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第百十一回指定まで

題号 発行人名 団体名 団体の所在地

第一回指定

Ｅntomological Ｓcience 日本昆虫学会 日本昆虫学会 １６２－０８０１
新宿区山吹町３５８番地５アカデミーセンター

日本応用動物昆虫学会
誌

園田　昌司 一般社団法人日本応用動
物昆虫学会

１１４－００１５
北区中里２丁目２８番１０号日本植物防疫協会内

日本生態学会誌 日本生態学会誌編集委員
会

一般社団法人日本生態学
会

６０３－８１４８
京都市北区小山西花池町１番地８株式会社土倉事務所内

日本音響学会誌 一般社団法人日本音響学
会

一般社団法人日本音響学
会

１０１－００２１
千代田区外神田２丁目１８番２０号ナカウラ第５ビル

農業経済研究 日本農業経済学会 日本農業経済学会 １１３－８６２２
文京区本駒込５丁目１６番９号財団法人日本学会事務センター内

教育哲学研究 坂越　正樹 教育哲学会 ７３９－８５２４
東広島市鏡山１丁目１番１号広島大学大学院人間社会科学研究科教育哲
学研究室内

化学と教育 公益社団法人日本化学会 公益社団法人日本化学会 １０１－００６２
千代田区神田駿河台１丁目５番地

地方史研究 久保田　昌希 地方史研究協議会 １１１－００３２
台東区浅草５丁目３３番１号－２階

心理学研究 公益社団法人日本心理学
会

公益社団法人日本心理学
会

１１３－００３３
文京区本郷５丁目２３番１３号

Japanese Psychological
Research

公益社団法人日本心理学
会

公益社団法人日本心理学
会

１１３－００３３
文京区本郷５丁目２３番１３号

動物心理学研究 日本動物心理学会 日本動物心理学会 １０１－００６４
千代田区猿楽町２丁目６番３号松栄ビル３階

The Horticulture Journal 一般社団法人園芸学会 一般社団法人園芸学会 ６０２－８０４８
京都市上京区下立売通小川東入西大路町１４６番地

資源地質 資源地質学会 資源地質学会 １０７－００５２
港区赤坂９丁目６番４１号乃木坂ビル５階

教育心理学研究 一般社団法人日本教育心
理学会

一般社団法人日本教育心
理学会

１１３－００３３
文京区本郷５丁目２４番６号本郷大原ビル７階

教育心理学年報 一般社団法人日本教育心
理学会

一般社団法人日本教育心
理学会

１１３－００３３
文京区本郷５丁目２４番６号本郷大原ビル７階

触媒 一般社団法人触媒学会 一般社団法人触媒学会 １０１－００６２
千代田区神田駿河台１丁目５番８号化学会館３階

日本口腔科学会雑誌 特定非営利活動法人日本
口腔科学会

特定非営利活動法人日本
口腔科学会

１３５－００３３
江東区深川２丁目４番１１号一ツ橋印刷株式会社学会事務センター内

言語研究 日本言語学会 日本言語学会 ６０２－８０４８
京都市上京区下立売通小川東入中西印刷株式会社学会フォーラム内

農業農村工学会論文集 公益社団法人農業農村工
学会

公益社団法人農業農村工
学会

１０５－０００４
港区新橋５丁目３４番４号農業土木会館内

数学 一般社団法人日本数学会 一般社団法人日本数学会 １１０－００１６
台東区台東１丁目３４番８号

JOULNAL OF THE
MATHEMATICAL
SOCIETY OF JAPAN

一般社団法人日本数学会 一般社団法人日本数学会 １１０－００１６
台東区台東１丁目３４番８号

プレストレストコンクリート 公益社団法人プレストレ
ストコンクリート工学会

公益社団法人プレストレ
ストコンクリート工学会

１６２－０８２１
新宿区津久戸町４番６号第３都ビル５Ｆ

日本植物病理学会報 一般社団法人日本植物病
理学会

一般社団法人日本植物病
理学会

１１４－００１５
北区中里２丁目２８番１０号日本植物防疫協会内



題号 発行人名 団体名 団体の所在地

教育社会学研究 日本教育社会学会 日本教育社会学会 １７０－０００２
豊島区巣鴨１丁目２４番１号４Ｆガリレオ学会業務情報化センター内

農業食料工学会誌 一般社団法人農業食料工
学会

一般社団法人農業食料工
学会

３３１－８５３７
さいたま市北区日進町１丁目４０番地２農研機構農業機械研究部門内

農業気象 日本農業気象学会 日本農業気象学会 ７８０－０９０１
高知市上町１丁目６番４号有限会社西村謄写堂内

地震　第2輯 公益社団法人日本地震学
会

公益社団法人日本地震学
会

３３０－０８４５
さいたま市大宮区仲町２丁目８０番１号ＫＳ・ＤｉＯ２０５

犯罪心理学研究 日本犯罪心理学会 日本犯罪心理学会 １６２－０８０１
新宿区山吹町３５８番地５アカデミーセンター

分光研究 公益社団法人日本分光学
会

公益社団法人日本分光学
会

１０１－００４７
千代田区内神田１丁目１１番６号大丸アネックス２０１号室

日本火災学会論文集 公益社団法人日本火災学
会

公益社団法人日本火災学
会

１１３－００３２
文京区弥生２丁目４番１６号学会センター内

日本火災学会誌火災 公益社団法人日本火災学
会

公益社団法人日本火災学
会

１１３－００３２
文京区弥生２丁目４番１６号学会センター内

Journal of Electron
Microscopy

社団法人日本顕微鏡学会 社団法人日本顕微鏡学会 １６９－００７５
新宿区高田馬場４丁目４番１９号

法制史研究 法制史学会 法制史学会 １１３－００３３
文京区本郷７丁目３番１号東京大学法学部研究室

哲学研究 京都哲学会 京都哲学会 ６０６－８５０１
京都市左京区吉田本町京都大学大学院文学研究科内

教育学研究 一般社団法人日本教育学
会

一般社団法人日本教育学
会

１０１－００４１
千代田区神田須田町二丁目１５番地２クレアール神田

音声研究 日本音声学会 日本音声学会 １６２－０８０１
新宿区山吹町３５８－５アカデミーセンター

季刊地理学 東北地理学会 東北地理学会 ９８０－８５７８
仙台市青葉区荒巻東北大学理学部地理学教室内

日本草地学会誌 山田　敏彦 日本草地学会 ３２９－２７９３
那須塩原市千本松７６８番地農研機構那須塩原研究拠点内

第二回指定

アフリカ研究 日本アフリカ学会 日本アフリカ学会 ６０３－８１４８
京都市北区小山西花池町１丁目８番株式会社土倉事務所内

家政学研究 黒子　弘道 奈良女子大学家政学会 ６３０－８２６３
奈良市北魚屋西町

親鸞教学 加来　雄之 大谷大学真宗学会 ６０３－８１４３
京都市北区小山上総町２２番地

社会志林 法政大学社会学部学会 法政大学社会学部学会 １９４－０２９８
町田市相原町４３４２

仏教学セミナー 佐々木　教悟 大谷大学仏教学会 ６０３－８１４３
京都市北区小山上総町２２番地

真宗研究 真宗連合学会 真宗連合学会 ６０３－８１４３
京都市北区小山上総町２２番地大谷大学真宗学研究室内

読書科学 日本読書学会 日本読書学会 ３４３－８５１１
越谷市南荻島３３３７番地文教大学教育学部学校教育課程国語専修気付

国語研究 国学院大学国語研究会 国学院大学国語研究会 １５０－８４４０
渋谷区東４丁目１０番２８号

日本歌謡研究 日本歌謡学会 日本歌謡学会 １４１－８６４２
品川区東五反田３丁目１６番２１号清泉女子大学



題号 発行人名 団体名 団体の所在地

日伊文化研究 公益財団法人日伊協会 公益財団法人日伊協会 １０７－００５２
港区赤坂７－２－１７赤坂中央マンション２０７

東方宗教 土屋　昌明 日本道教学会 ２１４－８５８０
川崎市多摩区東三田２丁目１番地１号９６０３専修大学土屋昌明研究室内

日本中国学会報 日本中国学会 日本中国学会 １１３－００３４
文京区湯島１丁目４番２５号斯文会館内

考古学雑誌 髙濱　秀 日本考古学会 １１０－０００７
台東区上野公園１３番９号

SHAKESPEARE STUDIES 日本シェイクスピア協会 日本シェイクスピア協会 １５３－８９０２
目黒区駒場３丁目８番１号東京大学（超域）河合祥一郎研究室内

英文学研究 一般財団法人日本英文学
会

一般財団法人日本英文学
会

１６２－０８２５
新宿区神楽坂１丁目２番研究社英語センタービル

STUDIES IN ENGLISH
LITERATURE

一般財団法人日本英文学
会

一般財団法人日本英文学
会

１６２－０８２５
新宿区神楽坂１丁目２番研究社英語センタービル

史学 三田史学会 三田史学会 １０８－００７３
港区三田２丁目１５番４５号

ACTA ASIATICA 一般財団法人東方学会 一般財団法人東方学会 １０１－００６５
千代田区西神田２丁目４番１号

東方学 一般財団法人東方学会 一般財団法人東方学会 １０１－００６５
千代田区西神田２丁目４番１号

朝鮮学報 朝鮮学会 朝鮮学会 ６３２－８５１０
天理市杣之内町１０５０番地天理大学内

中世思想研究 中世哲学会 中世哲学会 ６０６－８５０１
京都市左京区吉田本町京都大学文学部西洋中世哲学史研究室内

倫理学年報 大庭　健 日本倫理学会 １９４－８６１０
町田市玉川学園６丁目１番１号玉川大学大学院文学研究科人間学専攻倫
理学研究室

東洋学報 東洋学術協会 東洋学術協会 １１３－００２１
文京区本駒込２－２８－２１東洋文庫内

歴史 東北史学会 東北史学会 ９８０－８５７６
仙台市青葉区川内２７番地１東北大学大学院文学研究科日本史研究室気
付

人文地理 一般社団法人人文地理学
会

一般社団法人人文地理学
会

６０６－８３０５
京都市左京区吉田河原町１４番地近畿地方発明センター合同ビル内

史林 史学研究会 史学研究会 ６０６－８５０１
京都市左京区吉田本町京都大学大学院文学研究科内

東洋史研究 東洋史研究会 東洋史研究会 ６０６－８５０１
京都市左京区吉田本町京都大学文学部内

イタリア学会誌 藤谷　道夫 イタリア学会 ２２３－８５２１
横浜市港北区日吉４丁目１番１号慶應義塾大学文学部藤谷道夫研究室内

西洋史学 日本西洋史学会 日本西洋史学会 ５６０－８５３２
豊中市待兼山町１番５号大阪大学文学部西洋史研究室内

社会学年誌 早稲田社会学会 早稲田社会学会 １６２－００５２
新宿区戸山１丁目２４番１号

語文 日本大学国文学会 日本大学国文学会 １５６－００４５
世田谷区桜上水３－２５－４０日本大学文理学部内

教育文化 教育文化学会 教育文化学会 ６０２－８５８０
京都市上京区新町通今出川上ル近衛殿表町１５９番地１同志社大学社会学
部教育文化学研究室

文化学年報 同志社大学文化学会 同志社大学文化学会 ６０２－８５８０
京都市上京区今出川通烏丸東入ル玄武町６０１同志社大学内

主流 同志社大学英文学会 同志社大学英文学会 ６０２－８５８０
京都市上京区今出川通烏丸東入ル玄武町６０１同志社大学内

史潮 芳賀　幸四郎 大塚史学会 １１２－００１２
文京区大塚３－２９－１東京教育大学文学部史学科内



題号 発行人名 団体名 団体の所在地

中世文学 中世文学会 中世文学会 １０８－８３４５
港区三田２丁目１５番４５号慶應義塾大学文学部国文学専攻内

同志社心理 同志社大学心理学会 同志社大学心理学会 ６１０－０３９４
京田辺市多々羅都谷１番地３同志社大学内

同志社国文学 同志社大学国文学会 同志社大学国文学会 ６０２－８５８０
京都市上京区今出川通烏丸東入ル玄武町６０１同志社大学内

国文学研究 早稲田大学国文学会 早稲田大学国文学会 １６２－８６４４
新宿区戸山１丁目２４番１号早稲田大学文学部内

史観 李成市 早稲田大学史学会 １６２－８６４４
新宿区戸山１丁目２４番１号

Doshisha Literature 同志社大学英文学会
English Literary Society
of Doshisha University

同志社大学英文学会
English Literary Society
of Doshisha University

６０２－８５８０
京都市上京区今出川烏丸東入同志社大学英文学会

体育学研究 阿江　通良 日本体育学会 １５０－８０５０
渋谷区神南１丁目１番１号岸記念体育会館内

印度学仏教学研究 下田　正弘 日本印度学仏教学会 １１３－００３３
文京区本郷３丁目３３番５号本郷ビル２階

国語学研究 「国語学研究」刊行会 「国語学研究」刊行会 ９８０－８５７６
仙台市青葉区川内２７番１号東北大学大学院文学研究科国語学研究室内

日本史研究 日本史研究会 日本史研究会 ６０２－８０２６
京都市上京区新町通丸太町上る春帯町３５０機関紙会館２階

日本仏教学会年報 日本仏教学会 日本仏教学会 ６０４－８４５６
京都市中京区西ノ京壺ノ内町８番地の１花園大学

萬葉 萬葉学会 萬葉学会 ５６４－８６８０
吹田市山手町３丁目３番３５号関西大学文学部国語国文学専修合同研究室
内

アメリカ法 日米法学会 日米法学会 １１３－００３３
文京区本郷７丁目３番１号東京大学法学部研究室内

法学志林 法政大学法学志林協会 法政大学法学志林協会 １０２－８１６０
千代田区富士見２丁目１７番１号

日本労働法学会誌 日本労働法学会 日本労働法学会 １１２－００１２
文京区大塚５丁目３番１３号ユニゾ小石川アーバンビル４Ｆ一般社団法人学
会支援機構内日本労働法学会委託事務局

法学会雑誌 東京都立大学法学会 東京都立大学法学会 １９２－０３９７
八王子市南大沢１丁目１番地

国際法外交雑誌 一般財団法人国際法学会 一般財団法人国際法学会 １１２－００１２
文京区大塚５丁目３番１３号ユニゾ小石川アーバンビル４階学会支援機構内

甲南法学 甲南大学法学会 甲南大学法学会 ６５８－８５０１
神戸市東灘区岡本８丁目９番１号

同志社法学 同志社法学会 同志社法学会 ６０２－８５８０
京都市上京区今出川通烏丸東入ル玄武町６０１同志社大学内

国民経済 岡野　宏昭 国民経済研究協会 １０７－００６２
港区青山２－２４－１５青山タワービル

証券経済研究 公益財団法人日本証券経
済研究所

公益財団法人日本証券経
済研究所

１０３－００２７
中央区日本橋２丁目１１番２号太陽生命日本橋ビル１２階

立教経済学研究 立教大学経済学研究会 立教大学経済学研究会 １７１－８５０１
豊島区西池袋３丁目３４番１号

エコノミア 横浜経済学会 横浜経済学会 ２４０－８５０１
横浜市保土ヶ谷区常盤台７９番３号横浜国立大学経済学部内

経済志林 法政大学経済学部学会 法政大学経済学部学会 １９４－０２９８
町田市相原町４３４２

政経研究 公益財団法人政治経済研
究所

公益財団法人政治経済研
究所

１３６－００７３
江東区北砂１丁目５番４号

国民経済雑誌 神戸大学経済経営学会 神戸大学経済経営学会 ６５７－８５０１
神戸市灘区六甲台町２番１号神戸大学経済経営研究所内



題号 発行人名 団体名 団体の所在地

社会経済史学 岡崎　哲二 社会経済史学会 １６９－８０５０
新宿区西早稲田１丁目６番１号早稲田大学政治経済学術院内

歴史と経済 政治経済学・経済史学会 政治経済学・経済史学会 １１３－００３３
文京区本郷７丁目３番１号東京大学大学院経済学研究科内

経済地理学年報 経済地理学会 経済地理学会 １８０－０００１
武蔵野市吉祥寺北町３丁目３番１号成蹊大学経済学部内

経済理論 和歌山大学経済学会 和歌山大学経済学会 ６４０－８５１０
和歌山市栄谷９３０

保険学雑誌 日本保険学会 日本保険学会 １００－０００５
千代田区丸の内３丁目４番１号新国際ビル３階公益財団法人生命保険文化
センター内

甲南経済学論集 甲南大学経済学会 甲南大学経済学会 ６５８－８５０１
神戸市東灘区岡本８丁目９番１号

甲南経営研究 甲南大学経営学会 甲南大学経営学会 ６５８－８５０１
神戸市東灘区岡本８丁目９番１号

日本統計学会会報 一般社団法人日本統計学
会

一般社団法人日本統計学
会

１０１－００５１
千代田区神田神保町３丁目６番能楽書林ビル５階財団法人統計情報研究
開発センター内

商品研究 日本商品学会 日本商品学会 １００－０００３
千代田区一ツ橋１丁目１番１号パレスサイドビル９Ｆ株式会社毎日学術
フォーラム内

Applied Entomology and
Zoology

後藤　哲雄 日本応用動物昆虫学会 １１４－００１５
北区中里２丁目２８番１０号日本植物防疫協会内

ＶＥＮＵＳ 日本貝類学会 日本貝類学会 ３０５－０００５
つくば市天久保４丁目１番１号国立科学博物館内

Journal of the
Meteorological Society of
Japan

公益社団法人日本気象学
会

公益社団法人日本気象学
会

１０５－０００１
港区虎ノ門３丁目６番９号気象庁内

気象研究ノート 公益社団法人日本気象学
会

公益社団法人日本気象学
会

１０５－０００１
港区虎ノ門３丁目６番９号気象庁内

沿岸海洋研究 森本　昭彦 日本海洋学会沿岸海洋研
究会

７９０－０８２６
松山市文京町２番地５愛媛大学沿岸環境科学研究センター内

陸水学雑誌 日本陸水学会 日本陸水学会 ９０９－０３９８
射水市黒河５１８０富山県立大学工学部環境・社会基盤工学科

測地学会誌 日本測地学会 日本測地学会 １１３－０００１
文京区白山１丁目３３番１８号白山ＮＴビル４階公益社団法人日本測量協会
内

第四紀研究 日本第四紀学会 日本第四紀学会 １６９－００７２
新宿区大久保２丁目４番１２号新宿ラムダックスビル１０階株式会社春恒社
内

Anthropological Science 日本人類学会 日本人類学会 １７０－０００４
豊島区北大塚３丁目２１番１０号アーバン大塚３Ｆ株式会社ガリレオ東京オ
フィス

植物分類地理 平野　実 植物分類地理学会 ６０６－８５０２
京都市左京区北白川追分町京都大学理学部植物学教室内

Researchs on Population
Ecology

内田　俊郎 個体群生態学会 ６０２－８０４８
京都市上京区下立売通小川東入

TINEA 日本蛾類学会事務局 日本蛾類学会 ３０５－０００５
つくば市天久保４丁目１番１号国立科学博物館筑波研究施設内

地下水学会誌 公益社団法人日本地下水
学会

公益社団法人日本地下水
学会

１０４－００４５
中央区築地２丁目１５番１５号セントラル東銀座１００８

地学教育 日本地学教育学会 日本地学教育学会 １６２－０８０１
新宿区山吹町３５８番地５アカデミーセンター

ＴＥＮＳＯＲ THE　TENSOR　SOCIETY THE　TENSOR　SOCIETY ２５３－００２５
茅ヶ崎市松が丘２丁目７－１５河口数理研究所内

日本菌学会会報 一般社団法人日本菌学会 一般社団法人日本菌学会 １１３－０００１
文京区白山１丁目１３番７号５Ｆ

空気清浄 公益社団法人日本空気清
浄協会

公益社団法人日本空気清
浄協会

１０３－０００７
中央区日本橋浜町２丁目７番５号伊藤紅浜町ビル３階



題号 発行人名 団体名 団体の所在地

ボイラ研究 一般社団法人日本ボイラ
協会

一般社団法人日本ボイラ
協会

１０５－０００４
港区新橋５丁目３番１号

材料の科学と工学 一般社団法人日本材料科
学会

一般社団法人日本材料科
学会

１０２－００８１
千代田区四番町８番地１株式会社裳華房内

山陽技術雑誌 梶谷　浩一 公益社団法人山陽技術振
興会

７１０－００５２
倉敷市美和１丁目１３番３３号

計測自動制御学会論文
集

結城　義敬 公益社団法人計測自動制
御学会

１０１－００５２
千代田区神田小川町１丁目１１番地９金子ビル４階

粉体および粉末冶金 一般社団法人粉体粉末冶
金協会

一般社団法人粉体粉末冶
金協会

６０６－０８０５
京都市左京区下鴨森本町１５生産開発科学研究所内

熱処理 一般社団法人日本熱処理
技術協会

一般社団法人日本熱処理
技術協会

１０３－００２５
中央区日本橋茅場町３丁目２番１０号

日本地すべり学会誌 笹原　克夫 公益社団法人日本地すべ
り学会

１０５－０００４
港区新橋５丁目２６番８号新橋加藤ビル

水利科学 水利科学研究所 水利科学研究所 １１２－０００４
文京区後楽１丁目７番１２号

同志社工学会報 同志社工学会 同志社工学会 ６０２－８５８０
京都市上京区今出川通烏丸東入ル玄武町６０１

石油技術協会誌 石油技術協会 石油技術協会 １００－０００４
千代田区大手町１－３－２経団連会館１７階（石油鉱業連盟内）

茶業研究報告 木幡　勝則 日本茶業学会 ４２８－８５０１
島田市金谷猪土居２７６９

植物の生長調節 一般社団法人植物化学調
節学会

一般社団法人植物化学調
節学会

１０８－００２３
港区芝浦２丁目１４番１３号ＭＣＫビル２階笹氣出版印刷株式会社内植物化
学調節学会

Review of Polarography 日本ポーラログラフ学会 日本ポーラログラフ学会 ６０６－８５０２
京都市左京区北白川追分町京都大学大学院農学研究科応用生命科学専
攻内

