANCER Literature Information On―Line 〈National Cancer Institute (U.S.A)〉
Current Index to Journals in Education 〈National Institute of Education (U.S.A.)〉
Dissertation Abstracts Online 〈University Microfilms International Inc.(U.S.A.)〉
Energyline 〈Bowker Electronic Publishing〉
ERIC Resources in Education 〈National Iustitute of Education (U.S.A.)〉
Information Services for Physics & Engineering Communities 〈Institute of Electrical
Engineers〉
Japan MARC 〈国立国会図書館 (Japan)〉
Library of Congress MARC 〈U.S.Library of Congress (U.S.A.)〉
PDQ(physician Data Query) 〈National Cancer Institute (U.S.A)〉
PsycINFO 〈American Psychological Association (U.S.A.)〉
筑波大学 附属図書館 【筑波大学電子図書館】
TULIPS所蔵雑誌ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈筑波大学附属図書館〉
TULIPS所蔵図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈筑波大学附属図書館〉
TULIPS全文情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈筑波大学附属図書館〉
筑波大学 社会工学系多目的ﾃﾞｰﾀﾊﾞﾝｸ 【TSUKUBA‑POLITICAL‑DB】
TSUKUBA‑POLITICAL‑DB 〈蒲島郁夫,山崎陽一〉
筑波大学 陸域環境研究ｾﾝﾀｰ 【筑波大学 陸域環境研究ｾﾝﾀｰ熱収支･水収支観測資料】
筑波大学陸域環境研究ｾﾝﾀｰ熱収支･水収支観測資料 〈筑波大学水理実験ｾﾝﾀｰ〉
筑波大学 工作ｾﾝﾀｰ 【工作ｾﾝﾀｰ 材料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
工作ｾﾝﾀｰ 材料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈工作ｾﾝﾀｰ〉
宇都宮大学 附属図書館 【蔵書検索】
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UDAILIB‑DATABASE 〈宇都宮大学附属図書館〉
群馬大学 附属図書館 【群馬大学ｵﾘｼﾞﾅﾙﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｼｽﾃﾑ】
群馬大学紀要目次情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈群馬大学附属図書館〉
群馬大学附属図書館所蔵貴重資料画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈群馬大学附属図書館〉
埼玉大学 附属図書館 【埼玉大学OPAC】
埼玉大学OPAC 〈埼玉大学附属図書館〉
埼玉大学 附属図書館 【埼玉大学教育研究情報】
埼玉大学教育研究情報 〈埼玉大学附属図書館〉
埼玉大学 地域共同研究ｾﾝﾀｰ 【埼玉大学産学連携教官情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)】
埼玉大学産学連携教官情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈埼玉大学 地域共同研究ｾﾝﾀｰ〉
千葉大学 附属図書館 【千葉大学附属図書館蔵書検索ｼｽﾃﾑ(CULIS)】
千葉大学附属図書館所蔵雑誌ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈千葉大学附属図書館〉
千葉大学附属図書館所蔵図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈千葉大学附属図書館〉
千葉大学 附属図書館 【千葉大学附属図書館利用者ｻｰﾋﾞｽ目録検索】
千葉大学附属図書館所蔵雑誌ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈千葉大学附属図書館〉
千葉大学附属図書館所蔵図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈千葉大学附属図書館〉
東京大学 情報基盤ｾﾝﾀｰ 【TOOL‑IR】
Cambridge Structural Database System 〈Cambridge Crystallographic Data Centre〉
CA search 〈ｱﾒﾘｶ化学会 Chemical Abstracts Service〉
EMBL Nucleotide Sequence Database 〈European Bioinformatics Institute〉
Protein Data Bank 〈米国 Research Collaboratory for Structural Bioinformatics〉
Protein Sequence Database 〈米国 Pretein Information Resource,National Biomedical Research
Foundation〉
東京大学 情報基盤ｾﾝﾀｰ 【】
Current Contents 〈Silver Platter〉
LILIPUT‑OPAC(東京大学附属図書館全学総合目録) 〈東京大学附属図書館〉
Swet Scan ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈東京大学情報基盤ｾﾝﾀｰ〉
Web of Science 〈Institute for Scientific Information〉
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ学術情報ｲﾝﾃﾞｯｸｽ:Index to Resources on Internet 〈東京大学情報基盤ｾﾝﾀｰ〉
国策研究会文書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈東京大学附属図書館〉
雑誌記事索引ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈東京大学情報基盤ｾﾝﾀｰ〉
東京大学学位論文論題ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈東京大学附属図書館(学術情報ｾﾝﾀｰ｢学位論文索引ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ｣の東大収
録分ﾃﾞｰﾀを元に作成)〉
東京大学総合目録遡及入力ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈東京大学附属図書館〉
ﾌﾞｯｸｺﾝﾃﾝﾂ･ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈東京大学情報基盤ｾﾝﾀｰ〉
水戸徳川家林制資料目録 〈附属図書館情報管理課〉
東京大学 農学部図書館 【東京大学農学部図書館 ERLﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｻｰﾋﾞｽ】
AGRICOLA on Silverplatter 〈U.S.National Agricultural Library(NAL) U.S.National Technical
Information Service〉
Biological Abstract/RRM on Compact Disc 〈Biological Abstract,Inc(BIOSIS)〉
Biological Abstracts on Compact Disc 〈Biological Abstracts,Inc.(BIOSIS)〉
東京大学 医学部 【東京大学医学部 医学研究支援電子計算機ｼｽﾃﾑ】
Aidsline 〈OVID Technologies社〉
BioethicsLine 〈OVID Technologies社〉
BiomedicalCollection II 〈OVID Technologies社〉
Biomedical Collection III 〈OVID Technologies社〉
Biomedical Collection IV 〈OVID Technologies社〉
CancerLit 〈OVID Technologies社〉
Core Biomedical Collection (CBC) 〈OVID Technologies社〉
MEDLINE 〈National Libyary of Medicine U.S. Dept of Health and Human Sci. CD PLUS
Technologies〉
Mental Health Collection 〈OVID Technologies社〉
Nursing & Allied Health(CINAHL) 〈CINAHL Information Services〉
Nursing Collection 〈OVID Technologies社〉
Science Direct On Site 〈ELSEVIER SCIENCE社〉
医学中央雑誌 〈医学中央雑誌刊行会〉
東京大学 大学院農学生命科学研究科附属演習林研究部 【FSDB (Forest Science Data Base)】
東京大学演習林を利用して行われた試験研究文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈東京大学大学院農学生命科学研究科附属演
習林研究部〉
東京大学 経済学部 【東京大学経済学部ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
浅田家文書分類目録 〈浅田家文書研究会〉
営業報告書目録 〈武田晴人〉
東京大学 医学部附属病院中央医療情報部 【大学医療情報ﾈｯﾄﾜｰｸ(UMIN)】
薬価ﾏｽﾀｰ 〈日本ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ〉
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東京大学 医科学研究所ﾋﾄｹﾞﾉﾑ解析ｾﾝﾀｰ 【ﾋﾄｹﾞﾉﾑ解析ｾﾝﾀｰﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｻｰﾋﾞｽ(仮称)】
A Database of Single Nucleotide Polymorphisms from Japanese 〈東京大学医科学研究所ﾋﾄｹﾞ
ﾉﾑ解析ｾﾝﾀｰ､科学技術振興事業団〉
Brookhaven Protein Data Bank 〈Brookhaven National Laboratory〉
Dictionary of Protein Sites and Patterns 〈Medical Biochemistry Department,University
of Geneva〉
EMBL nucleic acid sequence database 〈European Molecular Biology Laboratory〉
Eukaryotic Promoter Database 〈Phillip Bucher(Inst.Suisse de Reche.Exper.sur lecancer)〉
GenBank nucleic acid sequence database 〈National Center for Biotechnology Information〉
Gene Card:human genes,maps,proteinsand diseases 〈Grown Human Genome Center &
Bioinfomatics Unit,at the Weizmann institute of Science〉
Human Genome Reconstruction Project 〈理化学研究所および東京大学医科学研究所〉
LinkDB 〈京都大学化学研究所〉
Literature Database compiled by PRF 〈蛋白質研究奨励会〉
Online Mendelian Inheritance in Man 〈Welch Medical Library,Johns Hopkins University〉
PIR protein sequence database 〈National Biomedical Research Foundation〉
PRF protein sequence database 〈蛋白質研究奨励会〉
SWISS‑PROT protein sequence database 〈European Molecular Biology Laboratory〉
TRANSFAC 〈E.wingerder,P.Dietze,H.Karas,R.Knueppel
Gesellshaft fuer Biotechnologische
Forschung mbH〉
東京大学 大学院工学系研究科 【DNS Database of Turbulence and Heat Transfer
(乱流輸送現象のDNSﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ) 3‑D PTV
Database of Turbulent Flows】
乱流輸送現象のDNSのﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 乱流のPTVﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈東京大学大学院工学系研究科笠木伸英〉
東京大学 工学系研究科電気工学専攻横山研究室 【横山研究室発表論文一覧(仮称)】
横山研究室発表論文一覧(仮称) 〈東京大学工学系研究科電気工学専攻横山研究室〉
東京大学 大学院法学政治学研究科･法学部 【学術情報班情報検索ｻｰﾋﾞｽ】
Biomedical Collection III 〈OVID Technologies社〉
行政判例CD‑RM 地方自治編 〈(株)ぎょうせい〉
現行法令CD‑ROM 〈(株)ぎょうせい〉
判例MASTER 〈新日本法規出版(株)〉
判例体系CD‑ROM 〈第一法規出版(株)〉
法律判例文献情報CD‑ROM 〈第一法規出版(株)〉
東京大学 大学院工学系研究科航空宇宙工学専攻･工学部航空宇宙工学科図書室 【】
学士論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈東京大学大学院 工学系研究科 航空宇宙工学専攻･工学部航空宇宙工学科 図書室〉
修士論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈東京大学大学院 工学系研究科 航空宇宙工学専攻･工学部航空宇宙工学科 図書室〉
所蔵報告類ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈東京大学大学院 工学系研究科 航空宇宙工学専攻･工学部航空宇宙工学科図書
室〉
博士論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈東京大学大学院 工学系研究科 航空宇宙工学専攻･工学部航空宇宙工学科 図書室〉
東京大学 大学院理学系研究科 【STEP Polar Network】
STEP極域磁場･ｵｰﾛﾗ広域観測ﾃﾞｰﾀ 〈林 幹治〉
東京大学 史料編纂所 【東京大学史料編纂所歴史情報処理ｼｽﾃﾑ ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ版】
花押ｶｰﾄﾞﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈｢花押画像のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ構築とその計測処理に関する基礎的研究｣ｸﾞﾙｰﾌﾟ〉
古写真ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈東京大学史料編さん所 古写真ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成ｸﾞﾙｰﾌﾟ〉
古文書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈古文書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成ｸﾞﾙｰﾌﾟ〉
肖像情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈黒田日出男(東京大学史料編さん所画像史料解析ｾﾝﾀｰ)〉
諸家文書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(島津家文書) 〈東京大学史料編さん所〉
所蔵史料目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈東京大学史料編さん所図書室〉
史料編纂所所蔵肖像画模本ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈画像史料解析ｾﾝﾀｰ〉
摺物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈摺物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成ｸﾞﾙｰﾌﾟ〉
双方向型錦絵DB 〈〉
大日本史料検索ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈所員〉
日本中世古文書ﾌﾙﾃｷｽﾄﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈日本中世古文書ﾌﾙﾃｷｽﾄﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成ｸﾞﾙｰﾌﾟ〉
編年史料ｶｰﾄﾞﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈編年史料ｶｰﾄﾞﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｸﾞﾙｰﾌﾟ〉
東京大学 社会情報研究所附属情報ﾒﾃﾞｨｱ研究資料ｾﾝﾀｰ 【森恭三著作集CD‑ROM版】
森恭三著作集CD‑ROM版 〈東京大学社会情報研究所附属情報ﾒﾃﾞｨｱ研究資料ｾﾝﾀｰ〉
東京大学 空間情報科学研究ｾﾝﾀｰ 【CSISｸﾘｱﾘﾝｸﾞﾊｳｽ】
CSISｸﾘｱﾘﾝｸﾞﾊｳｽ 〈東京大学空間情報科学研究ｾﾝﾀｰ〉
東京大学 国際･産学共同研究ｾﾝﾀｰ 【東京大学産学連携提案ﾃｰﾏﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
東京大学産学連携提案ﾃﾞｰﾏﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈東京大学国際･産学共同研究ｾﾝﾀｰ〉
東京大学 法学部附属外国法文献ｾﾝﾀｰ 【LEXIS‑NEXIS】
LEXIS‑NEXIS Xchange 〈LEXIS‑NEXIS, a division of Read Elssevier Inc.〉
東京大学 法学部附属近代日本法政史料ｾﾝﾀｰ明治新聞雑誌文庫 【新聞雑誌ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
CD‑ROM版 近代文学館 6:太陽 〈日本近代文学館〉
日本錦絵新聞集成 〈文生書院〉
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風俗画報 CD‑ROM版 〈ゆまに書房〉
明治の讀賣新聞 〈読売新聞社〉
東京外国語大学 附属図書館 【東京外国語大学 附属図書館 目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)】
東京外国語大学附属図書館目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 〈東京外国語大学附属図書館〉
東京学芸大学 附属図書館 【ｵﾝﾗｲﾝ利用者目録】
学内所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈東京学芸大学附属図書館〉
東京芸術大学 附属図書館 【東京芸術大学附属図書館WebOPAC】
東京芸術大学附属図書館WebOPAC 〈東京芸術大学附属図書館〉
東京藝術大学 音楽学部小泉文夫記念資料室 【小泉文夫記念資料室ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
所蔵音楽資料(ｵｰﾌﾟﾝﾃｰﾌﾟ)ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈東京藝術大学音楽学部小泉文夫記念資料室､同室長柘植元一東京藝
術大学教授を代表とする文部省科研費助成研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ〉
東京芸術大学 音楽学部音楽研究ｾﾝﾀｰ 【AV資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
AV資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈東京芸術大学音楽学部音楽研究ｾﾝﾀｰ〉
東京工業大学 附属図書館 【東京工業大学附属図書館ｵﾝﾗｲﾝ目録(TopicsIV)】
東京工業大学附属図書館ｵﾝﾗｲﾝ目録 〈東京工業大学附属図書館〉
東京工業大学 附属図書館 【東京工業大学電子図書館(TDL)】
東京工業大学電子図書館 〈東京工業大学附属図書館〉
東京商船大学 附属図書館 【ｵﾝﾗｲﾝ所蔵目録(OPAC)】
東京商船大学附属図書館所蔵目録(仮称) 〈東京商船大学附属図書館〉
お茶の水女子大学 情報処理ｾﾝﾀｰ 【量子化学文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(略称QCLDB)】
量子化学文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈量子化学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ研究会〉
お茶の水女子大学 附属図書館 【】
女性学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈お茶の水女子大学女性文化研究ｾﾝﾀｰ内女性学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ研究会､お茶の水女子大学附属
図書館教育研究学内特別経費ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ〉
電気通信大学 附属図書館 【電気通信大学附属図書館LIMEDIO】
電気通信大学図書館情報ｼｽﾃﾑ 〈電気通信大学附属図書館〉
一橋大学 附属図書館 【HERMES】
一橋大学附属図書館所蔵資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈一橋大学附属図書館〉
一橋大学 経済研究所附属日本経済統計情報ｾﾝﾀｰ 【現行日本統計資料受入目録】
現行日本統計資料受入目録(雑誌扱い資料編) 〈一橋大学経済研究所附属日本経済統計情報ｾﾝﾀｰ〉
現行日本統計資料受入目録(単行書扱い資料編) 〈一橋大学経済研究所附属日本経済統計情報ｾﾝﾀｰ〉
一橋大学 経済研究所附属日本経済統計情報ｾﾝﾀｰ 【統計情報検索】
外地関係統計資料目録 〈経済統計情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ編成委員会 一橋大学経済研究所附属
日本経済統計情報ｾﾝﾀｰ〉
統計調査総覧 〈経済統計情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ編成委員会〉
統計調査報告書 〈経済統計情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ編成委員会〉
統計表 〈経済統計情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ編成委員会〉
横浜国立大学 附属図書館 【横浜国立大学附属図書館情報検索ｻｰﾋﾞｽ】
学内論文検索ｼｽﾃﾑ 〈横浜国立大学附属図書館〉
横浜国立大学附属図書館画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈社会科学特殊ｺﾚｸｼｮﾝ及び画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会〉
横浜国立大学附属図書館書誌所在情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈横浜国立大学附属図書館〉
新潟大学 附属図書館 【資料検索ｻｰﾋﾞｽ】
新潟大学附属図書館図書･雑誌蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈新潟大学附属図書館〉
新潟大学 附属図書館 【新潟大学貴重資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
新潟大学貴重資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈新潟大学附属図書館〉
新潟大学 現代社会文化研究科 【学位論文一覧】
学位論文一覧 〈新潟大学大学院現代社会文化研究科情報ﾈｯﾄﾜｰｸ委員会〉
新潟大学 法学部 【新潟大学法学部wwwｻｰﾊﾞ】
Law in Cyberspace ｱｰｶｲﾌﾞ 〈新潟大学法学部〉
｢法政理論｣目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈新潟大学法学部〉
富山大学 総合情報処理ｾﾝﾀｰ 【1.NEEDS 2.PATTERN 3.OPAC WWW4.SRRJ 5.FINANCE】
Tritium Database 〈富山大学ﾄﾘﾁｳﾑ科学ｾﾝﾀｰ(現･富山大学水素同位体科学研究ｾﾝﾀｰ)〉
株価収益率ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈株式会社 日立情報ｼｽﾃﾑｽﾞ〉
電子技術総合研究所手書き文字ﾊﾟﾀｰﾝﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈通産省工業技術院電子技術総合研究所〉
富山大学図書館情報検索ｼｽﾃﾑﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈富山大学附属図書館〉
日経NEEDS 〈日本経済新聞社ﾃﾞｰﾀﾊﾞﾝｸ局(03‑3270‑0251)〉
有価証券報告書DB 〈日本開発銀行(日本経済研究所)〉
富山大学 附属図書館 【富山大学蔵書目録検索ｼｽﾃﾑ】
富山大学蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈富山大学附属図書館〉
富山大学 附属図書館 【ﾗﾌｶﾃﾞｨｵ･ﾊｰﾝ関係文献目録検索ｼｽﾃﾑ】
富山大学ﾍﾙﾝ(小泉八雲)文庫所蔵ﾗﾌｶﾃﾞｨｵ･ﾊｰﾝ関係文献目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈富山大学附属図書館〉
富山大学 附属図書館 【川合文書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ検索ｼｽﾃﾑ】
川合文書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈富山大学附属図書館〉
富山大学 附属図書館 【菊池文書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ検索ｼｽﾃﾑ】
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菊池文書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈富山大学附属図書館〉
富山大学 教育学部 【歴史時代の気候変動ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(HCDB)】
歴史気候ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈田上 善夫〉
金沢大学 附属図書館 【金沢大学総合目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ検索ｻｰﾋﾞｽ】
金沢大学総合目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈金沢大学附属図書館〉
金沢大学 薬学部 【金沢大学薬学部ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ】
金沢大学薬学部ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 〈金沢大学薬学部 ﾈｯﾄﾜｰｸ委員会〉
福井大学 附属図書館 【福井大学蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
福井大学蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈福井大学附属図書館〉
信州大学 附属図書館 【信州大学附属図書館OPACｼｽﾃﾑWWW版】
信州大学附属図書館OPACｼｽﾃﾑWWW版 〈信州大学附属図書館〉
信州大学 農学部 【日本作物学会論文検索】
日本作物学会論文検索 〈日作紀ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾒﾝﾊﾞｰ(統括;萩原素之),日本作物学会情報ﾈｯﾄﾜｰ
ｸ化委員会〉
岐阜大学 附属図書館 【岐阜大学蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
岐阜大学蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈岐阜大学附属図書館〉
岐阜大学 教育学部 【FAIRS(ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ名はEDMARS)】
教育研究文献 Educational Document Management and Retrieval System 〈岐阜大学教育学部附属ｶﾘｷｭﾗ
ﾑ開発研究ｾﾝﾀｰ〉
岐阜大学 大学院連合獣医学研究科 【学術研究論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
学術研究論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈武脇 義〉
静岡大学 附属図書館 【電子化資料検索ｻｰﾋﾞｽ(仮称)】
静岡大学博士学位論文内容の要旨ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 〈静岡大学附属図書館〉
静岡大学附属図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈静岡大学附属図書館〉
静岡大学 農学部 【静岡大学生有用遺伝資源ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｻｰﾋﾞｽ】
有用遺伝ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈静岡大学.有用遺伝資源ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会〉
静岡大学
【教育学部】
技術教育ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈技術教育研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ(代表 亀山 寛)〉
名古屋大学 附属図書館 【名古屋大学附属図書館情報検索ｻｰﾋﾞｽ】
伊藤文庫 〈名古屋大学附属図書館〉
紀要情報照会 〈名古屋大学附属図書館〉
名古屋大学学位論文目録 〈学術情報ｾﾝﾀｰ〉
名古屋大学所蔵CD‑ROM目録 〈名古屋大学付属図書館〉
名古屋大学新聞目録 〈名古屋大学付属図書館〉
名古屋大学蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(OPAC) 〈名古屋大学附属図書館〉
名古屋大学 大学院 理学研究科 【名古屋大学理学部情報検索ｼｽﾃﾑ(仮称)】
特につけていない 〈志知龍一〉
名古屋大学 理学部生命理学 【分子生物学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)】
分子生物学科ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 〈分子生物学科〉
名古屋大学 経済学部 【CD‑ROM文献検索ｼｽﾃﾑ】
Web SPIRS 〈Silver Platter社〉
名古屋大学 太陽地球環境研究所 【太陽風速度ﾃﾞｰﾀｻｰﾋﾞｽ】
太陽風速度ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈名古屋大学太陽地球環境研究所太陽風研究室〉
名古屋大学 農学国際教育協力研究ｾﾝﾀｰ 【農学分野の国際教育協力人材ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)】
農学分野の国際教育協力人材ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 〈農学国際教育協力研究ｾﾝﾀｰ〉
愛知教育大学 附属図書館 【ｵﾝﾗｲﾝ利用者目録】
図書･雑誌目録 〈愛知教育大学附属図書館〉
愛知教育大学 教育学部 【生物教材文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
生物教材文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈川上 昭吾〉
名古屋工業大学 附属図書館 【目録検索】
雑誌目録 〈名古屋工業大学附属図書館〉
図書目録 〈名古屋工業大学附属図書館〉
三重大学 附属図書館 【三重大学ｵﾝﾗｲﾝ目録検索】
三重大学ｵﾝﾗｲﾝ目録検索 〈附属図書館〉
京都大学 大型計算機ｾﾝﾀｰ 【】
SHR 〈京都大学大学院人間環境学研究科〉
AFLORA 〈京都大学ｱﾌﾘｶ地域研究資料ｾﾝﾀｰ〉
CAM 〈Cambridge Crystallographic Data Center〉
Cambridge Struture Database System 〈Cambridge Crystallographic Data Center〉
CARBON‑13 NMR Relational Database of Polymers 〈高分子ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ研究会〉
Cellular Slime Mold Library 〈京都大学理学部植物学教室〉
CHINA1 〈京都大学人文科学研究所附属東洋学文献ｾﾝﾀｰ〉
CHINA2 〈京都大学人文科学研究所附属東洋学文献ｾﾝﾀｰ〉
CHINA3 〈京都大学人文科学研究所附属東洋学文献ｾﾝﾀｰ〉
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CNMRP 〈高分子ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ研究会〉
CONPHYS 〈京都大学基礎物理学研究所〉
Data base of information on the documents and materials in natural disaster science 〈京都大
学防災研究所〉
Database on fossil vertebrates in Japan 〈信州大学理学部 亀井節夫〉
Educational Resources Information Center 〈Educational Resources Information Center〉
FOOD 〈食品と栄養ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会〉
Foreign Political and Legislative Primary Materials Information 〈京都大学法学部附属国際法政
文献資料ｾﾝﾀｰ〉
Geomagnetic catalogue and indices 〈京都大学理学部附属地磁気世界資料解析ｾﾝﾀｰ〉
INSPECA 〈The Institution of Electrical Engineers〉
INSPECB 〈The Institution of Electrical Engineers〉
INSPECC 〈The Institution of Electrical Engineers〉
INSPECJ 〈The Institution of Electrical Engineers〉
OLDINSPA 〈The Institution of Electrical Engineers〉
OLDINSPB 〈The Institution of Electrical Engineers〉
OLDINSPC 〈The Institution of Electrical Engineers〉
INSPEC THESAURUS 〈The Institution of Electrical Engineers〉
INSPEC分類ｺｰﾄﾞﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈The Institution of Electrical Engineers〉
Kotmai Tra Sam Duang 〈大阪市立大学:柴山守 上智大学:石井米雄〉
KURRIP 〈京都大学原子炉実験所〉
MORPHO 〈日本地形学連合ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ幹事会〉
MUROMATI 〈京都大学工学部建築学教室 高橋康夫〉
Proceedings of the International Conferences in Mathematical Sciences 〈京都大学数理解析研究
所〉
Quantum Chemistry Literature Data Base 〈量子化学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ研究会〉
RIMS 〈京都大学数理解析研究所〉
RIMS KOKYUROKU 〈京都大学数理解析研究所〉
Smithonian Astrophysical Observatory Catalog 〈Smithonian Astrophysical〉
XDCBIB 〈Cambridge Crystallographic Data Center〉
漢籍叢書所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈京都大学人文科学研究所附属東洋学文献ｾﾝﾀｰ〉
近現代中国人物別称ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈京都大学人文科学研究所〉
原子ｽﾍﾟｸﾄﾙ線ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈京都大学理学部宇宙物理学教室:代表者平田龍幸〉
最高裁判所民事判例ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈京都大学民事判例研究会〉
續日本紀ﾃｷｽﾄﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈京都大学大型計算機ｾﾝﾀｰ 代表者星野聰〉
宋會要輯稿編年 〈京都大学人文科学研究所附属東洋学文献ｾﾝﾀｰ〉
流体力学文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈日本流体力学会ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ委員会(代表者:鳥取大学工学部 久保昇三)〉
令集解 〈神戸学院大学人文学部 水本浩典 宮崎産業経営大学 柴田博子〉
京都大学 附属図書館 【京都大学蔵書検索】
貴重資料画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈京都大学附属図書館〉
京都大学博士学位論文論題一覧ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈京都大学附属図書館〉
京都大学ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈京都大学附属図書館〉
総合目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈京都大学附属図書館〉
電子化ﾃｷｽﾄﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈京都大学附属図書館〉
特殊文庫目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈京都大学附属図書館〉
京都大学 大学院理学研究科 地磁気世界資料解析ｾﾝﾀｰ 【地磁気ﾃﾞｰﾀべｰｽ】
地磁気ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(ﾘｱﾙﾀｲﾑﾃﾞｰﾀも含む) 〈京都大学大学院理学研究科地磁気世界資料解析ｾﾝﾀｰ〉
京都大学 基礎物理学研究所 【SPIRES】
abstracts 〈SLAC〉
BOOKS 〈SLAC〉
coden 〈SLAC〉
CONF 〈SLAC 及び基研〉
EXPERIMENTS 〈SLAC〉
HEP 〈ｽﾀﾝﾌｫｰﾄﾞ線形加速器ｾﾝﾀｰ(SLAC)､ﾄﾞｲﾂ電子ｼﾝｸﾛﾄﾝ研究所(DESY)､高ｴﾈﾙｷﾞｰ研､基研他〉
HEPNAMES 〈SLAC〉
HEPTH 〈京都大学基礎物理学研究所〉
INST 〈SLAC〉
KOUBO 〈京都大学基礎物理学研究所(北白川)〉
SEMINAR 〈京都大学基礎物理学研究所〉
VISITOR 〈京都大学基礎物理学研究所(北白川)〉
WAKATE 〈素粒子･原子核･高ｴﾈﾙｷﾞｰ三者若手､京都大学基礎物理学研究所〉
京都大学 病態栄養部 【京大病院病態栄養部業績ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
京大病院病態栄養部業績ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈京大病院病態栄養部〉
京都大学 大学院工学研究科･大学院情報学研究科 【工学研究･情報学研究科ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｻｰﾋﾞｽ】
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工学研究･情報学研究ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(和文)Kogaku Kenkyu･Johogaku Kenkyu:Summaries of Research
Activities(英文) 〈京都大学大学院工学研究科･大学院情報学研究科〉
京都大学 大学院工学研究科 【CRYSTMET Search】
CRYSTMET 〈National Research Council Canada〉
京都大学 第一外科 【第一外科 食道癌細胞株ﾘｽﾄ】
第一外科樹立細胞株 〈京都大学第一外科〉
京都大学 農学部 【木材機械加工文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
木材機械加工文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈京都大学農学研究科 森林科学専攻 生物材料生産ｼｽﾃﾑ学分野〉
京都大学 化学研究所 【ｹﾞﾉﾑﾈｯﾄWWWｻｰﾋﾞｽ】
KEGG遺伝子ｹﾞﾉﾑ百科辞典 〈京都大学化学研究所生体分子情報研究部門〉
京都大学 総合博物館 【京都大学総合博物館ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
京都大学総合博物館ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈京都大学 総合博物館〉
京都大学 遺伝子診療相談室 【いでんﾈｯﾄ】
遺伝子検査ｵﾝﾗｲﾝﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈京都大学病院 遺伝子診療相談室､藤田 潤〉
遺伝相談施設(ｶｳﾝｾﾗｰ)情報 〈京都大学病院 遺伝子診療相談室､藤田 潤〉
京都教育大学 附属図書館 【ｵﾝﾗｲﾝ目録検索】
京都教育大学蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈京都教育大学附属図書館〉
京都工芸繊維大学 附属図書館 【蔵書検索ｼｽﾃﾑ(仮称)】
京都工芸繊維大学書誌･所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 〈京都工芸繊維大学附属図書館〉
京都工芸繊維大学 附属図書館 【蔵書票ｺﾚｸｼｮﾝ閲覧ｼｽﾃﾑ】
19/20世紀蔵書票ｺﾚｸｼｮﾝﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈19/20世紀蔵書票ｺﾚｸｼｮﾝﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ･ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ〉
京都工芸繊維大学 地域共同研究ｾﾝﾀｰ 【科学技術相談室案内】
京都工芸繊維大学地域共同研究ｾﾝﾀｰ科学技術相談室案内 〈京都工芸繊維大学 地域共同研究ｾﾝﾀｰ〉
大阪大学 ｻｲﾊﾞｰﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ 【】
BIOSIS Previews 〈米BioScience Information Service〉
種子植物分類学文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ TAXA 〈大阪市立大学 理学部 附属植物園〉
日本の化学文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ CHEM―J 〈(社)化学情報協会〉
大阪大学 附属図書館 【大阪大学附属図書館図書雑誌所在情報検索ｻｰﾋﾞｽ】
大阪大学附属図書館総合目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈大阪大学附属図書館〉
大阪大学 微生物病研究所､発癌制御遺伝子検索細胞ｾﾝﾀｰ 【BIAS‑SYSTEM】
DNA DATA BANK of JAPAN 〈DDBJ(国立遺伝学研究所)〉
EMBL 〈ﾖｰﾛｯﾊﾟ分子生物学研究所(ﾊｲﾃﾞﾙﾍﾞﾙｸ)〉
Protein Identification Resource 〈National Biomedical Research Foundation(米国)〉
SWISSPROT 〈ｼﾞｭﾈｰﾌﾞ大学(ｽｲｽ)〉
大阪大学 医学部附属動物実験施設 【実験動物Database】
実験動物の維持管理情報ｼｽﾃﾑ 〈半田純雄､井山審也､鬼頭純三､黒澤努､早川純一郎〉
大阪大学 蛋白質研究所附属生体分子解析研究ｾﾝﾀｰｰ 【1.PDB 2.CSDS】
CAMBRIDGE STRUCTURAL DATABASE SYSTEM 〈Cambridge Crystallographic Data Centre (英国)〉
Protein Data Bank 〈米国RCSB(Researcu Collaboratory for Structural Bio imformatics)､大阪
大学蛋白質研究所､英国(European Bioinformatics Institute)〉
大阪大学 ﾚｰｻﾞｰ核融合研究ｾﾝﾀｰ 【業績検索】
会議録 〈ﾚｰｻﾞｰ核融合研究ｾﾝﾀｰ〉
別刷表 〈ﾚｰｻﾞｰ核融合研究ｾﾝﾀｰ〉
ﾚﾎﾟｰﾄ表 〈ﾚｰｻﾞｰ核融合研究ｾﾝﾀｰ〉
大阪大学 大学院工学研究科 【大阪大学大学院工学研究科社会情報ｼｽﾃﾑ工学講座知能情報ｼｽﾃﾑ工学領域
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｻｰﾋﾞｽ】
地域統計情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈大阪大学大学院工学研究科情報ｼｽﾃﾑ工学専攻 社会情報ｼｽﾃﾑ工学講座知能情報
ｼｽﾃﾑK工学領域｡〉
大阪大学 工学部 【】
工学部工学研究科 研究業績ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈大阪大学大学院工学研究科 情報ｼｽﾃﾑ工学専攻 西尾章治郎〉
大阪大学 先端科学技術共同研究ｾﾝﾀｰ 【｢大阪大学連携ﾃｰﾏ･技術ｼｰﾄ｣(仮称)】
｢大阪大学連携ﾃｰﾏ･技術ｼｰﾄ｣仮称 〈大阪大学先端科学技術共同研究ｾﾝﾀｰ〉
大阪外国語大学 学生部教務課 【大阪外国語大学ｼﾗﾊﾞｽ検索ｼｽﾃﾑ】
ｼﾗﾊﾞｽﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈大阪外国語大学 学生部教務課〉
大阪教育大学 附属図書館 【大阪教育大学全学総合目録検索ｻｰﾋﾞｽ】
大阪教育大学全学総合目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(洋雑誌) 〈大阪教育大学附属図書館〉
大阪教育大学全学総合目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(洋書) 〈大阪教育大学附属図書館〉
大阪教育大学全学総合目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(和雑誌) 〈大阪教育大学附属図書館〉
大阪教育大学全学総合目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(和書) 〈大阪教育大学附属図書館〉
神戸大学 経済経営研究所 【所蔵社史目録】
所蔵社史目録 〈神戸大学経済経営研究所附属経営分析文献ｾﾝﾀｰ〉
神戸大学 経済経営研究所 【RIEBﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
IFS.DOT.BOPS.GFS 〈International Monetary Fund〉
OECD International Trade by Commodites Statistics 〈OECD〉
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総合経済ﾌｧｲﾙ､上場会社本決算ﾌｧｲﾙ DRI BASIC Economics 〈日本経済新聞社〉
神戸商船大学 附属図書館 【蔵書目録検索ｼｽﾃﾑ】
ｵﾝﾗｲﾝ蔵書目録 〈附属図書館〉
和歌山大学 附属図書館 【和歌山大学附属図書館目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)】
和歌山大学附属図書館目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 〈和歌山大学附属図書館〉
和歌山大学 経済学部 【和歌山大学経済学部経済研究所ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｻｰﾋﾞｽ(仮称)】
英文ｱﾌﾞｽﾄﾗｸﾄ(仮称) 〈和歌山大学経済学部経済研究所〉
寄贈図書目録(仮称) 〈和歌山大学経済学部経済研究所〉
『経済理論』(仮称) 〈和歌山大学経済学部経済研究所〉
逐次刊行物所蔵ﾘｽﾄ(仮称) 〈和歌山大学 経済学部 経済研究所〉
鳥取大学 附属図書館 【OPAC検索】
鳥取大学附属図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈図書館〉
鳥取大学 附属図書館医学部分館 【】
Yonago Acta medica online 〈鳥取大学附属図書館医学部分館〉
鳥取大学附属図書館医学部分館所蔵資料目録 〈鳥取大学附属図書館医学部分館〉
鳥取大学 附属図書館 【】
Current Contents:(7Section) 〈Institute for Scientific Information社〉
Medline 〈Silver Platter社〉
NICHIGAI/WEB:雑誌記事索引 〈日外ｱｿｼｴｰﾂ社〉
島根大学 附属図書館 【島根大学附属図書館目録情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ:VEGA】
島根大学附属図書館目録情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 〈島根大学附属図書館〉
岡山大学 固体地球研究ｾﾝﾀｰ 【ﾃｸﾆｶﾙﾚﾎﾟｰﾄﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
ﾃｸﾆｶﾙﾚﾎﾟｰﾄﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈岡山大学固体地球研究ｾﾝﾀｰ〉
岡山大学 薬学部 【薬学部教官研究ﾃｰﾏ･研究業績ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ､薬学部専門科目ｼﾗﾊﾞｽﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
研究業績ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈教官個人 岡山大学薬学部情報ｼｽﾃﾑ委員会〉
ｼﾗﾊﾞｽﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈教官個人 岡山大学薬学部情報ｼｽﾃﾑ委員会および教務委員会〉
広島大学 附属図書館 【森戸文庫画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
森戸文庫画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈森戸文庫ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成ｸﾞﾙｰﾌﾟ〉
広島大学 工学部 【構造工学研究論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)】
構造工学研究論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 〈広島大学工学部第四類(建設系)土木構造工学研究室〉
広島大学 法学部 【国際法外交雑誌文献】
国際法外交雑誌文献目録 〈西谷 元〉
広島大学 地域共同研究ｾﾝﾀｰ 【研究ｼｰｽﾞ情報化ｼｽﾃﾑ】
研究ｼｰｽﾞ情報化ｼｽﾃﾑ開発 〈地域共同研究ｾﾝﾀｰ〉
山口大学 附属図書館 【山口大学附属図書館総合目録検索ｻｰﾋﾞｽ】
附属図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 〈附属図書館本館
附属図書館医学部分館
附属図書館
工学部分館〉
徳島大学 附属図書館 【徳島大学情報ｻｰﾋﾞｽﾂｰﾙ(TUIST)】
TUIST 〈徳島大学附属図書館〉
徳島大学 医学部 【動物実験ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
実験動物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈徳島大学医学部附属動物実験施設〉
徳島大学 総合科学部 【｢放射線検出器とその応用｣研究会報告 目次ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
｢放射線検出器とその応用｣研究会報告 目次ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈桑折範彦(徳島大学総合科学部)〉
香川大学 附属図書館 【香川大学附属図書館目録所蔵ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
香川大学附属図書館目録所蔵ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈香川大学附属図書館〉
愛媛大学 附属図書館 【愛媛大学蔵書所在情報検索ｼｽﾃﾑ】
愛媛大学附属図書館雑誌所在情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈愛媛大学附属図書館〉
愛媛大学附属図書館図書所在情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈愛媛大学附属図書館〉
高知大学 附属図書館 【高知大学蔵書検索ｻｰﾋﾞｽ】
高知大学蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈高知大学附属図書館〉
福岡教育大学 附属図書館 【FUELL(仮称)】
Fukuoka University of Education,Lan & Library(仮称) 〈福岡教育大学附属図書館〉
九州大学 情報基盤ｾﾝﾀｰ 【】
INSPEC‑A 〈IEE(英国電気学会)〉
INSPEC‑B 〈IEE(英国電気学会)〉
INSPEC‑C 〈IEE(英国電気学会)〉
INSPEC‑D 〈IEE(英国電気学会)〉
INSPEC‑J 〈IEE(英国電気学会)〉
九州大学 附属図書館 【九州大学附属図書館利用者用目録検索ｻｰﾋﾞｽ(仮称)】
雑誌ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈九州大学附属図書館〉
図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈九州大学附属図書館〉
九州大学 附属図書館 【九州大学附属図書館 CD‑ROM情報検索ｻｰﾋﾞｽ】
Current Contents. All Editions. 〈Ovid Technologies社〉
ERIC 〈Ovid Technologies社〉
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MEDLINE 〈Ovid Technologies社〉
PsycLIT 〈Ovid Technologies社〉
九州大学 附属図書館 【九州大学附属図書館電子図書館ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｻｰﾋﾞｽ】
17‑18世紀国際法史､国制史ｺﾚｸｼｮﾝﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈九州大学附属図書館〉
Collected Papers ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈九州大学附属図書館〉
ESAKIA全文ﾃﾞｰﾀｰﾍﾞｰｽ 〈九州大学附属図書館 九州大学農学部〉
九州大学 図書館医学分館 【九州大学附属図書館CD‑ROMｻｰﾊﾞｼｽﾃﾑ】
CancerLit 〈Ovid
Technologies社〉
Chemical Abstracts CI on CD 〈The American Chemical Society〉
Evidence Based Medicine Reviews(EBMR) 〈OVID Technologies社〉
Journal Citation Reports,Science Edition 〈Institute for Scientific Information〉
医学中央雑誌 CD‑ROM版 〈医学中央雑誌刊行会〉
雑誌記事索引 CD‑ROM版 〈国立国会図書館〉
九州大学 附属図書館 【九州大学附属図書館Web of Scienceｻｰﾊﾞｼｽﾃﾑ】
Science Citation Index Expanded 〈Institute for Scientific Information〉
九州大学 大学院経済学研究院 【韓国対外進出企業の資金調達と貿易決済方法に関する実態調査】
韓国対外進出企業の資金調達と貿易決済方法に関する実態調査 〈徳永正二郎,浜地秀行,姜昌賢〉
日本多国籍企業の海外事業活動と貿易決済に関する実態調査 〈徳永正二郎〉
九州大学 大学院農学研究院 【SPAD】
ｼｸﾞﾅﾙ伝達系ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈久原 哲〉
九州大学 熱帯農学研究ｾﾝﾀｰ 【日本産ｱﾘ類ｶﾗｰ画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
日本産ｱﾘ類ｶﾗｰ画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈ｱﾘ類ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成ｸﾞﾙｰﾌﾟ〉
九州大学 大学院理学研究院地球惑星科学部門 【環太平洋地磁気ﾈｯﾄﾜｰｸﾃﾞｰﾀ】
環太平洋地磁気ﾈｯﾄﾜｰｸﾃﾞｰﾀ 〈環太平洋地磁気ﾈｯﾄﾜｰｸﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会〉
九州大学 農学部 【作物学用語解説集】
作物学用語解説書 〈吉田 智彦〉
九州工業大学 附属図書館 【】
OPAC 〈九州工業大学附属図書館〉
九州工業大学 工学部 【】
九州工業大学工学部機械知能工学科機械工学ｺｰｽwww(仮称) 〈九州工業大学工学部機械知能工学科機械工
学教室〉
佐賀大学 理工学部 【地盤情報処理ｼｽﾃﾑ】
地盤情報処理ｼｽﾃﾑ 〈地盤研究会(佐賀大学内)〉
長崎大学 附属図書館 【OPAC】
OPAC 〈長崎大学附属図書館〉
長崎大学 工学部情報ｼｽﾃﾑ工学科 【ﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞ情報検索ｸﾗｽﾀ(RSIRC)】
STUDT‑RS ML ｷｰﾜｰﾄﾞ検索 〈STUDT‑RS ML 参加者〉
日本ﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞ学会文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈日本ﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞ学会 情報委員会〉
熊本大学 附属図書館 【熊本大学附属図書館ｵﾝﾗｲﾝ目録検索ｼｽﾃﾑ】
熊本大学附属図書館ｵﾝﾗｲﾝ目録検索ｼｽﾃﾑ 〈附属図書館〉
熊本大学 附属図書館 【学術情報提供ｼｽﾃﾑ】
CA on CD 〈Chemical
Abstracts Service〉
ERIC 〈Educational Resources Information Center〉
Journal Citation Reports 〈Institute for Scientific Information〉
MEDLINE 〈National Library of Medcine〉
Routledge Encyclopedia of Philosophy 〈Routledge〉
熊本大学 附属図書館 【CD‑ROMﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｻｰﾋﾞｽ】
Journal Citation Reports 〈Institute for Scientific Information〉
Oxford English Dictionary 2nd Edition 〈Oxford University Press 1992 And Software
b.v.1992〉
Routledge Encyclopedia of Philosophy 〈Routledge〉
科学技術文献速報 〈科学技術振興事業団〉
戦後50年朝日新聞見出しﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈朝日新聞社〉
熊本大学 附属図書館 【熊本大学学術出版物電子化ｻｰﾋﾞｽ】
熊本大学学位論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈学内学術出版物電子化ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ〉
熊本大学紀要ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ ―教育学部紀要― 〈学内学術出版物電子化ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ〉
熊本大学紀要ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ ‑熊本法学‑ 〈学内学術出版物電子化ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ〉
熊本大学紀要ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ‑文学部論叢‑ 〈学内学術出版物電子化ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ〉
熊本大学三十年史ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈学内学術出版物電子化ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ〉
熊本大学 附属図書館 【永青文庫｢細川家旧記･古文書分類目録 正編｣】
永青文庫｢細川家旧記･古文書分類目録正編｣ 〈熊本大学附属図書館〉
熊本大学 附属図書館 【ﾚﾌｧﾚﾝｽ事例ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｻｰﾋﾞｽ(仮称)】
ﾚﾌｧﾚﾝｽ事例ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈九州地区国立大学図書館協議会〉
熊本大学 医学部 【ｻｲﾄｶｲﾝ･ﾌｧﾐﾘｰ cDNA ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ検索ｻｰﾋﾞｽ】
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ｻｲﾄｶｲﾝ･ﾌｧﾐﾘｰcDNAﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈ESTﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ研究会〉
熊本大学 医学部 【ｻｲﾄｶｲﾝ ﾚｾﾌﾟﾀｰ ﾌｧﾐﾘｰ ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(dbCRF)】
ｻｲﾄｶｲﾝ ﾚｾﾌﾟﾀｰﾌｧﾐﾘｰ ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈遺伝子ﾌｧﾐﾘｰ研究会〉
大分大学 地域共同研究ｾﾝﾀｰ 【大分大学産学連携研究者情報】
大分大学産学連携研究者情報 〈大分大学地域共同研究ｾﾝﾀｰ〉
大分大学 経済学部 経済研究所 【経済研究所蔵書目録】
経済研究所蔵書目録 〈大分大学経済学部経済研究所〉
宮崎大学 教育学部 【美術科教育ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
美術科教育ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈美術科教育学会､ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ構築部会〉
鹿児島大学 附属図書館 【図書館ｵﾝﾗｲﾝ目録検索ｼｽﾃﾑ】
鹿児島大学目録所在情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈鹿児島大学附属図書館〉
鹿児島大学 附属図書館 【鹿児島大学附属図書館所蔵貴重資料目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
鹿児島大学附属図書館所蔵貴重資料目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈玉里文庫ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会〉
琉球大学 附属図書館 【目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈琉球大学附属図書館〉
琉球大学 附属図書館 【琉球大学所蔵学術資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
琉球語音声ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈琉球大学〉
琉球大学 熱帯生物圏研究ｾﾝﾀｰ 【琉球大学熱帯生物圏研究ｾﾝﾀｰ西表実験所】
琉球大学 新本 〈琉球大学 新本光孝〉
浜松医科大学 教務部図書課 【図書館蔵書目録検索ｼｽﾃﾑ(OPAC)】
図書館蔵書目録検索ｼｽﾃﾑ(OPAC) 〈附属図書館〉
滋賀医科大学 教務部図書課 【滋賀医科大学図書館所蔵目録検索ｼｽﾃﾑ】
滋賀医科大学図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 〈滋賀医科大学附属図書館〉
滋賀医科大学 ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ 【ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
滋賀医科大学研究業績ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈滋賀医科大学ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ〉
滋賀医科大学研究者総覧ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈滋賀医科大学ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ〉
富山医科薬科大学 情報処理ｾﾝﾀｰ 【】
和漢医薬学文献情報検索ｼｽﾃﾑ(仮称) 〈富山医科薬科大学和漢薬研究所教授有志〉
島根医科大学 附属図書館 【(1)MEDLINE (2)CINAHL (3)医学中央雑誌 (4)OPAC】
CINAHL 〈OVID Technologies社〉
MEDLINE 〈OVID Technologies社〉
医学中央雑誌 〈医学中央雑誌刊行会〉
図書･雑誌所蔵検索ｻｰﾋﾞｽ 〈島根医科大学附属図書館〉
長岡技術科学大学 教務部図書課 【長岡技術科学大学附属図書館学術情報検索ｻｰﾋﾞｽ(仮称)】
Binary Alloy Phase Diagrams 〈ASM International〉
Boston Spa Conferece 〈British Library〉
BUNSOKU 〈JICST社〉
CA on CD 〈CAS〉
CD‑140万冊出版情報 〈日外ｱｿｼｴｰﾂ〉
CD‑ASAX 50yrs 〈朝日新聞社〉
CD‑HIASK 〈朝日新聞社〉
CD‑翻訳図書目録45/92芸術･文学論 〈日外ｱｿｼｴｰﾂ〉
Collins Cobuild 〈Harpaer Collins〉
Compendex Plus 〈Engineering Index 社〉
Current Contents ; Life Science 〈ISI 社〉
Encyclopedia Americana 〈Groliar Incorporated〉
Eric 〈米国教育省〉
Grobal Books in Print 〈Bowker〉
JICST科学技術用語ｼｿｰﾗｽ 〈科学技術情報事業本部〉
JICST資料所蔵目録 〈科学技術情報ｾﾝﾀｰ〉
JIS総目録 〈日本規格協会〉
Longman Interactive English Dictionary 〈Addison Wesley Longman Limited〉
MLA International Bibliography 〈Silver Platter〉
Powder Diffraction File 〈International Centre for Diffraction Data〉
SCI 〈ISI〉
Sigma‑Aldrich Chemical Directory 〈Hampden Data Services〉
Sigma‑Aldrich‑Fluka Material Safety Data Sheet 〈Sigma Chemical Co.他〉
Ulrich's on Disk 〈Boekwr〉
広辞苑 第四版 〈新村出記念財団〉
三省堂ﾜｰﾄﾞﾊﾝﾀｰ 〈三省堂〉
雑誌新聞総ｶﾀﾛｸﾞ 〈ﾒﾃﾞｨｱﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ〉
新外国雑誌目次ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈長岡技術科学大学附属図書館〉
新潮文庫の100冊 〈新潮社〉
実験化学講座 〈丸善〉
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大辞林 〈三省堂〉
長岡技術科学大学附属図書館ｵﾝﾗｲﾝ蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 〈長岡技術科学大学附属図書館〉
日本経済新聞社ｲﾝﾃﾞｯｸｽ版 〈日本経済新聞社〉
平凡社世界大百科事典 〈平凡社〉
模範六法 〈三省堂〉
豊橋技術科学大学 附属図書館 【OPAC】
豊橋技術科学大学附属図書館蔵書目録 〈豊橋技術科学大学附属図書館〉
佐賀医科大学 LAN管理室 【ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ情報検索ｻｰﾋﾞｽ】
漢方証判定AIﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈麻酔･蘇生学教室高碕光浩〉
漢方処方支援ｼｽﾃﾑ(仮称) 〈麻酔､蘇生学教室 高碕 光浩〉
研究業績ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ･麻酔科･手術部･ICU(仮称) 〈麻酔･蘇生学講座 高崎光浩〉
日本ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ学会誌抄録集(仮称) 〈日本ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ学会誌編集室(佐賀医科大学医学部･麻酔･蘇生
学教室内)〉
麻酔ﾒｶﾆｽﾞﾑ研究者用ﾒｰﾘﾝｸﾞﾘｽﾄ 〈麻酔学講座 高碕光浩､麻酔ﾒｶﾆｽﾞﾑ研究者ｸﾞﾙｰﾌﾟ〉
上越教育大学 附属図書館 【】
蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈上越教育大学教務部図書課目録情報係〉
山梨医科大学 附属図書館 【山梨医科大学蔵書目録検索ｼｽﾃﾑ】
山梨医科大学蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈山梨医科大学附属図書館〉
兵庫教育大学 教務部図書課 【兵庫教育大学附属図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
兵庫教育大学附属図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈兵庫教育大学教務部図書課〉
兵庫教育大学 学校教育研究ｾﾝﾀｰ 【ｾﾝﾀｰ教育資料･交流ｻｰﾋﾞｽ】
兵庫教育大学修士論文概要ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈兵庫教育大学学校教育研究ｾﾝﾀｰ〉
香川医科大学 教務部 図書課 【香川医科大学附属図書館検索ｼｽﾃﾑ(仮称)】
CINAHL(Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) 〈Silver Platter社〉
LICSU/21 OPAC(ｵﾝﾗｲﾝ利用者目録)ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈香川医科大学教務部図書課〉
MEDLINE EXPRESS 〈Silver Platter社〉
医学中央雑誌 〈医学中央雑誌刊行会〉
図書館情報大学 図書館情報課総合情報処理ｾﾝﾀｰ 【CD‑ROM検索ｼｽﾃﾑ】
ERIC(CD‑ROM) 〈Silver Platter〉
Index of Legal Periodicals & Books (CD‑ROM) 〈Silver Platter〉
J‑BISC ｶﾚﾝﾄ版 〈編集･発行;国立国会図書館 制作･発表;(社)日本図書館協会〉
LISA Plus(CD‑ROM) 〈Bowker‑Saur〉
Sage Publications/SRM Database of Social Research Methodology on CD‑ROM 〈Scolari Sage
Publications Software〉
科学技術文献速報｢管理･ｼｽﾃﾑ技術編｣(CD‑ROM) 〈科学技術振興事業団 科学技術情報事業本部〉
国立国会図書館 雑誌記事索引 CD‑ROM ｶﾚﾝﾄ版 〈編集･製作･発行;国立国会図書館 製作協力･発表;紀伊国
屋書店〉
図書館情報大学 図書館情報課 【ULIS OPAC】
ULIS OPAC 〈図書館情報大学附属図書館〉
鳴門教育大学 附属図書館 【OPAC】
教科教育実践学(国語科)関係資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈教科教育実践学関係資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成ｸﾞﾙｰﾌﾟ〉
鳴門教育大学附属図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈鳴門教育大学附属図書館〉
鳴門教育大学 付属図書館 【教科教育実践学(国語科)関係資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
教科教育実践学(国語科)関係資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈教科教育実践学関係資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成ｸﾞﾙｰﾌﾟ〉
鹿屋体育大学 附属図書館 【鹿屋体育大学附属図書館】
鹿屋体育大学付属図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 〈鹿屋体育大学付属図書館〉
鹿屋体育大学 生涯ｽﾎﾟｰﾂ学講座 【体育社会学関連文献検索ｼｽﾃﾑ】
体育学会関連発表ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈川西正志(代表)〉
北陸先端科学技術大学院大学 附属図書館 【】
北陸先端科学技術大学院大学･学位論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈北陸先端科学技術大学院 大学附属図書館〉
北陸先端科学技術大学院大学附属図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈北陸先端科学技術大学院大学附属図書館〉
北陸先端科学技術大学院大学 研究協力部研究協力課研究振興担当 【教育研究総合ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
教育研究総合ﾃﾞｰﾀｻｰﾋﾞｽ 〈北陸先端科学技術大学院大学〉
奈良先端科学技術大学院大学 附属図書館 【電子図書館】
奈良先端科学技術大学院大学所蔵映像 電子情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈奈良先端科学技術大学院大学研究協力部学
術情報課〉
奈良先端科学技術大学院大学所蔵雑誌 電子情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈奈良先端科学技術大学院大学研究協力部学
術情報課〉
奈良先端科学技術大学院大学所蔵雑誌目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈奈良先端科学技術大学院大学研究協力部学
術情報課〉
奈良先端科学技術大学院大学所蔵図書 電子情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈奈良先端科学技術大学院大学研究協力部学
術情報課〉
奈良先端科学技術大学院大学所蔵図書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈奈良先端科学技術大学院大学研究協力部学
術情報課〉
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奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科ｿﾌﾄｳｪｱ計画構成学講座 【ｿﾌﾄｳｪｱ工学実験ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの
ｻｰﾋﾞｽ(仮称)】
ｿﾌﾄｳｪｱ工学実験ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科ｿﾌﾄｳｪｱ計画構成学講座〉
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情報検索サービス機関名 部局名 【情報検索サービスの名称】
データベースサービスの正式名称 〈データベースの作成者〉

