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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。
前回調査結果まで「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）によって公開していたが、平成１５年度調査の
結 果 は 、「 大 学 Ｗ ｅ ｂ サ イ ト 資 源 検 索（ Ｊ ｕ Ｎ ｉ ｉ（ 大 学 情 報 メ タ デ ー タ・ポ ー タ ル ）試 験 提 供 版 ）」
（ＵＲＬ

http://ju.nii.ac.jp/）の 参 考 情 報 － デ ー タ ベ ー ス の 中 に 収 録 し 、イ ン タ ー ネ ッ ト（ Ｗ

ＷＷ）を介して一般公開している。

(2) 調査方法
オンライン調査及びアンケート調査（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 。） に よ る 。
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（アンケート調査のみ）

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 １ ７ （ 昨 年 度 １ ， ３ １ ９ ）、 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９３７（同９６０）で
合計２，２５４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１５年９月１日～平成１５年１２月２５日
② 調査時点：平成１５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。
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表１－１

調査対象機関及び回答数
回

機関種別

国

立

対

大

学

象 数

答

数

公開データベース 作成データベース 導入データベース
のサイト数 *4
数
数

88

602

665

98

*1

公

立

大

学

76

64

59

6

私

立

大

学

528

562

518

119

大
利

学
用

共
機

同
関

18

75

119

43

17

52

35

37

・
校

590

92

88

4

小 計

1,317

1,447

1,484

307

国
立
試
験
研
究
機
関
（独立行政法人を含む）

99

105

116

3

験
関

590

84

86

13

特 殊 法 人 研 究 所

17

19

21

5

人

231

35

46

3

小 計

937

243

269

24

2,254

1,690

1,753

331

*2

文部科学省・文化庁
所
轄
機
関
*3

短
高

期
大
学
等 専 門 学

大 学 等 機 関

公
研

学

立
究

術

研

試
機

究

研 究 機 関 等

合 計

法

＊1
＊2
＊3

放送大学は集計上、国立大学に含めた。
独立行政法人大学入試センターは、集計上、「大学共同利用機関」に含めた。
次の独立行政法人は、集計上、「文部科学省・文化庁所轄機関」に含めた。
国立女性教育会館、国立特殊教育総合研究所、国立科学博物館、国立博物館、国立美術館
＊1～＊3は、以降の表についても、同様である。
＊4
複数のデータベースをまとめて１つのサービスとしているような場合は１、１つのデータベースを
公開の単位としている場合は１として集計。従来の「データベースサービス数」に相当するもの。
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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 ・ 公 開 件 数
大学等で作成し公開されているデータベースの総数は１，７５３件、公開されているデータベー
スの総数は２，０８４件となっている。
作成データベース数は国立大学・私立大学に多く、公開データベース数も作成データベース数に
比例し、ほぼ同様の順となっている。
表２－１－１

機関種別

機関種別作成データベース・公開データベース件数

機関数

作成ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ数

公開ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ数

国

立

大

学

87

665

763

公

立

大

学

44

59

65

私

立

大

学

315

518

637

大
利

学
用

共
機

同
関

13

119

162

文部科学省・文化庁
所
轄
機
関

8

35

72

短 期 大 学 ・
高 等 専 門 学 校

83

88

92

国
研

立
究

試
機

験
関

26

116

119

公
研

立
究

試
機

験
関

72

86

99

特殊法人研究所

8

21

26

学 術 研 究 法 人

19

46

49

合 計

675

1,753

2,084

（注）①

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

機関数

：

③

公開データベース数 ：

データベースのサイトを公開している大学等の機関の数を示す。
各機関で公開しているデータベースの数を示す。
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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１，７５３件である。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 ，０ ３ ７ 件（ 59.2%）で も っ と も 多 く 、前
年より構成比を 43.7% から 15.5 ポイント上げている。次いで文学が２２３件（12.7%）、理学が８５
件（ 4.8%）、医 学 が ６ ９ 件（ 3.9%）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、四捨五入して少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。

経済学 24(1.4%)
法学 33(1.9%)
人文･社会科学多部
34(1.9%)
工学 36(2.1%)

その他 4(0.2%)
無回答
55
(3.1%)

農学 36(2.1%)
自然科学多部
56(3.2%)
複合領域61(3.5%)

医 学
69(3.9%)

データベース数

理 学
85(4.8%)

１，７５３
多
文

域

1,037(59.2%)

学

223(12.7%)

図２－２－１

領

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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表２－２－１
分
領 域

分 科

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

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

文

収録データの分野別データベース作成件数（１／２）

学

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

13
39
56
44

0.7
2.2
3.2
2.5

71

4.1

4
18

0.2
1.0

11

0.6

6
0
6

0.3
0.0
0.3

経済学内の多分科に
わ た る も の

12

0.7

文 学 ＋ 経 済 学

7

0.4

27

1.5

そ

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、境界農学
農
芸
化
学
林
学
水
産
学
農 業 経 済 学
農
業
工
学
畜産学・獣医学
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

50,57

51
52
53
54
55
56
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3
2
2
54
1
13
0

0.2
0.1
0.1
3.1
0.1
0.7
0.0

10

0.6

8
1
1
3
1
0
0
2
1

0.5
0.1
0.1
0.2
0.1
0.0
0.0
0.1
0.1

19

1.1

9
0
10
6
2
1
3

0.5
0.0
0.6
0.3
0.1
0.1
0.2

5

0.3

備 考
＊ 心理学

223

12.7

社会学
教育学
文化人類学
21・22
22・23 等

33

1.9
25・26

24

1.4
27・28
28・29 等
22･28･29 等

34

1.9

314

17.9

22･26･28･29
等

＊ 生理人類学

を含む

85

4.8

32・34
35・36 等
＊ 応用物理学
・工学基礎

36

2.1

40・42
43・44 等

36

2.1

50・54
等

表２－２－１
分
領 域

自

分 科

生
理
60
病
理
61
社
会
医
学
62
内
科
63
外
科
65
歯
科
67
薬
学
68
医
学
一
般
69
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
86
＊1
科 学 技 術 史
87
体
育
学
88
地
理
学
89
＊2
71
科
学
教
育
統
計
科
学
72
情
報
科
学
73
社会システム工学
74
自 然 災 害 科 学
75
プラズマ理工学
76
エ ネ ル ギ ー 学
77
環
境
科
学
80
生
物
化
学
81
基 礎 生 物 科 学
82
83
神
経
科
学 ＊3
実 験 動 物 学
84
医 用 生 体 工 学 ＊4
85

学

然
科
学
自然科学
内で多部
にわたる
もの

複

合 領

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

医

収録データの分野別データベース作成件数（２／２）

域

複合領域内で多分科
にわたるもの

広
人文・社会、自然
科学、複合領域間
の多領域にわたる
もの

領

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

（注）①
②

2
0
0
2
5
0
7
20

0.1
0.0
0.0
0.1
0.3
0.0
0.4
1.1

33

1.9

27
11
4
14
2
0
8
11
4
0
6
3
1
0
1
9
3
0
2
4
0

1.5
0.6
0.2
0.8
0.0
0.1
0.0
0.5
0.6
0.2
0.0
0.3
0.2
0.1
0.0
0.1
0.5
0.2
0.0
0.1
0.2
0.0

7

0.4

510
43
52
255
177
4
55

29.1
2.5
3.0
14.5
10.1
0.2
3.1

1,753

100.0

69

備 考

3.9

56

3.2

282

16.1

62・63
61・65
34・45
35・52
36・67
56・68

等
等
等
等
等

＊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

61

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

1,037

59.2

4
55

0.2
3.1

1,753

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 農業(分野コード50)と境界農業(同57)は１つにまとめ、「農業、境界農業(50,57)」として集計した。
④ 「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 ，０ ６ ０ 件（ 60.5%）、文 字 情 報 と 他 の 組 合 せ が ４ ７ ３ 件（ 27.0%）、数 値 の み に よ る デ ー タ ベ ー ス
が ５ ２ 件（ 3.0%）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 ４ ７ ８
件（ 27.3%）、書 誌 ・ 目 録 が ２ １ ５ 件（ 12.3%）、辞 書 、辞 典 、デ ィ レ ク ト リ 等 及 び 文 献 全 文 の み が
４ ５ 件 （ 2.6%） で 図 書 館 所 蔵 目 録 の 比 率 が 高 い 。

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わせ

文字情報のみ
によるデータ
ベース

45

2.6

抄録のみ

40

2.3

図書館所蔵目録のみ

478

27.3

書誌・目録のみ

215

12.3

書誌・目録と抄録の組合せ

36

2.1

辞書、事典、ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ等

45

2.6

201

11.5

1,060

60.5

54

3.1

数値及び図形・画像との組合せによる

112

6.4

数値以外との組合せによる

275

15.7

32

1.8

473

27.0

数値のみ

52

3.0

数値と図形・画像等

46

2.6

数値以外

46

2.6

上記以外

7

0.4

151

8.6

69

3.9

1,753

100.0

小

計

数値との組合せによる

上記以外
小

文字情報以外
のデータによ
るデータベー
ス

小
無

回
合

（注）①
②

割合(%)

文献全文のみ

上記以外

文字情報と他
のデータの組
合せによるデ
ータベース

件 数

計

計

答
計

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。

－ 7 －

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 ５ ８ ４ 件 （ 33.3%）、 日 本 語 及 び 英 語
が ４ ６ ８ 件 （ 26.7%）、 英 語 の み が １ ２ ９ 件 （ 7.4%） 等 と な り 、 英 語 の み の デ ー タ ベ ー ス は 日 本 語 を
含むデータベースの割合より低い。

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

データベース件数

割合（％）

584

33.3

日 本 語 及 び 英 語

468

26.7

日本語と英語及びその他の言語

493

28.1

18

1.0

129

7.4

15

0.9

46

2.6

0

0.0

1,753

100.0

日

本

語

の

み

日本語及び英語以外の言語
英

語

の

み

英 語 及 び そ の 他 の 言 語
日 本 語、英 語 以 外 の 言 語

内
訳

ドイツ語

3

フランス語

1

その他
無

43

回 答
合

計

（注） ① 調査票Ａ「収録データの言語」欄に基づいて集計した。
②

日本語，英語以外の言語の内訳は，重複回答のあるものはそれ

ぞれを１として集計した。

2.2.4

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 ７ ０ ７ 件 （ 40.3%） で あ る 。

表２－２－４
地 域

日 本

収録データの地域別データベース件数

外 国

日本及び
外国

その他

無回答

合 計

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ件数

644

100

63

37

909

1,753

割合（％）

36.7

5.7

3.6

2.1

51.9

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７５５
件 （ 43.0%） と 最 近 の 数 年 間 は 半 数 近 く を 占 め て い る 。

表２－２－５
1900～

1951～

1971～

1981～

以前

1950

1970

1980

1990

2000

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ件数

136

73

137

78

163

309

割合（％）

7.8

4.2

7.8

4.4

9.3

17.6

収 録 時 期

（注）①

2.2.6

1900

収録データの期間別データベース件数
1991～

2001～

無回答

合 計

68

789

1,753

3.9

45.0

100.0

以降

調査票Ａ「収録データの期間」欄に基づいて集計した。

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 ， ２ ４ ８ 件 （ 71.2%）、 個 人 が ９ ０ 件
（ 5.1%）、 グ ル ー プ ・ 研 究 会 等 が １ ９ ３ 件 （ 11.0%） と な っ て お り 、 機 関 ・ 組 織 の 割 合 が 高 い 。

表２－２－６
作成者種別

個人

作成者別データベース件数

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

90

193

1,248

91

131

1,753

割合（％）

5.1

11.0

71.2

5.2

7.5

100.0

（注）①
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。
多重回答があったものは、その他にまとめた。

－ 9 －

2.2.7

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 ９ ３ ３ 件（ 53.2%）あ る 。同 様 に 科 研 費 が １ ９ ６ 件（ 11.2%）、補 助 金 等 の 外 部 資 金 が １ ０ ４ 件
（ 5.9%） 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 １ １ ０ 件 （ 6.3%） あ る 。

表２－２－７
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
外部資金

その他

無回答

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

933

196

104

110

645

1,988

1,753

割合（％）

53.2

11.2

5.9

6.3

36.8

113.4

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（１，７５３件）に対する割合である。

－ 10 －

2.3 デ ー タ ベ ー ス の 公 開 状 況
調 査 票 Ａ ，Ｂ ，Ｃ に 基 づ い て 、デ ー タ ベ ー ス の 公 開 状 況 を 示 す 主 な 指 標 に つ い て の 統 計 を ま と め た 。

2.3.1

機関種別・公開データベース数別の機関数
デ ー タ ベ ー ス 公 開 機 関 の 数 を 機 関 種 別 に み る と 、 私 立 大 学 ３ １ ５ 件 （ 46.8%） と 国 立 大 学 ８ ７ 件
（ 12.9%）が 多 く 、次 い で 短 期 大 学・高 等 専 門 学 校 ８ ３ 件（ 12.3%）、公 立 試 験 研 究 機 関 ７ １ 件（ 10.5%）
で、私立大学がほぼ半数を占めている。
１０以上のデータベースを公開している機関が国立大学に多い。

表２－３－１
公開ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ数

1

機関種別・公開データベース数別の機関数
2

3

4

5

10

20

30

50

～9

～19

～29

～49

以上

24

9

5

3

2

機
関
計

機関種別
国

立

大

学

15

10

10

9

公

立

大

学

36

4

1

2

私

立

大

学

218

47

18

10

16

3

1

2

315

1

5

3

2

1

13

3

1

1

8

1

87
44

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

76

5

2

12

5

1

1

3

55

8

4

3

2

72

特 殊 法 人 研 究 所

2

2

4

8

学 術 研 究 法 人

9

4

2

423
62.7

89
13.2

38
5.6

合

計
(%)

1
3

83
3

3
26
3.9

60
8.9

1

26

1
20
3.0

10
1.5

19
7
1.0

2
0.3

675
100

（注）調査票Ｂ「サービスデータベース数」欄及び、調査票Ａ，Ｃの件数に基づいて集計した。
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2.3.2

機関種別データベース件数
機 関 種 別 の 公 開 デ ー タ ベ ー ス 件 数 の 累 計 は 、 国 立 大 学 が ７ ６ ３ 件 （ 36.6%）、 私 立 大 学 が ６ ３ ７ 件
（ 30.6%）、 大 学 共 同 利 用 機 関 が １ ６ ２ 件 （ 7.8%） 等 と な っ て い る 。 公 開 デ ー タ ベ ー ス の 機 関 種 別 の
構成では、国立大学における比率が高い傾向にある。
公開データベースの種類についてみると、国立大学では大学等の教職員が作成しているデータベ
ースの件数が多く、国立大学及び私立大学ではオンライン目録の件数が多い傾向は、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．作成データベース
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

－ 12 －

表２－３－２

機関種別公開データベースの種類別件数
公開データベースの種類
導入ＤＢ
（国内）

作成ＤＢ

機関種別

ｵﾝﾗｲﾝ目録
ｵﾝﾗｲﾝ目録
以外

導入ＤＢ
（外国）
うち
購入

機関別

割 合

合 計

（％）

うち
購入

国

立

大

学

571

94

50

7

48

41

763

36.6

公

立

大

学

23

36

6

1

0

0

65

3.1

私

立

大

学

188

330

63

13

56

43

637

30.6

大
利

学
用

共
機

同
関

109

10

30

5

13

5

162

7.8

文部省科学省・文化庁
所 轄 機 関 等

31

4

37

0

0

0

72

3.5

短 期 大 学 ・
高 等 専 門 学 校

25

63

4

1

0

0

92

4.4

国
研

立
究

試
機

験
関

111

5

3

0

0

0

119

5.7

公
研

立
究

試
機

験
関

77

9

13

0

0

0

99

4.8

特 殊 法 人 研 究 所

18

3

2

1

3

2

26

1.2

学 術 研 究 法 人

40

6

3

0

0

0

49

2.4

1,193
57.2

560
26.9

211
10.1

28

120
5.8

91

2,084
100.0

100.0

合

計
(%)

－ 13 －

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（３１天文学と３２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 。

－ 14 －

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（１，７５３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、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７０％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９％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

－ 15 －

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２４％以上を占
めるが、文学では１％程度である。また、日本語、英語以外の言語は、広領域、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・収録データの期間別データベース件数（表３－１－５）
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１９９１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
ⅲ．１９５１年～１９７０年
ⅳ．１９７１年～１９８０年
ｖ．１９８１年～１９９０年
ⅵ．１９９１年～２０００年
ⅶ．２００１年以降

－ 16 －

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、境界農学
農 芸 化 学
林
学
水
産
学
農 業 経 済 学
農 業 工 学
畜産学・獣医学
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
50,57
51
52
53
54
55
56
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
（％）

105
216
234
200
95
108
130
0
109
50
29
95
149
90
138
17
160
95
98
50
44
0
0
58
46
71
56
40
36
30
24
29
70
66
54
52
49
39
71
139
45
0
27
72
49
20
138
18
16
30
35
164
85
63
32
29
20
4
622
55
4,666
1,753

－ 17 －

6.0
12.3
13.3
11.4
5.4
6.2
7.4
0.0
6.2
2.9
1.7
5.4
8.5
5.1
7.9
1.0
9.1
5.4
5.6
2.9
2.5
0.0
0.0
3.3
2.6
4.1
3.2
2.3
2.1
1.7
1.4
1.7
4.0
3.8
3.1
3.0
2.8
2.2
4.1
7.9
2.6
0.0
1.5
4.1
2.8
1.1
7.9
1.0
0.9
1.7
2.0
9.4
4.8
3.6
1.8
1.7
1.1
0.2
35.5
3.1
100.0

部別データベース件数
（％）

447

25.5

132

7.5

150

8.6

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

380

21.7

*3
応用物理学・
工学基礎

240

13.7

181

10.3

216

12.3

*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

492

28.1
*6
脳科学を含む
*7
医用生体工学
・生体材料学

4
622
55
2,919
1,753

0.2
35.5
3.1
100.0

－ 18 －

科

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

1,753

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

コード

分

野

文

部

分

10.9

191

文献全文

3

48

0

60

23

28

42

36

17

16

74

文献全文

抄

抄

9.8

172

録

文

3

36

0

77

31

36

48

45

13

8

46

録

文

情

録

デ
報

ー

13

106

1

141

70

59

71

92

54

58

176

録
情

デ

2

33

0

52

28

27

16

40

7

7

46

報

ー

10

55

1

108

46

45

45

101

14

14

82

32.5

569
25.9

454

8.3

145

17.3

303

図 書 館
その他の
書誌目録 辞 書 等
所蔵目録
文字情報

収
字

23

406

1

92

48

14

45

42

64

44

99

計

タ

54

684

3

530

246

209

267

356

169

147

523

計

104.6

1,834

小

小

タ

種

12

86

2

165

62

65

86

159

27

23

152

303

27.4

480

図 形
値 ・ 映
画 像

の

5

18

0

139

55

46

72

151

16

7

38

17.3

数

数

種

図 形
値 ・ 映
画 像

の

分野別・収録データの種類別データベース件数

図 書 館
その他の
書誌目録 辞 書 等
所蔵目録
文字情報

字

収

表３－１－２－１

類

2.4

42

像 音

1

7

0

18

5

4

11

18

3

1

13

像 音

類

1

5

0

13

3

2

10

14

0

0

4

0

4

0

3

0

0

1

2

1

2

10

7

24

1

7

2

1

6

13

5

5

17

1.4

25

1.5

27

1.1

20

3.9

69

声 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ その他 無回答

1

7

0

9

3

3

1

5

3

2

10

声 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ その他 無回答

159.7

2,800

回答数

延べ

81

835

6

884

376

330

454

718

224

187

767

回答数

延べ

－ 19 －

学

学

工

農

2

無回答

45

2.6

（％）

文

（件数）

1,753
100.0

実回答数

全

8

広領域

献

0

その他

全体合計

11

3

7

複合領域

学

8

学

理

医

4

経済学

9

5

学

法

文

文

全

17

献

文

学

部

野

文

分

抄

抄

6

45

0

68

33

30

32

41

25

33

82

2

8

0

13

7

3

6

9

3

5

10

1

13

0

8

11

8

3

8

2

4

9

文字情報のみによるデータベース

18

364

1

69

36

8

32

33

48

33

66

2.3

40

27.3

478

12.3

215
2.1

36
2.6

45

201

外

記

5

52

0

71

30

31

26

37

23

20

68

外

記

11.5

図書館 書 誌 書誌・ 辞書・ 左
・ 目録と 事典・
録 所蔵目
ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ 以
目 録 抄録
録

1

4

0

19

6

11

13

11

1

0

9

図書館 書 誌 書誌・ 辞書・ 左
・ 目録と 事典・
録 所蔵目
ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ 以
目 録 抄録
録

文字情報のみによるデータベース

表３－１－２－２

4

4

0

54

24

25

28

51

7

6

25

7

80

2

73

28

30

37

51

19

15

119

60.5

0

6

0

16

4

3

10

18

0

0

6

外

記
小

11

96

2

167

69

68

89

145

28

21

156

3.1

54

6.4

112

15.7

275

1.8

32

外

記

473

計 数

27.0

小

0

2

0

20

2

3

14

28

1

0

0

1

6

0

14

5

6

4

18

4

5

12

外 以

値 左

1

0

0

3

1

0

0

5

0

0

0

外

記

3.0

52

2.6

46

数値と 数
値 図形・
以
画像

2.6

46

外 以

値 左

0.4

7

外

記

文字情報以外のﾃﾞｰﾀによるﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

0

0

0

22

11

5

6

24

6

1

1

数値と 数
値 図形・
画像
以

文字情報以外のﾃﾞｰﾀによるﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

計 数

文字情報と他のデータの組合せデータベース

0

6

0

24

13

10

14

25

2

0

6

数値及
数値と び図形 数値以 左
計 の組合 画像と 外との
の組合 組合せ 以
せ
せ

35

494

1

259

126

98

121

147

106

100

261

1,060

小

小

数値及
数値と び図形 数値以 左
計 の組合 画像と 外との
の組合 組合せ 以
せ
せ

文字情報と他のデータの組合せデータベース

分野別・収録データ種類の組合せ別データベース件数

55

622

4

492

216

181

240

380

150

132

447

回答数

延べ

3.9

69

答

100.0

1,753

回 実回答数

無

7

24

1

7

2

1

6

13

5

5

17

答

回

無

－ 20 －

50～57

60～69

農 学

医 学

実回答数

1,753

100.0

全体合計

（件数）

（％）

無回答

99

40～48

工 学

広領域

30～36

理 学

98

27～29

経済学

その他

25～26

法 学

71～89

21～24

文 学

複合領域

分 科
コード

野

部

分

英語

7

141

1

179

86

66

113

142

36

23

87

日本語及び

収

録

18

339

1

90

33

20

35

45

54

48

105

日本語と英語
及び
その他の言語

録

デ

1

5

0

2

1

2

1

1

3

4

12

日本語及び
英語以外
の言語

デ

33.3

584
26.7

468
28.1

493

1.0

18

日 本 語 及 び 日本語と英語 日 本 語 及 び
及
び
英 語 以 外
日本語のみ
英
語
その他の言語 の 言 語

21

112

2

144

67

67

60

92

53

47

217

日本語のみ

収

タ

タ

7.4

129

英 語 の み

ー

2

3

0

69

28

22

28

92

1

3

6

英語のみ

ー

0.9

15

その他の言語

英 語 及 び

の

2

2

0

5

1

2

1

3

1

2

6

その他の言語

英語及び

の

言

言

4

20

0

3

0

2

2

5

2

5

14

表３－１－３ 分野別・収録データの言語別データベース件数

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0.0

2.6

無回答

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

20

0

3

0

2

2

5

1

4

11

無回答

46

日本語・英語以外の言語

語

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

3

ド イ ツ 語 フランス語 そ の 他

日本語・英語以外の言語

語

100.0

1,753

（横計）

回答数

55

622

4

492

216

181

240

380

150

132

447

（横計）

延べ
回答数

表３－１－４ 分野別・収録データの地域別データベース件数
分

野

収 録 デ ー タ の 地 域
延べ回答数

分 科
コード

部

文

日本

日本及び
外国

外国

無 回 答
（横計）

その他

学

21～24

178

37

22

1

209

447

法 学

25～26

37

8

5

1

81

132

経済学

27～29

49

9

8

1

83

150

理

学

30～36

137

40

19

25

159

380

工

学

40～48

100

12

9

6

113

240

農 学

50～57

73

19

7

10

72

181

医 学

60～69

93

10

8

7

98

216

複合領域

71～89

201

34

22

16

219

492

その他

98

1

2

0

0

1

4

広領域

99

192

12

17

3

398

622

24

3

0

0

28

55

無回答

収 録 デ ー タ の 地 域
全体合計

実回答数

無 回 答
日本

外国

日本・外国

回答数

その他

（件数）

1,753

644

100

63

37

909

1,753

（％）

100.0

36.7

5.7

3.6

2.1

51.9

100.0

p

－ 21 －

表３－１－５ 分野別・収録データの期間別データベース件数
分

収 録 開 始 時 期

野

無回答

延べ
回答数

部

分 科
コード

1900年
以前

1900～
1950

1951～
1970

1971～
1980

1981～
1990

1991～
2000

2001年
以降

文 学

21～24

92

26

23

7

24

58

13

204

447

法 学

25～26

11

9

15

1

9

15

6

66

132

経済学

27～29

12

13

17

2

12

19

4

71

150

理 学

30～36

21

19

49

26

45

89

18

113

380

工 学

40～48

10

11

28

16

24

65

14

72

240

農 学

50～57

14

12

21

15

18

40

7

54

181

医 学

60～69

9

9

13

18

24

63

9

71

216

複合領域

71～89

26

25

48

27

61

119

30

156

492

その他

98

2

0

0

0

0

0

0

2

4

広領域

99

30

15

36

17

59

80

25

360

622

3

0

7

6

4

3

1

31

55

無回答

（横計）

収 録 開 始 時 期
全体合計

実回答数

回答数

1900年
以前

1900～
1950

1951～
1970

1971～
1980

1981～
1990

1991～
2000

2001年
以降

無回答
（横計）

（件数）

1,753

136

73

137

78

163

309

68

789

1,753

（％）

100.0

7.8

4.2

7.8

4.4

9.3

17.6

3.9

45.0

100.0

－ 22 －

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、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高く、特に広領域の分野では、機関・組織の割合が８７％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分野別にみていくと、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６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。

－ 23 －

表３－２－１
分

野

分野別・作成者別データベース件数

デ ー タ ベ ー ス 作 成 者 の 種 別
延べ回答数
ｸﾞﾙｰﾌﾟ・
研究会等

無 回 答

部

分 科
コード

文 学

21～24

35

61

278

25

48

447

法 学

25～26

8

7

101

6

10

132

経済学

27～29

4

9

118

10

9

150

理 学

30～36

35

76

232

18

19

380

工 学

40～48

12

36

169

17

6

240

農 学

50～57

10

37

121

5

8

181

医 学

60～69

13

38

143

20

2

216

複合領域

71～89

38

79

335

24

16

492

その他

98

0

1

2

0

1

4

広領域

99

9

15

546

15

37

622

2

1

44

1

7

55

個人

無回答

機関・
組織

（横計）

その他

デ ー タ ベ ー ス 作 成 者 の 種 別
全体合計

実回答数

ｸﾞﾙｰﾌﾟ・
研究会等

個人

機関・
組織

回答数
無 回 答
（横計）

その他

（件数）

1,753

90

193

1,248

91

131

1,753

（％）

100.0

5.1

11.0

71.2

5.2

7.5

100.0

－ 24 －

表３－２－２
分

野

分野別・作成費の出所別データベース件数

デ ー タ ベ ー ス の 作 成 費 の 出 所
延べ回答数

部

分 科
コード

文 学

21～24

221

78

33

31

169

532

法 学

25～26

62

10

7

12

53

144

経済学

27～29

79

17

10

4

63

173

理 学

30～36

211

71

19

29

114

444

工 学

40～48

144

23

9

20

66

262

農 学

50～57

88

35

8

17

59

207

医 学

60～69

118

35

22

25

63

263

複合領域

71～89

280

75

34

43

142

574

その他

98

2

0

0

0

2

4

広領域

99

388

28

37

18

213

684

18

0

0

0

37

55

無回答

大学・機関
等 の 予 算

科 研 費

補助金等の
外 部 資 金

無 回 答
（横計）

その他

デ ー タ ベ ー ス の 作 成 費 の 出 所
全体合計

実回答数

大学・機関
等 の 予 算

科 研 費

補助金等の
外 部 資 金

延べ回答数
無 回 答
（横計）

その他

（件数）

1,753

933

196

104

110

645

1,988

（％）

100.0

53.2

11.2

5.9

6.3

36.8

113.4

－ 25 －

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 、「 大 学 Ｗ ｅ ｂ サ イ ト 資 源 検 索（ Ｊ ｕ Ｎ ｉ ｉ（ 大 学 情 報 メ タ デ ー タ・ポ ー タ ル ）
試 験 提 供 版 ）」 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 同 サ イ ト を 参 照
されたい。

目

次

１．文

学 ......................

２８

２．法

学 ......................

３９

学 ......................

４３

４．理

学 ......................

４７

５．工

学 ......................

５８

６．農

学 ......................

６５

７．医

学 ......................

７１

域 ......................

７７

３．経

８．複

済

合

領

９．そ

の

他 ......................

９１

10．広

領

域 ......................

９２

11．分 野 無 回 答 ...................... １０７

－ 27 －

－ 28 －

データベースの名称

亜細亜大学図書館所蔵図書資料目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ｱｼﾞｱ歴史文化ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ･ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
跡見学園女子大学図書館蔵書検索
有賀喜左衛門研究
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)
石川一郎文書目録

Modern Russian Literature
MS Bibliographical List of Novelists in English
MS Woolfian Machine-readable Bibliography
MS Woolfian Text Archive
NBU 総合図書館情報ｼｽﾃﾑ(Nippon Bunri University Information Control
Expert System)
Social Science Japan Data Archive
愛知教育大学生物教材文献検索ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ｱｲﾇ民族の文化ｰ土佐林ｺﾚｸｼｮﾝの世界一
青森明の星短期大学ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
浅田家文書目録

Collected Papers ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
Endangered Languages ｢危機言語｣のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
E-TOPIA : 教育系電子情報ﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ
Gadamer-Bibliographie
High-definition Image Database of Old Photographs of Japan
iDCLE 関連文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ILIS WAVE
Japanese Journal of Religious Studies
Japanese Old Photographs in Bakumatsu-Meiji Period
Linguistic Survey of India ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

Archaeologically Excavated Japanese Gardens
Archive for Religions in the Internet

(1)展示資料
(2)民俗･民族資料
(3)収蔵書籍資料
(4)新町北別館地点出土資料
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
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
19/20 世紀蔵書票ｺﾚｸｼｮﾝﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
2001 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
氏名

（大学・機関名等） 】

東京大学社会科学研究所附属日本社会研究情報ｾﾝﾀｰ 【 ( )】
愛知教育大学 理科教育講座 川上研究室 【 ( )】
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)】
青森明の星短期大学情報処理委員会 【坂本 明裕 (青森明の星短期大学情報処理委員会)】
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･経済学部図書館図書運用掛)】
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)】
跡見学園女子大学図書館 【 (跡見学園女子大学図書館)】
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)】
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 【 (東京大学大学院経済学研
究科･経済学部図書館図書運用掛)】

同志社大学歴史資料館 【鋤柄 俊夫 (同志社大学歴史資料館)】
同志社大学歴史資料館 【鋤柄 俊夫 (同志社大学歴史資料館)】
同志社大学歴史資料館 【鋤柄 俊夫 (同志社大学歴史資料館)】
同志社大学歴史資料館 【鋤柄 俊夫 (同志社大学歴史資料館)】
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)】
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)】
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 【高橋 安司 (京都工芸繊維大学附属図書館)】
心身障害学系(発行者:中村満紀男､作成者:小畑文也) 【発行者:中村満紀男､作成者:小畑文也 (筑波大学
心身障害学系)】
奈良文化財研究所 【小林謙一､森本晋 (奈良文化財研究所埋蔵文化財ｾﾝﾀｰ文化財情報研究室)】
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)】
九州大学附属図書館 【電子情報係 (九州大学附属図書館情報ｼｽﾃﾑ課)】
東洋言語研究室 【 ( )】
東京学芸大学附属図書館 【 ( )】
巻田悦郎 【巻田 悦郎 (東京理科大学 経営学部)】
Nagasaki University Library 【 ( )】
稲葉 晶子 【稲葉 晶子 (大阪大学 産業科学研究所)】
法政大学現代福祉学部資料室 【仲村 まり (法政大学多摩学務部現代福祉学部資料室)】
南山宗教文化研究所 【石田 久美子 (南山宗教文化研究所)】
Nagasaki University Library 【 ( )】
GICAS(ｱｼﾞｱ書字ｺｰﾊﾟｽに基づく文字情報学の創成)COE 拠点 【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)】
【 ( )】
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)】
坂本正雄 【坂本正雄 (和歌山大学教育学部)】
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

－ 29 －

学位論文一覧

外書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
開成石経字体ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
外像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
花押ｶｰﾄﾞﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(平安時代･鎌倉時代)

外国語教育実態調査ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
外国雑誌目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
外国政治･外交資料及び議会資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

沖縄国際大学図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
於竹大日如来縁起絵巻
小野秀雄ｺﾚｸｼｮﾝ･かわら版新聞錦絵ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
音楽学基礎文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
音響資料目録情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ｶﾞｰﾀﾞﾏｰ邦語二次文献
怪異･妖怪伝承ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

石川県白山自然保護ｾﾝﾀｰ研究報告総目次(仮称)
遺跡ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
伊波普猷文庫画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
今和次郎ｺﾚｸｼｮﾝﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
入来院家文書
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)
ｲﾝﾄﾞ学仏教学論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
売立目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
英国小説翻訳一覧
永青文庫｢細川家旧記･古文書分類目録正編｣
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
江戸後期史学関係総合ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
愛媛県立医療技術短期大学図書館 OPAC
演劇総合ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
大阪国際大学総合ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ 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
大阪商業大学商業史博物館ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
大阪成蹊大学現代経営情報学部研究紀要(仮称)
大阪千代田短期大学紀要目次ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
大谷女子大学･大谷女子短期大学図書館蔵書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
岡山藩人物情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ"諸職交替"
小川･浅井台湾資料
大阪商業大学商業史博物館 【池田 治司 (大阪商業大学商業史博物館)】
大阪成蹊大学現代経営情報学部 【加藤 秀雄 (大阪成蹊大学現代経営情報学部)】
大坂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)】
大谷女子大学･大谷女子短期大学図書館 【 (大谷女子大学･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)】
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)】
GICAS(ｱｼﾞｱ書字ｺｰﾊﾟｽに基づく文字情報学の創成)COE 拠点 【豊島 正之･三尾 裕子 (東京外国語大学
ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語文化研究所)】
沖縄国際大学図書館 【當銘 弘道 (沖縄国際大学図書館)】
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課 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】
東京大学社会情報研究所かわら版･新聞錦絵研究会 【吉見 俊哉 (東京大学 社会情報研究所)】
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)】
巻田 悦郎 【巻田 悦郎 (東京理科大学 経営学部)】
怪異伝承ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会(委員長･小松 和彦) 【情報管理施設 情報課ﾃﾞｰﾀ管理課 (国際日本文化研
究ｾﾝﾀｰ)】
東京学芸大学 国際教育ｾﾝﾀｰ 【高木 光太郎 (東京学芸大学国際教育ｾﾝﾀｰ)】
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)】
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)】
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)】
【豊島 正之 (東京外国語大学ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ研究所)】
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)】
｢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)】
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

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)】
奈良文化財研究所 【小林謙一､森本晋 (奈良文化財研究所 埋蔵文化財ｾﾝﾀｰ 文化財情報研究室)】
琉球大学 附属図書館 【情報管理課ｼｽﾃﾑ管理係 (琉球大学 附属図書館)】
工学院大学 図書館 【 (工学院大学図書館 図書館管理課)】
【 ( )】
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)】
日本印度学仏教学会 【主事:佐藤厚 (日本印度学仏教学会ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｾﾝﾀｰ)】
東京文化財研究所 情報調整室 【 (東京文化財研究所 情報調整室)】
大野 龍浩 【大野 龍浩 (熊本大学文学部)】
附属図書館 【 (熊本大学附属図書館情報管理課電子情報係)】
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 健康栄養情報･教育研究部)】
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)】
愛媛県立医療技術短期大学図書館 【水野千恵子 (愛媛県立医療技術短期大学図書館)】
早稲田大学演劇博物館 【鈴木 善夫 (早稲田大学演劇博物館)】
大阪国際大学総合ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ 【足立 恭和 (大阪国際大学総合ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ 守口図書館)】
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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論集ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

旧高旧領取調帳
紀要『現代社会文化研究』ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

九州大学大学院ｼｽﾃﾑ情報科学研究院における発表論文･講演題目

九州大学大学院ｼｽﾃﾑ情報科学研究院紀要ｱﾌﾞｽﾄﾗｸﾄ集

九州大学ｼｽﾃﾑ情報科学研究院研究内容紹介
九州大学大学院ｼｽﾃﾑ情報科学研究院 研究開発ｼｰｽﾞ集

貴重書画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
岐阜経済大学図書館蔵書ﾃﾞｰﾀ
岐阜大学学位論文･科研費報告書検索
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･九州女子短期大学附属図書館ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ管理ｼｽﾃﾑ

学習指導要領ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
学術研究論文一覧(仮称)
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)
学校における教育実践研究主題ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
学校に関する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
金沢大学所蔵古写本･版本ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
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
『鎌倉遺文』未収録文書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
川合文書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
川合文書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
館蔵資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
館蔵中世古文書
刊行物一覧ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
関西外国語大学紀要論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
関西外国語大学図書館ｵﾝﾗｲﾝ目録(仮称)
関東学院大学紀要等ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
漢訳ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ･瑜伽論 漢訳ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ･婆沙論梵蔵漢対校 Electric-TEXT 『大
乗阿毘達磨集論』､『大乗阿毘達磨雑集論』
ｷ ｰ ﾜ ｰ ﾄ ﾞ 式 建 築 設 計 研 究 情 報 検 索 ｼ ｽ ﾃ ﾑ keyword-system Architecture1
Design(and studies) Information Retrieva1 System
菊池文書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
菊池文書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
技術/文化の発達史年表
KWADIRS ｸﾞﾙｰﾌﾟ(ﾒﾝﾊﾞｰは､早稲田大学､慶応大学､武蔵工業大学､東京大学､九州芸術工科大学､九州大
学等入れ替わっている) 【湯本 長伯 (九州大学 ﾃﾞｻﾞｲﾝ総合部門)】
【 ( )】
富山大学 附属図書館 【 (富山大学 附属図書館情報ｻｰﾋﾞｽ課学術情報係)】
中村彰(秋田大学医学部 社会環境医学講座 医科学情報学分野) 【中村 彰 (秋田大学医学部医学科 社
会環境医学講座 医科学情報学分野)】
古典籍ﾃﾞｼﾞﾀﾙｱｰｶｲﾌﾞ研究ｾﾝﾀｰ 【閲覧係 貴重書担当 (龍谷大学 学術情報ｾﾝﾀｰ 大宮図書館課)】
岐阜経済大学図書館 【井上 邦江 (岐阜経済大学図書館)】
岐阜大学附属図書館 【目録情報係 (岐阜大学附属図書館情報管理課)】
九州看護福祉大学図書館 【寺井 直子 (九州看護福祉大学附属図書館)】
九州女子大学･九州女子短期大学附属図書館 【土井富美子 (九州女子大学･九州女子短期大学附属図書
館)】
興 雄司(九州大学ｼｽﾃﾑ情報科学研究院広報委員) 【 (九州大学ｼｽﾃﾑ情報科学研究院)】
興 雄司(九州大学ｼｽﾃﾑ情報)､九州大学大学院ｼｽﾃﾑ情報科学研究院 広報委員会 【 (九州大学大学院ｼｽﾃﾑ
情報科学研究院)】
興 雄司(ｼｽﾃﾑ情報科学研究院)､九州大学ｼｽﾃﾑ情報紀要編集委員会 【 (九州大学大学院ｼｽﾃﾑ情報科学研
究院)】
ｼｽﾃﾑ情報科学研究院 紀要編集委員会 【九州大学ｼｽﾃﾑ情報科学紀要編集委員会 (九州大学大学院ｼｽﾃﾑ
情報科学研究院電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ工学部内)】
塚本学 【歴史研究部 (国立歴史民俗博物館)】
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)】
【茂木 とし子 (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 【茂木 とし子 (共愛学園前橋国際大学図書館)】

科)】
学習指導要領ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会 【吉岡 亮衛 (国立教育政策研究所)】
千葉大学外国語ｾﾝﾀｰ 【橋本雄一 (千葉大学外国語ｾﾝﾀｰ)】
鹿児島工業高等専門学校 庶務課図書係 【壽福 千代子 (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 【河合渓 (鹿児島大学多島圏研究ｾﾝﾀｰ)】
国立教育政策研究所 【吉岡亮衛 (国立教育政策研究所 教育研究情報ｾﾝﾀｰ)】
国立教育政策研究所 【齋藤 道子 (国立教育政策研究所 教育研究情報ｾﾝﾀｰ)】
活水女子大学･短期大学 図書課 【 (図書課)】
金沢大学附属図書館所蔵古写本･版本ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会 【野村洋子 (金沢大学附属図書館)】
神奈川県立金沢文庫 【大内 順 (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 (宇部ﾌﾛﾝﾃｨｱ大学)】
鎌倉遺文研究会 【海老澤 衷 (早稲田大学文学部)】
【 ( )】
富山大学附属図書館 【 (富山大学 附属図書館情報ｻｰﾋﾞｽ課学術情報係)】
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 【歴史研究部 (国立歴史民俗博物館)】
新潟大学 大学教育開発研究ｾﾝﾀｰ 【津田 純子 (新潟大学 大学教育開発研究ｾﾝﾀｰ)】
関西外国語大学図書館学術情報ｾﾝﾀｰ 【三村 裕紀 (関西外国語大学図書館学術情報ｾﾝﾀｰ)】
関西外国語大学図書館学術情報ｾﾝﾀｰ 【目録係 (関西外国語大学図書館学術情報ｾﾝﾀｰ)】
関東学院大学 【小山信弥 (関東学院大学図書館)】
瑜伽行思想研究会 【早島 理 (滋賀医科大学 医学部 教授)】
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教材ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称) 心理学実験実習用教材
教職員研修講座ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
京都学園大学図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
京都大学総合博物館標本ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
京都大学附属図書館所蔵 近衛文庫目録
京都大学附属図書館所蔵蔵経書院本目録
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所蔵目録
近現代美術展覧会情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
近世大坂三郷･近郊古文書画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
近世儒学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
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
釧路工業高等専門学校 紀要論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
国別にみる児童文学
熊本学園大学 蔵書検索
熊本学園大学図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
熊本大学学位論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
熊本大学教育学部紀要. 自然科学
熊本大学教育学部紀要. 人文科学
熊本大学三十年史
倉敷市立短期大学研究情報(仮称)
ｸﾞﾘﾑ童話集第 2 版ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
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
慶應義塾図書館史
慶應義塾図書館所蔵ﾄﾞｲﾂ語雑誌(経済･社会･歴史)解題
研究業績ｼｽﾃﾑ
兼顕卿記

教科教育実践学関係資料(国語科)ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
教科書ｺﾚｸｼｮﾝ画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
教材ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

教育･教職関連新聞記事ひろい読み
教育学系博士･修士学位論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
教育学部 Web 内検索
教育系 Web ﾍﾟｰｼﾞ全文検索
教育研究所･教育ｾﾝﾀｰ刊行論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
教育研究論文索引
教育実践ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
教育資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
教育総合ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ : 東京学芸大学附属図書館作成ｵﾘｼﾞﾅﾙﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
教育用ｿﾌﾄｳｪｱ情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
教育用ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ素材(映像)資料集
教員養成ｶﾘｷｭﾗﾑ開発研究文献目録(仮称)

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)】
国立教育政策研究所 【吉岡亮衛 (国立教育政策研究所 教育研究情報ｾﾝﾀｰ)】
【 ( )】
【 (東京学芸大学附属図書館)】
国立教育政策研究所/全国教育研究所連盟 【吉岡亮衛 (国立教育政策研究所 教育研究情報ｾﾝﾀｰ)】
国立教育政策研究所 【吉岡 亮衛 (国立教育政策研究所 教育研究情報ｾﾝﾀｰ)】
教育実践ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 【大森直樹 (東京学芸大学附属教育実践総合ｾﾝﾀｰ)】
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)】
【 (東京学芸大学附属図書館)】
国立教育政策研究所 【吉岡亮衛 (国立教育政策研究所 教育研究情報ｾﾝﾀｰ)】
岐阜大学総合情報ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ情報ﾒﾃﾞｨｱ開発研究部門･ｶﾘｷｭﾗﾑ開発研究部門 【 ( )】
東京学芸大学教員養成ｶﾘｷｭﾗﾑ開発研究ｾﾝﾀｰ 【岩田 康之 (東京学芸大学 教員養成ｶﾘｷｭﾗﾑ開発研究ｾﾝﾀ
ｰ)】
鳴門教育大学付属図書館 【目録情報係 (鳴門教育大学附属図書館)】
教科書ｺﾚｸｼｮﾝ画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ化ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 【電子情報係 (広島大学附属図書館情報ｻｰﾋﾞｽ課)】
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 (岐阜大学総合情報ﾒﾃﾞｨｱｾ
ﾝﾀｰ情報ﾒﾃﾞｨｱ開発研究部門)】
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)】
国立教育政策研究所 【吉岡亮衛 (国立教育政策研究所 教育研究情報ｾﾝﾀｰ)】
京都学園大学図書館 【上田 準 (京都学園大学図書館)】
京都大学総合博物館 【角谷 岳彦 (京都大学総合博物館情報発信系)】
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)】
京都大学附属図書館 【 ( )】
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)】
東京文化財研究所 情報調整室 【 (東京文化財研究所 情報調整室)】
大阪市立大学学術情報総合ｾﾝﾀｰ 【 ( )】
土田健次郎 【土田健次郎 (早稲田大学文学部)】
国立歴史民俗博物館 【考古研究部 (国立歴史民俗博物館)】
国立歴史民俗博物館 【考古研究部 (国立歴史民俗博物館)】
釧路工業高等専門学校 庶務課 情報資料係 【西山 光幸 (釧路工業高等専門学校 庶務課 情報資料係)】
京都外国語大学付属図書館 【 (京都外国語大学附属図書館)】
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)】
熊本学園大学図書館 【目録係 (熊本学園大学図書館)】
熊本大学 【 (熊本大学附属図書館情報管理課電子情報係)】
熊本大学教育学部 【 (熊本大学附属図書館情報管理課電子情報係)】
熊本大学教育学部 【 (熊本大学附属図書館情報管理課電子情報係)】
熊本大学 【 (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)】
永田善久･福岡大学図書館 【樗木稔 (福岡大学図書館)】
群馬大学附属図書館 【高林 桂子 (群馬大学附属図書館)】
慶應義塾大学 【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)】
慶應義塾大学三田ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ 【事務長 加藤好郎 (慶應義塾大学三田ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ)】
矢野久･古賀理恵子･村田優美子 【矢野久 (慶應義塾大学)】
研究支援ｾﾝﾀｰ事務室 【柴田育雄 (南山大学研究支援ｾﾝﾀｰ事務室)】
水藤真 【歴史研究部 (国立歴史民俗博物館)】
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小松短期大学図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
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-)
在外日本美術ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
埼玉県立大学図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
相模女子大学附属図書館所蔵目録
左経記
雑誌特集索引《ｽﾎﾟｰﾂ･健康･教育》
札幌学院大学図書館蔵書目録
ｻﾝｽｸﾘｯﾄ仏教文学研究史ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
三省堂言語大辞典ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
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
下田歌子ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
(社)中国研究所ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
社会学文献情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
社会学文献情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
社会福祉文献情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(刊行物)
社会福祉文献情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(長尾文庫)
写真資料学術研究情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
宗教民俗学資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
就実大学･就実短期大学 図書館蔵書目録

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

古写真ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
古写真ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
古代地方官衙･居宅･寺院関係遺跡文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

現代に生きる四国遍路道
高校入試問題ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
高知高専蔵書検索ｼｽﾃﾑ
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集
甲南女子大学目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
神戸松蔭女子学院大学図書館 OPAC
高野山大学所蔵図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
古記録ﾌﾙﾃｷｽﾄﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(Broad Band@SHIPS)
『国語学』ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
国内言語学関連研究機関 WWW ﾍﾟｰｼﾞﾘｽﾄ
国内人文系研究機関 WWW ﾍﾟｰｼﾞﾘｽﾄ
国文学研究画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
国文学論文目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
国立民族学博物館国内資料調査委員調査報告集
国立民族学博物館所蔵図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
国労関係資料目録

道空間研究所(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所)】
国立教育政策研究所 【坂谷内勝 (国立教育政策研究所 教育研究情報ｾﾝﾀｰ)】
高知工業高等専門学校図書館 【浜田 規子 (庶務課図書係 高知工業高等専門学校)】
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 【大場 淳 (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及びﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ 【 (甲南女子大学図書館)】
神戸松蔭女子学院大学図書館 【福田由紀子 (神戸松蔭女子学院大学図書館)】
高野山大学図書館 【浦 芳誠 (高野山大学図書館)】
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)】
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)】
後藤斉 【後藤斉 (東北大学大学院文学研究科)】
後藤斉 【後藤斉 (東北大学大学院文学研究科)】
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 【情報分析室 (国文学研究資料館研究情報部)】
国立民族学博物館 【大矢 修 (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 【田中 稔美 (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)】
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 【 (東京大学大学院経済学研
究科･経済学部図書館図書運用掛)】
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)】
奈良文化財研究所 埋蔵文化財ｾﾝﾀｰ遺跡調査技術研究室 【小林謙一､森本晋 (奈良文化財研究所 埋蔵
文化財ｾﾝﾀｰ 文化財情報研究室)】
京都外国語大学付属図書館 【 (京都外国語大学付属図書館)】
佐々木宏子･鳴門教育大学附属図書館 児童図書室制作 【佐々木宏子 (鳴門教育大学学校教育学部幼年
発達支援講座)】
小松短期大学図書館 【杉本 三津江 (小松短期大学図書館)】
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 【渡邉正男 (東京大学史料編纂所)】
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)】
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 【歴史研究部 (国立歴史民俗博物館)】
順天堂大学図書館分館雑誌係 【岡崎 源一郎 (順天堂大学図書館分館)】
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)】
岡野 潔 【岡野 潔 (九州大学人文科学 研究院(ｲﾝﾄﾞ哲学史))】
東京外国語大学ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語文化研究所 【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)】
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 【石元 泉 (梅花女子大学･梅花短期大学 図書館)】
実践女子大学図書館 【上原 信幸 (実践女子大学図書館)】
(社)中国研究所 【 ((社)中国研究所)】
日本社会学会ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ委員会 【田中 重人 (東北大学文学部 日本語教育学研究室)】
日本社会学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ委員会 【佐藤 裕 (富山大学人文学部)】
社会福祉文献情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会 【中山 徹 (大阪府立大学社会福祉学部)】
社会福祉文献情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会 【中山 徹 (大阪府立大学社会福祉学部)】
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)】
田島照久 【田島照久 (早稲田大学文学部)】
就実大学･就実短期大学 図書館 【角房 洋子 (就実大学図書館)】
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世界を感動させた作家たち
戦後日本政治外交ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
前方後円墳ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
創価大学講義要項
蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
双方向型錦絵 DB
園田学園女子大学図書館ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
大学･教育学部ｳｪﾌﾞｻｲﾄﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
大正新脩大藏經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
大東文化大学図書館目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
大日本史料索引(史料編纂所歴史情報処理ｼｽﾃﾑ-SHIPS-)

神国日本画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
人文学部紀要･政経学会雑誌目次一覧
人文学部卒業論文要旨ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
人類学的資料ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
『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)
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
政策研究大学院大学附属図書館蔵書検索ｼｽﾃﾑ
青少年問題に関する文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
生と死のﾃﾞｰﾀべ-ｽ
西洋古代･中世哲学ﾃｷｽﾄ･ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

上智短期大学紀要ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
上武大学附属図書館 OPAC 資料検索
情報学研究(英文版 Johogaku Kunkyu:Summaries of Research Activities)
所蔵資料一覧ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
所蔵史料目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
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
所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ｼﾞｮﾝ･ｸﾞｯﾄﾞｳｨﾝおよび関連文献目録
史料編纂所所蔵肖像画模本ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

自由民権運動研究文献目録
｢宗門改帳(しゅうもんあらためちょう)｣古文書画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ及び｢過去帳(か
こちょう)｣ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
淑徳大学千葉図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
荘園関係文献目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
生涯学習情報ｻｰﾋﾞｽ･ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
城館城下発掘ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
肖像情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
淑徳大学附属図書館千葉図書館 【閲覧係ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ担当 (淑徳大学附属図書館千葉図書館)】
国立歴史民俗博物館 【歴史研究部 (国立歴史民俗博物館歴史研究部)】
宮崎女子短期大学 生涯学習推進委員会 【日高英幸 (宮崎女子短期大学)】
国立歴史民俗博物館 考古研究部 【考古研究部 (国立歴史民俗博物館)】
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)】
上智短期大学教授会 【土持和久 (上智短期大学)】
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)】
京都大学大学院情報学研究科 【駒谷 和範 (京都大学大学院情報学研究科 知能情報学専攻)】
新潟大学 大学教育開発研究ｾﾝﾀｰ 【津田 純子 (新潟大学 大学教育開発研究ｾﾝﾀｰ)】
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)】
奈良文化財研究所 【小林謙一､森本晋 (奈良文化財研究所埋蔵文化財ｾﾝﾀｰ文化財情報研究室)】
県立長崎ｼｰﾎﾞﾙﾄ大学附属図書館 【寺島淑恵 (県立長崎ｼｰﾎﾞﾙﾄ大学)】
山田 園子 【山田園子 (広島大学法学部)】
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)】
【 ( )】
茨城大学 人文学部 人文図書室 【松澤志津代 (茨城大学人文学部人文図書館)】
神戸学院大学人文学部 【片村 正直 (神戸学院大学 情報処理ｾﾝﾀｰ)】
神戸学院大学 人文学部 【片村 正直 (神戸学院大学 情報処理ｾﾝﾀｰ)】
宇部短期大学言語文化学科学生 【前田 桂子 (宇部ﾌﾛﾝﾃｨｱ大学)】
一色 将行 【一色 将行 (鈴鹿国際大学)】
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 (東京大学史料編纂所)】
政策研究大学院大学附属図書館 【渡辺 由紀 (政策研究大学院大学 学術課情報ｻｰﾋﾞｽ係)】
青少年文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会 【西村 美東士 (徳島大学大学開放実践ｾﾝﾀｰ)】
山梨大学附属図書館医学分館 【医学情報管理係 (山梨大学附属図書館医学分館)】
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)】
京都外国語大学付属図書館 【 (京都外国語大学附属図書館)】
【 ( )】
総合情報学部 小沢一雅 【小沢一雅 (大阪電気通信大学総合情報学部)】
創価大学総合情報ｾﾝﾀｰ 【福島高善 (総合情報ｾﾝﾀｰ)】
労働政策研究･研修機構 広報部 【広報部広報企画課 (労働政策研究･研修機構)】
昭和女子大学図書館 【柳 秀子 (昭和女子大学図書館)】
錦絵 DB ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【鶴田 啓 (東京大学史料編纂所)】
園田学園女子大学図書館 【吉田 淳 (園田学園女子大学図書館)】
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)】
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 【鈴木 正子 (大正大学附属図書館)】
大東文化大学図書館 【藤井 英明 (大東文化大学図書館)】
東京大学史料編纂所 【厚谷 和雄 (東京大学史料編纂所)】

国立歴史民俗博物館 【歴史研究部 (国立歴史民俗博物館)】
江戸時代における人口分析ｼｽﾃﾑ構築委員会 【川口 洋 (帝塚山大学経営情報学部)】
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電子版霞亭文庫
電子版貴重書ｺﾚｸｼｮﾝ
電子版自然真営道
電子版東京大学総合図書館漢籍目録

帝塚山大学図書館･蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
電子化ﾃｷｽﾄﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
電子図書館ｼｽﾃﾑﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ ﾉｰﾍﾞﾙ文学賞
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ,ﾌﾘｰﾄﾞﾘｯﾋ･ﾌﾚｰﾍﾞﾙ
ﾃﾞｼﾞﾀﾙｼﾞｬｰﾅﾙ

ちりめんﾍﾟｰｼﾞ
筑波技術短期大学 障害者支援学術情報ｼｽﾃﾑ
土屋家旧蔵文書目録

調査研究成果ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

大日本史料総合ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
高岡高等商業学校関係逐次刊行物記事索引
高岡高商蔵書(洋書)目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
高岡高商蔵書(和書)目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
高橋文太郎研究
竹取物語機械可読ﾃｷｽﾄ
谷村文庫書名一覧
地域情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
逐次刊行物目録
地中海建築都市文献情報検索ｼｽﾃﾑ
千葉工業大学附属図書館資料所蔵ﾃﾞｰﾀ(仮称)
千葉大学ｲﾝﾊｳｽ情報提供ｼｽﾃﾑ(学内ｻｲﾄ検索)
千葉大学研究者 Database 検索ｼｽﾃﾑ
千葉大学ﾍｰｹﾞﾙ･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)
中京学院大学図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
中国絵画所在情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
中国絵画所在情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
中国近現代文学関係雑誌記事ﾃﾞｰﾀｰﾍﾞｰｽ
中国近現代文学関係雑誌記事ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
中国近現代文学関係雑誌記事ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
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)
中世記録人名索引(史料編纂所歴史情報処理ｼｽﾃﾑｰ SHIPS-)
中部 6 県域における海溝型地震による震度･液状化危険度情報
長期経済統計ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

東京大学史料編纂所 【近藤成一 (東京大学史料編纂所)】
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)】
富山大学経済学部資料室 【谷川 裕子 (富山大学経済学部資料室)】
武笠俊一 【武笠 俊一 (三重大学人文科学)】
近藤 泰弘 【近藤 泰弘 (青山学院大学 文学部)】
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)】
岐阜女子大学ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾐｭｰｼﾞｱﾑ 【後藤忠彦 (岐阜女子大学 文化情報研究ｾﾝﾀｰ)】
佛教大学図書館浄土宗文献室 【藤堂 祐亨 (佛教大学図書館浄土宗文献室)】
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)】
千葉工業大学附属図書館 【 (千葉工業大学附属図書館)】
【 ( )】
【 ( )】
千葉大学･加藤尚武(現取鳥環境大学学長) 【石川 伊織 (県立新潟女子短期大学)】
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)】
中京学院大学図書館 【 ( )】
東京大学 東洋文化研究所附属 東洋学研究情報ｾﾝﾀｰ 【板倉 聖哲 (東洋文化研究所)】
東京大学東洋文化研究所附属東洋学研究情報ｾﾝﾀｰ 【板倉聖哲 (東洋文化研究所)】
中国近現代文学関係雑誌記事 DB 作成 WG 代表者:尾崎文昭 【尾崎文昭 (東京大学 東洋文化研究所)】
中国近現代文学関係雑誌記事 DB 作成 WG 尾崎文昭 【 ( )】
中国近現代文学関係雑誌記事 DB 作成 WG(代表者:尾崎文昭) 【尾崎 文昭 (東京大学 東洋文化研究所)】
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)】
東京大学史料編纂所 【榎原雅治 (東京大学史料編纂所)】
岐阜大学流域圏科学研究ｾﾝﾀｰ 【 (岐阜大学流域圏科学研究ｾﾝﾀｰ)】
一橋大学経済研究所附属社会科学統計情報研究ｾﾝﾀｰ 【 (一橋大学経済研究所附属社会科学統計情報研
究ｾﾝﾀｰ)】
独立行政法人 労働政策研究･研修機構 調査部資料ｾﾝﾀｰ 【広報部資料ｾﾝﾀｰ (独立行政法人労働政策研
究･研修機構)】
【 ( )】
筑波技術短期大学 学術国際交流委員会 【三浦 千代 (筑波技術短期大学)】
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 【 (東京大学大学院経済学研
究科･経済学部図書館図書運用掛)】
京都外国語大学付属図書館 【 (京都外国語大学附属図書館)】
荘司泰弘 【荘司泰弘 (山口大学教育学部)】
東海大学福岡短期大学 ﾒﾃﾞｨｱ情報学習支援ｾﾝﾀｰ 【久田 秀子 (東海大学福岡短期大学 ﾒﾃﾞｨｱ情報支援
ｾﾝﾀｰ)】
帝塚山大学図書館 【情報ｻｰﾋﾞｽ係 (帝塚山大学図書館本館)】
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)】
学習院大学図書館､学習院大学東洋文化研究所､学習院大学史料館 【情報ｼｽﾃﾑ管理担当 (学習院大学図
書館)】
【 ( )】
【 ( )】
【 ( )】
【 ( )】
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土偶ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
徳島県文化･学習情報ｼｽﾃﾑ文書館ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
特殊教育研究施設 研究報告ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
図書館所蔵目録
図書雑誌所蔵情報
図書･雑誌所蔵目録(OPAC)
図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 共栄大学･共栄学園短期大学図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
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
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
中尾佐助ｽﾗｲﾄﾞﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
中川家文書

東京大学史料編纂所ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
東京大学総合研究博物館ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
東京大学東洋文化研究所所蔵漢籍目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
統計数理･彙報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
陶磁器出土遺跡
同志社大学学術資料電子化公開ｼｽﾃﾑ
同志社大学総合情報ｾﾝﾀｰ ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ｱｰｶｲﾌﾞ
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
道都大学図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
東北大学所蔵資料標本ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(Tohoku University Museum Collection
Database)
東洋学文献類目ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

東京大学経済学部所蔵特別資料濱田徳海資料目録

伝統芸能関係図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
天文日記
道歌集ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
当館所蔵の蔵書目録(仮称)
東京学芸大学音楽教育学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
東京家政学院大学蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
東京家政大学図書館蔵書検索ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
(東京芸術大学音楽学部)音楽研究ｾﾝﾀｰ資料案内
東京芸術大学音楽学部楽理科 卒業論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
東京芸術大学音楽学部楽理科専攻科修了論文･大学院音楽研究科音楽学専攻
修士論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
東京国立近代美術館所蔵作品ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
東京国立近代美術館所蔵図書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
東京女子大学図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
東京大学学位論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
東京大学学誌財ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾍﾞｰｽ
東京大学経済学部所蔵特別資料戦時海運関係資料目録

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)】
｢土偶とその情報｣研究会 【考古研究部 (国立歴史民俗博物館)】
徳島県立文書館 【情報ｼｽﾃﾑ担当 (徳島県立 21 世紀館)】
東京学芸大学 特殊教育研究施設 【林 安紀子 (東京学芸大学 特殊教育研究施設)】
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 【長谷川 豊祐 (鶴見大学図書館)】
国文学研究資料館 【情報管理係 (国文学研究資料館)】
共栄大学･共栄学園短期大学図書館 【 (共栄大学･共栄学園短期大学図書館)】
【 ( )】
富山大学 附属図書館 【 (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 【宇野 勝治 (豊田工業高等専門学校庶務課)】
大阪府立大学総合情報ｾﾝﾀｰ 【学術情報ｸﾞﾙｰﾌﾟ学術情報担当 (大阪府立大学総合情報ｾﾝﾀｰ)】
【 ( )】

東京国立近代美術館 企画課情報･資料係 【水谷 長志 (東京国立近代美術館 企画課情報･資料係)】
東京国立近代美術館 企画課情報･資料係 【水谷長志 (東京国立近代美術館)】
東京女子大学図書館 【平塚寿行 (東京女子大学図書館)】
【 ( )】
東京大学総合研究博物館 【藤尾 直史 (東京大学総合研究博物館小石川分館)】
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 【 (東京大学大学院経済学研
究科･経済学部図書館図書運用掛)】
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 【 (東京大学大学院経済学研
究科･経済学部図書館図書運用掛)】
【 ( )】
東京大学総合研究博物館 【鵜坂 智則 (東京大学総合研究博物館)】
【 ( )】
統計数理研究所 技術課技術第四係 【技術課技術第四係 (統計数理研究所)】
小野正敏 【考古研究部 (国立歴史民俗博物館)】
同志社大学総合情報ｾﾝﾀｰ 【上田 裕保 (同志社大学 総合情報ｾﾝﾀｰ)】
同志社大学総合情報ｾﾝﾀｰ 情報ｻｰﾋﾞｽ課 【上田裕保 (同志社大学総合情報ｾﾝﾀｰ)】
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)】
国立歴史民俗博物館 【情報資料研究部 (国立歴史民俗博物館)】
道都大学附属図書情報館(札幌ｷｬﾝﾊﾟｽ) 【藤田 仁志 (道都大学附属図書情報館(札幌ｷｬﾝﾊﾟｽ))】
東北大学所蔵資料標本ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会 【佐々木 理 (東北大学総合学術博物館)】

東京文化財研究所 情報調整室 【 (東京文化財研究所 情報調整室)】
水藤真 【歴史研究部 (国立歴史民俗博物館)】
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)】
福岡県立大学附属図書館 【中村憲治 (福岡県立大学)】
筒石 賢昭 【筒石 賢昭 (東京学芸大学音楽学科)】
東京家政学院大学附属図書館 【野口 豊隆 (東京家政学院大学附属図書館)】
東京家政大学図書館 【 (東京家政大学図書館)】
(東京芸術大学音楽学部)音楽研究ｾﾝﾀｰ 【関根 和江 (東京芸術大学音楽研究ｾﾝﾀｰ)】
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)】
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美術関係和漢書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
一橋大学附属図書館所蔵資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
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教育実践資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
広岡ｷﾐヱ文庫目録
広島外国語研究､視聴覚教育研究､ｵﾝﾗｲﾝ語学学習

西村文庫目録
日文研ﾌｫｰﾗﾑﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
日本現存朝鮮古書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
日本語指示詞研究文献一覧
日本語で書かれた医療人類学関連文献
日本古典演劇･近世文献目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
日本古典文学本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)
日本中世古文書ﾌﾙﾃｷｽﾄﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
日本におけるﾌﾗﾝｽ 16 世紀研究
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
日本民俗学文献目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ﾊﾟｰﾘ語韻文ｼｿｰﾗｽ
俳諧関係資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
白梅学園短期大学図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
幕末･明治期古写真超高精細画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
幕末･明治期日本古写真ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
芭蕉紀行文文字ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
発掘庭園ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
比較･国際教育情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

錦絵観音霊験記の世界

仲宗根政善言語資料画像情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
仲宗根政善言語史料画像情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
奈良教育大学附属図書館所蔵ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
奈良女子大学画像原文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
奈良文化財研究所所蔵図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
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
新島遺品庫公開ｼｽﾃﾑ

琉球大学附属図書館 【情報管理課ｼｽﾃﾑ管理係 (琉球大学附属図書館)】
琉球大学附属図書館 【情報管理課ｼｽﾃﾑ管理係 (琉球大学附属図書館)】
奈良教育大学付属図書館 【山中 節子 (奈良教育大学付属図書館)】
奈良女子大学附属図書館 【渡 勝弥 (奈良女子大学附属図書館)】
【 ( )】
南山大学図書館 【栗山 義久 (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 【高島 学 (新潟大学附属図書館)】
同志社大学人文科学研究所同志社社史資料室 【深川 晃而 (同志社大学人文科学研究所 同志社社史資
料室)】
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｣ 【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)】
九州大学大学院人文科学研究院 地理学研究室 【 (九州大学大学院人文科学研究院 地理学研究室)】
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)】
藤本幸夫 【藤本幸夫 (富山大学人文学部)】
金水 敏 【金水 敏 (大阪大学大学院文学研究科)】
池田 光穂 【池田 光穂 (熊本大学文学部)】
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 【本文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ窓口 (国文学研究資料館､研究情報部)】
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 (東京大学史料編纂所)】
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)】
国立歴史民俗博物館 【歴史研究部 (国立歴史民俗博物館)】
日本赤十字武蔵野短期大学図書館 【高橋 あき子 (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 【経済学部図書館課長 金井 保則 (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)】
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 【久留島 典子 (東京大学史料編纂所)】
広島大学総合科学部 平手友彦 【平手友彦 (広島大学総合科学部)】
日本認知科学会 【松井 孝雄 (新潟国際情報大学)】
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)】
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)】
橋本 哲夫 【橋本 哲夫 (種智院大学)】
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)】
白梅学園短期大学図書館 【 (白梅学園短期大学図書館)】
【 ( )】
【 ( )】
三重大学近世文化研究会 【浜 森太郎(人文学部) (三重大学)】
奈良文化財研究所 【小林謙一､森本晋 (奈良文化財研究所埋蔵文化財ｾﾝﾀｰ文化財情報研究室)】
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)】
東京文化財研究所 情報調整室 【 (東京文化財研究所 情報調整室)】
一橋大学附属図書館 【 (一橋大学附属図書館 情報管理課情報ｼｽﾃﾑ係)】
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 【藤原 克彦 (兵庫教育大学附属図書館)】
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)】
広島大学情報ﾒﾃﾞｨｱ教育研究ｾﾝﾀｰ外国語教育研究系(ﾒﾃﾞｨｱｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ系) 【村上 久恵 (広島大学情報ﾒﾃﾞ
ｨｱ教育研究ｾﾝﾀｰ外国語教育研究系(ﾒﾃﾞｨｱｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ系))】
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棟札ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
毛利ﾌｰﾌｪﾗﾝﾄｺﾚｸｼｮﾝﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
目録情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
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
木簡ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
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
薬師寺典籍文書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
山形大学所蔵｢高橋文庫｣目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
山口県文書館各種ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

藤女子大学図書館ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
仏教東漸~大谷探検隊収集資料
仏教文化研究所調査寺院収蔵資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
仏典ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
古鏡の世界一會津八一ｺﾚｸｼｮﾝ銅鏡ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
文学部論叢
文化財科学関係文献目録
文化女子大学図書館(文化学園図書館)貴重書画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ﾍﾙﾝ文庫｢和装本画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ｣
編年史料綱文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(Broad Band@SHIPS)
報告書抄録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
法政大学大原社会問題研究所 電子図書館･資料館
北海道大学学位論文目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
北海道大学附属図書館北方資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ﾏｲｸﾛ資料･和古書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
真継家文書
万葉集校本ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
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)
三康図書館蔵書目録 教育書編 書名索引
三康図書館蔵書目録 伝記書編 書名索引
三康図書館蔵書目録 民俗学書編 書名索引
三康図書館蔵書目録 歴史書編 書名索引
南ｱｼﾞｱ文献検索ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
宮崎学園図書館所蔵資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
宮沢賢治研究文献目録
宮良家文書画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
民俗誌
民族薬物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

広島女学院大学図書館蔵書目録
服装･身装文化(ｺｽﾁｭｰﾑ)ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