日本海水学会誌 日本海水学会 日本海水学会 ２５６－０８１６
小田原市酒匂４丁目１３番２０号公益財団法人塩事業センター海水総合研
究所内

新砂防砂防学会誌 大野　宏之 公益社団法人砂防学会 １０２－００９３
千代田区平河町２丁目７番４号砂防会館別館内

蚕糸・昆虫バイオテック 一般社団法人日本蚕糸学
会

一般社団法人日本蚕糸学
会

３０５－８６３４
つくば市大わし１番地２

関東東山病害虫研究会
報

竹内　純 関東東山病害虫研究会 ３０５－８６６６
つくば市観音台２丁目１番１８号国立研究開発法人農業・食品産業技術総
合研究機構植物防疫研究部門内

ランドスケープ研究 公益社団法人日本造園学
会

公益社団法人日本造園学
会

１５０－００４１
渋谷区神南１丁目２０番１１号造園会館内

NAGOYA MEDICAL
JOURNAL

名古屋市立大学医学会 名古屋市立大学医学会 ４６７－０００１
名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄１名古屋市立大学医学部内

日本医療・病院管理学会
誌

日本医療・病院管理学会 日本医療・病院管理学会 １０２－００８５
千代田区六番町１３番地４浅松ビル４Ｃ

犯罪学雑誌 藤田　眞幸 日本犯罪学会 １００－０００３
千代田区一ツ橋１丁目１番地１号株式会社毎日学術フォーラム内

日本腎臓学会誌 一般社団法人日本腎臓学
会

一般社団法人日本腎臓学
会

１１３－００３３
文京区本郷３丁目２８番８号日内会館６Ｆ

岩手医学雑誌 祖父江　憲治 岩手医学会 ０２８－３６９４
岩手県紫波郡矢巾町医大通1丁目1番1号岩手医科大学内

栄養学雑誌 村山　伸子 特定非営利活動法人日本
栄養改善学会

１０８－００７３
港区三田３丁目４番１８号二葉ビル９０４号

医学図書館 特定非営利活動法人日本
医学図書館協会

特定非営利活動法人日本
医学図書館協会

１０１－００５１
千代田区神田神保町１丁目１０番和田ビル３階

日本胸部疾患学会雑誌 北本　治 日本胸部疾患学会 １１３－００２１
文京区本駒込２丁目２８番２１号東洋文庫内



題号 発行人名 団体名 団体の所在地

日本健康学会誌 渡辺　知保 日本健康学会 １８１－０００４
三鷹市新川６丁目２０番２号杏林大学医学部衛生学公衆衛生学教室内

ＳＡＢＣＯ Journal 萩原　善一 ＳＡＢＣＯ研集会 ５３０－０００５
大阪市北区中之島４丁目３番５７号大阪大学医学部内

Acta Anatomica
Nipponica

渡辺　雅彦 一般社団法人日本解剖学
会

１７０－０００３
豊島区駒込１丁目４３番９号駒込ＴＳビル４Ｆ一般財団法人口腔保健協会内

和歌山医学 宮下　和久 和歌山医学会 ６４１－００１２
和歌山市紀三井寺８１１番地１和歌山県立医科大学内

北海道医学雑誌 畠山　鎮次 北海道医学会 ０６０－８６３８
札幌市北区北十五条西７丁目北海道大学医学部内

山口医学 山口大学医学会 山口大学医学会 ７５５－８５０５
宇部市南小串１丁目１番１号

Journal of Nippon Medical
School

日本医科大学医学会 日本医科大学医学会 １１３－００２２
文京区千駄木１丁目１番５号

THE KITAKANTO
MEDICAL JOURNAL

横尾　英明 北関東医学会 ３７１－８５１１
前橋市昭和町３丁目３９番２２号群馬大学大学院医学系研究科内

大阪大学歯学雑誌 大阪大学歯学会 大阪大学歯学会 ５６５－０８７１
吹田市山田丘１番８号

歯科放射線 有地　榮一郎 日本歯科放射線学会 １３５－００３３
江東区深川２丁目４番１１号一ツ橋印刷株式会社学会事務センター内

日大歯学 本田　和也 日本大学歯学会 １０１－８３１０
千代田区神田駿河台１丁目８番地１３

PARASITOLOGY
INTERNATIONAL

日本寄生虫学会 日本寄生虫学会 １０８－００７１
港区白金台４丁目６番１号東京大学医科学研究所寄生虫研究部

久留米医学会雑誌 矢野　博久 久留米医学会 ８３０－００１１
久留米市旭町６７番地久留米大学医学部内

口腔病学会雑誌 口腔病学会 口腔病学会 １７０－０００３
豊島区駒込１丁目４３番９号財団法人口腔保健協会内口腔病学会

小児歯科学雑誌 公益社団法人日本小児歯
科学会

公益社団法人日本小児歯
科学会

１７０－０００３
豊島区駒込１丁目４３番９号駒込ＴＳビル４Ｆ

食品衛生学雑誌 公益社団法人日本食品衛
生学会

公益社団法人日本食品衛
生学会

１５０－０００１
渋谷区神宮前２丁目６番１号食品衛生センター内

日本温泉気候物理医学
会雑誌

宮下　和久 一般社団法人日本温泉気
候物理医学会

１０４－００６１
中央区銀座８丁目１７番５号アイオス銀座７０５号室

La　mer 日仏海洋学会 日仏海洋学会 １５０－００１３
渋谷区恵比寿３丁目９番２５号日仏会館内

第三回指定

ろう教育科学 園原　太郎 ろう教育科学会 ６０６－８５０１
京都市左京区吉田本町京都大学文学部内

芸文研究 慶應義塾大学芸文学会 慶應義塾大学芸文学会 １０８－００７３
港区三田２丁目１５番４５号

ソシオロジ 社会学研究会 社会学研究会 ６０６－８５０１
京都市左京区吉田本町京都大学文学部内

損害保険研究 公益財団法人損害保険事
業総合研究所

公益財団法人損害保険事
業総合研究所

１０１－８３３５
千代田区神田淡路町２丁目９番地

国際経済 日本国際経済学会 日本国際経済学会 １６２－００４１
新宿区早稲田鶴巻町５１８番地司ビル３階国際ビジネス研究センター

地図 日本国際地図学会 日本国際地図学会 １５０－００４３
渋谷区道玄坂２丁目１０番１２号新大宗ビル日本地図センター内



題号 発行人名 団体名 団体の所在地

日本作物学会九州支部
会報

日本作物学会九州支部 日本作物学会九州支部 ８９０－００６５
鹿児島市郡元１丁目２１番２４号鹿児島大学農学部作物学研究室

日本家禽学会誌 日本家禽学会 日本家禽学会 ３０５－０９０１
つくば市池の台２畜産草地研究所内

ペドロジスト 日本ペドロジー学会 日本ペドロジー学会 ３０５－００５１
つくば市二の宮４丁目４番２１号佐藤印刷株式会社つくば営業所内

醤油の研究と技術 一般財団法人日本醤油技
術センター

一般財団法人日本醤油技
術センター

１０３－００１６
中央区日本橋小網町３番１１号

第四回指定

集刊東洋学 中国文史哲研究会 中国文史哲研究会 ９８０－８５７６
仙台市青葉区川内２７番１号東北大学大学院文学研究科

比較文学 河竹 登志夫 日本比較文学会 ５７３－１００１
枚方市北片鉾町１６番１号関西外国語大学阪上研究室内

連歌俳諧研究 俳文学会 俳文学会 ２７２－８５３３
市川市国府台２丁目３番１号和洋女子大学佐藤勝明研究室

熊本史学 熊本史学会 熊本史学会 ８６０－０８６２
熊本市黒髪２丁目４０番１号熊本大学法文学部内

海南史学 高知海南史学会 高知海南史学会 ７８０－８５２０
高知市曙町２丁目５番１号高知大学人文学部史学研究室内

人文学 同志社大学人文学会 同志社大学人文学会 ６０２－８５８０
京都市上京区今出川通烏丸東入ル玄武町６０１

語文研究 九州大学国語国文学会 九州大学国語国文学会 ８１９－０３９５
福岡市西区元岡７４４番地Ｅ-Ｂ-６１４九州大学文学部国語学国文学研究室

人文論究 関西学院大学人文学会 関西学院大学人文学会 ６６２－８５０１
西宮市上ヶ原一番町１番１５５号

東洋文化 公益財団法人無窮会 公益財団法人無窮会 １６０－００２２
新宿区新宿１丁目１０番地２号文芸社別館２階

万葉研究誌「美夫君志」 菊川　恵三 美夫君志会 ４６６－８６６６
名古屋市昭和区八事本町１０１番地の２中京大学文学部内

芸林 平泉　隆房 芸林会 ９２１－８５０１
野々市市扇が丘７丁目１番金沢工業大学清水節研究室

古代学研究 森岡　秀人 古代学研究会 ５８６－００３４
河内長野市上田町２４１番地１３８太田宏明方

科学基礎論研究 科学基礎論学会 科学基礎論学会 １０８－００２３
港区芝浦２丁目１４番１３号ＭＣＫビル２Ｆ笹氣出版印刷株式会社内

Annals of the Japan
Association for
Philosophy of Science

科学基礎論学会 科学基礎論学会 １０８－００２３
港区芝浦２丁目１４番１３号ＭＣＫビル２Ｆ笹氣出版印刷株式会社内

神道史研究 河野　訓 神道史学会 ５１６－８５５５
伊勢市神田久志本町１７０４番地皇學館大学河野訓研究室内

オリエント 一般社団法人日本オリエ
ント学会

一般社団法人日本オリエ
ント学会

１０１－００５２
千代田区神田小川町３丁目２２番地タイメイビル５階Ａ

高田学報 梅林　久高 高田学会 ５１４－０１１５
津市一身田豊野１９５

宗教研究 日本宗教学会 日本宗教学会 １１３－００３３
文京区本郷３丁目２４番１号伊藤ビル３０１

名古屋大学国語国文学 塩村　耕 名古屋大学国語国文学会 ４６４－８６０１
名古屋市千種区不老町

日本図書館情報学会誌 日本図書館情報学会 日本図書館情報学会 ２５２－０３８３
相模原市南区文京２丁目１番１号相模女子大学金井喜一郎研究室内



題号 発行人名 団体名 団体の所在地

沖縄文化 波照間　永吉 沖縄文化協会 ９０３－０８１５
那覇市首里金城町３丁目６番地沖縄県立芸術大学附属研究所波照間永吉
研究室気付

甲斐 野口　英一 山梨郷土研究会 ４０６－００３２
笛吹市石和町四日市場1566番地2公益財団法人山梨文化財研究所内

長野 小林　一郎 長野郷土史研究会 ３８０－０８３４
長野市問御所町１２５７番地１

文化人類学 一般社団法人日本文化人
類学会

一般社団法人日本文化人
類学会

１０８－００７３
港区三田２丁目１番１号秀和第２三田綱町レジデンス８１３

国語国文研究 北海道大学国語国文学会 北海道大学国語国文学会 ０６０－０８１０
札幌市北区北十条西７丁目北海道大学文学部内

近世文芸 池澤　一郎 日本近世文学会 １６３－８６４４
新宿区戸山１丁目２４番１号早稲田大学文学学術院池澤一郎研究室内

国文 お茶の水女子大学国語国
文学会

お茶の水女子大学国語国
文学会

１１２－００１２
文京区大塚２丁目１番１号

密教文化 高野山大学密教研究会 高野山大学密教研究会 ６４８－０２８０
和歌山県伊都郡高野町高野山385番地高野山大学内

大谷大学研究年報 大谷学会 大谷学会 ６０３－８１４３
京都市北区小山上総町２２番地大谷大学内

大谷学報 大谷学会 大谷学会 ６０３－８１４３
京都市北区小山上総町２２番地大谷大学内

龍谷史壇 龍谷史学会 龍谷史学会 ６００－８２６８
京都市下京区七条通り大宮東入大工町１２５番１号

文学研究 日本文学研究会 日本文学研究会 １０１－００６５
千代田区西神田3丁目5番6号大坂ビル新典社内

かがみ 大東急記念文庫 大東急記念文庫 １５８－００９３
世田谷区上野毛３丁目９番２５号

人文論集 早稲田大学法学会 早稲田大学法学会 １６９－８０５０
新宿区西早稲田１丁目６番１号早稲田大学内

英語英文学研究 広島大学英文学会 広島大学英文学会 ７３９－８５２２
東広島市鏡山１丁目２番３号広島大学文学部内

NEUE BEITRÄGE ZUR
GERMANISTIK ドイツ文学

一般社団法人日本独文学
会

一般社団法人日本独文学
会

１７０－０００５
豊島区南大塚３丁目３４番６号南大塚エースビル６０３

滋賀大国文 中村　史朗 滋賀大国文会 ５２０－０８６２
大津市平津２丁目５番１号滋賀大学内

宗学院論集 宗学院 宗学院 ６００－８５０１
京都市下京区堀川通花屋町下ル浄土真宗本願寺派勧学寮内

真宗学 嵩　満也 龍谷大学真宗学会 ６００－８２６８
京都市下京区七条大宮龍谷大学内

愛媛国文研究 西耕生・星川志朗 愛媛国語国文学会 ７９０－８５７７
松山市文京町３番愛媛大学内

こころ 田辺　留蔵 石門心学会 １６４－０００１
中野区中野６丁目２８番９号

日本文学誌要 法政大学国文学会 法政大学国文学会 １０２－８１６０
千代田区富士見２丁目１７番１号

芸術学 渡辺　俊平 日本大学芸術学会 １７６－０００５
練馬区旭丘２－４２日本大学内

上代文学 田中　大士 上代文学会 １１２－８６８１
文京区目白台２丁目８番１号日本女子大学文学部日本文学科田中大士研
究室

計量国語学 計量国語学会 計量国語学会 １６７－８５８５
杉並区善福寺２丁目６番１号東京女子大学２３号館２３４１４号室

福島史学研究 村川　友彦 福島県史学会 ９６０－８２５１
福島市北沢又字東谷地西３番地の５



題号 発行人名 団体名 団体の所在地

ドイツ文学論攷
(FORSCHUNGSBERICHT
E ZUR GERMANISTIK)

阪神ドイツ文学会 阪神ドイツ文学会 ５６０－８５３２
　豊中市待兼山町１番５号大阪大学文学研究科ドイツ文学研究室気付

史学研究 広島史学研究会 広島史学研究会 ７３９－８５２２
東広島市鏡山１丁目２番３号広島大学文学部内

近代史研究 大阪歴史学会近世史部会 大阪歴史学会近世史部会 ５９３－８３２７
堺市鳳中町９－３５４

ヒストリア 大阪歴史学会 大阪歴史学会 ５６０－８５３２
豊中市待兼山町１番５号大阪大学大学院人文学研究科市大樹研究室気付

和歌文学研究 和歌文学会 和歌文学会 １０２－８５５４
千代田区紀尾井町７番１号上智大学文学部国文学科山本章博研究室内

大阪公立大学法学雑誌 大阪公立大学法学会 大阪公立大学法学会 ５５８－８５８５
大阪市住吉区杉本３丁目３番１３８号

法と政治 関西学院大学法政学会 関西学院大学法政学会 ６６２－８５０１
西宮市上ヶ原一番町１番１５５号関西学院大学法学部内

関西大学法学論集 関西大学法学会 関西大学法学会 ５６４－８６８０
吹田市山手町３丁目３番３５号関西大学法学部内

国家学会雑誌 国家学会 国家学会 １１３－００３３
文京区本郷７丁目３番１号東京大学法学部内

熊本法学 大日方　信春 熊本大学法学会 ８６０－８５５５
熊本市中央区黒髪２丁目４０番１号熊本大学法学部内

公法研究 日本公法学会 日本公法学会 １１３－００３３
文京区本郷７丁目３番１号東京大学内

私法 日本私法学会 日本私法学会 １１３－００３３
文京区本郷７丁目３番１号東京大学内

法学協会雑誌 法学協会 法学協会 １１３－００３３
文京区本郷７丁目３番１号東京大学内

国際政治 一般財団法人日本国際政
治学会

一般財団法人日本国際政
治学会

１８７－００４５
小平市学園西町１丁目２９番１号一橋大学小平国際キャンパス国際共同研
究センター２階

早稲田法学 早稲田大学法学会 早稲田大学法学会 １６９－８０５０
新宿区西早稲田１丁目６番１号

法政研究 小谷　順子 静岡大学法政学会 ４２２－８５２９
静岡市駿河区大谷８３６番地

立命館法学 立命館大学法学会 立命館大学法学会 ６０３－８５７７
京都市北区等持院北町５６番地の１

民事訴訟雑誌 日本民事訴訟法学会 日本民事訴訟法学会 １８６－８６０１
国立市中２丁目１番地一橋大学大学院法学研究科研究室内

神戸法学雑誌 神戸法学会 神戸法学会 ６５７－８５０１
神戸市灘区六甲台町２番１号神戸大学法学部内

北九州市立大学商経論
集

北九州市立大学経済学会 北九州市立大学経済学会 ８０２－８５７７
北九州市小倉南区北方４丁目２番１号

経済学論究 豊原　法彦 関西学院大学経済学部研
究会

６６２－８５０１
西宮市上ヶ原一番町１番１５５号

Journal of the Operations
Research Society of
Japan

社団法人日本オペレー
ションズ・リサーチ学会

社団法人日本オペレー
ションズ・リサーチ学会

１０１－００３２
千代田区岩本町１丁目１３番５号サン・チカビル７F

山口経済学雑誌 山口大学経済学会 山口大学経済学会 ７５３－８５１３
山口市吉田１６７７番地１山口大学経済学部内

経済学史研究 経済学史学会 経済学史学会 １１３－００３３
文京区本郷３丁目５番４号朝日中山ビル５F株式会社アクセライト内

商学論集 福島大学経済学会 福島大学経済学会 ９６０－１２９６
福島市金谷川１番地

公益事業研究 水谷　文俊 公益事業学会 １０３－００１３
中央区日本橋人形町２丁目１４番１０号株式会社情報通信総合研究所内



題号 発行人名 団体名 団体の所在地

経済学研究 九州大学経済学会 九州大学経済学会 ８１９－０３９５
福岡市西区元岡７４４番地九州大学大学院経済学研究院内

経済論究 九州大学大学院経済学会 九州大学大学院経済学会 ８１９－０３９５
福岡市西区元岡７４４番地九州大学経済学府内

上智経済論集 上智大学経済学会 上智大学経済学会 １０２－００９４
千代田区紀尾井町７番１号上智大学経済学部内

同志社商学 同志社大学商学会 同志社大学商学会 ６０２－８５８０
京都市上京区今出川通烏丸東入ル玄武町６０１

経営志林 法政大学経営学会 法政大学経営学会 １０２－００７１
千代田区富士見２丁目１７番１号

Funkcialaj Ekvacioj 野海　正俊 日本数学会函数方程式分
科会

６５７－８５０１
神戸市灘区六甲台町神戸大学理学部内

蝶と蛾 岸田　泰則 日本鱗翅学会 １９２－００６３
八王子市元横山町２丁目５番２０号

雪氷 公益社団法人日本雪氷学
会

公益社団法人日本雪氷学
会

１６２－０８０１
新宿区山吹町３５８番地５アカデミーセンター

藻類 芹澤　如比古 日本藻類学会 ０６０－０８１０
札幌市北区北十条西８丁目

ACTA
ARACHNOLOGICA

田中　幸一 日本蜘蛛学会 ８６２－０９７０
熊本市東区渡鹿９丁目１番１号東海大学農学部応用植物科学科天敵生態
学研究室

CLAY　SCIENCE Clay Science Society of
Japan

Clay Science Society of
Japan

１６２－０８０１
新宿区山吹町３５８番地５アカデミーセンター

粘土科学 一般社団法人日本粘土学
会

一般社団法人日本粘土学
会

１６２－０８０１
新宿区山吹町３５８番地５アカデミーセンター

日本結晶学会誌 一般社団法人日本結晶学
会

一般社団法人日本結晶学
会

１６２－０８０１
新宿区山吹町３５８番地５アカデミーセンター

地学雑誌 公益社団法人東京地学協
会

公益社団法人東京地学協
会

１０２－００８４
千代田区二番町１２番２号

物理教育 日本物理教育学会 日本物理教育学会 １１３－００３４
文京区湯島２丁目３１番２２号湯島アーバンビル５Ｆ

宇宙線研究 川口　節雄 宇宙線研究者会議 １８８－８５０２
西東京市緑町３丁目２番１号東京大学原子核研究所

海洋科学 原田　嘉兵衛 日本大学文理学部海洋科
学研究所

１５６－００４５
世田谷区桜上水３－２５－４

地理学報告 愛知教育大学地理学会
代表者　藤田　佳久

愛知教育大学地理学会 ４４８－８５４２
刈谷市井ヶ谷町広沢１番地

Science and Technology
of Energetic Materials

社団法人火薬学会 社団法人火薬学会 １０４－００２８
中央区八重洲２丁目７番７号八重洲旭ﾋﾞﾙ６階

日本接着学会誌 柴崎　千加子 一般社団法人日本接着学
会

５５６－００１１
大阪市浪速区難波中３丁目９番地１難波ビルディング４０７号

日本印刷学会誌 江前　敏晴 一般社団法人日本印刷学
会

１０４－００４１
中央区新富１丁目１６番８号

Journal of Textile
Engineering

一般社団法人日本繊維機
械学会

一般社団法人日本繊維機
械学会

５５０－０００４
大阪市西区靭本町１丁目８番４号大阪科学技術ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ内