《 公立大学 》
札幌医科大学 附属図書館 【図書･雑誌管理ｼｽﾃﾑ(OPAC)】
札幌医科大学付属図書館ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 〈札幌医科大学附属図書館〉
高崎経済大学 附属図書館 【高崎経済大学附属図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｻｰﾋﾞｽ(仮)】
高崎経済大学附属図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 〈高崎経済大学附属図書館〉
東京都立大学 付属図書館 【都立大学図書館ｼｽﾃﾑ】
都立大学図書館ｼｽﾃﾑ 〈東京都立大学付属図書館〉
東京都立大学 大学院理学研究科数学専攻 【数論ﾂｰﾙ(Tool on Number Theory)】
数論ﾂｰﾙ(Tools on Number Theouy) 〈東京都立大学大学院理学研究科数学専攻計算数学ｸﾞﾙｰﾌﾟ 代表
中村憲〉
金沢美術工芸大学 附属図書館 【金沢美術工芸大学附属図書館蔵書目録(仮称)】
金沢美術工芸大学附属図書館蔵書目録(仮称) 〈金沢美術工芸大学附属図書館〉
都留文科大学 附属図書館図書館情報課 【都留文科大学附属図書館蔵書目録】
都留文科大学附属図書館蔵書目録 〈都留文科大学附属図書館〉
都留文科大学 附属図書館 【都留文科大学電子紀要】
都留文科大学電子研究紀要 〈都留文科大学附属図書館〉
名古屋市立大学 図書館 【Melon検索ｻｰﾋﾞｽ(仮称)】
名古屋市立大学図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 〈名古屋市立大学図書館〉
京都府立医科大学 附属図書館 【OPAC】
OPAC 〈附属図書館〉
大阪女子大学 附属図書館 【大阪女子大学図書館検索ｼｽﾃﾑ OWLS(ｱｳﾙｽﾞ)】
大阪女子大学図書館ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈大阪女子大学〉
大阪市立大学 学術情報総合ｾﾝﾀｰ 【学術情報総合ｾﾝﾀｰ電子図書館ｻｰﾋﾞｽ】
OPACﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈大阪市立大学 学術情報総合ｾﾝﾀｰ〉
貴重図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈大阪市立大学 学術情報総合ｾﾝﾀｰ〉
紀要等論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈大阪市立大学 学術情報総合ｾﾝﾀｰ〉
阪神大震災画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ‑被害現地調査写真 〈大阪市立大学 阪神大震災学術調査団〉
ﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑ画像情報検索ｼｽﾃﾑ 〈大阪市立大学 学術情報総合ｾﾝﾀｰ〉
大阪市立大学 法学部 【国際法制資料室目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
国際法制資料室目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈大阪市立大学法学部〉
大阪府立大学 総合情報ｾﾝﾀｰ 【大阪府立大学図書館蔵書検索ｼｽﾃﾑ】
大阪府立大学図書館ｼｽﾃﾑ 〈大阪府立大学総合情報ｾﾝﾀｰ〉
神戸商科大学 附属図書館 【】
蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 〈神戸商科大学附属図書館〉
姫路工業大学 附属図書館 【所蔵検索】
目録情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 〈附属図書館〉
奈良県立医科大学 附属図書館 【奈良県立医科大学図書目録】
奈良県立医科大学図書目録(仮称) 〈奈良県立医科大学附属図書館〉
北九州大学 付属図書館 【】
北九州大学付属図書館蔵書目録 〈北九州大学付属図書館〉
福岡女子大学 附属図書館 【福岡女子大学附属図書館資料検索ｼｽﾃﾑ】
ﾘｺｰ 図書館情報管理ｼｽﾃﾑ｢LIMEDIO｣ 〈福岡女子大学附属図書館(1992年度以前の入力は業者委託)〉
長崎県立大学 図書情報ｾﾝﾀｰ 【長崎県立大学図書情報ｾﾝﾀｰ所蔵目録(仮称)】
長崎県立大学図書情報ｾﾝﾀｰ 所蔵目録(仮称) 〈長崎県立大学図書情報ｾﾝﾀｰ〉
熊本県立大学 附属図書館 【】
ｵﾝﾗｲﾝ目録 〈附属図書館〉
東京都立科学技術大学 附属図書館(教務課図書係) 【】
東京都立科学技術大学附属図書館 〈図書係〉
沖縄県立芸術大学 附属図書･芸術資料館 【沖縄県立芸術大学附属図書館･芸術資料館の蔵書検索(OPAC)】
沖縄県立芸術大学附属図書･芸術資料館蔵書目録 〈沖縄県立芸術大学附属図書･芸術資料館〉
広島県立大学 附属図書館 【広島県立大学附属図書館所蔵目録】
広島県立大学附属図書館所蔵目録 〈広島県立大学附属図書館〉
富山県立大学 附属図書館 【富山県立大学附属図書館ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)】
Japan Biblio‑Disc 〈国立国会図書館〉
Online Public Access Catalog(OPAC) 〈自館〉
朝日新聞全文記事情報(HIASK)(CD‑ROM版) 〈朝日新聞社〉
青森公立大学 図書館 【】
CRSP Data Files 〈University of Chicago,Graduate School of Business on behalf of
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the Center for Research in Security Prices〉
青森公立大学図書館所蔵目録 〈青森公立大学図書館〉
兵庫県立看護大学 附属図書館 【兵庫県立看護大学附属図書館蔵書検索ｼｽﾃﾑ】
蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈兵庫県立看護大学附属図書館〉
岡山県立大学 附属図書館 【】
〈岡山県立大学附属図書館〉
宮崎公立大学 附属図書館 【目録検索ｼｽﾃﾑ】
図書･雑誌目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈宮崎公立大学附属図書館〉
広島市立大学 附属図書館 【広島市立大学附属図書館蔵書検索】
広島市立大学図書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 〈広島市立大学附属図書館〉
愛知県立看護大学 附属図書館 【看護大学附属図書館蔵書目録】
看護大学附属図書館蔵書目録 〈愛知県立看護大学附属図書館〉
三重県立看護大学 附属図書館 【OPAC】
三重県立看護大学附属図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈三重県立看護大学附属図書館〉
大分県立看護科学大学 附属図書館 【図書検索ｼｽﾃﾑ】
Campus Square for library 〈新日鉄情報通信ｼｽﾃﾑ(株)大分支社〉
秋田県立大学 図書･情報ｾﾝﾀｰ室 【秋田県立大学 蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
秋田県立大学 蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈秋田県立大学図書情報ｾﾝﾀｰ〉
埼玉県立大学 図書館 【埼玉県立大学図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
埼玉県立大学図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈埼玉県立大学図書館〉
岐阜県立看護大学 図書館 【蔵書検索】
〈岐阜県立看護大学図書館〉
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情報検索サービス機関名 部局名 【情報検索サービスの名称】
データベースサービスの正式名称 〈データベースの作成者〉