広島女学院大学図書館 【高尾 洋子 (広島女学院大学図書館)】
MCD ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ-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)藤井龍彦(国立民族学博物館)中川隆(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(愛知新城大谷短期大学) 【久保 正
敏 (国立民族学博物館 博物館民族学研究部)】
藤女子大学図書館 【図書課長 (藤女子大学図書館)】
古典籍ﾃﾞｼﾞﾀﾙｱｰｶｲﾌﾞ研究ｾﾝﾀｰ 【閲覧係 貴重書担当 (龍谷大学 学術情報ｾﾝﾀｰ 大宮図書館課)】
仏教文化研究所 【渡辺 信和 (同朋大学仏教文化研究所)】
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)】
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)】
熊本大学文学会 【 (熊本大学附属図書館 情報管理課電子情報係)】
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)】
富山大学附属図書館 【 (富山大学附属図書館情報ｻｰﾋﾞｽ課学術情報係)】
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 【宮崎勝美 (東京大学史料編纂所)】
奈良文化財研究所 【小林謙一､森本晋 (奈良文化財研究所埋蔵文化財ｾﾝﾀｰ文化財情報研究室)】
法政大学大原社会問題研究所 【鈴木 玲 (法政大学大原社会問題研究所)】
【金子 敏 (北海道大学附属図書館情報ｼｽﾃﾑ課)】
【 ( )】
国文学研究資料館 【参考普及係 (国文学研究資料館)】
名古屋大学文学部文学研究科日本史学研究室 【 ( )】
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,中田充,葛崎偉 【吉村 誠 (山口大学教育学部)】
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)】
三康図書館 【志多伯峰子 (財団法人 三康文化研究所附属三康図書館)】
三康図書館 【志多伯峰子 ((財)三康文化研究所附属三康図書館)】
三康図書館 【志多伯峰子 ((財)三康文化研究所附属三康図書館)】
三康図書館 【志多伯峰子 ((財)三康文化研究所附属三康図書館)】
【 ( )】
宮崎国際大学､宮崎女子短期大学 【小橋智子 (宮崎学園図書館)】
信時 哲郎 【信時 哲郎 (神戸山手大学)】
琉球大学附属図書館 【情報管理課ｼｽﾃﾑ管理係 (琉球大学附属図書館)】
上野和男 【民俗研究部 (国立歴史民俗博物館)】
富山医科薬科大学 和漢薬研究所 民族薬物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会 【小松 かつ子 (富山医科薬科大学 和
漢薬研究所 附属薬効解析ｾﾝﾀｰ)】
国立歴史民俗博物館 歴史研究部 【管理部資料課情報処理係 (国立歴史民俗博物館)】
名古屋大学博物館 【西川 輝昭 (名古屋大学博物館)】
【 (姫路工業大学 附属図書館)】
神戸学院大学図書館 【片山正博 (神戸学院大学図書館)】
東京学芸大学附属図書館 【 (東京学芸大学附属図書館)】
奈良文化財研究所 【小林謙一､森本晋 (奈良文化財研究所埋蔵文化財ｾﾝﾀｰ文化財情報研究室)】
森戸文庫ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【電子情報係 (広島大学附属図書館情報ｻｰﾋﾞｽ課)】
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)】
奈良文化財研究所 【小林謙一､森本晋 (奈良文化財研究所埋蔵文化財ｾﾝﾀｰ文化財情報研究室)】
山形大学附属図書館 【平賀 陽子 (山形大学附属図書館)】
【 (山口県文書館)】
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早稲田大学図書館蔵中国刊行ﾓﾝｺﾞﾙ文文献目録
早稲田大学文学部長江流域調査隊
稚内北星学園大学紀要

早稲田大学蔵古典籍目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(｢倭名類聚鈔｣)

歴史気候ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
歴史的空間情報
歴博図書目録
労働問題文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ﾛｼｱ政治家ｴﾘｰﾄ Who's Who
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
和漢古典籍目録検索ｼｽﾃﾑ
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
和雑誌目録(仮称)
早稲田大学會津ｺﾚｸｼｮﾝ
早稲田大学會津八一ｺﾚｸｼｮﾝ明器ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
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
早稲田大学加藤諄手拓収集 日本金石拓本ｺﾚｸｼｮﾝ
早稲田大学教育総合研究所
早稲田大学所蔵近代美術ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
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｣)

山梨県立看護大学図書館所蔵資料検索ｼｽﾃﾑ
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
山梨大学科学研究費補助金研究成果報告書所蔵ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
弥生石器遺跡ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
｢横須賀市自然･人文博物館刊行物｣目次一覧ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
横浜国立大学附属図書館画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
ﾗﾌｶﾃﾞｨｵ･ﾊｰﾝ ｺﾚｸｼｮﾝﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
理科教材ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
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
琉球語音声ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
龍谷大学古典籍情報ｼｽﾃﾑ
龍谷大学蔵書検索ｼｽﾃﾑ
歴史絵引ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

山梨県立看護大学･山梨県立養護大学短期大学部 【土橋 みえ (山梨県立看護大学図書館)】
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)】
山梨大学附属図書館 【城倉眞一 (山梨大学附属図書館)】
国立歴史民俗博物館 【考古研究部 (国立歴史民俗博物館)】
横須賀市自然･人文博物館 HP 監修担当者 【林公義 (横須賀市自然･人文博物館)】
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)】
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 (宇部ﾌﾛﾝﾃｨｱ大学)】
京都外国語大学付属図書館 【 (京都外国語大学付属図書館)】
岐阜大学教育学部理科教育講座(地学) 【川上紳一 (岐阜大学教育学部)】
図書館(香川校) 【湯浅 大二郎 (徳島文理大学香川校図書館)】
立正大学図書館 【鳥場 世浩 (立正大学大崎図書館)】
琉球大学 【情報管理課ｼｽﾃﾑ管理係 (琉球大学附属図書館)】
古典籍ﾃﾞｼﾞﾀﾙｱｰｶｲﾌﾞ研究ｾﾝﾀｰ 【閲覧係 古典籍調査室 (龍谷大学 学術情報ｾﾝﾀｰ 大宮図書館課)】
龍谷大学学術情報ｾﾝﾀｰ 【ｼｽﾃﾑ担当 (龍谷大学 学術情報ｾﾝﾀｰ 深草図書館課)】
東京大学史料編纂所附属 画像史料解析ｾﾝﾀｰ 【黒田 日出男 (東京大学史料編纂所 附属画像史料解析
ｾﾝﾀｰ)】
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 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)】
国立歴史民俗博物館 【資料課図書係 (国立歴史民俗博物館)】
法政大学大原社会問題研究所 【若杉 隆志 (法政大学大原社会問題研究所)】
【 ( )】
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)】
龍谷大学 大宮図書館課 【閲覧係 貴重書担当 (龍谷大学 学術情報ｾﾝﾀｰ 大宮図書館課)】
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)】
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)】
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)】
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)】
早稲田大学會津八一記念博物館 【 (早稲田大学 會津八一記念博物館)】
早稲田大学教育総合研究所 【岡根 由美子 (早稲田大学教育総合研究所)】
早稲田大学會津八一記念博物館 【 (早稲大学會津八一記念博物館)】
早稲田大学 【岡内三眞 (早稲田大学文学部)】
ｱｼﾞｱ歴史文化研究所 【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)】
早稲田大学ﾓﾝｺﾞﾙ研究所 【吉田 順一 (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)】
稚内北星学園大学紀要編集委員会 【鏡山樹 (稚内北星学園大学図書館)】
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データベースの名称

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)

学習指導要領ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
核融合科学研究所行政文書ﾌｧｲﾙ管理ｼｽﾃﾑ
関東学院大学紀要等ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
岐阜経済大学図書館蔵書ﾃﾞｰﾀ
紀要『現代社会文化研究』ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

学位論文一覧

外地関係統計資料目録

岩手大学蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
江戸後期史学関係総合ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
大来佐武郎著作物
大阪成蹊大学現代経営情報学部研究紀要(仮称)
大坂町触ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ全文検索ｼｽﾃﾑ
小笠原諸島に関する人文･社会科学関係文献目録
沖縄国際大学図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ｶﾞｰﾀﾞﾏｰ邦語二次文献
外国雑誌目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
外国政治･外交資料及び議会資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

愛知学泉大学･愛知学泉短期大学図書館所蔵資料 D.B.
朝日大学図書館 OPAC
ｱｼﾞｱ経済研究所図書館･蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ｱｼﾞｱ経済研究所図書館所蔵雑誌記事索引ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
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

KOUBO
NBU 総合図書館情報ｼｽﾃﾑ(Nippon Bunri University Information Control
Expert System)
NEWHEPTH
SEMINAR
VISITOR
WAKATE

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
CISG-Japan Database
CONF
HEP

２．法学
氏名

（大学・機関名等） 】

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)】
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)】
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)】
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)】
愛知学泉大学･愛知学泉短期大学図書館員 【丹羽 直美 (愛知学泉大学豊田図書館)】
朝日大学図書館 【原田 輝男(図書館長) (朝日大学図書館)】
ｱｼﾞｱ経済研究所 図書館 【 (日本貿易振興機構 ｱｼﾞｱ経済研究所 図書館)】
ｱｼﾞｱ経済研究所図書館 【 (日本貿易振興機構 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)】
跡見学園女子大学図書館 【 (跡見学園女子大学図書館)】
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 【 (東京大学大学院経済学研
究科･経済学部図書館図書運用掛)】
岩手大学附属図書館 【附属図書館図書情報係 (岩手大学)】
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)】
総合研究開発機構政策研究情報ｾﾝﾀｰ 【中村円 (総合研究開発機構)】
大阪成蹊大学現代経営情報学部 【加藤 秀雄 (大阪成蹊大学現代経営情報学部)】
大阪市立大学学術情報総合ｾﾝﾀｰ 【 ( )】
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)】
沖縄国際大学図書館 【當銘 弘道 (沖縄国際大学図書館)】
巻田 悦郎 【巻田 悦郎 (東京理科大学 経営学部)】
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)】
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)】
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社会科学統計情報研究ｾﾝﾀｰ 【 (一橋大学
経済研究所附属社会科学統計情報研究ｾﾝﾀｰ)】
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)】
学習指導要領ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会 【吉岡 亮衛 (国立教育政策研究所)】
核融合科学研究所 【管理部庶務課文書法規係 (核融合科学研究所)】
関東学院大学 【小山信弥 (関東学院大学図書館)】
岐阜経済大学図書館 【井上 邦江 (岐阜経済大学図書館)】
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)】
【茂木 とし子 (共愛学園前橋国際大学図書館)】

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)】
曽野 裕夫 【曽野 裕夫 (九州大学大学院法学研究院)】
SLAC 及び基研 【 (京都大学基礎物理学研究所 計算機室)】
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 【 (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 【計算機室 (京都大学基礎物理学研究所)】
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
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下河辺淳ｱｰｶｲヴ
下田歌子ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
(社)中国研究所ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
社会福祉文献情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(刊行物)
社会福祉文献情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(長尾文庫)
淑徳大学千葉図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
証券年表
上智短期大学紀要ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
上武大学附属図書館 OPAC 資料検索
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)
ｼﾞｮﾝ･ｸﾞｯﾄﾞｳｨﾝおよび関連文献目録
人文学部紀要･政経学会雑誌目次一覧
ｽﾗﾌﾞ地域研究文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
政策研究大学院大学附属図書館蔵書検索ｼｽﾃﾑ
全国条例ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
戦後日本政治外交ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
大東文化大学図書館目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
高岡高等商業学校関係逐次刊行物記事索引
高岡高商蔵書(洋書)目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

共愛学園前橋国際大学論集ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
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)
京都大学基礎物理学研究所研究会記録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
杏林大学図書館ｵﾝﾗｲﾝ所蔵目録
釧路工業高等専門学校 紀要論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
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
熊本学園大学図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
熊本法学
研究業績ｼｽﾃﾑ
研究者情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
研究報告書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)<神奈川県のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ内にある｢ｵﾝﾗｲﾝ資料室｣に本
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽのﾃﾞｰﾀを提供>
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
国際法制資料室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)
最高裁破棄判決ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
佐賀大学経済学部地域経済研究ｾﾝﾀｰ･資料室
佐賀大学経済学部地域経済研究ｾﾝﾀｰ ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
札幌学院大学図書館蔵書目録
志法既刊目次一覧
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)】
大阪市立大学法学部 【法学部資料室 (大阪市立大学法学部)】
小松短期大学図書館 【杉本 三津江 (小松短期大学図書館)】
鹿児島大学法文学部法政策学科法社会学研究室 2001 年度所属学生 【 ( )】
佐賀大学経済学部 地域経済研究ｾﾝﾀｰ 【安田伸一 (佐賀大学経済学部)】
佐賀大学経済学部地域経済研究ｾﾝﾀｰ 【安田 伸一 (佐賀大学経済学部)】
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)】
北海道大学法学部･大学院法学研究科 法令新刊雑誌室 【堀江 雅子 (北海道大学法学部･大学院法学研
究科 法令判例新刊雑誌室)】
総合研究開発機構政策研究情報ｾﾝﾀｰ 【島津千登世 (総合研究開発機構 政策研究情報ｾﾝﾀｰ)】
実践女子大学図書館 【上原 信幸 (実践女子大学図書館)】
(社)中国研究所 【 ((社)中国研究所)】
社会福祉文献情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会 【中山 徹 (大阪府立大学社会福祉学部)】
社会福祉文献情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会 【中山 徹 (大阪府立大学社会福祉学部)】
淑徳大学附属図書館千葉図書館 【閲覧係ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ担当 (淑徳大学附属図書館千葉図書館)】
日本証券経済研究所証券史資料編纂室 【小林和子 ((財)日本証券経済研究所)】
上智短期大学教授会 【土持和久 (上智短期大学)】
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)】
図書館 【 (名古屋経済大学図書館)】
図書館 【 (名古屋経済大学短期大学部図書館)】
山田 園子 【山田園子 (広島大学法学部)】
茨城大学 人文学部 人文図書室 【松澤志津代 (茨城大学人文学部人文図書館)】
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)】
政策研究大学院大学附属図書館 【渡辺 由紀 (政策研究大学院大学 学術課情報ｻｰﾋﾞｽ係)】
下井, 康史 【 ( )】
【 ( )】
労働政策研究･研修機構 広報部 【広報部広報企画課 (労働政策研究･研修機構)】
大東文化大学図書館 【藤井 英明 (大東文化大学図書館)】
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)】
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)】

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)】
国立教育政策研究所 【吉岡 亮衛 (国立教育政策研究所 教育研究情報ｾﾝﾀｰ)】
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)】
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)】
杏林大学図書館 【児玉 閲 (杏林大学図書館)】
釧路工業高等専門学校 庶務課 情報資料係 【西山 光幸 (釧路工業高等専門学校 庶務課 情報資料係)】
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)】
熊本学園大学図書館 【目録係 (熊本学園大学図書館)】
熊本大学法学会 【 (熊本大学附属図書館 情報管理課電子情報係)】
研究支援ｾﾝﾀｰ事務室 【柴田育雄 (南山大学研究支援ｾﾝﾀｰ事務室)】
独立行政法人 労働政策研究･研修機構 広報部 【広報部 (独立行政法人 労働政策研究･研修機構)】
神奈川県自治総合研究ｾﾝﾀｰ 【西出 祐子 (神奈川県自治総合研究ｾﾝﾀｰ 研究部)】
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民俗誌
目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

水俣病関係資料
宮崎学園図書館所蔵資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
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 既刊目次

北大法学部雑誌既刊目次(仮称)
北大法学部ｾﾞﾐ論集既刊目次(仮称)

図書館所蔵目録
富山大学紀要･富大経済論集 記事索引(仮称)
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
日本現存朝鮮古書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
日本におけるﾌﾗﾝｽ 16 世紀研究
日本のﾛｰﾏ法
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
福岡大学図書館ﾛｰﾏ法大全画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
法政大学大原社会問題研究所 電子図書館･資料館
法務省白書等ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
法律文献略称表(仮称)
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

東北大学法学部図書室 図書検索ｼｽﾃﾑ
東洋学文献類目ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ｢世界と日本｣
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
道都大学図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
東北大学大学院法学研究科･法学部図書室文献目録

高岡高商蔵書(和書)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)
拓殖大学図書館蔵書目録
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
｢中京法学｣｢法学研究論集｣ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
調査研究成果ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

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)】
高崎経済大学附属図書館事務室 図書担当 【 (高崎経済大学附属図書館事務室 図書担当)】
拓殖大学図書館 【渡部香子 (拓殖大学図書館)】
中央学院大学図書館 【小松幸子 (中央学院大学図書館)】
中京学院大学図書館 【 ( )】
中京大学法学会 【 (中京大学法学部法学研究ｾﾝﾀｰ)】
独立行政法人 労働政策研究･研修機構 調査部資料ｾﾝﾀｰ 【広報部資料ｾﾝﾀｰ (独立行政法人労働政策研
究･研修機構)】
東京大学東洋文化研究所田中明彦研究室 【 ( )】
帝塚山大学図書館 【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) 【志村 公孝 (桐蔭横浜大学大学情報ｾﾝﾀｰ(図書室))】
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)】
道都大学附属図書情報館(札幌ｷｬﾝﾊﾟｽ) 【藤田 仁志 (道都大学附属図書情報館(札幌ｷｬﾝﾊﾟｽ))】
東北大学大学院法学研究科図書委員会･ﾈｯﾄﾜｰｸ運用委員会 【ﾈｯﾄﾜｰｸ運用委員会 (東北大学大学院法学
研究科)】
東北大学大学院法学研究科図書委員会･ﾈｯﾄﾜｰｸ運用委員会 【 ( )】
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)】
鈴鹿国際大学図書館 【 (鈴鹿国際大学図書館)】
富山大学経済学部助手室 【山上嘉江 (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 (富山大学経済部資料室)】
南山大学図書館 【栗山 義久 (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 【高島 学 (新潟大学附属図書館)】
藤本幸夫 【藤本幸夫 (富山大学人文学部)】
広島大学総合科学部 平手友彦 【平手友彦 (広島大学総合科学部)】
吉原 達也 【吉原 達也 (広島大学法学部)】
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 情報管理課情報ｼｽﾃﾑ係)】
福岡大学図書館 【樗木 稔 (福岡大学図書館)】
法政大学大原社会問題研究所 【鈴木 玲 (法政大学大原社会問題研究所)】
法務省法務総合研究所 【 (法務省法務総合研究所研究部)】
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)】
北海道大学法学部･大学院法学研究科 法令判例新刊雑誌室 【堀江 雅子 (北海道大学法学部･大学院法
学研究科 法令判例新刊雑誌室)】
大学院法学研究科 【 (法令判例新刊雑誌室)】
北海道大学法学部･大学院法学研究科 法令判例新刊雑誌室 【堀江 雅子 (北海道大学法学部･大学院法
学研究科 法令判例新刊雑誌室)】
北海道大学法学部･大学院法学研究科 法令判例新刊雑誌室 【澤田 美喜子 (北海道大学法学部･大学院
法学研究科 法令判例新刊雑誌室)】
熊本大学学術資料調査研究推進室 【 ( )】
宮崎国際大学､宮崎女子短期大学 【小橋智子 (宮崎学園図書館)】
琉球大学附属図書館 【情報管理課ｼｽﾃﾑ管理係 (琉球大学附属図書館)】
民事判決原本ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成協議会 会長 合庭 惇 【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 【民俗研究部 (国立歴史民俗博物館)】
神戸学院大学図書館 【片山正博 (神戸学院大学図書館)】
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わが国の法学関係文献の検索ﾂｰﾙ(抄)
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
和雑誌目録(仮称)
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
稚内北星学園大学紀要

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
横浜国立大学附属図書館画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
立正大学蔵書目録
龍谷大学社会科学研究所 統計･調査資料検索ｼｽﾃﾑ
龍谷大学蔵書検索ｼｽﾃﾑ
歴博図書目録
論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

森戸文庫ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【電子情報係 (広島大学附属図書館情報ｻｰﾋﾞｽ課)】
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 【三井 裕美 (山梨学院総合図書館)】
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)】
立正大学図書館 【鳥場 世浩 (立正大学大崎図書館)】
龍谷大学社会科学研究所 【島津 恵正 (龍谷大学 社会科学研究所)】
龍谷大学学術情報ｾﾝﾀｰ 【ｼｽﾃﾑ担当 (龍谷大学 学術情報ｾﾝﾀｰ 深草図書館課)】
国立歴史民俗博物館 【資料課図書係 (国立歴史民俗博物館)】
独立行政法人 労働政策研究･研修機構 広報部 【調査部 資料ｾﾝﾀｰ (独立行政法人 労働政策研究･研修
機構)】
門昇 【 (大阪大学大学院 法学研究科･法学部 資料室)】
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)】
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)】
稚内北星学園大学紀要編集委員会 【鏡山樹 (稚内北星学園大学図書館)】
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データベースの名称

学術研究論文･解説ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
神奈川県の農業情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
株式投資収益率
関東学院大学紀要等ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
管理栄養士国家試験問題集
寄贈図書目録
岐阜経済大学図書館蔵書ﾃﾞｰﾀ

学位論文一覧

外地関係統計資料目録

江戸後期史学関係総合ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ｴﾈﾙｷﾞｰ関連文献目録(仮称)
大分大学経済学部教育研究支援室所蔵資料目録(仮称)
大来佐武郎著作物
大阪成蹊大学現代経営情報学部研究紀要(仮称)
大阪の経済と業界動向ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
大阪府立産業開発研究所調査､研究報告書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
岡山県民行動圏調査
沖縄国際大学図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
会計文献ﾀｲﾄﾙﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
会計文献ﾀｲﾄﾙﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
外国雑誌目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
外国政治･外交資料及び議会資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

石巻専修大学図書館-Online Public Access Catalog
岩手大学蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
営業報告書検索
営業報告書目録

朝日大学図書館 OPAC
ｱｼﾞｱ経済研究所図書館所蔵雑誌記事索引ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ｱｼﾞｱ経済研究所図書館･蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
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

NBU 総合図書館情報ｼｽﾃﾑ(Nippon Bunri University Information Control
Expert System)
SALIS(Sanno Library Information System)
愛知学泉大学･愛知学泉短期大学図書館所蔵資料 D.B.
浅田家文書目録

３．経済学
（大学・機関名等） 】

【小平 正典 (日本文理大学図書館)】

氏名

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)】
愛知学泉大学･愛知学泉短期大学図書館員 【丹羽 直美 (愛知学泉大学豊田図書館)】
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･経済学部図書館図書運用掛)】
朝日大学図書館 【原田 輝男(図書館長) (朝日大学図書館)】
ｱｼﾞｱ経済研究所図書館 【 (日本貿易振興機構 ｱｼﾞｱ経済研究所 図書館)】
ｱｼﾞｱ経済研究所 図書館 【 (日本貿易振興機構 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)】
跡見学園女子大学図書館 【 (跡見学園女子大学図書館)】
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 【 (東京大学大学院経済学研
究科･経済学部図書館図書運用掛)】
石巻専修大学図書館 【 (石巻専修大学図書館)】
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 【 ( )】
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 【 (東京大学大学院経済学研
究科･経済学部図書館図書運用掛)】
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)】
(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)】
大分大学経済学部教育研究支援室 【清水麻由美 (大分大学経済学部教育研究支援室)】
総合研究開発機構政策研究情報ｾﾝﾀｰ 【中村円 (総合研究開発機構)】
大阪成蹊大学現代経営情報学部 【加藤 秀雄 (大阪成蹊大学現代経営情報学部)】
大阪府立産業開発研究所 【新田眞尋 (大阪府立産業開発研究所 企画総務部 企画総務ｸﾞﾙｰﾌﾟ)】
大阪府立産業開発研究所 【新田眞尋 (大阪府立産業開発研究所 企画総務部 企画総務ｸﾞﾙｰﾌﾟ)】
岡山大学環境理工学部 統計学ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【垂水共之 (岡山大学)】
沖縄国際大学図書館 【當銘 弘道 (沖縄国際大学図書館)】
【 ( )】
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)】
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)】
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)】
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社会科学統計情報研究ｾﾝﾀｰ 【 (一橋大学
経済研究所附属社会科学統計情報研究ｾﾝﾀｰ)】
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)】
財団法人衣笠会繊維研究所 【 (財団法人衣笠会繊維研究所)】
神奈川県農業総合研究所 経営情報部 【廣瀬 一郎 (神奈川県農業総合研究所 経営情報部)】
財団法人 日本証券経済研究所 【内田 ふじ子 (財団法人 日本証券経済研究所)】
関東学院大学 【小山信弥 (関東学院大学図書館)】
中村学園大学栄養科学科 【栄養科学部長 坂田利家 (中村学園大学栄養科学科)】
和歌山大学経済学部経済研究所 【 ( )】
岐阜経済大学図書館 【井上 邦江 (岐阜経済大学図書館)】

日本文理大学図書館

作成者の名称 【問い合わせ先
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研究業績ｼｽﾃﾑ
研究者情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
研究所受入ﾜｰｷﾝｸﾞﾍﾟｰﾊﾟｰ検索ｼｽﾃﾑ
研究報告書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)<神奈川県のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ内にある｢ｵﾝﾗｲﾝ資料室｣に本
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽのﾃﾞｰﾀを提供>
甲南女子大学目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
神戸学院大学紀要目次ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
小松短期大学図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
財政ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
佐賀大学経済学部地域経済研究ｾﾝﾀｰ･資料室
佐賀大学経済学部地域経済研究ｾﾝﾀｰ ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
札幌学院大学図書館蔵書目録
産業研究所所蔵図書･資料検索ｼｽﾃﾑ
下河辺淳ｱｰｶｲヴ
下田歌子ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
社会福祉文献情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(刊行物)
社会福祉文献情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(長尾文庫)
(社)中国研究所ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
｢宗門改帳(しゅうもんあらためちょう)｣古文書画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ及び｢過去帳(か
こちょう)｣ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
淑徳大学千葉図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
証券関係論文･記事ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
証券年表
上武大学附属図書館 OPAC 資料検索
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)
人口学文献検索

慶應義塾図書館所蔵ﾄﾞｲﾂ語雑誌(経済･社会･歴史)解題
経済学文献索引ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
経済技術ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(Database for the Analsys of the Techno-Economics)

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論集ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
教育研究総合ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
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所蔵目録
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)
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
熊本学園大学図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾚｸﾁｬｰﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

紀要『現代社会文化研究』ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

淑徳大学附属図書館千葉図書館 【閲覧係ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ担当 (淑徳大学附属図書館千葉図書館)】
(財)日本証券経済研究所 図書館部 【柏木 敏 ((財)日本証券経済研究所図書館部)】
日本証券経済研究所証券史資料編纂室 【小林和子 ((財)日本証券経済研究所)】
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)】
図書館 【 (名古屋経済大学図書館)】
図書館 【 (名古屋経済大学短期大学部図書館)】
中澤, 港 【 ( )】

甲南女子大学図書館及びﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ 【 (甲南女子大学図書館)】
神戸学院大学図書館 【片山正博 (神戸学院大学図書館)】
小松短期大学図書館 【杉本 三津江 (小松短期大学図書館)】
玉岡 雅之 【玉岡 雅之 (神戸大学大学院経済学研究科)】
佐賀大学経済学部 地域経済研究ｾﾝﾀｰ 【安田伸一 (佐賀大学経済学部)】
佐賀大学経済学部地域経済研究ｾﾝﾀｰ 【安田 伸一 (佐賀大学経済学部)】
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)】
関西学院大学産業研究所 【 (関西学院大学産業研究所)】
総合研究開発機構政策研究情報ｾﾝﾀｰ 【島津千登世 (総合研究開発機構 政策研究情報ｾﾝﾀｰ)】
実践女子大学図書館 【上原 信幸 (実践女子大学図書館)】
社会福祉文献情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会 【中山 徹 (大阪府立大学社会福祉学部)】
社会福祉文献情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会 【中山 徹 (大阪府立大学社会福祉学部)】
(社)中国研究所 【 ((社)中国研究所)】
江戸時代における人口分析ｼｽﾃﾑ構築委員会 【川口 洋 (帝塚山大学経営情報学部)】

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)】
【茂木 とし子 (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 【茂木 とし子 (共愛学園前橋国際大学図書館)】
北陸先端科学技術大学院大学 【研究振興担当 (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 【村井たか子 (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)】
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)】
熊本学園大学図書館 【目録係 (熊本学園大学図書館)】
青山学院大学国際ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究科 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾚｸﾁｬｰﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会 【国際ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究科 教授 堀内
正博 / 科長 伊藤文雄 (青山学院大学)】
矢野久･古賀理恵子･村田優美子 【矢野久 (慶應義塾大学)】
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)】
東京工業大学 社会理工学研究所 経営工学専攻 渡辺研究室 技術経済分析研究会 【渡辺千仭 (東京工
業大学 社会理工学研究科 経営工学専攻 渡辺研究室)】
研究支援ｾﾝﾀｰ事務室 【柴田育雄 (南山大学研究支援ｾﾝﾀｰ事務室)】
独立行政法人 労働政策研究･研修機構 広報部 【広報部 (独立行政法人 労働政策研究･研修機構)】
【 ( )】
神奈川県自治総合研究ｾﾝﾀｰ 【西出 祐子 (神奈川県自治総合研究ｾﾝﾀｰ 研究部)】
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図書館業務ｼｽﾃﾑ
図書館所蔵目録
図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 共栄大学･共栄学園短期大学図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
富山大学紀要･富大経済論集 記事索引(仮称)
名古屋学院大学附属図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

東京富士大学図書館所蔵目録(仮称)
統計数理･彙報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
統合ﾒｯｼｭﾃﾞｰﾀ(仮称)
同志社大学学術資料電子化公開ｼｽﾃﾑ
東寺文書悉皆目録及び花押画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
道都大学図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
東洋学文献類目ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

東京大学経済学部所蔵特別資料濱田徳海資料目録

帝塚山大学図書館･蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
東京家政学院大学蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
東京情報大学情報ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 蔵書検索ｼｽﾃﾑ
東京情報大学情報ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 電子文献ｻｰﾋﾞｽ
東京大学経済学部所蔵特別資料戦時海運関係資料目録

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｼﾞｬｰﾅﾙ

土屋家旧蔵文書目録

調査研究成果ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

人文学部紀要･政経学会雑誌目次一覧
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)
住田文庫ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
ｽﾗﾌﾞ地域研究文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
政策研究大学院大学附属図書館蔵書検索ｼｽﾃﾑ
世界の食料統計
総研資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
大東文化大学図書館目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
高岡高等商業学校関係逐次刊行物記事索引
高岡高商蔵書(洋書)目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
高岡高商蔵書(和書)目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
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)
拓殖大学図書館蔵書目録
多摩大学 ﾒﾃﾞｨｱ&ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ･ｾﾝﾀｰ図書館所蔵目録
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
長期経済統計ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

茨城大学 人文学部 人文図書室 【松澤志津代 (茨城大学人文学部人文図書館)】
一色 将行 【一色 将行 (鈴鹿国際大学)】
【 ( )】
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)】
政策研究大学院大学附属図書館 【渡辺 由紀 (政策研究大学院大学 学術課情報ｻｰﾋﾞｽ係)】
鳥取大学農学部･伊東研究室 【伊東 正一 (鳥取大学農学部)】
総合経済研究所 【 (徳山大学総合経済研究所)】
労働政策研究･研修機構 広報部 【広報部広報企画課 (労働政策研究･研修機構)】
大東文化大学図書館 【藤井 英明 (大東文化大学図書館)】
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)】
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)】
富山大学経済学部資料室 【谷川 裕子 (富山大学経済学部資料室)】
高崎経済大学附属図書館事務室 図書担当 【 (高崎経済大学附属図書館事務室 図書担当)】
拓殖大学図書館 【渡部香子 (拓殖大学図書館)】
多摩大学 ﾒﾃﾞｨｱ&ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ･ｾﾝﾀｰ 【池田剛透 (多摩大学 ﾒﾃﾞｨｱ&ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ･ｾﾝﾀｰ図書館)】
中央学院大学図書館 【小松幸子 (中央学院大学図書館)】
中京学院大学図書館 【 ( )】
一橋大学経済研究所附属社会科学統計情報研究ｾﾝﾀｰ 【 (一橋大学経済研究所附属社会科学統計情報研
究ｾﾝﾀｰ)】
独立行政法人 労働政策研究･研修機構 調査部資料ｾﾝﾀｰ 【広報部資料ｾﾝﾀｰ (独立行政法人労働政策研
究･研修機構)】
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 【 (東京大学大学院経済学研
究科･経済学部図書館図書運用掛)】
東海大学福岡短期大学 ﾒﾃﾞｨｱ情報学習支援ｾﾝﾀｰ 【久田 秀子 (東海大学福岡短期大学 ﾒﾃﾞｨｱ情報支援
ｾﾝﾀｰ)】
帝塚山大学図書館 【情報ｻｰﾋﾞｽ係 (帝塚山大学図書館本館)】
東京家政学院大学附属図書館 【野口 豊隆 (東京家政学院大学附属図書館)】
東京情報大学情報ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 【 (東京情報大学情報ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ)】
東京情報大学情報ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 【 (東京情報大学情報ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ)】
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 【 (東京大学大学院経済学研
究科･経済学部図書館図書運用掛)】
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 【 (東京大学大学院経済学研
究科･経済学部図書館図書運用掛)】
東京富士大学ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ図書課 【中村 良恵 (東京富士大学ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ図書課)】
統計数理研究所 技術課技術第四係 【技術課技術第四係 (統計数理研究所)】
垂水共之 【垂水共之 (岡山大学)】
同志社大学総合情報ｾﾝﾀｰ 【上田 裕保 (同志社大学 総合情報ｾﾝﾀｰ)】
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)】
道都大学附属図書情報館(札幌ｷｬﾝﾊﾟｽ) 【藤田 仁志 (道都大学附属図書情報館(札幌ｷｬﾝﾊﾟｽ))】
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)】
九州共立大学 附属図書館 【松尾 伸二 (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)】
共栄大学･共栄学園短期大学図書館 【 (共栄大学･共栄学園短期大学図書館)】
富山大学経済学部助手室 【山上嘉江 (富山大学経済学部助手室)】
名古屋学院大学附属図書館 【小池 勝子 (名古屋学院大学附属図書館)】
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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
和雑誌目録(仮称)
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
早稲田大学教育総合研究所
稚内北星学園大学紀要

文京学院大学紀要掲載論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
法政大学大原社会問題研究所 電子図書館･資料館
北方森林圏ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
水俣病関係資料
宮崎学園図書館所蔵資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
民俗誌
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
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
立正大学蔵書目録
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
龍谷大学蔵書検索ｼｽﾃﾑ
歴博図書目録
労働問題文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

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 NEEDS ﾃﾞｰﾀ検索ｼｽﾃﾑ
日本経済研究ｾﾝﾀｰﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ検索ｼｽﾃﾑ
日本経済史資料画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
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)
日本におけるﾌﾗﾝｽ 16 世紀研究
一橋大学附属図書館所蔵資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
服装･身装文化(ｺｽﾁｭｰﾑ)ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

南山大学図書館 【栗山 義久 (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 【高島 学 (新潟大学附属図書館)】
慶應義塾大学 【落合 啓一 (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)】
日本経済研究ｾﾝﾀｰ会員事業部ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ 【西岡紀子 (日本経済研究ｾﾝﾀｰ会員事業部ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ)】
大阪市立大学学術情報総合ｾﾝﾀｰ 【 ( )】
日本大学経済学部図書館 【経済学部図書館課長 金井 保則 (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)】
広島大学総合科学部 平手友彦 【平手友彦 (広島大学総合科学部)】
一橋大学附属図書館 【 (一橋大学附属図書館 情報管理課情報ｼｽﾃﾑ係)】
MCD ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ-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)藤井龍彦(国立民族学博物館)中川隆(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(愛知新城大谷短期大学) 【久保 正
敏 (国立民族学博物館 博物館民族学研究部)】
文京学院大学 ふじみ野図書館 【大橋良司 (文京学院大学 ふじみ野図書館)】
法政大学大原社会問題研究所 【鈴木 玲 (法政大学大原社会問題研究所)】
北海道大学北方生物圏ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学ｾﾝﾀｰ森林圏ｽﾃｰｼｮﾝ 【 ( )】
熊本大学学術資料調査研究推進室 【 ( )】
宮崎国際大学､宮崎女子短期大学 【小橋智子 (宮崎学園図書館)】
上野和男 【民俗研究部 (国立歴史民俗博物館)】
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 【三井 裕美 (山梨学院総合図書館)】
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)】
立正大学図書館 【鳥場 世浩 (立正大学大崎図書館)】
龍谷大学社会科学研究所 【島津 恵正 (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)】
龍谷大学学術情報ｾﾝﾀｰ 【ｼｽﾃﾑ担当 (龍谷大学 学術情報ｾﾝﾀｰ 深草図書館課)】
国立歴史民俗博物館 【資料課図書係 (国立歴史民俗博物館)】
法政大学大原社会問題研究所 【若杉 隆志 (法政大学大原社会問題研究所)】
独立行政法人 労働政策研究･研修機構 広報部 【調査部 資料ｾﾝﾀｰ (独立行政法人 労働政策研究･研修
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)】
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)】
早稲田大学教育総合研究所 【岡根 由美子 (早稲田大学教育総合研究所)】
稚内北星学園大学紀要編集委員会 【鏡山樹 (稚内北星学園大学図書館)】
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データベースの名称

List of Papers:Radiolarian Fossils and Radiolarian Biostratigraphy by

IAM ｶﾙﾁｬｰｺﾚｸｼｮﾝﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
IFO Research Resources Database(仮称) IFO 生物資学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
Institute for Materials Research (IMR) KIND Database
KISS for Preprints
KOKYUROK(講究録)ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
LIGAND CHEMICAL DATABASE FOR ENZYME REACTION

FUSION
GPS 衛星精密軌道情報(GPS 観測ﾃﾞｰﾀと GPS 精密軌道情報)
GPS 連続観測ｼｽﾃﾑ
GTOP(Genome TO Protein structure and function)
Heavy particle-molecule Collision database
Het-PDB Navi

FAMSBASE

Extremo Base(極限微生物ｹﾞﾉﾑﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ)

Electron-molecule Collision DataBase
Exos-D Science Database

Database of Index to Chromosome numbers in Asteraceae
Dictyostelium cDNA Database
DNA Data Bank of Japan

Backscattering Coefficients of light ions from solids
Bacteriology Insight Orienting System
BGPlants
CEReS が提供するﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ･画像集
CHARGE TRANSFER DATABASE
CYRIC Annual Reports
Data Archives and Transfer System

3 次元医薬品構造ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(3D Pharmaceutical Structure Database)
5000m 航空磁気測量ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
AM
Ancient Genome Ensyclopedia(古代 DNA ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ)

210 度地磁気ﾃﾞｰﾀ

10GHz 銀河面電波ｻｰﾍﾞｲ

４．理学
氏名

（大学・機関名等） 】

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)】
210 度地磁気ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会(代表:湯元清文) 【塩川 和夫(ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員)/湯元 清文(代表) (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)】
国土交通省国土地理院 【測地第一課 (国土地理院 測地部)】
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)】
国立遺伝学研究所集団遺伝研究部門 斎藤成也(代表) 【斎藤 成也 (国立遺伝学研究所集団遺伝研究部
門)】
核融合科学研究所研究･企画情報ｾﾝﾀｰ 【加藤太治 (核融合科学研究所)】
Species2000 Asia Oceania/国立環境研究所 【志村 純子 (国立環境研究所)】
研究用植物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【 ( )】
千葉大学環境ﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞ研究ｾﾝﾀｰ(CEReS) 【近藤昭彦 (千葉大学環境ﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞ研究ｾﾝﾀｰ)】
核融合科学研究所研究･企画情報ｾﾝﾀｰ 【村上 泉 (核融合科学研究所)】
CYRIC Annual Reports 編集委員会 【岩田 錬 (東北大学ｻｲｸﾛﾄﾛﾝ･ﾗｼﾞｵｱｲｿﾄｰﾌﾟｾﾝﾀｰ)】
宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究本部 宇宙科学情報解析ｾﾝﾀｰ 【長瀬 文昭 (宇宙航空研究開発機
構宇宙科学研究本部宇宙科学情報解析ｾﾝﾀｰ)】
渡辺 邦秋 【渡辺 邦秋 (神戸大学理学部)】
Dictyostelium cDNA Project in Japan 【漆原 秀子 (筑波大学 生物科学系)】
生命情報･DDBJ 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･DDBJ 研究ｾﾝ
ﾀｰ)】
核融合科学研究所 研究･企画情報ｾﾝﾀｰ 【村上 泉 (核融合科学研究所)】
宇宙科学研究所｢あけぼの｣研究班 【松岡 彩子 (宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究本部宇宙ﾌﾟﾗｽﾞﾏ
研究系)】
海洋科学技術ｾﾝﾀｰ極限環境生物ﾌﾛﾝﾃｨｱ研究ｼｽﾃﾑ 【高見 英人､ 高木 善弘､ 松井 里美 (海洋科学技術
ｾﾝﾀｰ極限環境生物ﾌﾛﾝﾃｨｱ研究ｼｽﾃﾑ)】
長浜ﾊﾞｲｵ大学ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ学部ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ学科郷研究室,北里大学薬学部製薬学科生物分子設計学教室梅山
研究室 【郷 通子 (長浜ﾊﾞｲｵ大学ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ学部ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ学科)】
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)】
国土交通省国土地理院 【衛星測地課 (国土交通省国土地理院測地観測ｾﾝﾀｰ)】
国土交通省国土地理院 【衛星測地課 (国土交通省国土地理院測地観測ｾﾝﾀｰ)】
西川 建 【西川 建 (国立遺伝学研究所 生命情報･DDBJ 研究ｾﾝﾀｰ 大量遺伝情報研究室)】
核融合科学研究所 研究･企画情報ｾﾝﾀｰ 【村上 泉 (核融合科学研究所)】
長浜ﾊﾞｲｵ大学ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ学部ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ学科郷研究室 【郷 通子 (長浜ﾊﾞｲｵ大学ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ学部ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝ
ｽ学科)】
東京大学分子細胞生物学研究所 細胞機能情報研究ｾﾝﾀｰ 【横田 明 (東京大学分子細胞生物学研究所)】
財･発酵研究所 【中濱一雄 ((財)発酵研究所)】
Institute for Materials Research, Tohoku University 【 ( )】
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)】
京都大学数理解析研究所 【秋本 好治 (京都大学数理解析研究所)】
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命科学専攻生物機能制御化学
分野)】
八尾昭(Akira Yao) 水谷伸治郎(Shinjiro Mizutani) 桑原希世子(Kiyoko Kuwahara) 【八尾 昭 (大阪

作成者の名称 【問い合わせ先
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ｱｼﾞｱ自動気象観測装置ﾈｯﾄﾜｰｸ(GAME-AAN)ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
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
Chromosomes)
ｱﾙｺﾞ計画高品質ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
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)
伊勢湾衛星画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
遺伝暗号使用ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
遺伝資源情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

Tools on Number Theory(数論ﾂｰﾙ)
Ultrastructure of Collagen - a database
XDB
YOHKOH SXT Daily Images(仮称)
YOHKOH SXT Weekly Movies(仮称)
愛知教育大学生物教材文献検索ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ｱｻｶﾞｵ生理学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
ｱｻｶﾞｵﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

SPring-8 年報
SPring-8 利用者情報
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
Super DARN SENSU Detabase(仮称)
SUPERCON(超伝導材料情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ)
Tohoku Molten Salts Data Base

SPring-8 Research Frontiers(研究ﾊｲﾗｲﾄ)
SPring-8 User Experiment Report
SPring-8 登録論文検索

PICMS ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
Radiolaria : 放散虫化石画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
Rust flora of Japan
SATellite Image Archive for Network
SATellite Image Archive for Network
Sex Pheromone of Moths
SMAD@ERI

Photoproduction Data Bank(π-中間子光発生ﾃﾞｰﾀ･ﾊﾞﾝｸ)
PHYSCObase

Japanese Paleontologists and Stratigraphers
Microbial Genome Database for Comparative Amalysis
NSSDC HINOTORI DATA(米国航空宇宙局 NSSDC の Web site 参照)

海洋科学技術ｾﾝﾀｰ Argo ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【湊 信也 (海洋科学技術ｾﾝﾀｰ海洋観測研究部)】
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)】
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,中村保一,他) 【中村 保一 (かずさ DNA 研究所)】
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

市立大学大学院理学研究科･理学部地球学教室)】
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)】
小山孝一郎(宇宙航空研究開発機構)渡部重十(北海道大学)大家寛(福井工業大学) 【小山孝一郎 (宇宙航
空研究開発機構 宇宙科学研究本部)】
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)】
岡崎国立共同研究機構 基礎生物学研究所 形質統御実験施設 種分化機構第 2 研究部門 【長谷部 光泰
(岡崎国立共同研究機構 基礎生物学研究所)】
京都大学数理解析研究所 【秋本 好治 (京都大学数理解析研究所)】
【 ( )】
植物寄生菌研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【柿嶌眞 (筑波大学農林学系)】
Institute of Industrial Science, University of Tokyo, Kitsuregawa laboratory 【 ( )】
東京大学生産技術研究所喜連川研究室 【 ( )】
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 生物ｼｽﾃﾑ応用科学研究科)】
東京大学地震研究所地震火山災害部門 東京大学地震研究所附属地震地殻変動観測ｾﾝﾀｰ強震観測部 神
野, 達夫 【 ( )】
(財)高輝度光科学研究ｾﾝﾀｰ 利用業務部 【 (財団法人 高輝度光科学研究ｾﾝﾀｰ 利用業務部)】
(財)高輝度光科学研究ｾﾝﾀｰ 【 ((財)高輝度光科学研究ｾﾝﾀｰ 利用業務部)】
(財)高輝度科学研究ｾﾝﾀｰ 利用業務部 図書情報課 【音村 圭一郎 (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)】
(財)高輝度光科学研究ｾﾝﾀｰ 【図書情報課 ((財)高輝度光科学研究ｾﾝﾀｰ 利用業務部)】
(財)高輝度光科学研究ｾﾝﾀｰ 【図書情報課 ((財)高輝度光科学研究ｾﾝﾀｰ 利用業務部)】
核融合科学研究所研究･企画情報ｾﾝﾀｰ 【加藤太治 (核融合科学研究所)】
林 幹治 【荻野 竜樹 (名古屋大学太陽地球環境研究所)】
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)】
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)】
物質･材料研究機構材料基盤情報ｽﾃｰｼｮﾝ 【山﨑政義 (物質･材料研究機構 材料基盤情報ｽﾃｰｼｮﾝ)】
Janz, George J. 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)】
東京都立大学計算数学ｸﾞﾙｰﾌﾟ 代表 中村憲 【中村 憲 (東京都立大学 理学研究科 数学専攻)】
小林邦彦 【 ( )】
基礎生物学研究所 形態形成研究部門 【上野 直人 (基礎生物学研究所)】
ようこうﾁｰﾑ 【小杉健郎 (宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究本部)】
ようこうﾁｰﾑ 【小杉健郎 (宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究本部)】
愛知教育大学 理科教育講座 川上研究室 【 ( )】
新潟大学理学部 和田 清俊 【和田 清俊 (新潟大学理学部生物学科)】
仁田坂 英二(九州大学大学院理学研究院･生物科学部門) 【仁田坂 英二 (九州大学大学院理学研究院
生物科学部門 染色体機能学研究室)】
ｱｼﾞｱ自動気象観測装置ﾈｯﾄﾜｰｸﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会 【杉田 倫明 (GAME-AAN 事務局)】
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)】
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火山地域航空磁気ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

化学ｾﾝｻｰﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
核磁気共鳴ｽﾍﾟｸﾄﾙﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
学術研究業績ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
学術研究論文･解説ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
学術研究論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
核図表ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
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)
火山衛星画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟ版)

海洋環境衛星情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

会議録
海底岩石ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
海氷ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

帯広畜産大学附属図書館ｵﾝﾗｲﾝ目録検索ｼｽﾃﾑ
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

宇宙天気概況
宇宙文 献 情 報 ｼ ｽﾃ ﾑ(Aerospace Information Reference system External
version)
衛星ﾃﾞｰﾀ検索ｼｽﾃﾑ
沿岸環境問題ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(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
大阪市立環境科学研究所研究成果集
大阪大学大学院医学系研究科組織再生医学分子組織再生分野(旧腫瘍生化学)
教室ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ(仮称)
大阪千代田短期大学紀要目次ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
大雪山自然教育研究施設研究報告 Online version
大雪山の自然
岡山県工業技術ｾﾝﾀｰ報告ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
沖縄県工業技術情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
沖縄国際大学図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
女川地磁気ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

岩手大学蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
宇宙線世界資料ｾﾝﾀｰﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
宇宙線ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

伊藤圭介文庫
医用細胞資源ｾﾝﾀｰ 細胞株ｶﾀﾛｸﾞ

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)】
愛媛大学沿岸環境科学研究ｾﾝﾀｰ 【大森 浩二 (愛媛大学沿岸環境科学研究ｾﾝﾀｰ)】
大阪医科大学図書館 【茂幾 周治 (大阪医科大学図書館)】
大阪市立環境科学研究所 【桝元 慶子 (大阪市立環境科学研究所企画調整課総合情報室)】
大阪大学大学院医学系研究科組織再生医学分子組織再生(旧腫瘍生化学)教室 【中村 敏一(船越 洋) (大
学院医学系研究科組織再生医学分子組織再生(旧腫瘍生化学)教室)】
大坂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)】
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)】
岡山県工業技術ｾﾝﾀｰ 【山田 充 (岡山県工業技術ｾﾝﾀｰ)】
沖縄県工業技術ｾﾝﾀｰ 【島袋 定 (沖縄県工業技術ｾﾝﾀｰ)】
沖縄国際大学図書館 【當銘 弘道 (沖縄国際大学図書館)】
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)】
帯広畜産大学附属図書館 【学術情報係 清水夫美子 (帯広畜産大学附属図書館)】
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)】
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)】
深海研究部 【東 垣 (海洋科学技術ｾﾝﾀｰ)】
独立行政法人 海上技術安全研究所 海洋開発研究領域 【宇都 正太郎 (独立行政法人海上技術安全研
究所海洋開発研究領域)】
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)】
化学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ委員会 【佐藤寿邦 (横浜国立大学大学院工学研究院)】
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)】
神奈川大学工学部 【神奈川大学工学部長 (神奈川大学)】
財団法人衣笠会繊維研究所 【 (財団法人衣笠会繊維研究所)】
岩手医科大学教養部生物学教教室 【松政正俊 (岩手医科大学 教養部 生物学教室)】
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)】
鹿児島工業高等専門学校 庶務課図書係 【壽福 千代子 (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 【河合渓 (鹿児島大学多島圏研究ｾﾝﾀｰ)】
産業技術総合研究所地球科学情報研究部門地質ﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞ研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【浦井稔 (産業技術総合研究所
地球科学情報研究部門)】
国土交通省国土地理院 【測地第一課 (国土地理院 測地部)】

物遺伝資源情報総合ｾﾝﾀｰ･系統情報研究室)】
名古屋大学附属図書館 【参考調査掛 (名古屋大学附属図書館情報ｻｰﾋﾞｽ課)】
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)】
宇宙線世界資料ｾﾝﾀｰ 【渡辺 尭 (茨城大学理学部)】
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)】
九州大学 宙空環境研究ｾﾝﾀｰ 【湯元 清文 (九州大学 宙空環境研究ｾﾝﾀｰ)】
宇宙航空研究開発機構 【 (宇宙航空研究開発機構 情報化推進部)】
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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)
教育学系博士･修士学位論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
教育研究総合ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

九州大学大学院ｼｽﾃﾑ情報科学研究院における発表論文･講演題目

九州大学大学院ｼｽﾃﾑ情報科学研究院 研究開発ｼｰｽﾞ集

北太平洋の炭素循環
岐阜大学農学部獣医学科家畜生理学講座業績集
旧航空宇宙技術研究所研究成果情報 DB 検索ｼｽﾃﾑ
九州看護福祉大学 学術情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
九州大学ｼｽﾃﾑ情報科学研究院研究内容紹介
九州大学大学院ｼｽﾃﾑ情報科学研究院紀要ｱﾌﾞｽﾄﾗｸﾄ集

環太平洋地磁気ﾈｯﾄﾜｰｸﾃﾞｰﾀ
幾何計算ｿﾌﾄｳｴｱ
技術/文化の発達史年表

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

刊行物 DataBase
関西医大組織画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

環境中のﾄﾘﾁｳﾑ測定調査ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

環境中の空間放射線ﾚﾍﾞﾙﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(阿部)

環境情報地図表示
環境中の C-14 比放射能測定調査ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

活水論文集目次情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
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
貨物線観測による二酸化炭素の大気･海洋交換ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

霞ｹ浦臨湖実験施設気象ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

火山防災ﾏｯﾌﾟﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ｶﾞｽﾊｲﾄﾞﾚｰﾄ物理的特性ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
霞ヶ浦ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

産業技術総合研究所地質調査総合ｾﾝﾀｰ 宮坂瑞穂 【宮坂瑞穂 (産業技術総合研究所地質調査総合ｾﾝﾀｰ)】
成田 英夫(産総研北海道ｾﾝﾀｰ) 【成田 英夫 (独立行政法人産業技術総合研究所北海道ｾﾝﾀｰ)】
国立環境研究所 地球環境研究ｾﾝﾀｰ 【勝本正之(利用方法)､松重一夫(内容-水質)､高村典子(内容-生物)､
藤沼康実(全般) (国立環境研究所地球環境研究ｾﾝﾀｰ)】
国立環境研究所水土壌圏環境研究領域湖沼環境研究室/地球環境研究ｾﾝﾀｰ 【勝本 正之(利用方法)､松重
一夫(内容) (国立環境研究所地球環境研究ｾﾝﾀｰ)】
活水女子大学･短期大学 図書課 【 (図書課)】
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) 【中山 岳美 (企画部広報企画室)】
神奈川県農業総合研究所 【山崎 弘 (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 【山崎 弘 (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 【神山 勇一郎 (神奈川工科大学附属図書館事務課)】
国立環境研究所地球環境研究ｾﾝﾀｰ 【勝本正之(利用方法)･野尻幸宏(内容)･藤沼康実 (国立環境研究所
地球環境研究ｾﾝﾀｰ)】
福井県衛生環境研究ｾﾝﾀｰ 【 (福井県衛生環境研究ｾﾝﾀｰ 管理室 企画情報ｸﾞﾙｰﾌﾟ)】
放射線医学総合研究所 比較環境影響研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ 府馬正一 【安全研究成果情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ窓口 (放射線
医学総合研究所 放射線安全研究ｾﾝﾀｰ)】
放射線医学総合研究所 放射線安全研究ｾﾝﾀｰ 藤高和信 【安全研究成果情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ窓口 (放射線医学
総合研究所 放射線安全研究ｾﾝﾀｰ)】
放射線医学総合研究所 比較環境影響研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ 宮本霧子 【安全研究成果情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ窓口 (放射線
医学総合研究所 放射線安全研究ｾﾝﾀｰ)】
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)】
関西医科大学解剖学第 1 講座および大学情報ｾﾝﾀｰ学術部 【渡辺 淳 (関西医科大学 第一解剖/大学情報
ｾﾝﾀｰ学術部)】
産業技術総合研究所地球科学情報研究部門 【今井 登 (産業技術総合研究所 地球科学情報研究部門)】
産業技術総合研究所 地球科学情報研究部門 【村田泰章 (産業技術総合研究所 地球科学情報研究部
門)】
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 宙空環境研究ｾﾝﾀｰ)】
杉原厚吉(1948-) 【杉原 厚吉 (東京大学大学院 情報理工学系研究科 数理情報学)】
中村彰(秋田大学医学部 社会環境医学講座 医科学情報学分野) 【中村 彰 (秋田大学医学部医学科 社
会環境医学講座 医科学情報学分野)】
工業技術院情報計算ｾﾝﾀｰ 【先端情報計算ｾﾝﾀｰ (独立法人 産業技術総合研究所 つくば中央第 1)】
【武脇義 (岐阜大学農学部獣医学科家畜生理学講座)】
旧航空宇宙技術研究所図書館 【国本 修平 (宇宙航空研究開発機構)】
九州看護福祉大学図書館 【寺井 直子 (九州看護福祉大学附属図書館)】
興 雄司(九州大学ｼｽﾃﾑ情報科学研究院広報委員) 【 (九州大学ｼｽﾃﾑ情報科学研究院)】
興 雄司(ｼｽﾃﾑ情報科学研究院)､九州大学ｼｽﾃﾑ情報紀要編集委員会 【 (九州大学大学院ｼｽﾃﾑ情報科学研
究院)】
興 雄司(九州大学ｼｽﾃﾑ情報)､九州大学大学院ｼｽﾃﾑ情報科学研究院 広報委員会 【 (九州大学大学院ｼｽﾃﾑ
情報科学研究院)】
ｼｽﾃﾑ情報科学研究院 紀要編集委員会 【九州大学ｼｽﾃﾑ情報科学紀要編集委員会 (九州大学大学院ｼｽﾃﾑ
情報科学研究院電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ工学部内)】
【茂木 とし子 (共愛学園前橋国際大学図書館)】
国立教育政策研究所 【吉岡亮衛 (国立教育政策研究所 教育研究情報ｾﾝﾀｰ)】
北陸先端科学技術大学院大学 【研究振興担当 (北陸先端科学技術大学院大学 研究協力部研究協力課)】
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国立極地研究所 出版物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
国立極地研究所所蔵試料目録(仮称)

国際沿岸海洋研究ｾﾝﾀｰ研究業績､Publication List,International Coastal
Research Center
国際蛋白質構造ﾃﾞｰﾀﾊﾞﾝｸ

高分子ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

ｹﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ結晶構造ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
麹菌 EST ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
構造工学研究論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

研究報告総目次
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
健康･環境･ｻｲｴﾝｽ
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)
原子力施設付近の環境水ﾄﾘﾁｳﾑﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(1967 年~1980 年)

研究業績ｼｽﾃﾑ
研究成果ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

研究員ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

傾斜量図
結晶基礎ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

計算複雑流動研究分野
計算物性ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

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､材料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
金研点検評価ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
倉敷市立短期大学研究情報(仮称)
ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ:体内残留率･排泄率のﾓﾃﾞﾙ予測値

教育研究論文目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
教科書ｺﾚｸｼｮﾝ画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
強磁場工学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
京都市産業技術研究所工業技術ｾﾝﾀｰ研究報告抄録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
京都大学総合博物館標本ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ｷﾗﾘﾃｨ･ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

放射線医学総合研究所 比較環境影響研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ 宮本霧子 【安全研究成果情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ窓口 (放射線
医学総合研究所 放射線安全研究ｾﾝﾀｰ)】
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)】
独立行政法人 酒類総合研究所 微生物研究室 【 (独立行政法人 酒類総合研究所)】
広島大学大学院工学研究科 社会環境ｼｽﾃﾑ専攻 土木構造工学研究室 【 (広島大学大学院工学研究科
社会環境ｼｽﾃﾑ専攻 土木構造工学研究室)】
独立行政法人物質･材料研究機構 材料基盤情報ｽﾃｰｼｮﾝ 【山﨑政義 (独立行政法人物質･材料研究機構
材料基盤情報ｽﾃｰｼｮﾝ)】
国際沿岸海洋研究ｾﾝﾀｰ研究報告編集委員長 宮崎信之 【福田 仁 (東京大学 海洋研究所附属 国際沿岸
海洋研究ｾﾝﾀｰ)】
米 国 RCSB(Reseach Collaboratory for Structur(Bioin for matics) が 中 心 と な り ､ ﾖ ｰ ﾛ ｯ ﾊ ﾟ は
EBI(European Bioinformatics Institute)が担当し､ｱｼﾞｱ地区は大阪大学蛋白質研究所内の PDBj がﾃﾞ
ｰﾀ収集を担当して作成 【中村春木 (大阪大学蛋白質研究所附属ﾌﾟﾛﾃｵﾐｸｽ総合研究ｾﾝﾀｰ)】
国立極地研究所 図書室 【川村順子 (国立極地研究所 図書室)】
国立極地研究所図書室 【山下敏彦 (国立極地研究所図書室)】

個人､講座･教室 【三木 慶一 (大阪歯科大学 教育情報ｾﾝﾀｰ)】
教科書ｺﾚｸｼｮﾝ画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ化ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 【電子情報係 (広島大学附属図書館情報ｻｰﾋﾞｽ課)】
物質･材料研究機構 強磁場研究ｾﾝﾀｰ 【湯山 道也 (物質･材料研究機構 強磁場研究ｾﾝﾀｰ)】
京都市産業技術研究所 工業技術ｾﾝﾀｰ 【今井 寛治 (京都市産業技術研究所工業技術ｾﾝﾀｰ)】
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)】
東北大学多元物質科学研究所 資源変換･再生研究ｾﾝﾀｰ反応化学情報研究部 【原田 宣之 (東北大学多
元物質科学研究所 資源変換･再生研究ｾﾝﾀｰ 反応化学情報研究部)】
近畿大学九州工学部図書館 【村井たか子 (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)】
金属材料研究所計算材料学ｾﾝﾀｰ長 川添良幸 【川添良幸 (東北大学金属材料研究所計算材料学ｾﾝﾀｰ)】
東北大学金属材料研究所点検評価室 【 (東北大学金属材料研究所点検評価室)】
倉敷市立短期大学及び個人 【永田 桂輔 (倉敷市立短期大学)】
放射線医学総合研究所 防護体系構築研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ 第 3 ﾁｰﾑ 【石榑 信人 (放射線医学総合研究所 防護
体系構築研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ 第 3 ﾁｰﾑ)】
井上 督(東北大学流体科学研究所 計算複雑流動研究分野教授) 【井上 督 (東北大学流体科学研究所)】
独立行政法人物質･材料研究機構 材料基盤情報ｽﾃｰｼｮﾝ 【山﨑政義 (独立行政法人物質･材料研究機構
材料基盤情報ｽﾃｰｼｮﾝ)】
国土交通省国土地理院 【地理情報解析研究室 (国土地理院地理地殻活動研究ｾﾝﾀｰ)】
独立行政法人物質･材料研究機構 材料基盤情報ｽﾃｰｼｮﾝ 【山﨑政義 (独立行政法人物質･材料研究機構
材料基盤情報ｽﾃｰｼｮﾝ)】
(財)東京都医学研究機構 東京都臨床医学総合研究所 【新井賢一 ((財)東京都医学研究機構 東京都臨床
医学総合研究所)】
研究支援ｾﾝﾀｰ事務室 【柴田育雄 (南山大学研究支援ｾﾝﾀｰ事務室)】
海洋科学技術ｾﾝﾀｰ企画部計画管理課 【企画部計画管理課 中村･吉村/情報業務課 松本 (海洋科学技術
ｾﾝﾀｰ)】
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 【滝口 宏人 (高知県工業技術ｾﾝﾀｰ)】
ST 研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【颯田 葉子 (総合研究大学院大学 先導科学研究科 生命体科学専攻)】
大阪市立環境科学研究所 【川井 信子 (大阪市立環境科学研究所企画調整課)】
核融合科学研究所研究･企画情報ｾﾝﾀｰ 【村上 泉 (核融合科学研究所)】
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地震波形ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
施設に保存されている研究用植物のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
自然史系標本ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(Natural History Speciment DATABASE)
地盤ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
獣医寄生虫ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ Veterinary Parasitology Catalogue With Original
Articles.(VPC)
就実大学･就実短期大学 図書館蔵書目録
重力ﾃﾞｰﾀ
樹木年輪研究会文献一覧
衝撃波研究ｾﾝﾀｰﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
植物目録
所蔵図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

地震に関連する地下水観測ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

ｼｰﾑﾚｽ地質図ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
潮位ﾃﾞｰﾀ
地震活動解析ｼｽﾃﾑ
地震研傭船 地殻構造 Web ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
地震ﾃﾞｰﾀ流通ｼｽﾃﾑ

三次元状態図ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

産業技術総合研究所 四国ｾﾝﾀｰ 図書室情報ｻｰﾋﾞｽ

薩南諸島ﾃﾞｰﾀｰﾍﾞｰｽ
様々な温度での金属融体の構造因子ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

材料ﾌﾟﾛｾｽにおける形態･構造制御ｴｷｽﾊﾟｰﾄｼｽﾃﾑ
佐賀大学教官ｼｰｽﾞﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
さきがけ太陽風､磁場ﾃﾞｰﾀ(仮称)

材料設計用ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

在日本古脊椎動物化石ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

ｻｲﾄｶｲﾝﾌｧﾐﾘｰﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

国立極地研究所 取扱地図類(仮称)
暦情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
昆虫学文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
昆虫目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
災害事例ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
在外日本美術ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
埼玉大学理学部数学科 Saitama Math J.文献抄録
ｻｲﾄｶｲﾝｼｸﾞﾅﾙ伝達経路ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

国立極地研究所 図書室 【川村順子 (国立極地研究所 図書室)】
竹下幸一 【竹下幸一 (東京農業大学生物産業学部)】
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 【先端情報計算ｾﾝﾀｰ (独立法人 産業技術総合研究所 つくば中央第 1)】
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)】
埼玉大学理学部数学科 【WWW 管理者 (埼玉大学理学部数学科)】
ｻｲﾄｶｲﾝｼｸﾞﾅﾙ伝達経路研究会 【野見山 尚之 (熊本大学大学院医学薬学研究部総合医薬科学部門生体機
能病態学講座)】
ｻｲﾄｶｲﾝｼｸﾞﾅﾙ伝達経路研究会 【野見山 尚之 (熊本大学大学院医学薬学研究部総合医学科学部門生体機
能病態学講座)】
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)】
東京大学人工物工学研究ｾﾝﾀｰﾗｲﾌｻｲｸﾙ工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 (東京大学大学院工学系研究科ｼｽﾃﾑ量子工学専攻)】
学振未来開拓｢異常成長｣ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ 【野田 優 (東京大学大学院工学系研究科)】
佐賀大学 科学技術共同開発ｾﾝﾀｰ 【新井康平 (佐賀大学科学技術共同開発ｾﾝﾀｰ)】
小山孝一郎､中川朋子(東北工業大学)､阿部琢美(宇宙航空研究開発機構) 【小山 孝一郎 (宇宙航空研究
開発機構 宇宙科学研究本部)】
河合, 渓 【 ( )】
東北大学 多元物質科学研究所 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 多元物
質科学研究所)】
産業技術総合研究所 四国ｾﾝﾀｰ 産学官連携ｾﾝﾀｰ 【北原 洸 (独立行政法人 産業技術総合研究所 四国
ｾﾝﾀｰ)】
独立行政法人物質･材料研究機構 材料基盤情報ｽﾃｰｼｮﾝ 【山﨑政義 (独立行政法人物質･材料研究機構
材料基盤情報ｽﾃｰｼｮﾝ)】
産業技術総合研究所地球科学情報研究部門 【脇田浩二 (産業技術総合研究所地球科学情報研究部門)】
国土交通省国土地理院 【測地観測ｾﾝﾀｰ地殻監視課地殻監視第三係 (国土地理院)】
東京大学地震研究所地震予知情報ｾﾝﾀｰ 【 ( )】
【 ( )】
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)】
産業技術総合研究所 地球科学情報研究部門 【松本則夫,小泉尚嗣 (産業技術総合研究所 地球科学情報
研究部門)】
東京大学地震研究所地震予知情報ｾﾝﾀｰ 【 ( )】
研究用植物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【大井 哲雄 (東京大学大学院理学系研究科附属植物園)】
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)】
産業技術総合研究所地球科学情報研究部門 【鹿野和彦 (産業技術総合研究所地球科学情報研究部門)】
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)】
就実大学･就実短期大学 図書館 【角房 洋子 (就実大学図書館)】
国土交通省国土地理院 【測地第一課 (国土地理院 測地部)】
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)】
衝撃波研究ｾﾝﾀｰ 【高山 和喜 (東北大学流体科学研究所)】
東北大学大学院理学研究科付属植物園 【鈴木 三男 (東北大学大学院理学研究科付属植物園)】
大阪府立産業技術総合研究所 【業務推進部企画情報課長 杉左近 隆 (大阪府立産業技術総合研究所)】
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つくば上空成層圏ｵｿﾞﾝ鉛直分布ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

中京学院大学図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
中部 6 県域における海溝型地震による震度･液状化危険度情報
貯穀害虫･天敵図鑑

地熱ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞｺｱ･ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

地層名検索ﾃﾞｰﾀｰﾍﾞｰｽ

地質標本登録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

地磁気ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(ﾘｱﾙﾀｲﾑﾃﾞｰﾀも含む)(仮称)

太陽地球系物理学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
太陽風速度ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
太陽紅炎･ﾌｨﾗﾒﾝﾄ活動現象
地下水ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
力の定数に関するﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
地磁気測量成果ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
地磁気ﾃﾞｰﾀ
地磁気ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

瀬戸内海藻類標本ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
仙台数論小研究集会
蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
測地･位置天文学 VLBI Mark III 型 ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
組織学ｶﾗｰｽﾗｲﾄﾞﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(病理解剖ｽﾗｲﾄﾞﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ)
素粒子･原子核反応での HBT 効果のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
第一外科樹立細胞株
第一外科論文業績集
大気浮遊塵中の放射性核種濃度ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

深海画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
信州大学繊維学部教育研究活動ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
人類学的資料ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
生活環境ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
生と死のﾃﾞｰﾀべ-ｽ
生理活性脂質ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
世界地質図索引図ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
所蔵図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
飼料作物病害図鑑

東京薬科大学情報ｾﾝﾀｰ 【黒木 文子 (東京薬科大学 情報ｾﾝﾀｰ)】
独立行政法人 酒類総合研究所 【 (独立行政法人 酒類総合研究所)】
独立行政法人農業･生物系特定産業技術研究機構 畜産草地研究所 飼料生産管理部 病害制御研究室
【菅原 幸哉 (独立行政法人農業･生物系特定産業技術研究機構 畜産草地研究所 飼料生産管理部 病
害制御研究室)】
海洋科学技術ｾﾝﾀｰ 【直井純 (海洋科学技術ｾﾝﾀｰ 情報業務部 情報業務課)】
信州大学繊維学部 【赤川 雅志 (信州大学繊維学部)】
神戸学院大学 人文学部 【片村 正直 (神戸学院大学 情報処理ｾﾝﾀｰ)】
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)】
山梨大学附属図書館医学分館 【医学情報管理係 (山梨大学附属図書館医学分館)】
湯尾 明(国立国際医療ｾﾝﾀｰ研究所) 【湯尾 明 (国立国際医療ｾﾝﾀｰ研究所)】
産業技術総合研究所 成果普及部門 地質調査情報部 地質情報管理室 【中沢都子､菅原義明 (産業技術
総合研究所 成果普及部門 地質調査情報部)】
【 ( )】
田谷 久雄 【田谷 久雄 (東北大学大学院情報科学研究科)】
昭和女子大学図書館 【柳 秀子 (昭和女子大学図書館)】
国土交通省国土地理院(国際 VLBI 事業) 【測地第二課 (国土地理院 測地部)】
学校法人神戸学院理事長 溝口史郎 【片村 正直 (神戸学院大学 情報処理ｾﾝﾀｰ)】
美谷島 實(信大理)､溝口 卓哉(鳥羽高専)､中島 典昭(高知医科大) 【美谷島 實 (信州大学理学部)】
京都大学第一外科 【嶋田 裕 (京都大学第一外科)】
京都大学第一外科 【今村 正之 (京都大学第一外科)】
放射線医学総合研究所 研究基盤部 湯川 雅枝 【安全研究成果情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ窓口 (放射線医学総合研
究所 放射線安全研究ｾﾝﾀｰ)】
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)】
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)】
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)】
産業技術総合研究所地圏資源環境研究部門 【丸井敦尚 (産業技術総合研究所地圏資源環境研究部門)】
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)】
国土交通省国土地理院 【測地第一課 (国土地理院 測地部)】
国土交通省国土地理院 【測地第一課 (国土地理院 測地部)】
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)】
京都大学大学院理学研究科地磁気世界資料解析ｾﾝﾀｰ 【亀井豊永 (京都大学理学部地磁気世界資料解析
ｾﾝﾀｰ)】
産業技術総合研究所成果普及部門地質標本館 産業技術総合研究所地球科学情報研究部門地質標本研究
ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【兼子 尚知 (産業技術総合研究所 地質標本館)】
産業技術総合研究所地球科学情報研究部門 【鹿野 和彦 (産業技術総合研究所 地球科学情報研究部
門)】
産業技術総合研究所地圏資源環境研究部門 【玉生志郎(たまにゅう しろう) (産業技術総合研究所 地
圏資源環境研究部門)】
中京学院大学図書館 【 ( )】
岐阜大学流域圏科学研究ｾﾝﾀｰ 【 (岐阜大学流域圏科学研究ｾﾝﾀｰ)】
独立行政法人 食品総合研究所 流通安全部 食品害虫研究室 【宮ﾉ下 明大 (独立行政法人食品総合研
究所 流通安全部 食品害虫研究室)】
国立環境研究所地球環境研究ｾﾝﾀｰ 【勝本正之(利用方法)･中根英昭(内容)･藤沼康実 (国立環境研究所
地球環境研究ｾﾝﾀｰ)】
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名古屋大学放散虫化石ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
奈良県森林技術ｾﾝﾀｰ研究成果文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
奈良先端科学技術大学院大学電子図書館ｼｽﾃﾑ