非破壊検査 一般社団法人日本非破壊
検査協会

一般社団法人日本非破壊
検査協会

１３６－００７１
江東区亀戸２丁目２５番１４号立花アネックス１０階

森林立地 森林立地学会 森林立地学会 ３０５－８６８７
つくば市松の里１番地森林総合研究所　立地環境研究領域内

農村生活研究 日本農村生活学会 日本農村生活学会 １６２－０８０１
新宿区山吹町３５８番地５アカデミーセンター

水産増殖 都木　靖彰 日本水産増殖学会 ０４１－８６１１
函館市港町３丁目１番１号北海道大学大学院水産科学研究院内



題号 発行人名 団体名 団体の所在地

動物園水族館雑誌 野田　亜矢子 公益社団法人日本動物園
水族館協会

１１０－８５６７
台東区台東４丁目２３番１０号ヴェラハイツ御徒町４０２号室

鶏病研究会報 磯部　尚 鶏病研究会 ３０５－０８５６
つくば市観音台１丁目２１番７号サンビレッジ川村Ｃ－１０１

皮革科学 野村　義宏 特定非営利活動法人日本
皮革技術協会

６７０－０９６４
姫路市豊沢町１２９番地あさひビル４階

繭検定技術研究会誌 小川　多喜夫 繭検定技術研究会 ２４３－００１８
厚木市中町３丁目１７番１７号

東北医学雑誌 東北医学会 東北医学会 ９８０－８５７５
仙台市青葉区星陵町２－１東北大学医学部内

文化 東北大学文学会 東北大学文学会 ９８０－８５７６
仙台市青葉区川内東北大学文学部内

OSAKA CITY MEDICAL
JOURNAL

大阪市医学会 大阪市医学会 ５４５－８５８５
大阪市阿倍野区旭町１丁目４番３号大阪公立大学医学部学舎１２階

大阪大学医学雑誌 宮地　徹 大阪医学会 ５３０－０００５
大阪市北区中之島４丁目３番５７号大阪大学医学部内

日本農村医学会雑誌 一般社団法人日本農村医
学会

一般社団法人日本農村医
学会

１００－６８２７
千代田区大手町１丁目３番１号

児童青年精神医学とその
近接領域

一般社団法人日本児童青
年精神医学会

一般社団法人日本児童青
年精神医学会

６０３－８１４８
京都市北区小山西花池町１丁目８番株式会社土倉事務所内

AUDIOLOGY JAPAN 一般社団法人日本聴覚医
学会

一般社団法人日本聴覚医
学会

１０５－００１２
港区芝大門１丁目４番４－４０５号

日本輸血学会雑誌 十字　猛夫 日本輸血学会 １５０－００１２
渋谷区広尾４丁目１番１３号日赤中央血液センター内

Clinical　and Investigative
Orthodontics (Japanese
Edition)日本矯正歯科学

齋藤　功 公益社団法人日本矯正歯
科学会

１７０－００３３
豊島区駒込１丁目４３番９号駒込ＴＳビル一般財団法人口腔保健協会内

三重医学 堀　浩樹 三重医学会 ５１４－８５０７
津市江戸橋２丁目１７４番地三重大学医学部

体力科学 後藤　勝正 一般社団法人日本体力医
学会

１１２－００１２
文京区大塚５丁目３番１３号小石川アーバン４Ｆ一般社団法人学会支援機構

ウイルス 日本ウイルス学会 日本ウイルス学会 １１２－０００２
文京区小石川４丁目１３番１８号株式会社微生物科学機構内

Medical Entomology and
Zoology

日本衛生動物学会 日本衛生動物学会 １６２－０８０１
新宿区山吹町３５８番地５アカデミーセンター

熱帯医学会報 日本熱帯医学会 日本熱帯医学会 １０８－００７１
港区白金台４丁目６番１号東京大学医科学研究所内

日本医史学雑誌 一般社団法人日本医史学
会

一般社団法人日本医史学
会

１１３－８４２１
文京区本郷２丁目１番１号順天堂大学医学部内

長崎医学会雑誌 池松　和哉 長崎医学会 ８５２－８５２３
長崎市坂本１丁目１２番４号長崎大学医学部内

順天堂醫事雑誌 順天堂医学会 順天堂医学会 １１３－８４２１
文京区本郷２丁目１番１号順天堂大学内

土佐史談 土佐史談会 土佐史談会 ７８０－０８４２
高知市追手筋２丁目１番１号オーテピア４階

伊豫史談 伊豫史談会 伊豫史談会 ７９０－０００７
松山市堀之内愛媛県立図書館内

兵庫史学 兵庫史学会 兵庫史学会 ６５７－００１３
神戸市灘区六甲台町１２

岩手史学研究 岩手史学会 岩手史学会 ０２０－８５５０
盛岡市上田３丁目１８番３４号岩手大学人文社会科学部内

考古学研究 考古学研究会 考古学研究会 ７００－００２７
岡山市北区清心町１６番３７長井ビル２０１



題号 発行人名 団体名 団体の所在地

三重の古文化 三重郷土会 三重郷土会 ５１４－２３０５
津市安濃町清水１００８番地

論究日本文学 岡﨑　友子 立命館大学日本文学会 ６０３－８５７７
京都市北区等持院北町５６番地１

第五回指定

法学 東北大学法学会 東北大学法学会 ９８０－８５７６
仙台市青葉区川内東北大学法学部内

国文学 関西大学国文学会 関西大学国文学会 ５６４－８６８０
吹田市山手町３丁目３番３５号

メディア研究 日本メディア学会 日本メディア学会 １６９－８０５０
新宿区西早稲田１丁目６番１号早稲田大学教育学部伊藤守研究室内

心理学評論 心理学評論刊行会 心理学評論刊行会 ６０６－８５０１
京都市左京区吉田本町京都大学文学部心理学教室内

芸能史研究 芸能史研究会 芸能史研究会 ６０２－０８５５
京都市上京区河原町通荒神口下ル上生洲町２２１番地キトウビル３０３

九州史学 九州史学研究会 九州史学研究会 ８１９－０３９５
福岡市西区元岡７４４番地イースト１号館九州大学文学部日本史学研究室
内

人文論集 兵庫県立大学神戸商科
キャンパス学術研究会

兵庫県立大学神戸商科
キャンパス学術研究会

６５１－２１９７
神戸市西区学園西町８丁目２番地の１

海事史研究 日本海事史学会 日本海事史学会 １０４－００３３
中央区新川１丁目２３番１７号日本海事広報協会内

東北心理学研究 東北心理学会 東北心理学会 ９８０－８５７６
仙台市青葉区川内東北大学文学部心理学研究室内

多摩文化 沼　謙吉 多摩文化研究会 １９２－００８１
八王子市横山町２４の１

英文学 早稲田大学英文学会 早稲田大学英文学会 １６２－８６４４
新宿区戸山１丁目２４番１号早稲田大学文学部英文学コース室内

日本語の研究 日本語学会 日本語学会 １６２－０８０１
新宿区山吹町３５８番地５アカデミーセンター

史泉 関西大学史学・地理学会 関西大学史学・地理学会 ５６４－８６８０
吹田市山手町３丁目３番３５号

KYUSHU AMERICAN
LITERATURE 九州アメリ
カ文学

九州アメリカ文学会 九州アメリカ文学会 ８１４－０１８０
福岡市城南区七隈８丁目１９番１号福岡大学人文学部大島由起子研究室内

風俗史学 日本風俗史学会 日本風俗史学会 １６１－８５３９
新宿区中落合４丁目３１番１号目白大学社会学部鈴木章生研究室気付

文体論研究 東田　千秋 日本文体論協会 ５５８－００５４
大阪市住吉区帝塚東３大阪女子大学英文学研究室内

芸備地方史研究 下向井　龍彦 芸備地方史研究会 ７３９－８５２２
東広島市鏡山１丁目２番３号広島大学大学院文学研究科日本史学研究室
内

英文学誌 法政大学英文学会 法政大学英文学会 １０２－００７１
千代田区富士見２丁目１７番１号法政大学英文学研究室内

朝鮮史研究会論文集 朝鮮史研究会 朝鮮史研究会 １８６－０００４
国立市中２丁目１番地一橋大学大学院社会学研究科加藤圭木研究室気付

歴史研究 愛知教育大学歴史学会 愛知教育大学歴史学会 ４４８－８５４２
刈谷市井ヶ谷町広沢１

文化史学 文化史学会 文化史学会 ６０２－８５８０
京都市上京区今出川通烏丸東入ル玄武町６０１

訓点語と訓点資料 訓点語学会 訓点語学会 ６０６－８５０１
京都市左京区吉田本町京都大学文学部国語学国文学研究室内



題号 発行人名 団体名 団体の所在地

歴史地理 日本歴史地理学会 日本歴史地理学会 １７４－００５６
板橋区志村２－２６－１６

美学芸術学 同志社美学会 美学芸術学会 ６０２－８５８０
京都市上京区今出川通烏丸東入ル玄武町６０１番地

アジア研究 アジア政経学会 アジア政経学会 １１３－００３３
文京区本郷７丁目３番１号東京大学社会科学研究所気付

法政研究 熊野　直樹 九州大学法政学会 ８１９－０３９５
福岡市西区元岡７４４番地

商学論究 関西学院大学商学研究会 関西学院大学商学研究会 ６６２－８５０１
西宮市上ヶ原一番町１－１５５関西学院大学商学部内

商大論集 兵庫県立大学神戸商科
キャンパス学術研究会

兵庫県立大学神戸商科
キャンパス学術研究会

６５１－２１９７
神戸市西区学園西町８丁目２番地の１

経営研究 大阪公立大学経営学会 大阪公立大学経営学会 ５５８－８５８５
大阪市住吉区杉本３丁目３番１３８号

立命館経営学 立命館大学経営学会 立命館大学経営学会 ５６７－８５７０
茨木市岩倉町２番１５０号

関西大学経済論集 関西大学経済学会 関西大学経済学会 ５６４－８６８０
吹田市山手町３丁目３番３５号

関西大学商学論集 関西大学商学会 関西大学商学会 ５６４－８６８０
吹田市山手町３丁目３番３５号

立命館経済学 立命館大学経済学会 立命館大学経済学会 ５２５－８５７７
草津市野路東１丁目１番１号立命館大学内

地球科学 地学団体研究会 地学団体研究会 １７１－００２２
豊島区南池袋２丁目２４番１号八大ビル３０１号

火山 特定非営利活動法人日本
火山学会

特定非営利活動法人日本
火山学会

１１３－００３３
文京区本郷６丁目２番９号モンテベルデ第２東大前４０６号

SPECIES DIVERSITY 日本動物分類学会 日本動物分類学会 ７３９－８５２４
東広島市鏡山１丁目１番１号広島大学教育学部内

日本材料強度学会誌 日本材料強度学会 日本材料強度学会 ９８４－００１１
仙台市若林区六丁の目西町８番４５号笹氣出版印刷株式会社内

GEOCHEMICAL
JOURNAL

日本地球化学会 日本地球化学会 １６２－０８０１
新宿区山吹町３５８番地５アカデミーセンター

GENSEIげんせい 高知昆虫研究会 高知昆虫研究会 ７８３－００９３
南国市物部乙２００番地高知大学農林海洋科学部昆虫研究室気付

日佛生物学会誌 日佛生物学会 日佛生物学会 １０８－００７１
港区白金台４丁目６番１号東京大学医科学研究所内

科学史研究 日本科学史学会 日本科学史学会 １０２－００９３
千代田区平河町２丁目１３番１号嶋津ビル２０２号

生体医工学 公益社団法人日本生体医
工学会

公益社団法人日本生体医
工学会

１１２－００１２
文京区大塚５丁目３番１３号小石川アーバン４Ｆ一般社団法人学会支援機構
内

Japanese Railway
Engineering

一般社団法人日本鉄道技
術協会

一般社団法人日本鉄道技
術協会

１３６－００７１
江東区亀戸１丁目２８番６号タニビル

交通工学 一般社団法人交通工学研
究会

一般社団法人交通工学研
究会

１０１－００５４
千代田区神田錦町３丁目２３番地錦町ＭＫビル５Ｆ

水曜会誌 塚田　和彦 水曜会 ６０６－８５０１
京都市左京区吉田本町京都大学工学部物理系校舎内

農作業研究 日本農作業学会 日本農作業学会 １０４－００３３
中央区新川２丁目２２番４号新共立ビル２Ｆ日本農作業学会事務局

米子医学雑誌 米子医学会 米子医学会 ６８３－０８２６
米子市西町８８番地２鳥取大学医学部同窓会館内

中部日本整形外科災害
外科学会雑誌

松田　秀一 一般社団法人中部日本整
形外科災害外科学会

６０２－０８４８
京都市上京区寺町通今出川下ル東側扇町２７２番地２扇ビル４階



題号 発行人名 団体名 団体の所在地

東北整形災害外科学会
雑誌

東北整形災害外科学会 東北整形災害外科学会 ９８０－８５７４
仙台市青葉区星陵町１番１号東北大学医学部整形外科教室

第六回指定

図書館界 日本図書館研究会事務局 日本図書館研究会 ５５０－０００２
大阪市西区江戸堀２丁目７番３２ネオアージュ土佐堀２０５号室

大阪樟蔭女子大学英語と
文化

大阪樟蔭女子大学樟蔭英
語学会

大阪樟蔭女子大学樟蔭英
語学会

５７７－８５５０
東大阪市菱屋西４丁目２番２６号

文學論叢 愛知大学人文社会学研究
所

愛知大学人文社会学研究
所

４４１－８５２２
豊橋市町畑町１番地の１

学習院大学国語国文学
会誌

学習院大学国語国文学会 学習院大学国語国文学会 １７１－００３１
豊島区目白１丁目５番１号

立教大学日本文学 立教大学日本文学会 立教大学日本文学会 １７１－８５０１
豊島区西池袋３丁目３４番１号

社会福祉論集 奥村　忠雄 大阪市立大学社会福祉学
研究会

５５０－００１４
大阪市西区北堀江御池通５－１

英米文学 新関　芳生 関西学院大学英米文学会 ６６２－８５０１
西宮市上ケ原一番町１番１５５号関西学院大学文学部英文学研究室内

臨床心理学研究 日本臨床心理学会 日本臨床心理学会 ６０３－８１４８
京都市北区小山西花池町１番地８株式会社土倉事務所内

国文学論叢 龍谷大学国文学会 龍谷大学国文学会 ６００－８２６８
京都市下京区七条大宮龍谷大学内

鈴木学術財団研究年報 鈴木学術財団 鈴木学術財団 １７０－００１３
豊島区東池袋３丁目１３番３号

神道宗教 笹生　衛 神道宗教学会 １５０－８４４０
渋谷区東４丁目１０番２８号國學院大學神道文化学部資料室内

埼玉研究 埼玉県地域研究会 埼玉県地域研究会 ３３６－０００１
浦和市常盤９－３０埼玉大学教養部内

斯文 公益財団法人　斯文会 公益財団法人斯文会 １１３－００３４
文京区湯島１丁目４番２５号湯島聖堂内

日本語教育 公益社団法人日本語教育
学会

公益社団法人日本語教育
学会

１０１－００６５
千代田区西神田２丁目４番１号東方学会２階

キリスト教学 立教大学キリスト教学会 立教大学キリスト教学会 １７１－８５０１
豊島区西池袋３

女子大国文 京都女子大学国文学会 京都女子大学国文学会 ６０５－８５０１
京都市東山区今熊野北日吉町３５番地

続日本紀研究 続日本紀研究会 続日本紀研究会 ６５７－８５０１
神戸市灘区六甲台町１番１号神戸大学大学院人文学研究科古市晃研究室
内

龍谷教学 龍谷教学会議 龍谷教学会議 ６００－８３５９
京都市下京区堀川通花屋町下ル浄土真宗本願寺派勧学寮内

史海 東京学芸大学史学会 東京学芸大学史学会 １８４－８５０１
小金井市貫井北町４丁目１番１号東京学芸大学教育学部人文科学講座歴
史学分野内

キリシタン文化研究会会
報

キリシタン文化研究会 キリシタン文化研究会 １０２－８５５４
千代田区紀尾井町７番１号上智大学キリシタン文庫内

社会科教育研究 日本社会科教育学会 日本社会科教育学会 ３０５－８５７２
つくば市天王台１丁目１番１号筑波大学人間系教育学域

三康文化研究所年報 三康文化研究所 三康文化研究所 １０５－００１１
港区芝公園４丁目７番４号

西洋古典学研究 日本西洋古典学会 日本西洋古典学会 ６０６－８５０１
京都市左京区吉田本町京都大学文学部内



題号 発行人名 団体名 団体の所在地

国文学攷 広島大学国語国文学会 広島大学国語国文学会 ７３９－８５２２
東広島市鏡山１丁目２番３号広島大学大学院文学研究科内

ハーディ研究：日本ハー
ディ協会会報 The
Bulletin of the Thomas

日本ハーディ協会 日本ハーディ協会 ５７７－８５０２
東大阪市小若江３丁目４番１号近畿大学経営学部高橋路子研究室内

九州大学東洋史論集 東洋史研究会 東洋史研究会 ８１９－０３９５
福岡市西区元岡７４４番地九州大学文学部内

愛知大学国文学 愛知大学国文学会 愛知大学国文学会 ４４１－８５２２
豊橋市町畑町字町畑１番地の１

国士舘大学政経論叢 国士舘大学政経学会 国士舘大学政経学会 １５４－００１７
世田谷区世田谷４丁目２８番１号

罪と罰 一般財団法人日本刑事政
策研究会

一般財団法人日本刑事政
策研究会

２７９－００１３
浦安市日の出２丁目１番１６号

愛知学院大学論叢法学
研究

杉原　丈史 愛知学院大学法学会 ４６２－８７３９
名古屋市北区名城３丁目１番１号

愛知大学法学部　法経論
集

愛知大学法学会 愛知大学法学会 ４５３－０８７２
名古屋市中村区平池町４丁目６０番地６

愛知学院大学論叢商学
研究

吉田　聡 愛知学院大学商学会 ４６２－０８４６
名古屋市北区名城３丁目１番１号

立正大学経済学季報 立正大学経済学会 立正大学経済学会 １４１－８６０２
品川区大崎４丁目２番１６号立正大学経済学部内

Journal of the Society of
Inorganic Materials,Japan

無機マテリアル学会 無機マテリアル学会 １６０－００２３
新宿区西新宿７丁目１３番５号１２山京ビル

温泉科学 前田　眞治 一般社団法人日本温泉科
学会

１１６－００１１
荒川区西尾久７丁目１２番１６号株式会社ソウブン・ドットコム内

北日本病害虫研究会報 北日本病害虫研究会 北日本病害虫研究会 ０２０－０１９８
盛岡市下厨川字赤平４東北農業研究センター生産環境研究領域内

農業経営研究 日本農業経営学会 日本農業経営学会 １４１－００３１
品川区西五反田７丁目２２番１７号ＴＯＣビル一般財団法人農林統計協会内

日本職業・災害医学会会
誌

一般社団法人日本職業・
災害医学会

一般社団法人日本職業・
災害医学会

２１１－８５１０
川崎市中原区木月住吉町１番１号総合研修センター内

九州歯科学会雑誌 森本　泰宏 九州歯科学会 ８０３－８５８０
北九州市小倉北区真鶴２丁目６番１号九州歯科大学内

Congenital Anomalies 安田　峯生 日本先天異常学会 ６０６－８３１５
京都市左京区吉田近衛町京都大学大学院医学研究科生体構造医学講座
（形態形成機構学）