《 私立大学 》
旭川大学 図書館 【文献目録検索ｻｰﾋﾞｽ】
図書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈(主に学術情報ｾﾝﾀｰのNACSIS‑CATを利用してﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽを作成している)〉
札幌大学 図書館 【Sapiens‑OPAC】
札幌大学図書館蔵書ﾌｧｲﾙ 〈札幌大学図書館〉
札幌学院大学 図書館 【】
札幌学院大学図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈札幌学院大学図書館〉
北海道工業大学 図書館 【北海道工業大学図書館所蔵目録(仮称)】
北海道工業大学図書館所蔵目録 〈北海道工業大学図書館〉
酪農学園大学 附属図書館 【RILIS‑K(仮称)】
附属図書館目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈附属図書館〉
岩手医科大学 附属図書館 【目録検索ｼｽﾃﾑ】
蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 〈岩手医科大学附属図書館〉
東北学院大学 図書館 【東北学院大学図書館資料検索ｼｽﾃﾑ】
東北学院大学図書館資料検索ｼｽﾃﾑ 〈東北学院大学図書館〉
流通経済大学 図書館 【ｵﾝﾗｲﾝ目録】
ｵﾝﾗｲﾝ目録 〈流通経済大学図書館〉
獨協医科大学 図書館 【】
図書館所蔵ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 〈図書館〉
上武大学 図書館 【上武大学附属図書館蔵書目録(仮称)】
上武大学附属図書館蔵書目録(仮称) 〈図書系職員〉
跡見学園女子大学 図書館 【跡見学園女子大学図書館蔵書検索(OPAC)】
跡見学園女子大学図書館所蔵検索 〈跡見学園女子大学図書館〉
城西大学 水田記念図書館 【図書館書誌･所蔵ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
図書館書誌･所蔵ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈図書館〉
獨協大学 図書館 【CILIUS(獨協大学図書館情報ｼｽﾃﾑ)】
獨協大学図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈獨協大学図書館〉
文教大学 越谷図書館 【文教大学 越谷図書館所蔵情報検索ｻｰﾋﾞｽ】
文教大学越谷図書館所蔵情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈文教大学越谷図書館〉
文教大学 湘南図書館 【文教大学 湘南図書館所蔵情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
文教大学湘南図書館所蔵情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈文教大学湘南図書館〉
淑徳大学 みずほ台図書館 【淑徳大学みずほ台図書館ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｻｰﾋﾞｽ(SUMIL‑DBS)】
淑徳大学みずほ台図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈淑徳大学みずほ台図書館〉
淑徳大学 図書館 【淑徳大学附属図書館 所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)】
淑徳大学附属図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈淑徳大学附属図書館〉
敬愛大学 敬愛大学図書館 【敬愛大学図書館情報検索ｼｽﾃﾑ】
敬愛大学図書館情報検索ｼｽﾃﾑ 〈敬愛大学図書館〉
中央学院大学 図書館 【CGLIS‑ｵﾝﾗｲﾝ目録】
中央学院大学図書館情報ｼｽﾃﾑ Chuo Gakuin University Library and Information System 〈中央学院大
学図書館〉
麗澤大学 図書館 【RISS‑IR(仮称)】
麗澤大学図書館所蔵資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈麗澤大学図書館〉
青山学院大学 図書館 【AURORA 21】
Aoyama Gakuin University Library Resources Online Retrieval Assistance System 21 〈1.青山学院
大学図書館(本館､理工学部分館､厚木分館)2.青山学院女子短期大学図書館〉
青山学院大学 国際政治経済研究開発ｾﾝﾀｰ 【ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾚｸﾁｬｰﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾚｸﾁｬｰﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈青山学院大学国際政治経済研究開発ｾﾝﾀｰ〉
亜細亜大学 図書館学術情報部学術情報課 【亜細亜大学図書館所蔵図書資料目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
亜細亜大学図書館 〈亜細亜大学学術情報部学術情報課〉
大妻女子大学 図書館 【図書館蔵書目録(仮称)】
図書館蔵書目録(仮称) 〈大妻女子大学図書館〉
学習院大学 大学図書館 【GLIM/OPAC】
学習院所蔵資料目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈学習院大学図書館･学習院女子大学･女子短期大学図書館〉
北里大学 白金図書館 【Platinum bibﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)】
platinum
bib ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 〈北里大学白金図書館〉
北里大学 獣医畜産学部 図書館 【北里大学 獣医畜産学部 図書館所蔵検索(仮称)】
北里大学獣医畜産学部図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 〈北里大学獣医畜産学部図書館〉
北里大学 医療衛生学部医療情報学 【電子教科書】
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電子教科書 〈北里大学医療衛生学部医療情報学研究室 竹内昭博〉
共立女子大学 図書館 【共立女子大学図書館学術情報ﾈｯﾄﾜｰｸ】
共立女子大学図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈共立女子大学･共立女子短期大学図書館図書課〉
共立薬科大学 図書館 【共立薬科大学図書館】
CA on CD 〈American Chemical Society〉
Current Contents on CD‑ROM(Life Science) 〈Institute for Scientific Information〉
Medline Express 〈(National Library of Medicene,のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽをSilver Platter社が加工)〉
Sci Finder SCHOLAR 〈American Chemical Society〉
医学中央雑誌 〈医学中央雑誌刊行会〉
共立薬科大学図書館蔵書目録 〈共立薬科大学図書館〉
共立薬科大学 薬剤学教室 【介護者のための薬剤情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
介護者のための薬剤情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈中島恵美〉
杏林大学 図書館 【KRISTAL‑OPAC】
杏林大学図書館ｵﾝﾗｲﾝ閲覧目録 〈杏林大学図書館〉
杏林大学 図書館 【杏林大学図書館CD‑ROM文献情報検索ｻｰﾋﾞｽ】
MEDLINE Express 〈SilverPlatter〉
医学中央雑誌 CD‑ROM 〈医学中央雑誌刊行会〉
杏林大学 医学部付属病院病院病理部･病理学教室 【東京都病理がん登録(杏林大学)】
東京都病理がん登録(杏林大学) 〈杏林大学医学部付属病院病院病理部〉
国立音楽大学 附属図書館 【国立音楽大学附属図書館OPAC】
国立音楽大学附属図書館OPAC 〈附属図書館〉
慶應義塾大学 三田ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ｾﾝﾀｰ 【慶應義塾情報支援ｼｽﾃﾑ】
DRI Basic Economics 〈日本経済新聞社〉
NEEDS 卸売･輸出入物価統計ﾃﾞｰﾀ 〈日本経済新聞社〉
NEEDS 企業基本ﾌｧｲﾙΙ.II 〈日本経済新聞社〉
NEEDS 商品価格､需給ﾃﾞｰﾀ 〈日本経済新聞社〉
NEEDS 生産･出荷･在庫統計ﾃﾞｰﾀ 〈日本経済新聞社〉
NEEDS 設備投資動向調査ﾃﾞｰﾀ 〈日本経済新聞社〉
NEEDS 総合経済ﾌｧｲﾙ 〈日本経済新聞社〉
NEEDS 日経ｴﾈﾙｷﾞｰﾃﾞｰﾀ 〈日本経済新聞社〉
NEEDS 日経金融ﾃﾞｰﾀ 〈日本経済新聞社〉
NEEDS 日経財務ﾃﾞｰﾀ(上場企業･本決算ﾃﾞｰﾀ) 〈日本経済新聞社〉
NEEDS 日経地域総合ﾌｧｲﾙ 〈日本経済新聞社〉
NEEDS 法人企業統計ﾃﾞｰﾀ 〈日本経済新聞社〉
中国総合統計ﾌｧｲﾙ 〈日本経済新聞社〉
慶應義塾大学 ﾒﾃﾞｨｱﾈｯﾄ 【KOSMOSⅡOPAC】
KOSMOSII目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈慶応義塾大学ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ〉
慶應義塾大学 ﾒﾃﾞｨｱﾈｯﾄ 【慶應義塾写真ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ検索ｼｽﾃﾑ】
慶應義塾写真ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈慶應義塾大学､(株)日立製作所〉
慶應義塾大学 ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ 【朝日新聞ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ﾆｭｰｽ･ｱｰｶｲﾌﾞ】
朝日新聞 Digital News Archives 〈朝日新聞社〉
慶應義塾大学 ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ 【Web of Science】
Arts&humanities Citation index 〈ISI(philadelphia)〉
Science Citation Index Expanded 〈ISI〉
Social Science Citation Index 〈ISI(Philadelphia)〉
慶應義塾大学 三田ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ 【CD‑ROM ﾈｯﾄﾜｰｸｻｰﾋﾞｽ】
Anthropological literature on disc 〈ｿｰｽ=Tozzer Library (Harvard University) G.K.Hall〉
ASAX 戦後50年朝日新聞見出しﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈朝日新聞社〉
Bibliotheque Nationale de France 〈Bibliotheque Nationale de France〉
Boston Spa Serials on CD‑ROM 〈BLDSC(British Library Document Supply Centre)〉
British National Bibliography on CD‑ROM 〈British Library〉
British newspaper index CD‑ROM 〈Research Publications〉
British Parliamentary Papers 〈文生書院〉
Catalog of United Kingdom Official Publications 〈The Stationary Office〉
CD‑JOINT 81/95 〈日外ｱｿｼｴｰﾂ〉
Compact Disclosure/SEC 〈Disclosure Inc.〉
Deutsche National Bibliographie Aktuell CD‑ROM 〈Buchhandler‑Vereinigung
Gmbhhandler‑Vereinigung Gmbh〉
Dictionary of National Biography on CD‑ROM 〈Oxford University Press〉
Electore Biblio 〈Editions du Cercle de la Librarie〉
Global Books in Print PLUS 〈Bowker‑Saur〉
Historical abstracts on disc 〈ABC Clio Press〉
Hochschulschriften 〈Deutsche Bibliochek〉
Index Translationum 〈UNESCO〉
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International Bibiography of Periodical Literature 〈Felix Dietrich Verlag〉
International Bibliography of Book Review of Schorarly Literature 〈Felix Dietrich
Verlag〉
International Financial Statistics 〈International Monetary Fund〉
International Statistical Yearbook 〈Data Service & Information〉
JADE/Japanese Accounts and Data on Enterprises 〈Bureau of Van Dijk〉
J‑BISC 〈国立国会図書館〉
METLICS on CD‑ROM 〈東京都立中央図書館〉
Moody′s Company Data 〈Financial Information Service〉
Moody′s International Company Data 〈Financial Information Server〉
MUSE(Music SEarch) 〈ｿｰｽ=RILM(Repertoire International de Literature Musicale) LC
ｿﾌﾄ=NISC〉
Statistics Yearbook CD‑ROM 〈United Nations〉
Ulrich′s Plus on Disc 〈Bowker〉
UNBIS Plus on CD‑ROM 〈United Nations〉
Verzeichnis Lieferbarer Bucher 〈Bowker‑ Saur〉
WEST/Federal Rules Decisions 〈WEST〉
WEST/Supreme Court Reporter 〈WEST〉
WEST/United States Code Annotated 〈WEST〉
Who′s who. 1898‑1996 〈Oxford University Press〉
科学技術文献速報［B］管理ｼｽﾃﾑ技術編 〈日本科学技術情報ｾﾝﾀｰ〉
科学技術文献速報［E］ 環境･公害技術編 〈日本科学技術情報ｾﾝﾀｰ〉
季刊書誌ﾅﾋﾞ 〈ﾒﾃﾞｨｱ･ﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ〉
雑誌記事索引 〈国立国会図書館〉
主要経済 金融ﾃﾞｰﾀ CD‑ROM 〈日銀調査統計局〉
大宅壮一文庫雑誌記事索引総目録 〈大宅壮一文庫〉
日本経済新聞 〈日本経済新聞社〉
判例MASTER 〈新日本法規出版〉
判例体系CD‑ROM 〈第一法規出版〉
法律判例文献情報CD‑ROM 〈第一法規(東京)〉
ﾘｰｶﾞﾙﾍﾞｰｽ:全判例要旨 〈日本法律情報ｾﾝﾀｰ〉
ﾘｰｶﾞﾙﾍﾞｰｽ:法令版 〈日本法律情報ｾﾝﾀｰ〉
慶應義塾大学 三田ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ 【LEXIS‑NEXIS】
LEXIS 〈LEXIS‑NEXIS〉
慶應義塾大学 三田ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ 【ERL/Electronic Reference Library】
EconLit 〈ｿｰｽ=American Economic Association ｿﾌﾄ=Silver Platter〉
ERIC 〈U.S.Educational Resources Information Center
(検索ｿﾌﾄ=Silver Platter)〉
GPO on Silver Platter 〈ｿｰｽ=U.S.Government Printing Office ｿﾌﾄ=Silver Platter〉
Index to Legal Periodicals&Books 〈Wilson(N.Y.)〉
Library and Information Science Abstracts 〈Bowker‑Saur〉
Library Literature 〈Wilson〉
MLA international bibliography 〈ｿｰｽ=Modern Language Association of America ｿﾌﾄ=Silver
Platter〉
PAIS on CD‑ROM 〈Public Affairs Information Service (N.Y.)〉
PsycInfo 〈ｿｰｽ=American Psychological Association ｿﾌﾄ=Silver Platter〉
Sociological Abstracts 〈Cambridge Science Abstracts〉
Wilson Art abstracts 〈H.W.Wilson (検索ｿﾌﾄはSilver Platter)〉
工学院大学 図書館 【工学院大学図書館蔵書目録(仮称)】
工学院大学図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 〈工学院大学図書館〉
國學院大学 図書館総合情報ｾﾝﾀｰ事務部 【國學院大学図書館蔵書目録】
國學院大学図書館蔵書目録 〈〉
国士舘大学 工学部 【】
燃焼技術･科学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈DACOS作成･保守委員会〉
実践女子大学 図書館
【】
実践女子大学図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈実践女子大学図書館〉
順天堂大学 医史学研究室
【】
日本医史学雑誌文献目録(仮称) 〈順天堂大学医史学研究室〉
上智大学 図書館 【OPAC】
OPAC 〈上智大学図書館〉
上智大学 ｲﾍﾞﾛｱﾒﾘｶ研究所
【】
ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶ論文目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈上智大学ｲﾍﾞﾛｱﾒﾘｶ研究所〉
昭和女子大学 図書館 【蔵書目録検索】
図書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈昭和女子大学図書館〉
白百合女子大学 図書館 【】
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CD‑HIASK 〈朝日新聞社〉
Dow Jones Interactive 〈Dow Jones 社〉
GALE NET 〈GALE GROUP〉
J‑BISC (JAPAN BIBLIO DISC) 〈国立国会図書館〉
MEDLINE 〈National Library of Medicine〉
MLA International Bibliography 〈Modern Language Association of America〉
PsycLIT 〈American Psychological Association〉
Readers′ Guide Abstracts Full Text Mini Edition 〈H.W.Wilson〉
SIRAYURI‑LIBNET 〈白百合女子大学図書館〉
管理･ｼｽﾃﾑ技術編 〈日本科学技術情報ｾﾝﾀｰ〉
雑誌記事索引 〈国立国会図書館〉
雑誌記事索引ﾌｧｲﾙ 〈日外ｱｿｼｴｰﾂ〉
ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾆｭｰｽｱｰｶｲﾌﾞ･ﾌｫｰﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ 〈朝日新聞社〉
日経ﾃﾚｺﾝ21 〈日本経済新聞社〉
成蹊大学 図書館 【成蹊大学図書館所蔵資料情報検索ｻｰﾋﾞｽ】
成蹊大学図書館所蔵資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈成蹊大学図書館〉
聖心女子大学 図書館 【聖心女子大学図書館蔵書目録 slim‑oak】
聖心女子大学図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈聖心女子大学図書館〉
清水女子大学 附属図書館 【清泉女子大学附属図書館蔵書目録】
蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈清泉女子大学附属図書館〉
聖路加看護大学 図書館 【】
CINAHL 〈CINAHL Information Systems〉
るかこ 〈聖路加看護大学図書館〉
専修大学 図書館 【専修大学図書館総合情報ｼｽﾃﾑ(仮称)】
専修大学図書情報検索ｻｰﾋﾞｽ(Web版OPAC) 〈専修大学図書館〉
創価大学 附属図書館 【ｵﾝﾗｲﾝ所蔵目録(OPAC)】
ｵﾝﾗｲﾝ所蔵目録(OPAC) 〈創価大学附属図書館〉
大正大学 附属図書館 【大正大学附属図書館蔵書目録(TRIONES)】
大正大学 附属図書館蔵書目録 〈大正大学 附属図書館〉
大東文化大学 図書館 【大東文化大学図書館目録検索ｼｽﾃﾑ】
大東文化大学図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈大東文化大学図書館〉
拓殖大学 図書館 【LICUS/21 OPAC】
拓殖大学図書館蔵書目録 〈拓殖大学図書館〉
拓殖大学 工学部 【】
冷間ﾛｰﾙの自動設計ｼｽﾃﾑ 〈小奈 弘〉
玉川大学 図書館 【玉川大学図書館文献検索ｼｽﾃﾑ】
LibVision 〈玉川大学図書館〉
中央大学 図書館 【中央大学図書館ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(CHOIS)】
中央大学図書館ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈中央大学図書館〉
中央大学 理工学研究所 【中央大学理工学研究所ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ】
中央大学理工学研究所ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 〈中央大学理工学研究所〉
帝京大学 理工学部図書館 【帝京大学理工学部図書館OPAC】
帝京大学理工学部図書館蔵書目録 〈帝京大学理工学部図書館〉
帝京大学 薬学部図書館 【蔵書検索ｻｰﾋﾞｽ】
図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈帝京大学薬学部図書館〉
帝京大学 薬学部図書館 【Lib‑Server 情報検索ｻｰﾋﾞｽ】
Current Contents on Diskette for Windows 〈Institute for Scientific Information〉
Journal Citation Reports Science Edition 1995 〈Institute for Scientific Information〉
MEDLINE Express or Silverplatter 〈Silverplatter〉
帝京大学 図書館 【帝京大学図書館ｵﾝﾗｲﾝ目録検索ｻｰﾋﾞｽ】
帝京大学図書館蔵書目録(仮称) 〈帝京大学図書館〉
東海大学 附属図書館 【東海大学附属図書館目録検索ｻｰﾋﾞｽ】
東海大学附属図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈東海大学附属図書館〉
東京医科大学 薬理学講座 【治療薬剤情報提供ｾﾝﾀｰ】
DTSSｼｽﾃﾑ 〈米国Medi‑Span社〉
MICROMEDEX Healthcare Series Drugdex System 〈Micromedex, Inc
(米国)〉
MICROMEDEX Healthcare Series Drug‑Reax System 〈Micromedex, Inc(米国)〉
MICROMEDEX Healthcare Series Emergindex System 〈Micromedex, Inc(米国)〉
MICROMEDEX Healthcare Series POISINDEX System 〈Micromedex, Inc(米国)〉
MICROMEDEX Healthcare Series Reprorisk System 〈Micromedex, Inc(米国)〉
OVID 〈OVID Technologies, Inc.〉
医薬品情報提供ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 〈各情報提供者〉
今日の診療 CD‑ROM Vol.10 〈医学書院〉
東京経済大学 図書館 【TOTORO(TOkyo Keizai univerisity TOol for Resources Online)】
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〈東京経済大学図書館〉
東京歯科大学 図書館図書課 【東京歯科大学図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
東京歯科大学図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈東京歯科大学図書館〉
東京歯科大学 図書館図書課 【文献情報検索ｼｽﾃﾑ】
文献情報検索ｼｽﾃﾑ･医中誌CD 〈医学中央雑誌刊行会〉
東京女子大学 図書館 【】
東京女子大学図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈東京女子大学図書館〉
東京電機大学 総合ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ 【東京電機大学図書館蔵書検索ｼｽﾃﾑ(仮称)】
東京電機大学雑誌目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 〈東京電機大学総合ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ〉
東京電機大学図書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 〈東京電機大学総合ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ〉
東京農業大学 図書館 【東京農業大学図書館OPAC】
AGRICOLA
ON CD 〈National Agricultural Library〉
BA (Biological Abstracts) on CD 〈BIOSIS〉
BA (Biological Abstracts) on CD/RRM 〈BIOSIS〉
CAB Abstracts on CD 〈CAB International〉
CA on CD 〈Chemical Abstract Service〉
Current Contents 〈Institute for Scientific Information〉
FSTA(Food Science and Technology Abstracts) 〈International Food Information
MEDLINE 〈National Library of Medicine〉
科学技術文献速報CD‑ROM 〈科学技術振興事業団〉
東京薬科大学 情報ｾﾝﾀｰ 【所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(OPAC)】
所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈東京薬科大学情報ｾﾝﾀｰ〉
東京理科大学 生命科学研究所 【JIPID】
Genome database of E.coli 〈国沢隆,大塚仁也,次田晧,L.‑S.Yeh,WC.Barker〉
Protein Secondary Stnucture Database 蛋白二次構造ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈鈴木博美〉
T4ｹﾞﾉﾑ蛋白ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈国沢隆(東理大)､有坂文雄(東工大)､E.Kutter(米･ｸﾞﾘｰﾝ大学)〉
生物活性ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈L.‑S.Yeh(NBRF),佐竹一夫〉
東京理科大学 生命科学研究所 【PIR‑International】
PIR‑International,PSQ,NAQ,XQS,Atlas 〈JIPID(日)‑NBRF(米)‑MIPS(西独)〉
東京理科大学 工学部工業化学科 【工業化学科図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
工業化学科図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈東京理科大学工学部工業化学科〉
東京理化大学 薬学部 【適応外使用医薬品ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
適応外使用医薬品ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈情報薬学研究室〉
東京理科大学 基礎工学部 高木研究室 【】
地球環境衛星画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈東京理科大学基礎工学部 高木研究室〉
東邦大学 医学部図書館 【目録所蔵ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ検索ｻｰﾋﾞｽ(仮称)】
OPAC 〈東邦大学医学部図書館〉
東邦大学 習志野図書館 【東邦大学習志野図書館 OPAC】
東邦大学習志野図書館 OPAC 〈東邦大学習志野図書館〉
学校法人東洋大学 附属図書館 【東洋大学附属図書館情報ｼｽﾃﾑ 利用者ｵﾝﾗｲﾝ目録ｻｰﾋﾞｽ】
東洋大学附属図書館情報ｼｽﾃﾑ･利用者用ｵﾝﾗｲﾝ目録 〈東洋大学附属図書館〉
日本大学 商学部図書館事務課 【日本大学商学部図書館目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)】
日本大学商学部図書館目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 〈日本大学商学部図書館〉
日本大学 工学部図書館図書館事務課 【日本大学工学部図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
日本大学工学部図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈日本大学工学部図書館〉
日本大学 経済学部図書館事務課 【】
日本大学経済学部図書館情報ｼｽﾃﾑ(仮称) 〈日本大学経済学部図書館〉
日本大学 医学部 ﾈｯﾄﾜｰｸｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 【】
ｻﾙ脳地図ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈日本大学医学部･第一生理〉
日本医科大学 中央図書館 【日本医科大学図書館 図書検索ｻｰﾋﾞｽ】
雑誌特集記事ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈日本医科大学中央図書館〉
日本医科大学図書館図書･雑誌目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈日本医科大学中央図書館〉
日本社会事業大学 図書館 【】
雑誌･紀要等掲載論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈日本社会事業大学図書館〉
所蔵図書雑誌ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈日本社会事業大学図書館〉
卒業論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈日本社会事業大学図書館〉
老人保険･医療･福祉文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈日本社会事業大学図書館〉
日本女子大学 図書館 【日本女子大学図書館所蔵目録】
日本女子大学図書館所蔵目録 〈日本女子大学図書館〉
法政大学 図書館 【法政大学図書館所蔵目録検索ｼｽﾃﾑ(仮称)】
Integrated Library Information System 〈富士通〉
法政大学 産業情報ｾﾝﾀｰ 【IB(産業書誌)】
IB (Industrial Bibliography) 〈法政大学産業情報ｾﾝﾀｰ〉
法政大学 ｲｵﾝﾋﾞｰﾑ工学研究所 【法政大学ｲｵﾝﾋﾞｰﾑ工学学術情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
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Service〉