名古屋大学地震観測網ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

長岡技術科学大学紀要ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
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
徳山高専図書館ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
図書館蔵書検索ｼｽﾃﾑ
図書･雑誌目録
苫小牧ﾌﾗｯｸｽﾘｻｰﾁｻｲﾄﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
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
内部被爆線量評価のための代謝ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

東北大学所蔵資料標本ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(Tohoku University Museum Collection
Database)
東北大学多元物資科学科学研究所 業績ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
東北大学多元物質科学研究所 業績ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
東北大学ﾉｱ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

統計数理･彙報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
東寺文書悉皆目録及び花押画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
東北数学雑誌､第一輯論文ﾃﾞｰﾀ(仮称)

東京大学総合研究博物館地史古生物部門所蔵 白亜紀ｱﾝﾓﾅｲﾄ類登録標本ﾃﾞｰﾀ
ﾍﾞｰｽ
東京大学総合研究博物館ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
東京理科大学乱流 DNS ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

筑波大学陸域環境研究ｾﾝﾀｰ熱収支･水収支観測資料
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ : CEReS が提供するﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ･画像集
ﾃｸﾆｶﾙﾚﾎﾟｰﾄﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
電気化学と常温型溶融塩ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
電気通信大学研究者情報総覧
電子顕微鏡画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
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)
東京家政大学図書館蔵書検索ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
東京女子大学図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
東京大学愛知演習林量水観測結果報告
東京大学工学系研究科航空宇宙工学専攻図書室所蔵報告類目録

東北大学 多元物資科学科学研究所 広報情報室 【 (東北大学 多元物資科学研究所 広報情報室)】
東北大学 多元物質科学研究所 広報情報室 【 (東北大学 多元物質科学研究所 広報情報室)】
東北大学 東北ｱｼﾞｱ研究ｾﾝﾀｰ 【工藤純一 (東北大学 東北ｱｼﾞｱ研究ｾﾝﾀｰ)】
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)】
｢土偶とその情報｣研究会 【考古研究部 (国立歴史民俗博物館)】
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)】
独立行政法人 海上技術安全研究所 【渡辺貴志 (独立行政法人海上技術安全研究所)】
宇宙航空研究開発機構総合技術研究本部図書館 【国本 修平 (宇宙航空研究開発機構)】
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)】
国立環境研究所地球環境研究ｾﾝﾀｰ 【勝本 正之･藤沼 康実 (国立環境研究所地球環境研究ｾﾝﾀｰ)】
豊田工業高等専門学校庶務課図書係 【宇野 勝治 (豊田工業高等専門学校庶務課)】
放射線医学総合研究所 比較環境影響研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ 武田 洋 【安全研究成果情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ窓口 (放射線
医学総合研究所 放射線安全研究ｾﾝﾀｰ)】
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)】
名古屋大学大学院環境学研究科地震火山･防災研究ｾﾝﾀｰ 【山崎文人 (名古屋大学大学院環境学研究科
地震火山･防災研究ｾﾝﾀｰ)】
水谷伸治郎､磯貝芳徳､永井ひろ美､小嶋智､足立守 【束田 和弘 (名古屋大学博物館)】
奈良県森林技術ｾﾝﾀｰ 【衣田 雅人 (奈良県森林技術ｾﾝﾀｰ企画調整課)】
奈良先端科学技術大学院大学附属図書館 【星屋 真 (奈良先端科学技術大学院大学研究協力部学術情

東京大学総合研究博物館 【鵜坂 智則 (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(計算科学ﾌﾛﾝﾃｨｱ研究ｾﾝﾀｰ)河村研究室 【河村 洋 (東京理科大学 理
工学部)】
統計数理研究所 技術課技術第四係 【技術課技術第四係 (統計数理研究所)】
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)】
東北大学大学院 理学研究科数学専攻 東北数学雑誌編集室 【佐山 淳子 (東北大学大学院 理学研究科
数学専攻 東北数学雑誌編集室)】
東北大学所蔵資料標本ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会 【佐々木 理 (東北大学総合学術博物館)】

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)】
千葉大学環境ﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞ研究ｾﾝﾀｰ 【 ( )】
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)】
【 ( )】
電気通信大学研究協力室 【川口加奈子 (電気通信大学研究協力室研究協力係)】
東北大学多元物質科学研究所 表面ﾌﾟﾛｾｽ制御研究分野 【進藤大輔 (東北大学多元物質科学研究所)】
桐蔭横浜大学大学情報ｾﾝﾀｰ(図書館) 【志村 公孝 (桐蔭横浜大学大学情報ｾﾝﾀｰ(図書室))】
東京家政学院大学附属図書館 【野口 豊隆 (東京家政学院大学附属図書館)】
東京家政大学図書館 【 (東京家政大学図書館)】
東京女子大学図書館 【平塚寿行 (東京女子大学図書館)】
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)】
【 ( )】
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微生物ｹﾞﾉﾑﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
微生物資源ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
羊ヶ丘の気象ﾃﾞｰﾀ
病原細菌ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
表面分析ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(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)
びわ湖情報ﾃﾞｰﾀﾊﾞﾝｸ
ﾌｧｲﾝｾﾗﾐｯｸｽ生ﾃﾞｰﾀ･ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
福井県自然災害ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

東ｱｼﾞｱ海域海洋環境ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ(瀬戸内海)ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

ﾈﾊﾟｰﾙ産種子植物標本･画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
萩庭さく葉ｺﾚｸｼｮﾝ
萩庭さく葉植物標本
八戸工業大学図書館蔵書目録検索ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
発表論文･蔵書目録(仮称)
波照間･落石岬地上ｽﾃｰｼｮﾝﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
波浪ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

日本動物分類学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
日本動物分類学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
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
日本のｼﾞｵｲﾄﾞ 2000(英名 GSIGEO2000)
日本ﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞ学会文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
日本列島基盤岩類物性ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

日本地質文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

日本現存朝鮮古書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
日本工業大学図書館所蔵目録
日本産昆虫名称辞書
日本語指示詞研究文献一覧
ﾆﾎﾝｻﾞﾙ野外研究関連文献ﾘｽﾄ
日本産ﾊﾅﾊﾞﾁ類画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
日本情報地質学会発行雑誌等掲載記事ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
日本地質図ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

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
日本医学物理学会大会演題･発表者ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

南極海植物ﾌ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)

報課)】
南極海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 【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)】
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)】
藤本幸夫 【藤本幸夫 (富山大学人文学部)】
日本工業大学図書館 【大久保恵 (日本工業大学図書館)】
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)】
金水 敏 【金水 敏 (大阪大学大学院文学研究科)】
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)】
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)】
日本情報地質学会編集委員会 【山本 嘉一郎 (京都光華女子大学 人間関係学部)】
産業技術総合研究所成果普及部門地質調査情報部 【川畑 晶 (産業技術総合研究所 成果普及部門 地
質調査情報部)】
産業技術総合研究所 成果普及部門 地質調査情報部 地質情報管理室 【菅原義明 (産業技術総合研究
所 成果普及部門 地質調査情報部)】
ETIJ 【酒井勝司 (四国大学生物学研究室)】
ETIJ 【酒井勝司 (四国大学)】
JAFOV 構築作業ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【山本 嘉一郎 (京都光華女子大学 人間関係学部)】
(社)化学情報協会 【千原秀昭 ((社)化学情報協会)】
国土交通省国土地理院 【測地第一課 (国土交通省国土地理院 測地部)】
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)】
産業技術総合研究所地球科学情報研究部門地球物理情報研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【大熊茂雄 (産業技術総合研究所
地球科学情報研究部門)】
ﾈﾊﾟｰﾙ産種子植物標本ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会 【大場 秀章 (東京大学総合研究博物館)】
【 ( )】
萩庭さく葉標本ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成会 【池上文雄 (千葉大学環境健康ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学ｾﾝﾀｰ)】
八戸工業大学図書館･情報事務室 【馬場 誠 (八戸工業大学 図書館･情報事務室)】
(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)】
国立環境研究所地球環境研究ｾﾝﾀｰ 【勝本正之･藤沼康実 (国立環境研究所 地球環境研究ｾﾝﾀｰ)】
海上安全研究領域 耐航･復原性能研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ 小川 剛孝 【小川 剛孝 (独立行政法人海上技術安全研
究所海上安全研究領域 耐航･復原性能研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ)】
国立環境研究所地球環境研究ｾﾝﾀｰ 【勝本 正之(利用方法等)･原島 省(内容) (国立環境研究所地球環境
研究ｾﾝﾀｰ)】
微生物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)】
WFCC-MIRCEN World Data Centre for Microorganisms 【菅原 秀明 (国立遺伝学研究所)】
北海道農業研究ｾﾝﾀｰ気象資源評価研究室 【村田 竜一 (北海道農業研究ｾﾝﾀｰ情報資料課)】
微生物ﾃﾞｼﾞﾀﾙ標本ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの構築ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【後藤 俊幸 (京都大学医療技術短期大学部)】
表面分析研究会(Surface Analysis Society ofJapan) 【田沼繁夫 (物質･材料研究機構 分析ｽﾃｰｼｮﾝ)】
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)】
滋賀県琵琶湖研究所 【 (滋賀県琵琶湖研究所 情報管理部門)】
(財)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)】
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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
目録情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(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)
有害紫外線ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾈｯﾄﾜｰｸﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
有機金属反応経路の 3D 図集(3D Structures of Organometallic Reaction
Pathway)
有限束ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
有孔虫文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
溶媒抽出ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

宮崎学園図書館所蔵資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
民俗誌
民族薬物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

宮城教育大学環境研ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

牧野標本館所蔵植物標本ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
松田裕之業績目録
三重大学水産実験所魚類標本

文化財科学関係文献目録
分子性合成金属･超伝導体の化学と物理
分子生物学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
文書検索
分裂酵母 cDNA ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
別刷表
放散虫化石ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
放射光関連出版物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
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
保存菌株ﾘｽﾄ(麹菌)(仮称)
保存修復関係図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
北西太平洋(日本周辺海域)海底鉱物資源ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
北西太平洋海底堆積物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
北方森林圏ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
北方森林圏ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ Forest Research Database(英名)

藤女子大学図書館ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
物理探査調査研究活動ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

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
複雑系科学に関する情報発信(試験運用中)

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)】
京都大学大学院情報学研究科 複雑系科学専攻 【複雑系科学専攻計算機委員 (京都大学大学院情報学
研究科)】
藤女子大学図書館 【図書課長 (藤女子大学図書館)】
産業技術総合研究所 成果普及部門 地質調査情報部 【[物探一覧｣担当 (産業技術総合研究所 成果普及
部門 地質調査情報部)】
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)】
斎藤 軍治,他 21 名 【矢持 秀起 (京都大学 大学院理学研究科学専攻)】
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)】
福井県衛生環境研究ｾﾝﾀｰ 【 (福井県衛生環境研究ｾﾝﾀｰ 管理室 企画情報ｸﾞﾙｰﾌﾟ)】
森明 充興 【森明 充興 (放医研)】
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)】
Rad-File(IDB)研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【水谷 伸治郎 (名古屋大学博物館)】
高ｴﾈﾙｷﾞｰ加速器研究機構 放射光研究施設 【鈴木守 (高ｴﾈﾙｷﾞｰ加速器研究機構 物質構造科学研究所)】
信濃卓郎 【信濃 卓郎 (北海道大学大学院農学研究科)】
捕食･寄生性昆虫研究会 【戒能 洋一 (筑波大学 農林学系)】
独立行政法人 酒類総合研究所 微生物研究室 【 (独立行政法人 酒類総合研究所)】
東京文化財研究所 情報調整室 【 (東京文化財研究所 情報調整室)】
産業技術総合研究所海洋資源環境研究部門 【飯笹幸吉 (産業技術総合研究所海洋資源環境研究部門)】
産業技術総合研究所 海洋資源環境研究部門 【池原 研 (産業技術総合研究所 海洋資源環境研究部門)】
北海道大学北方生物圏ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学ｾﾝﾀｰ森林圏ｽﾃｰｼｮﾝ 【 ( )】
北海道大学北方生物圏ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学ｾﾝﾀｰ 森林圏ｽﾃｰｼｮﾝ 【情報管理技術室(担当 間宮春大) (北海道大学
北方生物圏ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学ｾﾝﾀｰ)】
牧野標本館ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【加藤 英寿 (東京都立大学 牧野標本館)】
松田裕之 【松田 裕之 (横浜国立大学環境情報研究院)】
木村 清志 【木村 清志 (三重大学生物資源学部附属 紀伊･黒潮生命地域ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｲｴﾝｽｾﾝﾀｰ附属施設 水
産実験所)】
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)】
宮崎国際大学､宮崎女子短期大学 【小橋智子 (宮崎学園図書館)】
上野和男 【民俗研究部 (国立歴史民俗博物館)】
富山医科薬科大学 和漢薬研究所 民族薬物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会 【小松 かつ子 (富山医科薬科大学 和
漢薬研究所 附属薬効解析ｾﾝﾀｰ)】
明治薬科大学図書館･情報課 【今川 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)】
【 (姫路工業大学 附属図書館)】
神戸学院大学図書館 【片山正博 (神戸学院大学図書館)】
図書館 【大島 秀五 (山野美容芸術短期大学図書館)】
図書館 【大島 秀五 (山野美容芸術短期大学図書館)】
国立環境研究所地球環境研究ｾﾝﾀｰ 【勝本 正之･藤沼 康実 (国立環境研究所地球環境研究ｾﾝﾀｰ)】
東京大学大学院 理学系研究科 化学専攻 中村研究室 【中村 栄一 (東京大学大学院 理学科研究科 化
学専攻 中村研究室)】
田中正彦 【田中正彦 (兵庫大学)】
長谷川 四郎 【長谷川 四郎 (熊本大学理学部地球科学科)】
分離化学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ研究会 【渡會 仁 (大阪大学大学院理学研究科化学専攻)】
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和漢古典籍目録検索ｼｽﾃﾑ
早稲田大学教育総合研究所
稚内北星学園大学紀要

量子化学文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
類人猿ｹﾞﾉﾑ計画:Silver
歴博図書目録
ﾚﾎﾟｰﾄ表
老化促進ﾓﾃﾞﾙﾏｳｽ(SAM)ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

理科教材ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
理科年表｢日本付近のおもな被害地震年代表｣検索ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
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)
龍谷大学蔵書検索ｼｽﾃﾑ
流体科学研究所 公表論文ﾘｽﾄ(仮称)
流体科学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
流体の熱物性値ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ･ﾊﾟｯｹｰｼﾞ PROPATH 第 12.1 版

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)

乱流輸送現象のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ辞書
(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
乱流の大規模数値計算ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

｢横須賀市自然･人文博物館刊行物｣目次一覧ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ﾗｲﾀﾞｰﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

横須賀市自然･人文博物館 HP 監修担当者 【林公義 (横須賀市自然･人文博物館)】
独立行政法人 海上技術安全研究所 環境･ｴﾈﾙｷﾞｰ研究領域 【山之内 博 (独立行政法人 海上技術安全
研究所 環境･ｴﾈﾙｷﾞｰ研究領域)】
ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ辞書ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 【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)】
名古屋大学大学院工学研究科計算理工学専攻金田研究室 【石原 卓 (名古屋大学大学院工学研究科 計
算理工学専攻)】
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)】
岐阜大学教育学部理科教育講座(地学) 【川上紳一 (岐阜大学教育学部)】
【 ( )】
図書館(香川校) 【湯浅 大二郎 (徳島文理大学香川校図書館)】
龍谷大学学術情報ｾﾝﾀｰ 【ｼｽﾃﾑ担当 (龍谷大学 学術情報ｾﾝﾀｰ 深草図書館課)】
流体科学研究所 研究推進委員会 【研究推進委員会 研究評価担当 (東北大学流体科学研究所)】
東北大学流体科学研究所 【光村 茂 (東北大学流体科学研究所)】
ﾌﾟﾛﾊﾟｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ 幹事 高田保之(九州大学大学院工学研究院機械科学部門)代表 伊藤猛宏(東亜大学大学
院総合学術研究科) 【高田保之 (九州大学大学院工学研究院 機械科学部門)】
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)】
斎藤成也 【斎藤 成也 (国立遺伝学研究所集団遺伝研究部門)】
国立歴史民俗博物館 【資料課図書係 (国立歴史民俗博物館)】
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)】
老化促進ﾓﾃﾞﾙﾏｳｽ(SAM)研究協議会 【樋口 京一 (信州大学大学院医学研究科加齢適応医科学系加齢生
物学分野)】
龍谷大学 大宮図書館課 【閲覧係 貴重書担当 (龍谷大学 学術情報ｾﾝﾀｰ 大宮図書館課)】
早稲田大学教育総合研究所 【岡根 由美子 (早稲田大学教育総合研究所)】
稚内北星学園大学紀要編集委員会 【鏡山樹 (稚内北星学園大学図書館)】
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データベースの名称

石巻専修大学図書館-Online Public Access Catalog
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)
宇宙文 献 情 報 ｼ ｽﾃ ﾑ(Aerospace Information Reference system External
version)
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)
大阪大学小坂田研究室論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
大阪大学大学院工学研究科技術ｼｰｽﾞﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
大谷女子大学･大谷女子短期大学図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
岡山県工業技術ｾﾝﾀｰ報告ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

圧力容器材料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

ｱｼﾞｱ 環境技術情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

浅田研 研究刊行物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

ｱｻｶﾞｵ ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

SPring-8 年報
SPring-8 利用者情報
SUPERCON(超伝導材料情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ)
Tohoku Molten Salts Data Base

Fluid Science Database Institute of Fluid Science Tohoku University
FUSION
GPS 連続観測ｼｽﾃﾑ
Institute for Materials Research (IMR) KIND Database
KISS for Preprints
MATERIALS OBJECT-ORIENTED DATABASE
NBU 総合図書館情報ｼｽﾃﾑ(Nippon Bunri University Information Control
Expert System)
Ring Server
SPring-8 Research Frontiers(研究ﾊｲﾗｲﾄ)
SPring-8 User Experiment Report
SPring-8 登録論文検索

CiNii(NII 引用文献情報ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀ)
CYRIC Annual Reports
Extremo Base(極限微生物ｹﾞﾉﾑﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ)

2001 年度の論文･発表等､2002 年度の論文･発表等

５．工学
氏名

（大学・機関名等） 】

大阪市立大学工学部土木工学科 【麓 隆行 (大阪市立大学工学部土木工学科)】
大阪大学小坂田研究室 【小坂田 宏造 (大阪大学大学院基礎工学研究科)】
大学院工学研究科 【 (工学研究科社会連携室情報ﾈｯﾄﾜｰｸ部門)】
大谷女子大学･大谷女子短期大学図書館 【 (大谷女子大学･大谷女子大学図書館)】
岡山県工業技術ｾﾝﾀｰ 【山田 充 (岡山県工業技術ｾﾝﾀｰ)】

Ring Server Project 【渥美清隆 (静岡大学)】
(財)高輝度光科学研究ｾﾝﾀｰ 利用業務部 【 (財団法人 高輝度光科学研究ｾﾝﾀｰ 利用業務部)】
(財)高輝度光科学研究ｾﾝﾀｰ 【 ((財)高輝度光科学研究ｾﾝﾀｰ 利用業務部)】
(財)高輝度科学研究ｾﾝﾀｰ 利用業務部 図書情報課 【音村 圭一郎 (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)】
(財)高輝度光科学研究ｾﾝﾀｰ 【図書情報課 ((財)高輝度光科学研究ｾﾝﾀｰ 利用業務部)】
(財)高輝度光科学研究ｾﾝﾀｰ 【図書情報課 ((財)高輝度光科学研究ｾﾝﾀｰ 利用業務部)】
物質･材料研究機構材料基盤情報ｽﾃｰｼｮﾝ 【山﨑政義 (物質･材料研究機構 材料基盤情報ｽﾃｰｼｮﾝ)】
Janz, George J. 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)】
仁田坂 英二(九州大学大学院理学研究院･生物科学部門) 【仁田坂 英二 (九州大学大学院理学研究院
生物科学部門 染色体機能学研究室)】
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 (大阪大学大学院工学研究
科知能･機能創成工学専攻 創発ﾛﾎﾞｯﾄ工学講座)】
九州大学大学院工学研究院附属環境ｼｽﾃﾑ科学研究ｾﾝﾀｰ 【江崎 哲郎 (九州大学大学院工学研究院環境
ｼｽﾃﾑ科学研究ｾﾝﾀｰ)】
物質･材料研究機構 材料基盤情報ｽﾃｰｼｮﾝ 【山﨑政義 (独立行政法人物質･材料研究機構 材料基盤情報
ｽﾃｰｼｮﾝ)】
石巻専修大学図書館 【 (石巻専修大学図書館)】
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)】
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)】
宇宙航空研究開発機構 【 (宇宙航空研究開発機構 情報化推進部)】

新領域創成科学研究科 基盤情報学専攻 相田研究室 【千葉 新吾 (東京大学大学院新領域創成科学研
究科 基盤情報学専攻･相田研究室)】
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)】
CYRIC Annual Reports 編集委員会 【岩田 錬 (東北大学ｻｲｸﾛﾄﾛﾝ･ﾗｼﾞｵｱｲｿﾄｰﾌﾟｾﾝﾀｰ)】
海洋科学技術ｾﾝﾀｰ極限環境生物ﾌﾛﾝﾃｨｱ研究ｼｽﾃﾑ 【高見 英人､ 高木 善弘､ 松井 里美 (海洋科学技術
ｾﾝﾀｰ極限環境生物ﾌﾛﾝﾃｨｱ研究ｼｽﾃﾑ)】
東北大学流体科学研究所未来流体情報創造ｾﾝﾀｰ 【 ( )】
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)】
国土交通省国土地理院 【衛星測地課 (国土交通省国土地理院測地観測ｾﾝﾀｰ)】
Institute for Materials Research, Tohoku University 【 ( )】
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)】
小野陽 【小野陽 (八戸工業大学工学部機械情報技術学科)】
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
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九州大学大学院ｼｽﾃﾑ情報科学研究院 研究開発ｼｰｽﾞ集

九州大学ｼｽﾃﾑ情報科学研究院研究内容紹介
九州大学大学院ｼｽﾃﾑ情報科学研究院紀要ｱﾌﾞｽﾄﾗｸﾄ集

関東学院大学紀要等ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
ｷ ｰ ﾜ ｰ ﾄ ﾞ 式 建 築 設 計 研 究 情 報 検 索 ｼ ｽ ﾃ ﾑ keyword-system Architecture1
Design(and studies) Information Retrieva1 System
幾何計算ｿﾌﾄｳｴｱ
北見工業大学研究業績
北見工業大学研究報告
基盤原子力用材料
旧航空宇宙技術研究所研究成果情報 DB 検索ｼｽﾃﾑ
九州工業大学工学部機械知能工学科機械工学教室(仮称)

寒地土木技術情報ｾﾝﾀｰ 文書管理ｼｽﾃﾑ

刊行物 DataBase
岩石物性値ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

学術研究業績ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
学術研究論文･解説ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
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)
ｶﾞｽﾊｲﾄﾞﾚｰﾄ物理的特性ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
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
神奈川県の農業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
環境中のﾄﾘﾁｳﾑ測定調査ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

科学技術共同開発ｾﾝﾀｰ｢年報｣
化学ｾﾝｻｰﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
拡散情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
拡散ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

沖縄県工業技術情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
ｵﾝﾗｲﾝ目録検索ｼｽﾃﾑ
海岸工学論文集ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(PC 版)
海岸工学論文集ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(Web 版)
会議録
海上技術安全研究所報告ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
外書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
外像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
海氷ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

沖縄県工業技術ｾﾝﾀｰ 【島袋 定 (沖縄県工業技術ｾﾝﾀｰ)】
北見工業大学附属図書館 【 (北見工業大学附属図書館)】
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)】
小林智尚 土木学会海岸工学委員会 【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)】
海上技術安全研究所研究情報ｾﾝﾀｰ 【仲田光男 (海上技術安全研究所企画部研究情報ｾﾝﾀｰ)】
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)】
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)】
独立行政法人 海上技術安全研究所 海洋開発研究領域 【宇都 正太郎 (独立行政法人海上技術安全研
究所海洋開発研究領域)】
佐賀大学科学技術共同開発ｾﾝﾀｰ 【新井 康平 (佐賀大学科学技術共同開発ｾﾝﾀｰ)】
化学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ委員会 【佐藤寿邦 (横浜国立大学大学院工学研究院)】
物質･材料研究機構材料基盤情報ｽﾃｰｼｮﾝ 【山﨑政義 (物質･材料研究機構材料基盤情報ｽﾃｰｼｮﾝ)】
独立行政法人物質･材料研究機構 材料基盤情報ｽﾃｰｼｮﾝ 【山﨑政義 (独立行政法人物質･材料研究機構
材料基盤情報ｽﾃｰｼｮﾝ)】
神奈川大学工学部 【神奈川大学工学部長 (神奈川大学)】
財団法人衣笠会繊維研究所 【 (財団法人衣笠会繊維研究所)】
鹿児島工業高等専門学校 庶務課図書係 【壽福 千代子 (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 【河合渓 (鹿児島大学多島圏研究ｾﾝﾀｰ)】
成田 英夫(産総研北海道ｾﾝﾀｰ) 【成田 英夫 (独立行政法人産業技術総合研究所北海道ｾﾝﾀｰ)】
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) 【中山 岳美 (企画部広報企画室)】
神奈川県農業総合研究所 経営情報部 【廣瀬 一郎 (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 【神山 勇一郎 (神奈川工科大学附属図書館事務課)】
放射線医学総合研究所 比較環境影響研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ 宮本霧子 【安全研究成果情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ窓口 (放射線
医学総合研究所 放射線安全研究ｾﾝﾀｰ)】
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)】
産業技術総合研究所 地球科学情報研究部門 【村田泰章 (産業技術総合研究所 地球科学情報研究部
門)】
独立行政法人北海道開発土木研究所 企画室 【企画室 第 3 ｸﾞﾙｰﾌﾟ (独立行政法人北海道開発土木研究
所)】
関東学院大学 【小山信弥 (関東学院大学図書館)】
KWADIRS ｸﾞﾙｰﾌﾟ(ﾒﾝﾊﾞｰは､早稲田大学､慶応大学､武蔵工業大学､東京大学､九州芸術工科大学､九州大
学等入れ替わっている) 【湯本 長伯 (九州大学 ﾃﾞｻﾞｲﾝ総合部門)】
杉原厚吉(1948-) 【杉原 厚吉 (東京大学大学院 情報理工学系研究科 数理情報学)】
北見工業大学附属図書館 【 (北見工業大学付属図書館)】
北見工業大学付属図書館 【 (北見工業大学付属図書館)】
ﾃﾞｰﾀﾌﾘｰｳｴｲ共同研究協議会 【山﨑政義 (独立行政法人 物質･材料研究機構材料基盤情報ｽﾃｰｼｮﾝ)】
旧航空宇宙技術研究所図書館 【国本 修平 (宇宙航空研究開発機構)】
九州工業大学工学部機械知能工学科機械工学教室 【機械工学教室主任 (九州工業大学工学部機械知能
工学科機械工学教室)】
興 雄司(九州大学ｼｽﾃﾑ情報科学研究院広報委員) 【 (九州大学ｼｽﾃﾑ情報科学研究院)】
興 雄司(ｼｽﾃﾑ情報科学研究院)､九州大学ｼｽﾃﾑ情報紀要編集委員会 【 (九州大学大学院ｼｽﾃﾑ情報科学研
究院)】
興 雄司(九州大学ｼｽﾃﾑ情報)､九州大学大学院ｼｽﾃﾑ情報科学研究院 広報委員会 【 (九州大学大学院ｼｽﾃﾑ
情報科学研究院)】
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構造材料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
高知高専蔵書検索ｼｽﾃﾑ
高分子ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

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
工学研究(英文版 Kogaku Kenkyu)
工作ｾﾝﾀｰ 材料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
構造工学研究論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

原子力施設付近の環境水ﾄﾘﾁｳﾑﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(1967 年~1980 年)

研究成果等ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
研究報告書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
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)
原子･分子の流れ解析に関するﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

研究概要ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
研究成果ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

結晶基礎ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

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､材料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
金研点検評価ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
釧路工業高等専門学校 紀要論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
計算複雑流動研究分野
計算物性ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

教育学系博士･修士学位論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
教育研究総合ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
教育研究論文索引
教科書ｺﾚｸｼｮﾝ画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
強磁場工学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
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
京都市産業技術研究所工業技術ｾﾝﾀｰ研究報告抄録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
京都大学総合博物館標本ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ｷﾗﾘﾃｨ･ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

九州大学大学院ｼｽﾃﾑ情報科学研究院における発表論文･講演題目

ｼｽﾃﾑ情報科学研究院 紀要編集委員会 【九州大学ｼｽﾃﾑ情報科学紀要編集委員会 (九州大学大学院ｼｽﾃﾑ
情報科学研究院電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ工学部内)】
国立教育政策研究所 【吉岡亮衛 (国立教育政策研究所 教育研究情報ｾﾝﾀｰ)】
北陸先端科学技術大学院大学 【研究振興担当 (北陸先端科学技術大学院大学 研究協力部研究協力課)】
国立教育政策研究所 【吉岡 亮衛 (国立教育政策研究所 教育研究情報ｾﾝﾀｰ)】
教科書ｺﾚｸｼｮﾝ画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ化ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 【電子情報係 (広島大学附属図書館情報ｻｰﾋﾞｽ課)】
物質･材料研究機構 強磁場研究ｾﾝﾀｰ 【湯山 道也 (物質･材料研究機構 強磁場研究ｾﾝﾀｰ)】
京都工芸繊維大学 地域共同研究ｾﾝﾀｰ 【西村 太良 (京都工芸繊維大学 地域共同研究ｾﾝﾀｰ)】
京都市産業技術研究所 工業技術ｾﾝﾀｰ 【今井 寛治 (京都市産業技術研究所工業技術ｾﾝﾀｰ)】
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)】
東北大学多元物質科学研究所 資源変換･再生研究ｾﾝﾀｰ反応化学情報研究部 【原田 宣之 (東北大学多
元物質科学研究所 資源変換･再生研究ｾﾝﾀｰ 反応化学情報研究部)】
近畿大学九州工学部図書館 【村井たか子 (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)】
金属材料研究所計算材料学ｾﾝﾀｰ長 川添良幸 【川添良幸 (東北大学金属材料研究所計算材料学ｾﾝﾀｰ)】
東北大学金属材料研究所点検評価室 【 (東北大学金属材料研究所点検評価室)】
釧路工業高等専門学校 庶務課 情報資料係 【西山 光幸 (釧路工業高等専門学校 庶務課 情報資料係)】
井上 督(東北大学流体科学研究所 計算複雑流動研究分野教授) 【井上 督 (東北大学流体科学研究所)】
独立行政法人物質･材料研究機構 材料基盤情報ｽﾃｰｼｮﾝ 【山﨑政義 (独立行政法人物質･材料研究機構
材料基盤情報ｽﾃｰｼｮﾝ)】
独立行政法人物質･材料研究機構 材料基盤情報ｽﾃｰｼｮﾝ 【山﨑政義 (独立行政法人物質･材料研究機構
材料基盤情報ｽﾃｰｼｮﾝ)】
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)】
海洋科学技術ｾﾝﾀｰ企画部計画管理課 【企画部計画管理課 中村･吉村/情報業務課 松本 (海洋科学技術
ｾﾝﾀｰ)】
三重県科学技術振興ｾﾝﾀｰ 【岩崎 里会子 (三重県科学技術振興ｾﾝﾀｰ総合研究企画部)】
新潟県工業技術総合研究所 【星野公明 (新潟県工業技術総合研究所企画管理室)】
愛媛県工業技術ｾﾝﾀｰ 【 (愛媛県工業技術ｾﾝﾀｰ)】
埼玉県産業技術総合ｾﾝﾀｰ 【 ( )】
宮崎県工業技術ｾﾝﾀｰ･宮崎県食品開発ｾﾝﾀｰ 【新穂浩一 (宮崎県工業技術ｾﾝﾀｰ)】
高知県工業技術ｾﾝﾀｰ 【滝口 宏人 (高知県工業技術ｾﾝﾀｰ)】
【斯波 信雄 (広島県立西部工業技術ｾﾝﾀｰ)】
日本機械学会 P-SC263｢原子･分子流れ解析に関するﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ調査研究分科会｣ 【南部 健一 (東北大学
流体科学研究所)】
放射線医学総合研究所 比較環境影響研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ 宮本霧子 【安全研究成果情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ窓口 (放射線
医学総合研究所 放射線安全研究ｾﾝﾀｰ)】
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)】
京都大学大学院工学研究科 【渡邉 誠 (京都大学工学部等総務課図書掛)】
工作ｾﾝﾀｰ 【京藤 康正 (筑波大学 工作ｾﾝﾀｰ)】
広島大学大学院工学研究科 社会環境ｼｽﾃﾑ専攻 土木構造工学研究室 【 (広島大学大学院工学研究科
社会環境ｼｽﾃﾑ専攻 土木構造工学研究室)】
物質･材料研究機構 材料基盤情報ｽﾃｰｼｮﾝ 【山﨑政義 (物質･材料研究機構 材料基盤情報ｽﾃｰｼｮﾝ)】
高知工業高等専門学校図書館 【浜田 規子 (庶務課図書係 高知工業高等専門学校)】
独立行政法人物質･材料研究機構 材料基盤情報ｽﾃｰｼｮﾝ 【山﨑政義 (独立行政法人物質･材料研究機構
材料基盤情報ｽﾃｰｼｮﾝ)】
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石炭液化連続装置運転成果ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
繊維科学画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
船舶信頼性情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
前方後円墳ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
園田学園女子大学図書館ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
大同工業大学図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
拓殖大学図書館蔵書目録

下河辺淳ｱｰｶｲヴ
樹木年輪研究会文献一覧
衝撃波研究ｾﾝﾀｰﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
情報科学ｾﾝﾀｰ 最近の研究成果
情報学研究(英文版 Johogaku Kunkyu:Summaries of Research Activities)
所蔵図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
所蔵図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
所蔵図書目録(仮称)
所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
信州大学繊維学部教育研究活動ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
森林利用関係文献ﾘｽﾄ
製紙科学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

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試験機器ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
滋賀県立大学工学部報目次(仮称)
資源ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
静岡県富士工業技術ｾﾝﾀｰ報告抄録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
次世代舶用炉熱水力特性知的情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

三次元状態図ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

産業技術総合研究所 四国ｾﾝﾀｰ 図書室情報ｻｰﾋﾞｽ

材料ﾌﾟﾛｾｽにおける形態･構造制御ｴｷｽﾊﾟｰﾄｼｽﾃﾑ
材料用核ﾃﾞｰﾀ DB
佐賀大学海洋ｴﾈﾙｷﾞｰ研究ｾﾝﾀｰ｢OTEC｣ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
佐賀大学教官ｼｰｽﾞﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
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

国立極地研究所 出版物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
国立極地研究所所蔵試料目録(仮称)
今和次郎ｺﾚｸｼｮﾝﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
(財)国際通信経済研究所 資料室 検索ｻｰﾋﾞｽ
災害事例ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
材料設計用ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

国立極地研究所 図書室 【川村順子 (国立極地研究所 図書室)】
国立極地研究所図書室 【山下敏彦 (国立極地研究所図書室)】
工学院大学 図書館 【 (工学院大学図書館 図書館管理課)】
(財)国際通信経済研究所 【 ((財)国際通信経済研究所資料室)】
和田 有司 【先端情報計算ｾﾝﾀｰ (独立法人 産業技術総合研究所 つくば中央第 1)】
東京大学人工物工学研究ｾﾝﾀｰﾗｲﾌｻｲｸﾙ工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 (東京大学大学院工学系研究科ｼｽﾃﾑ量子工学専攻)】
学振未来開拓｢異常成長｣ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ 【野田 優 (東京大学大学院工学系研究科)】
物質･材料研究機構材料基盤情報ｽﾃｰｼｮﾝ 【山﨑政義 (物質･材料研究機構 材料基盤情報ｽﾃｰｼｮﾝ)】
佐賀大学海洋ｴﾈﾙｷﾞｰ研究ｾﾝﾀｰ 【池上康之 (佐賀大学海洋ｴﾈﾙｷﾞｰ研究ｾﾝﾀｰ)】
佐賀大学 科学技術共同開発ｾﾝﾀｰ 【新井康平 (佐賀大学科学技術共同開発ｾﾝﾀｰ)】
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 多元物質科学研究所 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 多元物
質科学研究所)】
産業技術総合研究所 四国ｾﾝﾀｰ 産学官連携ｾﾝﾀｰ 【北原 洸 (独立行政法人 産業技術総合研究所 四国
ｾﾝﾀｰ)】
独立行政法人物質･材料研究機構 材料基盤情報ｽﾃｰｼｮﾝ 【山﨑政義 (独立行政法人物質･材料研究機構
材料基盤情報ｽﾃｰｼｮﾝ)】
滋賀県東北部工業技術ｾﾝﾀｰ 【木村昌彦 (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 【木村昌彦 (滋賀県東北部工業技術ｾﾝﾀｰ 機械電子･金属材料担当)】
滋賀県立大学工学部 【菊池潮美 (滋賀県立大学工学部)】
成田裕一 他 【木村 俊一 (秋田大学工学資源学部附属鉱業博物館)】
静岡県富士工業技術ｾﾝﾀｰ総務企画課 【飯野 修 (静岡県富士工業技術ｾﾝﾀｰ)】
海上技術安全研究所環境･ｴﾈﾙｷﾞｰ研究領域 稲坂 冨士夫 【稲坂 冨士夫 (海上技術安全研究所環境･ｴﾈﾙ
ｷﾞｰ研究領域)】
総合研究開発機構政策研究情報ｾﾝﾀｰ 【島津千登世 (総合研究開発機構 政策研究情報ｾﾝﾀｰ)】
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)】
衝撃波研究ｾﾝﾀｰ 【高山 和喜 (東北大学流体科学研究所)】
情報科学ｾﾝﾀｰ 【中島孔志 (九州工業大学 情報科学ｾﾝﾀｰ)】
京都大学大学院情報学研究科 【駒谷 和範 (京都大学大学院情報学研究科 知能情報学専攻)】
大阪府立産業技術総合研究所 【業務推進部企画情報課長 杉左近 隆 (大阪府立産業技術総合研究所)】
奈良文化財研究所 【小林謙一､森本晋 (奈良文化財研究所埋蔵文化財ｾﾝﾀｰ文化財情報研究室)】
(株)NK 製作所 【企画情報部 (福島県ﾊｲﾃｸﾌﾟﾗｻﾞ)】
東京薬科大学情報ｾﾝﾀｰ 【黒木 文子 (東京薬科大学 情報ｾﾝﾀｰ)】
信州大学繊維学部 【赤川 雅志 (信州大学繊維学部)】
森林利用学会 【仁多見俊夫 (森林利用学会)】
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 【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)】
成田英夫 【成田英夫 (独立行政法人産業技術総合研究所北海道ｾﾝﾀｰ)】
東京農工大学工学部附属繊維博物館 【田中 鶴代 (東京農工大学工学部附属繊維博物館)】
海上技術安全研究所 【桐谷伸夫 (海上技術安全研究所環境･ｴﾈﾙｷﾞｰ研究領域ﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞ研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ)】
総合情報学部 小沢一雅 【小沢一雅 (大阪電気通信大学総合情報学部)】
昭和女子大学図書館 【柳 秀子 (昭和女子大学図書館)】
園田学園女子大学図書館 【吉田 淳 (園田学園女子大学図書館)】
大同工業大学図書館 【図書館事務室 (大同工業大学図書館)】
拓殖大学図書館 【渡部香子 (拓殖大学図書館)】
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図書･雑誌目録
図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
図書館蔵書検索ｼｽﾃﾑ
図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 共栄大学･共栄学園短期大学図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
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
豊橋技術科学大学 特許情報ｼｽﾃﾑ
長岡技術科学大学紀要ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
長岡技術科学大学博士論文目次要旨ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

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
図書館所蔵目録

東北大学ﾉｱ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

統計数理･彙報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
東寺文書悉皆目録及び花押画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
道都大学図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
東北大学多元物資科学科学研究所 業績ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
東北大学多元物質科学研究所 業績ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
東北大学電気通信研究所文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

東京大学総合研究博物館ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
東京農工大学研究年報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
東京理科大学乱流 DNS ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

電気通信大学研究者情報総覧
電子顕微鏡画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
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)
東京大学愛知演習林量水観測結果報告
東京大学工学系研究科航空宇宙工学専攻図書室所蔵報告類目録

電気通信研究所 研究者総覧ｼｽﾃﾑ

地中海建築都市文献情報検索ｼｽﾃﾑ
千葉工業大学附属図書館資料所蔵ﾃﾞｰﾀ(仮称)
調査研究論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
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
電気化学と常温型溶融塩ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
電気化学の庵

田中英彦･坂井修一研究室ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

東京大学大学院 情報理工学系研究科 電子情報学専攻 田中英彦･坂井修一研究室 【WWW 担当者 (東
京大学大学院 情報理工学系研究科 電子情報学専攻 田中英彦･坂井修一研究室)】
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)】
千葉工業大学附属図書館 【 (千葉工業大学附属図書館)】
北方建築総合研究所 企画指導室 【池田 美穂 (北方建築総合研究所)】
筑波技術短期大学 学術国際交流委員会 【三浦 千代 (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)】
【 ( )】
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｱﾒﾆﾃｨ研究所(山形大学ﾊﾞｰﾁｬﾙ研究所) 【仁科辰夫 (ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｱﾒﾆﾃｨ研究所(山形大学ﾊﾞｰﾁｬﾙ研究
所))】
東北大学電気通信研究所 やわらかい情報ｼｽﾃﾑ研究ｾﾝﾀｰ 【岩谷幸雄 (東北大学電気通信研究所やわら
かい情報ｼｽﾃﾑ研究ｾﾝﾀｰ)】
電気通信大学研究協力室 【川口加奈子 (電気通信大学研究協力室研究協力係)】
東北大学多元物質科学研究所 表面ﾌﾟﾛｾｽ制御研究分野 【進藤大輔 (東北大学多元物質科学研究所)】
桐蔭横浜大学大学情報ｾﾝﾀｰ(図書館) 【志村 公孝 (桐蔭横浜大学大学情報ｾﾝﾀｰ(図書室))】
東京家政学院大学附属図書館 【野口 豊隆 (東京家政学院大学附属図書館)】
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)】
東京大学総合研究博物館 【鵜坂 智則 (東京大学総合研究博物館)】
東京農工大学附属図書館 【矢崎省三 (東京農工大学附属図書館)】
東京理科大学理工学部機械工学科(計算科学ﾌﾛﾝﾃｨｱ研究ｾﾝﾀｰ)河村研究室 【河村 洋 (東京理科大学 理
工学部)】
統計数理研究所 技術課技術第四係 【技術課技術第四係 (統計数理研究所)】
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)】
道都大学附属図書情報館(札幌ｷｬﾝﾊﾟｽ) 【藤田 仁志 (道都大学附属図書情報館(札幌ｷｬﾝﾊﾟｽ))】
東北大学 多元物資科学科学研究所 広報情報室 【 (東北大学 多元物資科学研究所 広報情報室)】
東北大学 多元物質科学研究所 広報情報室 【 (東北大学 多元物質科学研究所 広報情報室)】
東北大学電気通信研究所やわらかい情報ｼｽﾃﾑ研究ｾﾝﾀｰ 【岩谷 幸雄 (東北大学電気通信研究所やわら
かい情報研究ｾﾝﾀｰ)】
東北大学 東北ｱｼﾞｱ研究ｾﾝﾀｰ 【工藤純一 (東北大学 東北ｱｼﾞｱ研究ｾﾝﾀｰ)】
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 【松尾 伸二 (九州共立大学附属図書館)】
独立行政法人 放射線医学総合研究所 国際･研究交流部 研究交流･情報室 図書･研究情報係 【佐藤 博
信 (独立行政法人放射線医学総合研究所 国際･研究交流部 研究交流･情報室)】
名古屋工業大学附属図書館 【 (名古屋工業大学附属図書館情報管理係)】
独立行政法人 海上技術安全研究所 【渡辺貴志 (独立行政法人海上技術安全研究所)】
宇宙航空研究開発機構総合技術研究本部図書館 【国本 修平 (宇宙航空研究開発機構)】
共栄大学･共栄学園短期大学図書館 【 (共栄大学･共栄学園短期大学図書館)】
豊田工業高等専門学校庶務課図書係 【宇野 勝治 (豊田工業高等専門学校庶務課)】
豊橋技術科学大学 未来技術流動研究ｾﾝﾀｰ 【 (豊橋技術科学大学 未来技術流動研究ｾﾝﾀｰ)】
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
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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
宮城県産業技術総合ｾﾝﾀｰﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
民間等との共同研究一覧 ｼｰｽﾞ集 教官特許出願ﾃﾞｰﾀ
目録情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
山梨学院総合図書館情報ｼｽﾃﾑ
山野美容芸術短期大学図書館図書目録情報(仮称)
有機溶剤中毒症例ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

分子性合成金属･超伝導体の化学と物理
別刷表
放射光関連出版物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
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
保存修復関係図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
北海道木造建築物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
南谷･中村研究室 発表論文

物理探査調査研究活動ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

藤原研究室 文献ﾘｽﾄ

ﾋｯﾁｺｯｸ･ｺﾚｸｼｮﾝ ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
兵庫県立工業技術ｾﾝﾀｰﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
表面分析ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(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
ﾌｧｲﾝｾﾗﾐｯｸｽ生ﾃﾞｰﾀ･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情報
福井地域地盤ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
福岡県工業技術ｾﾝﾀｰ研究報告
複雑系科学に関する情報発信(試験運用中)

日本現存朝鮮古書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
日本工業大学図書館所蔵目録
日本情報地質学会発行雑誌等掲載記事ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
日本の化学文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
燃焼技術･科学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
八戸工業大学図書館蔵書目録検索ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
発表論文･蔵書目録(仮称)
波浪ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

奈良県森林技術ｾﾝﾀｰ研究成果文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
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

係)】
奈良県森林技術ｾﾝﾀｰ 【衣田 雅人 (奈良県森林技術ｾﾝﾀｰ企画調整課)】
新潟工科大学附属図書館 【阿部 哲 (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)】
藤本幸夫 【藤本幸夫 (富山大学人文学部)】
日本工業大学図書館 【大久保恵 (日本工業大学図書館)】
日本情報地質学会編集委員会 【山本 嘉一郎 (京都光華女子大学 人間関係学部)】
(社)化学情報協会 【千原秀昭 ((社)化学情報協会)】
DACOS 作成･保守委員会 【中山 満茂 (国士館大学工学部)】
八戸工業大学図書館･情報事務室 【馬場 誠 (八戸工業大学 図書館･情報事務室)】
(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)】
海上安全研究領域 耐航･復原性能研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ 小川 剛孝 【小川 剛孝 (独立行政法人海上技術安全研
究所海上安全研究領域 耐航･復原性能研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ)】
工学院大学 図書館 【 (工学院大学図書館 図書館管理課)】
兵庫県立工業技術ｾﾝﾀｰ 【園田司 (兵庫県立工業技術ｾﾝﾀｰ技術支援部)】
表面分析研究会(Surface Analysis Society ofJapan) 【田沼繁夫 (物質･材料研究機構 分析ｽﾃｰｼｮﾝ)】
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)】
(財)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)】
福岡県工業技術ｾﾝﾀｰ 【松野 直行 (福岡県工業技術ｾﾝﾀｰ 企画管理部情報交流課)】
京都大学大学院情報学研究科 複雑系科学専攻 【複雑系科学専攻計算機委員 (京都大学大学院情報学
研究科)】
奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ設計学講座(藤原研究室) 【藤原 秀雄 (情報科
学研究科ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ設計学講座(E-mail) bib@fan.aist-nara.ac.jp)】
産業技術総合研究所 成果普及部門 地質調査情報部 【[物探一覧｣担当 (産業技術総合研究所 成果普及
部門 地質調査情報部)】
斎藤 軍治,他 21 名 【矢持 秀起 (京都大学 大学院理学研究科学専攻)】
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)】
高ｴﾈﾙｷﾞｰ加速器研究機構 放射光研究施設 【鈴木守 (高ｴﾈﾙｷﾞｰ加速器研究機構 物質構造科学研究所)】
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)】
東京文化財研究所 情報調整室 【 (東京文化財研究所 情報調整室)】
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)】
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)】
宮城県産業技術総合ｾﾝﾀｰ 【情報ｼｽﾃﾑ化推進班 (宮城県産業技術総合ｾﾝﾀｰ)】
宮城県産業技術総合ｾﾝﾀｰ 【氏家博輝 (宮城県産業技術総合ｾﾝﾀｰ)】
共同研究開発ｾﾝﾀｰ 【 (東京農工大学 共同研究開発ｾﾝﾀｰ)】
【 (姫路工業大学 附属図書館)】
山梨学院総合図書館 【三井 裕美 (山梨学院総合図書館)】
図書館 【大島 秀五 (山野美容芸術短期大学図書館)】
日本産業衛生学会有機溶剤中毒研究会 症例集編集事務局 【上島 通浩 (名古屋大学大学院 医学研究
科 環境労働衛生学)】
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歴博図書目録
ﾚﾎﾟｰﾄ表
論文ﾘｽﾄ(仮称)
早稲田大学 大泊研究室発表論文一覧(仮称)
稚内北星学園大学紀要

歴史絵引ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

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)
龍谷大学蔵書検索ｼｽﾃﾑ
流体科学研究所 公表論文ﾘｽﾄ(仮称)
流体科学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
流体の熱物性値ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ･ﾊﾟｯｹｰｼﾞ PROPATH 第 12.1 版

乱流輸送現象のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

乱流の大規模数値計算ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

溶媒抽出ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
｢横須賀市自然･人文博物館刊行物｣目次一覧ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
横山研究室発表論文一覧(仮称)

溶接用 CCT 図ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

物質･材料研究機構と科学技術振興事業団との共同研究 【山﨑政義 (物質･材料研究機構材料基盤情報
ｽﾃｰｼｮﾝ)】
分離化学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ研究会 【渡會 仁 (大阪大学大学院理学研究科化学専攻)】
横須賀市自然･人文博物館 HP 監修担当者 【林公義 (横須賀市自然･人文博物館)】
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)】
名古屋大学大学院工学研究科計算理工学専攻金田研究室 【石原 卓 (名古屋大学大学院工学研究科 計
算理工学専攻)】
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) 【湯浅 大二郎 (徳島文理大学香川校図書館)】
龍谷大学学術情報ｾﾝﾀｰ 【ｼｽﾃﾑ担当 (龍谷大学 学術情報ｾﾝﾀｰ 深草図書館課)】
流体科学研究所 研究推進委員会 【研究推進委員会 研究評価担当 (東北大学流体科学研究所)】
東北大学流体科学研究所 【光村 茂 (東北大学流体科学研究所)】
ﾌﾟﾛﾊﾟｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ 幹事 高田保之(九州大学大学院工学研究院機械科学部門)代表 伊藤猛宏(東亜大学大学
院総合学術研究科) 【高田保之 (九州大学大学院工学研究院 機械科学部門)】
東京大学史料編纂所附属 画像史料解析ｾﾝﾀｰ 【黒田 日出男 (東京大学史料編纂所 附属画像史料解析
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)】
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)】
広島大学大学院 先端物質科学研究科 宮崎誠一 【宮崎 誠一 (広島大学大学院 先端物質科学研究科)】
大泊研究室 【山崎 大輔 (早稲田大学理工学部大泊研究室)】
稚内北星学園大学紀要編集委員会 【鏡山樹 (稚内北星学園大学図書館)】
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データベースの名称

ｶｲｺ遺伝子資源ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
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
海洋環境衛星情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(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)
栄養情報基盤 DB
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
大阪市立環境科学研究所研究成果集
岡山県林業試験場研究情報(仮称)岡山県農林水産総合情報ｼｽﾃﾑ
岡山農試 試験研究主要成果(仮称)
沖縄県工業技術情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
帯広畜産大学附属図書館ｵﾝﾗｲﾝ目録検索ｼｽﾃﾑ
ｵﾎｰﾂｸ海北海道沿岸流氷分布図

Microbial Genome Database for Comparative Amalysis
Rust flora of Japan
Sex Pheromone of Moths
Silkbase
STUDY-RS ML ｷｰﾜｰﾄﾞ検索
WHHL/WHHLMI ｳｻｷﾞ英文論文ﾘｽﾄおよび WHHL/WHHLMI ｳｻｷﾞの概要(仮
称)
ｱｼﾞｱ経済研究所図書館所蔵雑誌記事索引ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ｱｼﾞｱ経済研究所図書館･蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
遺伝暗号使用ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
遺伝資源情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

GTOP(Genome TO Protein structure and function)
IAM ｶﾙﾁｬｰｺﾚｸｼｮﾝﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
IFO Research Resources Database(仮称) IFO 生物資学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
LIGAND CHEMICAL DATABASE FOR ENZYME REACTION

ESAKIA 全文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
Extremo Base(極限微生物ｹﾞﾉﾑﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ)

DNA Data Bank of Japan

Ancient Genome Ensyclopedia(古代 DNA ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ)

A-line Database

６．農学
氏名

（大学・機関名等） 】

ｱｼﾞｱ経済研究所図書館 【 (日本貿易振興機構 ｱｼﾞｱ経済研究所 図書館)】
ｱｼﾞｱ経済研究所 図書館 【 (日本貿易振興機構 ｱｼﾞｱ経済研究所 図書館)】
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,中村保一,他) 【中村 保一 (かずさ DNA 研究所)】
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)】
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)】
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)】
国立健康･栄養研究所 【松村康弘 (国立健康･栄養研究所 健康栄養情報･教育研究部)】
大分県海洋水産研究ｾﾝﾀｰ 【坂本 進 (大分県海洋水産研究ｾﾝﾀｰ)】
大阪市立環境科学研究所 【桝元 慶子 (大阪市立環境科学研究所企画調整課総合情報室)】
岡山県林業試験場 岡山県農林水産部農政企画課 【黒瀬 勝雄 (岡山県林業試験場)】
岡山県農業総合ｾﾝﾀｰ 総合調整部 企画調整課 【 (岡山県農業総合ｾﾝﾀｰ 農業試験場)】
沖縄県工業技術ｾﾝﾀｰ 【島袋 定 (沖縄県工業技術ｾﾝﾀｰ)】
帯広畜産大学附属図書館 【学術情報係 清水夫美子 (帯広畜産大学附属図書館)】
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)】
ｶｲｺ遺伝子資源ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成･委員会 【伴野 豊 (九州大学大学院農学研究院)】
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)】
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

独立行政法人 水産総合研究ｾﾝﾀｰ 北海道区水産研究所 【小杢恒夫 (独立行政法人水産総合研究ｾﾝﾀｰ北
海道区水産研究所生物環境研究室)】
国立遺伝学研究所集団遺伝研究部門 斎藤成也(代表) 【斎藤 成也 (国立遺伝学研究所集団遺伝研究部
門)】
生命情報･DDBJ 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･DDBJ 研究ｾﾝ
ﾀｰ)】
九州大学附属図書館 九州大学農学部 【電子情報係 (九州大学附属図書館情報ｼｽﾃﾑ課)】
海洋科学技術ｾﾝﾀｰ極限環境生物ﾌﾛﾝﾃｨｱ研究ｼｽﾃﾑ 【高見 英人､ 高木 善弘､ 松井 里美 (海洋科学技術
ｾﾝﾀｰ極限環境生物ﾌﾛﾝﾃｨｱ研究ｼｽﾃﾑ)】
西川 建 【西川 建 (国立遺伝学研究所 生命情報･DDBJ 研究ｾﾝﾀｰ 大量遺伝情報研究室)】
東京大学分子細胞生物学研究所 細胞機能情報研究ｾﾝﾀｰ 【横田 明 (東京大学分子細胞生物学研究所)】
財･発酵研究所 【中濱一雄 ((財)発酵研究所)】
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命科学専攻生物機能制御化学
分野)】
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)】
植物寄生菌研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【柿嶌眞 (筑波大学農林学系)】
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 生物ｼｽﾃﾑ応用科学研究科)】
Bombyx Genome Database Woking Group 【 ( )】
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)】
塩見 雅志 【塩見 雅志 (神戸大学医学部附属動物実験施設)】

作成者の名称 【問い合わせ先
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国際沿岸海洋研究ｾﾝﾀｰ研究業績､Publication List,International Coastal
Research Center
国際蛋白質構造ﾃﾞｰﾀﾊﾞﾝｸ

熊本学園大学産業経営研究所資料ﾃﾞｰﾀｰﾍﾞｰｽ
ｸﾞﾗﾊﾞｰ図譜ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
研究業績
研究成果一覧(仮称)
研究成果ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
研究成果等ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
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)
研究論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
健康･環境･ｻｲｴﾝｽ
麹菌 EST ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
酵素一覧

草地植生ﾌｧｸﾄﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

教科書ｺﾚｸｼｮﾝ画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
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
京都市産業技術研究所工業技術ｾﾝﾀｰ研究報告抄録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
京都大学総合博物館標本ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
業務報告
ｷﾗﾘﾃｨ･ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

寄生虫学雑誌&Parasitology International ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
岐阜経済大学図書館蔵書ﾃﾞｰﾀ
岐阜大学農学部獣医学科家畜生理学講座業績集
九州大学農学部ｲﾈ系統保存ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

科学技術共同開発ｾﾝﾀｰ｢年報｣
学術研究論文･解説ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
学術研究論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
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)
神奈川県森林研究所(林業試験場)研究報告ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
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ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
刊行物 DataBase
寒地土木技術情報ｾﾝﾀｰ 文書管理ｼｽﾃﾑ

大学大学院水産科学研究科)】
佐賀大学科学技術共同開発ｾﾝﾀｰ 【新井 康平 (佐賀大学科学技術共同開発ｾﾝﾀｰ)】
財団法人衣笠会繊維研究所 【 (財団法人衣笠会繊維研究所)】
神戸大学遺伝子実験ｾﾝﾀｰ環境遺伝子機能制御研究分野 【乾 秀之 (神戸大学遺伝子実験ｾﾝﾀｰ)】
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 【河合渓 (鹿児島大学多島圏研究ｾﾝﾀｰ)】
神奈川県自然環境保全ｾﾝﾀｰ研究部 【内山佳美 (神奈川県自然環境保全ｾﾝﾀｰ 研究部)】
神奈川県農業総合研究所 【山崎 弘 (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 【山崎 弘 (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 【廣瀬 一郎 (神奈川県農業総合研究所 経営情報部)】
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)】
独立行政法人北海道開発土木研究所 企画室 【企画室 第 3 ｸﾞﾙｰﾌﾟ (独立行政法人北海道開発土木研究
所)】
赤尾信明･上村 清 【赤尾 信明 (東京医科歯科大学大学院国際環境寄生虫病学分野)】
岐阜経済大学図書館 【井上 邦江 (岐阜経済大学図書館)】
【武脇義 (岐阜大学農学部獣医学科家畜生理学講座)】
九州大学大学院農学研究院附属遺伝子資源開発研究ｾﾝﾀｰ･植物遺伝子開発分野 【佐藤 光 (九州大学大
学院農学研究院(電話)092-642-3056(Fax) 092-642-3056(E-mail) hsatoh@agr.kyushu-u.ac.jp)】
教科書ｺﾚｸｼｮﾝ画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ化ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 【電子情報係 (広島大学附属図書館情報ｻｰﾋﾞｽ課)】
京都工芸繊維大学 地域共同研究ｾﾝﾀｰ 【西村 太良 (京都工芸繊維大学 地域共同研究ｾﾝﾀｰ)】
京都市産業技術研究所 工業技術ｾﾝﾀｰ 【今井 寛治 (京都市産業技術研究所工業技術ｾﾝﾀｰ)】
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)】
群馬県林業試験場 【曽根人志 (群馬県林業試験場)】
東北大学多元物質科学研究所 資源変換･再生研究ｾﾝﾀｰ反応化学情報研究部 【原田 宣之 (東北大学多
元物質科学研究所 資源変換･再生研究ｾﾝﾀｰ 反応化学情報研究部)】
独立行政法人農業･生物系特定産業技術研究機構 畜産草地研究所 草地生態部｢草地の動態に関する研
究｣事務局 【板野 志郎 (独立行政法人農業･生物系特定産業技術研究機構 畜産草地研究所 草地生
態部)】
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)】
長崎大学附属図書館研究開発室 【下田研一 (長崎大学附属図書館)】
環境調節工学研究室(千葉大学園芸学部) 【古在豊樹 (千葉大学 園芸学部環境調節工学研究室)】
広島県立食品工業技術ｾﾝﾀｰ 【家花 充紀 (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､守重邦昭 (財団法人 日本生物科学研究所)】
三重県科学技術振興ｾﾝﾀｰ 【岩崎 里会子 (三重県科学技術振興ｾﾝﾀｰ総合研究企画部)】
愛媛県工業技術ｾﾝﾀｰ 【 (愛媛県工業技術ｾﾝﾀｰ)】
宮崎県工業技術ｾﾝﾀｰ･宮崎県食品開発ｾﾝﾀｰ 【新穂浩一 (宮崎県工業技術ｾﾝﾀｰ)】
高知県工業技術ｾﾝﾀｰ 【滝口 宏人 (高知県工業技術ｾﾝﾀｰ)】
京都府立海洋ｾﾝﾀｰ 【 (京都府立海洋ｾﾝﾀｰ)】
大阪市立環境科学研究所 【川井 信子 (大阪市立環境科学研究所企画調整課)】
独立行政法人 酒類総合研究所 微生物研究室 【 (独立行政法人 酒類総合研究所)】
独立行政法人食品総合研究所 【北岡 本光 (独立行政法人食品総合研究所応用微生物部酵素機能研究
室)】
国際沿岸海洋研究ｾﾝﾀｰ研究報告編集委員長 宮崎信之 【福田 仁 (東京大学 海洋研究所附属 国際沿岸
海洋研究ｾﾝﾀｰ)】
米 国 RCSB(Reseach Collaboratory for Structur(Bioin for matics) が 中 心 と な り ､ ﾖ ｰ ﾛ ｯ ﾊ ﾟ は
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信州大学繊維学部教育研究活動ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
人文学部紀要･政経学会雑誌目次一覧

飼料作物病害図鑑

樹木年輪研究会文献一覧
樹木方言ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
情報学研究(英文版 Johogaku Kunkyu:Summaries of Research Activities)
食品-医薬品相互作用ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
食品機能性ﾏﾆｭｱﾙ
食品研究成果情報
食品と栄養ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
所蔵図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
飼料作物の害虫目録

獣医寄生虫ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ Veterinary Parasitology Catalogue With Original
Articles.(VPC)
種子落下量観測地点ﾘｽﾄ

(社)中国研究所ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
獣医学症例ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

写真で見る外来雑草

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
施設に保存されている研究用植物のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
実験動物の維持管理情報ｼｽﾃﾑ

試験研究成果一覧

佐賀大学教官ｼｰｽﾞﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
雑穀研究ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

ｻｲﾄｶｲﾝﾌｧﾐﾘｰﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

国立極地研究所 出版物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
国立極地研究所所蔵試料目録(仮称)
五訂日本食品標準成分表ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
昆虫学文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
昆虫目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ｻｲﾄｶｲﾝｼｸﾞﾅﾙ伝達経路ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

EBI(European Bioinformatics Institute)が担当し､ｱｼﾞｱ地区は大阪大学蛋白質研究所内の PDBj がﾃﾞ
ｰﾀ収集を担当して作成 【中村春木 (大阪大学蛋白質研究所附属ﾌﾟﾛﾃｵﾐｸｽ総合研究ｾﾝﾀｰ)】
国立極地研究所 図書室 【川村順子 (国立極地研究所 図書室)】
国立極地研究所図書室 【山下敏彦 (国立極地研究所図書室)】
椙山女学園大学生活科学部 食品機能学研究室 【安本 教傳 (椙山女学園大学 生活科学部)】
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)】
ｻｲﾄｶｲﾝｼｸﾞﾅﾙ伝達経路研究会 【野見山 尚之 (熊本大学大学院医学薬学研究部総合医薬科学部門生体機
能病態学講座)】
ｻｲﾄｶｲﾝｼｸﾞﾅﾙ伝達経路研究会 【野見山 尚之 (熊本大学大学院医学薬学研究部総合医学科学部門生体機
能病態学講座)】
佐賀大学 科学技術共同開発ｾﾝﾀｰ 【新井康平 (佐賀大学科学技術共同開発ｾﾝﾀｰ)】
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(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)】
研究用植物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【大井 哲雄 (東京大学大学院理学系研究科附属植物園)】
半田純雄､井山審也､鬼頭純三､黒澤努､早川純一郎 【黒澤 努 (大阪大学医学部附属動物実験施設
(E-mail)kurosawa@iexas.med.osaka-u.ac.jp)】
独立行政法人農業･生物系特定産業技術研究機構 畜産草地研究所 飼料生産管理部 栽培生理研究室
【黒川 俊二 (独立行政法人農業･生物系特定産業技術研究機構 畜産草地研究所 飼料生産管理部 栽
培生理研究室)】
(社)中国研究所 【 ((社)中国研究所)】
｢獣医学系教育 IT ｺﾝｿｰｼｱﾑ｣及び｢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)】
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)】
北海道大学北方生物圏ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学ｾﾝﾀｰ 森林圏ｽﾃｰｼｮﾝ 【 (北海道大学北方生物圏ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学ｾﾝﾀｰ 森林
圏ｽﾃｰｼｮﾝ)】
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)】
神奈川県自然環境保全ｾﾝﾀｰ研究部 【内山佳美 (神奈川県自然環境保全ｾﾝﾀｰ 研究部)】
京都大学大学院情報学研究科 【駒谷 和範 (京都大学大学院情報学研究科 知能情報学専攻)】
城西大学薬学部医療栄養学科 【松本 明世(ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ小委員会) (城西大学薬学部医療栄養学科)】
独立行政法人食品総合研究所 【津志田 藤二郎 (独立行政法人食品総合研究所食品機能部長)】
独立行政法人食品総合研究所 【岡田憲幸 (独立行政法人食品総合研究所)】
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)】
独立行政法人 酒類総合研究所 【 (独立行政法人 酒類総合研究所)】
独立行政法人農業･生物系特定産業技術研究機構 畜産草地研究所 飼料生産管理部 害虫管理研究室
【神田 健一 (独立行政法人農業技術研究機構 畜産草地研究所 飼料生産管理部)】
独立行政法人農業･生物系特定産業技術研究機構 畜産草地研究所 飼料生産管理部 病害制御研究室
【菅原 幸哉 (独立行政法人農業･生物系特定産業技術研究機構 畜産草地研究所 飼料生産管理部 病
害制御研究室)】
信州大学繊維学部 【赤川 雅志 (信州大学繊維学部)】
茨城大学 人文学部 人文図書室 【松澤志津代 (茨城大学人文学部人文図書館)】
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南極海植物ﾌ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
日本現存朝鮮古書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
日本作物学会論文検索
日本産昆虫名称辞書
日本産ﾊﾅﾊﾞﾁ類画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
日本大学経済学部図書館情報ｼｽﾃﾑ(仮称)
日本動物分類学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
日本動物分類学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
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
日本ﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞ学会文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

奈良県森林技術ｾﾝﾀｰ研究成果文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
奈良先端科学技術大学院大学電子図書館ｼｽﾃﾑ

納豆研究文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

中尾佐助ｽﾗｲﾄﾞﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
長野県食品工業試験場 HOME PAGE
ﾅｼｮﾅﾙﾊﾞｲｵﾘｿｰｽﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ｢ﾗｯﾄ｣

内部被爆線量評価のための代謝ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

東北大学ﾉｱ画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
徳島畜産研究ﾆｭｰｽ

筑波大学陸域環境研究ｾﾝﾀｰ熱収支･水収支観測資料
東京大学愛知演習林量水観測結果報告
東京農工大学研究年報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
東寺文書悉皆目録及び花押画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
動植物調査ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

貯穀害虫･天敵図鑑

長期観測林ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

生理活性脂質ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
世界の食料統計
高岡高商蔵書(和書)目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
高岡高等商業学校関係逐次刊行物記事索引
中部農業経営･経済文献目録一覧(仮称)

森林利用関係文献ﾘｽﾄ
ｽﾗﾌﾞ地域研究文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
製紙科学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

森林利用学会 【仁多見俊夫 (森林利用学会)】
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)】
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 【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)】
湯尾 明(国立国際医療ｾﾝﾀｰ研究所) 【湯尾 明 (国立国際医療ｾﾝﾀｰ研究所)】
鳥取大学農学部･伊東研究室 【伊東 正一 (鳥取大学農学部)】
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)】
富山大学経済学部資料室 【谷川裕子 (富山大学経済学部資料室)】
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)】
北海道大学北方生物圏ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学ｾﾝﾀｰ 森林圏ｽﾃｰｼｮﾝ 【 (北海道大学北方生物圏ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学ｾﾝﾀｰ 森林
圏ｽﾃｰｼｮﾝ)】
独立行政法人 食品総合研究所 流通安全部 食品害虫研究室 【宮ﾉ下 明大 (独立行政法人食品総合研
究所 流通安全部 食品害虫研究室)】
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)】
東京農工大学附属図書館 【矢崎省三 (東京農工大学附属図書館)】
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)】
北海道大学北方生物圏ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学ｾﾝﾀｰ 森林圏ｽﾃｰｼｮﾝ 【 (北海道大学北方生物圏ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学ｾﾝﾀｰ 森林
圏ｽﾃｰｼｮﾝ)】
東北大学 東北ｱｼﾞｱ研究ｾﾝﾀｰ 【工藤純一 (東北大学 東北ｱｼﾞｱ研究ｾﾝﾀｰ)】
徳島県立農林水産総合技術ｾﾝﾀｰ 畜産研究所 【情報経営担当 (徳島県立農林水産総合技術ｾﾝﾀｰ 畜産研
究所)】
放射線医学総合研究所 比較環境影響研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ 武田 洋 【安全研究成果情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ窓口 (放射線
医学総合研究所 放射線安全研究ｾﾝﾀｰ)】
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 (大阪府立大学総合情報ｾﾝﾀｰ)】
長野県食品工業試験場 【大澤克己 (長野県食品工業試験場)】
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)】
独立行政法人食品総合研究所 【稲津康弘:微生物制御研究室､伊藤義文:発酵細菌研究室 (独立行政法人
食品総合研究所)】
奈良県森林技術ｾﾝﾀｰ 【衣田 雅人 (奈良県森林技術ｾﾝﾀｰ企画調整課)】
奈良先端科学技術大学院大学附属図書館 【星屋 真 (奈良先端科学技術大学院大学研究協力部学術情
報課)】
南極海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 【高島 学 (新潟大学附属図書館)】
藤本幸夫 【藤本幸夫 (富山大学人文学部)】
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)】
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)】
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)】
日本大学経済学部図書館 【経済学部図書館課長 金井 保則 (日本大学経済学部図書館)】
ETIJ 【酒井勝司 (四国大学)】
ETIJ 【酒井勝司 (四国大学生物学研究室)】
JAFOV 構築作業ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【山本 嘉一郎 (京都光華女子大学 人間関係学部)】
(社)化学情報協会 【千原秀昭 ((社)化学情報協会)】
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)】
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夜間主ｺｰｽ図書室所蔵図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
山口県外海栽培漁業ｾﾝﾀｰ図書室
山口県林業指導ｾﾝﾀｰﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ試験研究(仮称)
有用生物資源画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ辞書
(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
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･林産関係国内文献情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
論文記事検索ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