歯科医学 田村　功 大阪歯科学会 ５７３－１１２１
大阪府枚方市楠葉花園町８番１号

特殊教育学研究 一般社団法人日本特殊教
育学会

一般社団法人日本特殊教
育学会

３０５－０００５
つくば市天久保２丁目２０番７号レガートホソダ２０３

The Japanese Journal of
Psychiatry and Neurology

日本精神神経学会フォリ
ア刊行会

日本精神神経学会フォリ
ア刊行会

１１３－００３２
文京区弥生２丁目４番１６号学会センター内

第七回指定

近畿民俗 高谷　重夫 近畿民俗学会 ５６９－０８１１
高槻市東五百住２丁目４番９号

新地理 日本地理教育学会 日本地理教育学会 １８４－８５０１
小金井市貫井北町４丁目１番１号東京学芸大学地理学研究室内

国文学研究誌山邊道 天理大学国語国文学会 天理大学国語国文学会 ６３２－８５０１
天理市杣之内町１０５０番地

社会学評論 一般社団法人日本社会学
会

一般社団法人日本社会学
会

１１３－００３３
文京区本郷７丁目３番１号東京大学文学部社会学研究室内



題号 発行人名 団体名 団体の所在地

哲学論文集 九州大学哲学会 九州大学哲学会 ８１９－０３９５
福岡市西区元岡７４４番地九州大学文学部哲学研究室内

龍谷大学論集 龍谷学会 龍谷学会 ６００－８２６８
京都市下京区七条大宮龍谷大学内

埼玉史談 井上　國夫 埼玉県郷土文化会 ３５３－０００４
志木市本町５丁目１４番２８号１２０８

経営と経済 長崎大学経済学会 長崎大学経済学会 ８５０－８５０６
長崎市片淵４丁目２番１号長崎大学経済学部内

国学院経済学 国学院大学経済学会 国学院大学経済学会 １５０－８４４０
渋谷区東４丁目１０番２８号

生物科学 日本生物科学者協会 日本生物科学者協会 １７１－８５０１
豊島区西池袋３丁目３４番１号立教大学理学部上田研究室内

労働衛生工学 名古屋　俊士 日本労働衛生工学会 １３０－００２６
墨田区両国４丁目３８番３号第８高畠ビル株式会社アイデック内

人間工学 一般社団法人日本人間工
学会

一般社団法人日本人間工
学会

１６０－００１１
新宿区若葉１丁目１０番地大洋ビル４C

Natural Medicines 生薬学
雑誌

糸川　秀治 日本生薬学会 １１３－８６２２
文京区本駒込５丁目１６番９号学会センター内

産婦人科の進歩 近畿産科婦人科学会 近畿産科婦人科学会 ６０６－８３０５
京都市左京区吉田河原町１４番地近畿地方発明センター内

口腔衛生学会雑誌 一般社団法人日本口腔衛
生学会

一般社団法人日本口腔衛
生学会

１７０－０００３
豊島区駒込１丁目４３番９号ＴＳビル４階一般財団法人口腔保健協会内

耳鼻咽喉科展望 小島　博己 耳鼻咽喉科展望会 １０５－８４６１
港区西新橋３丁目２５番８号東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科学教室内

日本産科婦人科学会東
京地方部会会誌

青木　大輔 日本産科婦人科学会東京
地方部会

１０２－００８３
千代田区麹町４丁目２番６号第２泉商事ビル５Ｆ株式会社ＭＡコンベンション
コンサルティング内

第八回指定

新文学史 矢島　道弘 新文学史研究会 ２３２－００５４
横浜市南区大橋町１－１０

別府大学国語国文学 浅野　則子 別府大学国語国文学会 ８７４－００３５
別府市北石垣８２番地

教育学雑誌 日本大学教育学会 日本大学教育学会 １５６－００４５
世田谷区桜上水３丁目２５番４０号日本大学文理学部教育学研究室内

四国学院大学論集 四国学院大学文化学会 四国学院大学文化学会 ７６５－８５１５
善通寺市文京町３丁目２番１号

美学 美学会 美学会 ６０６－８５０１
京都市左京区吉田下阿達町４６番地京都大学こころの未来研究センター吉
岡研究室

秋大史学 秋田大学史学会 秋田大学史学会 ０１０－０８５２
秋田市手形学園町１番１号秋田大学内

愛知学院大学教養部紀
要

愛知学院大学教養教育研
究会

愛知学院大学教養教育研
究会

４７０－０１９５
日進市岩崎町阿良池１２

神奈川県図書館学会誌 神奈川県図書館学会 神奈川県図書館学会 ２４０－０００３
横浜市保土ヶ谷区天王町１丁目２４番３号社会人読書会内

東京女子大学日本文学 東京女子大学学会日本文
学部会

東京女子大学学会日本文
学部会

１６７－００４１
杉並区善福寺２丁目６番１号

早稲田商学 早稲田商学同攻会 早稲田商学同攻会 １６９－８０５０
新宿区西早稲田１丁目６番地１号早稲田大学商学部事務所内

地理科学 地理科学学会 地理科学学会 ７３９－８５２２
東広島市鏡山１丁目２番３号広島大学大学院文学研究科地理学教室内



題号 発行人名 団体名 団体の所在地

生物物理 一般社団法人日本生物物
理学会

一般社団法人日本生物物
理学会

６０２－８０４８
京都市上京区下立売通小川東入ル

核と細胞質 小野　記彦 核と細胞質研究会 ６５７－８６０２
神戸市灘区六甲台町神戸大学理学部内

施工技術総合研究所年
報

一般社団法人日本建設機
械施工協会施工技術総合
研究所

一般社団法人日本建設機
械施工協会施工技術総合
研究所

４１７－０８０１
富士市大渕３１５４

低温工学 公益社団法人低温工学・
超電導学会

公益社団法人低温工学・
超電導学会

１１３－００３３
文京区本郷６丁目１２番８号

Tropical Agriculture and
Development

志和地　弘信 日本熱帯農業学会 １５６－８５０２
世田谷区桜丘１丁目１番１号東京農業大学国際食料情報学部国際農業開
発学科内

北陸病害虫研究会報 高岡　誠一 北陸病害虫研究会 ９４３－０１９３
上越市稲田１丁目２番１号北陸研究センター内

日本砂丘学会誌 日本砂丘学会 日本砂丘学会 ６８０－８５５３
鳥取市湖山町南４丁目１０１番地鳥取大学農学部内

青森県立中央病院医誌 青森県立中央病院 青森県立中央病院 ０３０－８５５３
青森市東造道２丁目１番１号

第九回指定

日本デューイ学会紀要 日本デューイ学会 日本デューイ学会 ４６４－０８１４
名古屋市千種区不老町１番地名古屋大学大学院教育発達科学研究科松下
研究室内

日本の科学者 日本科学者会議 日本科学者会議 １１３－００３４
文京区湯島１丁目９番１５号茶州ビル９階

宗教学年報 弓山　達也 大正大学宗教学会 １７０－８４７０
豊島区西巣鴨３丁目２０番１号大正大学宗教学研究室内

愛知県立大学説林 愛知県立大学国文学会 愛知県立大学国文学会 ４８０－１１９８
長久手市茨ヶ廻間１５２２番３号

中央大学国文 中央大学国文学会 中央大学国文学会 １９２－０３９３
八王子市東中野７４２番地の１

ASPHODEL 同志社女子大学英語英文
学会

同志社女子大学英語英文
学会

６０２－０８９３
京都市上京区今出川通寺町西入

同志社女子大学生活科
学

同志社女子大学生活科学
会

同志社女子大学生活科学
会

６０２－０８９３
京都市上京区今出川通寺町西入

ビルディングレター 一般財団法人日本建築セ
ンター

一般財団法人日本建築セ
ンター

１０１－８９８６
千代田区神田錦町１丁目９番地

土とコンクリート ダム研究会 ダム研究会 １００－００１４
千代田区永田町１丁目１１番３５号全国町村会館内全国土地改良事業団体
連合会気付

熱帯 日本熱帯医学協会 日本熱帯医学協会 １０３－００２３
中央区日本橋本町４丁目４番１１号永易ビル５階

矯正医学 新妻　宏文 日本矯正医学会 １００－８９７７
千代田区霞が関１丁目１番１号中央合同庁舎６号館Ａ棟１４階

心身医学 一般社団法人日本心身医
学会

一般社団法人日本心身医
学会

１０３－００２６
中央区日本橋兜町１５番１２号八重洲カトウビル８階

日本アルコール・薬物医
学会雑誌

白石　光一 日本アルコール・アディク
ション医学会

６０２－８５６６
京都市上京区河原町通広小路上る梶井町４６５番地

第十回指定

GALLIA 大阪大学フランス語フラン
ス文学会

大阪大学フランス語フラン
ス文学会

５６０－８５３２
豊中市待兼山町１番５号大阪大学大学院文学研究科フランス文学研究室
内



題号 発行人名 団体名 団体の所在地

国史学 国史学会 国史学会 １５０－８４４０
渋谷区東４丁目１０番２８号国学院大学内

南島研究 酒井　卯作 南島研究会 １７７－００４５
練馬区石神井台８丁目１９番２８号酒井方

交通科学研究資料 日本交通科学協議会 日本交通科学協議会 １０２－００９３
千代田区平河町２－９

カウンセリング研究 一般社団法人日本カウン
セリング学会

一般社団法人日本カウン
セリング学会

１１２－００１２
文京区大塚３丁目５番２号佑和ビル２Ｆ

山口県地方史研究 山口県地方史学会 山口県地方史学会 ７５３－００８３
山口市後河原１５０－１山口県文書館内

日本調理科学会誌 一般社団法人日本調理科
学会

一般社団法人日本調理科
学会

１１２－００１２
文京区大塚３丁目３６番５号長島ビル３階

函館英文学 函館英語英文学会 函館英語英文学会 ０４０－００８３
函館市八幡町１番２号北海道教育大学函館分校内

産大法学 中井　歩 京都産業大学法学会 ６０３－８５５５
京都市北区上賀茂本山

HIKOBIA ヒコビア会 ヒコビア会 ７３９－８５２６
東広島市鏡山１丁目３番１号広島大学理学部生物科学科植物分類・生態学
研究室内

地球化学 一般社団法人日本地球化
学会

一般社団法人日本地球化
学会

１６２－０８０１
新宿区山吹町３５８番地５アカデミーセンター

金沢大学十全医学会雑
誌

吉崎　智一 金沢大学十全医学会 ９２０－８６４０
金沢市宝町１３番１号

Odontology 日本歯科大学歯学会 日本歯科大学歯学会 １０２－８１５９
千代田区富士見１丁目９番２０号

第十一回指定

中古文学 中古文学会 中古文学会 １５０－８４４０
渋谷区東４丁目１０番２８号國學院大學若木タワー１０１２竹内正彦研究室
内

えひめ近代史研究 近代史文庫 近代史文庫 ７９０－０８７３
松山市北持田町１３１番地１愛媛県教育会館２階

神学 東京神学大学神学会 東京神学大学神学会 １８１－００１５
三鷹市大沢３－１０－３０

デザイン学研究 一般社団法人日本デザイ
ン学会

一般社団法人日本デザイ
ン学会

１６７－００４２
杉並区西荻北３丁目２１番１５号ベルフォート西荻７０３号室

棲神 室住　一妙 身延山短期大学学会 ４０９－２５２４
山梨県南巨摩郡身延町身延３４７９

わらべうた 尾原　昭夫 日本のわらべうたの会 １７７－００４５
練馬区石神井台１丁目１４番１２号

浮世絵芸術 国際浮世絵学会 国際浮世絵学会 １０４－００３１
中央区京橋２丁目１２番２号京橋三貴ビル４Ｆ

龍谷法学 龍谷大学法学会 龍谷大学法学会 ６１２－８５７７
京都市伏見区深草塚本町６７番地龍谷大学内

成城大学経済研究 成城大学経済学会 成城大学経済学会 １５７－８５１１
世田谷区成城６－１－２０成城大学内

証券経済学会年報 証券経済学会 証券経済学会 １０３－００２７
中央区日本橋２丁目１１番２号太陽生命日本橋ビル１２階

日本プランクトン学会報 伴　修平 日本プランクトン学会 ５２２－８５３３
彦根市八坂町２５００番地滋賀県立大学環境科学部環境生態学科内

JOURNAL OF CHEMICAL
ENGINEERING OF
JAPAN

公益社団法人化学工学会 公益社団法人化学工学会 １１２－０００６
文京区小日向４丁目６番１９号共立会館内



題号 発行人名 団体名 団体の所在地

北海道の農業気象 日本農業気象学会北海道
支部

日本農業気象学会北海道
支部

０６０－８５８９
札幌市北区北９条西９丁目北海道大学大学院農学研究院地域環境学分野

交通医学 日本交通医学会 日本交通医学会 １０５－０００４
港区新橋６丁目７番９号新橋アイランドビル３階公益総研株式会社事務セン
ター内

第十二回指定

歴史と神戸 神戸史学会 神戸史学会 ６５７－０８４５
神戸市灘区岩屋中町３丁目１番４号田中印刷出版株式会社内

哲学 広島哲学会 広島哲学会 ７３９－８５２２
東広島市鏡山１丁目２番３号広島大学文学部内

部落問題研究 公益社団法人部落問題研
究所

公益社団法人部落問題研
究所

６０６－８６９１
京都市左京区高野西開町３４番地１１

長野県考古学会誌 小林　正春 長野県考古学会 ３９９－２５６１
飯田市駄科１６４６番地１小林正春方

青山経済論集 青山学院大学経済学会 青山学院大学経済学会 １５０－８３６６
渋谷区渋谷４丁目４番２５号

青山経営論集 青山学院大学経営学会 青山学院大学経営学会 １５０－８３６６
渋谷区渋谷４丁目４番２５号

広島大学歯学雑誌 広島大学歯学会 広島大学歯学会 ７３４－００３７
広島市南区霞１丁目２番３号

美 京都市立芸術大学美術教
育研究会

京都市立芸術大学美術教
育研究会

６１０－１１９７
京都市西京区大枝沓掛町１３番地の６京都市立芸術大学内

ACTA OBSTETRICA ET
GYNECOLOGICA
JAPONICA

社団法人日本産科婦人科
学会

社団法人日本産科婦人科
学会

１１３－００３３
文京区本郷２丁目３番９号ツインビュー御茶の水３階

第十三回指定

青山法学論集 青山学院大学法学会 青山学院大学法学会 １５０－８３６６
渋谷区渋谷４丁目４番２５号

日本小児外科学会雑誌 奥山　宏臣 一般社団法人日本小児外
科学会

１１２－００１２
文京区大塚５丁目３番１３号ユニゾ小石川アーバン４Ｆ一般社団法人学会支
援機構内

薬史学雑誌 日本薬史学会 日本薬史学会 １１３－００３２
文京区弥生２丁目４番１６号学会センター内

Japanes journal of
MICROBIOLOGY

日本細菌学会・日本ウイ
ルス学会

日本細菌学会・日本ウイ
ルス学会

１０８－００７２・１０８－００７１
港区白金５丁目北里研究所内・港区白金台４丁目東京大学医科学研究所
内

Journal of the Mass
Spectrometry Society of
Japan

一般社団法人日本質量分
析学会

一般社団法人日本質量分
析学会

１６２－０８０１
新宿区山吹町３５８番地５アカデミーセンター

第十四回指定

愛泉女子短期大学紀要 愛泉女子短期大学愛泉学
会

愛泉女子短期大学愛泉学
会

５９０－００１２
堺市浅香山町１－２－２０

人文論究 北海道教育大学函館人文
学会

北海道教育大学函館人文
学会

０４０－００８３
函館市八幡町１番２号北海道教育大学函館分校内

地域研究 立正地理学会 立正地理学会 ３６０－０１９４
熊谷市万吉１７００番地立正大学地球環境科学部地理学科内

家畜人工授精 一般社団法人日本家畜人
工授精師協会

一般社団法人日本家畜人
工授精師協会

１３５－００４１
江東区冬木１１番１７号イシマビル１７階



題号 発行人名 団体名 団体の所在地

九州病害虫研究会報 水谷　信夫 九州病害虫研究会 ８６１－１１９２
合志市須屋２４２１番地九州沖縄農業研究センター内

医学教育 一般社団法人日本医学教
育学会

一般社団法人日本医学教
育学会

１１２－００１２
文京区大塚５丁目３番１３号小石川アーバン４Ｆ一般社団法人学会支援機構

日本民俗学 一般社団法人日本民俗学
会

一般社団法人日本民俗学
会

１１３－００３４
文京区湯島４丁目１２番３号

武蔵大学論集 武蔵大学経済学会 武蔵大学経済学会 １７６－００１１
練馬区豊玉上１丁目２６番地１号

経済学論叢 同志社大学経済学会 同志社大学経済学会 ６０２－８５８０
京都市上京区今出川通烏丸東入ル玄武町６０１

THE JOURNAL OF
GENERAL AND APPLIED
MICROBIOLOGY

公益財団法人応用微生物
学・分子細胞生物学研究
奨励会

公益財団法人応用微生物
学・分子細胞生物学研究
奨励会

１１３－００３２
文京区弥生２丁目４番１６号学会センター内

ENVIRONMENTAL
CONTROL IN BIOLOGY

日本生物環境工学会 日本生物環境工学会 ８１９－０３９５
福岡市西区元岡７４４番地九州大学生物環境利用推進センター内

Journal of The
JAPANESE
STOMATOLOGICAL

林　一 日本口腔学会 １１３－００３３
文京区本郷７丁目３番１号東京大学医学部口腔外科内

第十五回指定

教育科学セミナリー 関西大学教育学会 関西大学教育学会 ５６４－８６８０
吹田市山手町３丁目３番３５号関西大学文学部内

立命館文学 立命館大学人文学会 立命館大学人文学会 ６０３－８５７７
京都市北区等持院北町５６番地の１

駿台史学 駿台史学会 駿台史学会 １０１－００６２
千代田区神田駿河台１－１明治大学文学部内

史苑 立教大学史学会 立教大学史学会 １７１－００２１
豊島区西池袋３－３４－１

富山史壇 越中史壇会 越中史壇会 ９３０－００１５
富山市茶屋町３３番２号富山県公文書館内

学習院史学 学習院大学史学会 学習院大学史学会 １７１－００３１
豊島区目白１－５－１

IVY 名古屋大学英文学会 名古屋大学英文学会 ４６４－８６０１
名古屋市千種区不老町

法政史学 法政大学史学会 法政大学史学会 １０２－００７１
千代田区富士見町２－１７－１

明治学院大学法学研究 明治学院大学法学会 明治学院大学法学会 １０８－８６３６
港区白金台１丁目２番３７号明治学院大学内

経済論集 北海学園大学経済学会 北海学園大学経済学会 ０６２－８６０５
札幌市豊平区旭町４丁目１番４０号

明治学院大学経済研究 明治学院大学経済学会 明治学院大学経済学会 １０８－００７１
港区白金台１丁目２番３７号

魚類学雑誌 一般社団法人日本魚類学
会

一般社団法人日本魚類学
会

１６２－０８０１
新宿区山吹町３５８番地５

日本作物学会東北支部
会報

日本作物学会東北支部 日本作物学会東北支部 ９６０－１２９６
福島市金谷川１番地福島大学食農学類支援室内

医薬品医療機器レギュラ
トリーサイエンス

一般財団法人医薬品医療
機器レギュラトリーサイエ
ンス財団

一般財団法人医薬品医療
機器レギュラトリーサイエ
ンス財団

１５０－０００２
渋谷区渋谷２丁目１２番１５号長井記念館

史叢 日本大学史学会 日本大学史学会 １５６－００４５
世田谷区桜上水３－２５－４０

ALBION 京大英文学会 京大英文学会 ６０６－８５０１
京都市左京区吉田本町



題号 発行人名 団体名 団体の所在地

経済経営論叢 京都産業大学経済経営学
会

京都産業大学経済経営学
会

６０３－８５５５
京都市北区上賀茂山

Publications of the
Astronomical Society of
Japan

公益社団法人日本天文学
会

公益社団法人日本天文学
会

１８１－８５８８
三鷹市大沢２－２１－１国立天文台内

ACTA HISTOCHEMICA
ET CYTOCHEMICA

日本組織細胞化学会 日本組織細胞化学会 ６０２－８０４８
京都市上京区下立売通小川東入中西印刷株式会社学会部内

経済論叢 京都大学経済学会 京都大学経済学会 ６０６－８５０１
京都市左京区吉田本町

第十六回指定

言語学論叢 東京教育大学言語学研究
会

東京教育大学言語学研究
会

１１２－００１２
文京区大塚３丁目２９番１号東京教育大学言語学研究室内

基督教研究 基督教研究会 基督教研究会 ６０２－８５８０
京都市上京区今出川通烏丸東入ル玄武町６０１同志社大学神学部内

思索 東北大学哲学研究会 東北大学哲学研究会 ９８０－８５７６
仙台市青葉区川内東北大学文学部哲学・倫理学合同研究室内

ケース研究 樋口　千賀子 家庭事件研究会 １００－００１３
千代田区霞が関１丁目１番１号財団法人法曹会内

衣生活 森田　淑江 衣生活研究会 １０２－００７１
千代田区富士見２丁目４番１号大沢ビル内

ダイカル鋳型に関する研
究

ダイカル技術協会 ダイカル技術協会 ４５０－０００３
名古屋市中村区笹島町１－２２２菱信ビル内阪部工業株式会社内

Animal Behaviour and
Management(日本家畜管
理学会誌･応用動物行動

安江　健 日本家畜管理学会 ３００－０３３２
茨城県稲敷郡阿見町中央３丁目２１番１号茨城大学農学部生物生産科学科

臨床薬理 一般社団法人日本臨床薬
理学会

一般社団法人日本臨床薬
理学会

１１３－００３２
文京区弥生２丁目４番１６号学会センタービル

第十七回指定

アメリカ文学研究 日本アメリカ文学会 日本アメリカ文学会 ６５７－８５０１
神戸市灘区六甲台町１番１号神戸大学人文学研究科英米文学研究室内日
本アメリカ文学会本部事務局