法政大学ｲｵﾝﾋﾞｰﾑ工学学術情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈法政大学ｲｵﾝﾋﾞｰﾑ工学研究所〉
星薬科大学 図書館 【星薬科大学図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)】
星薬科大学図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈星薬科大学図書館〉
武蔵大学 図書館研究情報ｾﾝﾀｰ 【LISM】
Library Information System of Musashi Univ. 〈図書館研究情報ｾﾝﾀｰ〉
武蔵大学 図書館研究情報ｾﾝﾀｰ 【武蔵大学発行の紀要類目次一覧】
武蔵大学発行の紀要類目次一覧 〈図書館研究情報ｾﾝﾀｰ〉
武蔵野女子大学 図書館
【大学図書館蔵書目録】
大学図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(図書) 〈武蔵野女子大学図書館〉
武蔵野美術大学 美術資料図書館 【武蔵野美術大学美術資料図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
武蔵野美術大学美術資料図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈美術資料図書館〉
明治大学 図書館 【明治大学図書館ｵﾝﾗｲﾝ目録】
明治大学図書館所蔵資料OPACﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈明治大学図書館〉
明治学院大学 図書館 【図書館検索ｼｽﾃﾑ(MUSE)】
明治学院大学図書館所蔵書誌情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈明治学院大学図書館〉
明治薬科大学 図書･情報科 【明治薬科大学図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
明治薬科大学図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈明治薬科大学図書･情報課〉
立教大学 図書館 【立教大学図書館学術情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
立教大学図書館学術情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈立教大学図書館〉
立正大学 図書館司書部 【RisLib】
RisLib 〈立正大学図書館〉
和光大学 附属梅根記念図書館 【さとるくん21 Super Advanced TO01 for Recorded
knowledge and Users】
和光大学附属梅根記念図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈和光大学附属梅根記念図書館〉
早稲田大学 図書館 【WINE】
Waseda University Scholarly Information NEtwork System 〈早稲田大学図書館〉
早稲田大学 理工学部 【建築生産文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
建築生産文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈嘉納成男〉
早稲田大学 理工学研究科山本明夫研 【STN INTERNATIONAL】
STN INTERNATIONAL CHEMICAL ABSTRACT 〈科学技術振興事業団 科学技術情報事業部〉
早稲田大学 會津八一記念博物館 【早稲田大学 會津八一記念博物館収蔵資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
早稲田大学 會津八一の書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ検索 〈早稲田大学會津八一記念博物館〉
早稲田大学 大学史資料ｾﾝﾀｰ 【早稲田大学大学史資料ｾﾝﾀｰ写真ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
早稲田大学大学史資料ｾﾝﾀｰ写真ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈早稲田大学大学史資料ｾﾝﾀｰ〉
早稲田大学 文学部 【】
日本中世古文書研究発展のための文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈鎌倉遺文研究会〉
早稲田大学 文学部情報化検討委員会 【ｱｼﾞｱ歴史文化ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ･ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
ｱｼﾞｱ歴史文化ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ･ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈文学部情報化検討委員会 柳澤作業部会〉
早稲田大学 早稲田大学長江流域文化調査隊･研究所 【長江流域文化調査隊学術資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｽ】
長江流域文化調査隊学術資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈早稲田大学長江流域文化調査隊･研究所〉
早稲田大学 文学部 【心理学関連教材･資料】
｢心理学関連教材･資料｣ 〈木村 裕,飯田成敏,長野祐一郎,藤沢弘美子〉
麻布大学 附属学術情報ｾﾝﾀｰ 【麻布大学附属学術情報ｾﾝﾀｰOPAC】
麻布大学附属学術情報ｾﾝﾀｰ所蔵目録 〈麻布大学附属学術情報ｾﾝﾀｰ〉
神奈川大学 図書館 【Kanagawa University Online Library and Academic
Information System】
Kanagawa University Online Library and Academic Information System. 〈神奈川大学図書
館〉
関東学院大学 図書館運営課 【KULOS】
KULOS 〈関東学院大学図書館〉
関東学院大学 工学総合研究所 【DIALOG JOIS 学内研究者研究ﾃｰﾏ】
Prologによるﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ検索ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 〈工学総合研究所長〉
相模女子大学 附属図書館 【相模女子大学附属図書館所蔵目録ｻｰﾋﾞｽ(仮称)】
相模女子大学附属図書館所蔵目録(仮称) 〈相模女子大学附属図書館〉
鶴見大学 図書館 【】
図書雑誌所蔵情報 〈鶴見大学図書館〉
東京工芸大学 図書館 【蔵書検索ｻｰﾋﾞｽ】
東京工芸大学図書館/東京工芸大学女子短期大学図書館所蔵目録 〈東京工芸大学図書館及び東京工芸大学
女子短期大学図書館〉
ﾌｪﾘｽ女学院大学 附属図書館 【ﾌｪﾘｽ女学院大学図書館情報検索ｼｽﾃﾑ(仮称)】
ﾌｪﾘｽ女学院附属図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 〈ﾌｪﾘｽ女学院大学附属図書館〉
金沢工業大学 ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰｾﾝﾀｰ 【LINKIT‑Ⅱ】
LINKIT‑Ⅱ 〈金沢工業大学〉
長野大学 附属図書館 【OPAC検索ｻｰﾋﾞｽ】
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所蔵雑誌ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈長野大学附属図書館〉
蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈長野大学附属図書館〉
岐阜経済大学 図書館 【岐阜経済大学図書館蔵書検索ｼｽﾃﾑ】
岐阜経済大学図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈岐阜経済大学図書館〉
朝日大学 図書館 【朝日大学図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
朝日大学図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈朝日大学図書館〉
岐阜女子大学 文化情報研究ｾﾝﾀｰ 【文化情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
文化情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈地域文化資料ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ｱｰｶｲﾌﾞ化協議会〉
岐阜聖徳学園大学 図書館 【岐阜聖徳学園大学OPAC】
岐阜聖徳学園大学OPAC 〈岐阜聖徳学園大学図書館〉
愛知大学 図書館 【愛知大学蔵書目録(ALIS OPAC)】
愛知大学 図書目録 〈愛知大学図書館〉
愛知学院大学 歯学部病理学講座 【病理学画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)】
病理学画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈愛知学院大学歯学部病理学講座〉
愛知工業大学 附属図書館 【愛知工業大学附属図書館OPAC】
愛知工業大学付属図書館所蔵目録 〈愛知工業大学付属図書館〉
愛知学泉大学 岡崎図書館 【愛知学泉大学岡崎図書館所蔵資料DB】
愛知学泉大学附属図書館所蔵資料DB 〈附属図書館職員〉
愛知学泉大学 豊田図書館 【愛知学泉大学 豊田図書館 所蔵資料D.B】
愛知学泉大学豊田図書館所蔵資料D.B. 〈愛知学泉大学豊田図書館職員〉
金城学院大学 図書館 【CALIS】
CALIS 〈金城学院大学図書館〉
椙山女学園大学 大学図書館 【椙山女学園大学蔵書目録検索ｻｰﾋﾞｽ】
椙山女学園大学蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 〈椙山女学園大学図書館〉
大同工業大学 図書館 【大同工業大学図書館情報ｼｽﾃﾑ】
大同工業大学図書 蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈大同工業大学図書館〉
中京大学 図書館 【中京大学図書館ｵﾝﾗｲﾝﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ】
学術研究関係 webﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈中京大学図書館〉
中京大学図書館CD‑ROMﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈中京大学図書館〉
中京大学図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈中京大学図書館〉
中部大学 附属三浦記念図書館 【】
中部大学附属三浦記念図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈中部大学附属三浦記念図書館〉
名古屋商科大学 中央情報ｾﾝﾀｰ 【NINE】
名古屋商科大学･図書情報ｼｽﾃﾑ 〈名古屋商科大学中央情報ｾﾝﾀｰ〉
名古屋女子大学 図書館 【所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)】
所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 〈名古屋女子大学図書館〉
名古屋女子大学 図書館 【名古屋女子大学所蔵芝居番付ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
名古屋女子大学所蔵芝居番付ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈名古屋女子大学図書館〉
藤田保健衛生大学 図書館 【藤田学園医学･保健衛生学図書館情報検索ｻｰﾋﾞｽ】
Best Evidence 4/2000 〈American College of Physicians‑American Society of Internal
Medicine〉
Current Contents on Diskette 〈米国Institute for Scientific Information〉
Journal Citation Reports on CD‑ROM.Science edition 〈米国Institute for Scientific
Information〉
OVID
MEDLINE 〈U.S.National Library of Medicine 米国 OVID Technologies 社製のｿﾌﾄｳｪｱ
で稼動〉
The Cochrane Library 〈Tne Cochrane Collaboration〉
医学中央雑誌 医中誌 web 〈医学中央雑誌刊行会〉
藤田学園医学･保健衛生学図書館所蔵情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈藤田学園医学･保健衛生学図書館〉
南山大学 教育･研究事務部学術情報ｾﾝﾀｰ
【GEMMA‑II(General Master System For Modern Access‑II)】
南山大学書誌･所蔵ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈南山大学図書館〉
日本福祉大学 付属図書館図書館課 【日本福祉大学図書雑誌所蔵検索】
日本福祉大学図書所蔵ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈日本福祉大学付属図書館〉
名城大学 附属図書館 【名城大学附属図書館情報管理ｼｽﾃﾑ】
〈名城大学 附属図書館〉
皇學館大學 附属図書館 【皇學館大學附属図書館蔵書目録検索ｻｰﾋﾞｽ】
皇學館大學附属図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈皇學館大学附属図書館〉
京都外国語大学 付属図書館 【京都外国語大学 付属図書館所蔵ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
京都外国語大学付属図書館所蔵ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈京都外国語大学付属図書館〉
京都外国語大学 付属図書館 【付属図書館ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
GAIDAI BIBLIOTHECA(ｶﾞｲﾀﾞｲﾋﾞﾌﾞﾘｵﾃｶ)電子図書館報 〈京都外国語大学付属図書館〉
Nipponalia(ﾆｯﾎﾟﾅﾘｱ) 〈京都外国語大学付属図書館〉
古都の雅をもとめて‑世界で読まれる京都の文学‑ 〈京都外国語大学付属図書館〉
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世界の新聞と雑誌‑本学図書館から世界の動きを探る‑ 〈京都外国語大学付属図書館〉
世界の美本ｷﾞｬﾗﾘｰ 〈京都外国語大学付属図書館〉
ﾗﾌｶﾃﾞｨｵ･ﾊｰﾝ ｺﾚｸｼｮﾝﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈京都外国語大学付属図書館〉
京都学園大学 図書館 【京都学園大学図書館蔵書検索ｻｰﾋﾞｽ(仮称)】
京都学園大学図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 〈京都学園大学図書館〉
京都産業大学 図書館 【EZ‑CAT】
EZ‑CAT 〈京都産業大学図書館〉
京都女子大学･京都女子大学短期大学部 図書館 【京都女子大学図書館情報ｼｽﾃﾑ】
京都女子大学図書館情報ｼｽﾃﾑ 〈京都女子大学･京都女子大学短期大学部図書館〉
光華女子大学 図書館 【光華女子大学図書館蔵書目録】
光華女子大学 図書館蔵書目録 〈光華女子大学図書館〉
京都橘女子大学 図書館 【】
図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈京都橘女子大学図書館〉
同志社大学 学術情報ｾﾝﾀｰ 【同志社大学ｵﾝﾗｲﾝ目録検索 DOORS(DOshisha Online
Retrieval System)】
同志社大学学術情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(洋書) 〈同志社大学学術情報ｾﾝﾀｰ〉
同志社大学学術情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(和書) 〈同志社大学学術情報ｾﾝﾀｰ〉
同志社大学 学術情報ｾﾝﾀｰ 【同志社大学学術情報ｾﾝﾀｰﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ｱｰｶｲﾌﾞ(仮称)】
同志社大学学術情報ｾﾝﾀｰ･ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ｱｰｶｲﾌﾞ(仮称) 〈情報ｻｰﾋﾞｽ課〉
京都ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑ女子大学 附属図書館 【Notre Dame Women's College LOIS】
京都ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑ女子大学所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈京都ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑ女子大学附属図書館〉
佛教大学 図書館 【佛教大学所蔵図書目録】
佛教大学所蔵図書目録(仮称) 〈佛教大学図書館管理課〉
立命館大学 総合情報ｾﾝﾀｰ 【立命館学術情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｻｰﾋﾞｽ】
Elsevier Electronic Subscription 〈Elsevier Science〉
RUNNERS DB 〈立命館大学総合情報ｾﾝﾀｰ〉
Swets ｽｷｬﾝ 〈Swets Blackwell b.v.〉
朝日新聞 Digital News Archives 〈朝日新聞社〉
図書内容情報″BOOK″ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈日外ｱｿｼｴｰﾂ(株)〉
立命館大学 法学部 【立命館大学法学部知識ﾍﾞｰｽｻｰﾊﾞｰ】
立命館大学法学部知識ﾍﾞｰｽｻｰﾊﾞ 〈立命館大学法学部 法学会〉
立命館大学 総合情報ｾﾝﾀｰ 【ﾊﾟﾘ講和会議資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
ﾊﾟﾘ講和会議資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈ﾊﾟﾘ講和会議資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会〉
立命館大学 人文科学研究所 【GHQ/SCAP文書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
GHQ/SCAP文書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈立命館大学人文科学研究所GHQ/SCAP文書研究会〉
立命館大学 衣笠研究支援ｾﾝﾀｰ 【立命館大学研究者学術研究情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
立命館大学研究者学術情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈立命館大学衣笠研究支援ｾﾝﾀｰ〉
龍谷大学 社会科学研究所 【統計･調査資料検索ｼｽﾃﾑ】
統計･調査資料検索ｼｽﾃﾑ 〈龍谷大学 社会科学研究所〉
大阪経済大学 図書館 【OKUSU】
大阪経済大学蔵書目録 〈大阪経済大学図書館〉
大阪経済法科大学 図書館 【経法(仮称)】
経法(仮称) 〈大阪経済法科大学図書館〉
大阪工業大学 図書館 【TLIS II‑IR2(Total Library Information System II‑Information
Retrieval Service)】
図書館総合情報管理ｼｽﾃﾑ 〈大阪工業大学図書館〉
大阪産業大学 綜合図書館 【所蔵目録検索ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(OPAC検索(仮称)】
所蔵目録検索ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(OPAC検索)(仮称) 〈大阪産業大学 綜合図書館〉
大阪樟蔭女子大学 被服学科衣料情報室 【MCD‑IR(仮称)】
民博ｺｽﾁｭｰﾑﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 〈国立民族学博物館MCDﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ,大阪樟蔭女子大学被服学科衣料情報室〉
大谷女子大学･大谷女子短期大学 図書館
【大谷女子大･短大図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)】
大谷女子大･短大図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 〈大谷女子大学図書館 大谷女子短期大学図書館(一部
外注業者に依頼)〉
追手門学院大学 総合情報教育ｾﾝﾀｰ 【A.NIKKEI‑IR B.ASIAD‑IR】
ｱｼﾞｱ社会経済情報 〈経済学部〉
日経ﾆｰｽﾞ･ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈総合情報教育ｾﾝﾀｰ〉
追手門学院大学 附属図書館 【追手門学院大学 附属図書館ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)】
追手門学院大学附属図書館ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 〈追手門学院大学附属図書館〉
関西大学 図書館 【関西大学図書館WWW版蔵書検索ｼｽﾃﾑ(KOALA)】
関西大学図書館WWW版蔵書検索ｼｽﾃﾑ 〈関西大学図書館〉
関西大学 就職部就職課 【関西大学ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ就職情報検索ｼｽﾃﾑ(KIPS)】
関西大学ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ就職情報検索ｼｽﾃﾑ 〈関西大学 就職部 就職課〉
関西外国語大学 図書館課 【関西外国語大学図書館ｵﾝﾗｲﾝ目録(仮称)】
関西外国語大学図書館ｵﾝﾗｲﾝ目録(仮称) 〈関西外国語大学図書館〉
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近畿大学 中央図書館 【KISS(Kinki university Information Service System)】
目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈近畿大学中央図書館〉
近畿大学 生物理工学部図書館 【BOST Lib.】
BOST Lib. 〈近畿大学生物理工学部図書館〉
近畿大学 九州工学部図書館
【BAIKA】
図書目録･雑誌目録 〈近畿大学九州工学部図書館事務課〉
近畿大学 工学部図書館 【近畿大学工学部図書館所蔵図書検索(仮称)】
近畿大学工学部図書館所蔵図書検索(仮称) 〈近畿大学工学部図書館〉
近畿大学 農学部図書館 【近畿大学農学部図書館蔵書検索ｻｰﾋﾞｽ】
近畿大学農学部図書館蔵書検索ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈農学部図書館〉
大阪国際女子大学･短期大学 附属図書館 【大阪国際女子大学･大阪国際女子短期大学附属図書館 Digital
Library】
大阪国際女子大学･大阪国際女子短期大学附属図書館Digital Libraly 〈大阪国際女子大学･短期大学附
属図書館〉
帝塚山学院大学 図書館 【帝塚山学院大学 図書館web検索ｻｰﾋﾞｽ】
帝塚山学院大学図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈帝塚山学院大学図書館〉
梅花女子大学 図書館 【Bai‑Lines(Baika Library and Information Network System)】
児童文学関係雑誌記事索引ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈梅花女子大学 図書館〉
梅花女子大学･梅花短期大学図書館 蔵書目録 〈梅花女子大学･梅花短期大学 図書館〉
阪南大学 図書館 【阪南大学図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ｢HALIS｣】
阪南大学図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈阪南大学図書館〉
桃山学院大学 附属図書館 【桃山学院大学図書館蔵書検索ｼｽﾃﾑ】
桃山学院大学図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈桃山学院大学附属図書館〉
英知大学 図書館 【OPAC】
英知大学図書館蔵書目録(仮称) 〈英知大学図書館〉
大手前女子大学 図書館 【大手前女子大学･短期大学図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
大手前女子大学･短期大学図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈大手前女子大学図書館〉
関西学院大学 産業研究所 【関西学院大学産業研究所 産研資料検索ｼｽﾃﾑ(SAINT)】
産研資料検索ｼｽﾃﾑ 〈関西学院大学産業研究所〉
甲南大学 図書館 【】
甲南大学図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 〈甲南大学図書館〉
甲南女子大学 図書館 【甲南女子大学図書館蔵書検索ｻｰﾋﾞｽ】
甲南女子大学図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈甲南女子大学図書館〉
神戸学院大学 情報処理ｾﾝﾀｰ 【講義要項ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｻｰﾋﾞｽ】
講議要項ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈神戸学院大学教務部〉
神戸学院大学 情報処理ｾﾝﾀｰ 【人類学的資料ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｼｽﾃﾑ】
人類学的資料ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈神戸学院大学 情報処理ｾﾝﾀｰ〉
神戸学院大学 情報処理ｾﾝﾀｰ 【医療薬学のためのﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ教材ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
医療薬学のためのﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ教材ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈神戸学院大学 情報処理ｾﾝﾀｰ〉
神戸学院大学 情報処理ｾﾝﾀｰ 【化学教材ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
化学教材ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈神戸学院大学 薬学部〉
神戸学院大学 図書館 【神戸学院大学図書館情報ｼｽﾃﾑ】
神戸学院大学紀要ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈神戸学院大学図書館〉
目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 〈神戸学院大学図書館〉
神戸学院大学 図書館 【】
神戸学院大学紀要ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈神戸学院大学図書館〉
神戸女学院大学 図書館 【】
神戸女学院大学図書館蔵書目録(仮称) 〈神戸女学院大学図書館〉
神戸親和女子大学 附属図書館 【】
神戸親和女子大学附属図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 〈神戸親和女子大学附属図書館〉
園田学園女子大学 図書館 【所蔵検索ｻｰﾋﾞｽ】
園田学園女子大学図書館ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 〈図書館〉
神戸国際大学 附属図書館 【OPAC情報検索ｻｰﾋﾞｽ】
神戸国際大学附属図書館 蔵書目録 〈神戸国際大学附属図書館〉
帝塚山大学 図書館本館 【帝塚山大学図書館情報ｻｰﾋﾞｽ】
帝塚山大学図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 〈帝塚山大学図書館本館〉
帝塚山大学短期大学 帝塚山大学都市間分館(学園前ｷｬﾝﾊﾟｽ図書館) 【】
帝塚山大学図書館分館ｼｽﾃﾑ(仮称) 〈帝塚山大学図書館分館〉
天理大学 附属天理図書館 【】
天理図書館所蔵一般本目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈天理大学附属天理図書館〉
天理図書館所蔵逐次刊行書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈天理大学附属天理図書館〉
奈良大学 図書館 【奈良大学図書館OPAC】
奈良大学図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈奈良大学図書館〉
高野山大学 図書館 【高野山大学所蔵図書検索ｼｽﾃﾑ(仮称)】
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高野山大学所蔵図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 〈高野山大学図書館〉
岡山理科大学 図書館 【OLION】
岡山理科大学図書･雑誌ﾃﾞｰﾀ(仮称) 〈岡山理科大学図書館〉
岡山理科大学紀要論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 〈岡山理科大学図書館〉
雑誌目次ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 〈岡山理科大学図書館〉
美作女子大学 紀要編集委員会 【美作女子大学･同短大部紀要】
美作女子大学･同短大部紀要 〈紀要編集委員会〉
広島経済大学 図書館 【KEINS】
広島経済大学図書館所蔵図書･雑誌目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈広島経済大学図書館〉
広島工業大学 附属図書館 【】
HIT‑OPAC 〈広島工業大学附属図書館〉
広島修道大学 図書館 【広島修道大学図書館蔵書検索】
広島修道大学図書館蔵書検索 〈広島修道大学図書館･総合研究所〉
広島女学院大学 図書館 【JOINT OPAC】
広島女学院大学図書館蔵書目録 〈図書館〉
広島国際学院大学 附属図書館 【CILIUS(大学図書館情報ｼｽﾃﾑ)】
広島国際学院大学附属図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈附属図書館〉
徳山大学 総合経済研究所 【総研ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
総研資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈総合経済研究所〉
九州共立大学 附属図書館業務課 【】
図書館業務ｼｽﾃﾑ 〈九州共立大学附属図書館〉
九州産業大学 図書館 【九州産業大学図書館図書情報検索(仮称)】
九州産業大学図書館蔵書･書誌ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 〈九州産業大学図書館〉
九州女子大学･九州女子短期大学 図書館 【図書館書誌ﾃﾞｰﾀ検索ｻｰﾋﾞｽ】
九州女子大学附属図書館ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ管理ｼｽﾃﾑ 〈九州女子大学附属図書館〉
学校法人久留米大学 御井図書館 【久留米大学御井図書館蔵書検索(仮称)】
久留米大学御井図書館蔵書目録(仮称) 〈久留米大学御井図書館〉
中村学園大学 図書館 【中村学園大学目録検索】
｢中村学園大学目録検索｣ 〈中村学園大学〉
福岡大学 図書部 【福岡大学図書館総合目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
福岡大学図書館総合目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈福岡大学図書館〉
西九州大学 附属図書館 【西九州大学附属図書館目録情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
西九州大学附属図書館 目録情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈西九州大学附属図書館〉
長崎総合科学大学 附属図書館(図書課) 【長崎総合科学附属図書館所蔵目録】
長崎総合科学大学附属図書館所蔵目録 〈長崎総合科学大学附属図書館〉
熊本学園大学 図書館 【Oaks】
所蔵図書･雑誌 〈熊本学園大学図書館〉
日本文理大学 図書館 【NBU総合図書館情報ｼｽﾃﾑ(NICE)】
NBU総合図書館情報ｼｽﾃﾑ(Nippon Bunri University Information Control Expert System)
〈日本文理大学図書館〉
別府大学 附属図書館 【別府大学附属図書館蔵書目録】
別府大学附属図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾍﾞｰｽ 〈別府大学附属図書館〉
鹿児島国際大学 附属図書館 【鹿児島国際大学附属図書館蔵書検索 (OPAC)】
(CD‑ROM)PsycINFO 〈Silver Platter社(Source:American Psychological Assocication)〉
EconLit(経済学文献)CD‑ROM 〈Silver Platter社
(Source:American Economic Association)〉
ERIC (CD‑ROM) 〈Silver Platter社〉
J‑BISC 〈国立国会図書館〉
雑誌記事索引ｶﾚﾝﾄ版(CD‑ROM) 〈紀伊国屋書店〉
沖縄大学 図書館 【沖縄大学OPAC(仮称)】
沖縄大学opac 〈図書館〉
沖縄国際大学 図書館 【沖縄国際大学図書館所蔵検索ｻｰﾋﾞｽ】
沖縄国際大学図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈沖縄国際大学図書館〉
神奈川工科大学 附属図書館事務課 【神奈川工科大学附属図書館ｵﾝﾗｲﾝ目録】
神奈川工科大学附属図書館ｵﾝﾗｲﾝ目録 〈神奈川工科大学附属図書館〉
北陸大学 ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰｾﾝﾀｰ 【北陸大学ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰｾﾝﾀｰ蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｻｰﾋﾞｽ(仮称)】
北陸大学ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰｾﾝﾀｰ蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 〈北陸大学ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰｾﾝﾀｰ〉
愛知淑徳大学 図書館 【愛知淑徳大学図書館ｵﾝﾗｲﾝ目録ｻｰﾋﾞｽ】
愛知淑徳大学図書館ｵﾝﾗｲﾝ目録ｻｰﾋﾞｽ 〈愛知淑徳大学図書館〉
愛知淑徳大学 AVｾﾝﾀｰ 【愛知淑徳大学AVｾﾝﾀｰ管理ｼｽﾃﾑ(AMUNES)】
愛知淑徳大学AVｾﾝﾀｰ管理ｼｽﾃﾑ(AMUNES) 〈愛知淑徳大学AVｾﾝﾀｰ〉
摂南大学 図書館 【TLIS II‑IR(Total Library Information System II‑Information
Retrieval Service)】
図書館総合情報管理ｼｽﾃﾑ 〈摂南大学図書館〉
福山大学 附属図書館 【福山大学附属図書館目録情報検索ｻｰﾋﾞｽ(FULIRS)】
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福山大学附属図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈図書館職員〉
久留米工業大学 図書館 【久留米工業大学図書館OPAC(仮称)】
図書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈図書館〉
産業医科大学 図書館 【図書館所蔵雑誌･図書･視聴覚資料検索ｼｽﾃﾑ】
図書館所蔵雑誌ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈産業医科大学図書館〉
図書館所蔵視聴覚資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈産業医科大学図書館〉
図書館所蔵図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈産業医科大学図書館〉
産業医科大学 図書館 【研究業績ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
研究業績ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈産業医科大学図書館〉
産業医科大学 生化学 【GENEMANU､GENEgrad VIII､TumorMarker】
GENE MANU,Genegrade VIII,TumorMarker 〈平野他数10名〉
産能大学 図書館 【SALIS】
SALIS 〈産能大学図書館,産能短期大学図書館〉
名古屋経済大学 図書館 【所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 〈図書館〉
京都精華大学 情報館 【ｾｲｶ情報検索ｼｽﾃﾑ(仮称)】
ｾｲｶ情情検索ｼｽﾃﾑ(仮称) 〈京都精華大学情報館〉
志學館大学 図書館 【志學館大学図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ検索ｻｰﾋﾞｽ(仮)】
〈志學館大学図書館〉
東海女子大学･東海女子短期大学 附属図書館 【東海女子大学･東海女子短期大学附属図書館蔵書
検索ｻｰﾋﾞｽ(仮称)】
東海女子大学･東海女子短期大学附属図書館所蔵資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 〈東海女子大学･東洋女子短期大学
附属図書館〉
豊田工業大学 附属図書館 図書情報ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【豊田工業大学附属図書館 所蔵目録(仮称)】
豊田工業大学附属図書館 所蔵目録(仮称) 〈附属図書館 図書情報ｸﾞﾙｰﾌﾟ〉
活水女子大学･短期大学 図書課 【活水学術情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
活水論文集目次情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈活水女子大学･短期大学 図書課〉
雑誌紀要目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈活水女子大学･短期大学 図書課〉
洋書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈活水女子大学･短期大学 図書課〉
和書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈活水女子大学･短期大学 図書課〉
国際大学 松下図書･情報ｾﾝﾀｰ 【】
Business Periodicals Index 〈H.W.Wilson Company〉
Econ Lit 〈American Economic Association〉
EIU Country Reports on Disk:Asia‑ Pacific 〈The Economist Intelligence Unit〉
Global Development Finance 〈The World Bank〉
International Political Science Abstract 〈International Political Science Association〉
Japan Securities Research Institute Database 〈日本証券経済研究所〉
Nikkei Financials Database 〈日本経済新聞社〉
Nikkei Macro Economic Database 〈日本経済新聞社〉
PAIS International 〈Public Affairs Information Service,Inc.〉
Sociofile 〈Sociological Abstracts,Inc.〉
松阪大学 図書館 【松阪大学図書館OPAC】
松阪大学図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈松阪大学図書館〉
常磐大学 総合情報ｾﾝﾀｰ 【TUCMI】
常磐大学総合情報ｾﾝﾀｰ蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈常磐大学総合情報ｾﾝﾀｰ〉
国際武道大学 図書館 【教員研究成果目録(仮称)】
(国際武道大学)教員研究成果目録 〈図書館〉
昭和音楽大学 附属図書館 【】
昭和音楽大学附属図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 〈昭和音楽大学附属図書館〉
奈良産業大学 図書館 【奈良産業大学図書館所蔵資料目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
奈良産業大学図書館所蔵資料目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈奈良産業大学図書館〉
駿河台大学 ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ 【駿河台大学ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰｵﾝﾗｲﾝ所蔵目録】
駿河台大学所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈駿河台大学ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ〉
神田外語大学 附属図書館 【神田外語大学附属図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｻｰﾋﾞｽ】
神田外語大学附属図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 〈神田外語大学附属図書館〉
帝京平成大学 図書館図書課 【帝京平成大学図書館情報ｼｽﾃﾑ】
帝京平成大学図書館情報ｼｽﾃﾑ 〈帝京平成大学図書館〉
金沢学院大学 図書館 【金沢学院大学図書館蔵書検索】
金沢学院大学図書館蔵書検索 〈金沢学院大学図書館〉
姫路獨協大学 附属図書館 【蔵書検索ｼｽﾃﾑ(仮称)】
姫路獨協大学図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 〈姫路獨協大学附属図書館〉
宮崎産業経営大学 附属図書館 【宮崎産業経営大学附属図書館所蔵目録(仮称)】
宮崎産業経営大学附属図書館所蔵目録(仮称) 〈宮崎産業経営大学附属図書館〉
聖学院大学 総合図書館 【SEULIS】
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ﾐｭﾗｰｺﾚｸｼｮﾝ ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈ﾐｭﾗｰｺﾚｸｼｮﾝ ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会〉
川村学園女子大学 図書館 【川村学園女子大学図書館検索ｼｽﾃﾑ】
川村学園女子大学図書検索ｼｽﾃﾑ 〈川村学園女子大学図書館〉
東京情報大学 教育研究情報ｾﾝﾀｰ 【東京情報大学総合情報ｾﾝﾀｰ 蔵書検索ｼｽﾃﾑ】
東京情報大学総合情報ｾﾝﾀｰ 蔵書検索ｼｽﾃﾑ 〈東京情報大学教育研究情報ｾﾝﾀｰ〉
東京情報大学発行学術雑誌ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈東京情報大学 教育研究情報ｾﾝﾀｰ〉
東京情報大学 教育研究情報ｾﾝﾀｰ 【東京情報大学総合情報ｾﾝﾀｰ 電子文献ｻｰﾋﾞｽ】
東京情報大学総合情報ｾﾝﾀｰ 電子文献ｻｰﾋﾞｽ 〈〉
恵泉女学園大学 図書館
【OPAC,CD‑ROM】
〈〉
桐蔭横浜大学 大学情報ｾﾝﾀｰ 【TOPAC】
桐蔭横浜大学大学情報ｾﾝﾀｰ(図書館) 〈桐蔭横浜大学大学情報ｾﾝﾀｰ〉
名古屋外国語大学 附属図書館 【】
NGLINE 中西学園図書館情報ｼｽﾃﾑ(仮称) 〈名古屋外国語大学附属図書館〉
四日市大学 情報ｾﾝﾀｰ 【四日市大学情報ｾﾝﾀｰ所蔵目録(仮称)】
四日市大学 情報ｾﾝﾀｰ所蔵目録(仮称) 〈四日市大学 情報ｾﾝﾀｰ〉
大阪国際大学 図書館 【大阪国際大学図書館蔵書目録】
大阪国際大学図書館蔵書目録 〈大阪国際大学図書館〉
東洋英和女学院大学 図書館 【Maple ･Cat】
Maple‑cat 東洋英和女学院大学図書館OPAC 図書館資料検索ｼｽﾃﾑ 〈東洋英和女学院大学 図書館〉
高岡法科大学 図書館 【】
高岡法科大学雑誌目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈高岡法科大学図書館〉
高岡法科大学図書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈高岡法科大学図書館〉
神戸芸術工科大学 図書館事務室 【神戸芸術工科大学図書館検索ｼｽﾃﾑ(仮称)】
神戸芸術工科大学図書館検索ｼｽﾃﾑ(仮称) 〈神戸芸術工科大学図書館事務室〉
国際基督教大学 図書館 【国際基督教大学図書館ｼｽﾃﾑ】
国際基督教大学図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈国際基督教大学図書館〉
聖徳大学 川並記念図書館 【SEINE】
聖徳大学川並記念図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈聖徳大学川並記念図書館〉
江戸川大学･女子短期大学 総合情報図書館 【OPAC】
OPAC 〈江戸川大学･女子短期大学総合情報図書館〉
富山国際大学 図書館 【富山国際大学図書館検索ｼｽﾃﾑ】
富山国際大学図書館蔵書目録(仮称) 〈富山国際大学図書館〉
名古屋造形芸術大学 附属図書館 【名古屋造形芸術大学附属図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
名古屋造形芸術大学附属図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈名古屋造形芸術大学附属図書館〉
文京女子大学図書館
【図書館資料検索】
文京女子大学図書館所蔵目録(仮称) 〈文京女子大学図書館〉
鈴鹿医療科学大学
【鈴鹿医療科学大学 図書館ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
(医学文献検索)MEDLINE 〈MEDLINE提供者〉
(医学文献検索)医学中央雑誌 〈医学中央雑誌〉
東北芸術工科大学 図書館 【東北芸術工科大学図書検索ｼｽﾃﾑ】
東北芸術工科大学所蔵図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈1東北芸術工科大学図書館
2株式会社紀伊国屋書店〉
東洋学園大学･東洋女子短期大学 図書館 【OPAC】
OPAC 〈東洋学園大学･東洋女子短期大学図書館〉
聖隷ｸﾘｽﾄﾌｧｰ看護大学 大学･短期大学図書館係 【聖隷ｸﾘｽﾄﾌｧｰ看護大学図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈聖隷ｸﾘｽﾄﾌｧｰ看護大学図書館〉
愛知産業大学･短期大学 図書館
【ASULIB】
ASULIB 〈愛知産業大学･短期大学図書館〉
松山東雲女子大学 図書館 【図書館ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｻｰﾋﾞｽ】
東雲図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀｰﾍﾞｰｽ 〈松山東雲女子大学･松山東雲短期大学図書館〉
札幌国際大学 図書館 【札幌国際大学図書館情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)】
札幌国際大学図書館情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 〈札幌国際大学図書館〉
東京成徳大学 図書館 【情報館95】
東京成徳大学附属図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈東京成徳大学附属図書館〉
駒沢女子大学･駒沢女子短期大学 図書館 【駒沢女子大学図書館ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
駒沢女子大学図書館 〈駒沢女子大学〉
中京学院大学 図書館 【中京学院大学図書館蔵書目録検索ｻｰﾋﾞｽ】
中京学院大学図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈図書館〉
目白大学 図書館学術情報課 【OPAC】
OPAC 〈目白大学図書館 目白学園総合図書館〉
目白大学 新宿図書館図書館 【OPAC】
OPAC 〈目白学園総合図書館･目白大学図書館〉
長岡造形大学 附属図書館 【長岡造形大学附属図書館ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｻｰﾋﾞｽ】
長岡造形大学附属図書館ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 〈長岡造形大学附属図書館〉
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静岡産業大学 図書館 【静岡産業大学図書館所蔵目録(仮称)】
静岡産業大学図書館所蔵目録(仮称) 〈静岡産業大学図書館〉
静岡産業大学藤枝図書館OPAC 〈静岡産業大学藤枝図書館〉
静岡産業大学 藤枝図書館 【岡産業大学藤枝図書館OPAC(仮称))】
静岡産業大学藤枝図書館OPAC 〈静岡産業大学藤枝図書館〉
鈴鹿国際大学 図書館 【図書館所蔵目録(OPAC)】
図書館所蔵目録 〈図書館〉
純心女子学園長崎純心大学･純心女子短期大学 早坂記念図書館 【】
純心女子学園早坂記念図書館蔵書目録 〈純心女子学園早坂記念図書館〉
宮崎学園 図書館
【宮崎学園図書館ﾈｯﾄﾜｰｸ】
Miyazaki Gakuen Library Databese 〈宮崎学園図書館〉
名桜大学 附属図書館図書課 【名桜大学附属図書館所蔵資料目録検索ｻｰﾋﾞｽ】
名桜大学附属図書館所蔵資料目録 〈名桜大学附属図書館〉
東海学園大学 名古屋ｷｬﾝﾊﾟｽ 東海学園大学女子短期大学図書館 【蔵書検索ｼｽﾃﾑ】
東海学園大学名古屋ｷｬﾝﾊﾟｽ 東海学園女子短期大学 図書館所蔵目録 〈本学図書館〉
東海学園大学 三好ｷｬﾝﾊﾟｽ 図書館 【東海学園大学三好ｷｬﾝﾊﾟｽ図書館ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ検索ｼｽﾃﾑ】
東海学園大学三好ｷｬﾝﾊﾟｽ図書館ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ検索ｼｽﾃﾑ 〈東海学園三好ｷｬﾝﾊﾟｽ図書館〉
兵庫大学 附属図書館
【】
附属図書館目録所在情報ｼｽﾃﾑ(仮称) 〈附属図書館〉
兵庫大学･兵庫大学短期大学部 附属図書館 【附属図書館情報検索ｼｽﾃﾑ(仮称)】
附属図書館情報検索ｼｽﾃﾑ(仮称) 〈附属図書館〉
十文字学園女子大学 情報･資料ｾﾝﾀｰ 【十文字学園情報･資料ｾﾝﾀｰ図書目録検索ｼｽﾃﾑ】
十文字学園 情報･資料ｾﾝﾀｰ図書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈十文字学園女子大学 情報･資料ｾﾝﾀｰ 十文字学園女
子短期大学 図書館〉
国際仏教学大学院大学 附属図書館 【】
国際仏教学大学院大学附属図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 〈国際仏教学大学院大学附属図書館〉
豊橋創造大学 図書･情報ｾﾝﾀｰ 【豊橋創造大学図書館蔵書検索ｼｽﾃﾑ(仮称)】
豊橋創造大学OPAC 〈豊橋創造大学附属図書館〉
北海道浅井学園大学 図書館
【目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈北海道浅井学園大学図書館〉
九州ﾙｰﾃﾙ学院大学 図書館 【KLC‑OPAC】
KLC‑OPAC 〈大学図書館〉
苫小牧駒澤大学 図書館情報ｾﾝﾀｰ 【苫小牧駒澤大学 図書館資料検索ｼｽﾃﾑ】
苫小牧駒澤大学 図書館総合管理ｼｽﾃﾑ 〈ｿﾌﾃｯｸ〉
青森中央学院大学･青森中央短期大学 図書館情報ｾﾝﾀｰ 【】
青森中央学院大学･青森中央短期大学図書館目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈青森中央学院大学･青森中央短期大学図書館
情報ｾﾝﾀｰ〉
桜花学園大学 桜堂記念図書館 【桜花学園大学蔵書検索ｼｽﾃﾑ】
桜花学園大学蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈桜花学園大学 桜堂記念図書館〉
南大阪大学 図書館 【南大阪大学図書館所蔵目録(仮称)】
南大阪大学図書館所蔵目録(仮称) 〈南大阪大学図書館〉
九州看護福祉大学 情報ｼｽﾃﾑ管理室 【JOHOKU‑Net】
JOHOKU‑Net 〈九州看護福祉大学図書館〉
広島国際大学 図書館 【広島国際大学図書館 目録検索ｻｰﾋﾞｽ】
広島国際大学図書館目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈広島国際大学図書館〉
共愛学園前橋国際大学 図書館 【共愛学園前橋国際大学図書館図書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)】
共愛学園前橋国際大学 図書館図書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 〈共愛学園前橋国際大学図書館〉
神戸山手大学･神戸山手女子短期大学 図書館 【図書館蔵書検索】
図書館蔵書検索 〈神戸山手大学･神戸山手女子短期大学図書館〉
九州保健福祉大学 附属図書館 【Phoenix‑lib‑Database】
phoenix‑lib‑Data Base 〈九州保健福祉大学 附属図書館〉
京都創成大学 ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ 【京都創成大学ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈京都創成大学ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ〉
日本赤十字広島看護大学 図書館 【日本赤十字広島看護大学図書館蔵書検索(仮称)】
日本赤十字広島看護大学図書館蔵書検索(仮称) 〈日本赤十字広島看護大学図書館〉
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情報検索サービス機関名 部局名 【情報検索サービスの名称】
データベースサービスの正式名称 〈データベースの作成者〉