水俣病関係資料
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
宮城県産業技術総合ｾﾝﾀｰﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
民間等との共同研究一覧 ｼｰｽﾞ集 教官特許出願ﾃﾞｰﾀ
民俗誌
木材機械加工文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

松田裕之業績目録
三重大学水産実験所魚類標本

北海道立林業試験場･研究成果文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
北方森林圏ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
北方森林圏ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ Forest Research Database(英名)

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)

福島県陸産試験場研究報告
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
保存菌株ﾘｽﾄ(麹菌)(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)

｢普及に移す技術｣要約 68~75 号｢普及に移す技術｣課題名検索ﾌｧｲﾙ 52~76 号
福岡県工業技術ｾﾝﾀｰ研究報告
福岡県農業総合試験場 研究情報ｼｽﾃﾑ

ﾈﾊﾟｰﾙ産種子植物標本･画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
燃焼技術･科学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
微生物ｹﾞﾉﾑﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
微生物資源ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
羊ヶ丘の気象ﾃﾞｰﾀ
病原細菌ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
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)
びわ湖情報ﾃﾞｰﾀﾊﾞﾝｸ
ﾌｪﾉﾛｼﾞｰ(生物季節)観測ﾘｽﾄ

ﾈﾊﾟｰﾙ産種子植物標本ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会 【大場 秀章 (東京大学総合研究博物館)】
DACOS 作成･保守委員会 【中山 満茂 (国士館大学工学部)】
微生物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)】
WFCC-MIRCEN World Data Centre for Microorganisms 【菅原 秀明 (国立遺伝学研究所)】
北海道農業研究ｾﾝﾀｰ気象資源評価研究室 【村田 竜一 (北海道農業研究ｾﾝﾀｰ情報資料課)】
微生物ﾃﾞｼﾞﾀﾙ標本ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの構築ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【後藤 俊幸 (京都大学医療技術短期大学部)】
兵庫県立工業技術ｾﾝﾀｰ 【園田司 (兵庫県立工業技術ｾﾝﾀｰ技術支援部)】
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)】
滋賀県琵琶湖研究所 【 (滋賀県琵琶湖研究所 情報管理部門)】
北海道大学北方生物圏ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学ｾﾝﾀｰ 森林圏ｽﾃｰｼｮﾝ 【 (北海道大学北方生物圏ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学ｾﾝﾀｰ 森林
圏ｽﾃｰｼｮﾝ)】
宮城県農業･園芸総合研究所 【 (宮城県農業･園芸総合研究所企画調整部)】
福岡県工業技術ｾﾝﾀｰ 【松野 直行 (福岡県工業技術ｾﾝﾀｰ 企画管理部情報交流課)】
福岡県農業総合試験場 企画情報部 知的財産管理課 【知的財産管理課 (福岡県農業総合試験場 企画
経営部)】
福島県畜産試験場 【小林 寛 (福島県畜産試験場)】
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)】
独立行政法人 酒類総合研究所 微生物研究室 【 (独立行政法人 酒類総合研究所)】
北海道大学北方生物圏ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学ｾﾝﾀｰ 森林圏ｽﾃｰｼｮﾝ 【情報管理技術室(担当 間宮春大) (北海道大学
北方生物圏ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学ｾﾝﾀｰ)】
北海道大学北方生物圏ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学ｾﾝﾀｰ 森林圏ｽﾃｰｼｮﾝ 【情報管理技術室(担当 間宮春大) (北海道大学
北方生物圏ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学ｾﾝﾀｰ 森林圏ｽﾃｰｼｮﾝ)】
北海道立林業試験場 【斉藤 逸郎 (北海道立林業試験場企画指導部森林情報室情報管理科)】
北海道大学北方生物圏ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学ｾﾝﾀｰ森林圏ｽﾃｰｼｮﾝ 【 ( )】
北海道大学北方生物圏ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学ｾﾝﾀｰ 森林圏ｽﾃｰｼｮﾝ 【情報管理技術室(担当 間宮春大) (北海道大学
北方生物圏ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学ｾﾝﾀｰ)】
松田裕之 【松田 裕之 (横浜国立大学環境情報研究院)】
木村 清志 【木村 清志 (三重大学生物資源学部附属 紀伊･黒潮生命地域ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｲｴﾝｽｾﾝﾀｰ附属施設 水
産実験所)】
熊本大学学術資料調査研究推進室 【 ( )】
宮城県産業技術総合ｾﾝﾀｰ 【情報ｼｽﾃﾑ化推進班 (宮城県産業技術総合ｾﾝﾀｰ)】
宮城県産業技術総合ｾﾝﾀｰ 【氏家博輝 (宮城県産業技術総合ｾﾝﾀｰ)】
共同研究開発ｾﾝﾀｰ 【 (東京農工大学 共同研究開発ｾﾝﾀｰ)】
上野和男 【民俗研究部 (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林産加工学分野 日本木材学会機械加工研究会 【澤田 豊 (京
都大学農学研究科森林科学専攻,林産加工学分野)】
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)】
山口県外海栽培漁業ｾﾝﾀｰ図書係 【渡辺直 (山口県外海栽培漁業ｾﾝﾀｰ)】
山口県林業指導ｾﾝﾀｰ研究部 【長谷川 清仁 (山口県林業指導ｾﾝﾀｰ)】
東京大学農学生命科学研究科生物測定学研究室 【 ( )】
ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ辞書ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 【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)】
龍谷大学社会科学研究所 【島津 恵正 (龍谷大学 社会科学研究所)】
独立行政法人森林総合研究所 【図書情報係 (独立行政法人森林総合研究所企画調整部資料課)】
企画連絡室 広報課 【 (農林水産政策研究所 企画連絡室 広報課)】

－ 70 －

和漢古典籍目録検索ｼｽﾃﾑ
和雑誌目録(仮称)

龍谷大学 大宮図書館課 【閲覧係 貴重書担当 (龍谷大学 学術情報ｾﾝﾀｰ 大宮図書館課)】
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)】
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データベースの名称

SPring-8 年報
SPring-8 利用者情報
Ultrastructure of Collagen - a database
WHHL/WHHLMI ｳｻｷﾞ英文論文ﾘｽﾄおよび WHHL/WHHLMI ｳｻｷﾞの概要(仮
称)
WHO 疫学週報ﾄﾋﾟｯｸｽ
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

SPARROW -Publication ListSPring-8 Research Frontiers(研究ﾊｲﾗｲﾄ)
SPring-8 User Experiment Report
SPring-8 登録論文検索

Microbial Genome Database for Comparative Amalysis
quilt:聖路加看護大学電子図書館ｼｽﾃﾑ
Radiant Rays Medical Class (仮称)
SAGE 法による遺伝子発現ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ

IFO Research Resources Database(仮称) IFO 生物資学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ILIS WAVE
JHES
KDC Lib OPAC(仮称)
LIGAND CHEMICAL DATABASE FOR ENZYME REACTION

GTOP(Genome TO Protein structure and function)
Human ABC Transporter Genes Database

Collected Papers ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
CYRIC Annual Reports
DENTEX address book
Department Tour(仮称)
DNA Data Bank of Japan

Campus Square for library
CARD R-BASE

Ancient Genome Ensyclopedia(古代 DNA ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ)

3 次元医薬品構造ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(3D Pharmaceutical Structure Database)
7th HDLA Workshop Listed by FCM

2001 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
氏名

（大学・機関名等） 】

神戸大学医学部保健学科感染･疫学情報ｾﾝﾀｰ 【宇佐美 眞 (神戸大学医学部保健学科)】
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))】

心身障害学系(発行者:中村満紀男､作成者:小畑文也) 【発行者:中村満紀男､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)】
杏林大学医学部共同研究施設ﾌﾛｰｻｲﾄﾒﾄﾘｰ部門 【高橋 良 (杏林大学医学部共同研究施設ﾌﾛｰｻｲﾄﾒﾄﾘｰ部
門)】
国立遺伝学研究所集団遺伝研究部門 斎藤成也(代表) 【斎藤 成也 (国立遺伝学研究所集団遺伝研究部
門)】
新日鉄ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ(株)大分支社 【小野永子 (大分県立看護科学大学 附属図書館)】
熊本大学生命資源研究･支援ｾﾝﾀｰ 資源開発部門(CARD) 【中潟直己 (熊本大学生命資源研究･支援ｾﾝﾀｰ
資源開発部門(CARD) 資源開発分野)】
九州大学附属図書館 【電子情報係 (九州大学附属図書館情報ｼｽﾃﾑ課)】
CYRIC Annual Reports 編集委員会 【岩田 錬 (東北大学ｻｲｸﾛﾄﾛﾝ･ﾗｼﾞｵｱｲｿﾄｰﾌﾟｾﾝﾀｰ)】
DENTEX project 【鈴木一郎 (新潟大学歯学部附属病院)】
山村 重雄 【山村 重雄 (東邦大学薬学部)】
生命情報･DDBJ 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･DDBJ 研究ｾﾝ
ﾀｰ)】
西川 建 【西川 建 (国立遺伝学研究所 生命情報･DDBJ 研究ｾﾝﾀｰ 大量遺伝情報研究室)】
東京工業大学大学院生命理工学研究科 石川智久研究室 富士通九州ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 【石川智久 (東京
工業大学大学院生命理工学研究科)】
財･発酵研究所 【中濱一雄 ((財)発酵研究所)】
法政大学現代福祉学部資料室 【仲村 まり (法政大学多摩学務部現代福祉学部資料室)】
日本ﾊﾝﾄﾞｻｰﾁｴﾚｸﾄﾛﾆｯｸｻｰﾁ研究会 【 ( )】
神奈川歯科大学図書館 【長尾 健 (神奈川歯科大学図書館)】
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命科学専攻生物機能制御化学
分野)】
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)】
聖路加看護大学 【 (聖路加看護大学図書館)】
聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学 放射線医学教室 物理学教室 【稲田 陽一 (聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学 物理学教室)】
本大学大学院医学系研究科分子予防医学教室 【橋本 真一 (東京大学大学院医学系研究科分子予防医
学研究室)】
岡山大学薬学部教官 【御船 正樹 (岡山大学薬学部)】
(財)高輝度光科学研究ｾﾝﾀｰ 利用業務部 【 (財団法人 高輝度光科学研究ｾﾝﾀｰ 利用業務部)】
(財)高輝度光科学研究ｾﾝﾀｰ 【 ((財)高輝度光科学研究ｾﾝﾀｰ 利用業務部)】
(財)高輝度科学研究ｾﾝﾀｰ 利用業務部 図書情報課 【音村 圭一郎 (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)】
(財)高輝度光科学研究ｾﾝﾀｰ 【図書情報課 ((財)高輝度光科学研究ｾﾝﾀｰ 利用業務部)】
(財)高輝度光科学研究ｾﾝﾀｰ 【図書情報課 ((財)高輝度光科学研究ｾﾝﾀｰ 利用業務部)】
小林邦彦 【 ( )】
塩見 雅志 【塩見 雅志 (神戸大学医学部附属動物実験施設)】

作成者の名称 【問い合わせ先
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管理栄養士国家試験問題集
ｷ ｰ ﾜ ｰ ﾄ ﾞ 式 建 築 設 計 研 究 情 報 検 索 ｼ ｽ ﾃ ﾑ keyword-system Architecture1
Design(and studies) Information Retrieva1 System
寄生虫学雑誌&Parasitology International 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)
教育研究論文目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
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)

神奈川県立保健福祉大学附属図書館 wwwOPAC
関西医大医学画像総合ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
関西医大消化器画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
関西医大組織画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

貝原益軒ｱｰｶｲﾌﾞ
化学教材ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
核磁気共鳴ｽﾍﾟｸﾄﾙﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
学術研究論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
科研費研究成果報告書ﾘｽﾄ
鹿児島大学多島圏研究ｾﾝﾀｰ出版目録(仮称)
画像診断ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

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
宇宙文 献 情 報 ｼ ｽﾃ ﾑ(Aerospace Information Reference system External
version)
栄養情報基盤 DB
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
大阪市立環境科学研究所研究成果集
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
大阪大学大学院医学系研究科組織再生医学分子組織再生分野(旧腫瘍生化学)
教室ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ(仮称)
岡山県民行動圏調査
帯広畜産大学附属図書館ｵﾝﾗｲﾝ目録検索ｼｽﾃﾑ
音楽療法関係文献目録

遺伝相談施設(ｶｳﾝｾﾗｰ)情報
医用画像集
医用細胞資源ｾﾝﾀｰ 細胞株ｶﾀﾛｸﾞ

旭川医科大学和雑誌特集記事索引
朝日大学図書館 OPAC
麻布大学附属学術情報ｾﾝﾀｰ所蔵目録(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)
遺伝暗号使用ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
遺伝性難聴ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

秋田大学医学部医学科全授業ｼﾗﾊﾞｽ･ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

国立健康･栄養研究所 【松村康弘 (国立健康･栄養研究所 健康栄養情報･教育研究部)】
大阪医科大学図書館 【茂幾 周治 (大阪医科大学図書館)】
大阪市立環境科学研究所 【桝元 慶子 (大阪市立環境科学研究所企画調整課総合情報室)】
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)】
大阪大学大学院医学系研究科組織再生医学分子組織再生(旧腫瘍生化学)教室 【中村 敏一(船越 洋) (大
学院医学系研究科組織再生医学分子組織再生(旧腫瘍生化学)教室)】
岡山大学環境理工学部 統計学ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【垂水共之 (岡山大学)】
帯広畜産大学附属図書館 【学術情報係 清水夫美子 (帯広畜産大学附属図書館)】
国立音楽大学音楽研究所音楽療法部門(屋部操) 【屋部 操 (国立音楽大学音楽研究所音楽療法研究部
門)】
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)】
神戸学院大学 薬学部 【片村 正直 (神戸学院大学 情報処理ｾﾝﾀｰ)】
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)】
(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 図書資料課)】
東京大学薬学図書館 【武部 三枝子 (東京大学薬学図書館)】
鹿児島大学多島圏研究ｾﾝﾀｰ 【河合渓 (鹿児島大学多島圏研究ｾﾝﾀｰ)】
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)】
附属図書館 【中尾 (神奈川県立保健福祉大学 企画課)】
関西医科大学学務課･大学情報ｾﾝﾀｰ学術部(共同) 【渡辺 淳 (関西医科大学 情報ｾﾝﾀｰ学術部)】
関西医科大学 大学情報ｾﾝﾀｰ 【渡辺 淳 (関西医科大学 大学情報ｾﾝﾀｰ学術部)】
関西医科大学解剖学第 1 講座および大学情報ｾﾝﾀｰ学術部 【渡辺 淳 (関西医科大学 第一解剖/大学情報
ｾﾝﾀｰ学術部)】
中村学園大学栄養科学科 【栄養科学部長 坂田利家 (中村学園大学栄養科学科)】
KWADIRS ｸﾞﾙｰﾌﾟ(ﾒﾝﾊﾞｰは､早稲田大学､慶応大学､武蔵工業大学､東京大学､九州芸術工科大学､九州大
学等入れ替わっている) 【湯本 長伯 (九州大学 ﾃﾞｻﾞｲﾝ総合部門)】
赤尾信明･上村 清 【赤尾 信明 (東京医科歯科大学大学院国際環境寄生虫病学分野)】
九州看護福祉大学図書館 【寺井 直子 (九州看護福祉大学附属図書館)】
個人､講座･教室 【三木 慶一 (大阪歯科大学 教育情報ｾﾝﾀｰ)】
広島大学大学院医歯薬学総合研究科(旧 放射線医学) 【伊藤 勝陽 (広島大学大学院医歯薬学総合研究

秋田大学医学部医学科 社会環境医学講座 医科学情報学分野 中村彰､片平昌幸 【中村 彰 (秋田大学
医学部医学科 社会環境医学講座 医科学情報学分野)】
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 【原田 輝男(図書館長) (朝日大学図書館)】
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)】
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)】
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,中村保一,他) 【中村 保一 (かずさ DNA 研究所)】
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部､藤田 潤 【藤田 潤 (京都大学医学部分子病診療学)】
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)】
神戸学院大学 情報処理ｾﾝﾀｰ 【片村 正直 (神戸学院大学 情報処理ｾﾝﾀｰ)】
宇宙航空研究開発機構 【 (宇宙航空研究開発機構 情報化推進部)】
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細胞情報生理学業績集(仮称)
細胞膜抗原(CD)ﾏｰｶｰﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
佐賀大学教官ｼｰｽﾞﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
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》
札幌医科大学附属図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
滋賀医科大学研究業績ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
滋賀医科大学研究者総覧
施設に保存されている研究用植物のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
自治医科大学消化器一般外科ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(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ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

五訂日本食品標準成分表ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
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)
ｻｲﾄｶｲﾝｼｸﾞﾅﾙ伝達経路ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

ｹﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ結晶構造ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
厚生労働科学研究成果ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
国際蛋白質構造ﾃﾞｰﾀﾊﾞﾝｸ

研究者情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
研究者ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
研究成果一覧(仮称)
研究成果等ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
健康･環境･ｻｲｴﾝｽ
原爆被爆者診療記録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

研究員ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

金研､材料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
倉敷市立短期大学研究情報(仮称)
慶應義塾写真ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
慶應義塾大学医学部 研究業績ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
血液･腫瘍内科学研究部論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

京都大学附属図書館所蔵富士川文庫目録
京都府立医科大学附属図書館蔵書検索(OPAC)
杏林大学図書館ｵﾝﾗｲﾝ所蔵目録
ｷﾗﾘﾃｨ･ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

科(旧 放射線医学講座))】
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)】
附属図書館 【受入･整理担当 (京都府立医科大学附属図書館)】
杏林大学図書館 【児玉 閲 (杏林大学図書館)】
東北大学多元物質科学研究所 資源変換･再生研究ｾﾝﾀｰ反応化学情報研究部 【原田 宣之 (東北大学多
元物質科学研究所 資源変換･再生研究ｾﾝﾀｰ 反応化学情報研究部)】
金属材料研究所計算材料学ｾﾝﾀｰ長 川添良幸 【川添良幸 (東北大学金属材料研究所計算材料学ｾﾝﾀｰ)】
倉敷市立短期大学及び個人 【永田 桂輔 (倉敷市立短期大学)】
慶應義塾大学 【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 医学部 【中村 好孝 (慶應義塾大学 信濃町研究支援ｾﾝﾀｰ)】
大阪大学大学院医学系研究科分子病態医学専攻 分子病態内科学講座(旧血液･腫瘍内科学) 【板敷 香代
(大阪大学大学院医学系研究科分子病態医学専攻 分子病態内科学講座(旧血液･腫瘍内科学))】
(財)東京都医学研究機構 東京都臨床医学総合研究所 【新井賢一 ((財)東京都医学研究機構 東京都臨床
医学総合研究所)】
独立行政法人 労働政策研究･研修機構 広報部 【広報部 (独立行政法人 労働政策研究･研修機構)】
福島県立医科大学 【佐藤和憲 (福島県立医科大学附属図書館)】
広島県立食品工業技術ｾﾝﾀｰ 【家花 充紀 (広島県立食品工業技術ｾﾝﾀｰ)】
三重県科学技術振興ｾﾝﾀｰ 【岩崎 里会子 (三重県科学技術振興ｾﾝﾀｰ総合研究企画部)】
大阪市立環境科学研究所 【川井 信子 (大阪市立環境科学研究所企画調整課)】
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科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 (長崎大学医歯薬学総合研究科附属原爆後障害医療研究施設資料収集保存部)】
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)】
国立保健医療科学院研究情報ｾﾝﾀｰおよび厚生労働省 【 (国立保険医療科学院 研究情報ｾﾝﾀｰ)】
米 国 RCSB(Reseach Collaboratory for Structur(Bioin for matics) が 中 心 と な り ､ ﾖ ｰ ﾛ ｯ ﾊ ﾟ は
EBI(European Bioinformatics Institute)が担当し､ｱｼﾞｱ地区は大阪大学蛋白質研究所内の PDBj がﾃﾞ
ｰﾀ収集を担当して作成 【中村春木 (大阪大学蛋白質研究所附属ﾌﾟﾛﾃｵﾐｸｽ総合研究ｾﾝﾀｰ)】
椙山女学園大学生活科学部 食品機能学研究室 【安本 教傳 (椙山女学園大学 生活科学部)】
小松短期大学図書館 【杉本 三津江 (小松短期大学図書館)】
埼玉県立大学 図書館 【図書館 (埼玉県立大学)】
ｻｲﾄｶｲﾝｼｸﾞﾅﾙ伝達経路研究会 【野見山 尚之 (熊本大学大学院医学薬学研究部総合医薬科学部門生体機
能病態学講座)】
ｻｲﾄｶｲﾝｼｸﾞﾅﾙ伝達経路研究会 【野見山 尚之 (熊本大学大学院医学薬学研究部総合医学科学部門生体機
能病態学講座)】
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)】
香川医大 細胞情報生理学 【徳田 雅明 (香川医科大学 形態･機能医学講座 細胞情報生理学)】
内科学第二講座 【山本 晧ﾆ (三重大学医学部附属病院)】
佐賀大学 科学技術共同開発ｾﾝﾀｰ 【新井康平 (佐賀大学科学技術共同開発ｾﾝﾀｰ)】
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 【岡崎 源一郎 (順天堂大学図書館分館)】
札幌医科大学附属図書館 【今野穂 (札幌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 【前川 和彦 (滋賀医科大学ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ)】
滋賀医科大学ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ 【前川 和彦 (滋賀医科大学ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ)】
研究用植物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【大井 哲雄 (東京大学大学院理学系研究科附属植物園)】
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)】
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筑波技術短期大学 障害者支援学術情報ｼｽﾃﾑ
筑波大学薬理研究業績ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
適応外使用医薬品ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
東京医科大学図書館ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
東京家政大学図書館蔵書検索ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

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

政策研究大学院大学附属図書館蔵書検索ｼｽﾃﾑ
生と死のﾃﾞｰﾀべ-ｽ
(聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学医学情報ｾﾝﾀｰ)継続受入和雑誌特集記事ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
(聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学医学情報ｾﾝﾀｰ)継続受入和雑誌特集記事ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
生理活性脂質ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
組織学ｶﾗｰｽﾗｲﾄﾞﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(病理解剖ｽﾗｲﾄﾞﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ)
園田学園女子大学図書館ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
第一外科樹立細胞株
第一外科論文業績集
地域成人歯科保健ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
千葉大学大学院医学研究院 自律機能生理学･分子統合生理学

頭頚部悪性腫瘍ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
頭頚部悪性腫瘍ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
頭頚部悪性腫瘍ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
健やか親子 21 取り組みのﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

死亡率,罹患率ﾃﾞｰﾀ(仮称)
社会福祉文献情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(刊行物)
社会福祉文献情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(長尾文庫)
獣医寄生虫ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ Veterinary Parasitology Catalogue With Original
Articles.(VPC)
就実大学･就実短期大学 図書館蔵書目録
淑徳大学千葉図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
手術式別器械材料準備ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
生涯学習情報ｻｰﾋﾞｽ･ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
衝撃波研究ｾﾝﾀｰﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
食品-医薬品相互作用ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
食品と栄養ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
食は医なり
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

自治医科大学精神医学教室業績目録(英文)(仮称)
実験動物の維持管理情報ｼｽﾃﾑ

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)】
半田純雄､井山審也､鬼頭純三､黒澤努､早川純一郎 【黒澤 努 (大阪大学医学部附属動物実験施設
(E-mail)kurosawa@iexas.med.osaka-u.ac.jp)】
(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)】
社会福祉文献情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会 【中山 徹 (大阪府立大学社会福祉学部)】
社会福祉文献情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会 【中山 徹 (大阪府立大学社会福祉学部)】
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)】
就実大学･就実短期大学 図書館 【角房 洋子 (就実大学図書館)】
淑徳大学附属図書館千葉図書館 【閲覧係ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ担当 (淑徳大学附属図書館千葉図書館)】
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)】
宮崎女子短期大学 生涯学習推進委員会 【日高英幸 (宮崎女子短期大学)】
衝撃波研究ｾﾝﾀｰ 【高山 和喜 (東北大学流体科学研究所)】
城西大学薬学部医療栄養学科 【松本 明世(ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ小委員会) (城西大学薬学部医療栄養学科)】
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)】
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)】
県立長崎ｼｰﾎﾞﾙﾄ大学附属図書館 【寺島淑恵 (県立長崎ｼｰﾎﾞﾙﾄ大学)】
東京薬科大学情報ｾﾝﾀｰ 【黒木 文子 (東京薬科大学 情報ｾﾝﾀｰ)】
福井県衛生環境研究ｾﾝﾀｰ管理室 企画情報ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【 (福井県衛生環境研究ｾﾝﾀｰ 管理室 企画情報ｸﾞﾙｰ
ﾌﾟ)】
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)】
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)】
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)】
主任研究者 山梨大学大学院医学工学総合研究部保健学Ⅱ講座 教授 山縣然太朗 【山縣然太朗 (山梨
大学大学院医学工学総合研究部保健学Ⅱ講座)】
政策研究大学院大学附属図書館 【渡辺 由紀 (政策研究大学院大学 学術課情報ｻｰﾋﾞｽ係)】
山梨大学附属図書館医学分館 【医学情報管理係 (山梨大学附属図書館医学分館)】
聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学医学情報ｾﾝﾀｰ図書情報課 【南泰樹 (聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学医学情報ｾﾝﾀｰ)】
聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学医学情報ｾﾝﾀｰ図書情報係 【南泰樹 (聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学医学情報ｾﾝﾀｰ)】
湯尾 明(国立国際医療ｾﾝﾀｰ研究所) 【湯尾 明 (国立国際医療ｾﾝﾀｰ研究所)】
昭和女子大学図書館 【柳 秀子 (昭和女子大学図書館)】
学校法人神戸学院理事長 溝口史郎 【片村 正直 (神戸学院大学 情報処理ｾﾝﾀｰ)】
園田学園女子大学図書館 【吉田 淳 (園田学園女子大学図書館)】
京都大学第一外科 【嶋田 裕 (京都大学第一外科)】
京都大学第一外科 【今村 正之 (京都大学第一外科)】
日本大学歯学部 尾崎哲則 【尾崎哲則 (日本大学歯学部)】
千葉大学大学院医学研究院 自律機能生理学･分子統合生理学 【桑木 共之 (千葉大学大学院医学研究
院)】
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)】
独立行政法人 労働政策研究･研修機構 調査部資料ｾﾝﾀｰ 【広報部資料ｾﾝﾀｰ (独立行政法人労働政策研
究･研修機構)】
筑波技術短期大学 学術国際交流委員会 【三浦 千代 (筑波技術短期大学)】
筑波大学基礎医学系薬理 【後藤 勝年 (筑波大学基礎医学系薬理)】
社会･情報薬学研究室 【鈴木 潤三 (東京理科大学)】
東京医科大学図書館 【高野 史子 (東京医科大学図書館)】
東京家政大学図書館 【 (東京家政大学図書館)】
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日本赤十字武蔵野短期大学図書館図書目録
日本動物分類学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
日本動物分類学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
日本の化学文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
日本の無作為化比較試験ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
入院患者､手術台帳ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
萩庭さく葉植物標本
微生物資源ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ﾋﾄ Germline 遺伝子･染色体検査ｵﾝﾗｲﾝﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

日本成人心臓血管外科手術ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

日本医科大学図書館 図書･雑誌目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
日本現存朝鮮古書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
日本語で書かれた医療人類学関連文献
日本成人心臓血管外科手術ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

日本医学物理学会大会演題･発表者ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

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

奈良先端科学技術大学院大学電子図書館ｼｽﾃﾑ

ﾅｼｮﾅﾙﾊﾞｲｵﾘｿｰｽﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ｢ﾗｯﾄ｣

名古屋大学大学院医学系研究科医療薬学･医学部附属病院薬剤部

名古屋大学医学部･大学院医学系研究科欧文業績録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ (仮称)

長崎大学第一内科業積集(1998 年?2000 年)

図書館蔵書目録検索ｼｽﾃﾑ(OPAC)
図書雑誌所蔵情報
図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 共栄大学･共栄学園短期大学図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
鳥取大学付属図書館医学部分所蔵資料目録
内部被爆線量評価のための代謝ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

図書館所蔵目録

東京歯科大学図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
東京大学医学系研究科学位論文論題ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
東京大学泌尿器科症例登録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
統計数理･彙報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
東南ｱｼﾞｱ保健医療統計ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

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)】
統計数理研究所 技術課技術第四係 【技術課技術第四係 (統計数理研究所)】
大澤清二(東南ｱｼﾞｱ保険医療統計ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ研究会) 【大澤 清二 (大妻女子大学人間生活科学研究所内東
南ｱｼﾞｱ保険医療統計ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ研究会)】
独立行政法人 放射線医学総合研究所 国際･研究交流部 研究交流･情報室 図書･研究情報係 【佐藤 博
信 (独立行政法人放射線医学総合研究所 国際･研究交流部 研究交流･情報室)】
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)】
鶴見大学図書館 【長谷川 豊祐 (鶴見大学図書館)】
共栄大学･共栄学園短期大学図書館 【 (共栄大学･共栄学園短期大学図書館)】
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)】
放射線医学総合研究所 比較環境影響研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ 武田 洋 【安全研究成果情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ窓口 (放射線
医学総合研究所 放射線安全研究ｾﾝﾀｰ)】
長崎大学医学部第一内科学教室 【江口 勝美 (長崎大学大学院医歯薬学総合研究科病態解析･制御学講
座(第一内科))】
名古屋大学医学部･大学院医学系研究科欧文業績録編集委員会 【平井 芳美 (名古屋大学附属図書館医
学部分館)】
名古屋大学大学院医学系研究科医療薬学･医学部附属病院薬剤部 【 (名古屋大学大学院医学系研究科
医療薬学･医学部附属病院薬剤部)】
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)】
奈良先端科学技術大学院大学附属図書館 【星屋 真 (奈良先端科学技術大学院大学研究協力部学術情
報課)】
新潟大学附属図書館 【高島 学 (新潟大学附属図書館)】
新潟歯学会 【鈴木一郎 (新潟大学歯学部附属病院)】
新潟大学大学院医歯学総合研究科 摂食機能を再建学 【小林博 (新潟大学大学院 医歯学総合研究科
口腔生命科学専攻 顎顔面再建学講座摂食機能再建学)】
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)】
日本医科大学中央図書館 【殿崎 正明 (日本医科大学中央図書館)】
藤本幸夫 【藤本幸夫 (富山大学人文学部)】
池田 光穂 【池田 光穂 (熊本大学文学部)】
日本成人心臓血管外科手術ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 【高本眞一､本村昇 (日本成人心臓血管外科手術ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ事務局､
東京大学医学部心臓外科)】
日本成人心臓血管外科手術ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 【高本眞一､木村昇 (日本成人心臓血管外科手術ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ事務局､
東京大学医学部心臓外科)】
日本赤十字武蔵野短期大学図書館 【高橋 あき子 (日本赤十字武蔵野短期大学図書館)】
ETIJ 【酒井勝司 (四国大学)】
ETIJ 【酒井勝司 (四国大学生物学研究室)】
(社)化学情報協会 【千原秀昭 ((社)化学情報協会)】
無作為比較試験ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会 【 ( )】
日大板橋病院耳鼻科､管食道科 【遠藤壮平 鈴木 伸 (日大板橋病院耳鼻咽喉科)】
萩庭さく葉標本ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成会 【池上文雄 (千葉大学環境健康ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学ｾﾝﾀｰ)】
WFCC-MIRCEN World Data Centre for Microorganisms 【菅原 秀明 (国立遺伝学研究所)】
京大病院遺伝子診療部､小杉 眞司 【小杉 眞司 (京都大学遺伝子診療部)】
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論文投稿規定集(日本語)
和雑誌特集記事索引ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
和雑誌特集記事索引ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

老人保健･医療･福祉文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ辞書
(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
理学療法と作業療法の文献検索ｼｽﾃﾑ(仮称)
老化促進ﾓﾃﾞﾙﾏｳｽ(SAM)ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

宗田文庫図版資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
明治薬科大学図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
毛利ﾌｰﾌｪﾗﾝﾄｺﾚｸｼｮﾝﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
目録所蔵ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
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)
山形県立保健医療大学蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
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)
山梨県立看護大学図書館所蔵資料検索ｼｽﾃﾑ
山梨大学附属図書館医学分館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
山野美容芸術短期大学図書館図書目録情報(仮称)
有機溶剤中毒症例ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

三重外科集談会抄録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
水俣病関係資料
民族薬物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

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
皮膚科疾患名ﾘｽﾄ(仮称)
病原細菌ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
病原微生物株ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
福岡大学医学紀要
福島県立医科大学附属展示館ﾋﾞﾃﾞｵﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
服薬指導ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
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
放射光関連出版物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
母子保健･医療情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

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)】
微生物ﾃﾞｼﾞﾀﾙ標本ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの構築ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【後藤 俊幸 (京都大学医療技術短期大学部)】
岐阜大学 微生物学講座 【江崎 孝行 (岐阜大学)】
福岡大学研究推進部研究支援課 【御厨武 (福岡大学研究推進部研究支援課)】
附属展示館 【八木沼洋行 (福島県立歯科大学附属展示館)】
金沢大学薬学部 企画広報委員会 【宮本 謙一 (金沢大学医学部附属病院 薬剤部)】
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)】
高ｴﾈﾙｷﾞｰ加速器研究機構 放射光研究施設 【鈴木守 (高ｴﾈﾙｷﾞｰ加速器研究機構 物質構造科学研究所)】
分担･主任研究者 山梨大学大学院医学工学総合研究部保健学 II 講座教授 山縣然太朗 【山縣 然太朗
(山梨大学大学院医学工学総合研究部保健学 II 講座)】
三重外科集談会 【山本 晧ﾆ (三重大学医学部附属病院)】
熊本大学学術資料調査研究推進室 【 ( )】
富山医科薬科大学 和漢薬研究所 民族薬物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会 【小松 かつ子 (富山医科薬科大学 和
漢薬研究所 附属薬効解析ｾﾝﾀｰ)】
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課 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】
明治薬科大学図書館･情報課 【今川 裕子 (明治薬科大学図書･情報課)】
名古屋大学博物館 【西川 輝昭 (名古屋大学博物館)】
東邦大学医学ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ 【山口 直比古 (東邦大学医学ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ)】
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)】
山形県立保健医療大学附属図書館 【津川秀行 (山形県立保健医療大学)】
山形大学医学部脳神経外科 【嘉山 孝正(教授) (山形大学医学部脳神経外科)】
山梨県立看護大学･山梨県立養護大学短期大学部 【土橋 みえ (山梨県立看護大学図書館)】
山梨大学附属図書館医学分館 【医学情報管理係 (山梨大学附属図書館医学分館)】
図書館 【大島 秀五 (山野美容芸術短期大学図書館)】
日本産業衛生学会有機溶剤中毒研究会 症例集編集事務局 【上島 通浩 (名古屋大学大学院 医学研究
科 環境労働衛生学)】
ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ辞書ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 【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)】
田端幸枝､沖田一彦､吉田彰､越智淳子 【田端 幸枝 (広島県立保健福祉大学)】
老化促進ﾓﾃﾞﾙﾏｳｽ(SAM)研究協議会 【樋口 京一 (信州大学大学院医学研究科加齢適応医科学系加齢生
物学分野)】
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)】
独立行政法人 労働政策研究･研修機構 広報部 【調査部 資料ｾﾝﾀｰ (独立行政法人 労働政策研究･研修
機構)】
医療情報部 【山本 晧ﾆ (三重大学医学部附属病院)】
【 ( )】
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)】
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データベースの名称

LIPID BANK for Web

IAM ｶﾙﾁｬｰｺﾚｸｼｮﾝﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
iDCLE 関連文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
IFO Research Resources Database(仮称) IFO 生物資学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
KEGG 遺伝子ｹﾞﾉﾑ百科事典
KISS for Preprints
KOKYUROK(講究録)ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
LIGAND CHEMICAL DATABASE FOR ENZYME REACTION

FUSION
GTOP(Genome TO Protein structure and function)
Heavy particle-molecule Collision database
Het-PDB Navi

FAMSBASE

Extremo Base(極限微生物ｹﾞﾉﾑﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ)

Database of Index to Chromosome numbers in Asteraceae
Database of Transcription Start Sites
Dictyostelium cDNA Database
EDMC ｴﾈﾙｷﾞｰﾃﾞｰﾀﾊﾞﾝｸ
Electron-molecule Collision DataBase
Exos-D Science Database

Backscattering Coefficients of light ions from solids
Bacteriology Insight Orienting System
CEReS が提供するﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ･画像集
CHARGE TRANSFER DATABASE
CiNii(NII 引用文献情報ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀ)
Collected Papers ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
CYRIC Annual Reports
Data Archives and Transfer System

3 次元医薬品構造ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(3D Pharmaceutical Structure Database)
AM
Ancient Genome Ensyclopedia(古代 DNA ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ)

2001 年度版 心身障害学系･教官研究活動ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

1,被服材料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 2,被服造形ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
2001 年度の論文･発表等､2002 年度の論文･発表等

８．複合領域
氏名

（大学・機関名等） 】

杉野服飾大学被服材料学研究室 【鈴木 美和子 (杉野服飾大学被服材料学研究室)】
新領域創成科学研究科 基盤情報学専攻 相田研究室 【千葉 新吾 (東京大学大学院新領域創成科学研
究科 基盤情報学専攻･相田研究室)】
心身障害学系(発行者:中村満紀男､作成者:小畑文也) 【発行者:中村満紀男､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)】
国立遺伝学研究所集団遺伝研究部門 斎藤成也(代表) 【斎藤 成也 (国立遺伝学研究所集団遺伝研究部
門)】
核融合科学研究所研究･企画情報ｾﾝﾀｰ 【加藤太治 (核融合科学研究所)】
Species2000 Asia Oceania/国立環境研究所 【志村 純子 (国立環境研究所)】
千葉大学環境ﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞ研究ｾﾝﾀｰ(CEReS) 【近藤昭彦 (千葉大学環境ﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞ研究ｾﾝﾀｰ)】
核融合科学研究所研究･企画情報ｾﾝﾀｰ 【村上 泉 (核融合科学研究所)】
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)】
九州大学附属図書館 【電子情報係 (九州大学附属図書館情報ｼｽﾃﾑ課)】
CYRIC Annual Reports 編集委員会 【岩田 錬 (東北大学ｻｲｸﾛﾄﾛﾝ･ﾗｼﾞｵｱｲｿﾄｰﾌﾟｾﾝﾀｰ)】
宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究本部 宇宙科学情報解析ｾﾝﾀｰ 【長瀬 文昭 (宇宙航空研究開発機
構宇宙科学研究本部宇宙科学情報解析ｾﾝﾀｰ)】
渡辺 邦秋 【渡辺 邦秋 (神戸大学理学部)】
東京大学医科学研究所 【鈴木 穣 (東京大学医科学研究所ﾋﾄｹﾞﾉﾑ解析ｾﾝﾀｰ ｹﾞﾉﾑ構造解析分野)】
Dictyostelium cDNA Project in Japan 【漆原 秀子 (筑波大学 生物科学系)】
(財)日本ｴﾈﾙｷﾞｰ経済研究所計量分析部 【計量分析部 ((財)日本ｴﾈﾙｷﾞｰ経済研究所)】
核融合科学研究所 研究･企画情報ｾﾝﾀｰ 【村上 泉 (核融合科学研究所)】
宇宙科学研究所｢あけぼの｣研究班 【松岡 彩子 (宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究本部宇宙ﾌﾟﾗｽﾞﾏ
研究系)】
海洋科学技術ｾﾝﾀｰ極限環境生物ﾌﾛﾝﾃｨｱ研究ｼｽﾃﾑ 【高見 英人､ 高木 善弘､ 松井 里美 (海洋科学技術
ｾﾝﾀｰ極限環境生物ﾌﾛﾝﾃｨｱ研究ｼｽﾃﾑ)】
長浜ﾊﾞｲｵ大学ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ学部ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ学科郷研究室,北里大学薬学部製薬学科生物分子設計学教室梅山
研究室 【郷 通子 (長浜ﾊﾞｲｵ大学ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ学部ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ学科)】
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)】
西川 建 【西川 建 (国立遺伝学研究所 生命情報･DDBJ 研究ｾﾝﾀｰ 大量遺伝情報研究室)】
核融合科学研究所 研究･企画情報ｾﾝﾀｰ 【村上 泉 (核融合科学研究所)】
長浜ﾊﾞｲｵ大学ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ学部ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ学科郷研究室 【郷 通子 (長浜ﾊﾞｲｵ大学ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ学部ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝ
ｽ学科)】
東京大学分子細胞生物学研究所 細胞機能情報研究ｾﾝﾀｰ 【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 【中濱一雄 ((財)発酵研究所)】
金久實 京都大学化学研究所ﾊﾞｲｵｲﾝﾌｫﾏﾃｨｸｽｾﾝﾀｰ金久研究室 【金久實 (京都大学化学研究所)】
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)】
京都大学数理解析研究所 【秋本 好治 (京都大学数理解析研究所)】
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命科学専攻生物機能制御化学
分野)】
【 ( )】

作成者の名称 【問い合わせ先
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ｱｼﾞｱ経済研究所図書館･蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ｱｼﾞｱ経済研究所図書館所蔵雑誌記事索引ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
亜細亜大学図書館所蔵図書資料目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
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)
遺跡ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

朝日大学図書館 OPAC
麻布大学附属学術情報ｾﾝﾀｰ所蔵目録(仮称)
ｱｼﾞｱ 環境技術情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

Tools on Number Theory(数論ﾂｰﾙ)
Ultrastructure of Collagen - a database
Video-learning Channel
Web 公開用の熟語音声ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
WHHL/WHHLMI ｳｻｷﾞ英文論文ﾘｽﾄおよび WHHL/WHHLMI ｳｻｷﾞの概要(仮
称)
YOHKOH SXT Daily Images(仮称)
YOHKOH SXT Weekly Movies(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･愛知学泉短期大学図書館所蔵資料 D.B.
青森明の星短期大学ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
ｱｻｶﾞｵ ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

SPring-8 年報
SPring-8 利用者情報
SPUTTERING YIELDS OF MONATOMIC SOLIDS DATABASE
STUDY-RS ML ｷｰﾜｰﾄﾞ検索
SUPERCON(超伝導材料情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ)
Tohoku Molten Salts Data Base

NOAA 植生指標ﾃﾞｰﾀ
PICMS ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
Radiant Rays Medical Class (仮称)
Radiolaria : 放散虫化石画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
Ring Server
SALIS(Sanno Library Information System)
Sex Pheromone of Moths
Silkbase
SPring-8 Research Frontiers(研究ﾊｲﾗｲﾄ)
SPring-8 User Experiment Report
SPring-8 登録論文検索

Macintosh ﾄﾗﾌﾞﾙﾆｭｰｽ
Microbial Genome Database for Comparative Amalysis
NAIST 産学連携提案ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

ようこうﾁｰﾑ 【小杉健郎 (宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究本部)】
ようこうﾁｰﾑ 【小杉健郎 (宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究本部)】
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･愛知学泉短期大学図書館員 【丹羽 直美 (愛知学泉大学豊田図書館)】
青森明の星短期大学情報処理委員会 【坂本 明裕 (青森明の星短期大学情報処理委員会)】
仁田坂 英二(九州大学大学院理学研究院･生物科学部門) 【仁田坂 英二 (九州大学大学院理学研究院
生物科学部門 染色体機能学研究室)】
朝日大学図書館 【原田 輝男(図書館長) (朝日大学図書館)】
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)】
九州大学大学院工学研究院附属環境ｼｽﾃﾑ科学研究ｾﾝﾀｰ 【江崎 哲郎 (九州大学大学院工学研究院環境
ｼｽﾃﾑ科学研究ｾﾝﾀｰ)】
ｱｼﾞｱ経済研究所 図書館 【 (日本貿易振興機構 ｱｼﾞｱ経済研究所 図書館)】
ｱｼﾞｱ経済研究所図書館 【 (日本貿易振興機構 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)】
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)】
奈良文化財研究所 【小林謙一､森本晋 (奈良文化財研究所 埋蔵文化財ｾﾝﾀｰ 文化財情報研究室)】

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)】
奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究調査ｾﾝﾀ 【久保 浩三 (奈良先端科学技術大学院大学
先端科学技術研究調査ｾﾝﾀ)】
国土交通省国土地理院 【 (国土地理院 地理調査部 環境地理課)】
京都大学数理解析研究所 【秋本 好治 (京都大学数理解析研究所)】
聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学 放射線医学教室 物理学教室 【稲田 陽一 (聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学 物理学教室)】
【 ( )】
Ring Server Project 【渥美清隆 (静岡大学)】
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)】
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 生物ｼｽﾃﾑ応用科学研究科)】
Bombyx Genome Database Woking Group 【 ( )】
(財)高輝度光科学研究ｾﾝﾀｰ 利用業務部 【 (財団法人 高輝度光科学研究ｾﾝﾀｰ 利用業務部)】
(財)高輝度光科学研究ｾﾝﾀｰ 【 ((財)高輝度光科学研究ｾﾝﾀｰ 利用業務部)】
(財)高輝度科学研究ｾﾝﾀｰ 利用業務部 図書情報課 【音村 圭一郎 (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)】
(財)高輝度光科学研究ｾﾝﾀｰ 【図書情報課 ((財)高輝度光科学研究ｾﾝﾀｰ 利用業務部)】
(財)高輝度光科学研究ｾﾝﾀｰ 【図書情報課 ((財)高輝度光科学研究ｾﾝﾀｰ 利用業務部)】
核融合科学研究所研究･企画情報ｾﾝﾀｰ 【加藤太治 (核融合科学研究所)】
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)】
物質･材料研究機構材料基盤情報ｽﾃｰｼｮﾝ 【山﨑政義 (物質･材料研究機構 材料基盤情報ｽﾃｰｼｮﾝ)】
Janz, George J. 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)】
東京都立大学計算数学ｸﾞﾙｰﾌﾟ 代表 中村憲 【中村 憲 (東京都立大学 理学研究科 数学専攻)】
小林邦彦 【 ( )】
名古屋大学 情報ﾒﾃﾞｨｱ教育ｾﾝﾀｰ 【岡田 啓 (名古屋大学 情報ﾒﾃﾞｨｱ教育ｾﾝﾀｰ)】
神戸大学国際文化学部音声提示ｻｰﾊﾞ作成ﾁｰﾑ 【森下淳也 (神戸大学国際文化学部)】
塩見 雅志 【塩見 雅志 (神戸大学医学部附属動物実験施設)】
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化学ｾﾝｻｰﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

会議録
ｶｲｺ遺伝子資源ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
外国雑誌目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
海上技術安全研究所報告ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
外書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
外像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
海洋環境衛星情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

宇宙天気概況
宇宙文 献 情 報 ｼ ｽﾃ ﾑ(Aerospace Information Reference system External
version)
衛星ﾃﾞｰﾀ検索ｼｽﾃﾑ
栄養情報基盤 DB
ｴﾈﾙｷﾞｰ関連文献目録(仮称)
沿岸環境問題ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(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
大阪市立環境科学研究所研究成果集
大阪市立大学学術情報総合ｾﾝﾀｰ Z39.50 統合検索
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
大阪成蹊大学現代経営情報学部研究紀要(仮称)
大阪大学大学院医学系研究科組織再生医学分子組織再生分野(旧腫瘍生化学)
教室ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ(仮称)
大阪大学大学院工学研究科技術ｼｰｽﾞﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
大谷女子大学･大谷女子短期大学図書館蔵書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
岡山県工業技術ｾﾝﾀｰ報告ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
岡山県民行動圏調査
沖縄県工業技術情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
帯広畜産大学附属図書館ｵﾝﾗｲﾝ目録検索ｼｽﾃﾑ
ｵﾎｰﾂｸ海北海道沿岸流氷分布図

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ学術情報ｲﾝﾃﾞｯｸｽ:Index to Resources on Internet
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ美術館(仮称)
ｲﾝﾄﾞ大縮尺地図ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
宇宙線ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

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

伊勢湾衛星画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
遺伝暗号使用ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
遺伝資源情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

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)】
国立健康･栄養研究所 【松村康弘 (国立健康･栄養研究所 健康栄養情報･教育研究部)】
(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)】
愛媛大学沿岸環境科学研究ｾﾝﾀｰ 【大森 浩二 (愛媛大学沿岸環境科学研究ｾﾝﾀｰ)】
大阪医科大学図書館 【茂幾 周治 (大阪医科大学図書館)】
大阪市立環境科学研究所 【桝元 慶子 (大阪市立環境科学研究所企画調整課総合情報室)】
大阪市立大学学術情報総合ｾﾝﾀｰ 【 ( )】
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)】
大阪成蹊大学現代経営情報学部 【加藤 秀雄 (大阪成蹊大学現代経営情報学部)】
大阪大学大学院医学系研究科組織再生医学分子組織再生(旧腫瘍生化学)教室 【中村 敏一(船越 洋) (大
学院医学系研究科組織再生医学分子組織再生(旧腫瘍生化学)教室)】
大学院工学研究科 【 (工学研究科社会連携室情報ﾈｯﾄﾜｰｸ部門)】
大谷女子大学･大谷女子短期大学図書館 【 (大谷女子大学･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)】
岡山県工業技術ｾﾝﾀｰ 【山田 充 (岡山県工業技術ｾﾝﾀｰ)】
岡山大学環境理工学部 統計学ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【垂水共之 (岡山大学)】
沖縄県工業技術ｾﾝﾀｰ 【島袋 定 (沖縄県工業技術ｾﾝﾀｰ)】
帯広畜産大学附属図書館 【学術情報係 清水夫美子 (帯広畜産大学附属図書館)】
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)】
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)】
ｶｲｺ遺伝子資源ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成･委員会 【伴野 豊 (九州大学大学院農学研究院)】
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)】
海上技術安全研究所研究情報ｾﾝﾀｰ 【仲田光男 (海上技術安全研究所企画部研究情報ｾﾝﾀｰ)】
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)】
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)】
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)】
化学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ委員会 【佐藤寿邦 (横浜国立大学大学院工学研究院)】

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)】
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,中村保一,他) 【中村 保一 (かずさ DNA 研究所)】
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)】
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)】
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)】
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)】
広島大学総合地誌研究資料ｾﾝﾀｰ 【岡橋 秀典 (広島大学総合地誌研究資料ｾﾝﾀｰ)】
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)】
九州大学 宙空環境研究ｾﾝﾀｰ 【湯元 清文 (九州大学 宙空環境研究ｾﾝﾀｰ)】
宇宙航空研究開発機構 【 (宇宙航空研究開発機構 情報化推進部)】
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技術教育ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
基準点成果閲覧ｻｰﾋﾞｽ
寄生虫学雑誌&Parasitology International ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
寄贈図書目録

管理栄養士国家試験問題集
ｷ ｰ ﾜ ｰ ﾄ ﾞ 式 建 築 設 計 研 究 情 報 検 索 ｼ ｽ ﾃ ﾑ keyword-system Architecture1
Design(and studies) Information Retrieva1 System
幾何計算ｿﾌﾄｳｴｱ
技術/文化の発達史年表

環境のための地球規模の学習及び観測ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
刊行物 DataBase
関西医大組織画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

環境中のﾄﾘﾁｳﾑ測定調査ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

環境局図書検索
環境研究のための地理情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
環境情報地図表示
環境数値ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
環境中の C-14 比放射能測定調査ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

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

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
活水論文集目次情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
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
貨物線観測による二酸化炭素の大気･海洋交換ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

霞ｹ浦臨湖実験施設気象ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

学術研究論文･解説ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
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)
学術研究論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
核図表ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
科研費研究成果報告書ﾘｽﾄ
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
火山防災ﾏｯﾌﾟﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ｶﾞｽﾊｲﾄﾞﾚｰﾄ物理的特性ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
霞ヶ浦ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

財団法人衣笠会繊維研究所 【 (財団法人衣笠会繊維研究所)】
(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 図書資料課)】
岩手医科大学教養部生物学教教室 【松政正俊 (岩手医科大学 教養部 生物学教室)】
神戸大学遺伝子実験ｾﾝﾀｰ環境遺伝子機能制御研究分野 【乾 秀之 (神戸大学遺伝子実験ｾﾝﾀｰ)】
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)】
東京大学薬学図書館 【武部 三枝子 (東京大学薬学図書館)】
鹿児島工業高等専門学校 庶務課図書係 【壽福 千代子 (鹿児島工業高等専門学校 庶務課図書係)】
産業技術総合研究所地質調査総合ｾﾝﾀｰ 宮坂瑞穂 【宮坂瑞穂 (産業技術総合研究所地質調査総合ｾﾝﾀｰ)】
成田 英夫(産総研北海道ｾﾝﾀｰ) 【成田 英夫 (独立行政法人産業技術総合研究所北海道ｾﾝﾀｰ)】
国立環境研究所 地球環境研究ｾﾝﾀｰ 【勝本正之(利用方法)､松重一夫(内容-水質)､高村典子(内容-生物)､
藤沼康実(全般) (国立環境研究所地球環境研究ｾﾝﾀｰ)】
国立環境研究所水土壌圏環境研究領域湖沼環境研究室/地球環境研究ｾﾝﾀｰ 【勝本 正之(利用方法)､松重
一夫(内容) (国立環境研究所地球環境研究ｾﾝﾀｰ)】
国立教育政策研究所 【小松幸廣 (国立教育政策研究所 教育研究情報ｾﾝﾀｰ)】
国立教育政策研究所 【吉岡亮衛 (国立教育政策研究所 教育研究情報ｾﾝﾀｰ)】
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) 【中山 岳美 (企画部広報企画室)】
神奈川県農業総合研究所 【山崎 弘 (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 【神山 勇一郎 (神奈川工科大学附属図書館事務課)】
国立環境研究所地球環境研究ｾﾝﾀｰ 【勝本正之(利用方法)･野尻幸宏(内容)･藤沼康実 (国立環境研究所
地球環境研究ｾﾝﾀｰ)】
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)】
東京都環境局総務部企画調整課 【松原 勝雄 (東京都環境科学研究所資料室)】
近藤昭彦 【近藤 昭彦 (千葉大学環境ﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞ研究ｾﾝﾀｰ)】
福井県衛生環境研究ｾﾝﾀｰ 【 (福井県衛生環境研究ｾﾝﾀｰ 管理室 企画情報ｸﾞﾙｰﾌﾟ)】
国立環境研究所環境情報ｾﾝﾀｰ 【情報整備室 (独立行政法人国立環境研究所環境情報ｾﾝﾀｰ)】
放射線医学総合研究所 比較環境影響研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ 府馬正一 【安全研究成果情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ窓口 (放射線
医学総合研究所 放射線安全研究ｾﾝﾀｰ)】
放射線医学総合研究所 比較環境影響研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ 宮本霧子 【安全研究成果情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ窓口 (放射線
医学総合研究所 放射線安全研究ｾﾝﾀｰ)】
東京学芸大学教育学部附属環境教育実践施設 【樋口利彦 (東京学芸大学附属環境教育実践施設)】
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)】
関西医科大学解剖学第 1 講座および大学情報ｾﾝﾀｰ学術部 【渡辺 淳 (関西医科大学 第一解剖/大学情報
ｾﾝﾀｰ学術部)】
中村学園大学栄養科学科 【栄養科学部長 坂田利家 (中村学園大学栄養科学科)】
KWADIRS ｸﾞﾙｰﾌﾟ(ﾒﾝﾊﾞｰは､早稲田大学､慶応大学､武蔵工業大学､東京大学､九州芸術工科大学､九州大
学等入れ替わっている) 【湯本 長伯 (九州大学 ﾃﾞｻﾞｲﾝ総合部門)】
杉原厚吉(1948-) 【杉原 厚吉 (東京大学大学院 情報理工学系研究科 数理情報学)】
中村彰(秋田大学医学部 社会環境医学講座 医科学情報学分野) 【中村 彰 (秋田大学医学部医学科 社
会環境医学講座 医科学情報学分野)】
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)】
国土交通省国土地理院 【地理情報部 情報管理課 測量成果係 (国土地理院)】
赤尾信明･上村 清 【赤尾 信明 (東京医科歯科大学大学院国際環境寄生虫病学分野)】
和歌山大学経済学部経済研究所 【 ( )】
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結晶基礎ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

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､材料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
空中写真閲覧ｻｰﾋﾞｽ
釧路工業高等専門学校 紀要論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
熊本学園大学 蔵書検索
倉敷市立短期大学研究情報(仮称)
ｸﾞﾗﾊﾞｰ図譜
計算物性ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

京都市産業技術研究所工業技術ｾﾝﾀｰ研究報告抄録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
京都大学総合博物館標本ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
共立女子大学総合文化研究所年報目次
ｷﾗﾘﾃｨ･ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

教職員研修講座ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
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)

教科書ｺﾚｸｼｮﾝ画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
教材ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

共愛学園前橋国際大学論集ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(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
教育研究所･教育ｾﾝﾀｰ刊行論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
教育研究総合ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
教育研究論文索引
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
教育用ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ素材(映像)資料集
教員養成ｶﾘｷｭﾗﾑ開発研究文献目録(仮称)

九州大学大学院ｼｽﾃﾑ情報科学研究院における発表論文･講演題目

九州大学大学院ｼｽﾃﾑ情報科学研究院紀要ｱﾌﾞｽﾄﾗｸﾄ集

九州大学ｼｽﾃﾑ情報科学研究院研究内容紹介
九州大学大学院ｼｽﾃﾑ情報科学研究院 研究開発ｼｰｽﾞ集

北太平洋の炭素循環
岐阜経済大学図書館蔵書ﾃﾞｰﾀ
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･九州女子短期大学附属図書館ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ管理ｼｽﾃﾑ

工業技術院情報計算ｾﾝﾀｰ 【先端情報計算ｾﾝﾀｰ (独立法人 産業技術総合研究所 つくば中央第 1)】
岐阜経済大学図書館 【井上 邦江 (岐阜経済大学図書館)】
九州看護福祉大学図書館 【寺井 直子 (九州看護福祉大学附属図書館)】
九州女子大学･九州女子短期大学附属図書館 【土井富美子 (九州女子大学･九州女子短期大学附属図書
館)】
興 雄司(九州大学ｼｽﾃﾑ情報科学研究院広報委員) 【 (九州大学ｼｽﾃﾑ情報科学研究院)】
興 雄司(九州大学ｼｽﾃﾑ情報)､九州大学大学院ｼｽﾃﾑ情報科学研究院 広報委員会 【 (九州大学大学院ｼｽﾃﾑ
情報科学研究院)】
興 雄司(ｼｽﾃﾑ情報科学研究院)､九州大学ｼｽﾃﾑ情報紀要編集委員会 【 (九州大学大学院ｼｽﾃﾑ情報科学研
究院)】
ｼｽﾃﾑ情報科学研究院 紀要編集委員会 【九州大学ｼｽﾃﾑ情報科学紀要編集委員会 (九州大学大学院ｼｽﾃﾑ
情報科学研究院電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ工学部内)】
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)】
国立教育政策研究所 【吉岡亮衛 (国立教育政策研究所 教育研究情報ｾﾝﾀｰ)】
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)】
国立教育政策研究所/全国教育研究所連盟 【吉岡亮衛 (国立教育政策研究所 教育研究情報ｾﾝﾀｰ)】
北陸先端科学技術大学院大学 【研究振興担当 (北陸先端科学技術大学院大学 研究協力部研究協力課)】
国立教育政策研究所 【吉岡 亮衛 (国立教育政策研究所 教育研究情報ｾﾝﾀｰ)】
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)】
国立教育政策研究所 【吉岡亮衛 (国立教育政策研究所 教育研究情報ｾﾝﾀｰ)】
岐阜大学総合情報ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ情報ﾒﾃﾞｨｱ開発研究部門･ｶﾘｷｭﾗﾑ開発研究部門 【 ( )】
東京学芸大学教員養成ｶﾘｷｭﾗﾑ開発研究ｾﾝﾀｰ 【岩田 康之 (東京学芸大学 教員養成ｶﾘｷｭﾗﾑ開発研究ｾﾝﾀ
ｰ)】
教科書ｺﾚｸｼｮﾝ画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ化ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 【電子情報係 (広島大学附属図書館情報ｻｰﾋﾞｽ課)】
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 (岐阜大学総合情報ﾒﾃﾞｨｱｾ
ﾝﾀｰ情報ﾒﾃﾞｨｱ開発研究部門)】
国立教育政策研究所 【吉岡亮衛 (国立教育政策研究所 教育研究情報ｾﾝﾀｰ)】
広島大学大学院医歯薬学総合研究科(旧 放射線医学) 【伊藤 勝陽 (広島大学大学院医歯薬学総合研究
科(旧 放射線医学講座))】
京都市産業技術研究所 工業技術ｾﾝﾀｰ 【今井 寛治 (京都市産業技術研究所工業技術ｾﾝﾀｰ)】
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)】
東北大学多元物質科学研究所 資源変換･再生研究ｾﾝﾀｰ反応化学情報研究部 【原田 宣之 (東北大学多
元物質科学研究所 資源変換･再生研究ｾﾝﾀｰ 反応化学情報研究部)】
近畿大学九州工学部図書館 【村井たか子 (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)】
金属材料研究所計算材料学ｾﾝﾀｰ長 川添良幸 【川添良幸 (東北大学金属材料研究所計算材料学ｾﾝﾀｰ)】
国土交通省国土地理院 【地理情報部 情報普及課 (国土地理院)】
釧路工業高等専門学校 庶務課 情報資料係 【西山 光幸 (釧路工業高等専門学校 庶務課 情報資料係)】
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)】
倉敷市立短期大学及び個人 【永田 桂輔 (倉敷市立短期大学)】
【 ( )】
独立行政法人物質･材料研究機構 材料基盤情報ｽﾃｰｼｮﾝ 【山﨑政義 (独立行政法人物質･材料研究機構
材料基盤情報ｽﾃｰｼｮﾝ)】
独立行政法人物質･材料研究機構 材料基盤情報ｽﾃｰｼｮﾝ 【山﨑政義 (独立行政法人物質･材料研究機構
材料基盤情報ｽﾃｰｼｮﾝ)】
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国立極地研究所 出版物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
国立極地研究所所蔵試料目録(仮称)
国立極地研究所 取扱地図類(仮称)
古写真ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
五訂日本食品標準成分表ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
小松短期大学図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
暦情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
昆虫学文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
昆虫行動制御天然物質ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
昆虫目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
今和次郎ｺﾚｸｼｮﾝﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
災害事例ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
(財)国際通信経済研究所 資料室 検索ｻｰﾋﾞｽ

高知高専蔵書検索ｼｽﾃﾑ
甲南女子大学目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
国際学院研究紀要･卒業研究論文抄録集ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
国際蛋白質構造ﾃﾞｰﾀﾊﾞﾝｸ

構造工学研究論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

高校入試問題ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
厚生労働科学研究成果ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
酵素一覧

研究成果ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
研究成果等ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
研究報告書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)<神奈川県のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ内にある｢ｵﾝﾗｲﾝ資料室｣に本
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽのﾃﾞｰﾀを提供>
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)
健康･環境･ｻｲｴﾝｽ
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)
原子力施設付近の環境水ﾄﾘﾁｳﾑﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(1967 年~1980 年)

研究概要ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
研究業績ｼｽﾃﾑ
研究成果一覧(仮称)
研究成果ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

研究員ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

放射線医学総合研究所 比較環境影響研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ 宮本霧子 【安全研究成果情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ窓口 (放射線
医学総合研究所 放射線安全研究ｾﾝﾀｰ)】
国立教育政策研究所 【坂谷内勝 (国立教育政策研究所 教育研究情報ｾﾝﾀｰ)】
国立保健医療科学院研究情報ｾﾝﾀｰおよび厚生労働省 【 (国立保険医療科学院 研究情報ｾﾝﾀｰ)】
独立行政法人食品総合研究所 【北岡 本光 (独立行政法人食品総合研究所応用微生物部酵素機能研究
室)】
広島大学大学院工学研究科 社会環境ｼｽﾃﾑ専攻 土木構造工学研究室 【 (広島大学大学院工学研究科
社会環境ｼｽﾃﾑ専攻 土木構造工学研究室)】
高知工業高等専門学校図書館 【浜田 規子 (庶務課図書係 高知工業高等専門学校)】
甲南女子大学図書館及びﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ 【 (甲南女子大学図書館)】
国際学院埼玉短期大学 【田口 幸樹 (国際学院埼玉短期大学)】
米 国 RCSB(Reseach Collaboratory for Structur(Bioin for matics) が 中 心 と な り ､ ﾖ ｰ ﾛ ｯ ﾊ ﾟ は
EBI(European Bioinformatics Institute)が担当し､ｱｼﾞｱ地区は大阪大学蛋白質研究所内の PDBj がﾃﾞ
ｰﾀ収集を担当して作成 【中村春木 (大阪大学蛋白質研究所附属ﾌﾟﾛﾃｵﾐｸｽ総合研究ｾﾝﾀｰ)】
国立極地研究所 図書室 【川村順子 (国立極地研究所 図書室)】
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 【川村順子 (国立極地研究所 図書室)】
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)】
椙山女学園大学生活科学部 食品機能学研究室 【安本 教傳 (椙山女学園大学 生活科学部)】
小松短期大学図書館 【杉本 三津江 (小松短期大学図書館)】
竹下幸一 【竹下幸一 (東京農業大学生物産業学部)】
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)】
玉木佳男 【 ( )】
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)】
工学院大学 図書館 【 (工学院大学図書館 図書館管理課)】
和田 有司 【先端情報計算ｾﾝﾀｰ (独立法人 産業技術総合研究所 つくば中央第 1)】
(財)国際通信経済研究所 【 ((財)国際通信経済研究所資料室)】

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)】
愛媛県工業技術ｾﾝﾀｰ 【 (愛媛県工業技術ｾﾝﾀｰ)】
埼玉県産業技術総合ｾﾝﾀｰ 【 ( )】
高知県工業技術ｾﾝﾀｰ 【滝口 宏人 (高知県工業技術ｾﾝﾀｰ)】
【斯波 信雄 (広島県立西部工業技術ｾﾝﾀｰ)】
大阪市立環境科学研究所 【川井 信子 (大阪市立環境科学研究所企画調整課)】
核融合科学研究所研究･企画情報ｾﾝﾀｰ 【村上 泉 (核融合科学研究所)】

(財)東京都医学研究機構 東京都臨床医学総合研究所 【新井賢一 ((財)東京都医学研究機構 東京都臨床
医学総合研究所)】
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)】
研究支援ｾﾝﾀｰ事務室 【柴田育雄 (南山大学研究支援ｾﾝﾀｰ事務室)】
広島県立食品工業技術ｾﾝﾀｰ 【家花 充紀 (広島県立食品工業技術ｾﾝﾀｰ)】
海洋科学技術ｾﾝﾀｰ企画部計画管理課 【企画部計画管理課 中村･吉村/情報業務課 松本 (海洋科学技術
ｾﾝﾀｰ)】
(財)日本生物科学研究所 企画学術部 【田中浩正､守重邦昭 (財団法人 日本生物科学研究所)】
三重県科学技術振興ｾﾝﾀｰ 【岩崎 里会子 (三重県科学技術振興ｾﾝﾀｰ総合研究企画部)】
神奈川県自治総合研究ｾﾝﾀｰ 【西出 祐子 (神奈川県自治総合研究ｾﾝﾀｰ 研究部)】
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樹木年輪研究会文献一覧
荘園関係文献目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
生涯学習情報ｻｰﾋﾞｽ･ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
衝撃波研究ｾﾝﾀｰﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
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
上武大学附属図書館 OPAC 資料検索
情報科学ｾﾝﾀｰ 最近の研究成果
情報学研究(英文版 Johogaku Kunkyu:Summaries of Research Activities)
食品-医薬品相互作用ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

死亡率,罹患率ﾃﾞｰﾀ(仮称)
下田歌子ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
獣医寄生虫ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ Veterinary Parasitology Catalogue With Original
Articles.(VPC)
就実大学･就実短期大学 図書館蔵書目録
｢宗門改帳(しゅうもんあらためちょう)｣古文書画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ及び｢過去帳(か
こちょう)｣ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
淑徳大学千葉図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
種子落下量観測地点ﾘｽﾄ

滋賀医科大学研究業績ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
滋賀医科大学研究者総覧
ｼｸﾞﾅﾙ伝達系ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
施設に保存されている研究用植物のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
実験動物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
実験動物の維持管理情報ｼｽﾃﾑ

ｻﾙ類固体簿
産業技術総合研究所 四国ｾﾝﾀｰ 図書室情報ｻｰﾋﾞｽ

材料ﾌﾟﾛｾｽにおける形態･構造制御ｴｷｽﾊﾟｰﾄｼｽﾃﾑ
佐賀大学海洋ｴﾈﾙｷﾞｰ研究ｾﾝﾀｰ｢OTEC｣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
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》
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
ｻﾙの定位的 MRI 脳地図ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

材料設計用ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

ｻｲﾄｶｲﾝﾌｧﾐﾘｰﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

ｻｲﾄｶｲﾝｼｸﾞﾅﾙ伝達経路ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

淑徳大学附属図書館千葉図書館 【閲覧係ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ担当 (淑徳大学附属図書館千葉図書館)】
北海道大学北方生物圏ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学ｾﾝﾀｰ 森林圏ｽﾃｰｼｮﾝ 【 (北海道大学北方生物圏ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学ｾﾝﾀｰ 森林
圏ｽﾃｰｼｮﾝ)】
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)】
国立歴史民俗博物館 【歴史研究部 (国立歴史民俗博物館歴史研究部)】
宮崎女子短期大学 生涯学習推進委員会 【日高英幸 (宮崎女子短期大学)】
衝撃波研究ｾﾝﾀｰ 【高山 和喜 (東北大学流体科学研究所)】
遠藤 久芳 【遠藤 久芳 (海上技術安全研究所輸送高度化研究領域)】
兵庫県立生活科学研究所 【木村 晶子 (兵庫県立生活科学研究所)】
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)】
情報科学ｾﾝﾀｰ 【中島孔志 (九州工業大学 情報科学ｾﾝﾀｰ)】
京都大学大学院情報学研究科 【駒谷 和範 (京都大学大学院情報学研究科 知能情報学専攻)】
城西大学薬学部医療栄養学科 【松本 明世(ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ小委員会) (城西大学薬学部医療栄養学科)】

ｻｲﾄｶｲﾝｼｸﾞﾅﾙ伝達経路研究会 【野見山 尚之 (熊本大学大学院医学薬学研究部総合医薬科学部門生体機
能病態学講座)】
ｻｲﾄｶｲﾝｼｸﾞﾅﾙ伝達経路研究会 【野見山 尚之 (熊本大学大学院医学薬学研究部総合医学科学部門生体機
能病態学講座)】
東京大学人工物工学研究ｾﾝﾀｰﾗｲﾌｻｲｸﾙ工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 (東京大学大学院工学系研究科ｼｽﾃﾑ量子工学専攻)】
学振未来開拓｢異常成長｣ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ 【野田 優 (東京大学大学院工学系研究科)】
佐賀大学海洋ｴﾈﾙｷﾞｰ研究ｾﾝﾀｰ 【池上康之 (佐賀大学海洋ｴﾈﾙｷﾞｰ研究ｾﾝﾀｰ)】
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)】
遠藤 久芳 【遠藤 久芳 (海上技術安全研究所輸送高度化研究領域)】
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 【岡崎 源一郎 (順天堂大学図書館分館)】
札幌医科大学附属図書館 【今野穂 (札幌医科大学附属図書館)】
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･応用ｼｽﾃﾑ神経科学(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
先端医学講座応用ｼｽﾃﾑ神経科学)】
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)】
産業技術総合研究所 四国ｾﾝﾀｰ 産学官連携ｾﾝﾀｰ 【北原 洸 (独立行政法人 産業技術総合研究所 四国
ｾﾝﾀｰ)】
滋賀医科大学ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ 【前川 和彦 (滋賀医科大学ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ)】
滋賀医科大学ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ 【前川 和彦 (滋賀医科大学ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ)】
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)】
研究用植物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【大井 哲雄 (東京大学大学院理学系研究科附属植物園)】
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)】
半田純雄､井山審也､鬼頭純三､黒澤努､早川純一郎 【黒澤 努 (大阪大学医学部附属動物実験施設
(E-mail)kurosawa@iexas.med.osaka-u.ac.jp)】
(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)】
実践女子大学図書館 【上原 信幸 (実践女子大学図書館)】
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)】
就実大学･就実短期大学 図書館 【角房 洋子 (就実大学図書館)】
江戸時代における人口分析ｼｽﾃﾑ構築委員会 【川口 洋 (帝塚山大学経営情報学部)】
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多摩大学 ﾒﾃﾞｨｱ&ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ･ｾﾝﾀｰ図書館所蔵目録
力の定数に関するﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