社会学論叢 日本大学社会学会事務局 日本大学社会学会 １５６－８５５０
世田谷区桜上水３丁目２５番４０号日本大学文理学部社会学研究室

軍事史学 黒沢　文貴 軍事史学会 １６２－００４１
新宿区早稲田鶴巻町５４４番地６錦正社内

東洋学術研究 桐ケ谷　章 公益財団法人東洋哲学研
究所

１９４－００２３
八王子市丹木町１丁目２３６番地創価大学内

平安文学研究 田中　重太郎 平安文学研究会 ６１６－８００１
京都市右京区竜安寺御陵之下町４－３田中重太郎方

神戸学院法学 神戸学院大学法学会 神戸学院大学法学会 ６５０－８５８６
神戸市中央区港島１丁目１番地の３

神戸学院経済学論集 神戸学院大学経済学会 神戸学院大学経済学会 ６５１－２１８０
神戸市西区伊川谷町有瀬５１８番地

骨材資源 骨材資源工学会 骨材資源工学会 １０１－００３５
千代田区神田紺屋町２８番地紺屋ビル３０１

産業衛生学雑誌 公益社団法人日本産業衛
生学会

公益社団法人日本産業衛
生学会

１６０－００２２
新宿区新宿１丁目２９番８号公衛ビル

耳鼻と臨床 中川　尚志 耳鼻と臨床会 ８１２－８５８２
福岡市東区馬出３丁目１番１号九州大学大学院医学研究院臨床医学外科
学講座耳鼻咽喉科学分野内



題号 発行人名 団体名 団体の所在地

圧力技術 一般社団法人日本高圧力
技術協会

一般社団法人日本高圧力
技術協会

１０３－００２３
中央区日本橋本町４丁目７番地１号

第十八回指定

北奥古代文化 平山　久夫 北奥古代文化研究所 １６６－００１６
杉並区成田西１丁目１６番４３号

立命館産業社会論集 立命館大学産業社会学会 立命館大学産業社会学会 ６０３－８５７７
京都市北区等持院北町５６番地の１

美術史研究 早稲田大学美術史学会 早稲田大学美術史学会 １６２－８６４４
新宿区戸山１丁目２４番１号

皇學館論叢 皇學館大学人文学会 皇學館大学人文学会 ５１６－８５５５
伊勢市神田久志本町１７０４番地

学園論集 北海学園大学学術研究会 北海学園大学学術研究会 ０６２－８６０５
札幌市豊平区旭町４丁目１番４０号

評論・社会科学 同志社大学社会学会 同志社大学社会学会 ６０２－００４７
京都市上京区新町通今出川上ル近衛殿表町１５９の１

文学史研究 文学史研究会 文学史研究会 ５５８－８５８５
大阪市住吉区杉本町３丁目３番１３８号

海事交通研究 財団法人山縣記念財団 財団法人山縣記念財団 １０４－００３２
中央区八丁堀３丁目１番９号京橋北見ビル西館５階

Journal of Plant
Research

公益社団法人日本植物学
会

公益社団法人日本植物学
会

１１３－００３３
文京区本郷２丁目２７番２号東真ビル内

日本細菌学雑誌 神谷　茂 日本細菌学会 １７０－０００３
豊島区駒込１丁目４３番９号駒込ＴＳビル４Ｆ日本細菌学会

人工臓器 一般社団法人日本人工臓
器学会

一般社団法人日本人工臓
器学会

１１２－００１２
文京区大塚５丁目３番１３号小石川アーバン４F一般社団法人学会支援機構
内

関東整形災害外科学会
雑誌

関東整形災害外科学会 関東整形災害外科学会 １００－０００３
千代田区一ツ橋１丁目１番１号パレスサイドビル株式会社毎日学術フォーラ
ム内

日本保険医学会誌 日本保険医学会 日本保険医学会 １００－０００５
千代田区丸の内３丁目４番１号

第十九回指定

都市計画 公益社団法人日本都市計
画学会

公益社団法人日本都市計
画学会

１０２－００８２
千代田区一番町１０番地一番町ウエストビル６階

GOETHE-JAHRBUCH 日本ゲーテ協会 日本ゲーテ協会 １５６－００４５
世田谷区桜上水３丁目２５番４０号日本大学文理学部独文研究室内

英米文学英語学論集 関西大学英米文学英語学
会

関西大学英米文学英語学
会

５６４－８６８０
吹田市山手町３丁目３番３５号関西大学文学部総合人文学科英米文学英語
学専修合同研究室

カトリック研究 上智大学神学会 上智大学神学会 １７７－００４４
練馬区上石神井４丁目３２番１１号上智大学神学部研究室内

岡山商大論叢 井尻　昭夫 岡山商科大学学会 ７００－００８７
岡山市津島京町２丁目１０番１号

新潟大学経済論集 新潟大学経済学会 新潟大学経済学会 ９５０－２１０２
新潟市五十嵐二の町８０５０番地

日本統計学会誌 一般社団法人日本統計学
会

一般社団法人日本統計学
会

１０１－００５１
千代田区神田神保町３丁目６番能楽書林ビル５階財団法人統計情報研究
開発センター内

日本航海学会誌
NAVIGATION

公益社団法人日本航海学
会

公益社団法人日本航海学
会

１３５－００４４
江東区越中島２丁目１番６号



題号 発行人名 団体名 団体の所在地

Journal of Applied
Glycoscience

一般社団法人日本応用糖
質科学会

一般社団法人日本応用糖
質科学会

１００－０００３
千代田区一ツ橋１丁目１番１号パレスサイドビル株式会社毎日学術フォーラ
ム内

NEMATOLOGICAL
RESEARCH　日本線虫学
会誌

日本線虫学会 日本線虫学会 ０６２－００４５
札幌市豊平区羊ヶ丘１番地農研機構・北海道農業研究センター内

Journal of Nara Medical
Association

國安　弘基 奈良医学会 ６３４－８５２１
橿原市四条町８４０番地

JOURNAL OF APPLIDE
MEDICINE

加藤　幹夫 日本応用医学会 ６０６－０８０２
京都市左京区下鴨宮崎町１０８番地

放射線生物研究 放射線生物研究会 放射線生物研究会 １０６－００３１
港区西麻布３丁目１番１７号

自律神経 日本自律神経学会 日本自律神経学会 １６９－００７２
新宿区大久保２丁目４番地１２号新宿ラムダックスビル９階

第二十回指定

日本文芸研究 大橋　毅彦 日本文学会 ６６２－８５０１
西宮市上ヶ原一番町１番１５５号関西学院大学日本文学研究室内

武蔵大学人文学会雑誌 武蔵大学人文学会 武蔵大学人文学会 １７６－８５３４
練馬区豊玉上１丁目２６番地１号

高知大国文 高知大学国語国文学会 高知大学国語国文学会 ７８０－８５２０
高知市曙町２丁目５番１号高知大学文理学部内

教師のはぐるま 部落問題研究所 部落問題研究所 ６０６－８３１５
京都市左京区吉田近衛町２６番地

第二十一回指定

兵庫国漢 福浦　潤 兵庫県高等学校教育研究
会国語部会

６５３－０８０４
神戸市長田区寺池町１丁目４番１号兵庫県立兵庫高等学校内

日本文学研究 大東文化大学日本文学会 大東文化大学日本文学会 １７５－００８２
板橋区高島平１丁目９番１号

同志社大学英語英文学
研究

同志社大学人文学会 同志社大学人文学会 ６０２－８５８０
京都市上京区今出川通烏丸東入ル玄武町６０１同志社大学文学部内

日本女子大学英米文学
研究

日本女子大学英語英文学
会

日本女子大学英語英文学
会

１１２－８６８１
文京区目白台２丁目８番１号

図学研究 日本図学会 日本図学会 １５３－００４１
目黒区駒場３丁目８番１号東京大学教養学部広域システム科学系情報・図
学教室内

関西農業食料工学会会
報

関西農業食料工学会 関西農業食料工学会 ６０６－８５０２
京都市左京区北白川追分町京都大学大学院農学研究科フィールドロボティ
クス分野内

リハビリテーション医学 社団法人日本リハビリ
テーション医学会

社団法人日本リハビリ
テーション医学会

１７３－００３７
板橋区小茂根１丁目１番７号

交通学研究 日本交通学会 日本交通学会 １６０－００１６
新宿区信濃町３４運輸調査局内

GASTROENTEROOLOGI
CAL ENDOSCOPY

社団法人日本消化器内視
鏡学会

日本消化器内視鏡学会 １０１－００５２
千代田区神田小川町３丁目４番地３４ビル内

催眠学研究 日本催眠医学心理学会 日本催眠医学心理学会 １６２－０８０１
新宿区山吹町３５８番地５アカデミーセンター株式会社国際文献社

第二十二回指定



題号 発行人名 団体名 団体の所在地

図書館評論 図書館問題研究会 図書館問題研究会 １０１－００６１
千代田区神田三崎町２丁目１７番９号マルヨシビル２０１

大分県地方史 豊田　寛三 大分県地方史研究会 ８７４－０９１５
別府市桜ヶ丘５組２別府大学歴史文化総合研究センター内

新しい歴史学のために 京都民科歴史部会 京都民科歴史部会 ５２２－８５２２
彦根市馬場１丁目１番１号滋賀大学経済学部青柳周一研究室

環境情報科学 一般社団法人環境情報科
学センター

一般社団法人環境情報科
学センター

１０２－００７４
千代田区九段南３丁目２番７号ＣＯＩ九段南三丁目ビル

南紀生物 細田　徹治 南紀生物同好会 ６４３－０１６６
和歌山県有田郡有田川町吉原１２１３番地

北海道畜産草地学会報 上田　宏一郎 北海道畜産草地学会 ０６０－０８０９
札幌市北区北９条西９丁目北海道大学

実験社会心理学研究 日本グループ･ダイナミッ
クス学会

日本グループ･ダイナミッ
クス学会

１１２－８６０６
文京区白山５丁目２８番２０号東洋大学社会学部北村英哉研究室内

第二十三回指定

二松学舎大学人文論叢 二松学舎大学人文学会 二松学舎大学人文学会 １０２－００７５
千代田区三番町６番地１６号二松学舎大学内

音楽学 日本音楽学会 日本音楽学会 １０２－００７２
千代田区飯田橋３丁目３番３号生光ビル３０３

人間学紀要 上智人間学会 上智人間学会 １０２－００９４
千代田区紀尾井町７番１号上智大学神学部(キリスト教人間学)事務室内

北九州市立大学法政論
集

田村　慶子 北九州市立大学法学会 ８０２－８５７７
北九州市小倉南区北方４丁目２番地１号北九州市立大学内

大阪市大論集 大阪市立大学大学院経
済・経営研究会

大阪市立大学大学院経
済・経営学研究会

５５８－８５８５
大阪市住吉区杉本３丁目３番１３８号

Current Herpetology 日本爬虫両棲類学会 日本爬虫両棲類学会 ６０３－８１４８
京都市北区小山西花池町１番地８株式会社土倉事務所内

THE JAPANESE
JOURNAL OF SURGERY

日本外科学会 日本外科学会 １１２－０００４
文京区後楽２丁目３番１０号白主ビル七階

千葉医学　ＣＨＩＢＡ　ＩＧＡ
ＫＵ

清水　栄司 千葉医学会 ２６０－８６７７
千葉市中央区亥鼻１丁目８番１号千葉大学医学部内

炭素 炭素材料学会 炭素材料学会 １６２－０８０１
新宿区山吹町３５８番地５アカデミーセンター

第二十四回指定

NIDABA 西日本言語学会 西日本言語学会 ７３９－８５２２
東広島市鏡山１丁目２番３号広島大学文学研究科言語学研究室内

聴覚言語障害 四日市　章 日本聴覚言語障害学会 ３０５－８５７２
つくば市天王台１丁目１番地１筑波大学人間系障害科学域鄭研究室内

古文書研究 日本古文書学会 日本古文書学会 １６２－００５２
新宿区戸山１丁目２４番１号早稲田大学文学学術院伊川研究室内

設計製図 和田　稲苗 日本設計製図学会 １５４－０００１
世田谷区池尻３丁目１－３

農業施設 農業施設学会 農業施設学会 ３０５－０９０１
つくば市池の台２番地独立行政法人農業･食品産業技術総合研究機構畜産
草地研究所

西日本皮膚科 日本皮膚科学会西部支部 日本皮膚科学会西部支部 ８１２－８５８２
福岡市東区馬出３丁目１番１号九州大学コラボ・ステーションⅡ５０１



題号 発行人名 団体名 団体の所在地

THE JOURNAL OF
DERMATOLOGY

日本皮膚科学会 日本皮膚科学会 １１３－００３３
文京区本郷３丁目１４番１０号秦生ビル４階

日本歯周病学会会誌 小方　賴昌 特定非営利活動法人日本
歯周病学会

１７０－０００３
豊島区駒込１丁目４３番９号駒込ＴＳビル一般財団法人口腔保健協会内

小児の精神と神経 秋山　泰子 小児精神神経学研究会 １６７－００５１
杉並区荻窪５丁目２９番１１号聖母の騎士クリニック内

第二十五回指定

高志路 佐藤　和彦 新潟県民俗学会 ９５０－０９１６
新潟市中央区米山３丁目１番３１号－１１０１金田文男方

武道学研究 日本武道学会 日本武道学会 １０２－００９１
千代田区北の丸公園２番３号日本武道館中道場Ｂ１

伊予の民俗 秋田　忠俊 伊予民俗の会 ７９７－００１８
愛媛県東宇和郡宇和町下松葉６３１－１秋田忠俊方

国士舘法学 国士舘大学法学会 国士舘大学法学会 １５４－８５１５
世田谷区世田谷４丁目２８番１号

化学工学論文集 公益社団法人化学工学会 公益社団法人化学工学会 １１２－０００６
文京区小日向４丁目６番１９号共立会館内

溶接学会誌 一般社団法人溶接学会 一般社団法人溶接学会 １０１－００２５
千代田区神田佐久間町４丁目２０番地

日本土壌肥料学雑誌 一般社団法人日本土壌肥
料学会

一般社団法人日本土壌肥
料学会

１１３－００３３
文京区本郷５丁目２３番１３号タムラビル１０階

北海道養豚研究会報 北海道養豚研究会 北海道養豚研究会 ０８１－００３８
北海道上川郡新得町字新得西５線３９番地

日本歯科医史学会々誌 渋谷　鉱 日本歯科医史学会 ２７１－８５８７
松戸市栄町西２丁目８７０番１号日本大学松戸歯学部歯科麻酔学講座内

日本循環器病予防学会
誌

日本循環器管理研究協議
会

日本循環器管理研究協議
会

１６３－０７０４
新宿区西新宿２丁目７番１号小田急第一生命ビル４階

大阪市医学会雑誌 大阪市医学会 大阪市医学会 ５４５－８５８５
大阪市阿倍野区旭町１丁目４番３号大阪公立大学医学部学舎１２階

第二十六回指定

数学教育学会誌 一般社団法人数学教育学
会

一般社団法人数学教育学
会

１１２－００１２
文京区大塚１丁目４番１５号アトラスタワー茗荷谷１階株式会社甲文堂内

地理の広場 全国地理教育研究会 全国地理教育研究会 ２０２－０００５
西東京市住吉町５丁目８番２３号東京都立保谷高等学校内五十嵐和也

新しい社会学のために 岩崎　信彦 現代社会研究会 ６０３－８２０３
京都市北区紫竹東高縄町３７番地

文学・語学 全国大学国語国文学会 全国大学国語国文学会 １５４－８５２５
世田谷区駒沢１丁目２３番１号駒澤大学文学部国文学科近衞典子研究室内

宇部地方史研究 内田　鉄平 宇部地方史研究会 ７５７－０２１６
宇部市大字船木３６１番地６宇部市学びの森くすのき内

アジア・アフリカ研究 藤田　和子 アジア・アフリカ研究会 １７０－０００５
豊島区南大塚２丁目１７番１０号

亜細亜大学経営論集 亜細亜大学経営学会 亜細亜大学経営学会 １８０－００２２
武蔵野市境５丁目２４番１０号

アジア・アフリカ経済特報 岡倉　古志郎 アジア・アフリカ研究会 １７０－０００５
豊島区南大塚２丁目１７番１０号



題号 発行人名 団体名 団体の所在地

龍谷大学経済学論集 龍谷大学経済学会 龍谷大学経済学会 ６１２－８５７７
京都市伏見区深草塚本町６７番地

顕微鏡 日本電子顕微鏡学会 日本電子顕微鏡学会 １１３－８６２２
文京区本駒込５丁目１６番９号財団法人日本学会事務センター内

BEHAVIORMETRIKA 日本行動計量学会 日本行動計量学会 ２７４－８５１０
船橋市三山２丁目２番１号東邦大学理学部情報科学科菊地研究室内

行動計量学 日本行動計量学会 日本行動計量学会 ２７４－８５１０
船橋市三山２丁目２番１号東邦大学理学部情報科学科菊地研究室内

宝石学会誌 神田　久生 宝石学会「日本」 １１０－０００５
台東区上野３丁目２０番８号小島ビル６Ｆ

写真測量とリモートセンシ
ング

一般社団法人日本写真測
量学会

一般社団法人日本写真測
量学会

１１２－０００２
文京区小石川１丁目５番１号パークコート文京小石川 ザ タワー５階

保健物理 一般社団法人日本保健物
理学会

一般社団法人日本保健物
理学会

１０５－０００４
港区新橋４丁目２９番６号

日本経営工学会論文誌 公益社団法人日本経営工
学会

公益社団法人日本経営工
学会

１６２－０８０１
新宿区山吹町３５８番地５

日本鶏之研究 全日本家畜協会 全日本家畜協会 １９７－０８２３
あきる野市野辺４６２番地

日本学校歯科医会会誌 長沼　善美 公益社団法人日本学校歯
科医会

１０２－００７３
千代田区九段北４丁目１番２０号日本歯科医師会内

第二十七回指定

古代を考える 藤沢　一夫 古代を考える ５４６－００４１
大阪市東住吉区桑津３丁目１６番７号野上方

新約学研究 青野　太潮 日本新約学会 ８１４－０００２
福岡市早良区西新６丁目２番９２号西南学院大学内

日本近代文学 吉田　精一 日本近代文学会 １０２－００９４
千代田区紀尾井町７番１号上智大学国文研究室内

東洋音楽研究 一般社団法人東洋音楽学
会

一般社団法人東洋音楽学
会

１１０－０００５
台東区上野３丁目６番３号三春ビル３０７号

キリスト教史学 キリスト教史学会 キリスト教史学会 １００－０００３
千代田区一ツ橋１丁目１番１号パレスサイドビル株式会社毎日学術フォーラ
ム

日本家庭科教育学会誌 日本家庭科教育学会 日本家庭科教育学会 １１２－００１２
文京区大塚４丁目３９番１１号仲町ＹＴビル３階

仏教史研究 櫛田　良洪 日本仏教史学会 １７０－０００１
豊島区西巣鴨３丁目２０番１号大正大学史学研究室内

比較思想研究 頼住　光子 比較思想学会 １７０－０００１
豊島区西巣鴨３丁目２０番１号大正大学西洋哲学研究室

中国地区英語教育学会
誌

中国地区英語教育学会 中国地区英語教育学会 ６９０－８５０４
松江市西川津町１０６０番地島根大学教育学部篠村恭子研究室内

英文学論叢 吉良　文孝 日本大学英文学会 １５６－００４５
世田谷区桜上水３丁目２５番４０号日本大学文理学部英文学研究室内

法政理論 新潟大学法学会 新潟大学法学会 ９５０－２１８１
新潟市西区五十嵐二の町８０５０番地新潟大学法学部内

早稲田法学会誌 早稲田大学法学会 早稲田大学法学会 １６９－８０５０
新宿区西早稲田１丁目６番１号

名城論叢 名城大学経済・経営学会 名城大学経済・経営学会 ４６８－８５０２
名古屋市天白区塩釜口１丁目５０１番地

Cell Structure and
Function

日本細胞生物学会 日本細胞生物学会 ６０２－８０４８
京都市上京区下立売通小川東入中西印刷株式会社



題号 発行人名 団体名 団体の所在地

誘蛾燈 金子　岳夫 誘蛾会 ４４０－００４２
豊橋市栄町１４４番地３金子岳夫方

山階鳥類学雑誌 小川　博 公益財団法人山階鳥類研
究所

２７０－１１４５
我孫子市高野山１１５番地

Japanese Journal of
Systematic Entomology

大林　延夫 日本昆虫分類学会 ７９０－０９０５
松山市樽味３丁目５番７号愛媛大学農学部昆虫学研究室内

日本複合材料学会誌 一般社団法人日本複合材
料学会

一般社団法人日本複合材
料学会

１１２－００１２
文京区大塚５丁目３番１３号小石川アーバン４階一般社団法人学会支援機
構内

EDAPHOLOGIA 荻野　康則 日本土壌動物学会 １０７－８４０４
港区赤坂１丁目２番２号日本財団ビル特定非営利活動法人CANPANセン
ターＡＣNet事務局「日本土壌動物学会」担当