《 大学共同利用機関 》
高ｴﾈﾙｷﾞｰ加速器研究機構 学術情報課 【KISS】
KISS‑BOOKS 〈高ｴﾈﾙｷﾞｰ加速器研究機構 学術情報課〉
KISS‑PREPRINTS 〈高ｴﾈﾙｷﾞｰ加速器研究機構 学術情報課〉
Photoproduction Data Bank 〈鵜飼熊太郎､中村輝男〉
国文学研究資料館
【】
国文学論文目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈国文学研究資料館〉
ﾏｲｸﾛ資料目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈国文学研究資料館〉
和古書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈国文学研究資料館〉
国立極地研究所 図書室 【極地文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
ARCTIC & ANTARCTIC REGIONS 〈National Information Service Corporation〉
南極海植物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈南極圏ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会〉
国立極地研究所 図書室 【国立極地研究所出版物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｻｰﾋﾞｽ】
国立極地研究所 出版物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈長谷川慶子〉
国立極地研究所 取扱地図類ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈長谷川 慶子〉
国立極地研究所 超高層物理学研究部門 【SuperDARN SENSUﾃﾞｰﾀ検索(仮称)】
SuperDARN SENSU Database 〈SuperDARN HF Radar Research Group,Japan (国立極地研究所超高
層物理学研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ)〉
宇宙科学研究所 図書室
【】
Aerospace Database(DIALOG on Disc) 〈AIAA/TISとNASA/STIB(共同製作)〉
INSPEC Ondisc 〈UMI社(USA)〉
NTIS Bibliographic Database 〈Silver Platter International N.V.〉
国立遺伝学研究所 生命情報研究ｾﾝﾀｰ 【DNA Data Bank of Japan(DDBJ)】
DNA Data Bank of Japan(日本DNAﾃﾞｰﾀﾊﾞﾝｸ) 〈国立遺伝学研究所 生命情報研究ｾﾝﾀｰ (DDBJ)〉
DNA配列の特許ﾃﾞｰﾀ 〈特許庁〉
EMBL Data Library, Nucleotide Sequence Database 〈EMBL ,EBI〉
GenBank ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈GenBank c/o National Center for Biotechnology Information. National
Library of Medicine,Bethesda,MD 20894,U.S.A.〉
Protein Sequence Database of the Protein Information Resource 〈Protein Information
Resource, National Biomedical Research Foundation, Washington, D.C. 20007, U.S.A.〉
Swiss‑Prot Protein Sequence Database 〈Amos Bairoch and EMBL Data Library,EMBL, EBI〉
国立遺伝学研究所 生命情報研究ｾﾝﾀｰ 【WFCC‑MIRCEN World Data Centre for Microoganisms】
CCINFO,STRAIN,ALGAE 〈国立遺伝学研究所 生命情報研究ｾﾝﾀｰ分子分類研究室〉
国立遺伝学研究所 生命情報研究ｾﾝﾀｰ 【PMD検索ｼｽﾃﾑ】
変異ﾀﾝﾊﾟｸ質ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ Protein Mutant Database 〈変異ﾀﾝﾊﾟｸ質ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成室(国立遺伝学研究所､
大量遺伝情報研究室内)〉
国立遺伝学研究所 分子遺伝研究部門 【RAMBIOS(ﾗﾝﾋﾞｵｽ)】
Review Articles in Molecular Bioscience 〈RAMBIOS刊行会〉
岡崎国立共同研究機構 計算科学研究ｾﾝﾀｰ 【FCDB】
力の定数に関するﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈情報知識学会 力の定数研究会〉
岡崎国立共同研究機構 基礎生物学研究所電子計算機室 【IDEAS】
〈〉
BLOCKS 〈Fred Hutchinson Carcer Research Center〉
dbEST 〈National Center for Biotechnology Information〉
Eukaryotic Promoter Database 〈Swiss Institute for Experimental Cancer Research〉
Gen Bank 〈National,Center for Biotechnology Information〉
Ligand Chemical Database for Enzyme Reactions 〈京都大学化学研究所〉
Online Mendelian Inheritance in Man 〈Johns Hopkins University;National Cernter for
Biotechnology Information〉
PIR Protein Sequence Database 〈National Biomedical Research Foundation〉
PROSITE Dictionary of Protein Sites and Patterns 〈Swiss Institute of Bioinformatics〉
Protein Data Bank 〈Research Collaboratory for Structural Bioinformatics〉
Protein Mutant
Database 〈国立遺伝学研究所〉
SWISS‑PROT Protein Sequence Database 〈Univesity of Geneva;European Bioinformatics
Institute〉
TRANSFAC Transcription Factor Database 〈Gesellshaft for Biotechnologische Forschung
mbH〉
国立情報学研究所 【NACSIS‑IR】
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Arts and Humanities Citation Index 〈Institute for Scientific Information社〉
CJP 〈国立情報学研究所〉
COMPENDEX PLUS 〈Engineering Information社〉
EMBASE 〈ｵﾗﾝﾀﾞ Elsevier Science社〉
Harvard Business Review 〈Harvard Business School Publishing〉
ISTP 〈Institute for Scientific Information社〉
ISTP & B 〈Institute for Scientific Information社〉
Japan MARC 〈国立国会図書館〉
LCMARC(Books) 〈米国議会図書館〉
LCMARC(Serials) 〈米国議会図書館〉
MathSci 〈American Mathematical Society〉
RAMBIOS 〈RAMBIOS刊行会〉
Science Citation Index Expanded 〈Institute for Scientific Information社〉
Social Sciences Citation Index 〈Institute for Scientific Information社〉
ｱｼﾞｱ歴史研究者ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ 〈東洋文庫附置ﾕﾈｽｺ東ｱｼﾞｱ文化研究ｾﾝﾀｰ〉
維新史料綱要ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈東京大学史料編纂所〉
印度学･仏教学研究者ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ 〈東洋文庫附置ﾕﾈｽｺ東ｱｼﾞｱ文化研究ｾﾝﾀｰ〉
大型ｺﾚｸｼｮﾝﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ 〈東京大学附属図書館〉
科学技術関係欧文会議録目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈国立国会図書館〉
科学研究費補助金研究成果概要ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈国立情報学研究所〉
科学研究費補助金採択課題ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈国立情報学研究所〉
化学ｾﾝｻｰﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈横浜国立大学 化学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ委員会〉
化学と教育誌ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈(社)日本化学会 化学と教育誌ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ推進小委員会〉
家政学文献索引ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈日本家政学会〉
学位論文索引ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈国立情報学研究所〉
学術関係会議等開催情報(日本学術会議編) 〈国立情報学研究所〉
学術雑誌目次速報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈国立情報学研究所〉
学術論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ第一系(電子) 〈国立情報学研究所〉
学術論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ第五系(理学) 〈国立情報学研究所〉
学術論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ第二系(化学) 〈国立情報学研究所〉
学会発表ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈国立情報学研究所〉
学協会集会ｽｹｼﾞｭｰﾙ 〈社団法人 日本工学会〉
教科教育実践学関係資料(国語科)ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈鳴門教育大学附属図書館〉
経済学文献索引ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈国立情報学研究所〉
研究者ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ 〈国立情報学研究所〉
現行法令ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈国立情報学研究所〉
現代邦楽作品ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈特定非営利活動法人日本音楽国際交流会〉
古文書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈東京大学史料編纂所〉
雑誌記事索引ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈国立国会図書館〉
社会学文献情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈日本社会学会〉
ｽﾗﾌﾞ地域研究文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈北海道大学ｽﾗﾌﾞ学文献研究会〉
中央ｱｼﾞｱ研究文献目録 〈東洋文庫付置ﾕﾈｽｺ東ｱｼﾞｱ文化研究ｾﾝﾀｰ〉
中東･ｲｽﾗｰﾑ研究文献目録 〈東洋文庫付置ﾕﾈｽｺ東ｱｼﾞｱ文化研究ｾﾝﾀｰ〉
地理学文献目録 〈人文地理学会〉
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ 〈国立情報学研究所〉
日本ｱﾒﾘｶ研究文献情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈東京大学大学院総合文化研究科附属ｱﾒﾘｶ太平洋地域研究ｾﾝﾀｰ〉
日本建築学会文献索引ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈(社)日本建築学会〉
日本独文学会文献情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈日本独文学会〉
日本の医学会会議録索引 〈(財)国際医学情報ｾﾝﾀｰ〉
洋図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽB001 〈国立国会図書館〉
文化財科学文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈日本文化財科学会 文献目録委員会〉
北方関係資料総合ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈北海道大学附属図書館〉
民間助成決定課題ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈助成財団ｾﾝﾀｰ〉
民間助成研究成果概要ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈国立情報学研究所〉
目録所在情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(雑誌) 〈国立情報学研究所(大学図書館等の協力による)〉
目録所在情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(図書) 〈国立情報学研究所(目録所在情報ｻｰﾋﾞｽ参加機関の協力による)〉
臨床症例ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈国立情報学研究所〉
ﾛｼｱ外交史料館日本関連文書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈稲葉千晴､ﾛｼｱ政治百科事典編纂委員会〉
国立情報学研究所 国際･研究協力部広報調査課広報調査係 【大学等の研究活動を総覧する
情報提供ｻｰﾋﾞｽ(NACSIS‑DiRR)】
研究機関･課題DB 〈国立情報学研究所〉
研究資源DB 〈国立情報学研究所〉
研究者 DB 〈国立情報学研究所〉
国立情報学研究所 開発･事業部ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ課ﾈｯﾄﾜｰｸｿﾌﾄｳｪｱ技術係 【ｵﾝﾗｲﾝ学術用語集】
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ｵﾝﾗｲﾝ学術用語集 〈国立情報学研究所〉
国立情報学研究所 開発･事業部ｺﾝﾃﾝﾂ課画像ｺﾝﾃﾝﾂ係 【電子図書館ｻｰﾋﾞｽ(NACSIS‑ELS)】
国立情報学研究所 電子図書館ｻｰﾋﾞｽ 〈国立情報学研究所〉
国立民族学博物館 情報管理施設 情報ｻｰﾋﾞｽ課情報ｻｰﾋﾞｽ係 【民博ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
SPAJ 〈国立民族学博物館〉
映像資料目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈国立民族学博物館〉
音響資料目録情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈国立民族学博物館〉
関連日本語雑誌記事ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ ｰｶﾚﾝﾄｰ 〈高橋晴子(大阪樟蔭女子大学学芸学部)､久保正敏(国立民族学博
物館民族学研究部)､大丸弘(国立民族学博物館)､八村広三郎(立命館大学理工学部)､猿田佳那子(同志社
女子大学生活科学部〉
国立民族学博物館所蔵雑誌ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈国立民族学博物館〉
国立民族学博物館所蔵図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈国立民族学博物館〉
国立歴史民俗博物館 管理部 資料課 情報処理係 【ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽれきはく】
吾妻鏡 〈国立歴史民俗博物館〉
館蔵資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈国立歴史民俗博物館〉
館蔵中世古文書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈国立歴史民俗博物館 田中本調査団･中世研究部門〉
旧高旧領取調帳 〈塚本学〉
近世窯業遺跡ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈国立歴史民俗博物館〉
近世窯業関係主要文献目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈国立歴史民俗博物館〉
玉葉 〈国立歴史民俗博物館〉
兼顕卿記 〈水藤 真〉
左経記 〈西澤 奈津子,仁藤 敦史〉
荘園関係文献目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈小島道裕〉
城館･城下発掘ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈国立歴史民俗博物館〉
大乗院寺社雑記事ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈国立歴史民俗博物館〉
天文日記 〈水藤 真〉
陶磁器出土遺跡 〈小野正敏〉
東大寺文書目録 〈照井武彦〉
土偶ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈｢土偶とその情報｣研究会(幹事,八重樫 純樹)〉
日本荘園ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈福田豊彦〉
日本民俗学文献目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈国立歴史民俗博物館〉
民俗誌 〈上野和男〉
歴博図書目録 〈国立歴史民俗博物館〉
ﾒﾃﾞｨｱ教育開発ｾﾝﾀｰ
【映像音響資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｼｽﾃﾑ】
映像音響教材情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈ﾒﾃﾞｨｱ教育開発ｾﾝﾀｰ〉
教育ﾒﾃﾞｨｱ著作権関連ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈ﾒﾃﾞｨｱ教育ｾﾝﾀｰ〉
研究紀要等ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈ﾒﾃﾞｨｱ教育開発ｾﾝﾀｰ〉
所蔵映像･音響資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈ﾒﾃﾞｨｱ教育開発ｾﾝﾀｰ〉
素材静止画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈ﾒﾃﾞｨｱ教育開発ｾﾝﾀｰ〉
放送大学授業番組ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈ﾒﾃﾞｨｱ教育開発ｾﾝﾀｰ〉
ﾒﾃﾞｨｱ教育実践情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈ﾒﾃﾞｨｱ教育開発ｾﾝﾀｰ〉
放送大学授業番組ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈ﾒﾃﾞｨｱ教育開発ｾﾝﾀｰ〉
国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ 情報管理施設 情報課 【日文研ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)】
外書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ〉
外像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ〉
研究集会ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ〉
古写真ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ〉
執筆者一覧ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ〉
所蔵図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ〉
日本美術ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈海外日本美術情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ〉
日文研出版物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ〉
日文研出版物目次ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ〉
日文研ﾌｫｰﾗﾑﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ〉
日本研究機関ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ〉
民事判決原本ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈民事判決原本ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成協議会会長 石井 紫郎〉
国立天文台 太陽活動資料解析ｾﾝﾀｰ 【太陽活動ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(Salon Activity Data Base)】
太陽活動ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈国立天文台太陽活動資料解析ｾﾝﾀｰ〉
核融合科学研究所 研究･企画情報ｾﾝﾀｰ 【RIC】
ATOMIC AND MOLECULAR DATA INTERACTIVE SYSTEM 〈研究･企画情報ｾﾝﾀｰ〉
BACK SCATTERING COEFFICIENTS OF LIGHT IONS FROM SOLIDS 〈研究･企画情報ｾﾝﾀｰ〉
CHARGE TRANSFER BETWEEN ATOMS AND IONS 〈研究･企画情報ｾﾝﾀｰ〉
INSPEC 〈The Institution of Electrical Engineers〉
INSPEC 〈The Institution of Electrical Engineers〉
SPUTTERING YIELDS OF MONATOMIC SOLIDS 〈研究･企画情報ｾﾝﾀｰ〉
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ｵｰｸﾘｯｼﾞ原子過程文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈米国ｵｰｸﾘｯｼﾞ国立研究所 原子過程ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ〉
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《 文部科学省・文化庁所轄機関 》
国立教育研究所 教育情報･資料ｾﾝﾀｰ 【NIER‑CER】
学校教職員等自作の教材･教具ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈国立教育研究所〉
教育学系博士･修士学位論文題目ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈国立教育研究所〉
教育学･心理学･体育学･大学研究紀要関係文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈岐阜大学教育学部附属ｶﾘｷｭﾗﾑ開発研究ｾﾝﾀｰ,国
立大学教育工学ｾﾝﾀｰ協議会,国立教育研究所〉
教育研究所･教育ｾﾝﾀｰ刊行論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈国立教育研究所〉
教育研究論文索引 〈国立教育研究所〉
教育工学関係文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈岐阜大学教育学部附属ｶﾘｷｭﾗﾑ開発研究ｾﾝﾀｰ,国立大学教育工学ｾﾝﾀｰ協議会〉
教育ｿﾌﾄｳｪｱ情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈国立教育研究所〉
教科教育関係文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈岐阜大学教育学部附属ｶﾘｷｭﾗﾑ開発研究ｾﾝﾀｰ,国立大学教育工学ｾﾝﾀｰ協議会〉
教科書目録情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈(財)教科書研究ｾﾝﾀｰ〉
高校入試問題ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈国立教育研究所〉
生涯学習事業ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈国立教育研究所〉
小学校国語教科書に掲載された作品に関する情報 〈(財)教科書研究ｾﾝﾀｰ〉
小学校国語教科書の発行者及び教科書に関する情報 〈(財)教科書研究ｾﾝﾀｰ〉
初等中等教育諸学校における実践的教育研究主題ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈国立教育研究所〉
地方教育ｾﾝﾀｰ等における教職員研修講座ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈国立教育研究所〉
文化財情報III:貝塚遺跡文献 〈国立教育研究所〉
文化財情報II:貝塚情報 〈国立教育研究所〉
文化財情報I:遺跡 〈国立教育研究所〉
国立特殊教育総合研究所 運営部研修情報課 【SEIRS】
所蔵洋雑誌･資料目録 〈国立特殊教育総合研究所〉
所蔵和雑誌･資料目録 〈国立特殊教育総合研究所〉
特殊教育関係文献目録 〈国立特殊教育総合研究所〉
特殊教育ｼｿｰﾗｽ 〈国立特殊教育総合研究所〉
特殊教育実践研究課題 〈国立特殊教育総合研究所〉
国立科学博物館 植物研究部 【】
地衣類基準標本ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 地衣類ｴｷｼｶｰﾀ標本･ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈柏谷博之〉
国立科学博物館 普及部 【図書室 資料検索】
国立科学博物館所蔵図書目録及び逐次刊行物目録 〈国立科学博物館〉
国立婦人教育会館
【WINET CASS】
学習事例ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ92 〈国立婦人教育会館〉
学習事例ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ95 〈国立婦人教育会館〉
高等教育機関における女性学関連科目ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈国際婦人教育会館〉
国際交流団体ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ94 〈国立婦人教育会館〉
施設ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ93 〈国立婦人教育会館〉
新聞記事ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈国立婦人教育会館〉
女性関連施設ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈国立婦人教育会館〉
女性学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ90 〈国立婦人教育会館〉
女性学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ93 〈国立婦人教育会館〉
女性統計ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈国立婦人教育会館〉
地方行政資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈国立婦人教育会館〉
図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈国立婦人教育会館〉
和雑誌記事ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈国立婦人教育会館〉
東京国立博物館 資料部 【ｶﾗｰ写真(ﾌｨﾙﾑ)検索ｼｽﾃﾑ 図書検索ｼｽﾃﾑ 国内埋蔵文化財発掘調査報告書
検索ｼｽﾃﾑ 国内展覧会目録検索ｼｽﾃﾑ 売立目録検索ｼｽﾃﾑ】
国内展覧会目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈東京国立博物館資料部資料第三研究室〉
国内埋蔵文化財発掘調査報告書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈東京国立博物館資料部資料第三研究室〉
東京国立博物館ｶﾗｰ写真資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈東京国立博物館資料部資料第二研究室〉
図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈東京国立博物館資料部資料第三研究室〉
内外博覧会関係資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈東京国立博物館資料部資料第三研究室〉
売立目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈東京国立博物館資料部資料第三研究室〉
奈良国立博物館 仏教美術資料研究ｾﾝﾀｰ 【1.研究文献目録検索ｼｽﾃﾑ 2.所蔵写真検索ｼｽﾃﾑ】
研究文献目録検索ｼｽﾃﾑ 〈元ﾃﾞｰﾀ:東京国立文化財研究所情報資料研究室 ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ:奈良国立博物館〉
所蔵写真検索ｼｽﾃﾑ 〈奈良国立博物館〉
東京国立近代美術館
【東京国立近代美術館所蔵作品ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)】
東京国立近代美術館所蔵作品ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 〈東京国立近代美術館 企画･資料課資料係〉
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奈良国立文化財研究所 埋蔵文化財ｾﾝﾀｰ 情報資料室 【奈文研WEBﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
遺跡ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈奈良国立文化財研究所〉
古代地方官衛･居宅･寺院関係遺跡文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈奈良国立文化財研究所
研究室〉
木簡ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈奈良国立文化財研究所〉