大雪山自然教育研究施設研究報告 Online version
大雪山の自然
大同工業大学図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
太陽風速度ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
高岡高商蔵書(洋書)目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
高岡高商蔵書(和書)目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
高岡高等商業学校関係逐次刊行物記事索引
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

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)
生活環境ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
政策研究大学院大学附属図書館蔵書検索ｼｽﾃﾑ
生理活性脂質ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
全国都道府県市区町村別面積調
仙台数論小研究集会
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)
蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
測地･位置天文学 VLBI Mark III 型 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)
第一外科樹立細胞株
第一外科論文業績集
大学体育研究･総目次(仮称)
大気浮遊塵中の放射性核種濃度ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

神国日本画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
信州大学繊維学部教育研究活動ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
人文学部紀要･政経学会雑誌目次一覧
数値地図 25000(空間ﾃﾞｰﾀ基盤)
数値地図 2500(空間ﾃﾞｰﾀ基盤)
数値地図等ﾒﾀﾃﾞｰﾀ ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
健やか親子 21 取り組みのﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

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(仮称)
所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
所報調査研究報告一覧

食品機能性ﾏﾆｭｱﾙ
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

独立行政法人食品総合研究所 【津志田 藤二郎 (独立行政法人食品総合研究所食品機能部長)】
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 柘植元一を代表とする研究ｸﾞﾙｰ
ﾌﾟ 【 (東京藝術大学音楽学部 小泉文夫記念資料室)】
東京薬科大学情報ｾﾝﾀｰ 【黒木 文子 (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 【寺島淑恵 (県立長崎ｼｰﾎﾞﾙﾄ大学)】
図書館 【 (名古屋経済大学図書館)】
図書館 【 (名古屋経済大学短期大学部図書館)】
福井県衛生環境研究ｾﾝﾀｰ管理室 企画情報ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【 (福井県衛生環境研究ｾﾝﾀｰ 管理室 企画情報ｸﾞﾙｰ
ﾌﾟ)】
【 ( )】
信州大学繊維学部 【赤川 雅志 (信州大学繊維学部)】
茨城大学 人文学部 人文図書室 【松澤志津代 (茨城大学人文学部人文図書館)】
国土交通省国土地理院 【 (国土交通省国土地理院 地理情報部 情報管理課)】
国土交通省国土地理院 【 (国土交通省国土地理院 地理情報部 情報管理課)】
国土交通省国土地理院 【ｸﾘｱﾘﾝｸﾞﾊｳｽ担当 (国土地理院 地理情報部情報普及課)】
主任研究者 山梨大学大学院医学工学総合研究部保健学Ⅱ講座 教授 山縣然太朗 【山縣然太朗 (山梨
大学大学院医学工学総合研究部保健学Ⅱ講座)】
一色 将行 【一色 将行 (鈴鹿国際大学)】
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)】
政策研究大学院大学附属図書館 【渡辺 由紀 (政策研究大学院大学 学術課情報ｻｰﾋﾞｽ係)】
湯尾 明(国立国際医療ｾﾝﾀｰ研究所) 【湯尾 明 (国立国際医療ｾﾝﾀｰ研究所)】
国土交通省国土地理院 【調査資料課 (国土交通省国土地理院測図部)】
田谷 久雄 【田谷 久雄 (東北大学大学院情報科学研究科)】
総合情報学部 小沢一雅 【小沢一雅 (大阪電気通信大学総合情報学部)】
川西正志 【川西正志 (鹿屋体育大学 生涯ｽﾎﾟｰﾂ実践ｾﾝﾀｰ)】
昭和女子大学図書館 【柳 秀子 (昭和女子大学図書館)】
国土交通省国土地理院(国際 VLBI 事業) 【測地第二課 (国土地理院 測地部)】
園田学園女子大学図書館 【吉田 淳 (園田学園女子大学図書館)】
京都大学第一外科 【嶋田 裕 (京都大学第一外科)】
京都大学第一外科 【今村 正之 (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)】
放射線医学総合研究所 研究基盤部 湯川 雅枝 【安全研究成果情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ窓口 (放射線医学総合研
究所 放射線安全研究ｾﾝﾀｰ)】
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)】
大同工業大学図書館 【図書館事務室 (大同工業大学図書館)】
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)】
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 【渡部香子 (拓殖大学図書館)】
東京大学大学院 情報理工学系研究科 電子情報学専攻 田中英彦･坂井修一研究室 【WWW 担当者 (東
京大学大学院 情報理工学系研究科 電子情報学専攻 田中英彦･坂井修一研究室)】
多摩大学 ﾒﾃﾞｨｱ&ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ･ｾﾝﾀｰ 【池田剛透 (多摩大学 ﾒﾃﾞｨｱ&ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ･ｾﾝﾀｰ図書館)】
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)】
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統計科学文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

電気通信大学研究者情報総覧
電子顕微鏡画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
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
桐蔭横浜大学大学情報ｾﾝﾀｰ(図書館)
東京医科大学図書館ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
東京学芸大学音楽教育学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
東京家政学院大学蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
東京家政大学図書館蔵書検索ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
東京歯科大学図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
東京情報大学情報ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 蔵書検索ｼｽﾃﾑ
東京情報大学情報ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 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
東京大学愛知演習林量水観測結果報告
東京大学工学系研究科航空宇宙工学専攻図書室所蔵報告類目録

電気通信研究所 研究者総覧ｼｽﾃﾑ

鉄鋼材料の環境負荷算出ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

筑波大学共通体育ｼﾊﾞﾗｽ
筑波大学体力測定ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
筑波大学薬理研究業績ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(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
ﾃﾞｼﾞﾀﾙｼﾞｬｰﾅﾙ

調査研究論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
筑波技術短期大学 障害者支援学術情報ｼｽﾃﾑ
つくば上空成層圏ｵｿﾞﾝ鉛直分布ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

中央学院大学図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
中期ｲﾝﾄﾞ･ｱﾘｱﾝ語文献のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
中京学院大学図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
長期観測林ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

知的ｺﾐｭﾆﾃｨ情報ｼｽﾃﾑ 図書館情報学及び情報ﾒﾃﾞｨｱ研究に関するﾒﾀﾃﾞｰﾀﾃﾞｰﾀ
ﾍﾞｰｽ
千葉県環境研究所 研究報告ﾘｽﾄ
千原研究室文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

地球地図

地球資源情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

地球環境ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

国立環境研究所地球環境研究ｾﾝﾀｰ 【勝本 正之 (独立行政法人国立環境研究所地球環境研究ｾﾝﾀｰ観測
第 2 係)】
GRID-つくば(国立環境研究所地球環境研究ｾﾝﾀｰ内) 【勝本 正之 (独立行政法人国立環境研究所地球環
境研究ｾﾝﾀｰ観測第 2 係)】
国土交通省国土地理院 地球地図国際運営委員会事務局 【地球地図国際運営委員会事務局 (国土地理
院 地理調査部 環境地理課)】
筑波大学知的ｺﾐｭﾆﾃｨ基盤研究ｾﾝﾀｰ 【知的ｺﾐｭﾆﾃｨ基盤研究ｾﾝﾀｰ事務室 (筑波大学知的ｺﾐｭﾆﾃｨ基盤研究ｾﾝ
ﾀｰ)】
千葉県環境研究ｾﾝﾀｰ 【岡崎 淳 (千葉県環境研究ｾﾝﾀｰ)】
奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 像情報処理学講座(千原研究室) 【村上 満佳子 (奈良先
端科学技術大学院大学 情報科学研究科 像情報処理学講座)】
中央学院大学図書館 【小松幸子 (中央学院大学図書館)】
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)】
中京学院大学図書館 【 ( )】
北海道大学北方生物圏ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学ｾﾝﾀｰ 森林圏ｽﾃｰｼｮﾝ 【 (北海道大学北方生物圏ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学ｾﾝﾀｰ 森林
圏ｽﾃｰｼｮﾝ)】
北方建築総合研究所 企画指導室 【池田 美穂 (北方建築総合研究所)】
筑波技術短期大学 学術国際交流委員会 【三浦 千代 (筑波技術短期大学)】
国立環境研究所地球環境研究ｾﾝﾀｰ 【勝本正之(利用方法)･中根英昭(内容)･藤沼康実 (国立環境研究所
地球環境研究ｾﾝﾀｰ)】
筑波大学体育ｾﾝﾀｰ 【正課体育担当 (筑波大学体育ｾﾝﾀｰ)】
筑波大学体育ｾﾝﾀｰ 【体力ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ担当 (筑波大学体育ｾﾝﾀｰ)】
筑波大学基礎医学系薬理 【後藤 勝年 (筑波大学基礎医学系薬理)】
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)】
東海大学福岡短期大学 ﾒﾃﾞｨｱ情報学習支援ｾﾝﾀｰ 【久田 秀子 (東海大学福岡短期大学 ﾒﾃﾞｨｱ情報支援
ｾﾝﾀｰ)】
物質･材料研究機構 ｴｺﾏﾃﾘｱﾙ研究ｾﾝﾀｰ 環境循環材料ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【井島 清 (物質･材料研究機構 ｴｺﾏﾃﾘｱﾙ研
究ｾﾝﾀｰ 環境循環材料ｸﾞﾙｰﾌﾟ)】
東北大学電気通信研究所 やわらかい情報ｼｽﾃﾑ研究ｾﾝﾀｰ 【岩谷幸雄 (東北大学電気通信研究所やわら
かい情報ｼｽﾃﾑ研究ｾﾝﾀｰ)】
電気通信大学研究協力室 【川口加奈子 (電気通信大学研究協力室研究協力係)】
東北大学多元物質科学研究所 表面ﾌﾟﾛｾｽ制御研究分野 【進藤大輔 (東北大学多元物質科学研究所)】
綿引勝美 【綿引勝美 (鳴門教育大学)】
桐蔭横浜大学大学情報ｾﾝﾀｰ(図書館) 【志村 公孝 (桐蔭横浜大学大学情報ｾﾝﾀｰ(図書室))】
東京医科大学図書館 【高野 史子 (東京医科大学図書館)】
筒石 賢昭 【筒石 賢昭 (東京学芸大学音楽学科)】
東京家政学院大学附属図書館 【野口 豊隆 (東京家政学院大学附属図書館)】
東京家政大学図書館 【 (東京家政大学図書館)】
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)】
東京情報大学情報ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 【 (東京情報大学情報ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ)】
東京情報大学情報ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 【 (東京情報大学情報ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ)】
東京女子大学図書館 【平塚寿行 (東京女子大学図書館)】
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)】
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
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ﾅｼｮﾅﾙﾊﾞｲｵﾘｿｰｽﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ｢ﾗｯﾄ｣

名古屋大学大学院医学系研究科医療薬学･医学部附属病院薬剤部

長野県食品工業試験場 HOME PAGE
名古屋大学医学部･大学院医学系研究科欧文業績録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ (仮称)

長崎古地図ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
長崎大学第一内科業積集(1998 年?2000 年)

内分泌撹乱化学物質に関するﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
長岡技術科学大学紀要ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
長岡技術科学大学博士論文目次要旨ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
図書館蔵書目録検索ｼｽﾃﾑ(OPAC)
図書総合管理ｼｽﾃﾑ｢名館長 NEO｣
図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 共栄大学･共栄学園短期大学図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
苫小牧ﾌﾗｯｸｽﾘｻｰﾁｻｲﾄﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
富山県環境科学ｾﾝﾀｰ年報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
富山大学紀要･富大経済論集 記事索引(仮称)
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
豊橋技術科学大学 特許情報ｼｽﾃﾑ
内部被爆線量評価のための代謝ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

土偶ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
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)
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
図書館所蔵目録
図書館所蔵目録

東北大学多元物資科学科学研究所 業績ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
東北大学多元物質科学研究所 業績ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
東北大学電気通信研究所文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

道都大学図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
東南ｱｼﾞｱ保健医療統計ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

統計数理･彙報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
統合ﾒｯｼｭﾃﾞｰﾀ(仮称)
同志社大学総合情報ｾﾝﾀｰ ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ｱｰｶｲﾌﾞ
動植物調査ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

情報部)】
統計数理研究所 技術課技術第四係 【技術課技術第四係 (統計数理研究所)】
垂水共之 【垂水共之 (岡山大学)】
同志社大学総合情報ｾﾝﾀｰ 情報ｻｰﾋﾞｽ課 【上田裕保 (同志社大学総合情報ｾﾝﾀｰ)】
北海道大学北方生物圏ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学ｾﾝﾀｰ 森林圏ｽﾃｰｼｮﾝ 【 (北海道大学北方生物圏ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学ｾﾝﾀｰ 森林
圏ｽﾃｰｼｮﾝ)】
道都大学附属図書情報館(札幌ｷｬﾝﾊﾟｽ) 【藤田 仁志 (道都大学附属図書情報館(札幌ｷｬﾝﾊﾟｽ))】
大澤清二(東南ｱｼﾞｱ保険医療統計ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ研究会) 【大澤 清二 (大妻女子大学人間生活科学研究所内東
南ｱｼﾞｱ保険医療統計ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ研究会)】
東北大学 多元物資科学科学研究所 広報情報室 【 (東北大学 多元物資科学研究所 広報情報室)】
東北大学 多元物質科学研究所 広報情報室 【 (東北大学 多元物質科学研究所 広報情報室)】
東北大学電気通信研究所やわらかい情報ｼｽﾃﾑ研究ｾﾝﾀｰ 【岩谷 幸雄 (東北大学電気通信研究所やわら
かい情報研究ｾﾝﾀｰ)】
｢土偶とその情報｣研究会 【考古研究部 (国立歴史民俗博物館)】
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､ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ検討委員会 【高岡 淳 (徳島県保健環境ｾﾝﾀｰ 総務企画担当)】
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 【松尾 伸二 (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)】
独立行政法人 放射線医学総合研究所 国際･研究交流部 研究交流･情報室 図書･研究情報係 【佐藤 博
信 (独立行政法人放射線医学総合研究所 国際･研究交流部 研究交流･情報室)】
独立行政法人 海上技術安全研究所 【渡辺貴志 (独立行政法人海上技術安全研究所)】
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)】
東京都環境科学研究所 資料室 【 (東京都環境科学研究所 資料室)】
共栄大学･共栄学園短期大学図書館 【 (共栄大学･共栄学園短期大学図書館)】
国立環境研究所地球環境研究ｾﾝﾀｰ 【勝本 正之･藤沼 康実 (国立環境研究所地球環境研究ｾﾝﾀｰ)】
富山県環境科学ｾﾝﾀｰ 【情報解析ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ (富山県環境科学ｾﾝﾀｰ)】
富山大学経済学部助手室 【山上嘉江 (富山大学経済学部助手室)】
豊田工業高等専門学校庶務課図書係 【宇野 勝治 (豊田工業高等専門学校庶務課)】
豊橋技術科学大学 未来技術流動研究ｾﾝﾀｰ 【 (豊橋技術科学大学 未来技術流動研究ｾﾝﾀｰ)】
放射線医学総合研究所 比較環境影響研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ 武田 洋 【安全研究成果情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ窓口 (放射線
医学総合研究所 放射線安全研究ｾﾝﾀｰ)】
環境ﾎﾙﾓﾝ･ﾀﾞｲｵｷｼﾝ研究ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 【森田 昌敏 (国立環境研究所環境ﾎﾙﾓﾝ･ﾀﾞｲｷｼﾝ研究ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ)】
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)】
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)】
長崎大学医学部第一内科学教室 【江口 勝美 (長崎大学大学院医歯薬学総合研究科病態解析･制御学講
座(第一内科))】
長野県食品工業試験場 【大澤克己 (長野県食品工業試験場)】
名古屋大学医学部･大学院医学系研究科欧文業績録編集委員会 【平井 芳美 (名古屋大学附属図書館医
学部分館)】
名古屋大学大学院医学系研究科医療薬学･医学部附属病院薬剤部 【 (名古屋大学大学院医学系研究科
医療薬学･医学部附属病院薬剤部)】
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)】
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東ｱｼﾞｱ海域海洋環境ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ(瀬戸内海)ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

比較･国際教育情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

ﾈﾊﾟｰﾙ産種子植物標本･画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
燃焼技術･科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
萩庭さく葉植物標本
八戸工業大学図書館蔵書目録検索ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
発表論文･蔵書目録(仮称)
波照間･落石岬地上ｽﾃｰｼｮﾝﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
波浪ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

日本医科大学図書館 図書･雑誌目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
日本工業大学図書館所蔵目録
ﾆﾎﾝｻﾞﾙ野外研究関連文献ﾘｽﾄ
日本産昆虫名称辞書
日本産ﾊﾅﾊﾞﾁ類画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
日本荘園ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
日本情報地質学会発行雑誌等掲載記事ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
日本女子体育大学附属図書館蔵書目録
日本赤十字武蔵野短期大学図書館図書目録
日本体育学会体育社会学会関連発表ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
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)
日本動物分類学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
日本動物分類学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
日本認知科学会学術研究論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
日本の化学文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
日本のｺﾞﾙﾌに関する研究文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
日本の山岳標高一覧
日本ﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞ学会文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
日本列島基盤岩類物性ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

西村文庫目録
日本医学物理学会大会演題･発表者ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

南極海植物ﾌﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
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

奈良県森林技術ｾﾝﾀｰ研究成果文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
奈良先端科学技術大学院大学電子図書館ｼｽﾃﾑ

納豆研究文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

独立行政法人食品総合研究所 【稲津康弘:微生物制御研究室､伊藤義文:発酵細菌研究室 (独立行政法人
食品総合研究所)】
奈良県森林技術ｾﾝﾀｰ 【衣田 雅人 (奈良県森林技術ｾﾝﾀｰ企画調整課)】
奈良先端科学技術大学院大学附属図書館 【星屋 真 (奈良先端科学技術大学院大学研究協力部学術情
報課)】
南極海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)】
南山大学図書館 【栗山 義久 (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 【阿部 哲 (新潟工科大学附属図書館)】
新潟大学大学院医歯学総合研究科 摂食機能を再建学 【小林博 (新潟大学大学院 医歯学総合研究科
口腔生命科学専攻 顎顔面再建学講座摂食機能再建学)】
九州大学大学院人文科学研究院 地理学研究室 【 (九州大学大学院人文科学研究院 地理学研究室)】
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)】
日本工業大学図書館 【大久保恵 (日本工業大学図書館)】
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)】
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)】
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)】
国立歴史民俗博物館 【歴史研究部 (国立歴史民俗博物館)】
日本情報地質学会編集委員会 【山本 嘉一郎 (京都光華女子大学 人間関係学部)】
日本女子体育大学附属図書館 【星谷速人 (日本女子体育大学附属図書館)】
日本赤十字武蔵野短期大学図書館 【高橋 あき子 (日本赤十字武蔵野短期大学図書館)】
川西正志(代表) 【川西正志 (鹿屋体育大学 生涯ｽﾎﾟｰﾂ実践ｾﾝﾀｰ)】
日本大学経済学部図書館 【経済学部図書館課長 金井 保則 (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)】
ETIJ 【酒井勝司 (四国大学生物学研究室)】
ETIJ 【酒井勝司 (四国大学)】
日本認知科学会 【松井 孝雄 (新潟国際情報大学)】
(社)化学情報協会 【千原秀昭 ((社)化学情報協会)】
金城大学社会福祉学部 松下高信･下村有子･川辺弘之 【松下高信 (金城大学社会福祉学部)】
国土交通省国土地理院 【調査資料課 (国土地理院測図部)】
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)】
産業技術総合研究所地球科学情報研究部門地球物理情報研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【大熊茂雄 (産業技術総合研究所
地球科学情報研究部門)】
ﾈﾊﾟｰﾙ産種子植物標本ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会 【大場 秀章 (東京大学総合研究博物館)】
DACOS 作成･保守委員会 【中山 満茂 (国士館大学工学部)】
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)】
萩庭さく葉標本ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成会 【池上文雄 (千葉大学環境健康ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学ｾﾝﾀｰ)】
八戸工業大学図書館･情報事務室 【馬場 誠 (八戸工業大学 図書館･情報事務室)】
(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)】
国立環境研究所地球環境研究ｾﾝﾀｰ 【勝本正之･藤沼康実 (国立環境研究所 地球環境研究ｾﾝﾀｰ)】
海上安全研究領域 耐航･復原性能研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ 小川 剛孝 【小川 剛孝 (独立行政法人海上技術安全研
究所海上安全研究領域 耐航･復原性能研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ)】
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)】
国立環境研究所地球環境研究ｾﾝﾀｰ 【勝本 正之(利用方法等)･原島 省(内容) (国立環境研究所地球環境
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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(文化学園図書館)貴重書画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
文化女子大学図書館 OPAC 資料検索
分子生物学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
文書検索
分裂酵母 cDNA ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
別刷表
放射光関連出版物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
北大脳科学研究者ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
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
母子保健･医療情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

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

服装･身装文化(ｺｽﾁｭｰﾑ)ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

複雑系科学に関する情報発信(試験運用中)

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情報
福井県自然災害ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
福岡県工業技術ｾﾝﾀｰ研究報告
福岡県農業総合試験場 研究情報ｼｽﾃﾑ

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
びわ湖情報ﾃﾞｰﾀﾊﾞﾝｸ
ﾌｪﾉﾛｼﾞｰ(生物季節)観測ﾘｽﾄ

微生物ｹﾞﾉﾑﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
微生物資源ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
羊ヶ丘の気象ﾃﾞｰﾀ
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
表形式ﾃﾞｰﾀ検索
病原細菌ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
兵庫教育大学修士論文概要ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
兵庫教育大学附属図書館教育実践資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
兵庫県立工業技術ｾﾝﾀｰﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
広島外国語研究､視聴覚教育研究､ｵﾝﾗｲﾝ語学学習

研究ｾﾝﾀｰ)】
微生物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)】
WFCC-MIRCEN World Data Centre for Microorganisms 【菅原 秀明 (国立遺伝学研究所)】
北海道農業研究ｾﾝﾀｰ気象資源評価研究室 【村田 竜一 (北海道農業研究ｾﾝﾀｰ情報資料課)】
加茂政晴 【加茂政晴 (岩手医科大学 歯学部 口腔生化学講座)】
福井県衛生環境研究ｾﾝﾀｰ 【 (福井県衛生環境研究ｾﾝﾀｰ 管理室 企画情報ｸﾞﾙｰﾌﾟ)】
微生物ﾃﾞｼﾞﾀﾙ標本ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの構築ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【後藤 俊幸 (京都大学医療技術短期大学部)】
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 【藤原 克彦 (兵庫教育大学附属図書館)】
兵庫県立工業技術ｾﾝﾀｰ 【園田司 (兵庫県立工業技術ｾﾝﾀｰ技術支援部)】
広島大学情報ﾒﾃﾞｨｱ教育研究ｾﾝﾀｰ外国語教育研究系(ﾒﾃﾞｨｱｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ系) 【村上 久恵 (広島大学情報ﾒﾃﾞ
ｨｱ教育研究ｾﾝﾀｰ外国語教育研究系(ﾒﾃﾞｨｱｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ系))】
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 【高尾 洋子 (広島女学院大学図書館)】
滋賀県琵琶湖研究所 【 (滋賀県琵琶湖研究所 情報管理部門)】
北海道大学北方生物圏ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学ｾﾝﾀｰ 森林圏ｽﾃｰｼｮﾝ 【 (北海道大学北方生物圏ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学ｾﾝﾀｰ 森林
圏ｽﾃｰｼｮﾝ)】
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)】
福岡県工業技術ｾﾝﾀｰ 【松野 直行 (福岡県工業技術ｾﾝﾀｰ 企画管理部情報交流課)】
福岡県農業総合試験場 企画情報部 知的財産管理課 【知的財産管理課 (福岡県農業総合試験場 企画
経営部)】
京都大学大学院情報学研究科 複雑系科学専攻 【複雑系科学専攻計算機委員 (京都大学大学院情報学
研究科)】
MCD ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ-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)藤井龍彦(国立民族学博物館)中川隆(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(愛知新城大谷短期大学) 【久保 正
敏 (国立民族学博物館 博物館民族学研究部)】
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 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ設計学講座(藤原研究室) 【藤原 秀雄 (情報科
学研究科ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ設計学講座(E-mail) bib@fan.aist-nara.ac.jp)】
鈴木秀次 【鈴木秀次 (早稲田大学 人間科学部)】
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)】
文化女子大学図書館､文化女子大学小平図書館 【佐藤 友治 (文化女子大学図書館)】
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)】
福井県衛生環境研究ｾﾝﾀｰ 【 (福井県衛生環境研究ｾﾝﾀｰ 管理室 企画情報ｸﾞﾙｰﾌﾟ)】
森明 充興 【森明 充興 (放医研)】
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)】
高ｴﾈﾙｷﾞｰ加速器研究機構 放射光研究施設 【鈴木守 (高ｴﾈﾙｷﾞｰ加速器研究機構 物質構造科学研究所)】
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)】
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)】
分担･主任研究者 山梨大学大学院医学工学総合研究部保健学 II 講座教授 山縣然太朗 【山縣 然太朗
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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
龍谷大学社会科学研究所 統計･調査資料検索ｼｽﾃﾑ
龍谷大学蔵書検索ｼｽﾃﾑ
流体科学研究所 公表論文ﾘｽﾄ(仮称)
流体科学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
量子化学文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ辞書
(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
乱流の大規模数値計算ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

ﾗｲﾀﾞｰﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

予備的 LCA のための 4000 品目環境負荷ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

｢横須賀市自然･人文博物館刊行物｣目次一覧ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
横山研究室発表論文一覧(仮称)

民間等との共同研究一覧 ｼｰｽﾞ集 教官特許出願ﾃﾞｰﾀ
明治以降外国語教科書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
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
目録情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(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
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)
有害紫外線ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾈｯﾄﾜｰｸﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
有機溶剤中毒症例ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

宮城教育大学環境研ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

水俣病関係資料
南谷･中村研究室 発表論文

三重大学水産実験所魚類標本

北方森林圏ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ Forest Research Database(英名)

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)

(山梨大学大学院医学工学総合研究部保健学 II 講座)】
北海道大学北方生物圏ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学ｾﾝﾀｰ 森林圏ｽﾃｰｼｮﾝ 【情報管理技術室(担当 間宮春大) (北海道大学
北方生物圏ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学ｾﾝﾀｰ)】
北海道大学北方生物圏ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学ｾﾝﾀｰ 森林圏ｽﾃｰｼｮﾝ 【情報管理技術室(担当 間宮春大) (北海道大学
北方生物圏ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学ｾﾝﾀｰ 森林圏ｽﾃｰｼｮﾝ)】
北海道大学北方生物圏ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学ｾﾝﾀｰ 森林圏ｽﾃｰｼｮﾝ 【情報管理技術室(担当 間宮春大) (北海道大学
北方生物圏ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学ｾﾝﾀｰ)】
木村 清志 【木村 清志 (三重大学生物資源学部附属 紀伊･黒潮生命地域ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｲｴﾝｽｾﾝﾀｰ附属施設 水
産実験所)】
熊本大学学術資料調査研究推進室 【 ( )】
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)】
共同研究開発ｾﾝﾀｰ 【 (東京農工大学 共同研究開発ｾﾝﾀｰ)】
外国語教科書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会 【江利川 春雄 (外国語教科書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会)】
明治薬科大学図書館･情報課 【今川 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)】
【 (姫路工業大学 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)】
山形大学医学部脳神経外科 【嘉山 孝正(教授) (山形大学医学部脳神経外科)】
山梨学院総合図書館 【三井 裕美 (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)】
図書館 【大島 秀五 (山野美容芸術短期大学図書館)】
図書館 【大島 秀五 (山野美容芸術短期大学図書館)】
国立環境研究所地球環境研究ｾﾝﾀｰ 【勝本 正之･藤沼 康実 (国立環境研究所地球環境研究ｾﾝﾀｰ)】
日本産業衛生学会有機溶剤中毒研究会 症例集編集事務局 【上島 通浩 (名古屋大学大学院 医学研究
科 環境労働衛生学)】
横須賀市自然･人文博物館 HP 監修担当者 【林公義 (横須賀市自然･人文博物館)】
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)】
物質･材料研究機構 ｴｺﾏﾃﾘｱﾙ研究ｾﾝﾀｰ 環境循環材料ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【井島 清 (物質･材料研究機構 ｴｺﾏﾃﾘｱﾙ研
究ｾﾝﾀｰ 環境循環材料ｸﾞﾙｰﾌﾟ)】
独立行政法人 海上技術安全研究所 環境･ｴﾈﾙｷﾞｰ研究領域 【山之内 博 (独立行政法人 海上技術安全
研究所 環境･ｴﾈﾙｷﾞｰ研究領域)】
ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ辞書ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 【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)】
名古屋大学大学院工学研究科計算理工学専攻金田研究室 【石原 卓 (名古屋大学大学院工学研究科 計
算理工学専攻)】
図書館(香川校) 【湯浅 大二郎 (徳島文理大学香川校図書館)】
立正大学図書館 【鳥場 世浩 (立正大学大崎図書館)】
龍谷大学社会科学研究所 【島津 恵正 (龍谷大学 社会科学研究所)】
龍谷大学学術情報ｾﾝﾀｰ 【ｼｽﾃﾑ担当 (龍谷大学 学術情報ｾﾝﾀｰ 深草図書館課)】
流体科学研究所 研究推進委員会 【研究推進委員会 研究評価担当 (東北大学流体科学研究所)】
東北大学流体科学研究所 【光村 茂 (東北大学流体科学研究所)】
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)】
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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
和雑誌目録(仮称)
稚内北星学園大学紀要

労働統計ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

歴史気候ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
歴史的空間情報
歴史統計ﾃﾞｰﾀ
歴博図書目録
ﾚﾌｧﾚﾝｽ事例ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ﾚﾎﾟｰﾄ表
老化促進ﾓﾃﾞﾙﾏｳｽ(SAM)ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

歴史絵引ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

東京大学史料編纂所附属 画像史料解析ｾﾝﾀｰ 【黒田 日出男 (東京大学史料編纂所 附属画像史料解析
ｾﾝﾀｰ)】
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 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)】
明治･大正期人口統計ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成研究会(代表 村山祐司) 【村山 祐司 (筑波大学 地球科学系)】
国立歴史民俗博物館 【資料課図書係 (国立歴史民俗博物館)】
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)】
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)】
老化促進ﾓﾃﾞﾙﾏｳｽ(SAM)研究協議会 【樋口 京一 (信州大学大学院医学研究科加齢適応医科学系加齢生
物学分野)】
独立行政法人 労働政策研究･研修機構 広報部 【ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ管理部運用課 情報解析部 情報解析課 (日
本労働研究機構 独立行政法人労働政策研究･研修機構)】
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)】
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)】
稚内北星学園大学紀要編集委員会 【鏡山樹 (稚内北星学園大学図書館)】
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データベースの名称

金沢美術工芸大学付属図書館絵手本ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
国立西洋美術館図書情報ｼｽﾃﾑ
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
日本近代画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

９．その他
氏名

（大学・機関名等） 】

絵手本 DB 作成ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【 (金沢美術工芸大学附属図書館)】
国立西洋美術館 【川口雅子 (国立西洋美術館)】
国立西洋美術館 【川口雅子 (国立西洋美術館)】
日本近代ﾃﾞｻﾞｲﾝﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会 【 ( )】

作成者の名称 【問い合わせ先
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データベースの名称

Aoyama Gakuin University Library Resources Online Retrieval
Assistance System 21
ASULIB
BOST Lib.
CALIS
CALIS(仮称)
Catalogue Access Referral Multimedia for Efficiency and Necessity
EZ-Cat
FELIX:ｼﾞｬｰﾅﾙｺﾝﾃﾝﾂ･ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
Fukuoka University of Education,Lan & Library(仮称)
GAIDAI BIBLOTHECA(ｶﾞｲﾀﾞｲﾋﾞﾌﾞﾘｵﾃｶ)電子図書館報
I-Libkiss
ILIS WAVE
JID on WWW
Kanagawa University Online Library and Academic Information System.
KDC Lib OPAC(仮称)
kiss-DB
kiss-DIC
KISS for Books
kiss-MA
kiss-WIN
Komazawa University Public Access Search System
KULOS
LibVision(仮称)
LINKIT-II
Morioka College Library Infomation Database(仮称)
NACSIS-CAT
NACSIS-IR/ELS
NBU 総合図書館情報ｼｽﾃﾑ(Nippon Bunri University Information Control
Expert System)
Nipponalia(ﾆｯﾎﾟﾅﾘｱ)
OPAC
OPAC ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
OPAC ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
OPAC ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
Persistent Quest -Research Activities Phoenix-lib-Data Base(仮称)
SHIRAYURI-LIBNET
Technical Publications by JAERI Staff
TUIST

100 年前の日本と世界?｢節目の年｣からみる書物
2001 年度版 心身障害学系･教官研究活動ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

１０．広領域
氏名

（大学・機関名等） 】

京都外国語大学付属図書館 【 (京都外国語大学付属図書館)】
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)】
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)】
大阪明浄大学附属図書館 【佐藤 智子 (大阪明浄大学)】
高知工科大学 附属情報図書館 【高知工科大学 (高知工科大学附属情報図書館)】
日本原子力研究所 【 (日本原子力研究所 研究情報部 国際情報室)】
九州保健福祉大学 附属図書館 【伊藤 倫子 (九州保健福祉大学 附属図書館)】
白百合女子大学図書館 【横田 悦二郎 (白百合女子大学図書館)】
日本原子力研究所 【 (日本原子力研究所 研究情報部 研究情報課)】
徳島大学附属図書館 【前田 朋彦 (徳島大学附属図書館情報ｻｰﾋﾞｽ課電子情報係)】

京都外国語大学付属図書館 【 (京都外国語大学付属図書館)】
心身障害学系(発行者:中村満紀男､作成者:小畑文也) 【発行者:中村満紀男､作成者:小畑文也 (筑波大学
心身障害学系)】
1.青山学院大学図書館(本館､相模原分館)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 【飼沼 敏雄 (名城大学附属図書館)】
北海道医療大学 学術情報ｾﾝﾀｰ学術情報課 【宮崎 隆志 (北海道医療大学学術情報ｾﾝﾀｰ学術情報課)】
京都産業大学図書館 【資料管理担当 (京都産業大学図書館)】
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)】
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)】
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 【 (図書館第 1 司書課)】
法政大学現代福祉学部資料室 【仲村 まり (法政大学多摩学務部現代福祉学部資料室)】
自治医科大学図書館 【運用係 (自治医科大学図書館)】
神奈川大学図書館 【図書ｻｰﾋﾞｽ課 (神奈川大学図書館)】
神奈川歯科大学図書館 【長尾 健 (神奈川歯科大学図書館)】
国士館附属大学図書館 【植田 英範 (国士館大学附属図書館)】
国士館附属図書館 【植田 英範 (国士館大学附属図書館)】
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)】
国士館大学附属図書館 【植田 英範 (国士館大学附属図書館)】
国士館大学附属図書館 【植田 英範 (国士館大学附属図書館)】
駒澤大学図書館 【櫻井 英賢 (駒澤大学図書館庶務課)】
関東学院大学図書館 【運用係 (関東学院大学図書館)】
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 【参考調査課 (金沢工業大学 ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰｾﾝﾀｰ)】
盛岡大学･盛岡大学短期大学図書館 【千葉智行 (盛岡大学･盛岡大学短期大学図書館)】
【開発･事業部ｺﾝﾃﾝﾂ課ｺﾝﾃﾝﾂ形成管理係 (国立情報学研究所)】
NII 【 (立教大学図書館事務課)】
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
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大分大学経済学部教育研究支援室所蔵資料目録(仮称)
大分大学産学連携研究者情報
大阪教育大学教科書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
大阪教育大学全学総合目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

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
UDAILIB-DATABASE
Waseda University Scholarly Information Network System
Web 教員･ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
Web 公開用の熟語音声ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
WWW 版蔵書検索ｼｽﾃﾑ
愛知医科大学医学情報ｾﾝﾀｰﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
愛知県立看護大学附属図書館蔵書目録(仮称)
愛知工業大学附属図書館所蔵目録(仮称)
愛知淑徳大学図書館ｵﾝﾗｲﾝ目録ｻｰﾋﾞｽ(仮称)
愛知淑徳大学ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱﾘｿｰｽｾﾝﾀｰ管理ｼｽﾃﾑ
愛知大学蔵書目録
青森公立大学図書館所蔵目録
明石工業高等専門学校図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
秋田家史料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
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
旭川医科大学書誌･所蔵ﾃﾞｰﾀ
朝日大学図書館 OPAC
跡見学園女子大学短期大学部図書館蔵書検索
育英短期大学図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
石川工業高等専門学校 総合目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
石川高専図書館所蔵ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
茨城県地名索引(仮称)
茨城県立医療大学附属図書館蔵書検索
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ学術情報ｲﾝﾃﾞｯｸｽ:Index to Resources on Internet
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ美術館(仮称)
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ利用による社会調査ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
引用文献索引ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ｳｲｸﾞﾙ語図書前ﾘｽﾄ(PDF)
宇部工業高等専門学校蔵書目録
宇部ﾌﾛﾝﾃｨｱ大学/宇部短期大学 附属図書館蔵書目録(仮称)
ｳﾙﾄﾞｩｰ語文献の書誌情報及び画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
永青文庫｢細川家旧記･古文書分類目録正編｣
映像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)
桜花学園大学蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
桜花学園大学保育学部･名古屋短期大学図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

筑波大学附属図書館 【 (筑波大学図書館部情報ｼｽﾃﾑ課電子情報係)】
筑波大学附属図書館 【 (筑波大学図書館部情報ｼｽﾃﾑ課電子情報係)】
筑波大学附属図書館 【 (筑波大学図書館部情報ｼｽﾃﾑ課電子情報係)】
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)】
早稲田大学図書館 【学術情報課 (早稲田大学図書館)】
江戸川大学 学務課 【宮崎 顕嗣 (江戸川大学 学務課)】
神戸大学国際文化学部音声提示ｻｰﾊﾞ作成ﾁｰﾑ 【森下淳也 (神戸大学国際文化学部)】
関西大学図書館 【 (関西大学図書館)】
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))】
愛知県立看護大学附属図書館 【附属図書館 (愛知県立看護大学)】
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)】
愛知淑徳大学図書館 【藤村 和子 (愛知淑徳大学図書館)】
愛知淑徳大学ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱﾘｿｰｽｾﾝﾀｰ 【梅田 直子 (愛知淑徳大学ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱﾘｿｰｽｾﾝﾀｰ)】
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)】
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)】
東北大学情報ｼﾅｼﾞｰｾﾝﾀｰ学術情報分室学術情報研究部 【総務課情報企画掛 (東北大学附属図書館)】
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 【高野 幸子 (秋田工業高等専門学校図書館)】
秋田大学附属図書館 【高橋 孝一 (秋田大学附属図書館情報ｼｽﾃﾑ係)】
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 【原田 輝男(図書館長) (朝日大学図書館)】
跡見学園女子大学短期大学部図書館 【 (跡見学園女子大学短期大学部図書館)】
育英短期大学図書館 【山田 愛子 (育英短期大学図書館)】
石川高専 庶務課 図書係 【巌本 康治 (石川工業高等専門学校庶務課図書係)】
庶務課図書係 【橋本康治 (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)】
茨城県立医療大学附属図書館 【 (茨城県立医療大学附属図書館)】
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)】
社会調査研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【廣瀬英子 (東京女子大学)】
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)】
東洋文庫 図書部 洋書目録係 【 ( )】
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)】
宇部ﾌﾛﾝﾃｨｱ大学/宇部短期大学図書館 【 (宇部ﾌﾛﾝﾃｨｱ大学附属図書館)】
大阪外国語大学附属図書館 【岸本 晴廣 (大阪外国語大学附属図書館 専門員)】
附属図書館 【 (熊本大学附属図書館情報管理課電子情報係)】
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-ﾋﾞｽ係)】
英知大学図書館 【古田 富子 (英知大学図書館)】
桜花学園大学桜堂記念図書館 【保科 明治 (桜花学園大学 桜堂記念図書館)】
桜花学園大学保育学部･名古屋短期大学付属図書館 【加藤美智子 (桜花学園大学保育学部･名古屋短期
大学図書館)】
大分大学経済学部教育研究支援室 【清水麻由美 (大分大学経済学部教育研究支援室)】
【伊藤正実 (大分大学 地域共同研究ｾﾝﾀｰ)】
大阪教育大学附属図書館 【谷口慶子 (大阪教育大学付属図書館)】
大阪教育大学附属図書館 【情報ｼｽﾃﾑ係長 谷口慶子 (大阪教育大学附属図書館)】
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核図表ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
学内論文検索ｼｽﾃﾑ
鹿児島県立短期大学附属図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
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

大阪経済大学蔵書目録(仮称)
大阪国際大学総合ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ 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
大阪商業大学図書館蔵書検索
大阪女子大学図書館ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
大阪市立環境科学研究所図書室蔵書検索
大阪市立大学紀要論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ検索
大阪市立大学紀要論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽﾀｲﾄﾙ別一覧検索
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
大阪体育大学図書館 OPAC(仮称)
大阪大学附属図書館総合目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
大阪電気通信大学図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
大阪府立大学図書館ｼｽﾃﾑ
大島商船高等専門学校図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
大手前大学･短期大学図書館書蔵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
岡山県立大学附属図書館所蔵目録(仮称)
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 蔵書目録(OPAC)
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)
沖縄県立看護大学附属図書館所蔵目録
沖縄大学図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
小野秀雄ｺﾚｸｼｮﾝ･かわら版新聞錦絵ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
帯広畜産大学附属図書館ｵﾝﾗｲﾝ目録検索ｼｽﾃﾑ
小山工業高等専門学校 研究紀要目次
ｵﾝﾗｲﾝ学術用語集
ｵﾝﾗｲﾝ所蔵目録
ｵﾝﾗｲﾝ目録
ｵﾝﾗｲﾝ目録検索ｼｽﾃﾑ
ｶｲｺ遺伝子資源ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
嘉悦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成果概要ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
科学研究費補助金採択課題ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
香川大学附属図書館医学部分館書誌･所蔵ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(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)
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
学術研究論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
大阪商業大学図書館 【 (大阪商業大学図書館)】
大阪女子大学 【 (大阪女子大学附属図書館)】
大阪市立環境科学研究所 【吉田 眞理子 (大阪市立環境科学研究所企画調整課図書室)】
大阪市立大学学術情報総合ｾﾝﾀｰ 【 ( )】
大阪市立大学学術情報総合ｾﾝﾀｰ 【 ( )】
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)】
大阪体育大学図書館 【 (大阪体育大学図書館)】
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)】
大阪電気通信大学図書館 【川上和昌 (大阪電気通信大学)】
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)】
大島商船高等専門学校庶務課図書係 【藤元 美春 (大島商船高等専門学校庶務課図書係)】
大手前大学図書館 【松浦 正 (大手前大学西宮図書館)】
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)】
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)】
岡山商科大学附属図書館 【相澤泰憲 (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)】
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)】
沖縄県立看護大学附属図書館 【當山 由香子 (沖縄県立看護大学附属図書館)】
沖縄大学図書館 【整理係 (沖縄大学図書館)】
東京大学社会情報研究所かわら版･新聞錦絵研究会 【吉見 俊哉 (東京大学 社会情報研究所)】
帯広畜産大学附属図書館 【学術情報係 清水夫美子 (帯広畜産大学附属図書館)】
小山工業高等専門学校 図書館 【図書係 (小山工業高等専門学校)】
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)】
創価大学附属図書館 【田中 敏朗 (図書館ｻｰﾋﾞｽ課)】
附属図書館 【 (熊本県立大学附属図書館)】
北見工業大学附属図書館 【 (北見工業大学附属図書館)】
ｶｲｺ遺伝子資源ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成･委員会 【伴野 豊 (九州大学大学院農学研究院)】
嘉悦大学図書館 【田中 周子 (嘉悦大学図書館)】
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)】
香川大学学術研究協力部情報図書課 【 (香川大学附属図書館医学部分館)】
香川大学附属図書館 【 (香川大学附属図書館)】
国立情報学研究所 【ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ課ｼｽﾃﾑ開発管理係 (国立情報学研究所)】
学習院大学図書館､学習院女子大学図書館 【情報ｼｽﾃﾑ管理担当 (学習院大学図書館)】
東北大学医療技術短期大学部 ･紀要編集委員会 ･ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ運用担当:小林 悌二 【佐藤 行彦 (東北大学
医療技術短期大学部)】
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)】
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)】
鹿児島県立短期大学附属図書館 【 (鹿児島県立短期大学附属図書館)】
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 【西 眞知子 (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)】

大阪経済大学図書館 【橋本 稔 (大阪経済大学図書館)】
大阪国際大学総合ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ 【足立 恭和 (大阪国際大学総合ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ 守口図書館)】
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寄贈図書目録
北九州高専図書館蔵書目録
北里大学図書館情報ｼｽﾃﾑ
北見工業大学研究業績
北見工業大学研究報告
貴重書
貴重資料 Database
貴重資料画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
岐阜聖徳学園大学 OPAC
岐阜大学附属図書館 OPAC
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
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)

菊池文書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
紀州藩文庫目録
技術/文化の発達史年表

環境のための地球規模の学習及び観測ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
刊行物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
関西外国語大学紀要論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
関西外国語大学図書館ｵﾝﾗｲﾝ目録(仮称)
関西大学ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ就職情報検索ｼｽﾃﾑ(Kansai University Internet Placement
System)
関西大学学術情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
関西学院大学研究業績ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
関西学院大学図書館所蔵図書資料目録
寒地土木技術情報ｾﾝﾀｰ図書管理ｼｽﾃﾑ

鹿児島大学目録所在情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ｶｻﾞﾌ語図書全ﾘｽﾄ(PDF)
火山防災ﾏｯﾌﾟﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
貸出管理ｼｽﾃﾑ,いわき明星大学蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
家族史･人口史文献目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
活水所蔵雑誌紀要目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
活水所蔵洋書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
活水所蔵和書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
金沢学院大学図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
金沢大学総合目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
金沢美術工芸大学付属図書館蔵書検索ｼｽﾃﾑ
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)
神原文庫分類目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
川合文書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
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

関西大学学術情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 【重石治久 (運営課)】
関西学院大学 【宮坂 美鈴 (関西学院大学)】
関西学院大学図書館 【図書館図書情報課 (関西学院大学)】
独立行政法人北海道開発土木研究所 企画室 【企画室 第 3 ｸﾞﾙｰﾌﾟ (独立行政法人北海道開発土木研究
所)】
【 ( )】
和歌山大学附属図書館 【情報管理係 (和歌山大学附属図書館)】
中村彰(秋田大学医学部 社会環境医学講座 医科学情報学分野) 【中村 彰 (秋田大学医学部医学科 社
会環境医学講座 医科学情報学分野)】
和歌山大学経済学部経済研究所 【 ( )】
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 (北里大学情報基盤ｾﾝﾀｰ)】
北見工業大学附属図書館 【 (北見工業大学付属図書館)】
北見工業大学付属図書館 【 (北見工業大学付属図書館)】
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課 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】
上智大学図書館 【情報ｻｰﾋﾞｽ課(上智大学図書館) (上智大学図書館)】
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)】
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)】
九州看護福祉大学図書館 【寺井 直子 (九州看護福祉大学附属図書館)】
九州産業大学図書館 【髙濱 純 (九州産業大学図書館)】
九州大学附属図書館 【電子情報係 (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)】

鹿児島大学附属図書館 【 (鹿児島大学附属図書館)】
東洋文庫 図書部 洋書目録係 【 ( )】
産業技術総合研究所地質調査総合ｾﾝﾀｰ 宮坂瑞穂 【宮坂瑞穂 (産業技術総合研究所地質調査総合ｾﾝﾀｰ)】
いわき明星大学図書館 【樋口 雅彦 (いわき明星大学図書館)】
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)】
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)】
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 【橋 洋平 (金沢大学附属図書館情報管理課雑誌電子情報係)】
金沢美術工芸大学付属図書館 【 (金沢美術工芸大学付属図書館)】
鹿屋体育大学附属図書館 【松元 浩二 (鹿屋体育大学附属図書館)】
香川大学附属図書館 【 (香川大学附属図書館)】
【 ( )】
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 【樋口利彦 (東京学芸大学附属環境教育実践施設)】
【 ( )】
関西外国語大学図書館学術情報ｾﾝﾀｰ 【三村 裕紀 (関西外国語大学図書館学術情報ｾﾝﾀｰ)】
関西外国語大学図書館学術情報ｾﾝﾀｰ 【目録係 (関西外国語大学図書館学術情報ｾﾝﾀｰ)】
関西大学就職部就職課 【辻川 輝彦 (関西大学 就職部就職課)】
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倉敷市立短期大学研究情報(仮称)
久留米大学附属図書館蔵書目録(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
群馬工業高等専門学校図書館蔵書目録
群馬松嶺福祉短期大学図書館所蔵目録
群馬大学紀要目次情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

京都造形芸術大学 芸術文化情報ｾﾝﾀｰ 蔵書検索(ACIC-OPAC)
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
京都大学附属図書館所蔵 近衛文庫目録
京都大学附属図書館所蔵富士川文庫目録
京都橘女子大学図書館蔵書目録(仮称)
京都ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑ女子大学蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
京都府立医科大学附属図書館蔵書検索(OPAC)
経法(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)
共立薬科大学図書館蔵書目録
ｷﾙｷﾞｽ語図書前ﾘｽﾄ(PDF)
近畿大学中央図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
近畿大学農学部図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
近代中国研究班収集･欧文図書ｵﾝﾗｲﾝ検索
近代中国班収集･中文図書ｵﾝﾗｲﾝ検索
近代朝鮮関係書籍ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
釧路工業高等専門学校 図書館検索ｼｽﾃﾑ(仮称)
熊本学園大学図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
熊本大学教育学部紀要. 自然科学
熊本大学教育学部紀要. 人文科学
熊本大学附属図書館ｵﾝﾗｲﾝ目録検索ｼｽﾃﾑ
ｸﾗｲｱﾝﾄｻｰﾊﾞ型学校図書館情報ｼｽﾃﾑ(仮称)
倉敷芸術科学大学図書館ｼｽﾃﾑ
くらしき作陽大学･作陽短期大学附属図書館蔵書目録(仮称)

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)
京都光華女子大学図書館蔵書目録
京都工芸繊維大学書誌･所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
京都嵯峨芸術大学付属図書館図書資料検索ｼｽﾃﾑ
京都女子大学図書館 opac

共愛学園前橋国際大学論集ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
教育と研究

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)】
東京農工大学総合情報ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ､広報社会貢献委員会､大学情報委員会､総務部 【萩原 洋一 (東京農
工大学総合情報ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ)】
横浜国立大学共同研究推進ｾﾝﾀｰ 【専任教官(坂元 耕三) (横浜国立大学共同研究推進ｾﾝﾀｰ)】
京都外国語大学付属図書館 【宮杉 浩 (京都外国語大学附属図書館)】
京都外国語短期大学付属図書館 【宮杉 浩 (京都外国語短期大学付属図書館)】
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)】
京都光華女子大学図書館 【 (京都光華女子大学図書館)】
京都工芸繊維大学附属図書館 【高橋 安司 (京都工芸繊維大学附属図書館)】
京都嵯峨芸術大学付属図書館 【 (京都嵯峨芸術大学付属図書館)】
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･京都女子大学短期大学部図書館図書
課)】
ACIC-OPAC 【 (京都造形芸術大学 芸術文化情報ｾﾝﾀｰ)】
京都大学附属図書館･部局図書館(室) 【 (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)】
京都橘女子大学図書館 【 (京都橘女子大学図書館)】
京都ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑ女子大学学術情報ｾﾝﾀｰ図書館 【 (京都ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑ女子大学 学術情報ｾﾝﾀｰ図書館)】
附属図書館 【受入･整理担当 (京都府立医科大学附属図書館)】
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)】
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)】
共立薬科大学図書館 【荒井範子 (共立薬科大学図書館)】
東洋文庫 図書部 洋書目録係 【 ( )】
近畿大学中央図書館 【山岡弥久重 (近畿大学中央図書館)】
農学部図書館 【 (近畿大学農学部図書館事務課)】
東洋文庫研究部 近代中国研究班 【 ( )】
東洋文庫 研究部 近代中国班 【 ( )】
【 ( )】
釧路工業高等専門学校 庶務課 情報資料係 【西山 光幸 (釧路工業高等専門学校 庶務課 情報資料係)】
熊本学園大学図書館 【目録係 (熊本学園大学図書館)】
熊本大学教育学部 【 (熊本大学附属図書館情報管理課電子情報係)】
熊本大学教育学部 【 (熊本大学附属図書館情報管理課電子情報係)】
附属図書館 【 (熊本大学附属図書館情報管理課電子情報係)】
北電情報ｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ株式会社 【石原 恵子 (富山福祉短期大学図書館)】
倉敷芸術科学大学図書館 【生谷 吉男 (倉敷芸術科学大学 図書館)】
くらしき作陽大学･作陽短期大学附属図書館 【菅原 俊行 (くらしき作陽大学･作陽短期大学附属図書
館)】
倉敷市立短期大学及び個人 【永田 桂輔 (倉敷市立短期大学)】
久留米大学附属図書館 【北村 泰治 (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 【井上 譲 (群馬県立医療短期大学)】
群馬工業高等専門学校図書館 【高橋 京子 (群馬工業高等専門学校図書館)】
群馬松嶺福祉短期大学図書館 【金井 義明 (群馬松嶺福祉短期大学図書館)】
群馬大学附属図書館 【高林 桂子 (群馬大学附属図書館)】
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佐賀大学電子図書館 とんぼの眼
山陽学園大学･短期大学図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
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)

高野山大学所蔵図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
郡山女子大学図書館ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
國學院大學栃木学園図書館 蔵書検索
国際基督教大学図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
国士館大学附属図書館 OPAC
国書基本ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(著作編)
国立極地研究所所蔵試料目録(仮称)
国立保健医療科学院研究情報ｾﾝﾀｰ所蔵資料目録
駒澤大学研究紀要ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
小松短期大学図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
今和次郎ｺﾚｸｼｮﾝﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
(財)国際通信経済研究所 資料室 検索ｻｰﾋﾞｽ
埼玉大学 OPAC
材料設計用ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

群馬大学附属図書館ｵﾝﾗｲﾝ目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
研究紀要等ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
研究紀要ﾎﾟｰﾀﾙ ﾃﾞｰﾀ作成担当者のﾍﾟｰｼﾞ
研究集会ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
研究成果の抄録集
研究報告書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)<神奈川県のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ内にある｢ｵﾝﾗｲﾝ資料室｣に本
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽのﾃﾞｰﾀを提供>
研究報告ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
原子力技術の民間移転のための技術情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(Social Application of
Nuclear Technology Accumulation)
県立新潟女子短期大学図書館所蔵資料検索(OPAC)
工学院大学図書館蔵書目録
講義要項ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
甲子園大学図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
高精細画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
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
高知大学附属図書館医学部分館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
甲南大学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)ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成者の区分:機関･組織等
神戸市図書館情報ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ
神戸市図書館情報ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ
神戸女学院大学図書館蔵書目録(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)
神戸山手大学､神戸山手女子短期大学図書館所蔵資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
県立新潟女子短期大学図書館 【鶴巻 悦子 (県立新潟女子短期大学図書館)】
工学院大学図書館 【 (工学院大学図書館図書館管理課)】
神戸学院大学 教務部 【片村 正直 (神戸学院大学 情報処理ｾﾝﾀｰ)】
甲子園大学図書館 【松下 清 (甲子園大学･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)】
高知工業高等専門学校図書館 【浜田 規子 (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 【井上世志子 (高知大学附属図書館)】
高知大学附属図書館医学部分館 【片岡弘行 (高知大学附属図書館医学部分館)】
甲南大学図書館 【中山 隆司 (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)】
神戸市 【幣 正夫 (神戸市看護大学図書館)】
神戸市外国語大学図書館 【青木 堅司 (神戸市外国語大学図書館)】
神戸女学院大学図書館 【 (神戸女学院大学図書館)】
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)】
神戸山手大学､神戸山手女子短期大学図書館 【松家 栄一 (神戸山手大学･神戸山手女子短期大学 図書
館)】
高野山大学図書館 【浦 芳誠 (高野山大学図書館)】
郡山女子大学図書館 【和知剛 (郡山女子大学図書館)】
國學院大學栃木学園図書館 【矢田 一則 (國學院大學栃木短期大學 事務局長)】
国際基督教大学図書館 【黒沢公人 (国際基督教大学図書館)】
国士館大学附属図書館 【野田 雅美 (国士館大学附属図書館)】
国文学研究資料館 【情報整備係 (国文学研究資料館)】
国立極地研究所図書室 【山下敏彦 (国立極地研究所図書室)】
国立保健医療科学院研究情報ｾﾝﾀｰ 【磯野威 (国立保健医療科学院研究情報ｾﾝﾀｰ)】
駒澤大学図書館 【参考係 (駒澤大学)】
小松短期大学図書館 【杉本 三津江 (小松短期大学図書館)】
工学院大学 図書館 【 (工学院大学図書館 図書館管理課)】
(財)国際通信経済研究所 【 ((財)国際通信経済研究所資料室)】
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)】
東京大学人工物工学研究ｾﾝﾀｰﾗｲﾌｻｲｸﾙ工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 (東京大学大学院工学系研究科ｼｽﾃﾑ量子工学専攻)】
佐賀大学附属図書館､佐賀大学学術情報処理ｾﾝﾀｰ 【浅岡宏信 (佐賀大学附属図書館)】
山陽学園大学･短期大学図書館 【戸嶋 美江 (山陽学園大学･短期大学図書館)】
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 【 (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)】

埼玉県産業技術総合ｾﾝﾀｰ 【 ( )】
日本原子力研究所 【 (日本原子力研究所 企画室 研究協力推進室)】

群馬大学附属図書館 【高橋 桂子 (群馬大学附属図書館)】
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ﾍﾞｰｽｻｰﾋﾞｽ係)】
【 ( )】
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)】
日本原子力研究所 【 (日本原子力研究所 研究情報部 研究情報課)】
神奈川県自治総合研究ｾﾝﾀｰ 【西出 祐子 (神奈川県自治総合研究ｾﾝﾀｰ 研究部)】
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生涯学習事業ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
尚絅学院大学図書館･図書視聴覚検索ｼｽﾃﾑ
上智大学学術情報総合流通ｼｽﾃﾑ･ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
商品分類別商品ﾃｽﾄ情報
情報科学芸術大学院大学附属図書館蔵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)
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
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)
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
ｼﾗﾊﾞｽﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
信愛紀要ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
仁愛女子短期大学附属図書館所蔵目録
仁愛大学附属図書館ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
信州大学研究者情報総覧(日本語版､英語版)
信州大学繊維学部教育研究活動ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
信州大学附属図書館 OPAC ｼｽﾃﾑ WWW 版
新聞記事文庫
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)
鈴峯女子短期大学図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

淑徳大学みずほ台図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
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)

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)
静岡文化芸術大学図書館･情報ｾﾝﾀｰ蔵書検索ｼｽﾃﾑ
実践女子大学関係紀要目次ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
実践女子大学図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
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)
執筆者一覧ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
東雲図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
下河辺淳ｱｰｶｲヴ
宗教民俗学資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
就実大学･就実短期大学 図書館蔵書目録
｢宗門改帳(しゅうもんあらためちょう)｣古文書画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ及び｢過去帳(か
こちょう)｣ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
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 / 十文字学園女子大学短期大学部 図書館 【近藤秀二 (十文字学
園女子大学 情報･資料ｾﾝﾀｰ)】
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)】
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)】
国立教育政策研究所 【立田 慶裕 (国立教育政策研究所 生涯学習政策研究部)】
尚絅学院大学図書館 【岩本 洋子 (尚絅学院大学図書館)】
上智大学図書館 【情報ｻｰﾋﾞｽ課(上智大学図書館) (上智大学図書館)】
兵庫県立生活科学研究所 【木村 晶子 (兵庫県立生活科学研究所)】
情報科学芸術大学院大学附属図書館 【木戸 和子 (情報科学芸術大学院大学附属図書館)】
湘北短期大学図書館 【桑原 常明 (湘北短期大学図書館)】
職業能力開発総合大学校図書館 【武山 香織 (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情報資料室ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｻ-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)】
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 【松浦 耕平 (大阪産業大学綜合図書館)】
県立長崎ｼｰﾎﾞﾙﾄ大学附属図書館 【寺島淑恵 (県立長崎ｼｰﾎﾞﾙﾄ大学)】
聖隷ｸﾘｽﾄﾌｧｰ大学図書館 【窪田 三重子 (聖隷ｸﾘｽﾄﾌｧｰ大学図書館)】
京都創成大学 ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ 【四方 文 (京都創成大学 ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ)】
名古屋女子大学学術情報ｾﾝﾀｰ 【名古屋女子大学学術情報ｾﾝﾀｰ (名古屋女子大学学術情報ｾﾝﾀｰ)】
愛知淑徳大学 情報ｼｽﾃﾑ支援部 【山森洋之 (愛知淑徳大学 情報ｼｽﾃﾑ支援部)】
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)】
和歌山信愛女子短期大学 【福永勇二 (和歌山信愛女子短期大学図書館)】
附属図書館 【清水孝子 (仁愛女子短期大学附属図書館)】
仁愛大学附属図書館 【森川輝美 (仁愛大学附属図書館)】
信州大学点検評価委員会 【総務部研究協力課研究協力係長 (信州大学)】
信州大学繊維学部 【赤川 雅志 (信州大学繊維学部)】
信州大学附属図書館 【石坂 憲司 (信州大学附属図書館)】
【 ( )】
椙山女学園大学図書館 【北出 幸夫 (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)】
鈴峯女子短期大学図書館 【図書館 (鈴峯女子短期大学)】

静岡大学附属図書館 【小浜 進 (静岡大学附属図書館 情報管理課情報ｼｽﾃﾑ係)】
静岡文化芸術大学図書館･情報ｾﾝﾀｰ 【今田 雅子 (静岡文化芸術大学図書館･情報ｾﾝﾀｰ)】
実践女子大学図書館 【上原 信幸 (実践女子大学図書館)】
実践女子大学図書館 【 (実践女子大学図書館)】
実践女子大学･短期大学図書館 【 (実践女子(短期)大学図書館)】
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)】
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･松山東雲短期大学 図書館)】
総合研究開発機構政策研究情報ｾﾝﾀｰ 【島津千登世 (総合研究開発機構 政策研究情報ｾﾝﾀｰ)】
田島照久 【田島照久 (早稲田大学文学部)】
就実大学･就実短期大学 図書館 【角房 洋子 (就実大学図書館)】
江戸時代における人口分析ｼｽﾃﾑ構築委員会 【川口 洋 (帝塚山大学経営情報学部)】
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多摩美術大学図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
たゆまざる探究の軌跡 -研究活動と成果単行本ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
地域産業資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
千葉商科大学付属図書館ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
千葉大学ｲﾝﾊｳｽ情報提供ｼｽﾃﾑ(学内ｻｲﾄ検索)
千葉大学研究者 Database 検索ｼｽﾃﾑ
千葉大学研究者ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ検索ｼｽﾃﾑ
千葉大学附属図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
中央大学ｵﾝﾗｲﾝ情報ｼｽﾃﾑ
中京大学図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

図録米欧回覧実記
聖学院大学総合図書館蔵書目録
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)
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
生と死のﾃﾞｰﾀべ-ｽ
聖母女学院短期大学図書館所蔵目録ｵﾝﾗｲﾝ検索ｻｰﾋﾞｽ
世界の言語と国際地域研究
世界の新聞と雑誌-本学図書館から世界の動きを探る世界の美本ｷﾞｬﾗﾘｰ
全国漢籍ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
専修大学図書館情報ｼｽﾃﾑ
仙台白百合女子大学図書館 OPAC
仙台白百合女子大学図書館 OPAC
専任教員ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
蔵書書誌ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
蔵書目録(仮称)
蔵書目録(仮称)
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)
素材静止画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
園田学園女子大学図書館ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
大同工業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 古典籍目録
大東文化大学図書館目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
高岡法科大学蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
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)
高松工業高等専門学校研究紀要ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
高松大学蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
田中英彦･坂井修一研究室ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

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)】
聖学院大学総合図書館 【市来陽子 (聖学院大学総合図書館)】
京都精華大学情報館 【海辺 しゅん (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)】
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)】
山梨大学附属図書館医学分館 【医学情報管理係 (山梨大学附属図書館医学分館)】
聖母女学院短期大学図書館 【 (聖母女学院短期大学図書館)】
京都外国語大学付属図書館 【 (京都外国語大学附属図書館)】
京都外国語大学付属図書館 【 (京都外国語大学付属図書館)】
京都外国語大学付属図書館 【 (京都外国語大学付属図書館)】
全国漢籍ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ協議会 【安岡 孝一 (京都大学人文科学研究所附属漢字情報研究ｾﾝﾀｰ)】
専修大学図書館 【図書課長待遇 金万 智昭 (専修大学図書館)】
仙台白百合女子大学図書館 【谷藤 大介 (仙台白百合女子大学図書館)】
図書館 【 (仙台白百合女子大学図書館)】
学校法人明治大学 自己点検･評価基本委員会 【谷川 高 (明治大学 企画部調査課)】
成城大学図書館 【長谷川 光一 (成城大学図書館)】
島根女子短期大学附属図書館 【 (島根女子短期大学付属図書館)】
教育研究ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ 【長崎外国語大学 (教育研究ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ)】
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)】
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 【河野 香織 (清泉女子大学附属図書館)】
岩手医科大学附属図書館 【千葉 祐子 (岩手医科大学附属図書館)】
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)】
園田学園女子大学図書館 【吉田 淳 (園田学園女子大学図書館)】
大同工業大学図書館 【図書館事務室 (大同工業大学図書館)】
大東文化大学図書館 【重成 ひとみ (大東文化大学図書館)】
大東文化大学図書館 【藤井 英明 (大東文化大学図書館)】
高岡法科大学図書館 【図書館事務室 (高岡法科大学図書館)】
高崎経済大学附属図書館事務室 図書担当 【 (高崎経済大学附属図書館事務室 図書担当)】
高松工業高等専門学校図書館 【加藤淳一 (高松工業高等専門学校図書館)】
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)】
東京大学大学院 情報理工学系研究科 電子情報学専攻 田中英彦･坂井修一研究室 【WWW 担当者 (東
京大学大学院 情報理工学系研究科 電子情報学専攻 田中英彦･坂井修一研究室)】
多摩美術大学図書館 【森 由幾子 (多摩美術大学図書館)】
日本原子力研究所 【 (日本原子力研究所 研究情報部 国際情報室)】
兵庫県立健康環境科学研究ｾﾝﾀｰ 企画情報部 【辻 正彦 (兵庫県立健康環境科学研究ｾﾝﾀｰ 企画情報部)】
高岡短期大学開放ｾﾝﾀｰ 【近藤 達也 (高岡短期大学 短期大学開放ｾﾝﾀｰ)】
千葉商科大学付属図書館 【 (千葉商科大学付属図書館)】
【 ( )】
【 ( )】
千葉大学共同研究推進ｾﾝﾀｰ 【田中 学 (千葉大学共同研究推進ｾﾝﾀｰ)】
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)】
中央大学図書館および研究所 【渡来 達也 (中央大学図書館)】
中京大学図書館 【小川 光男 (中京大学図書館)】
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東京外国語大学附属図書館所蔵資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
東京学芸大学音楽教育学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
東京学芸大学附属図書館 OPAC
東京経済大学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)
東京工業大学総合目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
東京工業大学電子図書館
東京工芸大学図書館雑誌目録(仮称)
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
東京国際大学図書館資料検索ｼｽﾃﾑ
東京純心女子大学図書館所蔵目録(仮称)
東京情報大学情報ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 蔵書検索ｼｽﾃﾑ
東京情報大学情報ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 電子文献ｻｰﾋﾞｽ
東京大学 OPAC
東京大学学誌財ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾍﾞｰｽ
東京大学研究者紹介ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
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所蔵新聞目録
東京大学総合研究博物館ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
東京大学東洋文化研究所所蔵漢籍目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
東京大学附属図書館における新聞資料所蔵一覧

東海大学附属図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

筑波女子大学紀要全文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
帝京科学大学附属図書館蔵書目録(仮称)
帝京大学図書館蔵書目録
帝京大学薬学部図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
帝京大学理工学部図書館蔵書目録
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ
ﾃﾞｼﾞﾀﾙｺﾝﾃﾝﾂｱｰｶｲﾌﾞ
帝塚山学院大学 図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
帝塚山大学図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(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
電子版霞亭文庫
電子版貴重書ｺﾚｸｼｮﾝ
電子版自然真営道
電子版東京大学総合図書館漢籍目録
天理図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
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)

中国学園図書館蔵書･雑誌目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
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)

中国学園図書館 【 ( )】
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 学術国際交流委員会 【三浦 千代 (筑波技術短期大学)】
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(視覚部図書館)(機関名等)筑波技術短
期大学図書館)】
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)】
帝京科学大学附属図書館 【林 あゆみ (帝京科学大学附属図書館)】
帝京大学図書館 【山下 温子 (帝京大学図書館)】
帝京大学薬学部図書館 【 (帝京大学薬学部図書館)】
帝京大学理工学部図書館 【海老沼 美江子 (帝京大学理工学部図書館)】
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)】
早稲田大学図書館 【学術情報課 (早稲田大学図書館)】
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(本館･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))】
電気通信大学附属図書館 【近岡 文郎 (電気通信大学附属図書館学術情報係)】
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)】
【 ( )】
【 ( )】
【 ( )】
【 ( )】
天理大学附属天理図書館 【一般本整理部 (天理図書館)】
図書館 【 (戸板女子短期大学図書館)】
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､東海大学短期大学部静岡図書館､東海大学福岡短期大学ﾒﾃﾞｨｱ情報学習支援ｾﾝﾀｰ図
書館 【三橋雅之 (東海大学附属図書館)】
東京外国語大学附属図書館 【情報ｻｰﾋﾞｽ係 (東京外国語大学附属図書館)】
筒石 賢昭 【筒石 賢昭 (東京学芸大学音楽学科)】
【 (東京学芸大学附属図書館)】
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 【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)】
東京工芸大学図書館 【永田寿美子 (東京工芸大学図書館)】
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 【永田寿美子 (東京工芸大学図書館)】
東京国際大学図書館事務部 【小林 眞人 (東京国際大学図書館事務部)】
東京純心女子大学図書館 【丸山 幸子 (東京純心女子大学 図書館)】
東京情報大学情報ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 【 (東京情報大学情報ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ)】
東京情報大学情報ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 【 (東京情報大学情報ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ)】
東京大学附属図書館､東京大学 情報基盤ｾﾝﾀｰ 【 (東京大学情報基盤ｾﾝﾀｰ 学術情報ﾘﾃﾗｼｰ掛)】
東京大学総合研究博物館 【藤尾 直史 (東京大学総合研究博物館小石川分館)】
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 【腰原 伊織 (東京大学社会情報研究所図書掛)】
東京大学総合研究博物館 【鵜坂 智則 (東京大学総合研究博物館)】
【 ( )】
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 【腰原 伊織 (東京大学社会情報研究所附属情報
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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)
図書館資料検索
図書館資料目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
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
図書館蔵書目録(仮称)
図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
図書館電算機ｼｽﾃﾑ(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
図書･雑誌所蔵検索ｻｰﾋﾞｽ
図書･雑誌目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
図書館検索ｼｽﾃﾑ
図書館書誌･所蔵ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
図書館所蔵ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
図書館所蔵目録