日本農薬学会誌 中川　好秋 日本農薬学会 １１４－００１５
北区中里２丁目２８番１０号日本植物防疫協会内

音声言語医学 日本音声言語医学会 日本音声言語医学会 １１２－０００４
文京区後楽２丁目３番１０号白王ビル５階

移植 日本移植学会 日本移植学会 １１２－００１２
文京区大塚５丁目３番１３号小石川アーバン４Ｆ一般社団法人学会支援機構
日本移植学会

教育医学 藤井　勝紀 日本教育医学会 ５０１－３９３８
関市桐ヶ丘２丁目１番地中部学院大学

岡山医学会雑誌 鵜殿　平一郎 岡山医学会 ７００－８５５８
岡山市北区鹿田町２丁目５番１号

生活衛生 石橋　武二 大阪生活衛生協会 ５４３－００２６
大阪市天王寺区東上町２１番地大阪市立環境科学研究所内

日本東洋医学系物理療
法学会誌

小林　真吉 東洋医学系物理療法学会 １１３－００３４
文京区湯島４丁目６番１１号湯島ハイタウンＡ７０８

第二十八回指定

江戸史研究 佐藤　磨 日本史研究会 １３１－００４４
墨田区文花１丁目３０番１９－３０８号

服飾美学 服飾美学会 服飾美学会 ７５３－８５０２
山口市桜畠３丁目２番１号山口県立大学企画デザイン研究室内

日本の神学 日本基督教学会 日本基督教学会 １５０－８３６６
渋谷区渋谷４丁目４番２５号青山学院大学総合文化政策学部茂牧人研究室
気付

歴史科学 大阪歴史科学協議会 大阪歴史科学協議会 ５５８－８５８５
大阪市住吉区杉本３丁目３番１３８号大阪公立大学大学院文学研究科佐賀
朝研究室気付

九州教育学会研究紀要 九州教育学会 九州教育学会 ８１９－０３９５
福岡市西区元岡７４４番地九州大学教育学部内

法と秩序 奥原　唯弘 法と秩序研究会 １０２－００８５
千代田区六番町６－１パレ・ロワイヤル２０８号

化学史研究 化学史学会 化学史学会 １２０－８５５１
足立区千住旭町５番東京電機大学工学部田中浩朗研究室内

生物工学会誌 公益社団法人日本生物工
学会

公益社団法人日本生物工
学会

５６５－０８７１
吹田市山田丘２番１号大阪大学工学部内

日本ガスタービン学会誌 公益社団法人日本ガス
タービン学会

公益社団法人日本ガス
タービン学会

１６０－００２３
新宿区西新宿７－５－１３－４０２第三工新ビル内

伝熱 公益社団法人日本伝熱学
会

公益社団法人日本伝熱学
会

１０１－００４７
千代田区内神田１丁目１８番１１号東京ロイヤルプラザ１１０１号

第二十九回指定



題号 発行人名 団体名 団体の所在地

近代文学論集 日本近代文学会九州支部 日本近代文学会九州支部 ８５２－８５５８
長崎市三ツ山町２３５番地長崎純心大学内

西郊民俗 小池　淳一 西郊民俗談話会 １１２－０００５
文京区水道２丁目３番１５号４０３

新潟史学 新潟史学会 新潟史学会 ９５０－２１０２
新潟市五十嵐二の町８０５０番地新潟大学人文学部史学研究室内

中国語学 日本中国語学会 日本中国語学会 ６５１－２１８７
神戸市西区学園東町９丁目１番神戸市外国語大学中国学科内

千曲 横沢　瑛 東信史学会 ３８６－００２４
上田市大手２丁目７番１３号上小教育会館内

郵便史学 篠原　宏 日本郵便史学会 １５７－００６４
世田谷区給田４丁目２８番３－２０２号

熱測定 日本熱測定学会 日本熱測定学会 １０１－００３２
千代田区岩本町１丁目６番７号宮沢ビル６０１号室

高温学会誌 荒田　吉明 高温学会 ５６５－０８７３
吹田市藤白台５丁目１２５番１８号大阪大学工業会館内

第三十回指定

日本仏教 日本仏教教育会 日本仏教教育会 １１２－００１５
文京区目白台１丁目１７番６号大蔵出版株式会社内

御影史学論集 酒向　伸行 御影史学研究会 ６６２－００９３
西宮市西平町１５番３０モンマルトル１０２号酒向伸行方

認知行動療法研究 一般社団法人日本認知･
行動療法学会

一般社団法人日本認知･
行動療法学会

１００－０００３
千代田区一ツ橋１丁目１番１号パレスサイドビル株式会社毎日学術フォーラ
ム内

日本英学史研究 日本英学史学会 日本英学史学会 １９３－０９８５
八王子市館町８１５番地１拓殖大学塩崎智研究室

仏教学 平川　彰 仏教学研究会 １６２－８６４４
新宿区戸山町１丁目２４番１号早稲田大学文学部平川研究室内

オルガン研究 深井　李々子 日本オルガン研究会 １０２－００７１
千代田区富士見１丁目２番３２号東京ルーテルセンター３０７

愛媛国文と教育 佐藤　栄作 愛媛大学教育学部国語国
文学会

７９０－８５７７
松山市文京町３番

埼玉地方史 埼玉県地方史研究会 埼玉県地方史研究会 ３３０－００５５
さいたま市浦和区東高砂町１１番１号さいたま市市民活動サポートセンター

ソーシアル・リサーチ 佐伯　弘晃 ソーシアル・リサーチ研究
会

７９１－０５０８
西条市丹原町池田２８７番地３

日本農業教育学会誌 渡辺　慶一 日本農業教育学会 ２５２－０８８０
藤沢市亀井野１８６６日本大学生物資源科学部くらしの生物学科くらしの園
芸研究室

医学評論 新医協（新日本医師協
会）

新医協（新日本医師協
会）

１７１－００２１
豊島区西池袋１丁目１０番２号日高ビル４階

医療経済研究会会報 野村　拓 医療経済研究会 ５３０－０００５
大阪市北区中之島４丁目３番５７号大阪大学医学部衛生学教室内

第三十一回指定

東洋教育史研究 東洋教育史学会 東洋教育史学会 １０１－００６２
千代田区神田駿河台１－１中央大学教育学研究室

関東教育学会紀要 関東教育学会 関東教育学会 １６９－００５１
新宿区西早稲田１丁目６番１号早稲田大学教育学部１６号館根津研究室内



題号 発行人名 団体名 団体の所在地

日本教科教育学会誌 日本教科教育学会 日本教科教育学会 ７３９－８５２４
東広島市鏡山１丁目１番１号広島大学大学院教育学研究科内

人口学研究 日本人口学会 日本人口学会 １００－００１３
千代田区霞が関１丁目２番２項厚生省人口問題研究所内

文化財保存修復学会誌
（古文化財之科学）

本田　光子 一般社団法人文化財保存
修復学会

１１０－０００８
台東区池之端４丁目１４番８号１０２ＮＰＯ文化財保存支援機構気付

日独法学 日独法学会 日独法学会 １０７－００５２
港区赤坂７丁目５番５６号独逸東亜細亜研究協会（Ｏ・Ａ・G）内

立教経済学論叢 立教大学大学院経済学研
究会

立教大学大学院経済学研
究会

１７１－００２１
豊島区西池袋３丁目３４番１号

長崎県生物学会誌 長崎県生物学会 長崎県生物学会 ８５２－８５２１
長崎市文教町１番１４号長崎大学教育学部生物学教室

Journal of the Japan
Petroleum Institute

公益社団法人石油学会 公益社団法人石油学会 １０１－００４１
千代田区神田須田町１丁目８番４号陽友神田ビル

両生爬虫類研究会誌
NIPPON
HERPETOLOGICAL

日本両生爬虫類研究会 日本両生爬虫類研究会 ９５０－２１４１
新潟市内野潟端２１４０番地

日本ハンセン病学会雑誌 日本ハンセン病学会 日本ハンセン病学会 １８９－０００２
東村山市青葉町４丁目１番地１３

日本口蓋裂学会雑誌 槇　宏太郎 一般社団法人日本口蓋裂
学会

１３５－００３３
江東区深川２丁目４番１１号一ツ橋印刷株式会社学会事務センター内

膜 一般社団法人日本膜学会 一般社団法人日本膜学会 １１３－００３３
文京区本郷 ５丁目２６番５号扇屋ビル７０２

近畿東海矯正歯科学会
雑誌

出村　昇 近畿東海矯正歯科学会 １７０－０００３
豊島区駒込１丁目４３番９号

小児の脳神経 埜中　正博 一般社団法人日本小児神
経外科学会

１１３－００３３
文京区本郷３丁目３番１１号ＮＣＫビル編集室なるにあ内

第三十二回指定

立正大学國語國文 立正大学国語国文学会 立正大学国語国文学会 １４１－８６０２
品川区大崎４丁目２番１６号

倫理学研究 関西倫理学会 関西倫理学会 ５６０－８５３２
豊中市待兼山町１番地５大阪大学大学院人文学研究科臨床哲学研究室内

日本教育工学会論文誌 一般社団法人日本教育工
学会

一般社団法人日本教育工
学会

１０５－０００１
港区虎ノ門２丁目１０番１号虎ノ門ツインビルディング

EDUCATIONAL
TECHNOLOGY
RESEARCH

日本教育工学会 日本教育工学会 １４１－００３１
品川区西五反田８丁目３番１６号西五反田８丁目ビル８Ｆ

やどりが 岸田　泰則 日本鱗翅学会 １９２－００６３
八王子市元横山町２丁目５番２０号

科学教育研究 一般社団法人日本科学教
育学会

一般社団法人日本科学教
育学会

６０３－８１４３
京都市上京区下立売通小川東入西大路町１４６番地

映像情報メディア学会技
術報告

岩鼻　幸男 一般社団法人映像情報メ
ディア学会

１０５－００１１
港区芝公園３丁目５番８号機械振興会館内

第三十三回指定

古代史の研究 西本　昌弘 関西大学古代史研究会 ５６４－８６８０
吹田市山手町３丁目３番３５号関西大学文学部西本研究室内

立正史学 立正大学史学会 立正大学史学会 １４１－８６８０
品川区大崎４丁目２番１６号立正大学文学部史学研究室内



題号 発行人名 団体名 団体の所在地

同志社哲学年報 Societas Philosophiae
Doshisha

Societas Philosophiae
Doshisha

６０２－８５８０
京都市上京区今出川通烏丸東入ル玄武町６０１同志社大学文学部内哲学
研究室内

人権21・調査と研究 岩間　一雄 岡山人権問題研究所 ７００－００５４
岡山市北区下伊福西町１番５３号

ちりぼたん 日本貝類学会 日本貝類学会 ３０５－０００５
つくば市天久保４丁目１番１号国立科学博物館内

日本経営数学会誌 内野　明 日本経営数学会 ２１４－８５８０
川崎市多摩区東三田２丁目１１番１号専修大学商学部内野研究室内

獣医科学と統計利用 滝沢　隆安 獣医統計利用研究会 １８７－００２２
小平市上水本町６丁目２０番１号

第三十四回指定

西洋史研究 西洋史研究会 西洋史研究会 ９８０－８５７６
仙台市青葉区川内２７番１号東北大学大学院文学研究科ヨーロッパ史研究
室

国書逸文研究 国書逸文研究会 国書逸文研究会 １７１－００４３
豊島区要町１丁目４３番地

太陽エネルギー 一般社団法人日本太陽エ
ネルギー学会

一般社団法人日本太陽エ
ネルギー学会

１５１－００５３
渋谷区代々木２丁目４４番１４号

水環境学会誌 公益社団法人日本水環境
学会

公益社団法人日本水環境
学会

１３５－０００６
江東区常盤２丁目９番７号グリーンプラザ深川常盤２０１号室

第三十五回指定

JOURNAL OF HUMAN
ERGOLOGY

人類働態学会 人類働態学会 １５１－００５１
渋谷区千駄ヶ谷１丁目１番１２号桜美林大学内３Ｆ公益財団法人大原記念
労働科学研究所内

南島史学 南島史学会 南島史学会 ３５２－８５０１
新座市中野１丁目９番６号跡見学園女子大学文学部人文学科森谷裕美子
研究室気付

日本地熱学会誌 日本地熱学会 日本地熱学会 １６２－０８０１
新宿区山吹町３５８番地５アカデミーセンター

Acoustical Science and
Technology

赤木　正人 一般社団法人日本音響学
会

１０１－００２１
千代田区外神田２丁目１８番２０号ナカウラ第５ビル

第三十六回指定

イギリス・ロマン派研究 笹川　浩 日本イギリス・ロマン派学
会

３１０－８５１２
水戸市文京２丁目１番１号茨城大学教育学部英語教育教室小林英美研究
室内

高井 湯本　巖 高井地方史研究会 ３８３－００２５
中野市三好町１丁目４番２７号中野市中央公民館

古代哲学研究 古代哲学会 古代哲学会 ６０６－８５０１
京都市左京区吉田本町京都大学文学部西洋古代哲学史研究室

障害者問題研究 全国障害者問題研究会 全国障害者問題研究会 １６９－００５１
新宿区西早稲田２丁目１５番１０号西早稲田関口ビル４階

歴史地理学 歴史地理学会 歴史地理学会 １８４－８５０１
小金井市貫井北町４丁目１番１号東京学芸大学地理学研究室内

家族研究年報 家族問題研究学会 家族問題研究学会 １００－０００３
千代田区一ツ橋１丁目１番１号パレスサイドビル株式会社毎日学術フォーラ
ム内

人民の歴史学 檜皮　瑞樹 東京歴史科学研究会 １１４－００２３
北区滝野川２丁目３２番１０号滝野川マンション２２２



題号 発行人名 団体名 団体の所在地

日本文藝學 山口　直孝 日本文芸学会 １０２－８３３６
千代田区三番町６番地１６二松学舎大学文学部山口直孝研究室内

宇宙航空環境医学 岩﨑　賢一 日本宇宙航空環境医学会 １０５－８４６１
港区西新橋３丁目２５番８号東京慈恵会医科大学宇宙航空医学研究室内

日本コンタクトレンズ学会
誌

三宅　啓子 日本コンタクトレンズ学会 ５６７－００４７
茨木市美穂ヶ丘３番６号山本ビル３０２号室

日本生気象学会雑誌 永島　計 日本生気象学会 ３５９－１１９２
所沢市三ケ島２丁目５７９番地の１５早稲田大学人間科学学術院

第三十七回指定

史境 歴史人類学会 歴史人類学会 ３０５－８５７１
つくば市天王台１丁目１番１号筑波大学人文社会系内

児童文学研究 日本児童文学学会 日本児童文学学会 ４００－８５５５
甲府市横根町８８８番地山梨英和大学井上征剛研究室気付

犯罪社会学研究 日本犯罪社会学会 日本犯罪社会学会 ５７７－００３６
東大阪市御厨栄町３丁目１番３５号学術センターU-Ｂｏｘ２Ｆ

音楽教育学 日本音楽教育学会 日本音楽教育学会 １８４－０００４
小金井市本町５丁目３８番１０号武蔵野ハミテージ２０６

経済科学通信 基礎経済科学研究所 基礎経済科学研究所 ６００－８１２７
京都市下京区梅湊町８３番地の１「ひと・まち交流館京都」２階京都市民活動
総合センター内

地形 一般社団法人日本地形学
連合

一般社団法人日本地形学
連合

６１１－００１１
宇治市五ヶ庄京都大学防災研究所内

ROSTRIA (Transactions
of the Hemipterological
Society of Japan )