− 183 −

埋蔵文化財ｾﾝﾀｰ

集落遺跡

情報検索サービス機関名 部局名 【情報検索サービスの名称】
データベースサービスの正式名称 〈データベースの作成者〉

《 短期大学・高等専門学校 》
高岡短期大学 図書館 【高岡短期大学蔵書目録検索ｻｰﾋﾞｽ】
高岡短期大学蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈高岡短期大学図書館〉
高岡短期大学 高岡短期大学開放ｾﾝﾀｰ 【地域産業資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｻｰﾋﾞｽ】
地域産業 資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈事業課 企画係〉
筑波技術短期大学 障害者支援学術情報ｼｽﾃﾑ 〈筑波技術短期大学研究委員会〉
筑波技術短期大学 図書館 【筑波技術短期大学図書館所蔵目録(仮称)】
筑波技術短期大学図書館所蔵目録(仮称) 〈筑波技術短期大学 図書館〉
山形県立米沢女子短期大学 附属図書館 【米沢女子短期大学附属図書館所蔵図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)】
米沢女子短期大学附属図書館図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 〈山形県立米沢女子短期大学附属図書館〉
島根女子短期大学 付属図書館 【島根女子短期大学付属図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
島根女子短期大学附属図書館ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈島根女子短期大学附属図書館〉
東京都立医療技術短期大学 附属図書館(事務局教務課図書係) 【東京都立医療技術短期大学附属図書館
蔵書目録(仮称)】
東京都立医療技術短期大学蔵書目録(仮称) 〈東京都立医療技術短期大学附属図書館〉
群馬県立医療短期大学 図書館 【群馬県立医療短期大学図書館情報検索ｼｽﾃﾑ】
群馬県立医療短期大学図書館所蔵資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈群馬県立医療短期大学図書館〉
島根県立国際短期大学 図書館 【島根県立国際短期大学図書館目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｻｰﾋﾞｽ(仮称)】
島根県立国際短大図書館目録ﾃﾞｰﾀべｰｽ 〈島根県立国際短期大学図書館〉
秋田公立美術工芸短期大学 附属図書館 【OPAC】
図書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ LICSU‑UX 〈秋田公立美術工芸短期大学附属図書館〉
島根県立看護短期大学
【島根県立看護短期大学OPAC】
所蔵資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈島根県立看護短期大学〉
和歌山県立医科大学看護短期大学部 図書館 【MS‑OPAC】
MS‑OPAC 〈図書館〉
香川県立医療短期大学 図書館 【香川県立医療短期大学 図書館資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)】
香川県立医療短期大学図書館資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 〈香川県立医療短期大学図書館〉
小樽短期大学 附属図書館 【】
図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 〈小樽短期大学附属図書館〉
札幌大谷短期大学 図書館 【札幌大谷短期大学図書館所蔵ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｻｰﾋﾞｽ】
札幌大谷短期大学図書館所蔵ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈札幌大谷短期大学図書館〉
青森明の星短期大学 情報処理委員会 【青森明の星短期大学紀要】
青森明の星短期大学ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 〈青森明の星短期大学情報処理委員会〉
青森中央短期大学･青森中央短期大学 図書館情報ｾﾝﾀｰ 【】
青森中央学院大学･青森中央短期大学図書館目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈青森中央学院大学･青森中央短期大学図書館
情報ｾﾝﾀｰ〉
尚絅女子学院短期大学 図書館 【尚絅女子学院短期大学図書検索ｼｽﾃﾑ】
尚絅女子学院短期大学図書館図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈図書館〉
茨城女子短期大学 図書館 【茨城女子短期大学図書館書誌ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)】
茨城女子短期大学図書館書誌ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 〈茨城女子短期大学図書館〉
明和学園短期大学 情報系研究室 【】
COMPUTER.DIC 〈亀田淑子〉
明の星女子短期大学 図書館 【明の星女子短期大学図書館所蔵目録(OPAC)】
明の星女子短期大学図書館所蔵目録 〈明の星女子短期大学図書館〉
青山学院大学 図書館 【AURORA 21】
Aoyama Gakuin University Library Online Retrieval Assistance System 21 〈1.青山学院女
子短期大学図書館 2.青山学院大学図書館(本館､理工学部分館､厚木分館)〉
淑徳短期大学 図書館 【】
淑徳短期大学図書館蔵書目録 (仮称) 〈淑徳短期大学 図書館〉
白梅学園短期大学 短大図書館 【白梅学園短期大学図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｻｰﾋﾞｽ】
白梅学園短期大学図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈短大図書館〉
星美学園短期大学 図書館 【星美学園短期大学図書館蔵書検索ｻｰﾋﾞｽ】
星美学園短期大学図書館蔵書目録 〈星美学園短期大学図書館〉
戸板女子短期大学 図書館 【戸板女子短期大学図書館蔵書目録】
戸板女子短期大学 図書館蔵書目録 〈図書館〉
東京立正女子短期大学 図書館 【東京立正女子短期大学図書館蔵書目録検索】
東京立正女子短期大学図書館蔵書目録 〈東京立正女子短期大学〉
東洋女子短期大学 図書館 【OPAC】
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OPAC 〈東洋女子短期大学図書館〉
嘉悦女子短期大学 図書館 【嘉悦女子短期大学図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
嘉悦女子短期大学図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈嘉悦女子短期大学図書館〉
日本赤十字武蔵野短期大学 図書館 【日本赤十字武蔵野短期大学図書館所蔵看護図書目録】
日本赤十字武蔵野短期大学図書館図書目録 〈日本赤十字武蔵野短期大学図書館〉
文京女子短期大学 英語英文学科図書館 【蔵書検索ｼｽﾃﾑ】
所蔵目録 〈日販図書館ｻｰﾋﾞｽ〉
関東学院女子短期大学 図書館 【蔵書目録検索ｻｰﾋﾞｽ】
蔵書目録検索ｻｰﾋﾞｽ 〈図書館職員(自館入力)〉
湘北短期大学 図書館 【湘北短期大学図書館所蔵図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)】
湘北短期大学図書館所蔵図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 〈湘北短期大学図書館〉
飯田女子短期大学 図書館 【飯田女子短期大学図書館ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)】
飯田女子短期大学図書館ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈飯田女子短期大学図書館〉
聖隷学園浜松衛生短期大学 大学･短期大学図書館 【図書館蔵書目録】
所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈聖隷学園浜松衛生短期大学図書館〉
市邨学園短期大学 図書館 【所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 〈図書館〉
東邦学園短期大学 図書館 【東邦学園短期大学所蔵目録】
東邦学園短期大学図書館所蔵目録 〈東邦学園短期大学図書館〉
京都外国語短期大学 付属図書館 【京都外国語短期大学 付属図書館所蔵ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
京都外国語短期大学付属図書館所蔵ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈京都外国語短期大学付属図書館〉
大阪青山短期大学 図書館 【大阪青山短期大学図書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
大阪青山短期大学図書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈図書館〉
大阪城南女子短期大学 図書館 【大阪城南女子短期大学図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)】
大阪城南女子短期大学図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 〈大阪城南女子短期大学 図書館〉
大阪信愛女学院短期大学 図書館 【大阪信愛女学院短期大学図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
大阪信愛女学院短期大学図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈大阪信愛女学院短期大学図書館〉
大阪成蹊女子短期大学 図書館 【(大阪成蹊短大)ｵﾝﾗｲﾝ目録(仮称)】
大阪成蹊短大蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 〈図書館職員〉
大阪千代田短期大学 図書館 【大阪千代田短期大学蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)】
大阪千代田短期大学蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 〈図書館〉
大手前女子短期大学 図書館 【大手前女子大学･短期大学図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
大手前女子大学･短期大学図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈大手前女子短期大学図書館〉
関西女子短期大学 図書館 【関西女子短期大学図書館ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ･ｻｰﾋﾞｽ(仮称)】
CD‑HIASK 〈紀伊國屋書店〉
J‑BISC 〈国立国会図書館〉
N‑BISC 〈日本出版販売〉
関西福祉科学大学図書館･関西女子短期大学図書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 〈関西女子短期大学図書館･関西福
祉科学大学図書館〉
金蘭短期大学 図書館 【金蘭短期大学図書館】
金蘭短期大学図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈金蘭短期大学図書館〉
羽衣学園短期大学 図書館 【HPAC(仮称)】
羽衣学園短期大学図書館所蔵目録(仮称) 〈羽衣学園短期大学図書館〉
産業技術短期大学 事務局会計管理課図書館 【産業技術短期大学図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
Lib
Vision 〈日本IBM(株)〉
帝塚山短期大学 図書館 【】
帝塚山短期大学図書館ｼｽﾃﾑ 〈帝塚山短期大学図書館〉
順正短期大学･順正高等看護専門学校 附属図書館 【図書館資料公開検索】
順正短期大学･順正高等看護専門学校附属図書館所蔵資料目録 〈順正短期大学･順正高等看護専門学校附
属図書館〉
宇部短期大学 附属図書館 【宇部短期大学附属図書館蔵書目録】
宇部短期大学 附属図書館蔵書目録 〈宇部短期大学 附属図書館〉
高松大学 附属図書館 【蔵書目録検索】
高松大学蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈高松大学附属図書館〉
精華女子短期大学 附属図書館
【】
精華女子短期大学 附属図書館目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 〈精華女子短期大学 附属図書館〉
長崎外国語短期大学 教育研究ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ 【利用者ﾏﾙﾁｻｰﾋﾞｽ】
所蔵目録(仮称) 〈教育研究ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ〉
大阪短期大学 図書館 【大阪短期大学図書館所蔵目録(仮称)】
大阪短期大学図書館所蔵目録(仮称) 〈大阪短期大学図書館〉
徳山女子短期大学
【ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｻｰﾋﾞｽ】
日本の主要系列企業 ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈稲葉和也･室谷心〉
横浜創英短期大学
【横浜創英短期大学図書館】
〈横浜創英短期大学図書館〉
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帝京平成短期大学 図書館 【】
蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈外部ｿﾌﾄ業者･図書館職員〉
日本赤十字秋田短期大学 図書館 【公開検索】
日本赤十字秋田短期大学図書館公開検索 〈日本赤十字秋田短期大学図書館〉
群馬松嶺福祉短期大学 図書館 【群馬松嶺福祉短期大学 図書館蔵書検索ｻｰﾋﾞｽ】
群馬松嶺福祉短期大学図書館所蔵目録 〈群馬松嶺福祉短期大学図書館〉
苫小牧工業高等専門学校 資料ｻｰﾋﾞｽ係 【苫小牧工業高等専門学校 図書館蔵書検索(Tomalis)】
苫小牧工業高等専門学校図書館蔵書検索 〈苫小牧工業高等専門学校 資料ｻｰﾋﾞｽ係〉
八戸工業高等専門学校 図書館 【八戸高専図書館蔵書検索】
八戸高専図書館蔵書検索ｼｽﾃﾑ(仮称) 〈八戸高専庶務課図書係〉
仙台電波工業高等専門学校
【中期ｲﾝﾄﾞ･ｱﾘｱﾝ語文献のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)】
中期ｲﾝﾄﾞ･ｱﾘｱﾝ語文献のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 〈仙台電波工業高等専門学校 逢坂雄美 山崎守一〉
秋田工業高等専門学校 図書館 【秋田工業高等専門学校図書館蔵書検索ｼｽﾃﾑ】
秋田工業高等専門学校蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈秋田工業高等専門学校図書館〉
茨城工業高等専門学校 学生課図書係 【茨城工業高等専門学校図書館 蔵書検索ｼｽﾃﾑ】
茨城工業高等専門学校図書館蔵書検索ｻｰﾋﾞｽ 〈茨城工業高等専門学校図書館〉
群馬工業高等専門学校 図書館 【群馬工業高等専門学校 図書館蔵書目録(OPAC)】
群馬工業高等専門学校図書館蔵書目録 〈群馬高専図書館〉
富山工業高等専門学校 図書館 【富山工業高等専門学校 図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
富山工業高等専門学校図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈富山工業高等専門学校 庶務課図書係〉
富山商船高等専門学校 学生課図書係 【富山商船図書館所蔵検索ｻｰﾋﾞｽ】
富山商船図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 〈富山商船高等専門学校学生課図書係〉
石川工業高等専門学校 庶務課図書係 【石川高専図書館OPAC WWW版】
石川高専図書館所蔵ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈庶務課図書係〉
福井工業高等専門学校 学生課 図書係 【福井高専図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
福井高専図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈福井工業高等専門学校学生課図書係〉
岐阜工業高等専門学校 図書館 【岐阜工業高等専門学校図書館 蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
岐阜工業高等専門学校図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈岐阜工業高等専門学校庶務課図書係〉
豊田工業高等専門学校 庶務課図書係 【豊田工業高等専門学校図書館蔵書目録検索ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
豊田工業高等専門学校 図書館蔵書目録検索ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈豊田工業高等専門学校庶務課図書係〉
鈴鹿工業高等専門学校 図書館 【図書検索】
図書検索 〈鈴鹿工業高等専門学校 図書係〉
明石工業高等専門学校 図書館 【明石工業高等専門学校 図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
明石工業高等専門学校図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈明石工業高等専門学校 図書係〉
松江工業高等専門学校 庶務課図書係 【蔵書検索ｼｽﾃﾑ for 松江工業高等専門学校】
蔵書検索ｼｽﾃﾑ for 松江工業高等専門学校 〈松江工業高等専門学校図書館〉
呉工業高等専門学校 庶務課図書係 【呉工業高等専門学校図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
呉工業高等専門学校図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈呉工業高等専門学校 庶務課図書係〉
宇部工業高等専門学校 庶務課図書係 【宇部高専蔵書目録】
宇部高専蔵書目録 〈宇部工業高等専門学校図書係〉
阿南工業高等専門学校 図書館 【図書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｻｰﾋﾞｽ】
阿南高専図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈阿南工業高等専門学校 図書館〉
詫間電波工業高等専門学校 図書館 【図書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｻｰﾋﾞｽ】
図書館目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈詫間電波工業高等専門学校図書館〉
新居浜工業高等専門学校 庶務課図書係 【新居浜高専図書館所蔵目録検索ｻｰﾋﾞｽ】
図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈庶務課図書係〉
高知工業高等専門学校 図書館 【高知高専蔵書検索ｼｽﾃﾑ】
高知高専蔵書検索ｼｽﾃﾑ 〈株式会社 ﾌﾞﾚｲﾝﾃｯｸ〉
久留米工業高等専門学校 図書館 【久留米工業高等専門学校 図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
久留米工業高等専門学校図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈久留米工業高等専門学校庶務課 図書係〉
有明工業高等専門学校 図書館 【OPAC】
有明高専図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈有明工業高等専門学校図書館〉
北九州工業高等専門学校 庶務課図書係 【北九州高専蔵書検索(Bicage)】
北九州高専図書館蔵書目録 〈北九州工業高等専門学校庶務課図書係〉
大分工業高等専門学校 庶務課
図書係 【大分工業高等専門学校
所蔵図書検索ｻｰﾋﾞｽ】
大分工業高等専門学校所蔵図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 〈庶務課図書係〉
鹿児島工業高等専門学校 庶務課図書係 【鹿児島高専図書館蔵書検索】
鹿児島工業高等専門学校図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈鹿児島工業高等専門学校庶務課図書係〉
徳山工業高等専門学校 図書係 【徳山高専図書館ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
図書館ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈徳山工業高等専門学校図書館〉
八代工業高等専門学校 図書館 【八代高専図書館 図書検索ｼｽﾃﾑ】
八代高専図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 〈八代工業高等専門学校図書館〉
札幌市立高等専門学校 高等専門学校事務局 【札幌市立高等専門学校ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰｼｽﾃﾑ】
札幌市立高等専門学校ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰｼｽﾃﾑ 〈図書館専門員〉
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情報検索サービス機関名 部局名 【情報検索サービスの名称】
データベースサービスの正式名称 〈データベースの作成者〉