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)
常磐大学総合情報ｾﾝﾀｰ蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
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

道都大学図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
東邦学園大学図書館所蔵目録
東邦大学習志野ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ OPAC
東北学院大学図書館 資料検索ｼｽﾃﾑ
東北芸術工科大学所蔵図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
東北公益文科大学ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
東北工業大学附属図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
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狩野文庫画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
東洋学綜合情報ｼｽﾃﾑ
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

統計調査総覧
統計調査報告書
統計表
同志社大学学術資料電子化公開ｼｽﾃﾑ
同志社大学･同志社女子大学 所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

東京福祉大学茶屋四郎次郎記念図書館所蔵目録(仮称)
統計科学文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)

ﾒﾃﾞｨｱ研究資料ｾﾝﾀｰ)】
東京福祉大学茶屋四郎次郎記念図書館 【 (東京福祉大学附属茶屋四郎次郎記念図書館)】
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社会科学統計情報研究ｾﾝﾀｰ)】
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社会科学統計情報研究ｾﾝﾀｰ)】
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社会科学統計情報研究ｾﾝﾀｰ)】
同志社大学総合情報ｾﾝﾀｰ 【上田 裕保 (同志社大学 総合情報ｾﾝﾀｰ)】
同志社大学 総合情報ｾﾝﾀｰ､同志社女子大学図書･情報ｾﾝﾀｰ資料ｻｰﾋﾞｽ課 【落合万里子 (同志社大学 総
合情報ｾﾝﾀｰ)】
道都大学附属図書情報館(札幌ｷｬﾝﾊﾟｽ) 【藤田 仁志 (道都大学附属図書情報館(札幌ｷｬﾝﾊﾟｽ))】
東邦学園大学図書館 【森下恵子 (東邦学園大学図書館)】
東邦大学習志野ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ 【谷澤 滋生 (東邦大学習志野ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ)】
東北学院大学図書館 【 (東北学院大学 中央図書館)】
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)】
東北公益文科大学ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ 【鈴木佐和 (東北公益文科大学ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ)】
東北工業大学附属図書館 【太田 俊雄 (東北工業大学附属図書館)】
東北大学附属図書館 【 (東北大学情報ｼﾅｼﾞｰｾﾝﾀｰ 学術情報支援掛)】
東北大学附属図書館 【総務課情報企画掛 (東北大学附属図書館)】
東洋文庫電算化委員会 【田仲 一成 (財団法人東洋文庫)】
財団法人 東洋文庫 【田中 一成 (財団法人 東洋文庫)】
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 【市橋 篤 (東洋大学附属図書館)】
常磐大学総合情報ｾﾝﾀｰ 【佐藤 憲明 (常磐大学総合情報ｾﾝﾀｰ)】
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)】
島根大学附属図書館医学分館 【 (島根大学学務部図書課 医学情報管理係)】
宮崎公立大学附属図書館 【横山 弘子 (宮崎公立大学附属図書館)】
尾道大学付属図書館 【 (尾道大学付属図書館相互利用係)】
城西大学水田記念図書館 【小宮 隆志 (城西大学水田記念図書館)】
図書館 【河合 輝道 (獨協医科大学図書館)】
独立行政法人 放射線医学総合研究所 国際･研究交流部 研究交流･情報室 図書･研究情報係 【佐藤 博
信 (独立行政法人放射線医学総合研究所 国際･研究交流部 研究交流･情報室)】
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)】
東海学園大学図書館 【東海学園大学 (名古屋ｷｬﾝﾊﾟｽ図書館)】
桜美林大学･短期大学図書館 【荒井 啓太 (桜美林大学図書館)】
大阪工業大学図書館 【大前勝美 (大阪工業大学図書館)】
摂南大学図書館 【勘川 捷治郎 (摂南大学図書館)】
大妻女子大学図書館 【石井 敏雄 (大妻女子大学図書館)】
附属図書館 【天雲成津子 (秋田公立美術工芸短期大学 附属図書館)】
東京都立科学技術大学附属図書館 【雨宮 真一 (東京都立科学技術大学附属図書館)】
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豊橋技術科学大学付属図書館蔵書目録
豊橋創造大学･豊橋創造大学短期大学部図書館蔵書検索ｼｽﾃﾑ(仮称)
都立大学図書館ｼｽﾃﾑ
長岡造形大学附属図書館ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
中国文逐次刊行ｵﾝﾗｲﾝ検索(近代中国研究委員会収集)
長崎県立大学図書情報ｾﾝﾀｰ 所蔵目録(仮称)
長崎大学研究情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
長野工業高等専門学校図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
中村学園大学目録検索
名古屋市工業研究所図書情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
名古屋商科大学 図書館情報ｼｽﾃﾑ
名古屋大学所蔵 CD-ROM 目録
名古屋大学所蔵新聞目録
奈良教育大学附属図書館所蔵ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
奈良工業高等専門学校蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
奈良産業大学図書館ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ OPAC
奈良女子大学附属図書館蔵書検索ｼｽﾃﾑ
奈良大学学術文献情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
鳴門教育大学学位論文要旨ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
鳴門教育大学紀要論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
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)
南西地域文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
新潟経営大学図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
新潟青陵大学･短期大学図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
新潟大学 産学連携のための研究者一覧
新島遺品庫公開ｼｽﾃﾑ

図書検索
図書雑誌所蔵情報
図書情報ｼｽﾃﾑ(仮称)
図書所蔵目録
図書所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
図書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
図書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
特許(実用新案を含む)登録一覧
獨協大学図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
鳥取環境大学 情報ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ 所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
鳥取大学附属図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
富山県立大学 蔵書検索ｼｽﾃﾑ
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ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
富山商船図書館蔵書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
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
富山大学附属図書館蔵書検索
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
豊田工業大学 総合情報ｾﾝﾀｰ 所蔵目録(仮称)

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)】
鶴見大学図書館 【長谷川 豊祐 (鶴見大学図書館)】
江戸川大学･短期大学総合情報図書館 【坂井 卓行 (江戸川大学･短期大学総合情報図書館)】
東京電気大学･総合ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ 【 (総合ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ)】
日本大学生産工学部図書館 【 (日本大学生産工学部図書館)】
旭川大学図書館 【田中 由美子 (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)】
日本原子力研究所 【 (日本原子力研究所 業務部 業務第 2 課)】
獨協大学図書館 【 (獨協大学図書館)】
鳥取環境大学 情報ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ 【森田 直子 (鳥取環境大学 事務局 図書情報課)】
図書館 【学術情報係 (鳥取大学附属図書館)】
富山県立大学附属図書館 【温井佳子 (富山県立大学附属図書館)】
富山工業高等専門学校庶務課図書館 【舘 喜美子 (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)】
富山大学附属図書館 【 (富山大学附属図書館情報ｻｰﾋﾞｽ課学術情報係)】
【 ( )】
総合情報ｾﾝﾀｰ 学術情報･ﾒﾃﾞｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ 【保富 洋子 (豊田工業大学 総合情報ｾﾝﾀｰ 学術情報･ﾒﾃﾞｨｱｸﾞﾙｰ
ﾌﾟ)】
豊橋技術科学大学付属図書館 【中野 洋子 (豊橋技術科学大学教務部図書課学術情報係)】
豊橋創造大学･豊橋創造大学短期大学部宇附属図書館 【川上 雅子 (豊橋創造大学附属図書館)】
東京都立大学付属図書館 【図書係 (東京都立大学付属図書館)】
長岡造形大学附属図書館 【金内理香 (長岡造形大学附属図書館)】
東洋文庫研究部近代中国班 【 ( )】
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)】
長野工業高等専門学校図書館 【 (長野工業高等専門学校 庶務課図書係)】
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)】
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)】
名古屋商科大学中央情報ｾﾝﾀｰ 【浅野 一明 (名古屋商科大学 中央情報ｾﾝﾀｰ)】
【 ( )】
【 ( )】
奈良教育大学付属図書館 【山中 節子 (奈良教育大学付属図書館)】
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 【渡 勝弥 (奈良女子大学附属図書館)】
奈良大学図書館 【磯野肇 (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)】
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)】
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)】
鹿児島大学附属図書館 【 (鹿児島大学附属図書館)】
新潟経営大学図書館 【五十嵐 まさ江 (新潟経営大学図書館)】
新潟青陵大学図書館､新潟青陵女子短期大学図書館 【高野 聡 (新潟青陵大学図書館)】
新潟大学地域共同研究ｾﾝﾀｰ 【川崎 一正 (新潟大学地域共同研究ｾﾝﾀｰ)】
同志社大学人文科学研究所同志社社史資料室 【深川 晃而 (同志社大学人文科学研究所 同志社社史資
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西九州大学図書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
西日本工業大学図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(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
日本大学国際関係学部図書館図書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
沼津工業高等専門学校図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
俳諧関係資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
梅花女子大学･梅花短期大学 図書館 蔵書目録
萩庭さく葉植物標本
幕末･明治期日本古写真超高精細画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
幕末･明治期日本古写真ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
函館工業高等専門学校 蔵書検索ｼｽﾃﾑ
羽衣学園 大学図書館所在ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
八戸工業高等専門学校蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
八戸工業大学図書館蔵書目録検索ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
八戸大学･八戸短期大学図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
発表論文･蔵書目録(仮称)
浜松医科大学規則集ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｼｽﾃﾑ(仮称)
浜松大学付属図書館蔵書検索 OPAC 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)
阪南論集目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
東日本国際大学昌平図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
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
一橋ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｱｰｶｲヴｽ(Hitotsubashi Digital Archives)
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
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
兵庫教育大学修士論文論題ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
兵庫教育大学博士論文論題ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
兵庫教育大学附属図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
兵庫県立看護大学附属図書館 蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
広岡ｷﾐヱ文庫目録
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)

料室)】
西九州附属大学図書館 【堤 慶征 (西九州大学付属図書館)】
西日本工業大学図書館 【宗広明則 (西日本工業大学図書館)】
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)】
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 【渡辺 さゆり (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 【経済学部図書館課長 金井 保則 (日本大学経済学部図書館)】
日本大学工学部図書館 【佐久間 誠剛 (日本大学工学部図書館)】
日本大学国際関係学部図書館 【 (日本大学国際関係学部図書館)】
日本認知科学会 【松井 孝雄 (新潟国際情報大学)】
日本福祉大学付属図書館 【石川 宗臣 (日本福祉大学付属図書館)】
沼津工業高等専門学校図書館 【庶務課図書係 (沼津工業高等専門学校)】
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)】
梅花女子大学･梅花短期大学 図書館 【石元 泉 (梅花女子大学･梅花短期大学 図書館)】
萩庭さく葉標本ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成会 【池上文雄 (千葉大学環境健康ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学ｾﾝﾀｰ)】
長崎大学附属図書館研究開発室 【下田研一 (長崎大学附属図書館)】
長崎大学附属図書館研究開発室 【下田研一 (長崎大学附属図書館)】
函館工業高等専門学校 庶務課図書係 【福村 美保子 (函館工業高等専門学校)】
羽衣国際大学･羽衣学園短期大学 学術情報ｾﾝﾀｰ 【 (羽衣国際大学･羽衣学園短期大学 学術情報ｾﾝﾀｰ)】
八戸高専庶務課図書係 【伊藤光雄 (八戸工業高等専門学校)】
八戸工業大学図書館･情報事務室 【馬場 誠 (八戸工業大学 図書館･情報事務室)】
八戸大学･八戸短期大学図書館 【小松 良重 (八戸大学･八戸短期大学図書館)】
(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)】
【神谷守彦 (浜松医科大学総務部情報企画室)】
浜松大学付属図書館 【服部 みつ子 (浜松大学付属図書館)】
阪南大学図書館 【小林 明博 (阪南大学図書館)】
阪南大学学会 【高田 雅之 (阪南大学研究部)】
東日本国際大学昌平図書館 【図書館 受入･運用係 (東日本国際大学昌平図書館)】
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 情報管理課情報ｼｽﾃﾑ係)】
一橋大学附属図書館 【 (一橋大学附属図書館情報管理課情報ｼｽﾃﾑ係)】
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)】
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)】
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 【藤原 克彦 (兵庫教育大学附属図書館)】
兵庫教育大学教務部図書課 【藤原 克彦 (兵庫教育大学附属図書館)】
兵庫教育大学教務部図書課 【藤原 克彦 (兵庫教育大学附属図書館)】
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)】
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)】
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 【内山大史 (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)】
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福澤諭吉参考文献目録
福島大学附属図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
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
富士常葉大学図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
附属図書館所蔵･目録(仮称)
附属図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ (仮称)
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 OPAC 資料検索
文京学院大学紀要掲載論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
文京学院大学ふじみ野図書館所蔵目録(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
分野一覧 DB(仮称)
平安人物志
平安人物志短冊帖
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)
別置ﾛｼｱ語目録
ﾍﾟﾙｼｱ語文献の書誌情報及び画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ﾍﾞﾝｶﾞﾙ語文献の書誌情報及び画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
法政大学学術研究ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
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
北星学園大学図書館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所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

広島県立大学附属図書館所蔵目録
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
広島商船高等専門学校図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
広島女学院大学図書館蔵書目録
広島大学学位論文論題ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
広島大学産学共同活動ﾃｰﾏ ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
広島大学蔵書目録
ﾋﾝﾃﾞｨｰ語文献の書誌情報及び画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ﾌﾟｰﾙ学院大学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
福岡工業大学附属図書館所蔵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
福岡大学研究者情報
福岡大学図書館総合目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
複雑系科学に関する情報発信(試験運用中)

広島県立大学附属図書館 【大西 和彦 (広島県立大学附属図書館)】
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)】
広島商船高等専門学校 庶務課図書係 【土井 忠幸 (広島商船高等専門学校庶務課図書係)】
広島女学院大学図書館 【高尾 洋子 (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)】
広島大学地域共同研究ｾﾝﾀｰ 【久保 元伸 (広島大学地域共同研究ｾﾝﾀｰ)】
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)】
大阪外国語大学附属図書館 【岸本 晴廣 (大阪外国語大学附属図書館)】
ﾌﾟｰﾙ学院大学図書館 【渡辺 智康 (ﾌﾟｰﾙ学院大学図書館)】
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)】
福井工業高等専門学校学生課図書係 【松井正隆 (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 【電子情報担当 (福井大学学務部学術情報課)】
福岡工業大学附属図書館 【中山 哲夫 (福岡工業大学附属図書館)】
福岡女子大学附属図書館 【 (福岡女子大学附属図書館)】
福岡大学研究推進部 【益満寛明 (福岡大学研究推進部研究振興課)】
福岡大学図書館 【樗木稔 (福岡大学図書館)】
京都大学大学院情報学研究科 複雑系科学専攻 【複雑系科学専攻計算機委員 (京都大学大学院情報学
研究科)】
慶應義塾大学三田ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ 【事務長 加藤好郎 (慶應義塾大学三田ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ)】
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)】
富士常葉大学図書館 【杉山有子 (富士常葉大学図書館)】
東京都立保健科学大学附属図書館 【 (東京都立保健科学大学附属図書館)】
附属図書館 【 (山口大学附属図書館)】
佛教大学図書館 【瀬澤 且博 (佛教大学図書館)】
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､文化女子大学小平図書館 【佐藤 友治 (文化女子大学図書館)】
文京学院大学 ふじみ野図書館 【大橋良司 (文京学院大学 ふじみ野図書館)】
文京学院大学ふじみ野図書館 【大橋 良司 (文京学院大学ふじみ野図書館)】
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)】
九州工業大学地域共同研究ｾﾝﾀｰ 【原田慈子 (九州工業大学 地域共同研究ｾﾝﾀｰ)】
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)】
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)】
東洋文庫 図書部 洋書目録係 【 ( )】
大阪外国語大学附属図書館 【岸本 晴廣 (大阪外国語大学附属図書館)】
大阪外国語大学附属図書館 【岸本 晴廣 (大阪外国語大学附属図書館 専門員)】
法政大学研究開発ｾﾝﾀｰ 【藤野 吉成 (法政大学大学院事務部付研究開発ｾﾝﾀｰ)】
法政大学図書館 【山口智子 (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)】
放送大学学園学習ｾﾝﾀｰ部図書課 【江波戸 登弥子 (放送大学学園学習ｾﾝﾀｰ部図書課)】
北星学園大学図書館 【宮川淳子 (北星学園大学図書館)】
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)】
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星薬科大学図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
北海学園大学図書館ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
北海道教育大学附属図書館所蔵目録(仮称)
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)
北海道東海大学付属図書館松前記念図書館所蔵資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
本学関係雑誌目次ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
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
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)
三重大学ｵﾝﾗｲﾝ目録検索 DB
水を考える
三康図書館雑誌目録
都城工業高等専門学校図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
宮崎大学所蔵図書･雑誌目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
民間助成研究成果概要ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
武庫川女子大学附属図書館所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
武蔵野大学図書館蔵書目録(仮称)
武蔵野美術大学美術資料図書館蔵書目録
室蘭工業大学附属図書館蔵書検索 OPAC
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
明治大学ｼﾗﾊﾞｽﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(理工学部､政経学部､文学部)
明治薬科大学 ｼﾗﾊﾞｽﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
明星大学青梅ｷｬﾝﾊﾟｽ図書館所蔵目録(仮称)
明星大学日野ｷｬﾝﾊﾟｽ図書館所蔵目録(仮称)
ﾒﾃﾞｨｱ教育開発ｾﾝﾀｰ所蔵図書目録
ﾒﾃﾞｨｱ教育実践情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ﾒﾃﾞｨｱ教材ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
桃山学院大学附属図書館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
『森文庫』ﾏｲｸﾛﾌｲﾙﾑ画像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
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
山梨大学附属図書館医学分館蔵書目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
洋書(Southeast Asia の部)
｢横須賀市自然･人文博物館刊行物｣目次一覧ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
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)

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
北陸地域資料所蔵目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
母子保健･医療情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

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)】
分担･主任研究者 山梨大学大学院医学工学総合研究部保健学 II 講座教授 山縣然太朗 【山縣 然太朗
(山梨大学大学院医学工学総合研究部保健学 II 講座)】
星薬科大学図書館 【塚田 智也 (星薬科大学図書館)】
北海学園大学図書館 【北海学園大学図書館 (北海学園大学)】
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)】
北海道工業大学図書館 【古林 重利 (北海道工業大学 図書館)】
【金子 敏 (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 中央図書館 【工藤 朱美 (北海道東海大学付属図書館中央図書館)】
北海道東海大学付属図書館松前記念図書館 【栗山 芳光 (北海道東海大学付属図書館松前記念図書館)】
福島大学附属図書館 【南 俊二 (福島大学附属図書館)】
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 【吉江 吉夫 (松本歯科大学図書館)】
松山大学図書館 【岡村伸生 (松山大学図書館情報ｻｰﾋﾞｽ課)】
三重県立看護大学附属図書館 【上田泰子 (三重県立看護大学附属図書館)】
三重大学附属図書館 【 (三重大学附属図書館)】
京都外国語大学付属図書館 【 (京都外国語大学附属図書館)】
三康図書館 【志多伯峰子 (財団法人三康文化研究所附属三康図書館)】
都城工業高等専門学校庶務課図書係 【庶務課図書係 (都城工業高等専門学校)】
宮崎大学附属図書館 【 (宮崎大学附属図書館電子情報係)】
国立情報学研究所 【ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ課ｼｽﾃﾑ開発管理 (国立情報学研究所)】
武庫川女子大学附属図書館 【 (武庫川女子大学附属図書館)】
武蔵野大学図書館 【武蔵野大学図書館 (武蔵野大学図書館)】
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)】
室蘭工業大学附属図書館 【伊藤 ますみ (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 教務事務部教務課 【神野 祥子 (明治大学 教務事務部教務課)】
明治薬科大学 教務課 【大箸 良夫 (明治薬科大学 教務課)】
明星大学青梅ｷｬﾝﾊﾟｽ図書館 【 (明星大学青梅ｷｬﾝﾊﾟｽ図書館)】
明星大学日野ｷｬﾝﾊﾟｽ図書館 【 (明星大学 日野ｷｬﾝﾊﾟｽ図書館)】
ﾒﾃﾞｨｱ教育開発ｾﾝﾀｰ 【吉田 陽二 (ﾒﾃﾞｨｱ教育開発ｾﾝﾀｰ)】
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)】
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)】
琉球大学附属図書館 【情報管理課ｼｽﾃﾑ管理係 (琉球大学附属図書館)】
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 【利用ｻｰﾋﾞｽ係 (桃山学院大学附属図書館)】
大阪市立大学学術情報総合ｾﾝﾀｰ 【 ( )】
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 【足立 和成 (山形大学地域共同研究ｾﾝﾀｰ)】
山梨大学附属図書館医学分館 【医学情報管理係 (山梨大学附属図書館医学分館)】
東洋文庫 図書部 洋書目録係 【 ( )】
横須賀市自然･人文博物館 HP 監修担当者 【林公義 (横須賀市自然･人文博物館)】
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 【海老原 徹 (横浜商科大学図書館)】

－ 106 －

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蔵書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
早稲田大学大学史資料ｾﾝﾀｰ所蔵資料目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
稚内北星学園大学紀要
和洋女子大学 附属図書館蔵書目録

四日市大学情報ｾﾝﾀｰ所蔵目録(仮称)
米子工業高等専門学校図書館蔵書目録(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)
立教大学図書館学術情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
立命館ｱｼﾞｱ太平洋大学研究者ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ﾙｰﾃﾙ学院大学図書館 OPAC
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

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)】
米子工業高等専門学校図書館 【 (米子工業高等専門学校図書館)】
山形県立米沢女子短期大学附属図書館 【佐藤由子 (山形県立米沢女子短期大学附属図書館)】
立教大学図書館 【牛崎 進 (立教大学図書館副館長)】
【安藤 章二 (立命館ｱｼﾞｱ太平洋大学ﾘｻｰﾁ･ｵﾌｨｽ)】
ﾙｰﾃﾙ学院大学図書館 【内田真一 (ﾙｰﾃﾙ学院大学図書館)】
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 【虫鹿 敏克 (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 【情報管理係 (和歌山大学附属図書館)】
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)】
早稲田大学大学史資料ｾﾝﾀｰ 【西川 昇一 (早稲田大学大学史資料ｾﾝﾀｰ)】
稚内北星学園大学紀要編集委員会 【鏡山樹 (稚内北星学園大学図書館)】
和洋女子大学 附属図書館 【 (和洋女子大学･和洋女子大学短期大学部 附属図書館)】
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データベースの名称

特殊教育実践研究課題

特殊教育関係文献目録

札幌大学図書館蔵書ﾌｧｲﾙ
自治体学研究ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(仮称)
社会･意識調査ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
獣医学術肉眼標本ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
獣医臨床薬理学ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
障害児教育論文 db(仮称)
湘南工科大学附属図書館 OPAC
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)
女子美ｱｰﾄﾐｭｰｼﾞｱﾑﾃﾞｼﾞﾀﾙｱｰｶｲﾌﾞ
所蔵楽器ﾃﾞｰﾀ
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(仮称)
蔵書検索ｼｽﾃﾑ for 松江工業高等専門学校
卒業論文ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
高千穂大学図書館 Web OPAC(仮称)
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Ⅱ
東京芸術大学附属図書館貴重資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
東京造形大学付属図書館所蔵ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
東京大学海洋研究所附属国際沿岸海洋研究ｾﾝﾀｰ
特殊教育学習指導要領等ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

KOSMOS 目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
Kyoto University OPAC
NIRA's World Directory of Think Tanks 2002
Publicatiions(研究成果出版物目録英語版)
青森県畜産試験場報告
沖縄県立芸術大学附属図書･芸術資料館蔵書目録
音楽資料:ｴﾙﾝｽﾄ･ﾌﾟｯﾁｪﾙ先生作品集
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)
京都大学蔵書検索 OPAC
京都大学博士学位論文論題一覧
京都大学ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
慶應義塾図書館所蔵貴重書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
慶應義塾図書館所蔵旧分類洋書目録
慶應義塾図書館所蔵旧分類和漢書目録
研究
研究成果出版物目録
国立音楽大学附属図書館 OPAC ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
国立特殊教育総合研究所所蔵目録

１１．分野無回答
氏名

（大学・機関名等） 】

慶應義塾大学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)】
【 ( )】
総合研究開発機構政策研究情報ｾﾝﾀｰ 【中村円 (総合研究開発機構政策研究情報ｾﾝﾀｰ)】
総合研究開発機構総務企画部企画広報課 【園 幹夫 (総合研究開発機構総務企画部企画広報課)】
青森県農林総合研究ｾﾝﾀｰ畜産試験場 【 (青森県農林総合研究ｾﾝﾀｰ畜産試験場)】
沖縄県立芸術大学附属図書･芸術資料館 【篠原 勝之 (沖縄県立芸術大学附属図書･芸術資料館)】
鹿児島大学附属図書館 【 (鹿児島大学附属図書館)】
岐阜工業高等専門学校 庶務課図書係 【山田 洋子 (岐阜工業高等専門学校 庶務課図書係)】
【 ( )】
【 ( )】
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)】
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)】
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)】
独立行政法人航海訓練所 【高原 満弘 (独立行政法人航海訓練所)】
総合研究開発機構総務企画部企画広報課 【園 幹夫 (総合研究開発機構総務企画部企画広報課)】
国立音楽大学附属図書館 【松浦淳子 (国立音楽大学附属図書館)】
独立行政法人国立特殊教育総合研究所 【総務部研修情報課情報ｻｰﾋﾞｽ係 (独立行政法人国立特殊教育
総合研究所)】
札幌大学図書館 【佐々木 優 (札幌大学図書館)】
神奈川県自治総合研究ｾﾝﾀｰ 【西出 祐子 (神奈川県自治総合研究ｾﾝﾀｰ研究部)】
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)】
岩手大学農学部獣医学科家畜病理学教室 【岡田幸助 (岩手大学農学部)】
獣医臨床薬理 DB 研究会 【伊藤 勝昭 (宮崎大学農学部)】
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)】
湘南工科大学附属図書館 【中村 智子 (湘南工科大学附属図書館)】
昭和音楽大学附属図書館 【附属図書館 (昭和音楽大学)】
女子美術大学美術資料ｾﾝﾀｰ 【澤井 智実 (女子美術大学 美術資料ｾﾝﾀｰ)】
国立音楽大学 楽器学資料館 【 (国立音楽大学楽器学資料館)】
日本社会事業大学図書館 【 (日本社会事業大学図書館)】
大分工業高等専門学校庶務課図書係 【小澤 律子 (大分工業高等専門学校庶務課図書係)】
松江工業高等専門学校 【 (松江工業高等専門学校図書館)】
日本社会事業大学図書館 【 (日本社会事業大学図書館)】
高千穂大学図書館 【榎本克利 (高千穂大学図書館)】
慶應義塾大学ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ 【情報管理 (慶應義塾大学ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ本部)】
東京芸術大学附属図書館 【馬場 純子 (東京芸術大学附属図書館 情報ｻｰﾋﾞｽ係)】
東京造形大学図書館･美術館運営部 【鈴木 保雄 (東京造形大学図書館･美術館運営部)】
海洋研究所附属国際沿岸海洋研究ｾﾝﾀｰ 【 ( )】
独立行政法人 国立特殊教育総合研究所 【総務部研修情報課情報ｻｰﾋﾞｽ係 (独立行政法人 国立特殊教
育総合研究所)】
独立行政法人国立特殊教育総合研究所 【総務部研修情報課情報ｻｰﾋﾞｽ係 (独立行政法人国立特殊教育
総合研究所)】
独立行政法人国立特殊教育総合研究所 【総務部研修情報課情報ｻｰﾋﾞｽ係 (独立行政法人国立特殊教育

作成者の名称 【問い合わせ先
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北海道浜中町酪農管理ｼｽﾃﾑ･ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
三康図書館蔵書目録 語学書編 書名索引
盛岡 OPAC ｼｽﾃﾑ
山梨大学蔵書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
長岡工業高等専門学校蔵書検索ｼｽﾃﾑ
奈良女子大学所蔵女性問題図書目録
日本のｼﾝｸﾀﾝｸ情報<研究機関情報><研究成果情報>
日本の数学関連情報検索ｼｽﾃﾑ
ﾈｯﾄﾜｰｸ こととい
農薬ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
標本資料 画像情報ﾃﾞｰﾀｰﾍﾞｰｽ
ﾍﾞｰﾄｰヴｪﾝ初期印刷楽譜目録

特殊教育法令等ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

特殊教育ｾﾝﾀｰ等研修情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

総合研究所)】
独立行政法人国立特殊教育総合研究所 【総務部研修情報課情報ｻｰﾋﾞｽ係 (独立行政法人国立特殊教育
総合研究所)】
独立行政法人 国立特殊教育総合研究所 【総務部研修情報課情報ｻｰﾋﾞｽ係 (独立行政法人 国立特殊教
育総合研究所)】
新潟大学附属図書館 【高島 学 (新潟大学附属図書館情報ｻｰﾋﾞｽ課学術情報係)】
長岡工業高等専門学校図書館 【金沢勝子 (長岡工業高等専門学校庶務課図書係)】
奈良女子大学附属図書館 【渡 勝弥 (奈良女子大学附属図書館)】
総合研究開発機構政策研究情報ｾﾝﾀｰ 【島津千登世 (総合研究開発機構政策研究情報ｾﾝﾀｰ)】
日本の数学関連情報検索ｼｽﾃﾑ 【 ( )】
(株)ｲﾆｭｰｼｽﾃﾑ 【 (慶應義塾大学日吉ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ)】
京大農薬ｾﾞﾐ 【 ( )】
国立民族学博物館 【大矢 修 (国立民族学博物館情報管理施設情報企画課)】
国立音楽大学音楽研究所ﾍﾞｰﾄｰヴｪﾝ研究部門(長谷川由美子) 【長谷川 由美子 (国立音楽大学音楽研究
所ﾍﾞｰﾄｰヴｪﾝ研究部門)】
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)】
三康図書館 【志多伯峰子 (財団法人 三康文化研究所附属三康図書館)】
岩手県立大学 ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ 【図書係 (岩手県立大学 ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ)】
山梨大学附属図書館 【城倉 眞一 (山梨大学附属図書館)】

付録２．公開データベース一覧（機関別）

参 考 の た め に 、本 調 査 の Ａ 票 及 び Ｃ 票 に よ り 回 答 の あ っ た デ ー タ ベ ー ス の 公 開 機 関 別 一 覧 表 を
付した。
各 デ ー タ ベ ー ス は デ ー タ ベ ー ス の 公 開 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 、「 大 学 Ｗ ｅ ｂ サ イ ト 資 源 検 索（ Ｊ ｕ Ｎ ｉ ｉ（ 大 学 情 報 メ タ デ ー タ・ポ ー タ ル ）
試 験 提 供 版 ）」 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 同 サ イ ト を 参 照
されたい。
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データベース公開機関名
公開データベースの正式名称

<データベースの作成者>

《 国立大学 》
北海道大学
Modern Russian Literature <>
オホーツク海北海道沿岸流氷分布図 <北海道大学低温科学研究所附属流氷研究施設>
海洋環境衛星情報データベース(仮称) <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
究グループ>
荷電粒子核反応データベース <日本荷電粒子核反応データグループ>
志法既刊目次一覧 <北海道大学法学部・大学院法学研究科 法令新刊雑誌室>
自然史系標本データベース(Natural History Speciment DATABASE) <北海道大学総合博物館自然史系標本デー
タベース化促進グループ>
獣医寄生虫データベース Veterinary Parasitology Catalogue With Original Articles.(VPC) <動物医学研究
会>
種子落下量観測地点リスト <北海道大学北方生物圏フィールド科学センター 森林圏ステーション>
長期観測林データベース <北海道大学北方生物圏フィールド科学センター 森林圏ステーション>
動植物調査データベース <北海道大学北方生物圏フィールド科学センター 森林圏ステーション>
フェノロジー(生物季節)観測リスト <北海道大学北方生物圏フィールド科学センター 森林圏ステーション>
北大脳科学研究者データベース <北海道大学教育改善推進総長経費事業>
北大農学部作物栄養学講座研究論文データベース <信濃卓郎>
北大法学研究科 ジュニア・リサーチ・ジャーナル 既刊目次 <北海道大学法学部・大学院法学研究科 法令判例
新刊雑誌室>
北大法学部雑誌既刊目次(仮称) <大学院法学研究科>
北大法学部ゼミ論集既刊目次(仮称) <北海道大学法学部・大学院法学研究科 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・大学院法学研究科 法令判例新刊雑誌室>
北海道大学演習林研究報告目録データベース英語版(仮称) <北海道大学北方生物圏フィールド科学センター
森林圏ステーション>
北海道大学演習林研究報告目録データベース日本語版(仮称) <北海道大学北方生物圏フィールド科学センター
森林圏ステーション>
北海道大学学位論文目録データベース <>
北海道大学蔵書データベース <>
北海道大学附属図書館北方資料データベース <>
北方森林圏データベース <北海道大学北方生物圏フィールド科学センター森林圏ステーション>
北方森林圏データベース Forest Research Database(英名) <北海道大学北方生物圏フィールド科学センター
森林圏ステーション>
ロシア政治家エリート Who's Who <>
北海道教育大学
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>
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>
北海道教育大学附属図書館所蔵目録(仮称) <北海道教育大学附属図書館>
室蘭工業大学
室蘭工業大学附属図書館蔵書検索 OPAC <室蘭工業大学附属図書館>
小樽商科大学
小樽商科大学蔵書検索(OUC-OPAC) <小樽商科大学附属図書館>
帯広畜産大学
帯広畜産大学附属図書館オンライン目録検索システム <帯広畜産大学附属図書館>
旭川医科大学
旭川医科大学書誌・所蔵データ <旭川医科大学附属図書館>
旭川医科大学和雑誌特集記事索引 <旭川医科大学附属図書館>
北見工業大学
オンライン目録検索システム <北見工業大学附属図書館>
北見工業大学研究業績 <北見工業大学附属図書館>
北見工業大学研究報告 <北見工業大学付属図書館>
弘前大学
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
岩手大学蔵書データベース <岩手大学附属図書館>

－ 110 －

獣医学術肉眼標本データベース <岩手大学農学部獣医学科家畜病理学教室>
東北大学
CYRIC Annual Reports <CYRIC Annual Reports 編集委員会>
Fluid Science Database Institute of Fluid Science Tohoku University <東北大学流体科学研究所未来流体
情報創造センター>
Institute for Materials Research (IMR) KIND Database <Institute for Materials Research, Tohoku
University>
TMSDB <米国レンセラー理工科大学 G.J.Janz 教授,東北溶融塩データベース委員会(委員長 村山 力)>
Tohoku Molten Salts Data Base <Janz George J.,東北溶融塩データベース委員会>
秋田家史料データベース <東北大学情報シナジーセンター学術情報分室学術情報研究部>
医用細胞資源センター 細胞株カタログ <東北大学加齢医学研究所 医用細胞資源センター>
女川地磁気データベース <東北大学大学院理学研究科惑星プラズマ・大気研究センター>
学術研究論文データベース(仮称) <東北大学医療技術短期大学部 ・紀要編集委員会 ・インターネット運用担
当:小林 悌二>
キラリティ・データベース <東北大学多元物質科学研究所 資源変換・再生研究センター反応化学情報研究部>
金研、材料データベース <金属材料研究所計算材料学センター長 川添良幸>
金研点検評価データベース(仮称) <東北大学金属材料研究所点検評価室>
計算複雑流動研究分野 <井上 督(東北大学流体科学研究所 計算複雑流動研究分野教授)>
原子・分子の流れ解析に関するデータベース <日本機械学会 P-SC263「原子・分子流れ解析に関するデータベ
ース調査研究分科会」>
国内言語学関連研究機関 WWW ページリスト <後藤斉>
国内人文系研究機関 WWW ページリスト <後藤斉>
昆虫行動制御天然物質データベース <玉木佳男>
様々な温度での金属融体の構造因子データベース <東北大学 多元物質科学研究所 早稲田研究室 物質構造解
析グループ>
社会学文献情報データベース <日本社会学会データベース委員会>
衝撃波研究センターデータベース <衝撃波研究センター>
植物目録 <東北大学大学院理学研究科付属植物園>
仙台数論小研究集会 <田谷 久雄>
電気通信研究所 研究者総覧システム <東北大学電気通信研究所 やわらかい情報システム研究センター>
電子顕微鏡画像データベース <東北大学多元物質科学研究所 表面プロセス制御研究分野>
東北数学雑誌、第一輯論文データ(仮称) <東北大学大学院 理学研究科数学専攻 東北数学雑誌編集室>
東北大学所蔵資料標本データベース(Tohoku University Museum Collection Database) <東北大学所蔵資料標
本データベース作成委員会>
東北大学大学院法学研究科・法学部図書室文献目録 <東北大学大学院法学研究科図書委員会・ネットワーク運
用委員会>
東北大学多元物資科学科学研究所 業績データベース(仮称) <東北大学 多元物資科学科学研究所 広報情報室>
東北大学多元物質科学研究所 業績データベース(仮称) <東北大学 多元物質科学研究所 広報情報室>
東北大学電気通信研究所文献データベース <東北大学電気通信研究所やわらかい情報システム研究センター>
東北大学図書館蔵書データベース <東北大学附属図書館>
東北大学ノア画像データベース <東北大学 東北アジア研究センター>
東北大学附属図書館狩野文庫画像データベース <東北大学附属図書館>
東北大学法学部図書室 図書検索システム <東北大学大学院法学研究科図書委員会・ネットワーク運用委員会>
日本思想史関係研究文献要目 <東北大学文学部日本思想史研究室>
流体科学研究所 公表論文リスト(仮称) <流体科学研究所 研究推進委員会>
流体科学データベース <東北大学流体科学研究所>
宮城教育大学
図書目録データ <宮城教育大学付属図書館>
宮城教育大学環境研データベース(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
秋田大学医学部医学科全授業シラバス・データベース <秋田大学医学部医学科 社会環境医学講座 医科学情報
学分野 中村彰、片平昌幸>
秋田大学蔵書検索システム <秋田大学附属図書館>
技術/文化の発達史年表 <中村彰(秋田大学医学部 社会環境医学講座 医科学情報学分野)>
資源データベース <成田裕一 他>
山形大学
電気化学の庵 <データベースアメニティ研究所(山形大学バーチャル研究所)>
山形大学医学部脳神経外科ホームページ内「臨床及び基礎研究」(仮称) <山形大学医学部脳神経外科>
山形大学オンライン蔵書目録 <山形大学附属図書館>
山形大学所蔵「高橋文庫」目録データベース <山形大学附属図書館>
山形大学地域共同研究センターホームページ <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>
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福島大学
福島大学附属図書館所蔵目録データベース <福島大学附属図書館>
本学関係雑誌目次データベース <福島大学附属図書館>
茨城大学
茨城県地名索引(仮称) <中村直美 金井弘夫>
宇宙線世界資料センターデータベース <宇宙線世界資料センター>
江戸後期史学関係総合データベース <附属図書館>
人文学部紀要・政経学会雑誌目次一覧 <茨城大学 人文学部 人文図書室>
筑波大学
2001 年度版 心身障害学系・教官研究活動データベース <心身障害学系(発行者:中村満紀男、作成者:小畑文
也)>
BIOSIS Previews <Bioscience Information Service (U.S.A)>
CAB Abstracts <CAB lnternational(U.K)>
Current Index to Journals in Education <National Institute of Education (U.S.A.)>
Dictyostelium cDNA Database <Dictyostelium cDNA Project in Japan>
ERIC Resources in Education <National Iustitute of Education (U.S.A.)>
Information Services for Physics & Engineering Communities <Institute of Electrical Engineers>
PsycINFO <American Psychological Association (U.S.A.)>
Rust flora of Japan <植物寄生菌研究グループ>
TULIPS 所蔵雑誌データベース <筑波大学附属図書館>
TULIPS 所蔵図書データベース <筑波大学附属図書館>
TULIPS 全文情報データベース <筑波大学附属図書館>
アジア自動気象観測装置ネットワーク(GAME-AAN)データベース <アジア自動気象観測装置ネットワークデータ
ベース作成委員会>
インターネット美術館(仮称) <筑波大学芸術学系>
工作センター 材料データベース <工作センター>
大学体育研究・総目次(仮称) <筑波大学体育センター>
知的コミュニティ情報システム 図書館情報学及び情報メディア研究に関するメタデータデータベース <筑波
大学知的コミュニティ基盤研究センター>
筑波大学共通体育シバラス <筑波大学体育センター>
筑波大学体力測定データベース(仮称) <筑波大学体育センター>
筑波大学薬理研究業績データベース(仮称) <筑波大学基礎医学系薬理>
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>
日本美術シソーラスデータベース絵画編 <筑波大学日本美術シソーラスデータベース作成委員会>
比較・国際教育情報データベース <日本比較教育学会比較・国際教育情報データベース作成委員会>
捕食・寄生性昆虫ダニ類 文献データベース <捕食・寄生性昆虫研究会>
歴史統計データ <明治･大正期人口統計データベース作成研究会(代表 村山祐司)>
宇都宮大学
UDAILIB-DATABASE <宇都宮大学附属図書館>
群馬大学
群馬大学紀要目次情報データベース <群馬大学附属図書館>
群馬大学附属図書館オンライン目録データベース <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データベース <群馬大学附属図書館>
埼玉大学
共生社会研究センター資料検索システム <ミューズ総合研究所>
埼玉大学 OPAC <埼玉大学附属図書館>
埼玉大学理学部数学科 Saitama Math J.文献抄録 <埼玉大学理学部数学科>
千葉大学
CEReS が提供するデータベース・画像集 <千葉大学環境リモートセンシング研究センター(CEReS)>
衛星データ検索システム <千葉大学 環境リモートセンシング研究センター>
学術研究論文一覧(仮称) <千葉大学外国語センター>
環境研究のための地理情報データベース <近藤昭彦>
教育学部 Web 内検索 <>
研究業績 <環境調節工学研究室(千葉大学園芸学部)>
地震研傭船 地殻構造 Web データベース <>
千葉大学インハウス情報提供システム(学内サイト検索) <>
千葉大学研究者 Database 検索システム <>
千葉大学研究者データベース検索システム <千葉大学共同研究推進センター>
千葉大学大学院医学研究院 自律機能生理学・分子統合生理学 <千葉大学大学院医学研究院 自律機能生理学・
分子統合生理学>
千葉大学附属図書館蔵書目録データベース <千葉大学附属図書館>
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データベース : CEReS が提供するデータベース・画像集 <千葉大学環境リモートセンシング研究センター>
日本近代画像データベース <日本近代デザインデータベース作成委員会>
萩庭さく葉コレクション <>
萩庭さく葉植物標本 <萩庭さく葉標本データベース作成会>
東京大学
10GHz 銀河面電波サーベイ <半田利弘・祖父江義明>
2001 年度の論文･発表等、2002 年度の論文･発表等 <新領域創成科学研究科 基盤情報学専攻 相田研究室>
BGPlants <研究用植物データベース作成グループ>
Biomedical Collection III <OVID Technologies 社>
Biomedical Collection IV <OVID Technologies 社>
BiomedicalCollection II <OVID Technologies 社>
CancerLit <OVID Technologies 社>
CINAHL <CINAHL Information Systems>
Core Biomedical Collection (CBC) <OVID Technologies 社>
Database of Transcription Start Sites <東京大学医科学研究所>
Endangered Languages 「危機言語」のホームページ <東洋言語研究室>
FELIX:ジャーナルコンテンツ・データベース <東京大学情報基盤センター>
IAM カルチャーコレクションデータベース(仮称) <東京大学分子細胞生物学研究所 細胞機能情報研究センタ
ー>
JHES <日本ハンドサーチエレクトロニックサーチ研究会>
LIPID BANK for Web <>
MEDLINE <National Libyary of Medicine U.S. Dept of Health and Human Sci. CD PLUS Technologies>
Mental Health Collection <OVID Technologies 社>
Nursing Collection <OVID Technologies 社>
SAGE 法による遺伝子発現プロファイル <本大学大学院医学系研究科分子予防医学教室>
SATellite Image Archive for Network <Institute of Industrial Science, University of Tokyo, Kitsuregawa
laboratory>
SATellite Image Archive for Network <東京大学生産技術研究所喜連川研究室>
Silkbase <Bombyx Genome Database Woking Group>
SMAD@ERI <東京大学地震研究所地震火山災害部門,東京大学地震研究所附属地震地殻変動観測センター強震観
測部,神野 達夫>
Social Science Japan Data Archive <東京大学社会科学研究所附属日本社会研究情報センター>
Web of Science <Institute for Scientific Information>
浅田家文書目録 <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>
医学誌 Web <医学中央雑誌刊行会>
石川一郎文書目録 <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>
入来院家文書 <>
インターネット学術情報インデックス:Index to Resources on Internet <東京大学情報基盤センター>
インド学仏教学論文データベース <日本印度学仏教学会>
営業報告書検索 <武田 晴人>
営業報告書目録 <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>
小野秀雄コレクション <東京大学社会情報研究所>
小野秀雄コレクション・かわら版新聞錦絵データベース <東京大学社会情報研究所かわら版・新聞錦絵研究会>
花押カードデータベース(平安時代・鎌倉時代) <「花押画像のデータベース構築とその計測処理とに関する基
礎的研究」研究グループ>
科研費研究成果報告書リスト <東京大学薬学図書館>
刊行物データベース <>
幾何計算ソフトウエア <杉原厚吉(1948-)>
近代朝鮮関係書籍データベース <>
古記録フルテキストデータベース(Broad Band@SHIPS) <東京大学史料編纂所古記録フルテキストデータベース
グループ>
国際沿岸海洋研究センター研究業績、Publication List,International Coastal Research Center <国際沿岸
海洋研究センター研究報告編集委員長 宮崎信之>
国際沿岸海洋研究センター研究実績、Publication List,International Coastal Research Center <国際沿岸
海洋研究センター研究報告編集委員長 宮崎信之>
国労関係資料目録 <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>
古写真データベース <東京大学史料編纂所>
古文書目録データベース(史料編纂所歴史情報処理システム-SHIPS-) <東京大学史料編纂所古文書目録データ
ベース作成グループ>
材料設計用データベース <東京大学人工物工学研究センターライフサイクル工学部門情報知識学会 CODATA 材
料データシステム委員会>
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材料プロセスにおける形態・構造制御エキスパートシステム <学振未来開拓「異常成長」プロジェクトグルー
プ>
資源生物画像情報データベース <資源生物画像情報データベース作成委員会>
地震活動解析システム <東京大学地震研究所地震予知情報センター>
地震波形データベース <東京大学地震研究所地震予知情報センター>
施設に保存されている研究用植物のデータベース <研究用植物データベース作成グループ>
肖像情報データベース <東京大学史料編さん所 画像史料解析センター>
所蔵史料目録データベース <東京大学史料編さん所図書室>
所蔵史料目録データベース <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データベース <東大史料編さん所附属画像史料解析センター>
人口学文献検索 <中澤, 港>
森林利用関係文献リスト <森林利用学会>
摺物データベース <摺物データベースグループ>
製紙科学データベース <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>
戦後日本政治外交データベース <>
双方向型錦絵 DB <錦絵 DB グループ>
大正新脩大藏經テキストデータベース <大蔵経テキストデータベース研究会>
大日本史料索引(史料編纂所歴史情報処理システム-SHIPS-) <東京大学史料編纂所>
大日本史料総合データベース <東京大学史料編纂所>
田中英彦・坂井修一研究室ホームページ <東京大学大学院 情報理工学系研究科 電子情報学専攻 田中英彦・坂
井修一研究室>
中国絵画所在情報データベース <東京大学 東洋文化研究所附属 東洋学研究情報センター>
中国絵画所在情報データベース <東京大学東洋文化研究所附属東洋学研究情報センター>
中国近現代文学関係雑誌記事データーベース <中国近現代文学関係雑誌記事 DB 作成 WG 代表者:尾崎文昭>
中国近現代文学関係雑誌記事データベース <中国近現代文学関係雑誌記事 DB 作成 WG,尾崎文昭>
中国近現代文学関係雑誌記事データベース <中国近現代文学関係雑誌記事 DB 作成 WG(代表者:尾崎文昭)>
中世記録人名索引(史料編纂所歴史情報処理システムーSHIPS-) <東京大学史料編纂所>
土屋家旧蔵文書目録 <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>
データベース「世界と日本」 <東京大学東洋文化研究所田中明彦研究室>
電子版霞亭文庫 <>
電子版貴重書コレクション <>
電子版自然真営道 <>
電子版東京大学総合図書館漢籍目録 <>
東京大学 OPAC <東京大学附属図書館、東京大学 情報基盤センター>
東京大学愛知演習林量水観測結果報告 <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>
東京大学医学系研究科学位論文論題データベース <東京大学医学図書館>
東京大学海洋研究所附属国際沿岸海洋研究センター <海洋研究所附属国際沿岸海洋研究センター>
東京大学海洋研究所付属国際沿岸海洋研究ｾﾝﾀｰ <国際沿岸海洋研究ｾﾝﾀｰ研究報告編集委員長 宮崎信之>
東京大学海洋研究所附属国際沿岸海洋研究センター <国際沿岸海洋研究センター研究報告編集委員長 宮崎信
之>
東京大学学位論文データベース <>
東京大学学誌財グローバルベース <東京大学総合研究博物館>
東京大学経済学部所蔵特別資料戦時海運関係資料目録 <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>
東京大学経済学部所蔵特別資料濱田徳海資料目録 <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>
東京大学研究者紹介データベース <東京大学研究協力部研究協力課>
東京大学工学系研究科航空宇宙工学専攻図書室所蔵報告類目録 <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>
東京大学社会情報研究所附属情報メディア研究資料センター所蔵新聞目録 <東京大学社会情報研究所附属情報
メディア研究資料センター>
東京大学史料編纂所データベース <>
東京大学総合研究博物館地史古生物部門所蔵 白亜紀アンモナイト類登録標本データベース <>
東京大学総合研究博物館データベース <東京大学総合研究博物館>
東京大学東洋文化研究所所蔵漢籍目録データベース <>
東京大学泌尿器科症例登録データベース(仮称) <東京大学泌尿器科学教室>
東京大学附属図書館における新聞資料所蔵一覧 <東京大学社会情報研究所附属情報メディア研究資料センター>
日本史史料書誌統合データベース <日本史史料書誌統合データベース作成グループ>
日本成人心臓血管外科手術データベース <日本成人心臓血管外科手術データベース>
日本成人心臓血管外科手術データベース <日本成人心臓血管外科手術データベース>
日本中世古文書フルテキストデータベース <日本中世古文書フルテキストデータベース作成グループ>
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日本の無作為化比較試験データベース <無作為比較試験データベース作成委員会>
ネパール産種子植物標本・画像データベース <ネパール産種子植物標本データベース作成委員会>
ブックコンテンツ・データベース <東京大学情報基盤センター>
編年史料綱文データベース(Broad Band@SHIPS) <東京大学史料編纂所編年史料綱文データベースグループ>
南アジア文献検索データベース <>
南谷・中村研究室 発表論文 <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>
有機金属反応経路の 3D 図集(3D Structures of Organometallic Reaction Pathway) <東京大学大学院 理学系
研究科 化学専攻 中村研究室>
有用生物資源画像データベース <東京大学農学生命科学研究科生物測定学研究室>
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>
乱流輸送現象の DNS のデータベース <東京大学大学院工学系研究科 笠木伸英>
乱流輸送現象のデータベース <東京大学大学院工学系研究科機械工学専攻 笠木伸英>
理科年表「日本付近のおもな被害地震年代表」検索プログラム <>
歴史絵引データベース <東京大学史料編纂所附属 画像史料解析センター>
和雑誌特集記事索引データベース <>
和雑誌特集記事索引データベース <東京大学医学図書館>
東京医科歯科大学
寄生虫学雑誌&Parasitology International データベース <赤尾信明・上村 清>
寄生虫用語集データベース <日本寄生虫学会用語委員会及び情報処理委員会>
寄生虫和名表データベース <日本寄生虫学会用語委員会&情報処理委員会>
日本寄生虫学会員会員名簿データベース <赤尾 信明>
日本寄生虫学会演題データベース <赤尾 信明>
日本臨床寄生虫学会演題データベース <赤尾 信明>
東京外国語大学
Linguistic Survey of India データベース <GICAS(アジア書字コーパスに基づく文字情報学の創成)COE 拠点>
小川・浅井台湾資料 <GICAS(アジア書字コーパスに基づく文字情報学の創成)COE 拠点>
開成石経字体データベース <>
『国語学』データベース <国語学会データベース委員会>
三省堂言語大辞典データベース <東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所>
東京外国語大学附属図書館所蔵資料データベース <東京外国語大学附属図書館>
東京学芸大学
E-TOPIA : 教育系電子情報ナビゲーションシステム <東京学芸大学附属図書館>
外国語教育実態調査データベース <東京学芸大学 国際教育センター>
環境学習ネットワーク:環境データ観測・活用事業データベース <東京学芸大学教育学部附属環境教育実践施設>
環境のための地球規模の学習及び観測プログラムデータベース <東京学芸大学教育学部附属環境教育実践施設>
教育系 Web ページ全文検索 <>
教育実践データベース <教育実践データベース作成プロジェクト>
教育総合データベース : 東京学芸大学附属図書館作成オリジナルデータベース <>
教員養成カリキュラム開発研究文献目録(仮称) <東京学芸大学教員養成カリキュラム開発研究センター>
雑穀研究データベース <東京学芸大学教育学部附属環境教育実践施設>
東京学芸大学音楽教育学データベース <筒石 賢昭>
東京学芸大学附属図書館 OPAC <>
特殊教育研究施設 研究報告データベース(仮称) <東京学芸大学 特殊教育研究施設>
望月文庫往来物目録・画像データベース <東京学芸大学附属図書館>
東京農工大学
Sex Pheromone of Moths <東京農工大学大学院 BASE 安藤哲>
教育と研究 <東京農工大学総合情報メディアセンター、広報社会貢献委員会、大学情報委員会、総務部>
繊維科学画像データベース <東京農工大学工学部附属繊維博物館>
東京農工大学研究年報データベース <東京農工大学附属図書館>
民間等との共同研究一覧 シーズ集 教官特許出願データ <共同研究開発センター>
東京芸術大学
AV 資料データベース <東京芸術大学音楽学部音楽研究センター>
音楽学基礎文献データベース <東京芸術大学音楽学部楽理科>
所蔵音楽資料(オープンテープ)データベース <東京藝術大学音楽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研究グループ>
所蔵音響資料(オープンテープ)データベース <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 柘植元一を代表とする研究グループ>
(東京芸術大学音楽学部)音楽研究センター資料案内 <(東京芸術大学音楽学部)音楽研究センター>
東京芸術大学音楽学部楽理科 卒業論文データベース <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専攻科修了論文・大学院音楽研究科音楽学専攻修士論文データベース <東京芸術
大学音楽学部楽理科>
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東京芸術大学附属図書館 WebOPAC <東京芸術大学附属図書館>
東京芸術大学附属図書館貴重資料データベース <東京芸術大学附属図書館>
東京工業大学
Human ABC Transporter Genes Database <東京工業大学大学院生命理工学研究科 石川智久研究室,富士通九州
システムエンジニアリング>
経済技術データベース(Database for the Analsys of the Techno-Economics) <東京工業大学 社会理工学研究
所 経営工学専攻 渡辺研究室 技術経済分析研究会>
東京工業大学総合目録データベース <東京工業大学附属図書館>
東京工業大学電子図書館 <東京工業大学附属図書館>
電気通信大学
電気通信大学研究者情報総覧 <電気通信大学研究協力室>
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
外地関係統計資料目録 <経済統計情報データベース編成委員会 一橋大学経済研究所附属社会科学統計情報研
究センター>
長期経済統計データベース <一橋大学経済研究所附属社会科学統計情報研究センター>
統計調査総覧 <経済統計情報データベース編成委員会>
統計調査報告書 <経済統計情報データベース編成委員会>
統計表 <経済統計情報データベース編成委員会>
一橋大学附属図書館所蔵資料データベース <一橋大学附属図書館>
一橋ディジタルアーカイヴス(Hitotsubashi Digital Archives) <一橋大学附属図書館>
横浜国立大学
化学センサーデータベース <化学データベース委員会>
学内論文検索システム <横浜国立大学附属図書館>
教官研究課題検索システム用データベース <横浜国立大学共同研究推進センター>
松田裕之業績目録 <松田裕之>
横浜国立大学附属図書館画像データベース <社会科学特殊コレクション及び画像データベース作成委員会>
横浜国立大学附属図書館書誌所在情報データベース <横浜国立大学附属図書館>
新潟大学
DENTEX address book <DENTEX project>
アサガオ生理学データベース(仮称) <新潟大学理学部 和田 清俊>
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>
刊行物一覧データベース <新潟大学 大学教育開発研究センター>
紀要『現代社会文化研究』データベース(仮称) <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>
所蔵資料一覧データベース <新潟大学 大学教育開発研究センター>
図書・雑誌目録データベース <新潟大学附属図書館>
新潟大学 産学連携のための研究者一覧 <新潟大学地域共同研究センター>
新潟大学貴重資料データベース <新潟大学附属図書館>
新潟大学貴重資料データベース <新潟大学附属図書館>
新潟大学歯学部業績一覧 <新潟歯学会>
新潟大学歯学部歯科補綴学第一講座業績 <新潟大学大学院医歯学総合研究科 摂食機能を再建学>
富山大学
外国雑誌目録データベース <富山大学経済学部資料室>
川合文書データベース <>
川合文書データベース <富山大学附属図書館>
菊池文書データベース <>
菊池文書データベース <富山大学 附属図書館>
社会学文献情報データベース <日本社会学データベース委員会>
神国日本画像データベース <>
高岡高商蔵書(洋書)目録データベース <富山大学経済学部資料室>
高岡高商蔵書(和書)目録データベース <富山大学経済学部資料室>
高岡高等商業学校関係逐次刊行物記事索引 <富山大学経済学部資料室>
ちりめんページ <>
東寺文書悉皆目録及び花押画像データベース <東寺文書データベース作成委員会>
富山大学紀要・富大経済論集 記事索引(仮称) <富山大学経済学部助手室>
富山大学経済学部資料室所蔵図書目録データベース <富山大学経済学部資料室>
富山大学経済学部法令判例資料室所蔵目録データベース <富山大学経済学部資料室>
富山大学附属図書館蔵書検索 <富山大学附属図書館>
富山大学ヘルン(小泉八雲)文庫所蔵ラフカディオ・ハーン関係文献目録 <>
富山大学ヘルン(小泉八雲)文庫所蔵ラフカディオ・ハーン関係文献目録データベース <富山大学 附属図書館>
日本現存朝鮮古書データベース <藤本幸夫>
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ヘルン文庫「和装本画像データベース」 <富山大学附属図書館>
法律文献略称表(仮称) <富山大学経済学部資料室>
北陸地域資料所蔵目録データベース <富山大学経済学部資料室>
夜間主コース図書室所蔵図書データベース <富山大学経済学部資料室>
歴史気候データベース <富山大学教育学部 田上善夫>
和雑誌目録(仮称) <富山大学経済学部資料室>
金沢大学
オフィオライト文献データベース <石渡 明>
画像診断データベース <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>
金沢大学所蔵古写本・版本データベース <金沢大学附属図書館所蔵古写本・版本データベース作成委員会>
金沢大学総合目録データベース <金沢大学附属図書館>
服薬指導データベース <金沢大学薬学部 企画広報委員会>
福井大学
福井県自然災害データベース <福井大学教育地域科学部 地学教室>
福井県地質文献データベース <福井大学教育地域科学部 地学教室>
福井大学蔵書目録データベース <福井大学附属図書館>
福井地域地盤データベース <福井地域環境研究会地盤分科会>
山梨大学
健やか親子 21 取り組みのデータベース <主任研究者 山梨大学大学院医学工学総合研究部保健学Ⅱ講座 教授
山縣然太朗>
生と死のデータべ-ス <山梨大学附属図書館医学分館>
母子保健・医療情報データベース <分担・主任研究者 山梨大学大学院医学工学総合研究部保健学 II 講座教授
山縣然太朗>
山梨大学科学研究費補助金研究成果報告書所蔵データベース <山梨大学附属図書館>
山梨大学蔵書目録データベース(仮称) <山梨大学附属図書館>
山梨大学附属図書館医学分館蔵書目録データベース <山梨大学附属図書館医学分館>
信州大学
信州大学研究者情報総覧(日本語版、英語版) <信州大学点検評価委員会>
信州大学繊維学部教育研究活動データベース <信州大学繊維学部>
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>
素粒子・原子核反応での HBT 効果のデータベース <美谷島 實(信大理)、溝口 卓哉(鳥羽高専)、中島 典昭(高
知医科大)>
日本作物学会論文検索 <日作紀データベースプロジェクトボランティアグループ>
老化促進モデルマウス(SAM)データベース <老化促進モデルマウス(SAM)研究協議会>
岐阜大学
海岸工学論文集データベース(PC 版) <小林智尚，土木学会海岸工学委員会研究現況レビュー小委員会>
海岸工学論文集データベース(Web 版) <小林智尚，土木学会海岸工学委員会>
岐阜大学学位論文・科研費報告書検索 <岐阜大学附属図書館>
岐阜大学農学部獣医学科家畜生理学講座業績集 <>
岐阜大学附属図書館 OPAC <岐阜大学附属図書館>
教育用マルチメディア素材(映像)資料集 <岐阜大学総合情報メディアセンター情報メディア開発研究部門・カ
リキュラム開発研究部門>
教材データベース(仮称) <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>
中部 6 県域における海溝型地震による震度・液状化危険度情報 <岐阜大学流域圏科学研究センター>
病原微生物株データベース <岐阜大学 微生物学講座>
理科教材データベース <岐阜大学教育学部理科教育講座(地学)>
静岡大学
Ring Server <Ring Server Project>
技術教育データベース <技術教育研究グループ(代表 亀山 寛)>
静岡大学博士・学位論文内容の要旨データベース(仮称) <静岡大学附属図書館>
静岡大学附属図書館所蔵目録データベース <静岡大学附属図書館>
中国古典文学 文献案内 <許山 秀樹(のみやま ひでき)>
名古屋大学
210 度地磁気データ <210 度地磁気データベース作成委員会(代表:湯元清文)>
Radiolaria : 放散虫化石画像データベース <>
STEP 極域磁場・オーロラ広域観測データ <林 幹治>
Ultrastructure of Collagen - a database <小林邦彦>
Video-learning Channel <名古屋大学 情報メディア教育センター>
Web SPIRS <Silver Platter 社>
伊藤圭介文庫 <名古屋大学附属図書館>
伊藤圭介文庫 <名古屋大学附属図書館>