日本半翅類学会 日本半翅類学会 ３０５－８６０４
つくば市観音台３丁目１番地３農研機構観音台第３事業場昆虫標本館

表面と真空 公益社団法人日本表面真
空学会

公益社団法人日本表面真
空学会

１１３－００３３
文京区本郷５丁目２５番地１６号石川ビル５階

産業考古学 産業遺産学会 産業遺産学会 １０４－００３３
中央区新川２丁目２２番４号新共立ビル２階株式会社共立内産業遺産学会
事務局

日本形成外科学会会誌 一般社団法人日本形成外
科学会

一般社団法人日本形成外
科学会

１６９－００７２
新宿区大久保２丁目４番１２号新宿ラムダックスビル

The Journal of
Toxicological Sciences

一般社団法人日本毒性学
会

一般社団法人日本毒性学
会

１００－０００３
千代田区一ツ橋１丁目１番１号パレスサイドビル株式会社毎日学術フォーラ
ム内

第三十八回指定

Japanese Slavic and East
European Studies

田畑　伸一郎 ロシア・東欧学会 １６９－８０５０
新宿区西早稲田１丁目６番１号早稲田大学教育・総合科学学術院小森宏美
研究室気付

部落解放・人権研究所紀
要「部落解放研究」

一般社団法人部落解放・
人権研究所

一般社団法人部落解放・
人権研究所

５５２－０００１
大阪市港区波除４丁目１番３７号HRCビル内

比婆科学 比婆科学教育振興会 比婆科学教育振興会 ７２７－０３０１
庄原市比和町比和１１１９番地１庄原市立比和自然科学博物館

日仏理工科会誌 日仏理工科会 日仏理工科会 １５０－００１３
渋谷区恵比寿３丁目９番２５号社団法人日仏会館内

沖縄生物学会誌 沖縄生物学会 沖縄生物学会 ９０３－０２１３
沖縄県中頭郡西原町字千原1番地琉球大学理学部海洋自然科学科生物系
事務室

整形外科と災害外科 西日本整形・災害外科学
会

西日本整形・災害外科学
会

８１２－８５８２
福岡市東区馬出３丁目１番１号九州大学医学部整形外科教室内



題号 発行人名 団体名 団体の所在地

第三十九回指定

芸術至上主義文芸 芸術至上主義文芸学会 芸術至上主義文芸学会 ３３６－０９７４
さいたま市緑区大崎３５５１番地浦和大学眞有研究室内

和歌山地方史研究 和歌山地方史研究会 和歌山地方史研究会 ６４９－６２５８
岩出市山９８０番地の２－１３１２江本英雄方

レジャー・レクリェーション
研究

前橋　明 日本レジャー・レクリェー
ション学会

３５９－１１９２
所沢市三ヶ島２丁目５７９番地の１５早稲田大学人間科学学術院前橋明研
究室内

ひょうご部落解放 一般社団法人ひょうご部
落解放・人権研究所

一般社団法人ひょうご部
落解放・人権研究所

６５０－０００３
神戸市中央区山本通４丁目２２番２５号兵庫人権会館２階

応用統計学 応用統計学会 応用統計学会 １０１－００５１
千代田区神田神保町３丁目６番地能楽書林ビル５階財団法人統計情報研
究開発センター内

大気環境学会誌 公益社団法人大気環境学
会

公益社団法人大気環境学
会

１６２－０８０１
新宿区山吹町３５８番地５アカデミーセンター株式会社国際文献社内

日本美容外科学会会報 一般社団法人日本美容外
科学会

日本美容外科学会 １００－０００３
千代田区一ツ橋１丁目1番１号パレスサイドビル株式会社毎日学術フォーラ
ム内

全日本鍼灸学会雑誌 公益社団法人全日本鍼灸
学会

公益社団法人全日本鍼灸
学会

１５１－００５３
渋谷区代々木１丁目５５番１０号学園ビル１０階

日本東洋医学雑誌 一般社団法人日本東洋医
学会

一般社団法人日本東洋医
学会

１０５－００２２
港区海岸１丁目９番１８号国際浜松町ビル６Ｆ

日本歯内療法学会雑誌 一般社団法人日本歯内療
法学会

一般社団法人日本歯内療
法学会

１７０－０００３
豊島区駒込１丁目４３番９号駒込ＴＳビル３階一般財団法人口腔保健協会内

第四十回指定

仏教史学研究 仏教史学会 仏教史学会 ６１２－８５７７
京都市伏見区深草塚本町６７番地龍谷大学藤原崇人研究室内

地中海学研究 地中海学会 地中海学会 １０６－００４６
港区元麻布３丁目１２番３号麻布聖徳ビル２Ｆ

映像学 斉藤　綾子 日本映像学会 １７６－０００５
練馬区旭丘２丁目４２番地日本大学芸術学部映画学科内

日本流体力学会誌 一般社団法人日本流体力
学会

一般社団法人日本流体力
学会

１５２－００１１
目黒区原町１丁目１６番５号シノン原町２階

第四十一回指定

熊野 曽我部　大剛 紀南文化財研究会 ６４６－００５１
田辺市稲成町３９２番地高山寺曽我部大剛方

東北アメリカ文学研究 日本アメリカ文学会東北
支部

日本アメリカ文学会東北
支部

９９０－８５６０
山形市小白川町1丁目４－１２山形大学人文社会科学部宇津まり子研究室

日本教育行政学会年報 日本教育行政学会 日本教育行政学会 １１３－００３３
文京区本郷７丁目３番１号東京大学大学院教育学研究科

リベラシオン－人権研究
ふくおか

新谷　恭明 公益社団法人福岡県人権
研究所

８１２－００４６
福岡市博多区吉塚本町１３番５０福岡県吉塚合同庁舎４階

化石研究会会誌 化石研究会 化石研究会 ３７０－２３４５
富岡市上黒岩１６７４番地１群馬県立自然史博物館

可視化情報学会誌 中口　博 可視化情報学会 １６０－００７３
新宿区百人町２－１８－１５－１０２精機通信社内

物理教育研究 長谷川　誠 日本物理教育学会北海道
支部

０６０－０８１０
札幌市北区北十条西８丁目北海道大学大学院理学研究院物理部門



題号 発行人名 団体名 団体の所在地

日本栄養・食糧学会誌 公益社団法人日本栄養・
食糧学会

公益社団法人日本栄養・
食糧学会

１７１－００１４
豊島区池袋３丁目６０番５号フェイヴァーフィールド池袋Ｂ０３号室

日本香粧品学会誌 日本香粧品学会 日本香粧品学会 １６２－０８０１
新宿区山吹町３５８番地５アカデミーセンター

日本歯科医学会誌 日本歯科医学会 日本歯科医学会 １０２－００７３
千代田区九段北４丁目１番２０号日本歯科医師会内

日本心臓血管外科学会
雑誌

横山　斉 特定非営利活動法人日本
心臓血管外科学会

１１３－００３３
文京区本郷２丁目２６番９号鈴木ビル６階

日本関節病学会誌 赤木 將男 一般社団法人日本関節病
学会

１００－０００３
千代田区一ツ橋１丁目１番１号パレスサイドビル２階株式会社毎日学術
フォーラム内

日本臨床麻酔学会誌 中塚　秀輝 日本臨床麻酔学会 ７００－８５５８
岡山市鹿田町２丁目５番１号岡山大学医学部麻酔・蘇生学教室内

第四十二回指定

キュルケゴール研究 キュルケゴール協会 キュルケゴール協会 ５６２－００２２
箕面市粟生間谷東８丁目１番１号大阪外国語大学哲学研究室内

群馬文化 群馬県地域文化研究協議
会

群馬県地域文化研究協議
会

３７２－０８３１
伊勢崎市山王町３８番地３８号前澤和之方

国語国文学研究 熊本大学文学部国語国文
学会

熊本大学文学部国語国文
学会

８６０－０８６２
熊本市黒髪２丁目４０番１号熊本大学文学部内

文学と教育 文学教育研究者集団 文学教育研究者集団 １８１－０００２
三鷹市牟礼４丁目１５番２２号明星学園内

フルードパワーシステム 一般社団法人日本フルー
ドパワーシステム学会

一般社団法人日本フルー
ドパワーシステム学会

１０５－００１１
港区芝公園３丁目５番２２号機械振興会館別館１０２号室

CT研究 脳神経CT研究会 脳神経CT研究会 ５６９－０８０１
高槻市大学町２番７号大阪医科大学脳神経学会内

日本歯科理工学会誌 一般社団法人日本歯科理
工学会

一般社団法人日本歯科理
工学会

１７０－０００３
豊島区駒込１丁目４３番９号駒込ＴＳビル３階財団法人口腔保健協会内

日本口腔健康医学会誌 菅野　博康 日本口腔健康医学会 １６０－００２３
新宿区西新宿７丁目１１番１８号７１１ビル８階株式会社日本共同システム内

日本呼吸器内視鏡学会
雑誌「気管支学」

特定非営利活動法人日本
呼吸器内視鏡学会

特定非営利活動法人日本
呼吸器内視鏡学会

１０２－００７３
千代田区九段北４丁目２番１号市ヶ谷スクエアレジデンス１００５号

第四十三回指定

英語圏研究 お茶の水女子大学大学院
英文学会

お茶の水女子大学大学院
英文学会

１１２－８６１０
文京区大塚２丁目１番１号

基礎心理学研究 木村　英司 日本基礎心理学会 １６２－０８０１
新宿区山吹町３５８番地５アカデミーセンター

Journal of Atmospheric
Electricity

日本大気電気学会 日本大気電気学会 １９１－００６５
日野市旭が丘６丁目６番地首都大学東京日野キャンパスシステムデザイン
学部航空宇宙システム学科内

レーザー研究 一般社団法人レーザー学
会

一般社団法人レーザー学
会

５６５－０８７１
吹田市山田丘２番６号

農村計画学会誌
JOURNAL OF RURAL
PLANNING

農村計画学会 農村計画学会 １０１－００６１
千代田区神田三崎町３丁目３番３号木下ビル４階

DENTAL MATERIALS
JOURNAL

一般社団法人日本歯科理
工学会

一般社団法人日本歯科理
工学会

１７０－０００３
豊島区駒込１丁目４３番９号駒込ＴＳビル４階

脳と発達 一般社団法人日本小児神
経学会

一般社団法人日本小児神
経学会

１６２－００５５
新宿区余丁町８番１６号ネオメディトピア４階



題号 発行人名 団体名 団体の所在地

臨床とウイルス Clinical
Virology

中山　哲夫 日本臨床ウイルス学会 １０８－８６４１
港区白金５丁目９番１号北里大学大村智記念研究所

第四十四回指定

郷土文化 名古屋郷土文化会 名古屋郷土文化会 ４６６－００６４
名古屋市昭和区鶴舞１丁目１番１５５号名古屋市鶴舞中央図書館内

昭和文学研究 昭和文学会 昭和文学会 １０１－００６４
千代田区神田猿楽町２丁目２番３号ＮＳビル笠間書院内

心理臨床学研究 一般社団法人日本心理臨
床学会

一般社団法人日本心理臨
床学会

１００－０００６
千代田区有楽町２丁目１０番１号東京交通会館５階

比較都市史研究 比較都市史研究会 比較都市史研究会 ３７０－０８０１
高崎市上並榎町１３００番地高崎経済大学経済学部唐澤達之研究室気付

老年社会科学 日本老年社会科学会 日本老年社会科学会 １６２－０８２５
新宿区神楽坂４丁目１番１号オザワビル２Ｆ株式会社ワールドプランニング

法とコンピュータ 法とコンピュータ学会 法とコンピュータ学会 １０７－００６２
港区南青山１丁目１１番１７号第一法規ビル８階

バイオマテリアル―生体
材料―

山岡　哲二 日本バイオマテリアル学
会

１７０－０００３
豊島区駒込１丁目４３番地９号一般財団法人口腔保健協会内

病院・地域精神医学 日本病院・地域精神医学
会

日本病院・地域精神医学
会

１１３－００３３
文京区本郷２丁目１７番１３号有限会社エム・シー・ミューズ内

第四十五回指定

エネルゲイア 高橋　亮介 ドイツ文法理論研究会 １０２－８５５４
千代田区紀尾井町７番１号上智大学外国語学部高橋亮介研究室気付

言語の世界 篠崎　一郎 言語研究学会 １８７－００３５
小平市小川西町２２６７－１５

スポーツ教育学研究 友添　秀則 日本スポーツ教育学会 １５８－８５０８
世田谷区深沢７丁目１番１号日本体育大学世田谷キャンパス近藤智靖研究
室気付

比較生理生化学 日本比較生理生化学会 日本比較生理生化学会 １８２－８５８５
調布市調布ヶ丘１丁目５番地１電気通信大学大学院情報理工学研究科基
盤理工学専攻内

HISTORＩA SCIENTIARUM 日本科学史学会 日本科学史学会 １０２－００９３
千代田区平河町２丁目１３番１号嶋津ビル２０２号

環境資源工学 松﨑　貴子 一般社団法人環境資源工
学会

１０７－００５２
港区赤坂９丁目６番４１号

第四十六回指定

生理心理学と精神生理学 尾﨑　久記 日本生理心理学会 １６２－０８０１
新宿区山吹町３５８番地５アカデミーセンター

千葉史学 千葉歴史学会 千葉歴史学会 ２６３－８５２２
千葉市稲毛区弥生町１丁目３３番地千葉大学文学部内

JOURNAL OF Ethology 日本動物行動学会 日本動物行動学会 ６０３－８３１５
京都市北区小山西花池町１丁目８番株式会社土倉事務所内

Journal of Oceanogｒaphy 日本海洋学会 日本海洋学会 １００－０００３
千代田区一ツ橋一丁目１番１号パレスサイドビル株式会社毎日学術フォー
ラム

コンピュータソフトウェア 増原　英彦 一般社団法人日本ソフト
ウエア科学会

１１２－００１２
文京区大塚５丁目３番１３号一般社団法人学会支援機構内



題号 発行人名 団体名 団体の所在地

バイオメカニズム学会誌 バイオメカニズム学会 バイオメカニズム学会 １６９－８５５５
新宿区大久保３丁目４番１号早稲田大学創造理工学部総合機械工学科５９
号館３２７号室菅野研究室

民俗建築 角　幸博 一般社団法人日本民俗建
築学会

１６２－０８３４
新宿区北町１８番地

Experimental Animals 八神　健一 日本実験動物学会 １１３－００３３
文京区本郷５丁目２９番１２号赤門ロイヤルハイツ１１０３

高次脳機能研究 一般社団法人日本高次脳
機能障害学会

一般社団法人日本高次脳
機能障害学会

１３３－００５２
江戸川区東小岩２丁目２４番地１８号江戸川病院内

総合健診 福武　勝幸 日本総合健診医学会 １５１－００５１
渋谷区千駄ヶ谷１丁目３１番１０号セシア千駄ヶ谷ビル２階

日本臨床生理学会雑誌 日本臨床生理学会 日本臨床生理学会 １１２－０００２
文京区小石川２丁目２３番１１号常光ビル７Ｆ日本臨床生理学会事務局

第四十七回指定

ENGLISH LINGUISTICS 日本英語学会 日本英語学会 １１３－００２３
文京区向丘１丁目５番２号開拓社内日本英語学会事務局

交通史研究 交通史学会 交通史学会 １６１－００３２
新宿区中落合４丁目３１番１号目白大学社会学部地域社会学科鈴木章生気
付

日本冷凍空調学会論文
集

公益社団法人日本冷凍空
調学会

公益社団法人日本冷凍空
調学会

１０３－００１１
中央区日本橋大伝馬町１３番７号日本橋大富ビル

物理探査 公益社団法人物理探査学
会

公益社団法人物理探査学
会

１０１－００３１
千代田区東神田１丁目５番６号東神田ＭＫ第５ビル２Ｆ

第四十八回指定

教育情報研究 林　徳治 日本教育情報学会 ６５９－００１１
芦屋市六麓荘町１３番２２号芦屋大学技術研究棟若杉研究室内

社会学雑誌 神戸大学社会学研究会 神戸大学社会学研究会 ６５７－８５０１
神戸市灘区六甲台町１番１号

生活文化史 日本生活文化史学会 日本生活文化史学会 ２２１－８６８６
横浜市神奈川区六角橋３丁目２７番１号神奈川大学工学部建築学科内田青
蔵研究室内

戦国史研究 戦国史研究会 戦国史研究会 １５６－８５５０
世田谷区桜上水３丁目２５番４０号日本大学文理学部史学科研究室気付小
川方

中国－社会と文化 中国社会文化学会 中国社会文化学会 １１３－００３３
文京区本郷７丁目３番１号東京大学文学部中国思想文化学研究室内

中部図書館情報学会誌 中部図書館情報学会 中部図書館情報学会 ４６６－８６６６
名古屋市昭和区八事本町１０１番地の２中京大学文学部中川豊研究室

東北哲学会年報 東北哲学会事務局 東北哲学会 ９８０－８５７６
仙台市青葉区川内東北大学文学部哲学倫理学合同研究室内

日本史学集録 増尾　伸一郎 筑波大学日本史談話会 ３０５－８５７１
つくば市天王台１丁目１番１号筑波大学大学院人文社会科学研究科

文化財信濃 中島　庄一 長野県文化財保護協会 ３８０－０８３７
長野市大字南長野字幅下６９２の２長野県教育委員会文化財・生涯学習課
内

法政考古学 法政考古学会 法政考古学会 １０２－００７１
千代田区富士見２丁目１７番１号法政大学文学部考古学研究室内

ロシア史研究 ロシア史研究会 ロシア史研究会 ９８０－０８４５
仙台市青葉区荒巻字青葉１４９番地宮城教育大学教育学部田中良英研究
室気付

国際安全保障 国際安全保障学会 国際安全保障学会 １５２－０００４
目黒区鷹番３丁目６番１号内外出版株式会社内



題号 発行人名 団体名 団体の所在地

ロシア・東欧研究 ロシア・東欧学会 ロシア・東欧学会 １６９－８０５０
新宿区西早稲田１丁目６番１号早稲田大学教育・総合科学学術院小森宏美
研究室気付

地理学評論 公益社団法人日本地理学
会

公益社団法人日本地理学
会

１１３－００３２
文京区弥生２丁目４番１６号

Oral Radiology 渕端　孟 日本歯科放射線学会 ５６５－０８７１
吹田市山田丘１番８号大阪大学歯学部歯科放射線学講座内

胆膵の病態生理 日本胆膵病態・生理研究
会

日本胆膵病態・生理研究
会

９２０－０９３４
金沢市宝町１３番１号金沢大学肝胆膵・移植外科学

てんかん研究 川合　謙介 日本てんかん学会 １８７－００３１
小平市小川東町４丁目６番１５号

脳卒中 一般社団法人日本脳卒中
学会

一般社団法人日本脳卒中
学会

１０１－００４４
千代田区鍛冶町１丁目１０番４号丸石ビルディング４階

第四十九回指定

オーストリア文学 日本オーストリア文学会 日本オーストリア文学会 １０１－８３０１
千代田区神田駿河台１丁目１番地明治大学研究棟９０６号室気付

鉄道史学 鉄道史学会 鉄道史学会 １０１－００６２
千代田区神田駿河台１丁目７番地７白揚第２ビル２Ｆ日本経済評論社内

日本家政学会誌 一般社団法人日本家政学
会

一般社団法人日本家政学
会

１１２－００１２
文京区大塚２丁目１番１５号学園台ハイツ５０２号室

Viva Origino 長野　敬 生命の起源および進化学
会

５９０－０４９４
大阪府泉南郡熊取町朝代西２丁目

家畜衛生研究会報 家畜衛生研究会 家畜衛生研究会 １８０－００２３
武蔵野市境南町１丁目７番１号日本獣医畜産大学獣医衛生学教室内

日本胚移植学雑誌 日本胚移植技術研究会 日本胚移植技術研究会 ３０５－０９０１
つくば市池の台２番地農研機構畜産研究部門乳牛繁殖性向上グループ内

日本食品微生物学会雑
誌

日本食品微生物学会 日本食品微生物学会 １０２－８２８８
千代田区九段南４丁目８番３２号一般財団法人東京顕微鏡院内

日本養豚学会誌 日本養豚学会 日本養豚学会 ２４３－０４１７
海老名市本郷３６７８番地神奈川県養豚協会内

心電図 一般社団法人日本不整脈
心電学会

一般社団法人日本不整脈
心電学会

１０２－００７３
千代田区九段北４丁目２番地２８号ＮＦ九段２階

薬剤学 公益社団法人日本薬剤学
会

公益社団法人日本薬剤学
会

１１３－００３２
文京区弥生２丁目４番１６号

第五十回指定

佛教學 斎藤　明 仏教思想学会 １４１－８６０２
品川区大崎４丁目２番地１６号立正大学仏教学部髙橋堯英研究室内

漁業経済研究 漁業経済学会 漁業経済学会 １０８－８４７７
港区港南４丁目５番７号東京海洋大学内

騒音制御 公益社団法人日本騒音制
御工学会

公益社団法人日本騒音制
御工学会

１０２－００８３
千代田区麹町３丁目１２番６号

日本商業学会流通研究 日本商業学会 日本商業学会 ６５０－００３３
神戸市中央区江戸町８５番地の１ベイ・ウイング神戸ビル１０F株式会社プロ
アクティブ内

原価計算研究 日本原価計算研究学会 日本原価計算研究学会 １６２－００４１
新宿区早稲田鶴巻町５１８番地司ビル３Ｆ株式会社国際ビジネス研究セン
ター気付

佐伯史談 丁田　健太郎 佐伯史談会 ８７６－０８２４
佐伯市新女島２０番１



題号 発行人名 団体名 団体の所在地

大塩研究 藪田　貫 大塩事件研究会 ５３０－００５３
大阪市北区末広町１番７号成正寺内

空気調和・衛生工学会論
文集

杉山　敦 公益社団法人空気調和・
衛生工学会

１６２－０８２５
新宿区神楽坂４丁目８番地神楽坂プラザビル４Ｆ

DIATOM 出井　雅彦 日本珪藻学会 ３４３－８５１１
越谷市南荻島３３３７番地文教大学教育学部理科教育研究室内

茨城県母性衛生学会誌 佐藤　豊実 茨城県母性衛生学会 ３００－０３３１
茨城県稲敷郡阿見町阿見４６６９番地２茨城県立医療大学内

第五十一回指定

伊那谷自然友の会報 伊那谷自然友の会 伊那谷自然友の会 ３９５－００３４
飯田市追手町２丁目６５５飯田市美術博物館気付

中国哲学 北海道大学中国哲学会 北海道大学中国哲学会 ０６０－０８１０
札幌市北区北十条西７丁目北海道大学文学部内

近代英語研究 近代英語協会 近代英語協会 ４７０－０１９５
日進市岩崎町阿良池１２番地愛知学院大学文学部英語英米文化学科前田
満研究室内近代英語協会事務局

現代中国 阿古　智子 日本現代中国学会 １１２－００１２
文京区大塚６丁目２２番１８号一般社団法人中国研究所内

JOURNAL OF
ANESTHESIA

日本麻酔科学会 日本麻酔科学会 ６５０－００４７
神戸市中央区港島南町１丁目５番２号神戸キメックセンタービル３F

聴能言語学会研究 日本聴能言語学会 日本聴能言語学会 １８５－００２１
国分寺市南町２丁目１５番６号国分寺グリーンハイツ２０２号室

岐阜県郷土資料研究協
議会会報郷土研究・岐阜

早川　万年 岐阜県郷土資料研究協議
会

５００－８３６８
岐阜市宇佐４丁目２番１号岐阜県図書館内

日本西蔵學會々報 北村　甫 日本西蔵学会 １１３－００２１
文京区本駒込２丁目２８番２１号東洋文庫チベット研究室内

哲学論集 大屋　憲一 大谷大学哲学会 ６０３－８１４３
京都市北区小山上総町２２番地大谷大学第二研究室内

脳卒中の外科 一般社団法人日本脳卒中
の外科学会

一般社団法人日本脳卒中
の外科学会

９８０－８５７４
仙台市青葉区星陵町１番１号東北大学神経・感覚器病態学講座神経外科
学分野内

Journal of Begg
Orthodontics

亀田　晃 特定非営利活動法人日本
ベッグ矯正歯科学会

１１５－００５５
北区赤羽西６丁目３１番５号

骨折 日本骨折治療学会 日本骨折治療学会 １０４－８１７２
中央区築地１丁目１３番１号株式会社アサツーディ・ケイ　メディカル事業推
進室

接着歯学 一般社団法人日本接着歯
学会

一般社団法人日本接着歯
学会

１７０－０００３
豊島区駒込１丁目４３番９号一般財団法人口腔保健協会内

旭川国文 北海道教育大学旭川校国
語国文学会

北海道教育大学旭川校国
語国文学会

０７０－０８２５
旭川市北門町９丁目北海道教育大学旭川分校国語国文学研究室

社会心理学研究
（Japanese Journal of
Social Psychology)