《 国立試験研究機関 》
航空宇宙技術研究所 図書館 【航空宇宙技術研究所図書館情報検索ｻｰﾋﾞｽ】
NAL Reort検索ｼｽﾃﾑ 〈航空宇宙技術研究所 図書館〉
厚生省国立公衆衛生院 附属図書館 【】
国立公衆衛生院附属図書館所蔵資料目録 〈国立公衆衛生院附属図書館〉
国立公衆衛生院 附属図書館 【厚生科学研究成果抄録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
厚生科学研究成果抄録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈国立公衆衛生院 附属図書館〉
工業技術院 地質調査所 地質情報ｾﾝﾀｰ 【】
20万分の1 地質図幅集(画像) 〈地質調査所 地質情報ｾﾝﾀｰ〉
Digital Geologic Map of East and Southeast Asia 1:2,000,000 〈CCOP､地質調査所〉
Magnetic Anomaly Map of East Asia 1:4,000,000､ CD‑ROM 〈地質調査所､CCOP〉
通商産業省工業技術院電子技術総合研究所 総務部業務課図書係 【図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
DIALOG OnDisc COMPENDEX PLUS 〈米国 DIALOG Information Services〉
通商産業省工業技術院資源環境技術総合研究所 安全工学部構造安全研究室 【災害事例ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
災害事例ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈和田 有司〉
通商産業省工業技術院資源環境技術総合研究所 ｴﾈﾙｷﾞｰ資源部 【石炭ｶﾞｽ化ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
石炭ｶﾞｽ化ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈資源環境技術総合研究所ｴﾈﾙｷﾞｰ資源部ｶﾞｽ化研究室〉
通産省工技院資源環境技術総合研究所 環境影響予測部 【北太平洋の炭素循環】
北太平洋の炭素循環 〈工業技術院情報計算ｾﾝﾀｰ〉
労働省産業安全研究所
【】
図書資料室蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 〈労働省産業安全研究所図書委員会〉
建設省国土地理院 測地観測ｾﾝﾀｰ 【GSI IGS data archive】
GPS衛星精密軌道情報(仮称) 〈建設省国土地理院〉
GPS衛星精密軌道情報(仮称) 〈建設省国土地理院〉
建設省国土地理院 地理調査部地理2課 【】
湖沼･湿地ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈地理調査部地理二課〉
日本地形調査索引 〈地理調査部〉
建設省国土地理院 地図部地図画像課 【国土地理院 地理情報ｸﾘｱﾘﾝｸﾞﾊｳｽ】
数値地図等ﾒﾀﾃﾞｰﾀﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 〈建設省国土地理院〉
建設省国土地理院 地理調査部 【火山地形ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ CD‑ROM】
火山地形ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈国土地理院地理調査部〉
農林水産省 果樹試験場
【果実の加工品及び調理法等に関するﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
果実加工品及び調理法等に関するﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈果樹試験場〉
果樹試験場研究論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈果樹試験場〉
農林水産省 草地試験場 環境部 作物病害研究室 【飼料作物病害図鑑】
飼料作物病害図鑑 〈農林水産省草地試験場環境部作物病害研究室〉
草地試験場 飼料生産利用部 【写真で見る外来雑草】
写真で見る外来雑草 〈草地試験場 飼料生産利用部〉
防衛庁防衛大学校 図書館
【】
図書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈防衛大学校図書館〉
農林水産省 畜産試験場家畜ｹﾞﾉﾑ研究ﾁｰﾑ 【Mouse Genome Informatics mirror site
in Japan】
Mouse Genome Informatics mirror site in Japan 〈Jackson Laboratory〉
農林水産省畜産試験場 家畜ｹﾞﾉﾑ研究ﾁｰﾑ 【家畜ｹﾞﾉﾑﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
家畜ｹﾞﾉﾑﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈農林水産省畜産試験場〉
労働省産業医学総合研究所
【】
労働衛生ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 〈労働省産業医学総合研究所〉
農林水産省森林総合研究所
【】
林業･林産関係国内文献情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈農林水産省森林総合研究所〉
国立水俣病総合研究ｾﾝﾀｰ 水銀関連文献委員会 【水銀関連文献検索ｼｽﾃﾑ】
水銀関連文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈水銀関連文献委員会〉
海上保安大学校 図書館 【OPAC】
OPAC 〈海上保安大学校図書館〉
工業技術院 Ripsｾﾝﾀｰ 【研究情報公開ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
石炭液化連続製造運転成果ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈成田英夫〉
国立感染症研究所 遺伝子資源室 【JCRB Gene Bank Collection】
Japanese Collection Research Bioresoneces(JCRB) 〈国立感染症研究所遺伝子資源室〉
防衛庁防衛医科大学校 図書館 【図書館情報検索ｼｽﾃﾑ】
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防衛庁医科大学校図書館所蔵ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 〈防衛医科大学校図書館〉
防衛庁防衛医科大学校 図書館 【図書館情報検索ｼｽﾃﾑ】
JCR on CD‑ROM(ISI database) 〈Institute for Scientific Information〉
MEDLINEﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈U.S.National Library
of Medicine＜OVID Technologies＞〉
医学中央雑誌基本ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈医学中央雑誌刊行会〉
四国工業技術研究所 企画課 【四国工業技術研究所図書室ｻｰﾋﾞｽ】
四国工業技術研究所 図書室ｻｰﾋﾞｽ 〈企画課〉
農業総合研究所 資料部広報課 【論文記事索引ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
論文記事索引ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈資料部広報課〉
国立病院九州がんｾﾝﾀｰ がん情報室 【九州医用画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
九州医用画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈国立病院九州がんｾﾝﾀｰ情報室(副院長室)〉
船舶技術研究所 運動性能部､氷海技術部､装備部 【船舶海象気象ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
海氷ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈田村 兼吉〉
波浪ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈運輸省船舶技術研究所運動性能部 小川 剛孝〉
ﾗｲﾀﾞｰﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈山之内 博〉
農林水産省食品総合研究所 企画連絡室情報資料課 【研究ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(食品総合研究所公開HP)】
研究成果情報 〈農林水産省食品総合研究所〉
酵素ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈農林水産省食品総合研究所〉
食品機能性ﾏﾆｭｱﾙ 〈農林水産省食品総合研究所〉
納豆研究文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈農林水産省食品総合研究所〉
郵政研究所
【郵政研究所研究成果】
郵政研究所研究成果 〈郵政研究所〉
北海道開発局 開発土木研究所 【寒地土木技術情報ｾﾝﾀｰﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)】
寒地土木技術情報ｾﾝﾀｰ蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 〈開発土木研究所 企画調整課情報管理係〉
研究論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 〈開発土木研究所 企画調整課情報管理係〉
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情報検索サービス機関名 部局名 【情報検索サービスの名称】
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《 公立試験研究機関 》
福井県工業技術ｾﾝﾀｰ
【】
織物組織情報 〈福井県工業技術ｾﾝﾀｰ〉
織物物性特性情報 〈福井県工業技術ｾﾝﾀｰ〉
技術ﾄﾋﾟｯｸｽ情報 〈福井県工業技術ｾﾝﾀｰ〉
図書館文献雑誌公設試験研究開発情報 〈福井県工業技術ｾﾝﾀｰ〉
福井県工業技術ｾﾝﾀｰ機器設備情報 〈福井県工業技術ｾﾝﾀｰ〉
福井県工業技術ｾﾝﾀｰ研究員情報 〈福井県工業技術ｾﾝﾀｰ〉
福井県工業技術ｾﾝﾀｰ研究開発速報 〈福井県工業技術ｾﾝﾀｰ〉
福井県繊維技術協会会員情報 〈福井県工業技術ｾﾝﾀｰ〉
名古屋市工業研究所 産業技術図書館 【名古屋市工業研究所ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
名古屋市工業研究所ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ｢企業情報｣ 〈名古屋市工業研究所〉
名古屋市工業研究所ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ｢技術情報｣ 〈名古屋市工業研究所〉
名古屋市工業研究所ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ｢研究機関情報｣ 〈名古屋市工業研究所〉
名古屋市工業研究所ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ｢工業所有権情報｣ 〈名古屋市工業研究所〉
名古屋市工業研究所ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ｢広報情報｣ 〈名古屋市工業研究所〉
名古屋市工業研究所ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ｢人材情報｣ 〈名古屋市工業研究所〉
名古屋市工業研究所ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ｢設備機器案内情報｣ 〈名古屋市工業研究所〉
名古屋市工業研究所ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ｢ｿﾌﾄｳｪｱ情報｣ 〈名古屋市工業研究所〉
名古屋市工業研究所ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ｢担当職員案内情報｣ 〈名古屋市工業研究所〉
名古屋市工業研究所ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ｢図書情報｣ 〈名古屋市工業研究所〉
宮崎県総合農業試験場
【】
宮崎県農業試験研究情報 〈宮崎県総合農業試験場〉
神奈川県産業技術総合研究所(産総研) 技術情報部 情報管理室 【神奈川県産業技術総合研究所研究情報
ﾌｧｲﾙ(神奈川県技術情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの1つ)】
神奈川県産業技術総合研究所研究情報ﾌｧｲﾙ 〈神奈川県産業技術総合研究所〉
神奈川県水産総合研究所 企画経営部 【定線観測水温,塩分ﾃﾞｰﾀ(仮称)】
定線観測水温･塩分ﾃﾞｰﾀ(仮称) 〈神奈川県水産総合研究所企画経営部〉
徳島県立21世紀館
【COMET】
徳島県文化･学習情報ｼｽﾃﾑ21世紀館ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈徳島県立21世紀館〉
徳島県文化･学習情報ｼｽﾃﾑ近代美術館ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈徳島県立近代美術館〉
徳島県文化･学習情報ｼｽﾃﾑ書誌ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈徳島県立図書館,徳島県立博物館,徳島県立近代美術館,徳島県
立文書館,徳島県立二十一世紀館〉
徳島県文化･学習情報ｼｽﾃﾑ博物館ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈徳島県立博物館〉
徳島県文化･学習情報ｼｽﾃﾑ文書館ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈徳島県立文書館〉
香川県農業試験場 経営情報担当 【】
新着文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈香川県農業試験場経営情報担当〉
兵庫県立水産試験場 普及部 【兵庫県立水産試験場 FAX情報ｻｰﾋﾞｽ】
兵庫県立水産試験場FAX情報ｻｰﾋﾞｽ 〈兵庫県〉
石川県林業試験場 情報普及室 【いしかわ森林図鑑】
いしかわ森林図鑑 〈石川県林業試験場〉
大分県産業科学技術ｾﾝﾀｰ
【ORIENT】
技術情報誌 〈大分県産業科学技術ｾﾝﾀｰ〉
研究報告書 〈大分県産業科学技術ｾﾝﾀｰ〉
蔵書目録 〈大分県産業科学技術ｾﾝﾀｰ〉
埼玉県工業技術ｾﾝﾀｰ 技術支援室 【研究ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
埼玉県工業技術ｾﾝﾀｰ機器ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈埼玉県工業試験場等技術情報ﾈｯﾄﾜｰｸ推進委員会 埼玉県
工業技術ｾﾝﾀｰ技術支援室〉
埼玉県工業技術ｾﾝﾀｰ研究ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈埼玉県工業技術ｾﾝﾀｰ技術支援室 埼玉県工業試験場等技術情報ﾈｯ
ﾄﾜｰｸ推進委員会〉
広島県立東部工業技術ｾﾝﾀｰ 企画管理部 【広島県立東部工業技術ｾﾝﾀｰﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｻｰﾋﾞｽ(仮称)】
研究報告ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈広島県立東部工業技術ｾﾝﾀｰ〉
設備ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈広島県立東部工業技術ｾﾝﾀｰ〉
図書･雑誌ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈広島県立東部工業技術ｾﾝﾀｰ〉
宮城県園芸試験場 栽培部 【｢普及に移す技術｣園芸関係(仮称)】
｢普及に移す技術｣(園芸関係)ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈佐藤忠夫(宮城県園芸試験場)〉
鹿児島県工業技術ｾﾝﾀｰ
【研究報告ｻｰﾋﾞｽｼｽﾃﾑ ｢ﾒﾋﾞｳｽ｣】
研究報告ｻｰﾋﾞｽｼｽﾃﾑ｢ﾒﾋﾞｳｽ｣ 〈鹿児島県工業技術ｾﾝﾀｰ〉
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埼玉県工業技術ｾﾝﾀｰ 北部研究所 技術支援室 【ﾃﾞｻﾞｲﾝ画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ検索ｻｰﾋﾞｽ】
ﾃﾞｻﾞｲﾝ画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈埼玉県工業技術ｾﾝﾀｰ 北部研究所〉
埼玉県工業技術ｾﾝﾀｰ
【研究報告ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
研究報告ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈埼玉県工業技術ｾﾝﾀｰ〉
北海道立滝川畜産試験場 草地飼料作物科 【滝川畜産試験場総合気象観測ﾃﾞｰﾀ】
滝川畜産試験場総合気象観測ﾃﾞｰﾀ 〈北海道立滝川畜産試験場
草地飼料作物科〉
兵庫県立工業技術ｾﾝﾀｰ 企画情報部 【兵庫県立工業技術ｾﾝﾀｰ ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)】
依頼試験項目情報 〈兵庫県立工業技術ｾﾝﾀｰ〉
研究報告 〈兵庫県立工業技術ｾﾝﾀｰ〉
主要機器情報 〈兵庫県立工業技術ｾﾝﾀｰ〉
保有技術情報 〈兵庫県立工業技術ｾﾝﾀｰ〉
北海道立林産試験場
【林産試験場ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ】
北海道木造建築物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈北海道立林産試験場
企画指導部
ﾃﾞｻﾞｲﾝ科〉
林産試験場の刊行物の紹介 〈北海道立林産試験場 企画指導部 普及課 技術係〉
岩手県工業技術ｾﾝﾀｰ 企画情報部 【岩手県工業技術ｾﾝﾀｰﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
岩手県工業技術ｾﾝﾀｰﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈〉
福島県ﾊｲﾃｸﾌﾟﾗｻﾞ 企画情報部 【所蔵図書目録(仮称)】
所蔵図書目録(仮称) 〈(株)NK製作所〉
千葉県立中央博物館 教育普及課 【千葉県立博物館 情報ｼｽﾃﾑ】
千葉県立博物館 情報ｼｽﾃﾑ 〈千葉県教育庁生涯学習部 文化課〉
東京都環境科学研究所 企画管理課 【図書総合管理ｼｽﾃﾑ｢各館長NEO｣】
図書館総合管理ｼｽﾃﾑ｢名館長NEO｣ 〈東京都環境科学研究所資料室〉
東京都立教育研究所 企画調査部教育情報室 【都研教育情報ｻｰﾋﾞｽ(仮称)】
所蔵研究文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 〈都立教育研究所 教育情報室〉
所蔵図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 〈都立教育研究所教育情報室〉
神奈川県環境科学ｾﾝﾀｰ 環境情報部 【神奈川県化学物質安全情報提供ｼｽﾃﾑ】
神奈川県化学物質安全情報提供ｼｽﾃﾑ 〈神奈川県環境科学ｾﾝﾀｰ〉
福井県環境科学ｾﾝﾀｰ 大気科学部環境情報研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【所報調査研究報告一覧】
所報調査研究報告一覧 〈福井県環境科学ｾﾝﾀｰ大気科学部 環境情報研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ〉
福井県環境科学ｾﾝﾀｰ 大気科学部環境情報研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【環境情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
環境情報地図表示 〈福井県環境科学ｾﾝﾀｰ〉
表形式ﾃﾞｰﾀ検索 〈福井県環境科学ｾﾝﾀｰ〉
文書検索 〈福井県環境科学ｾﾝﾀｰ〉
滋賀県工業技術総合ｾﾝﾀｰ
【情報検索ｻｰﾋﾞｽ】
試験研究用設備機器ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈滋賀県工業技術総合ｾﾝﾀｰ〉
図書室蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈滋賀県工業技術総合ｾﾝﾀｰ〉
大阪府立公衆衛生研究所 企画情報室 【業績集検索ｼｽﾃﾑ】
業績集ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈大阪府立公衆衛生研究所〉
広島県立食品工業技術ｾﾝﾀｰ 企画管理部 【広島県立食品工業技術ｾﾝﾀｰﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ】
広島県立食品工業技術ｾﾝﾀｰ研究成果一覧 〈広島県立食品工業技術ｾﾝﾀｰ〉
広島県立食品工業技術ｾﾝﾀｰ蔵書図書一覧 〈広島県立食品工業技術ｾﾝﾀｰ〉
青森県産業技術開発ｾﾝﾀｰ 普及部 【地場産業情報ﾈｯﾄﾜｰｸ】
専門技術情報 〈青森県産業技術開発ｾﾝﾀｰ〉
大阪市立自然史博物館 学芸課 【大阪市立自然史博物館ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ】
ﾀｲﾌﾟ標本ﾘｽﾄ(仮称) 〈大阪市立自然史博物館〉
愛媛県工業技術ｾﾝﾀｰ
【】
研究報告ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈愛媛県工業技術ｾﾝﾀｰ〉
神奈川県農業総合研究所 経営情報部 【神奈川県農林水産情報ｼｽﾃﾑ ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｻﾌﾞｼｽﾃﾑ】
神奈川県農林水産情報ｼｽﾃﾑ気象情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈神奈川県農業総合研究所〉
神奈川県農林水産情報ｼｽﾃﾑ成果資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈神奈川県農業総合研究所〉
神奈川県農林水産情報ｼｽﾃﾑ図書情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈神奈川県農業総合研究所〉
神奈川県の農業情報 〈神奈川県農業総合研究所 経営情報部〉
大阪府立産業開発研究所 企画調整課 【大阪府立産業開発研究所情報提供ｻｰﾋﾞｽ】
おおさか経済の動き(季刊)ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈大阪府立産業開発研究所〉
大阪経済白書(年刊) 〈大阪府立産業開発研究所〉
刊行物､研究報告書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈大阪府立産業開発研究所〉
宮城県産業技術総合ｾﾝﾀｰ 企画班 【宮城県】
宮城県工業技術ｾﾝﾀｰ(産業技術総合ｾﾝﾀｰ)研究報告ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 〈宮城県工業技術ｾﾝﾀｰ(現産業技術総
合ｾﾝﾀｰ)〉
滋賀県東北部工業技術ｾﾝﾀｰ 機械電子･金属材料担当 【滋賀県東北部工業技術ｾﾝﾀｰ】
滋賀県東北部工業技術ｾﾝﾀｰ研究報告ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 〈滋賀県東北部工業技術ｾﾝﾀｰ機械電子､金属材料
担当〉
京都府立茶業研究所
【】
研究報告ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈京都府立茶業研究所〉

− 190 −

富山県農業技術ｾﾝﾀｰ
【】
富山県農業技術ｾﾝﾀｰ図書検索 〈富山県農業技術ｾﾝﾀｰ〉
石川県保健環境ｾﾝﾀｰ 情報･教育研修室 【石川県保健環境ｾﾝﾀｰ所蔵図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)】
石川県保健環境ｾﾝﾀｰ 所蔵図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 〈〉
沖縄県農業試験場 経営研究室 【県内青果物市況ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
県内青果物市況ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈沖縄県農業試験場〉
徳島県保健環境ｾﾝﾀｰ 企画情報科 【徳島県保健環境ｾﾝﾀｰﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)】
徳島県保健環境ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈徳島県保健環境ｾﾝﾀｰ大気監視科､及び情報ｼｽﾃﾑ推進班〉
神奈川県立金沢文庫 学芸課 【金沢文庫資料情報検索ｼｽﾃﾑ】
金沢文庫資料情報検索ｼｽﾃﾑ 〈神奈川県立金沢文庫〉
神奈川県立金沢文庫 学芸課 【金沢文庫図書資料情報検索ｼｽﾃﾑ】
金沢文庫図書資料情報検索ｼｽﾃﾑ 〈神奈川県立金沢文庫〉
大分県海洋水産研究ｾﾝﾀｰ
【大分県海洋水産研究ｾﾝﾀｰ文献抄録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
大分県海洋水産研究ｾﾝﾀｰ文献抄録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈大分県海洋水産研究ｾﾝﾀｰ〉
北海道立中央水産試験場 企画情報室 【ﾏﾘﾝﾈｯﾄ北海道ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
試験研究成果情報検索 〈北海度立中央水産試験場〉
愛知県尾張繊維技術ｾﾝﾀｰ
【繊維文献情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
繊維文献情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈愛知県尾張繊維技術ｾﾝﾀｰ〉
宮崎県工業技術ｾﾝﾀｰ 宮崎県食品開発ｾﾝﾀｰ 【】
研究報告ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈宮崎県食品開発ｾﾝﾀｰ〉
宮崎県工業技術ｾﾝﾀｰ
【】
研究報告ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈宮崎県工業技術ｾﾝﾀｰ〉
徳島県立農業試験場 情報企画科 【農業研究情報ﾈｯﾄﾜｰｸﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
園芸関係雑誌の目次検索 〈徳島県立農業試験場〉
研究成果情報 〈徳島県立農業試験場〉
徳島県立農業試験場受付資料 〈徳島県立農業試験場〉
徳島県立農業試験場 試験研究報告 〈徳島県立農業試験場〉
徳島県立農業試験場 単行団書 〈徳島県立農業試験場〉
徳島県立農業試験場 逐次刊行物 〈徳島県立農業試験場〉
農業気象 〈徳島県立農業試験場〉
農業試験場 試験成績概要書集 〈徳島県立農業試験場〉
鹿児島県林業試験場 経営部 【鹿児島県林業試験場研究報告･技術成果集】
鹿児島県林業試験場技術研究成果集 〈鹿児島県林業試験場〉
鹿児島県林業試験場研究報告 〈鹿児島県林業試験場〉
富山県環境科学ｾﾝﾀｰ
【富山県環境科学ｾﾝﾀｰ所蔵図書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
富山県環境科学ｾﾝﾀｰ所蔵図書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈富山県環境科学ｾﾝﾀｰ〉
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情報検索サービス機関名 部局名 【情報検索サービスの名称】
データベースサービスの正式名称 〈データベースの作成者〉

《 特殊法人研究所 》
日本貿易振興会 ｱｼﾞｱ経済研究所 図書館 【ｱｼﾞｱ経済研究所 図書館閲覧OPAC(仮称)】
ｱｼﾞｱ経済研究所図書館 雑誌記事索引 〈ｱｼﾞｱ経済研究所 図書館〉
ｱｼﾞｱ経済研究所 図書館蔵書目録 〈ｱｼﾞｱ経済研究所図書館〉
日本貿易振興会 ｱｼﾞｱ経済研究所 図書館 【発展途上地域文献目録】
発展途上地域文献目録 〈ｱｼﾞｱ経済研究所 図書館〉
日本貿易振興会 ｱｼﾞｱ経済研究所 図書館 【ｱｼﾞｱ経済研究所 図書館ｲﾝﾀｰﾈｯﾄOPAC(仮称)】
ｱｼﾞｱ経済研究所図書館 雑誌記事索引 〈ｱｼﾞｱ経済研究所 図書館〉
ｱｼﾞｱ経済研究所図書館蔵書目録 〈ｱｼﾞｱ経済研究所図書館〉
総合研究開発機構(通称NIRA) 大来記念政策研究情報館 【NIRA DATA BASE SERVICE】
NIRA出版物情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈総合研究開発機構図書館〉
海外の公共政策研究機関情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈総合研究開発機構図書館〉
大来佐武郎著作物目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈総合研究開発機構図書館〉
日本の公共政策研究機関情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈総合研究開発機構図書館〉
日本の公共政策研究抄録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈総合研究開発機構図書館〉
理化学研究所 情報環境室(図書館) 【理化学研究所図書館所蔵目録(OPAC)】
理化学研究所図書館所蔵目録 (OPAC) 〈理化学研究所情報環境室(図書館)〉
職業能力開発総合大学校 図書館 【職業能力開発総合大学校図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
職業能力開発総合大学校 図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈職業能力開発総合大学校 図書館〉
国民生活ｾﾝﾀｰ 情報資料室 【消費者問題文献情報】
消費者問題文献情報 〈情報資料室〉
核燃料ｻｲｸﾙ開発機構 技術展開部技術協力課 【技術情報ｻｰﾋﾞｽｼｽﾃﾑ(PSERV)】
外部発表ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈核燃料ｻｲｸﾙ開発機構技術展開部〉
技術資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈核燃料ｻｲｸﾙ開発機構技術展開部〉
特許情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈核燃料ｻｲｸﾙ開発機構技術展開部〉
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情報検索サービス機関名 部局名 【情報検索サービスの名称】
データベースサービスの正式名称 〈データベースの作成者〉

《 学術研究法人 》
(財)日本園芸生産研究所
【】
｢蔬菜の新品種｣採録品種一覧 〈(財)日本園芸生産研究所〉
(財)労働科学研究所 図書館 【】
労研遂刊ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈労働科学研究所図書館〉
労働科学雑誌記事索引(欧文編) 〈労働科学研究所図書館〉
労働科学雑誌記事索引(和文編) 〈労働科学研究所図書館〉
(財)蛋白質研究奨励会 資料室 【】
ﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ･ﾀﾝﾊﾟｸ質ｱﾐﾉ酸配列ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈(財)蛋白質研究奨励会〉
ﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ･蛋白質文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈(財)蛋白質研究奨励会〉
(財)東京都老人総合研究所 遺伝子情報部門 【老化指標蛋白質二次元電気泳動ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
老化指標蛋白質二次元電気泳動ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈戸田 年総〉
神奈川県立歴史博物館､生命の星･地球博物館 企画情報部 【収蔵資料情報検索】
収蔵資料管理ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈神奈川県立歴史博物館､生命の星･地球博物館〉
(財)ｴﾈﾙｷﾞｰ総合工学研究所
【ETDB(Energy Technology Data Base)】
Energy Technology Data Base 〈(財)ｴﾈﾙｷﾞｰ総合工学研究所〉
(財)鉄道総合技術研究所 情報･国際部技術情報 【】
鉄道技術文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈情報･国際部 技術情報〉
鉄道総研図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈技術情報ｾﾝﾀｰ〉
(財)国際超電導産業技術研究ｾﾝﾀｰ 超電導工学研究所 開発研究所 【高温超電導体ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
(SRLﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ)】
高温超電導体ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(SRLﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ) 〈(財)国際超電導産業技術研究ｾﾝﾀｰ 超電導工学研究所
開発研究部〉
(社)農村生活総合研究ｾﾝﾀｰ 研究情報部 【普及情報ﾈｯﾄﾜｰｸ(EINET)ｻﾌﾞ･ｾﾝﾀｰ】
LBOOK 〈農村生活総合研究ｾﾝﾀｰ〉
LNEWS 〈農村生活総合研究ｾﾝﾀｰ〉
LREPORT 〈農村生活総合研究ｾﾝﾀｰ〉
(財)流通経済研究所 資料室 【NSﾌｧｲﾙ】
(財)流通経済研究所資料室ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈(財)流通経済研究所資料室〉
(財)日本国際問題研究所 ﾛｼｱ研究ｾﾝﾀｰ 【ﾛｼｱ地域(旧ｿ連)人名ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
ﾛｼｱ地域(旧ｿ連)人名ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈(財)日本国際問題研究所ﾛｼｱ研究ｾﾝﾀｰ〉
ﾛｼｱ連邦大統領令ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈財団法人日本国際問題研究所〉
ﾛｼｱ連邦法律ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈財団法人日本国際問題研究所〉
(財)日本ｴﾈﾙｷﾞｰ経済研究所 資料室 【ｴﾈﾙｷﾞｰ関連文献目録】
EDMC ｴﾈﾙｷﾞｰﾃﾞｰﾀﾊﾞﾝｸ 〈(財)日本ｴﾈﾙｷﾞｰ経済研究所 計量分析部〉
ｴﾈﾙｷﾞｰ関連文献目録 〈(財)日本ｴﾈﾙｷﾞｰ経済研究所資料室〉
(財)中東経済研究所 情報管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【中東研ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
中東研ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ経済ﾃﾞｰﾀ 〈(財)中東経済研究所〉
中東研ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ石油ﾃﾞｰﾀ 〈(財)中東経済研究所〉
中東研ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ中東論文ﾀｲﾄﾙﾃﾞｰﾀ 〈(財)中東経済研究所〉
防災科学技術研究所 地震調査研究ｾﾝﾀｰ 【ｱﾉﾆﾏｽFTPｻｰﾋﾞｽ】
地震情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈防災科学技術研究所〉
農業生物資源研究所 遺伝資源第二部DNA管理情報科 【DNA Information and Stock Center】
DDBJ 〈DDBJ 国立遺伝学研究所〉
DNA‑ALL 〈農業生物資源研究所〉
EMBL 〈EBI 欧州生物情報学研究所〉
GenBank 〈NCBI 米国ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ情報ｾﾝﾀｰ〉
PDB 〈ﾌﾞﾙｯｸﾍﾌﾞﾝﾅｼｮﾅﾙﾗﾎﾞﾗﾄﾘ〉
PIR 〈PIR(Protein Identification Resource)(ﾋﾟｰｱｲｱｰﾙ)by National Biomedical Research
Foundation(米国立生物医学研究財団､ﾜｼﾝﾄﾝ)MIPS(Martinsried Institute for Pr〉
PLACE 〈Higo,Ugawa,Iwamoto,Higo,Korenaga〉
PROSITE 〈Amcs Bairoch ｽｲｽ ｼﾞｭﾈｰﾌﾞ大学〉
RiceDB 〈農業生物資源研究所〉
SWISS‑PROT 〈Amoc Baroch ｽｲｽｼﾞｭﾈｰﾌﾞ大学 EBI 欧州生物情報学研究所〉
遺伝子地図情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈ｽﾀﾝﾌｫｰﾄﾞ大学他〉
(財)中近東文化ｾﾝﾀｰ 図書室 【】
中近東文化ｾﾝﾀｰ蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈中近東文化ｾﾝﾀｰ〉
東北歴史博物館
【博物館情報ｻｰﾋﾞｽ】
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資料管理ｼｽﾃﾑ 〈東北歴史博物館〉
図書管理 〈東北歴史博物館〉
文化財情報ｼｽﾃﾑ 〈東北歴史博物館〉
(財)日本ﾓﾝｷｰｾﾝﾀｰ
【霊長類資料のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
霊長類ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈霊長類ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成ｸﾞﾙｰﾌﾟ〉
財団法人 癌研究会 癌研究所 【遺伝情報検索ｼｽﾃﾑ】
遺伝情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈DDBJ(国立遺伝学研究所)〉
(財)電力中央研究所 事務ｾﾝﾀｰ研究管理ｾｸｼｮﾝ 【電中研ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
電中研報告書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈(財)電力中央研究所〉
(社)北里研究所 生物機能研究所 【KIRCBF‑DB】
Splendid Gifts from Microorganisms 〈生物機能研究所〉
財団法人 自然史科学研究所
【学術研究論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)INH‑BASE】
学術研究論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈財団法人 自然史科学研究所〉
(財)農村開発企画委員会
【むらづくり･農村整備情報】
むらづくり･農村整備情報 〈(財)農村開発企画委員会〉
財団法人かき研究所 総務部 【貝類関係論文･情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ】
貝類関係論文･情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 〈財団法人かき研究所〉
(財)ﾘﾓｰﾄ･ｾﾝｼﾝｸﾞ技術ｾﾝﾀｰ 企画調整部 【発表論文･蔵書目録(仮称)】
発表論文･蔵書目録(仮称) 〈(財)ﾘﾓｰﾄ･ｾﾝｼﾝｸﾞ技術ｾﾝﾀｰ〉
(財)ﾘﾓｰﾄ･ｾﾝｼﾝｸﾞ技術ｾﾝﾀｰ 資料ｾﾝﾀｰ 【文書管理ｼｽﾃﾑ(仮称)】
定期刊行物 〈(財)ﾘﾓｰﾄ･ｾﾝｼﾝｸﾞ技術ｾﾝﾀｰ〉
書籍･論文 〈(財)ﾘﾓｰﾄ･ｾﾝｼﾝｸﾞ技術ｾﾝﾀｰ〉
衛星購入ﾃﾞｰﾀ 〈(財)ﾘﾓｰﾄ･ｾﾝｼﾝｸﾞ技術ｾﾝﾀｰ〉
文書 〈(財)ﾘﾓｰﾄ･ｾﾝｼﾝｸﾞ技術ｾﾝﾀｰ〉
古代ｵﾘｴﾝﾄ博物館 研究部 【古代ｵﾘｴﾝﾄ博物館出版物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)】
古代ｵﾘｴﾝﾄ博物館出版物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 〈古代ｵﾘｴﾝﾄ博物館研究部〉