－ 117 －

医用画像集 <小林 邦彦>
宇宙線データベース <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>
紀要情報照会 <名古屋大学附属図書館>
太陽風速度データベース <名古屋大学太陽地球環境研究所太陽風研究室>
中部農業経営・経済文献目録一覧(仮称) <中部農業経済学会>
名古屋大学医学部・大学院医学系研究科欧文業績録データベース (仮称) <名古屋大学医学部・大学院医学系研
究科欧文業績録編集委員会>
名古屋大学学位論文目録 <国立情報学研究所>
名古屋大学地震観測網データベース <名古屋大学大学院環境学研究科地震火山・防災研究センター>
名古屋大学所蔵 CD-ROM 目録 <>
名古屋大学所蔵 CD-ROM 目録 <名古屋大学附属図書館>
名古屋大学所蔵新聞目録 <>
名古屋大学新聞目録 <名古屋大学附属図書館>
名古屋大学蔵書目録データベース(OPAC) <名古屋大学付属図書館>
名古屋大学大学院医学系研究科医療薬学・医学部附属病院薬剤部 <名古屋大学大学院医学系研究科医療薬学・
医学部附属病院薬剤部>
名古屋大学電子ジャーナル・アクセスサービス <電子ジャーナル連絡会>
名古屋大学放散虫化石データベース <水谷伸治郎、磯貝芳徳、永井ひろ美、小嶋智、足立守>
分子生物学データベース(仮称) <名古屋大学・生命理学>
放散虫化石データベース(仮称) <Rad-File(IDB)研究グループ>
真継家文書 <名古屋大学文学部文学研究科日本史学研究室>
メダカ・ホームページ <メダカ.データベース.グループ>
毛利フーフェラントコレクションデータベース <名古屋大学博物館>
有機溶剤中毒症例データベース <日本産業衛生学会有機溶剤中毒研究会 症例集編集事務局>
乱流の大規模数値計算データベース(仮称) <名古屋大学大学院工学研究科計算理工学専攻金田研究室>
愛知教育大学
愛知教育大学生物教材文献検索データベース <愛知教育大学 理科教育講座 川上研究室>
名古屋工業大学
図書・雑誌目録 <名古屋工業大学附属図書館>
三重大学
有賀喜左衛門研究 <武笠俊一>
細胞膜抗原(CD)マーカーデータベース <内科学第二講座>
高橋文太郎研究 <武笠俊一>
芭蕉紀行文文字データベース <三重大学近世文化研究会>
三重外科集談会抄録データベース <三重外科集談会>
三重大学オンライン目録検索 DB <三重大学附属図書館>
三重大学水産実験所魚類標本 <木村 清志>
論文投稿規定集(日本語) <医療情報部>
滋賀大学
滋賀大学附属図書館所蔵目録データベース(仮称) <滋賀大学附属図書館>
京都大学
abstracts <SLAC>
BOOKS <SLAC>
coden <SLAC>
CONF <SLAC 及び基研>
EXPERIMENTS <SLAC>
FOOD <食品と栄養データベース作成委員会>
HEP <スタンフォード線形加速器センター(SLAC)、ドイツ電子シンクロトン研究所(DESY)、高エネルギー研、基
研他>
HEPNAMES <SLAC>
Information Service in Physics, Electrotechnology and Control <The Institution of Electrical Engineers>
Information Service in Physics, Electrotechnology and Control <The Institution of Electrical Engineers>
Information Service in Physics, Electrotechnology and Control <The Institution of Electrical Engineers>
Information Service in Physics, Electrotechnology and Control <The Institution of Electrical Engineers>
Information Service in Physics, Electrotechnology and Control <The Institution of Electrical Engineers>
Information Service in Physics, Electrotechnology and Control <The Institution of Electrical Engineers>
Information Service in Physics,Electrotechnology and Control <The Institution of Electrical Engineers>
INSPEC THESAURUS <The Institution of Electrical Engineers>
INSPEC 分類コードデータベース <The Institution of Electrical Engineers>
INST <SLAC>
KEGG 遺伝子ゲノム百科事典 <金久實,京都大学化学研究所バイオインフォマティクスセンター金久研究室>
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KOKYUROK(講究録)データベース <京都大学数理解析研究所>
KOUBO <京都大学基礎物理学研究所>
Kyoto University OPAC <>
LIGAND CHEMICAL DATABASE FOR ENZYME REACTION <西岡孝明、五斗進、金久實>
NEWHEPTH <京都大学基礎物理学研究所>
PICMS データベース <京都大学数理解析研究所>
SEMINAR <京都大学基礎物理学研究所>
Smithonian Astrophysical Observatory Catalog <Smithonian Astrophysical>
VISITOR <京都大学基礎物理学研究所>
WAKATE <素粒子・原子核・高エネルギー三者若手、京都大学基礎物理学研究所>
遺伝相談施設(カウンセラー)情報 <京大病院遺伝子診療部、藤田 潤>
外国政治・外交資料及び議会資料データベース <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>
貴重資料画像データベース <京都大学附属図書館>
京都大学環太平洋データベース <京都大学経済学研究科>
京都大学基礎物理学研究所研究会記録データベース <京都大学基礎物理学研究所>
京都大学総合博物館標本データベース <京都大学総合博物館>
京都大学総合目録データベース <京都大学附属図書館・部局図書館(室)>
京都大学蔵書検索 OPAC <>
京都大学博士学位論文論題一覧 <>
京都大学博士学位論文論題一覧データベース <京都大学附属図書館>
京都大学附属図書館所蔵 近衛文庫目録 <京都大学附属図書館>
京都大学附属図書館所蔵蔵経書院本目録 <京都大学附属図書館>
京都大学附属図書館所蔵富士川文庫目録 <京都大学附属図書館>
京都大学ホームページ情報データベース <京都大学附属図書館>
工学研究(英文版 Kogaku Kenkyu) <京都大学大学院工学研究科>
在日本古脊椎動物化石データベース <京都大学理学部地質学鉱物学教室古脊椎動物グループ>
サル類固体簿 <京都大学霊長類研究所附属人類進化モデル研究センター>
情報学研究(英文版 Johogaku Kunkyu:Summaries of Research Activities) <京都大学大学院情報学研究科>
全国漢籍データベース <全国漢籍データベース協議会>
第一外科樹立細胞株 <京都大学第一外科>
第一外科論文業績集 <京都大学第一外科>
太陽地球系物理学データベース <STP データベース作成委員会>
太陽紅炎・フィラメント活動現象 <京都大学大学院理学研究科附属天文台>
谷村文庫書名一覧 <京都大学附属図書館>
地磁気データベース <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>
地磁気データベース(リアルタイムデータも含む)(仮称) <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>
電子化テキストデータベース <京都大学附属図書館>
東洋学文献類目データベース <京都大学人文科学研究所附属漢字情報研究センター>
ナショナルバイオリソースプロジェクト「ラット」 <京都大学大学院医学研究科附属動物実験施設>
ニホンザル野外研究関連文献リスト <霊長類研究所ニホンザル野外観察施設>
日本の数学関連情報検索システム <日本の数学関連情報検索システム>
農薬データベース <京大農薬ゼミ>
ヒト Germline 遺伝子・染色体検査オンラインデータベース <京大病院遺伝子診療部、小杉 眞司>
複雑系科学に関する情報発信(試験運用中) <京都大学大学院情報学研究科 複雑系科学専攻>
分子性合成金属・超伝導体の化学と物理 <斎藤 軍治,他 21 名>
木材機械加工文献データベース <京都大学大学院農学研究科森林科学専攻林産加工学分野,日本木材学会機械
加工研究会>
ライフサイエンス辞書 <ライフサイエンス辞書プロジェクト>
リアルタイム地磁気データベース(リアルタイム AE・Dst 指数を含む)(仮称) <京都大学理学研究科 地磁気世界
資料解析センター>
霊長類学文献索引データベース <霊長類研究所図書室及び霊長類学文献索引データベース作成委員会>
京都教育大学
京都教育大学蔵書目録データベース(仮称) <京都教育大学附属図書館>
京都工芸繊維大学
19/20 世紀蔵書票コレクションデータベース <19/20 世紀蔵書票コレクションデータベース・ワーキンググルー
プ>
京都工芸繊維大学書誌・所蔵目録データベース(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
iDCLE 関連文献データベース <稲葉 晶子>
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浅田研 研究刊行物データベース(仮称) <大阪大学工学研究科知能機能創成工学専攻 創発ロボット工学講座>
「大阪大学研究協力テーマ」 <大阪大学先端科学技術共同研究センター>
大阪大学小坂田研究室論文データベース(仮称) <大阪大学小坂田研究室>
大阪大学大学院医学系研究科組織再生医学分子組織再生分野(旧腫瘍生化学)教室ホームページ(仮称) <大阪大
学大学院医学系研究科組織再生医学分子組織再生(旧腫瘍生化学)教室>
大阪大学大学院工学研究科技術シーズデータベース <大学院工学研究科>
大阪大学附属図書館総合目録データベース <大阪大学附属図書館>
大阪大学文学部・文学研究科 <大阪大学大学院文学研究科広報委員会>
会議録 <レーザー核融合研究センター>
核物理研究センターの図書オンラインカタログ <核物理研究センター図書委員会>
血液・腫瘍内科学研究部論文データベース(仮称) <大阪大学大学院医学系研究科分子病態医学専攻 分子病態内
科学講座(旧血液・腫瘍内科学)>
ケンブリッジ結晶構造データベース <ケンブリッジ結晶学データセンター>
工学研究科 研究業績データベース <大阪大学大学院工学研究科 環境工学専攻 水野稔>
国際蛋白質構造データバンク <米国 RCSB(Reseach Collaboratory for Structur(Bioin for matics)が中心と
なり、ヨーロッパは EBI(European Bioinformatics Institute)が担当し、アジア地区は大阪大学蛋白質研究
所内の PDBj がデータ収集を担当して作成>
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>
日本語指示詞研究文献一覧 <金水 敏>
別刷表 <レーザー核融合研究センター>
溶媒抽出データベース <分離化学データベース研究会>
レポート表 <レーザー核融合研究センター>
わが国の法学関係文献の検索ツール(抄) <門昇>
大阪外国語大学
ウルドゥー語文献の書誌情報及び画像データベース <大阪外国語大学附属図書館>
シラバスデータベース <大阪外国語大学 学生部教務課>
ヒンディー語文献の書誌情報及び画像データベース <大阪外国語大学附属図書館>
ペルシア語文献の書誌情報及び画像データベース <大阪外国語大学附属図書館>
ベンガル語文献の書誌情報及び画像データベース <大阪外国語大学附属図書館>
大阪教育大学
大阪教育大学教科書データベース <大阪教育大学附属図書館>
大阪教育大学全学総合目録データベース <大阪教育大学附属図書館>
神戸大学
Database of Index to Chromosome numbers in Asteraceae <渡辺 邦秋>
Web 公開用の熟語音声データベース <神戸大学国際文化学部音声提示サーバ作成チーム>
WHHL/WHHLMI ウサギ英文論文リストおよび WHHL/WHHLMI ウサギの概要(仮称) <塩見 雅志>
WHO 疫学週報トピックス <神戸大学医学部保健学科感染・疫学情報センター>
会計文献タイトルデータベース <>
会計文献タイトルデータベース <神戸大学財務会計ラボ>
学術研究論文データベース(仮称) <神戸大学遺伝子実験センター環境遺伝子機能制御研究分野>
研究所受入ワーキングペーパー検索システム <>
財政データベース <玉岡 雅之>
新聞記事文庫 <>
住田文庫ホームページ <>
瀬戸内海藻類標本データベース <>
中川家文書 <>
奈良教育大学
教育資料データベース <奈良教育大学教育資料データベース作成グループ>
教育資料データベース <奈良教育大学教育資料データベース作成グループ>
教育資料データベース <奈良教育大学教育資料データベース作成グループ>
教育資料データベース <奈良教育大学教育資料データベース作成グループ>
奈良教育大学附属図書館所蔵データベース <奈良教育大学附属図書館>
奈良教育大学附属図書館所蔵データベース <奈良教育大学付属図書館>
奈良教育大学附属図書館所蔵データベース <奈良教育大学附属図書館>
奈良教育大学附属図書館所蔵データベース <奈良教育大学附属図書館>
奈良女子大学
奈良女子大学画像原文データベース <奈良女子大学附属図書館>
奈良女子大学所蔵女性問題図書目録 <奈良女子大学附属図書館>
奈良女子大学附属図書館蔵書検索システム <附属図書館>
万葉集校本データベース <万葉集校本データベース作成委員会>
和歌山大学
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MS Bibliographical List of Novelists in English <坂本正雄>
MS Woolfian Machine-readable Bibliography <坂本正雄>
MS Woolfian Text Archive <坂本正雄>
英文アブストラクト <和歌山大学経済学部経済研究所>
紀州藩文庫目録 <和歌山大学附属図書館>
寄贈図書目録 <和歌山大学経済学部経済研究所>
『経済理論』 <和歌山大学経済学部経済研究所>
逐次刊行物所蔵リスト <和歌山大学経済学部経済研究所>
明治以降外国語教科書データベース <外国語教科書データベース作成委員会>
和歌山大学経済学部経済研究所 所蔵目録データベース <和歌山大学経済学部経済研究所>
和歌山大学附属図書館蔵書目録データベース <和歌山大学附属図書館>
鳥取大学
Current Contents:(7Section) <Institute for Scientific Information 社>
Digital News Archives for Libraries <朝日新聞社>
Medline <Silver Platter 社>
NICHIGAI/WEB:雑誌記事索引 <日外アソシエーツ社>
Swetscan <Swets Blackwell>
Yonago Acta medica online <鳥取大学附属図書館医学部分館>
世界の食料統計 <鳥取大学農学部・伊東研究室>
鳥取大学付属図書館医学部分所蔵資料目録 <鳥取大学付属図書館医学部分館>
鳥取大学附属図書館蔵書目録データベース <図書館>
岡山大学
SPARROW -Publication List- <岡山大学薬学部教官>
池田家文庫絵図データベース(池田家文庫絵図類総覧) <岡山大学附属図書館>
遺伝性難聴ホームページ <岡山大学医学部附属病院耳鼻咽喉科 分子耳鼻科研究グループ 福島 邦博>
岡山県民行動圏調査 <岡山大学環境理工学部 統計学グループ>
岡山大学附属図書館 蔵書目録(OPAC) <岡山大学附属図書館>
岡山藩人物情報データベース"諸職交替" <岡山大学附属図書館>
手術式別器械材料準備データベース <岡山大学医学部附属病院中央手術部>
テクニカルレポートデータベース <固体地球研究センター(岡山大学)>
統合メッシュデータ(仮称) <垂水共之>
薬学部教官研究テーマ・研究業績データベース(仮称) <岡山大学薬学部>
薬学部専門科目シラバスデータベース(仮称) <岡山大学薬学部情報システム委員会及び教務委員会>
広島大学
インド大縮尺地図データベース <広島大学総合地誌研究資料センター>
教科書コレクション画像データベース <教科書コレクション画像データベース化プロジェクト>
業績(論文・学会)のデータベース(仮称) 広大放射線科(仮称) <広島大学大学院医歯薬学総合研究科(旧 放射線
医学)>
構造工学研究論文データベース(仮称) <広島大学大学院工学研究科 社会環境システム専攻 土木構造工学研究
室>
高等教育統計データベース集 <広島大学高等教育研究開発センター>
国際法外交雑誌文献目録 <西谷 元>
ジョン・グッドウィンおよび関連文献目録 <山田 園子>
日本におけるフランス 16 世紀研究 <広島大学総合科学部 平手友彦>
日本のローマ法 <吉原 達也>
広島外国語研究、視聴覚教育研究、オンライン語学学習 <広島大学情報メディア教育研究センター外国語教育
研究系(メディアコミュニケーション系)>
広島大学学位論文論題データベース <広島大学附属図書館>
広島大学産学共同活動テーマ データベース <広島大学地域共同研究センター>
広島大学蔵書目録 <広島大学附属図書館>
森戸文庫画像データベース <森戸文庫データベース作成グループ>
論文リスト(仮称) <広島大学大学院 先端物質科学研究科 宮崎誠一>
山口大学
中毒情報データベース <山口大学医学部附属病院薬剤部>
データベース,フリードリッヒ・フレーベル <荘司泰弘>
農業気象災害画像データベース <山口大学・メディア教育開発センター>
附属図書館所蔵目録データベース (仮称) <附属図書館>
万葉集データベース <吉村誠,中田充,葛崎偉>
徳島大学
TUIST <徳島大学附属図書館>
実験動物データベース <国立大学動物実験施設協議会>
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青少年問題に関する文献データベース <青少年文献データベース作成委員会>
香川大学
Macintosh トラブルニュース <秋山智>
香川大学附属図書館医学部分館書誌・所蔵データベース(仮称) <香川大学学術研究協力部情報図書課>
香川大学附属図書館目録所蔵データベース(仮称) <香川大学附属図書館>
神原文庫分類目録データベース(仮称) <香川大学附属図書館>
細胞情報生理学業績集(仮称) <香川医大 細胞情報生理学>
愛媛大学
沿岸環境問題データベース(仮称) <愛媛大学沿岸環境科学研究センター>
樹木年輪研究会文献一覧 <小林 修>
人工衛星地上観測データ参照・解析システム <愛媛大学 総合情報メディアセンター 情報基盤部門>
高知大学
高知大学蔵書データベース <高知大学附属図書館>
福岡教育大学
Fukuoka University of Education,Lan & Library(仮称) <福岡教育大学附属図書館>
障害児教育論文 db(仮称) <福岡教育大学 障害児教育講座、障害児治療教育センター>
九州大学
17-18 世紀国際法史・国制史コレクションデータベース <九州大学附属図書館>
CISG-Japan Database <曽野 裕夫>
Collected Papers データベース <九州大学附属図書館>
Current Contents. All Editions. <Ovid Technologies 社>
ERIC <Ovid Technologies 社>
ESAKIA 全文データベース <九州大学附属図書館 九州大学農学部>
MEDLINE <Ovid Technologies 社>
PsycINFO <Ovid Technologies 社>
Science Citation Index Expanded <Institute for Scientific Information>
アサガオ ホームページ <仁田坂 英二(九州大学大学院理学研究院・生物科学部門)>
アジア 環境技術情報データベース <九州大学大学院工学研究院附属環境システム科学研究センター>
宇宙天気概況 <九州大学 宙空環境研究センター>
カイコ遺伝子資源データベース <カイコ遺伝子資源データベース作成・委員会>
環太平洋地磁気ネットワークデータ <環太平洋地磁気ネットワークデータベース作成委員会>
キーワード式建築設計研究情報検索システム keyword-system Architecture1 Design(and studies) Information
Retrieva1 System <KWADIRS グループ(メンバーは、早稲田大学、慶応大学、武蔵工業大学、東京大学、九州
芸術工科大学、九州大学等入れ替わっている)>
九州大学システム情報科学研究院研究内容紹介 <興 雄司(九州大学システム情報科学研究院広報委員)>
九州大学大学院システム情報科学研究院 研究開発シーズ集 <興 雄司(九州大学システム情報)、九州大学大学
院システム情報科学研究院 広報委員会>
九州大学大学院システム情報科学研究院紀要アブストラクト集 <興 雄司(システム情報科学研究院)、九州大学
システム情報紀要編集委員会>
九州大学大学院システム情報科学研究院における発表論文・講演題目 <システム情報科学研究院 紀要編集委員
会>
九州大学農学部イネ系統保存データベース(仮称) <九州大学大学院農学研究院附属遺伝子資源開発研究センタ
ー・植物遺伝子開発分野>
九州大学附属図書館目録所在情報データベース <九州大学附属図書館>
昆虫学文献データベース <昆虫学データベース作成グループ>
昆虫目録データベース <九州大学大学院農学研究院昆虫学教室>
サンスクリット仏教文学研究史データベース <岡野 潔>
シグナル伝達系データベース <久原 哲>
地震データ流通システム <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>
西村文庫目録 <九州大学大学院人文科学研究院 地理学研究室>
日本産昆虫名称辞書 <昆虫学データベース作成グループ>
日本産ハナバチ類画像データベース <昆虫学データベース作成グループ>
文化財科学関係文献目録 <日本文化財学会>
流体の熱物性値プログラム・パッケージ PROPATH 第 12.1 版 <プロパス・グループ 幹事 高田保之(九州大学大
学院工学研究院機械科学部門)代表 伊藤猛宏(東亜大学大学院総合学術研究科)>
九州工業大学
九州工業大学工学部機械知能工学科機械工学教室(仮称) <九州工業大学工学部機械知能工学科機械工学教室>
情報科学センター 最近の研究成果 <情報科学センター>
分野一覧 DB(仮称) <九州工業大学地域共同研究センター>
佐賀大学
科学技術共同開発センター「年報」 <佐賀大学科学技術共同開発センター>
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佐賀大学海洋エネルギー研究センター「OTEC」データベース(仮称) <佐賀大学海洋エネルギー研究センター>
佐賀大学教官シーズデータベース <佐賀大学 科学技術共同開発センター>
佐賀大学経済学部地域経済研究センター ホームページ <佐賀大学経済学部地域経済研究センター>
佐賀大学経済学部地域経済研究センター・資料室 <佐賀大学経済学部 地域経済研究センター>
佐賀大学電子図書館 とんぼの眼 <佐賀大学附属図書館、佐賀大学学術情報処理センター>
長崎大学
High-definition Image Database of Old Photographs of Japan <Nagasaki University Library>
Japanese Old Photographs in Bakumatsu-Meiji Period <Nagasaki University Library>
STUDY-RS ML キーワード検索 <STUDY-RS ML 参加者>
グラバー図譜 <>
グラバー図譜データベース <長崎大学附属図書館研究開発室>
原爆被爆者診療記録データベース <長崎大学大学院医歯薬学総合研究科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>
長崎大学研究情報データベース(仮称) <長崎大学地域共同研究センター>
長崎大学第一内科業積集(1998 年～2000 年) <長崎大学医学部第一内科学教室>
日本リモートセンシング学会文献データベース <日本リモートセンシング学会 情報委員会>
幕末・明治期日本古写真超高精細画像データベース <長崎大学附属図書館研究開発室>
幕末・明治期日本古写真データベース <>
幕末・明治期日本古写真データベース <長崎大学附属図書館研究開発室>
幕末・明治期古写真超高精細画像データベース <>
熊本大学
CARD R-BASE <熊本大学生命資源研究・支援センター 資源開発部門(CARD)>
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>
アジアのシダ植物染色体のデータベース(Database of Asian Pteridophyte Chromosomes) <日本シダ学会>
英国小説翻訳一覧 <大野 龍浩>
科学技術文献速報 <科学技術振興事業団>
熊本大学学位論文データベース <熊本大学>
熊本大学教育学部紀要. 自然科学 <熊本大学教育学部>
熊本大学教育学部紀要. 人文科学 <熊本大学教育学部>
熊本大学三十年史 <熊本大学>
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>
熊本法学 <熊本大学法学会>
サイトカインシグナル伝達経路データベース <サイトカインシグナル伝達経路研究会>
サイトカインファミリーデータベース <サイトカインシグナル伝達経路研究会>
戦後 50 年朝日新聞見出しデータベース <朝日新聞社>
地中海建築都市文献情報検索システム <熊本大学工学部建築学科内地中海建築研究会>
永青文庫「細川家旧記・古文書分類目録正編」 <附属図書館>
日本語で書かれた医療人類学関連文献 <池田 光穂>
文学部論叢 <熊本大学文学会>
水俣病関係資料 <熊本大学学術資料調査研究推進室>
有孔虫文献データベース <長谷川 四郎>
理科年表 CD-ROM 2002 <文部科学省 国立天文台>
レファレンス事例データベース <九州地区国立大学図書館協議会>
大分大学
大分大学経済学部教育研究支援室所蔵資料目録(仮称) <大分大学経済学部教育研究支援室>
大分大学産学連携研究者情報 <>
宮崎大学
獣医臨床薬理学データベース <獣医臨床薬理 DB 研究会>
宮崎大学所蔵図書・雑誌目録データベース <宮崎大学附属図書館>
鹿児島大学
音楽資料:エルンスト・プッチェル先生作品集 <鹿児島大学附属図書館>
鹿児島大学多島圏研究センター出版目録(仮称) <鹿児島大学多島圏研究センター>
鹿児島大学附属図書館所蔵貴重資料目録データベース <玉里文庫データベース作成委員会>
鹿児島大学目録所在情報データベース <鹿児島大学附属図書館>
最高裁破棄判決データベース <鹿児島大学法文学部法政策学科法社会学研究室 2001 年度所属学生>
薩南諸島データーベース <河合 渓>
全国条例データベース <下井康史>
南西地域文献データベース <鹿児島大学附属図書館>
琉球大学
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伊波普猷文庫画像データベース(仮称) <琉球大学 附属図書館>
仲宗根政善言語史料画像情報データベース <琉球大学 附属図書館>
仲宗根政善言語資料画像情報データベース <琉球大学附属図書館>
宮良家文書画像データベース <琉球大学附属図書館>
目録データベース <琉球大学附属図書館>
琉球語音声データベース <琉球大学>
浜松医科大学
図書館蔵書目録検索システム(OPAC) <浜松医科大学附属図書館>
浜松医科大学規則集データベースシステム(仮称) <>
滋賀医科大学
漢訳データベース・瑜伽論 漢訳データベース・婆沙論梵蔵漢対校 Electric-TEXT 『大乗阿毘達磨集論』、
『大乗
阿毘達磨雑集論』 <瑜伽行思想研究会>
滋賀医科大学研究業績データベース <滋賀医科大学マルチメディアセンター>
滋賀医科大学研究者総覧 <滋賀医科大学マルチメディアセンター>
滋賀医科大学図書館所蔵目録データベース(仮称) <滋賀医科大学附属図書館>
富山医科薬科大学
民族薬物データベース <富山医科薬科大学 和漢薬研究所 民族薬物データベース作成委員会>
島根医科大学
CINAHL <OVID Technologies 社>
EBMR <OVID Technologies 社>
Journal citation reports(JCR) <ISI 社>
MEDLINE <OVID Technologies 社>
医学中央雑誌 <医学中央雑誌刊行会>
図書・雑誌所蔵検索サービス <島根大学附属図書館医学分館>
長岡技術科学大学
新外国雑誌目次データベース <長岡技術科学大学附属図書館>
長岡技術科学大学紀要データベース <長岡技術科学大学附属図書館,情報処理センター>
長岡技術科学大学博士論文目次要旨データベース <長岡技術科学大学図書課目録情報係,機械系・永澤研究室>
長岡技術科学大学附属図書館オンライン蔵書目録データベース(仮称) <長岡技術科学大学附属図書館>
豊橋技術科学大学
核磁気共鳴スペクトルデータベース <豊橋技術科学大学>
豊橋技術科学大学 特許情報システム <豊橋技術科学大学 未来技術流動研究センター>
豊橋技術科学大学付属図書館蔵書目録 <豊橋技術科学大学付属図書館>
高知医科大学
高知大学附属図書館医学部分館所蔵目録データベース(仮称) <高知大学附属図書館医学部分館>
上越教育大学
蔵書目録データベース <上越教育大学教務部図書課目録情報係>
兵庫教育大学
兵庫教育大学修士論文概要データベース <兵庫教育大学学校教育研究センター>
兵庫教育大学修士論文論題データベース <兵庫教育大学教務部図書課>
兵庫教育大学博士論文論題データベース <兵庫教育大学教務部図書課>
兵庫教育大学附属図書館教育実践資料データベース <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データベース <兵庫教育大学教務部図書課>
鳴門教育大学
教科教育実践学関係資料(国語科)データベース <鳴門教育大学付属図書館>
子どもの心を理解するための絵本のデータベース <佐々木宏子・鳴門教育大学附属図書館 児童図書室制作>
ドイツ・スポーツ運動論、主要語彙用例データベース <綿引勝美>
鳴門教育大学学位論文要旨データベース <鳴門教育大学附属図書館>
鳴門教育大学紀要論文データベース <鳴門教育大学附属図書館>
鳴門教育大学附属図書館蔵書目録データベース(仮称) <鳴門教育大学附属図書館>
鹿屋体育大学
鹿屋体育大学附属図書館所蔵目録データベース(仮称) <鹿屋体育大学附属図書館>
総合型地域スポーツクラブデータベース(仮称) <川西正志>
日本体育学会体育社会学会関連発表データベース <川西正志(代表)>
総合研究大学院大学
研究論文データベース <ST 研究グループ>
北陸先端科学技術大学院大学
教育研究総合データベース <北陸先端科学技術大学院大学>
北陸先端科学技術大学院大学学位論文データベース <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データベース <北陸先端科学技術大学院大学附属図書館>
奈良先端科学技術大学院大学
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NAIST 産学連携提案データベース <奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究調査センタ>
千原研究室文献データベース <奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 像情報処理学講座(千原研究
室)>
奈良先端科学技術大学院大学電子図書館システム <奈良先端科学技術大学院大学附属図書館>
微生物ゲノムデータベース <微生物ゲノムデータベース構築グループ>
藤原研究室 文献リスト <奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 コンピュータ設計学講座(藤原研究
室)>
政策研究大学院大学
政策研究大学院大学附属図書館蔵書検索システム <政策研究大学院大学附属図書館>
放送大学
放送大学附属図書館所蔵目録 <放送大学学園学習センター部図書課>
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データベース公開機関名
公開データベースの正式名称

<データベースの作成者>

《 公立大学 》
札幌医科大学
札幌医科大学附属図書館蔵書データベース(仮称) <札幌医科大学附属図書館>
福島県立医科大学
研究者データベース <福島県立医科大学>
日本医学物理学会大会演題・発表者データベース <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>
福島県立医科大学 オンライン閲覧用目録 <福島県立医科大学附属図書館>
高崎経済大学
高崎経済大学附属図書館所蔵目録データベース(仮称) <高崎経済大学附属図書館事務室 図書担当>
東京都立大学
Tools on Number Theory(数論ツール) <東京都立大学計算数学グループ 代表 中村憲>
小笠原諸島に関する人文・社会科学関係文献目録 <ダニエル・ロング>
都立大学図書館システム <東京都立大学付属図書館>
牧野標本館所蔵植物標本データベース <牧野標本館データベース作成グループ>
金沢美術工芸大学
金沢美術工芸大学付属図書館絵手本データベース <絵手本 DB 作成グループ>
金沢美術工芸大学付属図書館蔵書検索システム <金沢美術工芸大学付属図書館>
名古屋市立大学
名古屋市立大学蔵書データベース(仮称) <名古屋市立大学総合情報センター>
京都府立医科大学
京都府立医科大学附属図書館蔵書検索(OPAC) <附属図書館>
大阪女子大学
大阪女子大学図書館データベース <大阪女子大学>
大阪女子大学図書館データベース <大阪女子大学>
大阪市立大学
List of Papers:Radiolarian Fossils and Radiolarian Biostratigraphy by Japanese Paleontologists and
Stratigraphers <八尾昭(Akira Yao) 水谷伸治郎(Shinjiro Mizutani) 桑原希世子(Kiyoko Kuwahara)>
大阪市立大学学術情報総合センターZ39.50 統合検索 <大阪市立大学学術情報総合センター>
大阪市立大学紀要論文データベース検索 <大阪市立大学学術情報総合センター>
大阪市立大学紀要論文データベースタイトル別一覧検索 <大阪市立大学学術情報総合センター>
大阪市立大学工学部土木工学科論文データベース(仮称) <大阪市立大学工学部土木工学科>
大坂町触データベース全文検索システム <大阪市立大学学術情報総合センター>
近世大坂三郷・近郊古文書画像データベース <大阪市立大学学術情報総合センター>
国際法制資料室目録データベース <大阪市立大学法学部>
日本経済史資料画像データベース <大阪市立大学学術情報総合センター>
『森文庫』マイクロフイルム画像データベース <大阪市立大学学術情報総合センター>
大阪府立大学
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>
社会福祉文献情報データベース(刊行物) <社会福祉文献情報データベース作成委員会>
社会福祉文献情報データベース(長尾文庫) <社会福祉文献情報データベース作成委員会>
中尾佐助スライドデータベース <大阪府立大学総合情報センター>
神戸市外国語大学
神戸市図書館情報ネットワークシステム <神戸市外国語大学図書館>
姫路工業大学
目録情報データベース(仮称) <>
福岡女子大学
福岡女子大学附属図書館資料検索システム <福岡女子大学附属図書館>
長崎県立大学
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
オンライン目録 <附属図書館>
東京都立科学技術大学
図書館電算機システム(仮称) <東京都立科学技術大学附属図書館>
沖縄県立芸術大学
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
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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
富山県立大学 蔵書検索システム <富山県立大学附属図書館>
福岡県立大学
当館所蔵の蔵書目録(仮称) <福岡県立大学附属図書館>
青森公立大学
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
兵庫県立看護大学附属図書館 蔵書目録データベース <兵庫県立看護大学附属図書館>
岡山県立大学
岡山県立大学附属図書館所蔵目録(仮称) <岡山県立大学附属図書館>
宮崎公立大学
図書・雑誌目録データベース <宮崎公立大学附属図書館>
茨城県立医療大学
茨城県立医療大学附属図書館蔵書検索 <茨城県立医療大学附属図書館>
愛知県立看護大学
愛知県立看護大学附属図書館蔵書目録(仮称) <愛知県立看護大学附属図書館>
滋賀県立大学
滋賀県立大学工学部報目次(仮称) <滋賀県立大学工学部>
神戸市看護大学
神戸市図書館情報ネットワークシステム <神戸市>
三重県立看護大学
三重県立看護大学附属図書館蔵書目録データベース(仮称) <三重県立看護大学附属図書館>
岩手県立大学
盛岡 OPAC システム <岩手県立大学 メディアセンター>
東京都立保健科学大学
附属図書館所蔵・目録(仮称) <東京都立保健科学大学附属図書館>
山梨県立看護大学
山梨県立看護大学図書館所蔵資料検索システム <山梨県立看護大学・山梨県立養護大学短期大学部>
大分県立看護科学大学
Campus Square for library <新日鉄ソリューションズ(株)大分支社>
青森県立保健大学
青森県立保健大学附属図書館所蔵目録データベース <青森県立保健大学附属図書館>
秋田県立大学
秋田県立大学 蔵書目録データベース <秋田県立大学 図書・情報センター室>
埼玉県立大学
埼玉県立大学図書館所蔵目録データベース(仮称) <埼玉県立大学 図書館>
県立長崎シーボルト大学
所蔵目録データベース <県立長崎シーボルト大学附属図書館>
沖縄県立看護大学
沖縄県立看護大学附属図書館所蔵目録 <沖縄県立看護大学附属図書館>
山形県立保健医療大学
山形県立保健医療大学情報検索システム <1、医学中央雑誌 Web 版:ユサコ株式会社(代理店)ネットワークグル
ープ 2、EBSCOhost:EBSCO information Services 3、BLABO:自館作成 4、NACSIS-IR:国立情報学研究所 5、聞
蔵:朝日新聞社>
山形県立保健医療大学蔵書目録データベース(仮称) <山形県立保健医療大学附属図書館>
岐阜県立看護大学
図書館所蔵目録データベース(仮称) <図書館>
広島県立保健福祉大学
広島県立保健福祉大学附属図書館 WWW.OPAC <広島県立保健福祉大学附属図書館>
理学療法と作業療法の文献検索システム(仮称) <田端幸枝、沖田一彦、吉田彰、越智淳子>
情報科学芸術大学院大学
情報科学芸術大学院大学附属図書館蔵書データベース(仮称) <情報科学芸術大学院大学附属図書館>
尾道大学
図書館検索システム <尾道大学付属図書館>
神奈川県立保健福祉大学
神奈川県立保健福祉大学附属図書館 wwwOPAC <附属図書館>

－ 127 －

データベース公開機関名
公開データベースの正式名称

<データベースの作成者>

《 私立大学 》
旭川大学
図書目録データベース <旭川大学図書館>
札幌大学
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
札幌学院大学図書館蔵書目録 <札幌学院大学図書館>
社会・意識調査データベース <社会・意識調査データベース作成プロジェクト>
北海道医療大学
Catalogue Access Referral Multimedia for Efficiency and Necessity <北海道医療大学 学術情報センター
学術情報課>
藤女子大学
藤女子大学図書館データベース <藤女子大学図書館>
北星学園大学
北星学園大学図書館目録データベース <北星学園大学図書館>
北海学園大学
北海学園大学図書館データベース(仮称) <北海学園大学図書館>
北海道工業大学
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>
酪農学園大学
(酪農学園大学・酪農学園大学短期大学部)附属図書館目録データベース <酪農学園大学・酪農学園大学短期大
学部附属図書館>
八戸工業大学
MATERIALS OBJECT-ORIENTED DATABASE <小野陽>
八戸工業大学図書館蔵書目録検索データベース <八戸工業大学図書館・情報事務室>
岩手医科大学
学術研究論文データベース(仮称) <岩手医科大学教養部生物学教教室>
蔵書目録データベース(仮称) <岩手医科大学附属図書館>
ヒト唾液腺腺癌細胞タンパク質の 2 次元電気泳動データベース <加茂政晴>
東北学院大学
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>
東北工業大学
東北工業大学附属図書館蔵書データベース(仮称) <東北工業大学附属図書館>
郡山女子大学
郡山女子大学図書館データベース(仮称) <郡山女子大学図書館>
自治医科大学
JID on WWW <自治医科大学図書館>
自治医科大学消化器一般外科データベース(仮称) <自治医科大学消化器一般外科>
自治医科大学精神医学教室業績目録(英文)(仮称) <自治医科大学精神医学教室>
獨協医科大学
図書館所蔵データベース(仮称) <図書館>
上武大学
上武大学附属図書館 OPAC 資料検索 <上武大学附属図書館及び分館>
跡見学園女子大学
跡見学園女子大学図書館蔵書検索 <跡見学園女子大学図書館>
東京国際大学
東京国際大学図書館資料検索システム <東京国際大学図書館事務部>
埼玉医科大学
JMEDPIus <科学技術振興機構>
MEDLINE <National Library of Medicine(U.S.)>
医学薬学予稿集 <科学技術振興機構>
医中誌 Web <医学中央雑誌刊行会>
城西大学
食品-医薬品相互作用データベース <城西大学薬学部医療栄養学科>
図書館書誌・所蔵データベース <城西大学水田記念図書館>
獨協大学
獨協大学図書館蔵書データベース <獨協大学図書館>
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日本工業大学
日本工業大学図書館所蔵目録 <日本工業大学図書館>
文教大学
文教大学 越谷図書館所蔵情報データベース <文教大学 越谷図書館>
文教大学 湘南図書館所蔵情報データベース <文教大学 湘南図書館>
淑徳大学
淑徳大学千葉図書館所蔵目録データベース(仮称) <淑徳大学附属図書館千葉図書館>
淑徳大学みずほ台図書館所蔵目録データベース <淑徳大学みずほ台図書館>
千葉工業大学
千葉工業大学附属図書館資料所蔵データ(仮称) <千葉工業大学附属図書館>
千葉商科大学
千葉商科大学付属図書館データベース(仮称) <千葉商科大学付属図書館>
中央学院大学
中央学院大学図書館蔵書データベース <中央学院大学図書館>
麗澤大学
麗澤大学図書館所蔵資料データベース(仮称) <麗澤大学図書館>
和洋女子大学
和洋女子大学 附属図書館蔵書目録 <和洋女子大学 附属図書館>
青山学院大学
Aoyama Gakuin University Library Resources Online Retrieval Assistance System 21 <青山学院大学図書
館(本館、相模原分館)、青山学院女子短期大学図書館>
グローバルレクチャーデータベース <青山学院大学国際マネジメント研究科 グローバルレクチャーデータベ
ース作成委員会>
竹取物語機械可読テキスト <近藤 泰弘>
亜細亜大学
亜細亜大学図書館所蔵図書資料目録データベース <亜細亜大学学術情報部学術情報課>
大妻女子大学
東南アジア保健医療統計データベース <大澤清二(東南アジア保険医療統計データベース研究会)>
図書館蔵書目録(仮称) <大妻女子大学図書館>
桜美林大学
図書館資料目録データベース <桜美林大学・短期大学図書館>
学習院大学
学習院所蔵資料目録データベース <学習院大学図書館、学習院女子大学図書館>
電子図書館システムデータベース(仮称) <学習院大学図書館、学習院大学東洋文化研究所、学習院大学史料館>
北里大学
北里大学図書館情報システム <北里大学図書館情報センター化ワークショップ>
共立女子大学
共立女子大学総合文化研究所年報目次 <共立女子大学総合文化研究所>
共立女子大学図書館 所蔵目録データベース(仮称) <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
CA on CD <American Chemical Society>
SilverPlatter MEDLINE on CD <(National Library of Medicene,のデータベースを Silver Platter 社が加工)>
医中誌 Web <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>
杏林大学
7th HDLA Workshop Listed by FCM <杏林大学医学部共同研究施設フローサイトメトリー部門>
MEDLINE Advanced <SilverPlatter>
杏林大学図書館オンライン所蔵目録 <杏林大学図書館>
国立音楽大学
音楽療法関係文献目録 <国立音楽大学音楽研究所音楽療法部門(屋部操)>
国立音楽大学附属図書館 OPAC データベース <国立音楽大学附属図書館>
所蔵楽器データ <国立音楽大学 楽器学資料館>
ベートーヴェン初期印刷楽譜目録 <国立音楽大学音楽研究所ベートーヴェン研究部門(長谷川由美子)>
慶應義塾大学
Anthropological literature on disc <ソース=Tozzer Library (Harvard University) G.K.Hall>
ASAX 戦後 50 年朝日新聞見出しデータベース <朝日新聞社>
Balance of Payments Statistics on CD-ROM <International Monetary Fund>
British newspaper index CD-ROM <Research Publications>
British Parliamentary Papers <文生書院>
Compact Disclosure/SEC <Disclosure Inc.>
Dictionary of National Biography on CD-ROM <Oxford University Press>
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EconLit <American Economic Association>
Index to Legal Periodicals&Books <Wilson(N.Y.)>
International Statistical Yearbook <Data Service & Information>
KOSMOS 目録データベース <慶應義塾大学メディアセンター>
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 <American Psychological Association>
Statistical Yearbook CD-ROM <United Nations>
WEST/Federal Rules Decisions <WEST>
WEST/Supreme Court Reporter <WEST>
WEST/United States Code Annotated <WEST>
Wilson Art abstracts <H.W.Wilson>
慶應義塾写真データベース <慶應義塾大学>
慶應義塾大学医学部 研究業績データベース <慶應義塾大学 医学部>
慶應義塾図書館史 <慶應義塾大学三田メディアセンター>
慶應義塾図書館所蔵貴重書データベース <慶應義塾大学三田メディアセンター>
慶應義塾図書館所蔵旧分類洋書目録 <慶應義塾大学三田メディアセンター>
慶應義塾図書館所蔵旧分類和漢書目録 <慶應義塾大学三田メディアセンター>
慶應義塾図書館所蔵ドイツ語雑誌(経済・社会・歴史)解題 <矢野久・古賀理恵子・村田優美子>
西洋古代・中世哲学テキスト・データベース <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)>
中国語・朝鮮語・アラビア語・ロシア語図書データベースⅡ <慶應義塾大学メディアセンター>
日経 NEEDS データ検索システム <慶應義塾大学>
ネットワーク こととい <(株)イニューシステム>
判例体系 CD-ROM <第一法規出版>
福澤諭吉参考文献目録 <慶應義塾大学三田メディアセンター>
法律判例文献情報 CD-ROM <第一法規(東京)>
明治・大正・昭和の読売新聞 <読売新聞社>
工学院大学
今和次郎コレクションデータベース <工学院大学 図書館>
工学院大学図書館蔵書目録 <工学院大学図書館>
ヒッチコック・コレクション データベース(仮称) <工学院大学 図書館>
國學院大學
Archive for Religions in the Internet <國學院大学日本文化研究所「情報化と宗教に関する研究」プロジェ
クト>
国際基督教大学
国際基督教大学図書館所蔵目録データベース(仮称) <国際基督教大学図書館>
国士舘大学
I-Libkiss <図書館>
kiss-DB <国士館附属大学図書館>
kiss-DIC <国士館附属図書館>
kiss-MA <国士館大学附属図書館>
kiss-WIN <国士館大学附属図書館>
国士館大学附属図書館 OPAC <国士館大学附属図書館>
燃焼技術・科学データベース <DACOS 作成・保守委員会>
駒澤大学
Komazawa University Public Access Search System <駒澤大学図書館>
駒澤大学研究紀要データベース <駒澤大学図書館>
実践女子大学
実践女子(短期)大学図書館所蔵目録データベース(仮称) <実践女子大学・短期大学図書館>
実践女子大学関係紀要目次データベース <実践女子大学図書館>
実践女子大学図書館所蔵目録データベース(仮称) <実践女子大学図書館>
実践女子大学図書館向田邦子文庫目録データベース(仮称) <実践女子大学図書館>
下田歌子データベース <実践女子大学図書館>
順天堂大学
雑誌特集索引《スポーツ・健康・教育》 <順天堂大学図書館分館雑誌係>
上智大学
貴重資料 Database <上智大学図書館>
上智大学学術情報総合流通システム・データベース <上智大学図書館>
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昭和女子大学
蔵書目録データベース(仮称) <昭和女子大学図書館>
女子美術大学
女子美アートミュージアムデジタルアーカイブ <女子美術大学美術資料センター>
女子美術大学・女子美術大学短期大学部電子図書館システム <女子美術大学相模原情報センター>
女子美術大学・女子美術大学短期大学部図書館データベース <女子美術大学相模原情報センター・女子美術大
学杉並情報センター>
女子美術大学電子図書館システム(仮称) <女子美術大学相模原情報センター>
白百合女子大学
SHIRAYURI-LIBNET <白百合女子大学図書館>
白百合女子大学図書館所蔵貴重書データベース <白百合女子大学図書館>
杉野服飾大学
1,被服材料データベース 2,被服造形データベース <杉野服飾大学被服材料学研究室>
成蹊大学
成蹊大学図書館所蔵資料データベース <成蹊大学図書館>
成城大学
蔵書書誌データベース(仮称) <成城大学図書館>
聖心女子大学
聖心女子大学図書館蔵書データベース <聖心女子大学図書館>
清泉女子大学
蔵書目録データベース <清泉女子大学附属図書館>
聖路加看護大学
BNI <Bournemouth University,Royal Callege of Nursing Poole Hospital NHS Trust,Salisbury Health care
NHS Trust>
CINAHL <CINAHL InformationSystems>
Psyc INFO <American Psychological Association>
Psyc INFO <American Psychological Association>
quilt:聖路加看護大学電子図書館システム <聖路加看護大学>
るかこ <聖路加看護大学図書館>
専修大学
専修大学図書館情報システム <専修大学図書館>
創価大学
オンライン所蔵目録 <創価大学附属図書館>
創価大学講義要項 <創価大学総合情報センター>
大正大学
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
大東文化大学図書館 古典籍目録 <大東文化大学図書館>
大東文化大学図書館目録データベース <大東文化大学図書館>
高千穂大学
高千穂大学図書館 Web OPAC(仮称) <高千穂大学図書館>
拓殖大学
拓殖大学図書館蔵書目録 <拓殖大学図書館>
玉川大学
LibVision(仮称) <玉川大学図書館>
多摩美術大学
多摩美術大学図書館蔵書データベース(仮称) <多摩美術大学図書館>
中央大学
中央大学オンライン情報システム <中央大学図書館および研究所>
比較法雑誌所収記事データベース <中央大学法学部文献情報センター>
帝京大学
Journal Citation Reports Science Edition <Institute for Scientific Information>
帝京大学図書館蔵書目録 <帝京大学図書館>
帝京大学薬学部図書館蔵書データベース(仮称) <帝京大学薬学部図書館>
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>
東海大学
東海大学附属図書館所蔵目録データベース <東海大学附属図書館、東海大学短期大学部静岡図書館、東海大学
福岡短期大学メディア情報学習支援センター図書館>
東京医科大学
DTSS システム <FIRSTDATA BANK>
MICROMEDEX Healthcare Series/ Drugdex System,Reprorisk System,Drug-Reax System,Emergrindex
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System,POISINDEX System,AltMedDex System <Micromedex, Inc (米国)>
OVID <OVID Technologies, Inc.>
医薬品情報提供ホームページ <各情報提供者>
今日の診療 CD-ROM Vol.13 <医学書院>
東京医科大学図書館データベース(仮称) <東京医科大学図書館>
東京家政大学
東京家政大学図書館蔵書検索データベース(仮称) <東京家政大学図書館>
東京家政学院大学
東京家政学院大学蔵書目録データベース(仮称) <東京家政学院大学附属図書館>
東京経済大学
Tokyo keizai univ.Tool for Resources Online <東京経済大学図書館>
東京経済大学図書館目録データベース(仮称) <東京経済大学図書館>
東京経済大学図書館目録データベース(仮称) <東京経済大学図書館>
東京歯科大学
東京歯科大学図書館蔵書データベース <東京歯科大学図書館>
東京女子大学
インターネット利用による社会調査データベース <社会調査研究グループ>
東京女子大学図書館蔵書データベース <東京女子大学図書館>
東京造形大学
東京造形大学付属図書館所蔵データベース <東京造形大学図書館・美術館運営部>
東京電機大学
図書所蔵目録 <東京電気大学・総合メディアセンター>
東京農業大学
BA (Biological Abstracts) on CD,BA (Biological Abstracts)/RRM <BIOSIS>
CAB Abstracts <CAB International Publishing>
Current Contents Connect <Institute for Scientific Information>
FSTA(Food Science and Technology Abstracts) <International Food Information Service>
JDream <科学技術振興事業団>
Scifinder Scholar 2004 <Chemical Abstract Service>
暦情報データベース <竹下幸一>
日食図・日食計算データベース <竹下幸一>
東京薬科大学
3 次元医薬品構造データベース(3D Pharmaceutical Structure Database) <東京薬科大学薬学部第二薬化学教
室>
所蔵目録データベース <東京薬科大学情報センター>
東京理科大学
Gadamer-Bibliographie <巻田悦郎>
ガーダマー邦語二次文献 <巻田 悦郎>
適応外使用医薬品データベース <社会・情報薬学研究室>
電気化学と常温型溶融塩データベース <>
東京理科大学乱流 DNS データベース(仮称) <東京理科大学理工学部機械工学科(計算科学フロンティア研究セ
ンター)河村研究室>
東邦大学
Department Tour(仮称) <山村 重雄>
東邦大学習志野メディアセンター OPAC <東邦大学習志野メディアセンター>
目録所蔵データベース(仮称) <東邦大学医学メディアセンター>
東洋大学
中国宗教関係文献目録 1985-1995 <ICANAS シンポジウム中国部会>
中国哲学概念表現対照表(仮称) <東洋大学文学部、中国哲学山田研究室>
東洋大学附属図書館情報システム所蔵目録データベース(仮称) <東洋大学附属図書館>
日本大学
頭頚部悪性腫瘍データベース <頭頚部腫瘍班>
頭頚部悪性腫瘍データベース <頭頚部腫瘍班>
頭頚部悪性腫瘍データベース <頭頚部腫瘍班>
サルの定位的 MRI 脳地図データベース <日本大学医学部・応用システム神経科学(第一生理)、国立岡崎生理学
研究所>
地域成人歯科保健データベース <日本大学歯学部 尾崎哲則>
図書所蔵目録データベース <日本大学生産工学部図書館>
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>
日本大学工学部図書館所蔵目録データベース <日本大学工学部図書館>
日本大学国際関係学部図書館図書目録データベース <日本大学国際関係学部図書館>
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日本大学商学部図書館目録データベース(仮称) <日本大学商学部図書館>
入院患者、手術台帳データベース <日大板橋病院耳鼻科、管食道科>
福島県立医科大学附属展示館ビデオデータベース <附属展示館>
北海道浜中町酪農管理システム・データベース <大場茂夫(日本大学農獣医学部獣医学科)>
日本医科大学
雑誌特集記事データベース <日本医科大学中央図書館>
日本医科大学図書館 図書・雑誌目録データベース <日本医科大学中央図書館>
日本社会事業大学
雑誌・紀要等掲載論文データベース <日本社会事業大学図書館>
所蔵図書雑誌データベース <日本社会事業大学図書館>
卒業論文データベース <日本社会事業大学図書館>
老人保健・医療・福祉文献データベース <老人保健・医療・福祉文献データベース研究班>
日本女子大学
日本女子大学図書館所蔵目録 <日本女子大学図書館>
日本女子体育大学
日本女子体育大学附属図書館蔵書目録 <日本女子体育大学附属図書館>
ルーテル学院大学
ルーテル学院大学図書館 OPAC <ルーテル学院大学図書館>
文化女子大学
文化女子大学図書館(文化学園図書館)貴重書画像データベース <文化女子大学図書館>
文化女子大学図書館 OPAC 資料検索 <文化女子大学図書館、文化女子大学小平図書館>
法政大学
ILIS WAVE <法政大学現代福祉学部資料室>
法政大学大原社会問題研究所 電子図書館・資料館 <法政大学大原社会問題研究所>
法政大学学術研究データベース <法政大学研究開発センター>
法政大学図書館目録データベース <法政大学図書館>
労働問題文献データベース <法政大学大原社会問題研究所>
星薬科大学
星薬科大学図書館蔵書目録データベース(仮称) <星薬科大学図書館>
武蔵大学
Library Information System of Musashi Univ. <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 <図書館研究情報センター>
武蔵野女子大学
武蔵野大学図書館蔵書目録(仮称) <武蔵野大学図書館>
武蔵野美術大学
武蔵野美術大学美術資料図書館蔵書目録 <武蔵野美術大学美術資料図書館>
明治大学
専任教員データベース <学校法人明治大学 自己点検・評価基本委員会>
明治大学シラバスデータベース(理工学部、政経学部、文学部) <明治大学 教務事務部教務課>
明治学院大学
明治学院大学図書館所蔵書誌情報データベース <明治学院大学図書館>
明治薬科大学
明治薬科大学 シラバスデータベース <明治薬科大学 教務課>
明治薬科大学図書館蔵書目録データベース <明治薬科大学図書館・情報課>
明星大学
明星大学青梅キャンパス図書館所蔵目録(仮称) <明星大学青梅キャンパス図書館>
明星大学日野キャンパス図書館所蔵目録(仮称) <明星大学日野キャンパス図書館>
立教大学
Business Source Elite+EconLit <EBSCO>
G-Search <G-Search>
JSTOR Arts & Science Collection Ⅰ <JSTOR>
Lexis-Nexis Academic <Lexis-Nexis 社>
MLA International Bibliography <Silver Platter>
NACSIS-IR/ELS <NII>
OCLC FirstSearch <OCLC>
Oxford English Dictionery <Oxford University Press>
ProQuest Academic Research Library <ProQuest Information and Learning>
PsycINFO <Silver Platter>
朝日新聞 Digital News Archives for Libraries <朝日新聞社>
大宅荘-文庫雑誌記事索引 WEB 版 <（財）大宅壮一文庫>
日経テレコン 21 <日本経済新聞社>
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ネットで百科 <平凡社>
ヨミダス文書館 <読売新聞社>
立教大学図書館学術情報データベース <立教大学図書館>
立正大学
立正大学蔵書目録 <立正大学図書館>
和光大学
和光大学附属梅根記念図書館所蔵目録データベース <和光大学附属梅根記念図書館>
早稲田大学
Waseda University Scholarly Information Network System <早稲田大学図書館>
アイヌ民族の文化ー土佐林コレクションの世界一 <早稲田大学會津八一記念博物館>
アジア歴史文化マルチメディア・データベース <文学部情報化検討委員会 柳澤作業部会>
演劇総合データベース <早稲田大学演劇博物館>
演劇博物館 演劇総合データベース <演劇博物館>
演劇博物館 演劇総合データベース <演劇博物館>
演劇博物館 演劇総合データベース <演劇博物館>
演劇博物館 演劇総合データベース <演劇博物館>
演劇博物館 演劇総合データベース <演劇博物館>
演劇博物館 演劇総合データベース <演劇博物館>
演劇博物館 演劇総合データベース <演劇博物館>
『鎌倉遺文』未収録文書目録データベース <鎌倉遺文研究会>
教員活動情報公開システム <早稲田大学研究推進部>
教材データベース(仮称) 心理学実験実習用教材 <教材データベース作成部会 心理学実験実習用教材>
近世儒学データベース <土田健次郎>
研究活動記録検票 <早稲田大学研究推進部>
現代に生きる四国遍路道 <道空間研究所(早稲田大学文学部)>
建築生産文献データベース <早稲田大学理工学部建築学科嘉納研究室>
高等教育研究データベース <早稲田大学文学部教育学教育作業部会>
宗教民俗学資料データベース <田島照久>
「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>
早大学術データベース <早稲田大学図書館>
大学・教育学部ウェブサイトデータベース <早稲田大学文学部教育学教育作業部会>
デジタルコンテンツアーカイブ <早稲田大学図書館>
俳諧関係資料データベース <俳諧関係資料の会(代表 雲英末雄)>
古鏡の世界一會津八一コレクション銅鏡データベース <早稲田大学會津八一記念博物館>
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」 <鈴木秀次>
早稲田大学 會津八一の書 データベース検索 <早稲田大学 會津八一記念博物館>
早稲田大学 大泊研究室発表論文一覧(仮称) <大泊研究室>
早稲田大学 加藤諄手拓収集 日本金石拓本コレクション <早稲田大学 會津八一記念博物館>
早稲田大学會津コレクション <早稲田大学文学部>
早稲田大学會津八一コレクション明器データベース <早稲田大学會津八一記念博物館>
早稲田大学アルフレッド・シュッツ文庫データベース <早稲田大学那須研究室内早稲田大学シュッツ文庫>
早稲田大学教育総合研究所 <早稲田大学教育総合研究所>
早稲田大学蔵古書古文書等解題データベース <アジア歴史文化研究所>
早稲田大学蔵古典籍目録データベース(「三条西家懐紙」) <早稲田大学文学部情報化検討委員会・早稲田大学
蔵古典籍目録データベース構築作業部会>
早稲田大学蔵古典籍目録データベース(「倭名類聚鈔」) <早稲田大学文学部情報化検討委員会・早稲田大学蔵
古典籍目録データベース構学作業部会>
早稲田大学所蔵近代美術データベース <早稲田大学會津八一記念博物館>
早稲田大学シルクロード調査隊 <早稲田大学>
早稲田大学大学史資料センター所蔵資料目録データベース <早稲田大学大学史資料センター>
早稲田大学図書館蔵中国刊行モンゴル文文献目録 <早稲田大学モンゴル研究所>
早稲田大学文学部長江流域調査隊 <早稲田大学文学部>
麻布大学
麻布大学附属学術情報センター所蔵目録(仮称) <麻布大学附属学術情報センター>
神奈川大学
Kanagawa University Online Library and Academic Information System. <神奈川大学図書館>
学術研究業績データベース(仮称) <神奈川大学工学部>
神奈川歯科大学
KDC Lib OPAC(仮称) <神奈川歯科大学図書館>
関東学院大学
KULOS <関東学院大学図書館>
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関東学院大学紀要等データベース(仮称) <関東学院大学>
湘南工科大学
湘南工科大学附属図書館 OPAC <湘南工科大学附属図書館>
相模女子大学
相模女子大学附属図書館所蔵目録 <相模女子大学附属図書館>
聖マリアンナ医科大学
Radiant Rays Medical Class (仮称) <聖マリアンナ医科大学 放射線医学教室 物理学教室>
(聖マリアンナ医科大学医学情報センター)継続受入和雑誌特集記事データベース <聖マリアンナ医科大学医学
情報センター図書情報課>
(聖マリアンナ医科大学医学情報センター)継続受入和雑誌特集記事データベース <聖マリアンナ医科大学医学
情報センター図書情報係>
鶴見大学
図書雑誌所蔵情報 <鶴見大学図書館>
東京工芸大学
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
短期大学部図書館>
東京工芸大学図書館雑誌目録(仮称) <東京工芸大学図書館>
横浜商科大学
横浜商科大学図書情報データベース(仮称) <横浜商科大学図書館>
金沢星稜大学
OPAC <金沢星稜大学図書館>
金沢工業大学
LINKIT-II <金沢工業大学>
山梨学院大学
山梨学院総合図書館情報システム <山梨学院総合図書館>
松本歯科大学
松本歯科大学図書館蔵書・書誌データベース <松本歯科大学図書館>
岐阜経済大学
岐阜経済大学図書館蔵書データ <岐阜経済大学図書館>
朝日大学
朝日大学図書館 OPAC <朝日大学図書館>
岐阜女子大学
地域情報データベース <岐阜女子大学デジタルミュージアム>
岐阜聖徳学園大学
岐阜聖徳学園大学 OPAC <岐阜聖徳学園大学図書館>
愛知大学
愛知大学蔵書目録 <愛知大学図書館>
愛知医科大学
愛知医科大学医学情報センターデータベース <愛知医科大学 医学情報センター(図書館)>
愛知工業大学
愛知工業大学附属図書館所蔵目録(仮称) <愛知工業大学附属図書館>
愛知学泉大学
愛知学泉大学・愛知学泉短期大学図書館所蔵資料 D.B. <愛知学泉大学・愛知学泉短期大学図書館員>
金城学院大学
CALIS <金城学院大学図書館>
椙山女学園大学
五訂日本食品標準成分表データベース <椙山女学園大学生活科学部 食品機能学研究室>
椙山女学園大学蔵書目録データベース(仮称) <椙山女学園大学図書館>
大同工業大学
大同工業大学図書館蔵書目録データベース <大同工業大学図書館>
中京大学
学術研究関係 web データベース <中京大学図書館>
中京大学図書館 CD-ROM データベース <中京大学図書館>
中京大学図書館蔵書データベース <中京大学図書館>
「中京法学」「法学研究論集」データベース(仮称) <中京大学法学会>
中部大学
中部大学附属三浦記念図書館所蔵目録データベース <中部大学 附属三浦記念図書館>
同朋大学
仏教文化研究所調査寺院収蔵資料データベース <仏教文化研究所>
名古屋学院大学
名古屋学院大学附属図書館蔵書目録データベース(仮称) <名古屋学院大学附属図書館>
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名古屋商科大学
名古屋商科大学 図書館情報システム <名古屋商科大学中央情報センター>
名古屋女子大学
所蔵目録データベース(仮称) <名古屋女子大学学術情報センター>
藤田保健衛生大学
Best Evidence 5/2001 <American College of Physicians-American Society of Internal Medicine>
Blackwell Synergy <Blackwell Science/Munksgaard 社>
CINAHL <Cinahl Information Systems>
Journal Citation Reports on CD-ROM. Science edition <米国 Institute for Scientific Information>
Oxford University Press <Oxford University Press>
ProQuest Medical Library <ProQuest Information and Learning>
ScienceDirect <Elsevier Science>
Springer LINK <Springer 社>
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データベース <藤田学園医学・保健衛生学図書館>
藤田保健衛生大学医学部脳外科ホームページ <早川 基治>
南山大学
Japanese Journal of Religious Studies <南山宗教文化研究所>
研究業績システム <研究支援センター事務室>
南山大学書誌・所蔵データベース <南山大学図書館>
日本福祉大学
日本福祉大学図書所蔵データベース <日本福祉大学付属図書館>
名城大学
CALIS(仮称) <名城大学附属図書館>
皇學館大學
皇學館大学附属図書館蔵書目録データベース <皇學館大学附属図書館>
京都外国語大学
100 年前の日本と世界?「節目の年」からみる書物 <京都外国語大学付属図書館>
Australian Literature Collection Author Index <京都外国語大学付属図書館>
EBSCO host <EBSCO Publishing>
GAIDAI BIBLOTHECA(ガイダイビブリオテカ)電子図書館報 <京都外国語大学付属図書館>
J-BISC <国立国会図書館>
Nipponalia(ニッポナリア) <京都外国語大学付属図書館>
朝日新聞 Digital News Archives <朝日新聞社>
京都外国語大学付属図書館所蔵データベース <京都外国語大学付属図書館>
国別にみる児童文学 <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>
雑誌記事索引 <国立国会図書館>
世界の言語と国際地域研究 <京都外国語大学付属図書館>
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>
世界の美本ギャラリー <京都外国語大学付属図書館>
世界を感動させた作家たち <京都外国語大学付属図書館>
データベース ノーベル文学賞 <京都外国語大学付属図書館>
日経テレコン 21 <日本経済新聞社>
水を考える <京都外国語大学付属図書館>
ラフカディオ・ハーン コレクションデータベース <京都外国語大学付属図書館>
京都学園大学
京都学園大学図書館蔵書目録データベース(仮称) <京都学園大学図書館>
京都産業大学
EZ-Cat <京都産業大学図書館>
京都女子大学
京都女子大学図書館 opac <京都女子大学・京都女子大学短期大学部図書館>
京都光華女子大学
京都光華女子大学図書館蔵書目録 <京都光華女子大学図書館>
日本情報地質学会発行雑誌等掲載記事データベース <日本情報地質学会編集委員会>
日本に在る脊椎動物化石標本のデータベース <JAFOV 構築作業グループ>
種智院大学
パーリ語韻文シソーラス <橋本 哲夫>
京都橘女子大学
京都橘女子大学図書館蔵書目録(仮称) <京都橘女子大学図書館>
同志社大学
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(1)展示資料 <同志社大学歴史資料館>
(2)民俗・民族資料 <同志社大学歴史資料館>
(3)収蔵書籍資料 <同志社大学歴史資料館>
(4)新町北別館地点出土資料 <同志社大学歴史資料館>
同志社大学・同志社女子大学 所蔵目録データベース <同志社大学 総合情報センター、同志社女子大学図書・
情報センター資料サービス課>
同志社大学学術資料電子化公開システム <同志社大学総合情報センター>
同志社大学総合情報センター デジタル・アーカイブ <同志社大学総合情報センター 情報サービス課>
新島遺品庫公開システム <同志社大学人文科学研究所同志社社史資料室>
京都ノートルダム女子大学
京都ノートルダム女子大学蔵書目録データベース <京都ノートルダム女子大学学術情報センター図書館>
佛教大学
逐次刊行物目録 <佛教大学図書館浄土宗文献室>
佛教大学所蔵目録(仮称) <佛教大学図書館>
龍谷大学
1)Jacob u.Wilhelm Grimm の"Kinder- und Hausmaerchen"と"Deutsche Sagen"のテクスト・データベース 2)検
索システム TEDDY <龍谷大学社会科学研究所 Grimm グループ(中山淳子・山田善久(岐阜経済大学)>
貴重書画像データベース <古典籍デジタルアーカイブ研究センター>
仏教東漸～大谷探検隊収集資料 <古典籍デジタルアーカイブ研究センター>
龍谷大学古典籍情報システム <古典籍デジタルアーカイブ研究センター>
龍谷大学社会科学研究所 統計・調査資料検索システム <龍谷大学社会科学研究所>
龍谷大学社史・団体史・産業史データベース <龍谷大学深草図書館>
龍谷大学蔵書検索システム <龍谷大学学術情報センター>
和漢古典籍目録検索システム <龍谷大学 大宮図書館課>
大阪医科大学
大阪医科大学図書館図書・雑誌所在情報データベース <大阪医科大学図書館>
大阪経済大学
大阪経済大学蔵書目録(仮称) <大阪経済大学図書館>
大阪経済法科大学
経法(仮称) <大阪経済法科大学 図書館>
大阪工業大学
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
所蔵目録検索データベース(OPAC 検索) (仮称) <大阪産業大学綜合図書館>
大阪歯科大学
大阪歯科大学図書館目録所在データベース <大阪歯科大学図書館>
教育研究論文目録データベース <個人、講座・教室>
大阪商業大学
大阪商業大学商業史博物館データベース(仮称) <大阪商業大学商業史博物館>
大阪商業大学図書館蔵書検索 <大阪商業大学図書館>
大阪体育大学
大阪体育大学図書館 OPAC(仮称) <大阪体育大学図書館>
大阪電気通信大学
大阪電気通信大学図書館蔵書目録データベース(仮称) <大阪電気通信大学図書館>
前方後円墳データベース <総合情報学部 小沢一雅>
大谷女子大学
大谷女子大学・大谷女子短期大学図書館蔵書目録データベース <大谷女子大学・大谷女子短期大学図書館>
関西大学
WWW 版蔵書検索システム <関西大学図書館>
関西大学インターネット就職情報検索システム(Kansai University Internet Placement System) <関西大学就
職部就職課>
関西大学学術情報データベース <関西大学学術情報データベース開発プロジェクト>
関西医科大学
関西医大医学画像総合データベース <関西医科大学学務課・大学情報センター学術部(共同)>
関西医大消化器画像データベース <関西医科大学 大学情報センター>
関西医大組織画像データベース <関西医科大学解剖学第 1 講座および大学情報センター学術部>
関西外国語大学
関西外国語大学紀要論文データベース <関西外国語大学図書館学術情報センター>
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学術情報センター>
近畿大学
BOST Lib. <生物理工学部図書館>
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近畿大学九州工学部図書館 図書所蔵目録 <近畿大学九州工学部図書館>
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>
近畿大学中央図書館所蔵目録データベース(仮称) <近畿大学中央図書館>
近畿大学農学部図書館所蔵目録データベース <農学部図書館>
帝塚山学院大学
帝塚山学院大学 図書館蔵書データベース <帝塚山学院大学図書館>
梅花女子大学
児童文学関係雑誌記事索引データベース <梅花女子大学・梅花短期大学 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
阪南大学図書館所蔵目録データベース(仮称) <阪南大学図書館>
阪南論集目録データベース <阪南大学学会>
桃山学院大学
桃山学院大学附属図書館蔵書目録データベース <桃山学院大学附属図書館>
英知大学
英知大学 図書館蔵書目録(仮称) <英知大学図書館>
大手前大学
大手前大学・短期大学図書館書蔵目録データベース <大手前大学図書館>
関西学院大学
関西学院大学研究業績データベース <関西学院大学>
関西学院大学図書館所蔵図書資料目録 <関西学院大学図書館>
産業研究所所蔵図書・資料検索システム <関西学院大学産業研究所>
甲子園大学
甲子園大学図書館所蔵目録データベース <甲子園大学図書館>
甲南大学
甲南大学所蔵目録データベース(仮称) <甲南大学図書館>
甲南女子大学
甲南女子大学目録データベース <甲南女子大学図書館及びメディアセンター>
神戸学院大学
医療薬学のためのマルチメディア教材データベース <神戸学院大学 情報処理センター>
化学教材データベース <神戸学院大学 薬学部>
講義要項データベース <神戸学院大学 教務部>
神戸学院大学紀要目次データベース <神戸学院大学図書館>
人文学部卒業論文要旨データベース <神戸学院大学人文学部>
人類学的資料マルチメディアデータベース <神戸学院大学 人文学部>
組織学カラースライドデータベース(病理解剖スライドデータベース) <学校法人神戸学院理事長 溝口史郎>
目録データベース(仮称) <神戸学院大学図書館>
神戸女学院大学
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>
神戸松蔭女子学院大学
神戸松蔭女子学院大学図書館 OPAC <神戸松蔭女子学院大学図書館>
神戸親和女子大学
神戸親和女子大学附属図書館所蔵目録データベース(仮称) <神戸親和女子大学附属図書館>
園田学園女子大学
園田学園女子大学図書館データベース(仮称) <園田学園女子大学図書館>
日本古典演劇・近世文献目録データベース <園田学園女子大学近松研究所>
兵庫医科大学
皮膚科疾患名リスト(仮称) <兵庫医科大学皮膚科学教室>
武庫川女子大学
教育・教職関連新聞記事ひろい読み <武庫川女子大学文学部英語文化学科 中植 雅彦>
武庫川女子大学附属図書館所蔵目録データベース <武庫川女子大学附属図書館>
帝塚山大学
「宗門改帳(しゅうもんあらためちょう)」古文書画像データベース及び「過去帳(かこちょう)」データベース <
江戸時代における人口分析システム構築委員会>
帝塚山大学図書館蔵書目録データベース(仮称) <帝塚山大学図書館>
帝塚山大学図書館蔵書目録データベース(仮称) <帝塚山大学図書館(本館・分館)>
天理大学
天理図書館所蔵目録データベース <天理大学附属天理図書館>
奈良大学
奈良大学学術文献情報データベース <奈良大学図書館>
高野山大学
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高野山大学所蔵図書データベース(仮称) <高野山大学図書館>
岡山商科大学
岡山商科大学附属図書館蔵書目録(仮称) <岡山商科大学附属図書館>
岡山理科大学
岡山理科大学紀要論文データベース(仮称) <岡山理科大学図書館>
岡山理科大学図書・雑誌データ(仮称) <岡山理科大学>
くらしき作陽大学
くらしき作陽大学・作陽短期大学附属図書館蔵書目録(仮称) <くらしき作陽大学・作陽短期大学附属図書館>
広島経済大学
広島経済大学図書館所蔵 図書・雑誌目録データベース(仮称) <広島経済大学図書館>
広島工業大学
HIT-OPAC <広島工業大学附属図書館>
広島修道大学
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
広島女学院大学図書館蔵書目録 <広島女学院大学図書館>
広島国際学院大学
広島国際学院大学附属図書館蔵書データベース <広島国際学院大学附属図書館>
徳山大学
総研資料データベース <総合経済研究所>
徳山大学図書館所蔵目録 <徳山大学図書館>
四国大学
食品と栄養データベース <食品と栄養データベース作成委員会>
日本動物分類学データベース <ETIJ>
日本動物分類学データベース <ETIJ>
徳島文理大学
リサーチ アンド メディア ライブラリー オンライン目録検索(仮称) <図書館(香川校)>
松山大学
松山大学図書館情報システム <松山大学図書館>
九州共立大学
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
九州産業大学図書館蔵書・書誌データベース <九州産業大学図書館>
九州女子大学
九州女子大学・九州女子短期大学附属図書館データベース管理システム <九州女子大学・九州女子短期大学附
属図書館>
久留米大学
久留米大学附属図書館蔵書目録(仮称) <久留米大学附属図書館>
中村学園大学
貝原益軒アーカイブ <中村学園大学図書館>
管理栄養士国家試験問題集 <中村学園大学栄養科学科>
食は医なり <中村学園大学図書館>
中村学園大学目録検索 <中村学園大学図書館>
西日本工業大学
西日本工業大学図書館蔵書目録データベース(仮称) <西日本工業大学図書館>
福岡大学
グリム童話集第 2 版データベース <永田善久・福岡大学図書館>
福岡大学医学紀要 <福岡大学研究推進部研究支援課>
福岡大学研究者情報 <福岡大学研究推進部>
福岡大学図書館総合目録データベース <福岡大学図書館>
福岡大学図書館ローマ法大全画像データベース <福岡大学図書館>
福岡大学図書館ローマ法大全ゲバウェル&シュパンゲンベルク版「学説類集」画像データベース <福岡大学図書
館>
福岡大学図書館ローマ法大全ゲバウエル&シュパンゲンベルク版「新勅法類集」画像データベース <福岡大学図
書館>
福岡大学図書館ローマ法大全ゲバウエル&シュパンゲンベルク版「勅法類集」画像データベース <福岡大学図書
館>
福岡大学図書館ローマ法大全ゲバウェル&シュパンゲンベルク版「法学提要」画像データベース <福岡大学図書
館>
福岡工業大学
福岡工業大学附属図書館所蔵目録データベース <福岡工業大学附属図書館>
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西九州大学
西九州大学図書目録データベース <西九州附属大学図書館>
熊本学園大学
熊本学園大学 蔵書検索 <熊本学園大学付属海外事情研究所>
熊本学園大学紀要目次データベース <熊本学園大学図書館>
熊本学園大学産業経営研究所資料データーベース <熊本学園大学 付属産業経営研究所>
熊本学園大学図書館蔵書目録データベース <熊本学園大学図書館>
松田道雄文庫目録データベース <熊本学園大学図書館>
日本文理大学
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>
鹿児島国際大学
EconLit (1969 ー 2002/08) <silverplatter 社>
Psyc INFO (1872 ー 2002/09) <silverplatter 社>
Sociological Abstracts (1963 - 2002/09) <>
The ERIC Database (1966 ー 2002/06) <silverplatter 社>
鹿児島国際大学附属図書館蔵書検索(OPAC) <鹿児島国際大学附属図書館>
沖縄大学
沖縄大学図書館蔵書目録データベース <沖縄大学図書館>
沖縄国際大学
沖縄国際大学図書館蔵書データベース <沖縄国際大学図書館>
神奈川工科大学
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
北陸大学ライブラリーセンター蔵書目録データベース <北陸大学ライブラリーセンター>
愛知淑徳大学
愛知淑徳大学図書館オンライン目録サービス(仮称) <愛知淑徳大学図書館>
愛知淑徳大学マルチメディアリソースセンター管理システム <愛知淑徳大学マルチメディアリソースセンター>
シラバスデータベース <愛知淑徳大学 情報システム支援部>
摂南大学
図書館総合情報管理システム <摂南大学図書館>
北海道東海大学
北海道東海大学付属図書館所蔵資料データベース(仮称) <北海道東海大学付属図書館 中央図書館>
北海道東海大学付属図書館松前記念図書館所蔵資料データベース(仮称) <北海道東海大学付属図書館松前記念
図書館>
道都大学
道都大学図書データベース <道都大学附属図書情報館(札幌キャンパス)>
産能大学
SALIS(Sanno Library Information System) <産能大学図書館、産能短期大学図書館>
名古屋経済大学
所蔵目録データベース(仮称) <図書館>
京都精華大学
セイカ情報検索システム(仮称) <>
志學館大学
志學館大学図書館蔵書データベース検索サービス(仮) <志學館大学図書館>
就実大学
就実大学・就実短期大学 図書館蔵書目録 <就実大学・就実短期大学 図書館>
常葉学園大学
常葉学園大学附属図書館 蔵書目録データベース <常葉学園大学附属図書館>
八戸大学
八戸大学・八戸短期大学図書館蔵書目録データベース(仮称) <八戸大学・八戸短期大学図書館>
盛岡大学
Morioka College Library Infomation Database(仮称) <盛岡大学・盛岡大学短期大学図書館>
東海女子大学
東海女子大学,東海女子短期大学附属図書館所蔵資料データベース(仮称) <東海女子大学,東海女子短期大学附
属図書館>
豊田工業大学
豊田工業大学 総合情報センター 所蔵目録(仮称) <総合情報センター 学術情報・メディアグループ>
活水女子大学
活水所蔵雑誌紀要目録データベース <活水女子大学・短期大学 図書課>
活水所蔵洋書目録データベース <活水女子大学・短期大学 図書課>
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活水所蔵和書目録データベース <活水女子大学・短期大学 図書課>
活水論文集目次情報データベース <活水女子大学・短期大学 図書課>
松阪大学
松阪大学図書館蔵書目録データベース <松阪大学図書館>
常磐大学
常磐大学総合情報センター蔵書データベース <常磐大学総合情報センター>
昭和音楽大学
昭和音楽大学附属図書館蔵書目録データベース(仮称) <昭和音楽大学附属図書館>
奈良産業大学
奈良産業大学図書館インターネット OPAC <奈良産業大学図書館>
いわき明星大学
貸出管理システム,いわき明星大学蔵書データベース(仮称) <いわき明星大学図書館>
駿河台大学
駿河台大学所蔵目録データベース <駿河台大学メディアセンター>
金沢学院大学
金沢学院大学図書館蔵書目録データベース <金沢学院大学図書館>
姫路獨協大学
姫路獨協大学図書館蔵書目録データベース(仮称) <姫路獨協大学附属図書館>
聖学院大学
聖学院大学総合図書館蔵書目録 <聖学院大学総合図書館>
川村学園女子大学
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
東京情報大学情報サービスセンター 蔵書検索システム <東京情報大学情報サービスセンター>
東京情報大学情報サービスセンター 電子文献サービス <東京情報大学情報サービスセンター>
桐蔭横浜大学
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(図書館)>
浜松大学
浜松大学付属図書館蔵書検索 OPAC データベース(仮称) <浜松大学付属図書館>
四日市大学
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
大阪国際大学総合メディアセンターDigital Library(大阪国際女子大学紀要等学術情報マルチメディアデータ
ベースを含む <大阪国際大学総合メディアセンター>
石巻専修大学
石巻専修大学図書館-Online Public Access Catalog <石巻専修大学図書館>
多摩大学
多摩大学 メディア&インフォメーション・センター図書館所蔵目録 <多摩大学 メディア&インフォメーショ
ン・センター>
高岡法科大学
高岡法科大学蔵書目録データベース(仮称) <高岡法科大学図書館>
神戸芸術工科大学
神戸芸術工科大学図書館検索システム(仮称)データベース作成者の区分:機関・組織等 <神戸芸術工科大学図書
館事務室>
聖徳大学
聖徳大学川並記念図書館蔵書目録データベース <聖徳大学川並記念図書館>
江戸川大学・短期大学
Web 教員・データベース <江戸川大学 学務課>
図書情報システム(仮称) <江戸川大学・短期大学総合情報図書館>
帝京科学大学
帝京科学大学附属図書館蔵書目録(仮称) <帝京科学大学附属図書館>
富山国際大学
富山国際大学図書館蔵書目録データベース(仮称) <富山国際大学図書館>
文京学院大学
文京学院大学紀要掲載論文データベース(仮称) <文京学院大学ふじみ野図書館>
文京学院大学ふじみ野図書館所蔵目録(仮称) <文京学院大学ふじみ野図書館>
静岡理工科大学
静岡理工大学附属図書館所蔵目録データベース <静岡理工科大学附属図書館>
鈴鹿医療科学大学
OPAC データベース <鈴鹿医療科学大学附属図書館>
京都造形芸術大学
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京都造形芸術大学 芸術文化情報センター 蔵書検索(ACIC-OPAC) <ACIC-OPAC>
東北芸術工科大学
東北芸術工科大学所蔵図書データベース <東北芸術工科大学図書館>
東洋学園大学
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大学
所蔵目録データベース <聖隷クリストファー大学図書館>
愛知産業大学
ASULIB <愛知産業大学・短期大学図書館>
松山東雲女子大学
東雲図書館所蔵目録データベース <松山東雲女子大学・松山東雲短期大学図書館>
中京学院大学
中京学院大学図書館蔵書目録データベース <中京学院大学図書館>
長岡造形大学
長岡造形大学附属図書館データベース(仮称) <長岡造形大学附属図書館>
新潟経営大学
新潟経営大学図書館蔵書データベース(仮称) <新潟経営大学図書館>
新潟国際情報大学
新潟国際情報大学蔵書目録(仮称) <新潟国際情報大学 情報センター>
日本認知科学会学術研究論文データベース(仮称) <日本認知科学会>
鈴鹿国際大学
鈴鹿国際大学・大学院教員研究論文データベース(仮称) <一色 将行>
図書館所蔵目録 <鈴鹿国際大学図書館>
山陽学園大学
山陽学園大学・短期大学図書館蔵書データベース <山陽学園大学・短期大学図書館>
比治山大学
比治山大学図書館所蔵目録データベース(仮称) <比治山大学図書館>
三島由紀夫文庫目録データ(仮称) <比治山大学図書館>
宮崎国際大学
宮崎学園図書館所蔵資料データベース <宮崎国際大学、宮崎女子短期大学>
名桜大学
名桜大学附属図書館所蔵資料目録(仮称) <名桜大学附属図書館>
東日本国際大学
東日本国際大学昌平図書館所蔵目録データベース(仮称) <東日本国際大学昌平図書館>
新潟工科大学
新潟工科大学図書・雑誌データベース(仮称) <新潟工科大学附属図書館>
東海学園大学
図書館資料検索 <東海学園大学図書館>
兵庫大学
有限束データベース <田中正彦>
倉敷芸術科学大学
倉敷芸術科学大学図書館システム <倉敷芸術科学大学図書館>
仙台白百合女子大学
仙台白百合女子大学カトリック研究所蔵書検索データベース <仙台白百合女子大学カトリック研究所>
仙台白百合女子大学図書館 OPAC <仙台白百合女子大学図書館>
仙台白百合女子大学図書館 OPAC <図書館>
仙台白百合女子大学図書館蔵書検索データベース <仙台白百合女子大学図書館>
東京家政学院筑波女子大学
筑波女子大学紀要全文データベース <東京家政学院筑波女子大学附属図書館>
十文字学園女子大学
十文字学園情報・資料センター図書目録データベース <十文字学園女子大学 情報・資料センター / 十文字学
園女子大学短期大学部 図書館>
平成国際大学
平成国際大学附属図書館蔵書目録データベース(仮称) <平成国際大学附属図書館>
東京純心女子大学
東京純心女子大学図書館所蔵目録(仮称) <東京純心女子大学図書館>
豊橋創造大学
豊橋創造大学・豊橋創造大学短期大学部図書館蔵書検索システム(仮称) <豊橋創造大学・豊橋創造大学短期大
学部宇附属図書館>
プール学院大学
プール学院大学図書館蔵書目録データベース(仮称) <プール学院大学図書館>
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高松大学
高松大学蔵書データベース <高松大学附属図書館>
北海道浅井学園大学
目録データベース(仮称) <北海道浅井学園大学図書館>
高知工科大学
OPAC データベース(仮称) <高知工科大学 附属情報図書館>
九州ルーテル学院大学
九州ルーテル学院大学図書館所蔵目録データベース(仮称) <図書館>
桜花学園大学
桜花学園大学蔵書データベース <桜花学園大学桜堂記念図書館>
広島国際大学
核図表データベース <広島国際大学保健医療学部>
広島国際大学図書館 目録データベース <広島国際大学図書館>
九州看護福祉大学
九州看護福祉大学 学術情報データベース(仮称) <九州看護福祉大学図書館>
共愛学園前橋国際大学
共愛学園前橋国際大学図書館図書目録データベース(仮称) <>
共愛学園前橋国際大学論集データベース(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
神戸山手大学、神戸山手女子短期大学図書館所蔵資料データベース <神戸山手大学、神戸山手女子短期大学図
書館>
宮沢賢治研究文献目録 <信時 哲郎>
九州保健福祉大学
Phoenix-lib-Data Base(仮称) <九州保健福祉大学 附属図書館>
稚内北星学園大学
稚内北星学園大学紀要 <稚内北星学園大学紀要編集委員会>
東京福祉大学
東京福祉大学茶屋四郎次郎記念図書館所蔵目録(仮称) <東京福祉大学茶屋四郎次郎記念図書館>
新潟青陵大学・新潟青陵女子短期大学
新潟青陵大学・短期大学図書館所蔵目録データベース(仮称) <新潟青陵大学図書館、新潟青陵女子短期大学図
書館>
金城大学
日本のゴルフに関する研究文献データベース <金城大学社会福祉学部 松下高信・下村有子・川辺弘之>
静岡文化芸術大学
静岡文化芸術大学図書館・情報センター蔵書検索システム <静岡文化芸術大学図書館・情報センター>
富士常葉大学
富士常葉大学図書館蔵書目録データベース <富士常葉大学図書館>
京都創成大学
所蔵目録データベース(仮称) <京都創成大学 メディアセンター>
大阪明浄大学
OPAC データベース(仮称) <大阪明浄大学附属図書館>
日本赤十字広島看護大学
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>
立命館アジア太平洋大学
立命館アジア太平洋大学研究者データベース <>
東北公益文科大学
東北公益文科大学メディアセンター所蔵目録データベース <東北公益文科大学メディアセンター>
長岡大学
長岡大学図書館蔵書目録 <長岡大学図書館>
仁愛大学
仁愛大学附属図書館データベース <仁愛大学附属図書館>
東邦学園大学
東邦学園大学図書館所蔵目録 <東邦学園大学図書館>
京都嵯峨芸術大学
京都嵯峨芸術大学付属図書館図書資料検索システム <京都嵯峨芸術大学付属図書館>
鳥取環境大学
鳥取環境大学 情報メディアセンター 所蔵目録データベース(仮称) <鳥取環境大学 情報メディアセンター>
日本赤十字九州国際看護大学
OPAC(仮称) <日本赤十字九州国際看護大学図書館>
長崎外国語大学
蔵書目録(仮称) <教育研究メディアセンター>