− 194 −

付録３．学術情報データベース実態調査調査票
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平成 12 年度

学術情報データベース実態調査実施要項

１．調査の概要
(1) 調査目的
国立情報学研究所は，学術情報センターを母体として改組・拡充し，平成 12 年 4 月に大学共同
利用機関として設置されました。学術情報センターで行っていた情報検索サービス等の事業につい
ては，本研究所が引き継いで実施しています。
本調査は，下記調査対象機関における，パーソナルコンピュータから大型コンピュータまで，全
てのコンピュータによる学術研究等のためのデータベースの作成及び情報検索サービスの現状を
調査するものです。
本調査の結果は，下記のように利用されます。
① 「データベースディレクトリ（データベース一覧）」として，オンライン情報検索サービス
（NACSIS‑IR）によって利用者に公開
② 本研究所のＷＷＷのホームページで「学術情報データベース実態調査」を公開（各機関のデ
ータベースのホームページとリンクを張ります）
③

統計処理をして「平成１２年度学術情報データベース実態調査報告書」を刊行

注）①と②は，本調査で公表可能なもののみを公開します。
また，現在は公表不可でも③の基礎情報となりますので，御協力をよろしくお願いします。
(2) 調査対象機関
①

国公私立大学

②

放送大学

③

国公私立短期大学

④

国公私立高等専門学校

⑤

大学共同利用機関

⑥

文部省施設等機関

⑦

文化庁施設等機関

⑧

国公立試験研究機関

⑨

特殊法人の研究所

⑩

学術研究法人

(3) 調査対象者
①

上記の調査対象機関において，データベースを作成している個人，組織の方々
・データベースとは，電子化されたデータの集まりであり，コンピュータによる検索を行える
形態にしたもので，将来にわたって維持管理されるものとします。
・ＷＷＷ等で公開している目録検索や文献一覧などはデータベースとしますが，ＷＷＷのホー
ムページそのものはデータベースとはしません。

②

上記の調査対象機関において，情報検索サービスを行っている組織の方々
・情報検索サービスとは，調査対象機関が自身のコンピュータを使用して，データベース作成
者及びその直接の関係者以外の方に行う，公開サービスとします。

(4) 調査時点
平成１２年９月１日現在
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２．調査票の種類
(1) 新規調査票（調査票Ａ１(水色)，Ｂ１(鶯色)，Ｃ１(白)）
調査説明書（本紙）と３種類の調査票（調査票Ａ１，Ｂ１，Ｃ１）を１組にしてあります。
(2) 更新調査票（調査票Ａ２，Ｂ２，Ｃ２：各々新規用調査票Ａ１，Ｂ１，Ｃ１に対応）
これまでに本調査に回答したことがあり登録されているデータの更新用で，前回の回答内容を印
刷してあります。
回答部局名又は回答者の名前が調査票の最初に印刷されています。
更新調査票は，これまでに本調査に回答したことがあり情報が登録されている場合のみ，同封さ
れています。

・更新調査票は，修正がない場合でも「変更無し」の欄に赤で○印を記入の上，全て返送
修正がない場合でも「変更無し」の欄に赤で○印を記入の上，全て返送してく
修正がない場合でも「変更無し」の欄に赤で○印を記入の上，全て返送
ださい。
・更新調査票が返送されない場合でも，本研究所の登録情報からデータは削除されません。
サービス停止等によりデータを削除する必要がある場合は，更新調査票に赤字で「削除」と記
データを削除する必要がある場合は，更新調査票に赤字で「削除」と記
入して返送してください。
入して返送

３．調査票の記入
調査票は調査内容により異なり， 調査票Ａ 調査票Ｂ 調査票Ｃ の３種類です。それぞれに対して，
新規調査票（Ａ１，Ｂ１，Ｃ１）と更新調査票（Ａ２，Ｂ２，Ｃ２：登録された情報がある場合のみ）
があります。
該当する調査票に回答してください。
(1) データベースを作成している個人，組織の方々
調査票Ａ によって回答してください（「４．記入要領Ｉ」を参照してください）。
(2) 自組織のコンピュータにより，情報検索サービスを行っている組織の方々
調査票Ｂ によって，貴組織におけるサービス名称等について回答してください。
また，調査票Ｃ によって，貴組織がサービスしているデータベースについて回答してください
（「５．記入要領Ⅱ」を参照してください）。
なお，調査票Ｂと調査票Ｃは，１対ｎの関係で対応させる必要があります。調査票Ｂ及び調査票
Ｃそれぞれに回答し，情報検索サービスごとに一つにまとめてください。

＜参考＞調査票Ｂと調査票Ｃの関係
調査票Ｂ（機関票）
情報検索サービス１

調査票Ｃ（データベース個票）
サービスデータベースα

サービスデータベースβ

情報検索サービス２

サービスデータベースγ

※貴組織において作成されたデータベースに対しては，調査票Ａと調査票Ｃの双方に回答して
ください。
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４．記入要領Ⅰ：調査票Ａ１，Ａ２
(1) 調査票Ａ１（水色）
調査対象機関の方々が作成している，学術研究等のためのデータベースについて調査するもので
す。
これまで本調査に回答したことがないデータベースのための新規調査票です。前回調査の回答が
ある場合は，調査票Ａ２によって回答してください。
①

対象となるデータベース
・学術研究等のために作成している，オリジナルなデータベースについて回答してください。
分野は問いません。
なお，他機関が作成したデータベースは含みませんので，注意してください。
・本調査では，何らかの形で公開されているか又は将来において公開可能なデータベースを対
象とします。
・作成中のデータベースのほか，すでに完成したもの，中断しているもの，中止したものなど
全てを対象とします。

②

記入要領
以下の注意事項及び別紙記入例を参考にして記入してください。
1. 回答（★項目）公表の可否
本調査票の記入事項のうち，★印のある項目について，データベースディレクトリ（デー
タベース一覧）として公表してよいか，あるいは国立情報学研究所の内部資料用に限るかを
回答してください。
なお，★印の付いていない項目は公表しません。
2. データベース名称
現在名称がない場合でも，適宜名前を付けて，末尾に（仮称）と記入してください。
3. データベース略称
データベースに略称がある場合に，記入してください。
4. データベース作成者の区分
該当する項目にいくつでもレを付けてください。
5. データベース作成者（個人，グループ・研究会，機関等）の名称
6. データベースの内容と特徴
簡潔にまとめてください。
7. 収録データの地域
収録データの属性として，地域等が重要な場合に記入してください。
8. 収録データの期間
収録データの属性として，期間，年代等が重要な場合に記入してください。
9. 収録データの分野
「分類表」(P.9)を参照し，最大 10 個まで記入してください。
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10. キーワード
このデータベースを検索するためのキーワードとして，適当と思われるものを，最大四つ
まで記入してください。
なお，データベース名称，データベースの内容と特徴，収録データの地域，収録データの
分野等の項目からも本研究所で検索用のキーワードを抽出します。
11. 収録データの種類
文字情報のうち，文字による説明，事実の記述，記録等で，①のａ〜ｅに該当しない場合
は「ｆ その他」とし，（
）内に記述の対象・内容等を記入してください。
例：①のｆ（小麦系統の植物学的育種学的記述）
12. 収録データの言語
該当する項目にいくつでもレを付けてください。
13. 収録データの文字種
該当する項目にいくつでもレを付けてください。
14. 原データの主な出典
原データを収録した出典がある場合，主なものを四つまで記入してください。
オリジナルな観測／実験データ等はその旨を，また，図書目録等の場合は，対象となった
蔵書又は所蔵目録を記入してください。
15. データ収録件数
16. データ年間追加件数
年間追加件数を単位とともに記入してください。更新も含みます。
17. 入力作業期間
18. データベース作成費の出所
該当する項目にいくつでもレを付けてください。
19. 現時点でのデータベースの公開／非公開
ａ．データベースの公開とは，データベース作成者及びその直接の関係者以外の者に対する
公開をいいます。
機関内のみの公開の場合は，非公開として扱ってください。
ｂ．利用対象者の範囲とは，利用の申し込みがあった場合に，許可する者の範囲をいいます。
ｃ．サービス機関がなく，作成者が公開の窓口となる場合には，サービスの実施機関欄に
「作成者」と記入してください。
20. データベースの提供形態（公開），又は利用形態（非公開）
ａ．ＬＡＮ，インターネット上で WWW や Anonymous FTP での提供又は利用を行っている場合
は，□にレを記入し，ＷＷＷで公開（又は紹介）している場合は，そのＵＲＬを記入し
てください。
例：http://www.nacsis.ac.jp/ir/dbdr/dbdr.html
21. 問合せ先
このデータベースの内容や利用方法に関する問合せ先を記入してください。
データベースが「公開」の場合，利用者から直接の問合せがある場合もありますので，予
め御了承ください。
22.注記
22. 注記，御意見
注記 ，御意見
このデータベースについての注記等がある場合に，記入してください。
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(2) 調査票Ａ２（更新調査票）
前回調査の回答に修正をしていただくための調査票です（前回までの調査に回答があり，データ
が登録されている場合のみ，配付されています）。
データベースをＷＷＷで公開（又は紹介）している場合は，そのＵＲＬの回答をお願いします。
①

記入要領
・予め前回調査の回答を印刷してありますので，点検して修正をお願いします。
・修正は赤で記入してください。
・コンピュータで表示できない文字については，別の文字に置き換えてある場合があります。
例：①

→

(1)

・用紙の形式は異なりますが，回答形式は調査票Ａ１と同じです。
②

その他
・更新調査票については，修正がない場合でも「変更無し」の欄に赤で○印を記入の上，全て
返送してください。
・更新調査票が返送されない場合でも，本研究所の登録情報からデータは削除されません。サ
ービス停止等によりデータを削除する必要がある場合は，更新調査票に赤字で「削除」と記
入して返送してください。
・前回調査の後，新規に作成を開始したデータベースがある場合には，調査票Ａ１で回答して
ください。

５．記入要領Ⅱ：調査票Ｂ１，Ｂ２，Ｃ１，Ｃ２
(1) 調査票Ｂ１（鶯色）及び調査票Ｃ１（白色）
調査対象機関において，実施されている情報検索サービス（内部の事務用は除く）の現状につい
て調査するものです。
これまで本調査に回答したことがない情報検索サービスのための新規調査票です。前回までの調
査の回答がある場合には，調査票Ｂ２及び調査票Ｃ２によって回答してください。

①

対象となる情報検索サービス
・自組織のコンピュータを利用して行う情報検索サービスを対象とします。
図書館等で行っているオンラインの所蔵目録（OPAC）は含みますが，通信回線等を介して他
機関の情報検索サービスにリンクを張っている場合などは含みません。
・オンライン，バッチ等，処理の形態は問いません。

②

記入要領Ⅰ：調査票Ｂ１（機関票）
情報検索サービスの利用のために必要な基本的事項に関する調査票です。
情報検索サービスごとに，１枚づつ記入してください。
以下の注意事項及び別紙記入例を参考にして記入してください。
1. 機関名
2. 部局名
3. 情報検索サービスの名称
サービス実施組織での，情報検索サービスの名称（呼び名）をいいます。
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4. 情報検索サービスの概要・特徴等
5. 情報検索サービスの形態
6. サービスデータベース数
この情報検索サービスで提供しているデータベースの総数を記入してください。
（対応するＣ票の件数と同じになります。）
7. 利用者の範囲
部外者の利用の可／不可も含め，利用者の資格を記入してください。
8. オンラインサービス
①サービス時間
利用者が利用できる時間を記入してください。
注記にはサービス休止等の，利用上必要な事項を記入してください。
②アクセス方法
電話回線等から計算機が利用できる場合，差し支えない範囲でモデムの形式や電話番号
等を記入してください。
インターネットによる接続の場合，「電話種別」は「インターネット」とし，「電話番
号等」にホスト名・ＩＰアドレス等を記入してください。
9. 問合せ先
10. 利用経費の取扱い
11. 関係資料
データベースを利用するにあたり，参考となるマニュアル等を発行している場合に記入し
てください。
12. 本回答の内容についての問合せ先
ＷＷＷで公開（又は紹介）している場合は，そのＵＲＬを記入してください。

③

記入要領Ⅱ：調査票Ｃ１（データベース個票）
情報検索サービスを実施している個々のデータベースについての基本的事項に関する調査
票です。
サービスしているデータベース１件につき，１枚ずつ記入をお願いします。
別紙記入例を参考にして記入してください。
調査票が不足する場合には，下記「７．(2)

調査票の返送・問合せ先」まで請求してくだ

さい。
なお，調査票を複写して使用されても結構です。
1. 番号
情報検索サービスごとに，「データベース個票」（調査票Ｃ１及びＣ２）に一連番号とな
るよう付番・記入してください。
登録済みのデータベースに振られている番号は，該当する確認調査票（調査票Ｃ２）の右
肩に印字されています。
2. データベースの正式名称
データベース作成者等が付けている名称を記入してください。
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3. データベース名称
貴組織での呼び名を記入してください。
4. データベース作成者
データベースを作成している，組織，個人等の名称を記入してください。
5. データベース作成者からの入手方法
データベース作成者からデータベースの提供を受ける場合に，購入しているか，それ以外
かの別を記入してください。
なお，本欄は統計のみに使用します。
6. データベースの内容
7. 収録データの分野
貴組織でサービスしているデータの分野のコードを，「分類表」(P.9)から選択して，最
大 10 個まで記入してください。
8. データ収録件数
貴組織でサービスしているデータ件数と単位を記入してください。また，必要に応じて，
データの種別，収録年等も記入してください。
9. オンラインの場合の呼出コマンド名
10. 利用マニュアル，参考文献等
このデータベースの利用マニュアル，参考文献等を記入してください。
11. 問合せ先，管理者等
データベースの提供者，問合せ先，管理者等の名称を記入してください。
12. 注記
データ更新サイクル，検索システム名称，利用条件等を必要に応じて記入してください。

(2) 調査票Ｂ２及び調査票Ｃ２（更新調査票）
前回調査の回答に修正をしていただくための調査票です（前回までの調査の回答がある場合のみ，
配付されています）。
調査票Ｂ２と調査票Ｃ２は１組になっています。
①

記入要領
・予め前回調査の回答を印刷してありますので，点検の上，修正してください。
・修正は赤で記入してください。
・コンピュータで表示できない文字については，別の文字に置き換えてある場合があります。
例：①

→

(1)

・用紙の形式は異なりますが，回答形式は調査票Ｂ１，調査票Ｃ１と同じです。
別紙記入例にある調査票Ｂ１，調査票Ｃ１の記入例を参考にして記入してください。
②

その他
・更新調査票については，修正がない場合でも「変更無し」の欄に赤で○印を記入の上，全て
返送してください。
・更新調査票が返送されない場合でも，本研究所の登録情報からデータは削除されません。サ
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ービス停止等によりデータを削除する必要がある場合は，更新調査票に赤字で「削除」と記
入して返送してください。
・前回調査の後，新規にサービスを開始したデータベースがある場合には，調査票Ｃ１で回答
してください。

６．調査票の回答期限
調査票は機関ごとに取りまとめて，平成
平成 12 年 10 月 31 日（火）までに送付してください。
日（火）
なお，機関によっては機関内の取りまとめのため，回答期限を事前に設定している場合があります
ので，貴機関の事務局の指示に従ってください。

７．調査票の取りまとめ・送付
(1) 調査票の取りまとめ
調査票Ｂと調査票Ｃは，情報検索サービスごとに一つにまとめてください。
また，調査票は事務局等で機関分を一括し，回答期限までに本研究所に送付してください。
送付するものは，
①

調査票Ａ１，Ａ２

②

調査票Ｂ１，Ｂ２

③

調査票Ｃ１，Ｃ２

です。これ以外のものは，事務局の参考資料としてください。

(2) 調査票の送付・問合せ先

〒101‑8430 東京都千代田区一ツ橋２−１−２ 学術総合センタービル内
国立情報学研究所 国際・研究協力部 広報調査課 広報調査係
Ｔｅｌ（０３）４２１２−２１３６（ダイヤルイン）
８．その他
前回の調査結果を本研究所のホームページ（http://www.nii.ac.jp/ir/dbdr/dbdr.html）で「平成
１１年度 学術情報データベース実態調査 結果」として公開し，各機関の貴重な作成データベースの
紹介を行っています。また，ホームページの報告があった７７２の作成データベースのホームページ
とはリンクを張っています。
本研究所では，内容のより一層充実を図り，学術情報データベースのリンク集を作成することを目
的として，同ホームページでリンク募集を行っています。御協力よろしくお願いします。
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分類表
調査票Ａ１及び調査票Ｃ１の「収録データの分野」は，この表から該当する分野のコードを選択し記
入してください。
例）

収録データの分野が「政治学，経済学」のとき

分

野

ｺｰﾄﾞ
２１

学

教育学

野

ｺｰﾄﾞ

農業工学

５５

畜産学

心理学
社会学

２５，２７

分
農

文

哲学

→

２２

学

文化人類学

５６

獣医学
境界農学

５７

生理

６０

病理

６１

理
学

政治学

２５

内科

６３

法学

２６

外科

６５

経済学

２７

歯科

６７

経済統計学

２８

薬学

６８

経営学

２９

医学一般

６９

数学

３０

家政学

８６

天文学

３１

科学技術史（含科学社会学・科学技

物理学

３２

術基礎論）

地球科学

３３

体育学

８８

化学

３４

地理学

８９

生物学

３５

科学教育・教科教育学

７１

人類学（含生理人類学）

３６

統計科学

７２

応用物理学・工学基礎

４０

情報科学

７３

機械工学

４１

社会システム工学

７４

電気電子工学

４２

自然災害科学

７５

土木工学

４３

プラズマ理工学

７６

建築学

４４

エネルギー学

７７

材料工学

４５

環境科学

８０

プロセス工学

４６

生物化学

８１

工業化学

４７

基礎生物科学

８２

総合工学

４８

神経科学（含脳科学）

８３

農学

５０

実験動物学

８４

農芸化学

５１

医用生体工学・生体材料学

８５

林学

５２

そ

の

他

９８

水産学

５３

広

領

域

９９

農業経済学

５４

域

農

６２

領

学

社会医学

合

工

２４

複

学

文学

学

経 済 学

２３

医

法 学

史学
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８７

平成１２年度 学術情報データベース実態調査
調査票Ａ１
別紙記入例を参考の上，解答欄に直接記入するか，該当する選択肢にレを付けてください。
1. 回答（★項目）公表の可否

① □公表可

② □公表不可

2. データベース名称★

名称がない場合も，適宜名前を付けて末尾に（仮称）と記入してください。

3. データベース略称★

略称がある場合に記入してください。

4. データベース作成者の区分
① □個人

② □グループ・研究会等

③ □機関・組織等

④ □その他

5. データベース作成者（個人，グループ・研究会，機関等）の名称★

6. データベースの内容と特徴★

7. 収録データの地域★
8. 収録データの期間★

西 暦
その他（

年 〜

年
）

9. 収録データの分野（10 個まで，分類表参照）★
10. キーワード★
①
③

②
④

11. 収録データの種類★

いくつでもレを付けてください。

① □文字情報【ａ □文献全文
ｂ □抄録
ｃ □図書館所蔵目録（ＯＰＡＣ等）
ｄ □書誌・目録（ｃ以外）
ｅ □人，もの，用語等の辞書・辞典・ディレクトリ等
ｆ □その他（
）
】
② □数値
③ □図形・画像
④ □映像（動画）
⑤ □音声
⑥ □プログラム
⑦ □その他（
）
12. 収録データの言語★
① □日本語
⑤ □その他（

いくつでもレを付けてください。

② □英語

③ □ドイツ語

④ □フランス語
）
（裏へ続く）
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13. 収録データの文字種★
① □英字等

いくつでもレを付けてください。

② □数字

③ □カナ

④ □漢字

⑤ □その他（

）

14. 原データの主な出典★
①
③

②
④

15. データ収録件数（単位も併記）★
16. データ年間追加件数（更新も含む）★
17. 入力作業期間

西 暦

年 〜

年

18. データベース作成費の出所
① □大学・機関等の予算
④ □その他（

② □文部省科学研究費補助金

③ □補助金等の外部資金
）

19. 現時点でのデータベースの公開／非公開★
① □積極的に公開
利用対象者の範囲 ：
サービスの実施機関：
② □積極的には公開していないが，個別の相談に応じる
③ □非公開（注：次の理由欄は，外部に公表しません）
（理由：
20. データベースの提供形態(公開)，又は利用形態(非公開)★

）
いくつでもレを付けてください。

① □オンライン
② □バッチ
③ □パーソナルコンピュータ（CD-ROM を含む）
④ □ファイル（MT/FD/MO 等）
⑤ □ＬＡＮ，インターネット（WWW 等）
公開（又は紹介）しているホームページ（例 http://www.nii.ac.jp/ir/dbdr/dbdr.html）
⑥ □データベースに基づいた印刷物
⑦ □その他（

）

21. 問合せ先★
①
②
③
④
⑤
⑥

氏 名 （
機関名等（
住 所 （〒
電 話 （
Ｆａｘ （
E-mail （

22. 注記，御意見

）
）
）
）
）
）

−
−
−

−
−

ＥＸＴ

データベースについての注記，御意見がありましたらお聞かせください。

（国立情報学研究所）
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平成１２年度 学術情報データベース実態調査
調査票Ｂ１
（機 関 票）
別紙記入例を参考の上，解答欄に直接記入するか，該当する選択肢にレを付けてください。
1. 機関名

2. 部局名

3. 情報検索サービスの名称
4. 情報検索サービスの概要・特徴等

5. 情報検索サービスの形態

① □オンラインサービス

② □バッチサービス

6. サービスデータベース数
7. 利用者の範囲

８

②アクセス方法

オンラインサービス

① サ ー ビ ス 時 間

a. 曜

b. サービス時間

日
曜日

：

〜

：

曜日

：

〜

：

曜日

：

〜

：

曜日

：

〜

：

c. 備

考

d. 注記：
a. 種別（電話回線の通信速度／ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ等）

９ 問合せ先

①内

容

b. 電話番号／ホスト名／IP アドレス等

②係・研究室等

③電話番号／電子メール

10. 利用経費の
取扱い
11. 関係資料

①
②
③

12. 本回答の内容についての問合せ先
→ WWW で公開
（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの URL）

例 http://www.nii.ac.jp/ir/
[

]
（国立情報学研究所）
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平成１２年度 学術情報データベース実態調査
調 査 票 Ｃ １
（データベース個票）
別紙記入例を参考の上，解答欄に直接記入するか，該当する選択肢にレを付けてください。
1. 番

データベース個票（調査票Ｃ１及びＣ２）の一連番号を記入してください。
号
データベース作成者等が付けている名称を記入してください。

2.

データベースの
正式名称

3.

データベース名
称

4.

データベース作
成者

5.

データベース作
成者からの入手 ① □購入している
方法

6.

7.

② □①以外

データベースの
内容
貴組織でサービスしているデータの分野のコードを，調査実施要項の分類表から
収録データの分 選択して，最大 10 個まで記入してください。
野

8. データ収録件数
9.

貴組織での呼び名を記入してください。

貴組織でサービスしているデータ件数と単位を記入してください。また，必要に
応じて，データの種別，収録年等も記入してください。

オンラインの場
合の呼出コマン
ド名

10. 利用マニュアル
参考文献等

このデータベースの利用マニュアル，参考文献等を記入してください。
①
②
③

11. 問合せ先，管理者 データベースの提供者，問合せ先，管理者等の名称を記入してください。
等
→WWW で公開
（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの URL）

12. 注記

例 http://www.nii.ac.jp/dbdr/dbdr.html
[

]

データ更新サイクル，検索システム名称，利用条件等を必要に応じて記入してく
ださい。

（国立情報学研究所）
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