－ 143 －

東京富士大学
東京富士大学図書館所蔵目録(仮称) <東京富士大学メディアセンター図書課>
羽衣国際大学・羽衣学園短期大学
羽衣学園 大学図書館所在データベース(仮称) <羽衣国際大学・羽衣学園短期大学 学術情報センター>
中国学園大学
中国学園図書館蔵書・雑誌目録データベース(仮称) <中国学園図書館>
宇部フロンティア大学
宇部フロンティア大学/宇部短期大学 附属図書館蔵書目録(仮称) <宇部フロンティア大学/宇部短期大学図書
館>
仮名手本忠臣蔵テキストデータベース <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>
『菅原伝授手習鑑」テキストデータベース <宇部短期大学言語文化学科学生>
「義経千本桜」テキストデータベース <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>
尚絅学院大学
尚絅学院大学図書館・図書視聴覚検索システム <尚絅学院大学図書館>
長浜バイオ大学
FAMSBASE <長浜バイオ大学バイオサイエンス学部バイオサイエンス学科郷研究室,北里大学薬学部製薬学科生
物分子設計学教室梅山研究室>
Het-PDB Navi <長浜バイオ大学バイオサイエンス学部バイオサイエンス学科郷研究室>
大阪成蹊大学
大阪成蹊大学現代経営情報学部研究紀要(仮称) <大阪成蹊大学現代経営情報学部>
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データベース公開機関名
公開データベースの正式名称

<データベースの作成者>

《 大学共同利用機関 》
高エネルギー加速器研究機構
KISS for Books <高エネルギー加速器研究機構 学術情報課>
KISS for Preprints <高エネルギー加速器研究機構 学術情報課>
Photoproduction Data Bank(π-中間子光発生データ・バンク) <鵜飼熊太郎、中村輝男>
放射光関連出版物データベース(仮称) <高エネルギー加速器研究機構 放射光研究施設>
国文学研究資料館
国書基本データベース(著作編) <国文学研究資料館>
国文学研究画像データベース <国文学原資料データベースグループ>
国文学論文目録データベース <国文学研究資料館>
「史料所在情報・検索」システム <国文学研究資料館史料館>
図書・雑誌所蔵目録(OPAC) <国文学研究資料館>
日本古典文学本文データベース <日本古典文学本文データベースグループ>
マイクロ資料・和古書目録データベース <国文学研究資料館>
国立極地研究所
Super DARN SENSU Detabase(仮称) <国立極地研究所 超高層物理学研究グループ>
国立極地研究所 出版物データベース(仮称) <国立極地研究所 図書室>
国立極地研究所 取扱地図類(仮称) <国立極地研究所 図書室>
国立極地研究所所蔵試料目録(仮称) <国立極地研究所図書室>
南極・固体地球物理学データ(仮称) <国立極地研究所地学グループ>
南極海植物ﾌプランクトンデータベース <南極海プランクトンデータベース作成委員会>
宇宙科学研究所
Data Archives and Transfer System <宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究本部 宇宙科学情報解析センター>
Exos-D Science Database <宇宙科学研究所「あけぼの」研究班>
NSSDC HINOTORI DATA(米国航空宇宙局 NSSDC の Web site 参照) <小山孝一郎(宇宙航空研究開発機構)渡部重十
(北海道大学)大家寛(福井工業大学)>
YOHKOH SXT Daily Images(仮称) <ようこうチーム>
YOHKOH SXT Weekly Movies(仮称) <ようこうチーム>
さきがけ太陽風、磁場データ(仮称) <小山孝一郎、中川朋子(東北工業大学)、阿部琢美(宇宙航空研究開発機構)>
国立遺伝学研究所
Ancient Genome Ensyclopedia(古代 DNA データベース) <国立遺伝学研究所集団遺伝研究部門 斎藤成也(代表)>
DNA Data Bank of Japan <生命情報・DDBJ 研究センター・国立遺伝学研究所>
DNA 配列の特許データ <特許庁>
EMBL Data Library, Nucleotide Sequence Database <EMBL ,EBI>
GTOP(Genome TO Protein structure and function) <西川 建>
Protein Sequence Database of the Protein Information Resource <Protein Information Resource, National
Biomedical Research Foundation, Washington, D.C. 20007, U.S.A.>
Review Articles in Molecular Bioscieuces <RAMBIOS 刊行会>
Swiss-Prot Protein Sequence Database <Amos Bairoch and EMBL Data Library,EMBL, EBI>
遺伝暗号使用データベース <コドン使用データベース(CUTG)作成グループ(池村淑道,中村保一,他)>
遺伝資源情報データベース(仮称) <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>
微生物資源データベース <WFCC-MIRCEN World Data Centre for Microorganisms>
類人猿ゲノム計画:Silver <斎藤成也>
統計数理研究所
統計科学文献データベース(仮称) <統計科学教育情報部、技術課技術第三係>
統計数理・彙報データベース(仮称) <統計数理研究所 技術課技術第四係>
岡崎国立共同研究機構
Gen Bank <National,Center for Biotechnology Information>
Microbial Genome Database for Comparative Amalysis <内山 郁夫>
PHYSCObase <岡崎国立共同研究機構 基礎生物学研究所 形質統御実験施設 種分化機構第 2 研究部門>
PIR Protein Sequence Database <National Biomedical Research Foundation>
Protein Data Bank <Research Collaboratory for Structural Bioinformatics>
SWISS-PROT Protein Sequence Database <Univesity of Geneva;European Bioinformatics Institute>
XDB <基礎生物学研究所 形態形成研究部門>
力の定数に関するデータベース <情報知識学会力の定数研究会>
量子化学文献データベース <量子化学データベース研究会>
国立情報学研究所
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Arts & Humanities Citation Index <Institute for Scientific Information 社>
CiNii(NII 引用文献情報ナビゲータ) <国立情報学研究所>
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>
NACSIS-CAT <>
RAMBIOS <RAMBIOS 刊行会>
Science Citation Index Expanded <Institute for Scientific Information 社>
Social Sciences Citation Index <Institute for Scientific Information 社>
維新史料綱要データベース <東京大学史料編纂所>
引用文献索引データベース <国立情報学研究所>
大型コレクションディレクトリ <東京大学附属図書館>
オンライン学術用語集 <国立情報学研究所>
科学技術関係欧文会議録目録データベース <国立国会図書館>
科学研究費補助金研究成果概要データベース <国立情報学研究所>
科学研究費補助金採択課題データベース <国立情報学研究所>
化学センサーデータベース <横浜国立大学 化学データベース委員会>
化学と教育誌データベース <(社)日本化学会 化学と教育誌データベース推進小委員会>
学位論文索引データベース <国立情報学研究所>
家政学文献索引データベース <日本家政学会>
経済学文献索引データベース <国立情報学研究所>
研究紀要ポータル データ作成担当者のページ <>
古文書目録データベース <東京大学史料編纂所>
雑誌記事索引データベース <国立国会図書館>
社会学文献情報データベース <日本社会学会>
スラブ地域研究文献データベース <北海道大学スラブ学文献研究会>
中央アジア研究文献目録 <東洋文庫付置ユネスコ東アジ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ジア文化研究センター>
地理学文献目録 <人文地理学会>
データベースディレクトリ <国立情報学研究所>
東南アジア関係文献目録データベース <東南アジア史学会情報化推進委員会>
日本アメリカ研究文献情報データベース <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データベース <(社)日本建築学会>
日本独文学会文献情報データベース <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>
文化財科学文献データベース <日本文化財科学会 文献目録委員会>
北方関係資料総合データベース <北海道大学附属図書館>
民間助成決定課題データベース <助成財団センター>
民間助成研究成果概要データベース <国立情報学研究所>
洋図書目録データベース <国立国会図書館>
霊長類学文献索引データベース <霊長類学文献索引データベース作成委員会>
ロシア外交史料館日本関連文書目録データベース <稲葉千晴、ロシア政治百科事典編纂委員会>
国立民族学博物館
映像音響資料学術研究情報データベース(外国語) <国立民族学博物館>
映像音響資料学術研究情報データベース(日本語) <国立民族学博物館>
映像資料目録情報データベース <国立民族学博物館>
音響資料目録情報データベース <国立民族学博物館>
国立民族学博物館国内資料調査委員調査報告集 <国立民族学博物館>
国立民族学博物館所蔵図書データベース <国立民族学博物館>
写真資料学術研究情報データベース <国立民族学博物館>
標本資料 画像情報データーベース <国立民族学博物館>
服装・身装文化(コスチューム)データベース <MCD プロジェクト-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)藤井龍彦(国立民族学博物館)中川隆
(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(愛知
新城大谷短期大学)>
国立歴史民俗博物館
館蔵資料データベース <国立歴史民俗博物館>
館蔵資料データベース <国立歴史民俗博物館>
館蔵中世古文書 <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>
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近世窯業遺跡データベース <国立歴史民俗博物館>
近世窯業関係主要文献目録データベース <国立歴史民俗博物館>
兼顕卿記 <水藤真>
自由民権運動研究文献目録 <国立歴史民俗博物館>
荘園関係文献目録データベース <国立歴史民俗博物館>
城館城下発掘データベース <国立歴史民俗博物館 考古研究部>
天文日記 <水藤真>
陶磁器出土遺跡 <小野正敏>
東大寺文書目録データベース <国立歴史民俗博物館>
土偶データベース <「土偶とその情報」研究会>
日本荘園データベース <国立歴史民俗博物館>
日本民俗学文献目録データベース <国立歴史民俗博物館 民俗研究部>
左経記 <国立歴史民俗博物館>
民俗誌 <上野和男>
棟札データベース <国立歴史民俗博物館 歴史研究部>
弥生石器遺跡データベース <国立歴史民俗博物館>
歴博図書目録 <国立歴史民俗博物館>
メディア教育開発センター
映像音響教材情報データベース <メディア教育開発センター>
教育メディア著作権関連情報データベース <メディア教育開発センター>
研究紀要等データベース <メディア教育開発センター>
高精細画像データベース <メディア教育開発センター>
獣医学症例データベース <「獣医学系教育 IT コンソーシアム」及び「メディア教育開発センター」>
所蔵映像・音響資料データベース <メディア教育開発センター>
素材静止画像データベース <メディア教育開発センター>
放送大学授業番組データベース <メディア教育開発センター>
メディア教育開発センター所蔵図書目録 <メディア教育開発センター>
メディア教育実践情報データベース <メディア教育開発センター>
メディア教材データベース <メディア教育開発センター>
国際日本文化研究センター
於竹大日如来縁起絵巻 <国際日本文化研究センター>
怪異・妖怪伝承データベース <怪異伝承データベース作成委員会(委員長・小松 和彦)>
外書データベース <国際日本文化研究センター>
外像データベース <国際日本文化研究センター>
家族史・人口史文献目録データベース <国際日本文化研究センター>
貴重書 <国際日本文化研究センター>
研究集会データベース <国際日本文化研究センター>
古写真データベース <国際日本文化研究センター>
在外日本美術データベース <海外日本美術情報データベースプロジェクト>
執筆者一覧データベース <国際日本文化研究センター>
所蔵図書データベース <国際日本文化研究センター>
図録米欧回覧実記 <国際日本文化研究センター>
長崎古地図データベース <国際日本文化研究センター>
錦絵観音霊験記の世界 <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」>
日本研究機関データベース <国際日本文化研究センター>
日文研出版物データベース <国際日本文化研究センター>
日文研出版物目次データベース <国際日本文化研究センター>
日文研フォーラムデータベース <国際日本文化研究センター>
平安人物志 <国際日本文化研究センター>
平安人物志短冊帖 <国際日本文化研究センター>
民事判決原本データベース <民事判決原本データベース作成協議会 会長 合庭 惇>
宗田文庫図版資料データベース <国際日本文化研究センター>
歴史的空間情報 <国際日本文化研究センター 日本都市図データベース作成グループ>
核融合科学研究所
AM <核融合科学研究所 研究・企画情報センター>
Backscattering Coefficients of light ions from solids <核融合科学研究所研究・企画情報センター>
CHARGE TRANSFER DATABASE <核融合科学研究所研究・企画情報センター>
Electron-molecule Collision DataBase <核融合科学研究所 研究・企画情報ｾﾝﾀｰ>
FUSION <核融合科学研究所研究・企画情報センター>
Heavy particle-molecule Collision database <核融合科学研究所 研究･企画情報センター>
SPUTTERING YIELDS OF MONATOMIC SOLIDS DATABASE <核融合科学研究所研究・企画情報センター>

－ 147 －

オークリッジ原子過程文献データベース <米国オークリッジ国立研究所 原子過程データセンター>
核融合科学研究所行政文書ファイル管理システム <核融合科学研究所>
原子・分子データベース検索表示システム(Atomic and Molecular Data Interactive System) <核融合科学研
究所研究・企画情報センター>
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データベース公開機関名
公開データベースの正式名称

<データベースの作成者>

《 文部科学省・文化庁所轄機関 》
国立教育政策研究所
学習指導要領データベース <学習指導要領データベース作成委員会>
学校教職員等自作の教材・教具データベース <国立教育政策研究所>
学校における教育実践研究主題データベース <国立教育政策研究所>
学校に関する情報データベース <国立教育政策研究所>
教育学系博士・修士学位論文データベース <国立教育政策研究所>
教育研究所・教育センター刊行論文データベース <国立教育政策研究所/全国教育研究所連盟>
教育研究論文索引 <国立教育政策研究所>
教育用ソフトウェア情報データベース <国立教育政策研究所>
教科書目録情報データベース <（財）教科書研究センター>
教職員研修講座データベース <国立教育政策研究所>
高校入試問題データベース <国立教育政策研究所>
生涯学習事業プログラムデータベース <国立教育政策研究所>
国立特殊教育総合研究所
国立特殊教育総合研究所所蔵目録 <独立行政法人国立特殊教育総合研究所>
特殊教育学習指導要領等データベース <独立行政法人 国立特殊教育総合研究所>
特殊教育関係文献目録 <独立行政法人国立特殊教育総合研究所>
特殊教育実践研究課題 <独立行政法人国立特殊教育総合研究所>
特殊教育センター等研修情報データベース <独立行政法人国立特殊教育総合研究所>
特殊教育法令等データベース <独立行政法人 国立特殊教育総合研究所>
国立科学博物館
インドネシアの浅海性魚類フィールドガイド <独立行政法人 国立科学博物館>
海棲哺乳類情報データベース <独立行政法人 国立科学博物館>
海棲哺乳類頭骨データベース <独立行政法人 国立科学博物館>
大型哺乳類化石データベース <独立行政法人 国立科学博物館>
外国産鉱物標本画像データベース <独立行政法人 国立科学博物館>
外国産鉱物標本データベース <独立行政法人 国立科学博物館>
海産動物プランクトン動画データベース <独立行政法人 国立科学博物館>
火山岩噴出物データベース <独立行政法人 国立科学博物館>
岩石の偏向顕微鏡画像データベース <独立行政法人 国立科学博物館>
岩石標本データベース <独立行政法人 国立科学博物館>
魚類化石データベース <独立行政法人 国立科学博物館>
魚類写真資料データベース <独立行政法人 国立科学博物館>
小型哺乳類化石データベース <独立行政法人 国立科学博物館>
コケ類タイプ標本コレクション <独立行政法人 国立科学博物館>
櫻井コレクション(鉱物) <独立行政法人 国立科学博物館>
産業技術の歴史 <独立行政法人 国立科学博物館>
所蔵資料目録データベース(雑誌) <独立行政法人 国立科学博物館>
所蔵資料目録データベース(図書) <独立行政法人 国立科学博物館>
人骨遺跡データベース <独立行政法人 国立科学博物館>
人骨標本コレクション <独立行政法人 国立科学博物館>
絶滅危惧地衣類一覧 <独立行政法人 国立科学博物館>
地衣類一般標本データベース <独立行政法人 国立科学博物館>
地衣類エキシカータ標本データベース <独立行政法人 国立科学博物館>
地衣類基準標本データベース <独立行政法人 国立科学博物館>
造岩鉱物の偏向顕微鏡画像データベース <独立行政法人 国立科学博物館>
津村コレクションデータベース <独立行政法人 国立科学博物館>
軟骨魚類化石画像データベース <独立行政法人 国立科学博物館>
軟体動物化石画像データベース <独立行政法人 国立科学博物館>
軟体動物化石データベース <独立行政法人 国立科学博物館>
日本産鉱物標本データベース <独立行政法人 国立科学博物館>
日本産淡水魚類標本データベース <独立行政法人 国立科学博物館>
日本産淡水魚類分布データベース <独立行政法人 国立科学博物館>
日本の海藻 100 選 <独立行政法人 国立科学博物館>
野村鎮コレクション ホロタイプ 画像データベース <独立行政法人 国立科学博物館>
微化石タイプ画像データベース <独立行政法人 国立科学博物館>
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微化石標本データベース <独立行政法人 国立科学博物館>
東京国立近代美術館
東京国立近代美術館所蔵作品データベース <東京国立近代美術館 企画課情報・資料係>
東京国立近代美術館所蔵図書目録データベース <東京国立近代美術館 企画課情報･資料係>
文化財研究所 東京文化財研究所
売立目録データベース <東京文化財研究所 情報調整室>
近現代美術展覧会情報データベース <東京文化財研究所 情報調整室>
伝統芸能関係図書データベース <東京文化財研究所 情報調整室>
美術関係和漢書データベース <東京文化財研究所 情報調整室>
保存修復関係図書データベース <東京文化財研究所 情報調整室>
奈良文化財研究所
Archaeologically Excavated Japanese Gardens <奈良文化財研究所>
遺跡データベース <奈良文化財研究所>
古代地方官衙・居宅・寺院関係遺跡文献データベース <奈良文化財研究所 埋蔵文化財センター遺跡調査技術研
究室>
所蔵図書データベース <奈良文化財研究所>
奈良文化財研究所所蔵図書データベース <>
発掘庭園データベース <奈良文化財研究所>
報告書抄録データベース <奈良文化財研究所>
木簡データベース <奈良文化財研究所>
薬師寺典籍文書データベース <奈良文化財研究所>
国立美術館 国立西洋美術館
国立西洋美術館図書情報システム <国立西洋美術館>
デジタルギャラリー:超高精細画像検索表示システム <国立西洋美術館>
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データベース公開機関名
公開データベースの正式名称

<データベースの作成者>

《 短期大学・高等専門学校 》
京都大学医療技術短期大学部
病原細菌データベース <微生物デジタル標本データベースの構築グループ>
高岡短期大学
地域産業資料データベース <高岡短期大学開放センター>
筑波技術短期大学
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 学術国際交流委員会>
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
米沢女子短期大学附属図書館所蔵図書データベース(仮称) <山形県立米沢女子短期大学附属図書館>
県立新潟女子短期大学
県立新潟女子短期大学図書館所蔵資料検索(OPAC) <県立新潟女子短期大学図書館>
生活環境データベース(仮称) <県立新潟女子短期大学生活科学科>
千葉大学ヘーゲル・データベース <千葉大学・加藤尚武(現取鳥環境大学学長)>
山梨県立女子短期大学
山梨県立女子短期大学図書館所蔵目録データベース <山梨県立女子短期大学図書館>
島根県立島根女子短期大学
蔵書データベース(仮称) <島根女子短期大学附属図書館>
倉敷市立短期大学
倉敷市立短期大学研究情報(仮称) <倉敷市立短期大学及び個人>
鹿児島県立短期大学
鹿児島県立短期大学附属図書館蔵書目録データベース(仮称) <鹿児島県立短期大学附属図書館>
愛媛県立医療技術短期大学
愛媛県立医療技術短期大学図書館 OPAC <愛媛県立医療技術短期大学図書館>
群馬県立医療短期大学
群馬県立医療短期大学図書館所蔵資料データベース <図書館>
秋田公立美術工芸短期大学
図書館蔵書目録データベース <附属図書館>
島根県立看護短期大学
所蔵資料データベース(仮称) <島根県立看護短期大学>
札幌大学女子短期大学部
スラブ地域研究文献データベース <スラブ学文献研究会データベース作成班>
青森明の星短期大学
青森明の星短期大学ホームページ <青森明の星短期大学情報処理委員会>
國學院大學栃木短期大學
國學院大學栃木学園図書館 蔵書検索 <國學院大學栃木学園図書館>
跡見学園女子大学短期大学部
跡見学園女子大学短期大学部図書館蔵書検索 <跡見学園女子大学短期大学部図書館>
白梅学園短期大学
白梅学園短期大学図書館蔵書目録データベース <白梅学園短期大学図書館>
戸板女子短期大学
戸板女子短期大学 図書館蔵書目録 <図書館>
嘉悦大学短期大学部
嘉悦大学図書館蔵書目録データベース <嘉悦大学図書館>
日本赤十字武蔵野短期大学
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>
湘北短期大学
湘北短期大学図書館所蔵図書データベース(仮称) <湘北短期大学図書館>
上智短期大学
上智短期大学紀要データベース(仮称) <上智短期大学教授会>
仁愛女子短期大学
仁愛女子短期大学附属図書館所蔵目録 <附属図書館>
名古屋経済大学短期大学部
所蔵目録データベース(仮称) <図書館>
名古屋短期大学
桜花学園大学保育学部・名古屋短期大学図書館所蔵目録データベース(仮称) <桜花学園大学保育学部・名古屋
短期大学付属図書館>
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京都外国語短期大学
京都外国語短期大学付属図書館所蔵データベース <京都外国語短期大学付属図書館>
大阪信愛女学院短期大学
大阪信愛女学院短期大学図書館蔵書目録データベース <大阪信愛女学院短期大学図書館>
大阪千代田短期大学
大阪千代田短期大学紀要目次データベース(仮称) <大坂千代田短期大学図書館>
広岡キミヱ文庫目録 <大阪千代田短期大学図書館>
広岡キミヱ文庫目録 <大阪千代田短期大学図書館>
聖母女学院短期大学
聖母女学院短期大学図書館所蔵目録オンライン検索サービス <聖母女学院短期大学図書館>
神戸女子短期大学
日米共同エマルション実験研究論文データベース <神戸女子短期大学 浅木森 和夫>
産業技術短期大学
情報館 AL <(株)ブレインテック>
和歌山信愛女子短期大学
信愛紀要データベース <和歌山信愛女子短期大学>
順正短期大学
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) <順正短期大学・順正高等看護専門学校
附属図書館>
鈴峯女子短期大学
鈴峯女子短期大学図書館蔵書目録データベース <鈴峯女子短期大学図書館>
長崎外国語短期大学
蔵書目録(仮称) <教育研究メディアセンター>
宮崎女子短期大学
生涯学習情報サービス・データベース(仮称) <宮崎女子短期大学 生涯学習推進委員会>
鹿児島純心女子短期大学
鹿児島純心女子短期大学図書館蔵書目録データベース(仮称) <鹿児島純心女子短期大学図書館>
育英短期大学
育英短期大学図書館蔵書目録データベース(仮称) <育英短期大学図書館>
国際学院埼玉短期大学
国際学院研究紀要・卒業研究論文抄録集データベース <国際学院埼玉短期大学>
共栄学園短期大学
図書データベース 共栄大学・共栄学園短期大学図書データベース <共栄大学・共栄学園短期大学図書館>
帝京大学福岡短期大学
LICSU/21 データベース <NEC>
小松短期大学
小松短期大学図書館蔵書データベース(仮称) <小松短期大学図書館>
東海大学福岡短期大学
デジタルジャーナル <東海大学福岡短期大学 メディア情報学習支援センター>
山野美容芸術短期大学
山野美容芸術短期大学研究紀要目録情報 <図書館>
山野美容芸術短期大学図書館図書目録情報(仮称) <図書館>
富山福祉短期大学
クライアントサーバ型学校図書館情報システム(仮称) <北電情報システムサービス株式会社>
群馬松嶺福祉短期大学
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>
函館工業高等専門学校
函館工業高等専門学校 蔵書検索システム <函館工業高等専門学校 庶務課図書係>
釧路工業高等専門学校
釧路工業高等専門学校 紀要論文データベース(仮称) <釧路工業高等専門学校 庶務課 情報資料係>
釧路工業高等専門学校 図書館検索システム(仮称) <釧路工業高等専門学校 庶務課 情報資料係>
八戸工業高等専門学校
八戸工業高等専門学校蔵書目録データベース <八戸高専庶務課図書係>
仙台電波工業高等専門学校
中期インド・アリアン語文献のデータベース(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
秋田工業高等専門学校蔵書データベース(仮称) <秋田工業高等専門学校図書館>
小山工業高等専門学校
小山工業高等専門学校 研究紀要目次 <小山工業高等専門学校 図書館>
群馬工業高等専門学校
群馬工業高等専門学校図書館蔵書目録 <群馬工業高等専門学校図書館>
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長岡工業高等専門学校
長岡工業高等専門学校蔵書検索システム <長岡工業高等専門学校図書館>
富山工業高等専門学校
富山工業高等専門学校図書館蔵書目録データベース <富山工業高等専門学校庶務課図書館>
富山商船高等専門学校
富山商船図書館蔵書データベース <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
石川工業高等専門学校 総合目録データベース <石川高専 庶務課 図書係>
石川高専図書館所蔵データベース <庶務課図書係>
福井工業高等専門学校
福井高専図書館蔵書データベース <福井工業高等専門学校学生課図書係>
長野工業高等専門学校
長野工業高等専門学校図書館蔵書データベース(仮称) <長野工業高等専門学校図書館>
岐阜工業高等専門学校
岐阜工業高等専門学校図書館蔵書データベース(仮称) <岐阜工業高等専門学校 庶務課図書係>
岐阜工業高等専門学校図書館蔵書データベース <岐阜工業高等専門学校庶務課図書係>
沼津工業高等専門学校
沼津工業高等専門学校図書館蔵書目録データベース(仮称) <沼津工業高等専門学校図書館>
豊田工業高等専門学校
豊田工業高等専門学校図書館蔵書目録検索データベース <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
図書検索 <鈴鹿工業高等専門学校図書係>
鳥羽商船高等専門学校
伊勢湾衛星画像データベース <石田邦光、伊藤政光、落合弘明>
明石工業高等専門学校
明石工業高等専門学校図書データベース(仮称) <明石工業高等専門学校図書係>
奈良工業高等専門学校
奈良工業高等専門学校蔵書目録データベース <奈良工業高等専門学校図書館>
米子工業高等専門学校
米子工業高等専門学校図書館蔵書目録(仮称) <米子工業高等専門学校図書館>
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>
呉工業高等専門学校
呉工業高等専門学校図書館所蔵目録データベース <呉工業高等専門学校庶務課図書係>
広島商船高等専門学校
広島商船高等専門学校図書館所蔵目録データベース <広島商船高等専門学校 庶務課図書係>
宇部工業高等専門学校
宇部工業高等専門学校蔵書目録 <宇部工業高等専門学校図書係>
大島商船高等専門学校
大島商船高等専門学校図書館所蔵目録データベース <大島商船高等専門学校庶務課図書係>
高松工業高等専門学校
高松工業高等専門学校研究紀要データベース <高松工業高等専門学校図書館>
詫間電波工業高等専門学校
図書目録データベース <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
図書館所蔵目録データベース <新居浜工業高等専門学校図書館>
高知工業高等専門学校
高知高専蔵書検索システム <高知工業高等専門学校図書館>
北九州工業高等専門学校
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
所蔵図書データベース(仮称) <大分工業高等専門学校庶務課図書係>
都城工業高等専門学校
都城工業高等専門学校図書館所蔵目録データベース(仮称) <都城工業高等専門学校庶務課図書係>
鹿児島工業高等専門学校
鹿児島工業高等専門学校図書館所蔵目録データベース <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
徳山高専図書館データベース(仮称) <徳山工業高等専門学校 図書館>
八代工業高等専門学校
八代高専図書館所蔵目録データベース(仮称) <八代高専図書館所蔵目録データベース(仮称)>
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《 国立試験研究機関 》
航空宇宙技術研究所
旧航空宇宙技術研究所研究成果情報 DB 検索システム <旧航空宇宙技術研究所図書館>
図書館蔵書検索システム <宇宙航空研究開発機構総合技術研究本部図書館>
物質・材料研究機構（旧・金属材料技術研究所）
SUPERCON(超伝導材料情報データベース) <物質・材料研究機構材料基盤情報ステーション>
圧力容器材料データベース <物質・材料研究機構 材料基盤情報ステーション>
拡散情報データベース <物質・材料研究機構材料基盤情報ステーション>
拡散データベース <独立行政法人物質・材料研究機構 材料基盤情報ステーション>
基盤原子力用材料 <データフリーウエイ共同研究協議会>
強磁場工学データベース <物質・材料研究機構 強磁場研究センター>
計算物性データベース <独立行政法人物質・材料研究機構 材料基盤情報ステーション>
結晶基礎データベース <独立行政法人物質・材料研究機構 材料基盤情報ステーション>
構造材料データベース <物質・材料研究機構 材料基盤情報ステーション>
高分子データベース <独立行政法人物質・材料研究機構 材料基盤情報ステーション>
材料用核データ DB <物質・材料研究機構材料基盤情報ステーション>
三次元状態図データベース <独立行政法人物質・材料研究機構 材料基盤情報ステーション>
鉄鋼材料の環境負荷算出データベース(仮称) <物質・材料研究機構 エコマテリアル研究センター 環境循環材
料グループ>
表面分析データベース(仮称) <表面分析研究会(Surface Analysis Society ofJapan)>
溶接用 CCT 図データベース <物質・材料研究機構と科学技術振興事業団との共同研究>
予備的 LCA のための 4000 品目環境負荷データベース(仮称) <物質・材料研究機構 エコマテリアル研究センタ
ー 環境循環材料グループ>
国立保健医療科学院
厚生労働科学研究成果データベース <国立保健医療科学院研究情報センターおよび厚生労働省>
国立保健医療科学院研究情報センター所蔵資料目録 <国立保健医療科学院研究情報センター>
産業技術総合研究所つくばセンター・つくば中央第７
火山衛星画像データベース(プロトタイプ版) <産業技術総合研究所地球科学情報研究部門地質リモートセンシ
ング研究グループ>
火山防災マップデータベース <産業技術総合研究所地質調査総合センター 宮坂瑞穂>
岩石標準試料データベース <産業技術総合研究所地球科学情報研究部門>
岩石物性値データベース <産業技術総合研究所 地球科学情報研究部門>
シームレス地質図データベース <産業技術総合研究所地球科学情報研究部門>
地震に関連する地下水観測データベース <産業技術総合研究所 地球科学情報研究部門>
地盤データベース <産業技術総合研究所地球科学情報研究部門>
世界地質図索引図データベース <産業技術総合研究所 成果普及部門 地質調査情報部 地質情報管理室>
地下水データベース <産業技術総合研究所地圏資源環境研究部門>
地質標本登録データベース <産業技術総合研究所成果普及部門地質標本館,産業技術総合研究所地球科学情報
研究部門地質標本研究グループ>
地層名検索データーベース <産業技術総合研究所地球科学情報研究部門>
地熱ボーリングコア・データベース <産業技術総合研究所地圏資源環境研究部門>
日本地質図データベース <産業技術総合研究所成果普及部門地質調査情報部>
日本地質文献データベース <産業技術総合研究所 成果普及部門 地質調査情報部 地質情報管理室>
日本列島基盤岩類物性データベース <産業技術総合研究所地球科学情報研究部門地球物理情報研究グループ>
物理探査調査研究活動データベース <産業技術総合研究所 成果普及部門 地質調査情報部>
北西太平洋(日本周辺海域)海底鉱物資源データベース <産業技術総合研究所海洋資源環境研究部門>
北西太平洋海底堆積物データベース <産業技術総合研究所 海洋資源環境研究部門>
国土交通省国土地理院
5000m 航空磁気測量データベース(仮称) <国土交通省国土地理院>
GPS 衛星精密軌道情報(GPS 観測データと GPS 精密軌道情報) <国土交通省国土地理院>
GPS 連続観測システム <国土交通省国土地理院>
NOAA 植生指標データ <国土交通省国土地理院>
火山地域航空磁気データベース(仮称) <国土交通省国土地理院>
基準点成果閲覧サービス <国土交通省国土地理院>
空中写真閲覧サービス <国土交通省国土地理院>
傾斜量図 <国土交通省国土地理院>
重力データ <国土交通省国土地理院>
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数値地図 2500(空間データ基盤) <国土交通省国土地理院>
数値地図 25000(空間データ基盤) <国土交通省国土地理院>
数値地図等メタデータ データベース(仮称) <国土交通省国土地理院>
全国都道府県市区町村別面積調 <国土交通省国土地理院>
測地・位置天文学 VLBI Mark III 型 データベース <国土交通省国土地理院(国際 VLBI 事業)>
地球地図 <国土交通省国土地理院 地球地図国際運営委員会事務局>
地磁気測量成果データベース(仮称) <国土交通省国土地理院>
地磁気データ <国土交通省国土地理院>
潮位データ <国土交通省国土地理院>
日本の山岳標高一覧 <国土交通省国土地理院>
日本のジオイド 2000(英名 GSIGEO2000) <国土交通省国土地理院>
農業技術研究機構畜産草地研究所 （那須）
草地植生ファクトデータベース <独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構 畜産草地研究所 草地生態
部「草地の動態に関する研究」事務局>
写真で見る外来雑草 <独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構 畜産草地研究所 飼料生産管理部 栽培
生理研究室>
飼料作物の害虫目録 <独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構 畜産草地研究所 飼料生産管理部 害虫
管理研究室>
飼料作物病害図鑑 <独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構 畜産草地研究所 飼料生産管理部 病害制
御研究室>
森林総合研究所
林業・林産関係国内文献情報データベース <独立行政法人森林総合研究所>
海上保安大学校
海上保安大学校図書館蔵書目録データベース <海上保安大学校図書館>
産業技術総合研究所北海道センター
ガスハイドレート物理的特性データベース <成田 英夫(産総研北海道センター)>
石炭液化連続装置運転成果データベース <成田英夫>
厚生労働省国立国際医療センター研究所
生理活性脂質データベース <湯尾 明(国立国際医療センター研究所)>
国立健康・栄養研究所
栄養情報基盤 DB <国立健康・栄養研究所>
産業技術総合研究所四国センター
産業技術総合研究所 四国センター 図書室情報サービス <産業技術総合研究所 四国センター 産学官連携セン
ター>
農林水産省農林水産政策研究所
論文記事検索データベース <企画連絡室 広報課>
海上技術安全研究所
海氷データベース <独立行政法人 海上技術安全研究所 海洋開発研究領域>
海上技術安全研究所報告データベース <海上技術安全研究所研究情報センター>
座礁事故データベース(仮称) <遠藤 久芳>
次世代舶用炉熱水力特性知的情報データベース <海上技術安全研究所環境・エネルギー研究領域 稲坂 冨士夫>
衝突事故データベース(仮称)(作成中) <遠藤 久芳>
船舶信頼性情報データベース <海上技術安全研究所>
図書館所蔵目録データベース(仮称) <独立行政法人 海上技術安全研究所>
波浪データベース <海上安全研究領域 耐航・復原性能研究グループ 小川 剛孝>
ライダーデータベース <独立行政法人 海上技術安全研究所 環境・エネルギー研究領域>
航海訓練所
研究 <独立行政法人航海訓練所>
食品総合研究所
酵素一覧 <独立行政法人食品総合研究所>
食品機能性マニュアル <独立行政法人食品総合研究所>
食品研究成果情報 <独立行政法人食品総合研究所>
貯穀害虫・天敵図鑑 <独立行政法人 食品総合研究所 流通安全部 食品害虫研究室>
納豆研究文献データベース <独立行政法人食品総合研究所>
独立行政法人北海道開発土木研究所
寒地土木技術情報センター図書管理システム <独立行政法人北海道開発土木研究所 企画室>
寒地土木技術情報センター文書管理システム <独立行政法人北海道開発土木研究所 企画室>
国立環境研究所
Bacteriology Insight Orienting System <Species2000 Asia Oceania/国立環境研究所>
霞ヶ浦データベース <国立環境研究所 地球環境研究センター>
霞ケ浦臨湖実験施設気象データベース <国立環境研究所水土壌圏環境研究領域湖沼環境研究室/地球環境研究
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センター>
貨物線観測による二酸化炭素の大気・海洋交換モニタリングデータベース <国立環境研究所地球環境研究セン
ター>
環境数値データベース <国立環境研究所環境情報センター>
地球環境データベース <国立環境研究所地球環境研究センター>
地球資源情報データベース <GRID-つくば(国立環境研究所地球環境研究センター内)>
つくば上空成層圏オゾン鉛直分布データベース <国立環境研究所地球環境研究センター>
苫小牧フラックスリサーチサイトモニタリングデータベース <国立環境研究所地球環境研究センター>
内分泌撹乱化学物質に関するデータベース <環境ホルモン・ダイオキシン研究プロジェクト>
波照間・落石岬地上ステーションモニタリングデータベース <国立環境研究所地球環境研究センター>
東アジア海域海洋環境モニタリング(瀬戸内海)データベース <国立環境研究所地球環境研究センター>
有害紫外線モニタリングネットワークデータベース <国立環境研究所地球環境研究センター>
放射線医学総合研究所
環境中の C-14 比放射能測定調査データベース <放射線医学総合研究所 比較環境影響研究グループ 府馬正一>
環境中の空間放射線レベルデータベース(阿部) <放射線医学総合研究所 放射線安全研究センター 藤高和信>
環境中のトリチウム測定調査データベース <放射線医学総合研究所 比較環境影響研究グループ 宮本霧子>
グラフィックデータベース:体内残留率・排泄率のモデル予測値 <放射線医学総合研究所 防護体系構築研究グ
ループ 第 3 チーム>
原子力施設付近の環境水トリチウムデータベース(1967 年～1980 年) <放射線医学総合研究所 比較環境影響研
究グループ 宮本霧子>
大気浮遊塵中の放射性核種濃度データベース <放射線医学総合研究所 研究基盤部 湯川 雅枝>
図書館所蔵目録 <独立行政法人 放射線医学総合研究所 国際・研究交流部 研究交流・情報室 図書・研究情報
係>
内部被爆線量評価のための代謝データベース <放射線医学総合研究所 比較環境影響研究グループ 武田 洋>
分裂酵母 cDNA データベース <森明 充興>
水産大学校
水産大学校図書館蔵書検索システム(OPAC) <企画情報部 図書課>
酒類総合研究所
麹菌 EST データベース <独立行政法人 酒類総合研究所 微生物研究室>
所蔵図書データベース(仮称) <独立行政法人 酒類総合研究所>
保存菌株リスト(麹菌)(仮称) <独立行政法人 酒類総合研究所 微生物研究室>
法務省法務総合研究所
法務省白書等データベース <法務省法務総合研究所>
産業技術総合研究所つくばセンター・つくば中央第１
北太平洋の炭素循環 <工業技術院情報計算センター>
災害事例データベース <和田 有司>
海技大学校
海技大学校図書館蔵書検索システム <独立行政法人 海技大学校 図書館>
独立行政法人水産総合研究センター北海道区水産研究所
A-line Database <独立行政法人 水産総合研究センター 北海道区水産研究所>
独立行政法人農業技術研究機構北海道農業研究センター
羊ヶ丘の気象データ <北海道農業研究センター気象資源評価研究室>
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データベース公開機関名
公開データベースの正式名称

<データベースの作成者>

《 公立試験研究機関 》
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情報 <福井県工業技術センター>
名古屋市工業研究所
名古屋市工業研究所図書情報データベース <名古屋市工業研究所>
大阪府立産業技術総合研究所
所蔵図書データベース <大阪府立産業技術総合研究所>
奈良県森林技術センター
奈良県森林技術センター研究成果文献データベース <奈良県森林技術センター>
山口県文書館
有光家文書画像データベース <山口県文書館>
山口県文化史年表(重要事項)データベース <山口県文書館>
山口県文書館各種データベース <>
山口県文書館所蔵文書目録データベース <山口県文書館>
長野県食品工業試験場
長野県食品工業試験場 HOME PAGE <長野県食品工業試験場>
神奈川県産業技術総合研究所
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(以下産総研と略す)>
福岡県農業総合試験場
福岡県農業総合試験場 研究情報システム <福岡県農業総合試験場 企画情報部 知的財産管理課>
徳島県立２１世紀館
徳島県文化・学習情報システム 21 世紀館データベース <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データベース <徳島県立近代美術館>
徳島県文化・学習情報システム書誌データベース <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 21 世紀館>
徳島県文化・学習情報システム博物館データベース <徳島県立博物館>
徳島県文化・学習情報システム文書館データベース <徳島県立文書館>
山梨県工業技術センター
研究報告書 <技術情報科>
保有技術図書 <技術情報科>
石川県林業試験場
いしかわ森林図鑑 <石川県林業試験場>
石川県白山自然保護センター
石川県白山自然保護センター研究報告総目次(仮称) <石川県白山自然保護センター>
滋賀県琵琶湖研究所
びわ湖情報データバンク <滋賀県琵琶湖研究所>
広島県立東部工業技術センター
広島県立東部工業技術センターデータベースサービス(仮称) <広島県立東部工業技術センター>
佐賀県農業試験研究センター
試験研究成果情報データベース <佐賀県農業試験研究センター>
宮城県農業・園芸総合研究所
「普及に移す技術」要約 68～75 号「普及に移す技術」課題名検索ファイル 52～76 号 <宮城県農業・園芸総合
研究所>
鹿児島県工業技術センター
研究報告サービスシステム「メビウス」 <鹿児島県工業技術センター>
兵庫県立工業技術センター
兵庫県立工業技術センターデータベース(仮称) <兵庫県立工業技術センター>
北海道立林産試験場
刊行物 DataBase <北海道立林産試験場 企画指導部 普及課 技術係>
北海道木造建築物データベース <北海道立林産試験場 企画指導部 デザイン科>
岩手県工業技術センター
岩手県工業技術センターデータベース <岩手県工業技術センター>
福島県ハイテクプラザ
所蔵図書目録(仮称) <(株)NK 製作所>
東京都環境科学研究所 廃棄物分室
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環境局図書検索 <東京都環境局総務部企画調整課>
東京都環境科学研究所
図書総合管理システム「名館長 NEO」 <東京都環境科学研究所 資料室>
神奈川県環境科学センター
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>
福井県衛生環境研究センター
環境情報地図表示 <福井県衛生環境研究センター>
所報調査研究報告一覧 <福井県衛生環境研究センター管理室 企画情報グループ>
表形式データ検索 <福井県衛生環境研究センター>
文書検索 <福井県衛生環境研究センター>
滋賀県工業技術総合センター
研究概要データベース(仮称) <滋賀県工業技術総合センター>
試験研究用開放設備機器データベース <滋賀県工業技術総合センター>
図書蔵書データベース <滋賀県工業技術総合センター>
大阪府公衆衛生研究所
業績集データベース <大阪府立公衆衛生研究所>
健康危機事例集 <大阪府立公衆衛生研究所>
広島県食品工業技術センター
研究成果一覧(仮称) <広島県立食品工業技術センター>
沖縄県工業技術センター
沖縄県工業技術情報データベース(仮称) <沖縄県工業技術センター>
広島県立西部工業技術センター
研究報告データベース(仮称) <>
愛媛県工業技術センター
研究報告データベース <愛媛県工業技術センター>
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気象情報データベース <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データベース <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データベース <神奈川県農業総合研究所>
神奈川県の農業情報データベース <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
大阪の経済と業界動向データベース(仮称) <大阪府立産業開発研究所>
大阪府立産業開発研究所調査、研究報告書データベース(仮称) <大阪府立産業開発研究所>
宮城県産業技術総合センター
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 <宮城県産業技術総合
センター>
宮城県産業技術総合センターデータベース <宮城県産業技術総合センター>
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データベース(仮称) <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試験機器データベース(仮称) <滋賀県東北部工業技術センター>
岡山県林業試験場
岡山県林業試験場研究情報(仮称)岡山県農林水産総合情報システム <岡山県林業試験場 岡山県農林水産部農
政企画課>
石川県保健環境センター
石川県保健環境センター所蔵図書データベース(仮称) <石川県保健環境センター 情報・教育研修室>
兵庫県立健康環境科学研究センター
単行本データベース(仮称) <兵庫県立健康環境科学研究センター 企画情報部>
千葉県環境研究センター
千葉県環境研究所 研究報告リスト <千葉県環境研究センター>
徳島県保健環境センター
徳島県保健環境センター データベース(仮称) <徳島県保健環境センター、ホームページ検討委員会>
神奈川県立金沢文庫
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>
兵庫県生活科学研究所
商品分類別商品テスト情報 <兵庫県立生活科学研究所>
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 文献抄録データベース <大分県海洋水産研究センター>
北海道立中央水産試験場
試験研究成果情報検索 <北海道立中央水産試験場>
北海道立中央農業試験場
試験研究成果一覧 <北海道立中央農業試験場企画情報技術センター>
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高知県工業技術センター
研究報告データベース(仮称) <高知県工業技術センター>
宮崎県工業技術センター・食品開発センター
研究報告データベース <宮崎県工業技術センター・宮崎県食品開発センター>
鹿児島県林業試験場
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年報データベース <富山県環境科学センター>
三重県科学技術振興センター
研究成果等データベース <三重県科学技術振興センター>
神奈川県自治総合研究センター
研究報告書データベース(仮称)<神奈川県のホームページ内にある「オンライン資料室」に本データベースのデ
ータを提供> <神奈川県自治総合研究センター>
自治体学研究データベース(仮称) <神奈川県自治総合研究センター>
北海道立林業試験場
北海道立林業試験場・研究成果文献データベース <北海道立林業試験場>
埼玉県産業技術総合センター
研究報告データベース <埼玉県産業技術総合センター>
北海道立北方建築総合研究所
調査研究論文データベース <北方建築総合研究所 企画指導室>
京都府立海洋センター
研究論文データベース(仮称) <京都府立海洋センター>
青森県畜産試験場
青森県畜産試験場報告 <青森県農林総合研究センター畜産試験場>
静岡県富士工業技術センター
静岡県富士工業技術センター報告抄録データベース(仮称) <静岡県富士工業技術センター総務企画課>
群馬県林業試験場
業務報告 <群馬県林業試験場>
山口県林業指導センター
山口県林業指導センターホームページ試験研究(仮称) <山口県林業指導センター研究部>
福岡県工業技術センター
福岡県工業技術センター研究報告 <福岡県工業技術センター>
徳島県立農林水産総合技術センター
徳島畜産研究ニュース <徳島県立農林水産総合技術センター 畜産研究所>
山口県外海栽培漁業センター
山口県外海栽培漁業センター図書室 <山口県外海栽培漁業センター図書係>
高知県立森林技術センター
高知県立森林技術センター資料情報データベース <高知県立森林技術センター>
福島県陸産試験場研究報告 <福島県畜産試験場>
岡山県工業技術センター
岡山県工業技術センター報告データベース <岡山県工業技術センター>
大阪市立環境科学研究所
大阪市立環境科学研究所研究成果集 <大阪市立環境科学研究所>
大阪市立環境科学研究所図書室蔵書検索 <大阪市立環境科学研究所>
健康・環境・サイエンス <大阪市立環境科学研究所>
京都市産業技術研究所
京都市産業技術研究所工業技術センター研究報告抄録データベース <京都市産業技術研究所 工業技術センタ
ー>
岡山県農業総合センター
岡山農試 試験研究主要成果(仮称) <岡山県農業総合センター 総合調整部 企画調整課>
新潟県工業技術総合研究所
研究報告書データベース <新潟県工業技術総合研究所>
横須賀市自然博物館
「横須賀市自然・人文博物館刊行物」目次一覧データベース <横須賀市自然・人文博物館 HP 監修担当者>
神奈川県自然環境保全センター
神奈川県森林研究所(林業試験場)研究報告データベース <神奈川県自然環境保全センター研究部>
樹木方言データベース <神奈川県自然環境保全センター研究部>
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データベース公開機関名
公開データベースの正式名称

<データベースの作成者>

《 特殊法人研究所 》
日本貿易振興会アジア経済研究所
アジア経済研究所図書館・蔵書目録データベース <アジア経済研究所 図書館>
アジア経済研究所図書館所蔵雑誌記事索引データベース <アジア経済研究所図書館>
総合研究開発機構
NIRA's World Directory of Think Tanks 2002 <総合研究開発機構政策研究情報センター>
Publicatiions(研究成果出版物目録英語版) <総合研究開発機構総務企画部企画広報課>
大来佐武郎著作物 <総合研究開発機構政策研究情報センター>
研究成果出版物目録 <総合研究開発機構総務企画部企画広報課>
下河辺淳アーカイヴ <総合研究開発機構政策研究情報センター>
日本のシンクタンク情報<研究機関情報><研究成果情報> <総合研究開発機構政策研究情報センター>
日本労働研究機構
研究者情報データベース <独立行政法人 労働政策研究・研修機構 広報部>
蔵書データベース <労働政策研究・研修機構 広報部>
調査研究成果データベース <独立行政法人 労働政策研究・研修機構 調査部資料センター>
労働統計データベース <独立行政法人 労働政策研究・研修機構 広報部>
論文データベース <独立行政法人 労働政策研究・研修機構 広報部>
理化学研究所
図書館管理システム <IT フロンティア>
理化学研究所図書館所蔵目録 (OPAC) <理化学研究所研究調整部研究交流課(図書・発表)>
職業能力開発総合大学校
職業能力開発総合大学校図書館蔵書データベース <職業能力開発総合大学校図書館>
宇宙航空研究開発機構
宇宙文献情報システム(Aerospace Information Reference system External version) <宇宙航空研究開発機構
>
日本原子力研究所
Persistent Quest -Research Activities - <日本原子力研究所>
Technical Publications by JAERI Staff <日本原子力研究所>
研究成果の抄録集 <日本原子力研究所>
原 子 力 技 術 の 民 間 移 転 の た め の 技 術 情 報 デ ー タ ベ ー ス (Social Application of Nuclear Technology
Accumulation) <日本原子力研究所>
たゆまざる探究の軌跡 -研究活動と成果- <日本原子力研究所>
特許(実用新案を含む)登録一覧 <日本原子力研究所>
日本放送協会放送技術研究所
ISI Proceedings <ISI (Thomson Corporation)>
Journal Citation Reports on the Web <ISI(Thomson Corporation)>
Web of Science <ISI(Thomson Corporation)>
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データベース公開機関名
公開データベースの正式名称

<データベースの作成者>

《 学術研究法人 》
（財）発酵研究所
IFO Research Resources Database(仮称) IFO 生物資学データベース <財・発酵研究所>
（財）日本エネルギー経済研究所
EDMC エネルギーデータバンク <（財）日本エネルギー経済研究所計量分析部>
エネルギー関連文献目録(仮称) <（財）日本エネルギー経済研究所資料室>
（財）国際通信経済研究所
（財）国際通信経済研究所 資料室 検索サービス <（財）国際通信経済研究所>
（財）大倉精神文化研究所
仏典データベース(仮称) <財団法人大倉精神文化研究所>
道歌集データベース(仮称) <財団法人 大倉精神文化研究所>
東北歴史博物館
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）放射線影響研究所
学術研究論文データベース <（財）放射線影響研究所 情報技術部>
死亡率,罹患率データ(仮称) <（財）放射線影響研究所>
海洋科学技術センター
Extremo Base(極限微生物ゲノムデータベース) <海洋科学技術センター極限環境生物フロンティア研究システ
ム>
アルゴ計画高品質データベース <海洋科学技術センターArgo グループ>
海底岩石データベース <深海研究部>
研究成果データベース <海洋科学技術センター企画部計画管理課>
深海画像データベース <海洋科学技術センター>
（財）東洋文庫
ウイグル語図書前リスト(PDF) <東洋文庫 図書部 洋書目録係>
カザフ語図書全リスト(PDF) <東洋文庫 図書部 洋書目録係>
キルギス語図書前リスト(PDF) <東洋文庫 図書部 洋書目録係>
近代中国研究班収集・欧文図書オンライン検索 <東洋文庫研究部 近代中国研究班>
近代中国班収集・中文図書オンライン検索 <東洋文庫 研究部 近代中国班>
東洋学総合情報システム <財団法人 東洋文庫>
東洋学綜合情報システム <東洋文庫電算化委員会>
中国分逐次刊行オンライン検索(近代中国研究委員会収集) <東洋文庫研究部近代中国班>
別置ロシア語目録 <東洋文庫 図書部 洋書目録係>
洋書(Southeast Asia の部) <東洋文庫 図書部 洋書目録係>
（財）日本生物科学研究所
研究成果データベース(仮称) <（財）日本生物科学研究所 企画学術部>
（財）高揮度光科学研究センター
SPring-8 Research Frontiers(研究ハイライト) <（財）高輝度光科学研究センター 利用業務部>
SPring-8 User Experiment Report <（財）高輝度光科学研究センター>
SPring-8 年報 <（財）高輝度光科学研究センター>
SPring-8 利用者情報 <（財）高輝度光科学研究センター>
SPring-8 登録論文検索 <（財）高輝度科学研究センター 利用業務部 図書情報課>
（財）ファインセラミックスセンター
ファインセラミックス学術情報データベース <財団法人 ファインセラミックスセンター>
ファインセラミックス生データ・データベース <（財）ファインセラミックスセンター>
（財）リモート・センシング技術センター
発表論文・蔵書目録(仮称) <（財）リモート・センシング技術センター(RESTEC)>
（財）東京都医学研究機構 東京都臨床医学総合研究所
研究員データベース <（財）東京都医学研究機構 東京都臨床医学総合研究所>
（社）中国研究所
(社)中国研究所ホームページ <(社)中国研究所>
（財）三康文化研究所
三康図書館雑誌目録 <三康図書館>
三康図書館蔵書目録 教育書編 書名索引 <三康図書館>
三康図書館蔵書目録 語学書編 書名索引 <三康図書館>
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三康図書館蔵書目録 伝記書編 書名索引 <三康図書館>
三康図書館蔵書目録 民俗学書編 書名索引 <三康図書館>
三康図書館蔵書目録 歴史書編 書名索引 <三康図書館>
（社）化学情報協会
日本の化学文献データベース <(社)化学情報協会>
（財）日本証券経済研究所
株式投資収益率 <財団法人 日本証券経済研究所>
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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 15 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 インターネット（ＷＷＷ）を介して一般公開する「大学 Web サイト資源検索（JuNii（大学
情報メタデータ・ポータル）試験提供版）」から公開。 URL

http://ju.nii.ac.jp/

前回調査結果まで「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）により公開していましたが、平成 15 年度調査結果から、
「大学 Web サイト資源検索（JuNii）」のデータベース情報として、一般公開します。
②

統計処理をして「平成１５年度学術情報データベース実態調査報告書」を刊行。

なお、今回から、調査対象範囲、調査結果の公開方法及び回答方法を次の通り変更しました。
既登録データについては、特にご注意ください。
【平成 15 年度の調査からの変更点／既登録データに関する注意点】
(1) 調査対象が、ネットワーク上に公開されているデータベースになりました。
調査対象外となるデータは、データ全体を削除してください。
(2) 回答内容全てを公開します。
前回までの「非公開項目」も含め、回答内容全てを公開します。
・データの内容全体を公開不可としたい場合は、データ全体を削除してください。
・一部の項目の回答を公開不可としたい場合は、その項目のデータを削除してください。
(3) オンラインの回答が可能になりました。
オンライン回答については、各機関の図書館・情報関連施設等「メタデータ・デ
ータベース共同構築事業」のご担当部署とご相談ください。
オンライン回答の詳細は、別添の「オンライン回答の手引き」をご参照ください。

(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

下記の機関のうち、平成 14 年度調査において、調査対象とした機関
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・文部科学省及び文化庁の施設等機関
・独立行政法人
・国公立試験研究機関
・特殊法人の研究所
・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。
・調査対象は、ネットワーク上に公開されているデータベースとします。
・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、ネットワーク上に公開されているサービスと
します。

(4) 調査時点
平成１５年９月１日現在
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。
３．回答方法
(1) オンライン、又は調査票のいずれかで回答してください。
(2) オンラインで回答できるものは、調査票Ａ１、Ａ２、Ｃ１、及び

Ｃ２です。

調査票Ｂ１及びＢ２は、調査票により回答してください。オンラインでは回答できません。
以下では、従来の調査票（紙）による回答方法に基づき解説しています。オンラインで回答する場
合は、別添の「オンライン回答の手引き」を併せてご覧ください。
なお、オンラインと調査票では回答方法が異なる項目がありますので、ご注意ください。
４．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、
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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（「５．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、貴組織における情報検索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
（「６．記入要領Ⅱ」を参照してください）。
【調査票Ｂと調査票Ｃについて】
(1) データベースの提供形態が、情報検索サービスと提供データベースの構成になっている場合
に、Ｂ票とＣ票を作成してください。（下記 ①）
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。
(2) 情報検索サービスと提供データベースが単一の物である場合、Ｂ票は不要です。
（下記 ②）
既登録データが下記②に該当する場合は、調査票Ｂ２に赤字で「削除」と記入して返送して
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）
①調査票Ｂ、Ｃを作成

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

②調査票Ｃのみ作成

※

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しサービスを提供している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。
※

具体例をホームページに掲載してありますので、ご参照ください。
URL http://www.nii.ac.jp/survey/dbdr.html
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(3) 既登録データに関する注意事項（調査票（紙）による回答の場合）
・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。
・説明書及び新規調査票は、本研究所ホームページからダウンロードして利用することも可能で
す。詳細は、URL http://www.nii.ac.jp/survey/dbdr.html をご参照ください。
注

オンライン回答については、別添の「オンライン回答の手引き」をご参照ください。

５．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、ネットワーク上に公開されている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、作成が中止され
ても、データベースとして将来にわたって維持管理されるもの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. 回答公開の可否
平成 15 年度調査から、全項目の回答を公開します。
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。
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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.12)を参照し、最大 10 個まで記入してください。
オンライン回答と、「分類表」が異なります。
10. キーワード
このデータベースのテーマを表す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
①のｅ を選んだ場合は、「人、もの、用語等の辞書・辞典・ディレクトリ等」の該当
するものを○で囲んでください。
レ 人、もの、用語等の辞書・辞典・ディレクトリ等
例： ①のｅ □
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）
オンライン回答と、選択肢が異なります。
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
本調査では、ネットワーク上に公開されているデータベースを対象とします。
利用対象者に制限がある場合は、利用対象者の範囲欄に記入してください。
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
当該データベース（又はその紹介）を直接的に指す URL を必ず記入してください。
例：http://www.nii.ac.jp/ir/dbdr/dbdr.html
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良い例
当該データベースの専用入口画面、検索画面、紹介ページ など
悪い例
大学全体のトップページ、学部・学科・研究室のトップページ など
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。
利用者から直接の問合せがある場合もありますので、予めご了承ください。
22.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。
※

項番

11,12,13,20 で「その他」を選択した場合は、( )内に具体例等を記入してください。

(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）。

【平成 15 年度の調査からの変更点】
平成 15 年度調査から、次のとおり調査対象範囲及び結果の公開方法を変更しましたので、
既登録データについて、ご確認ください。
(1) 調査対象が、ネットワーク上に公開されているデータベースになりました。
調査対象外となるデータは、データ全体を削除してください。
(2) 回答内容全てを公開します。
既登録データ全体を公開不可としたい場合は、データ全体を削除してください。
一部の項目を公開不可としたい場合は、当該項目のデータを削除してください。
今回から、公開項目となったものは、次の４項目です。
4.データベース作成者の区分
17.入力作業期間
18.データベース作成費の出所
22.注記、御意見
項番 22 は一般向けには非公開ですが、オンライン編集画面上では、他機関からの
参照が可能です。

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
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てください。
６．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。
・ネットワーク上に公開されているものを対象とします。

②

記入要領：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。Ｂ票は、紙による回答のみとなり
ます。
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。
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
当該サービス（又はその紹介）を直接的に指す URL を必ず記入してください。
例：http://www.nii.ac.jp/ir/dbdr/dbdr.html
良い例
悪い例

当該サービスの専用入口画面、検索画面、紹介ページ など
大学全体のトップページ、学部・学科・研究室のトップページ など
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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：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、ホームページからダウンロードするか、下記「７．(2)

調査

票の返送・問合せ先」まで請求してください。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
「1.番号」の欄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。
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。
平成 15 年度の調査から、回答内容が公開されます。公開したくない場合は、この項目の
データを削除してください。
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.12)から選択して、
最大 10 個まで記入してください。
オンライン回答画面は、表示がことなります。
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。
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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。
また、当該データベース（又はその紹介）を直接的に指す URL を必ず記入してくださ
い。
例：http://www.nii.ac.jp/ir/dbdr/dbdr.html
良い例
悪い例

当該データベースの専用入口画面、検索画面、紹介ページ など
大学全体のトップページ、学部・学科・研究室のトップページ など

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。

【平成 15 年度の調査からの変更点】
平成 15 年度調査から、次のとおり調査対象範囲及び結果の公開方法を変更しましたので、
既登録データについて、ご確認ください。
(1) 調査対象が、ネットワーク上に公開されている情報検索サービス及びデータベースにな
りました。
調査対象外となるデータは、データ全体を削除してください。
(2) 回答内容全てを公開します。
今回から、調査票Ｃ２ 項番 5.データベース作成者からの入手方法 の回答も公開する
ことになりました。当項目の回答を公開不可としたい場合は、データを削除してください。
(3) 調査票Ｂ２の作成対象を変更しました。
情報検索サービスと提供データベースが単一の物（調査票Ｂと調査票Ｃが１対１で対応）
である場合、Ｂ票は不要です。
既登録データが該当する場合は、調査票Ｂ２に赤字で「削除」と記入して返送してくだ
さい。（４．調査票の記入 参照）

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)
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・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．回答期限
オンラインの回答
平成 15 年 12 月 25 日（木）までに入力を完了してください。（締切厳守）
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 15 年 12 月 25 日（木）までに送付してください。
(必着)
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、貴機関の本調査担当組織（図書館等）とよく連携してください。
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。
調査票は本調査担当組織（図書館等）で機関分を取りまとめ、回答集計表に各調査票ごとの回
答数を記入してください。
回答期限までに、調査票と回答集計表を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（オンライン回答分以外）
② 調査票Ｂ１、Ｂ２
③ 調査票Ｃ１、Ｃ２（オンライン回答分以外）
④ 回答集計表（機関ごとに１枚作成）
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。

－ 174 －

(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
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（直通）
オンライン回答の操作に関する問合せ

国立情報学研究所 開発・事業部 コンテンツ課 文字情報係
E-mail metadb@nii.ac.jp

Tel

０３－４２１２－２３６０（直通）

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１４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１２１０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。
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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 → ２５，２７

分

野

分

２１

農業工学

文

農

哲学

ｺｰﾄﾞ

学

教育学

ｺｰﾄﾞ
５５

畜産学

心理学
社会学

野

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

物理学

３２

技術基礎論）

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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平成１５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. 回答公表の可否

全回答内容を公開します

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
（該当するものを○で囲んでください。
）
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 □文部科学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
①利用対象者の範囲 ：

②サービスの実施機関：

20. データベースの提供形態
① 当該データベース（又はその紹介）を直接的に指す URL を必ず記入してください。
（例 http://www.nii.ac.jp/ir/dbdr/dbdr.html）

② □データベースに基づいた印刷物
③ □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１５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

ネットワーク上に公開されているものを対象とします。

6. サービスデータベース数
7. 利用者の範囲
8. オンラインサービス
① サービス時間

② アクセス方法（当該サービス（又はその紹介）を直接的に指す URL を必ず記入してください。
）

９ 問合せ先

①内

容

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１５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。
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。
1. 番

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

①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。
11. 問合せ先，管理者
等
②当該データベース（又はその紹介）を直接的に指す URL を必ず記入してくだ
さい。
例 http://www.nii.ac.jp/ir/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。
12. 注記

（国立情報学研究所）
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