日本社会心理学会 日本社会心理学会 １６２－０８０１
新宿区山吹町３５８番地５アカデミーセンター

障害者歯科 小笠原 正 公益社団法人日本障害者
歯科学会

１７０－０００３
豊島区駒込１丁目４３番９号一般財団法人口腔保健協会内

日本義肢装具学会誌 一般社団法人日本義肢装
具学会

一般社団法人日本義肢装
具学会

１１３－００３３
文京区本郷５丁目３２番７号義肢会館２０１

九州の貝 西　邦雄 九州貝類談話会 ８８０－０９４４
宮崎市江南４丁目２１番１７号西邦雄方

STUDIES IN MEDIEVAL
ENGLISH LANGUAGE
AND LITERATURE

日本中世英語英文学会 日本中世英語英文学会 ６０２－８５８０
京都市上京区今出川通烏丸東入同志社大学文学部大沼由布研究室内

日本食品保蔵科学会誌 一般社団法人日本食品保
蔵科学会

一般社団法人日本食品保
蔵科学会

１５６－８５０２
世田谷区桜丘１丁目１番１号東京農業大学農芸化学科食料資源理化学研
究室内



題号 発行人名 団体名 団体の所在地

学生相談研究 一般社団法人日本学生相
談学会

一般社団法人日本学生相
談学会

１８０－００１３
武蔵野市西久保１丁目１番９号２０３

敬愛大学研究論集 敬愛大学経済学会 敬愛大学経済学会 ２６３－８５８８
千葉市稲毛区穴川１丁目５番２１号

第五十二回指定

韓 東京・韓国研究院 東京・韓国研究院 １０８－００７３
港区三田１丁目５番３号三田ＮＫビル

日本考古学年報 一般社団法人日本考古学
協会

一般社団法人日本考古学
協会

１３２－００３５
江戸川区平井５丁目１５番５号平井駅前協同ビル４階

比較文化研究 日本比較文化学会 日本比較文化学会 ８０３－０８３５
北九州市小倉北区井堀１丁目３番５号西南女学院大学林裕二研究室内

人間性心理学研究 日本人間性心理学会 日本人間性心理学会 ５４１－００４７
大阪市中央区淡路町４丁目３番６号有限会社新元社内

北大史学 北大史学会 北大史学会 ０６０－０８１０
札幌市北区北十条西７丁目北海道大学文学部内

地域学研究 日本地域学会 日本地域学会 ３０５－８５７２
つくば市天王台１丁目１番地１筑波大学生命環境系水野谷研究室内

年報経営分析研究 森　久 日本経営分析学会 １７１－８５０１
豊島区西池袋３丁目３４番１号立教大学経営学部青淵研究室

Scientiae Mathematicae
Japonicae

一般社団法人国際数理科
学協会

一般社団法人国際数理科
学協会

５９０－００１１
堺市堺区香ヶ丘町１丁５番１２号浅香山マンション２０２

MAMMAL STUDY 一般社団法人日本哺乳類
学会

一般社団法人日本哺乳類
学会

１６２－０８０１
新宿区山吹町３５８番地５アカデミーセンター

日本臨床検査自動化学
会会誌

渡邊　直樹 日本臨床検査自動化学会 １１３－００３３
文京区本郷４丁目２番５号ＭＡビル６Ｆ

日本ロボット学会誌 一般社団法人日本ロボッ
ト学会

一般社団法人日本ロボッ
ト学会

１１３－００３３
文京区本郷２丁目１９番７号ブルービルディング２階

哺乳類科学 一般社団法人日本哺乳類
学会

一般社団法人日本哺乳類
学会

１６２－０８０１
新宿区山吹町３５８番地５アカデミーセンター

思春期学 一般社団法人日本思春期
学会

一般社団法人日本思春期
学会

１１３－００３３
文京区本郷４丁目１番５号石渡ビル６Ｆ

東京内科医会会誌 一般社団法人東京内科医
会

一般社団法人東京内科医
会

１０１－００６２
千代田区神田駿河台２丁目５番地東京都医師会館４階

日本口腔インプラント学会
誌

細川　隆司 公益社団法人日本口腔イ
ンプラント学会

１０８－００１４
港区芝４丁目３番５号ファースト岡田ビル８階

日本小児血液・がん学会
雑誌

特定非営利活動法人日本
小児血液・がん学会

特定非営利活動法人日本
小児血液・がん学会

１１２－００１２
文京区大塚５丁目３番１３号小石川アーバン４F　一般社団法人学会支援機
構内

日本臨床内科医会会誌 望月　紘一 一般社団法人日本臨床内
科医会

１０１－００６２
千代田区神田駿河台２丁目５番地東京都医師会館４階

第五十三回指定

應用心理学研究 日本応用心理学会 日本応用心理学会 １６２－００４１
新宿区早稲田鶴巻町５１８司ビル３Ｆ国際ビジネス研究センター内

教育思想 東北教育哲学教育史学会 東北教育哲学教育史学会 ９８０－８５７６
仙台市青葉区川内東北大学大学院教育学研究科人間形成論研究室

神戸英米論叢 山本　秀行 神戸英米学会 ６５７－８５０１
神戸市灘区六甲台町１番１号神戸大学文学部英米文学研究室



題号 発行人名 団体名 団体の所在地

ことばとくらし 新潟県ことばの会 新潟県ことばの会 ９５０－２１８１
新潟市西区五十嵐二の町８０５０番地新潟大学教育学部岡田祥平研究室内

日仏図書館情報研究 森村　悦子 日仏図書館情報学会 １５０－００１３
渋谷区恵比寿３丁目９番２５号日仏会館内

放送芸術学 日本放送芸術学会 日本放送芸術学会 １０２－００９４
千代田区紀尾井町７番１号上智大学文学部佐多研究室内

経営哲学 経営哲学学会 経営哲学学会 １０８－８３４５
港区三田２丁目１５番４５号慶應義塾大学商学部榊原研互研究室内

応用物理教育 公益社団法人応用物理学
会応用物理教育分科会

公益社団法人応用物理学
会応用物理教育分科会

１１３－００３１
文京区根津１丁目２１番５号応物会館２階

環境科学会誌 公益社団法人環境科学会 公益社団法人環境科学会 １３５－０００６
江東区常盤２丁目９番７号グリーンプラザ深川常盤２０１号室

日本呼吸器外科学会雑
誌

特定非営利活動法人日本
呼吸器外科学会

特定非営利活動法人日本
呼吸器外科学会

６０４－０８３５
京都市中京区御池通高倉西入高宮町２００番地千代田生命京都御池ビル３
Ｆ

第五十四回指定

臼杵史談 菊田　徹 臼杵史談会 ８７５－００４３
臼杵市大字二王座１１４番地うすきの家２１

岡山地方史研究 山本　太郎 岡山地方史研究会 ７００－８５１６
岡山市北区伊福町２丁目１６番９号ノートルダム清心女子大学文学部久野
研究室

九大英文学 九州大学大学院英語学・
英文学研究会

九州大学大学院英語学・
英文学研究会

８１９－０３９５
福岡市西区元岡７４４番地

現代社会学研究 北海道社会学会 北海道社会学会 ０７４－８５８５
深川市メム４５５８拓殖大学北海道短期大学農学ビジネス学科工藤研究室

語文 岡島　昭浩 大阪大学国語国文学会 ５６０－８５３２
豊中市待兼山町１番５号大阪大学大学院人文学研究科日本文学・日本語
史学研究室内

史潮 歴史学会 歴史学会 １０２－００９３
千代田区平河町１丁目８番２号株式会社同成社内

Seminarium 大阪市立大学ドイツ文学
会

大阪市立大学ドイツ文学
会

５５８－８５８５
大阪市住吉区杉本３丁目３番１３８号大阪市立大学文学部独文研究室気付

文体論研究 日本文体論学会 日本文体論学会 ２０６－００３３
多摩市落合２丁目６番地の１株式会社インフォテック内

立命英米文学 衣笠英米文学会 衣笠英米文学会 ６０３－８５７７
京都市北区等持院北町５６番地の１立命館大学国際言語文化研究所気付

和漢比較文学 和漢比較文学会 和漢比較文学会 ５６０－８５３２
豊中市待兼山町１番５号大阪大学文学部滝川幸司研究室内

日本経営システム学会誌 日本経営システム学会 日本経営システム学会 １６９－００７３
新宿区百人町１丁目２０番３号バラードハイム７０３

計算機統計学 日本計算機統計学会 日本計算機統計学会 １０１－００５１
千代田区神田神保町３丁目６番能楽書林ビル５階財団法人統計情報研究
開発センター内

放射光 日本放射光学会 日本放射光学会 １７０－００１３
豊島区東池袋２丁目６２番８号ﾋﾞｯｸｵﾌｨｽﾌﾟﾗｻﾞ５０７有限会社ﾜｰｽﾞ内

水文・水資源学会誌 一般社団法人水文・水資
源学会

一般社団法人水文・水資
源学会

１６２－０８０１
新宿区山吹町３５８番地５

獣医麻酔外科学雑誌 獣医麻酔外科学会 獣医麻酔外科学会 １１３－８６５７
文京区弥生１丁目１番１号東京大学大学院農学生命科学研究科獣医学専
攻獣医外科学研究室内

Plant Biotechnology 一般社団法人日本植物バ
イオテクノロジー学会

一般社団法人日本植物バ
イオテクノロジー学会

１６２－０８０１
新宿区山吹町３５８番地５

奥羽大学歯学誌 瀬川　洋 奥羽大学歯学会 ９６３－８６１１
郡山市富田町字三角堂３１番１号



題号 発行人名 団体名 団体の所在地

外科と代謝・栄養 日本外科代謝栄養学会 日本外科代謝栄養学会 １６９－００７２
新宿区大久保２丁目４番１２号新宿ラムダックスビル９階

日本歯科心身医学会雑
誌

安彦　善裕 一般社団法人日本歯科心
身医学会

１３５－００３３
江東区深川２丁目４番１１号

Health Sciences 信川　益明 一般社団法人日本健康科
学学会

１０２－００９３
千代田区平河町１丁目７番１１号第二大盛丸平河町ビル２Ｆ

第五十五回指定

九州国際大学教養研究 九州国際大学教養学会 九州国際大学教養学会 ８０５－８５１２
北九州市八幡東区平野１丁目６番１号

藝術研究 広島芸術学会 広島芸術学会 ７３９－８５２１
東広島市鏡山１丁目７番１号広島大学総合科学研究科人間文化研究講座
気付

Journal of Health
Psychology Research

一般社団法人日本健康心
理学会

一般社団法人日本健康心
理学会

１０３－００１３
中央区日本橋人形町１丁目６番１０号ユニコム人形町ビル４階株式会社プロ
アクティブ内

コムニカチオン 中山　剛史 日本ヤスパース協会 １９４－８６１０
町田市玉川学園６丁目１番１号玉川大学リベラルアーツ学部中山剛史研究
室

山岳修験 鈴木　正崇 日本山岳修験学会 １４１－８６０２
品川区大崎４丁目２番１６号立正大学２号館６階時枝務研究室内

中国文化-研究と教育- 中国文化学会 中国文化学会 ３０５－０００６
つくば市天王台１丁目１番１号筑波大学人文社会科学研究科文芸・言語専
攻

未名 中文研究会 中文研究会 ６５７－８５０１
神戸市灘区六甲台町１番１号神戸大学文学部

民俗芸能研究 民俗芸能学会 民俗芸能学会 １６９－８０５０
新宿区西早稲田１丁目６番１号早稲田大学演劇博物館内

ロンサール研究 岩根　久 日本ロンサール学会 ５６０－００４３
豊中市待兼山町１番８号大阪大学大学院言語文化研究科岩根久研究室方

日本森林学会誌 一般社団法人日本森林学
会

一般社団法人日本森林学
会

１０２－００８５
千代田区六番町７番地日林協会館内

医学物理 公益社団法人日本医学物
理学会

公益社団法人日本医学物
理学会

１６２－０８０１
新宿区山吹町３５８番地５

日本血栓止血学会誌 森下　英理子 一般社団法人日本血栓止
血学会

１１２－００１３
文京区音羽１丁目１５番１２号アルス音羽７０７号室

日本口腔腫瘍学会誌 一般社団法人日本口腔腫
瘍学会

一般社団法人日本口腔腫
瘍学会

１３５－００３３
江東区深川２丁目４番１１号一ツ橋印刷株式会社学会事務センター内

理学療法科学 一般社団法人理学療法科
学学会

一般社団法人理学療法科
学学会

１７０－０００２
豊島区巣鴨１丁目２４番１２号パブリケーションセンター

第五十六回指定

青山考古 清水　信行 青山考古学会 １５０－８３６６
渋谷区渋谷４丁目４番２５号青山学院大学史学研究室内

ドイツ語教育 日本独文学会ドイツ語教
育部会

日本独文学会ドイツ語教
育部会

１７０－０００５
豊島区南大塚３丁目３４番６号南大塚エースビル６０３

社会教育学研究 日本社会教育学会 日本社会教育学会 １８３－８５０９
府中市幸町３丁目５番８号東京農工大学農学部環境教育学研究室気付

表現研究 表現学会 表現学会 １１２－８６１０
文京区大塚２丁目１番１号お茶の水女子大学内お茶の水学術事業会

広島ドイツ文学 広島独文学会 広島独文学会 ７３９－８５２２
東広島市鏡山１丁目２番３号広島大学大学院文学研究科欧米文学語学・言
語学講座ドイツ文学語学研究室気付



題号 発行人名 団体名 団体の所在地

早稲田大学国語教育研
究

早稲田大学国語教育学会 早稲田大学国語教育学会 １６９－８０５０
新宿区西早稲田１丁目６番１号早稲田大学教育学部内

徳島科学史雑誌 西條　敏美 徳島科学史研究会 ７７９－３２４５
徳島県名西郡石井町浦庄字上浦６５１番地４

エレクトロニクス実装学会
誌

エレクトロニクス実践学会 エレクトロニクス実践学会 １６７－００５２
杉並区南荻窪３丁目１２番２号回路会館内

小児感染免疫 一般社団法人日本小児感
染症学会

一般社団法人日本小児感
染症学会

１０５－０００１
港区虎ノ門３丁目１１番８号山田ビル３Ｆ

日本口腔診断学会雑誌 伊藤　孝訓 一般社団法人日本口腔診
断学会

１３５－００３３
江東区深川２丁目４番１１号一ツ橋印刷株式会社学会事務センター内日本
口腔診断学会事務局

日本レーザー医学会誌 中村　哲也 特定非営利活動法人日本
レーザー医学会

１０５－８３３５
港区芝３丁目２３番１号セレスティン芝三井ビルディング株式会社JTBコミュ
ニケーションデザインＴＳ事業部内

東日本整形災害外科学
会雑誌

中西　一義 東日本整形災害外科学会 １７３－８６１０
板橋区大谷口上町３０番１号日本大学医学部整形外科学教室内

Journal of Physical
Therapy Science

関　勝男 運動生理研究会 ３５０－０４５１
埼玉県入間郡下呂山町下呂本郷３８番地埼玉医大短大ＰＴ内

第五十七回指定

新しい漢字漢文教育 佐藤　正光 全国漢文教育学会 １１３－００３４
文京区湯島１丁目４番２５号斯文会館内

イスラム世界 一般社団法人日本イスラ
ム協会

一般社団法人日本イスラ
ム協会

１１３－００３３
文京区本郷７丁目３番１号東京大学大学院人文社会系研究科・文学部イス
ラム学研究室

解放社会学研究 日本解放社会学会 日本解放社会学会 ７３１－３１９５
広島市安佐南区大塚東１丁目１番１号広島修道大学人文学部中根光敏研
究室内

社会文化史学 松本　浩一 社会文化史学会 ３０５－８５７１
つくば市天王台１丁目１番１号筑波大学歴史・人類学系丸山研究室内

中國文學研究 早稲田大学中国文学会 早稲田大学中国文学会 １６２－８６４４
新宿区戸山１丁目２４番１号早稲田大学文学部中国文学研究室内

デザイン理論 意匠学会事務局 意匠学会 ６０６－８５８５
京都市左京区松ヶ崎橋上町京都工芸繊維大学デザイン・建築学系多田羅
景太研究室

TINKER BELL 日本イギリス児童文学会 日本イギリス児童文学会 １０１－００６５
千代田区西神田２丁目３番１６号中教出版内

計画行政 一般社団法人日本計画行
政学会

一般社団法人日本計画行
政学会

１００－０００３
千代田区一ツ橋１丁目１番１号パレスサイドビル９階株式会社毎日学術
フォーラム内

税務会計研究 税務会計研究学会 税務会計研究学会 １７１－８５０１
豊島区西池袋３丁目３４番１号立教大学経済学部内税務会計研究学会事務
局坂本雅士研究室

流通 日本流通学会 日本流通学会 ０９６－８６４１
名寄市西４条北８丁目１番地名寄市立大学保健福祉学部教養教育部今野
聖士研究室気付

社会薬学 社会薬学研究会 社会薬学研究会 １０１－００６２
千代田区神田駿河台２丁目３番１０号東京医科歯科大学難治疾患研究所情
報医学研究部門（臨床薬理学）内

土と微生物 日本土壌微生物学会 日本土壌微生物学会 ４２２－８５２９
静岡市駿河区大谷８３６番地静岡大学農学部内

食農資源経済論集 食農資源経済学会 食農資源経済学会 ８１９－０３９５
福岡市西区元岡７４４番地

北海道歯学雑誌 網塚　憲生 北海道歯学会 ０６０－８５８６
札幌市北区北十三条西７丁目北海道大学大学院歯学研究科・歯学部内

OTOLOGY JAPAN 一般社団法人日本耳科学
会

一般社団法人日本耳科学
会

１１３－００３３
文京区本郷２丁目２７番１６号大学通信教育ビル５階中西印刷株式会社東
京事務所内



題号 発行人名 団体名 団体の所在地

第五十八回指定

家族社会学研究 日本家族社会学会 日本家族社会学会 ２６３－８５２２
千葉市稲毛区弥生町１番３３号千葉大学文学部米村千代研究室内

言語表現研究 兵庫教育大学言語表現学
会

兵庫教育大学言語表現学
会

６７３－１４９４
加東市下久米９４２番地１

コーチング学研究 中川　昭 日本コーチング学会 ４００－８５７５
甲府市酒折２丁目４番５号山梨学院大学スポーツ科学部内

中世哲学研究 VERITAS 京大中世哲学研究会 京大中世哲学研究会 ６０６－８５０１
京都市左京区吉田本町

東洋陶磁 東洋陶磁学会 東洋陶磁学会 １０１－００６１
千代田区神田三崎町２丁目６番９号三栄ビル２０１号室

トレーニング科学 日本トレーニング科学会 日本トレーニング科学会 ６０３－８５５５
京都市北区上賀茂本山京都産業大学総合体育館加藤研究室内

西日本ドイツ文学 日本独文学会西日本支部 日本独文学会西日本支部 ８９０－００６５
鹿児島市郡元１丁目２１番３０号鹿児島大学法文学部内

プロピレア 日本ギリシア語ギリシア文
学会

日本ギリシア語ギリシア文
学会

７３９－８５２２
東広島市鏡山１丁目２番３号広島大学大学院人間社会科学研究科人文学
プログラム言語学分野

年報財務管理研究 日本財務管理学会 日本財務管理学会 １１３－８６６８
文京区向丘１丁目１９番１号文京学院大学経営学部三浦后美研究室内

応用数理 一般社団法人日本応用数
理学会

一般社団法人日本応用数
理学会

１６２－０８０１
新宿区山吹町３５８番地５アカデミーセンター

人工知能学会誌 住田　一男 一般社団法人人工知能学
会

１６２－０８２１
新宿区津久戸町４番７号ＯＳビル４０２号

第五十九回指定

行動科学 日本行動科学学会 日本行動科学学会 ６１０－０３９４
京田辺市多々羅都谷１番地３同志社大学心理学部内山伊知郎研究室

現代史研究 現代史研究会 現代史研究会 １５３－００４１
目黒区駒場３丁目８番１号東京大学大学院総合文化研究科川喜田敦子研
究室気付現代史研究会

国語科教育 甲斐　雄一郎 全国大学国語教育学会 １６２－０８０１
新宿区山吹町３５８番地５

南アジア研究 日本南アジア学会 日本南アジア学会 １１２－８６０６
文京区白山５丁目２８番２０号東洋大学文学部インド哲学科気付

論集 印度学宗教学会 印度学宗教学会 ９５０－８５７６
仙台市青葉区川内２７番地１東北大学文学部宗教学研究室・インド学研究
室内

労働者の権利 日本労働弁護団 日本労働弁護団 １０１－００６２
千代田区神田駿河台３丁目２番１１号連合会館内

経営システム 公益社団法人日本経営工
学会

公益社団法人日本経営工
学会

１６２－０８０１
新宿区山吹町３５８番地５

海の研究 日本海洋学会 日本海洋学会 １００－０００３
千代田区一ツ橋１丁目１番１号パレスサイドビル株式会社毎日学術フォーラ
ム内

森林科学 一般社団法人日本森林学
会

一般社団法人日本森林学
会

１０２－００８５
千代田区六番町７番地日林協会館内

低温生物工学会誌 低温生物工学会 低温生物工学会 ３０５－８６０２
つくば市観音台２丁目１番２号農業・食品産業技術総合研究機構遺伝資源
研究センター内

ダム工学 一般社団法人ダム工学会 一般社団法人ダム工学会 １１０－０００８
台東区池之端２丁目９番７号池之端日殖ビル２Ｆ

システム農学 システム農学会 システム農学会 １５６－８５０２
世田谷区桜丘１丁目１番１号東京農業大学地域環境科学部森林総合科学
科内



題号 発行人名 団体名 団体の所在地

小児口腔外科 金子　忠良 一般社団法人日本小児口
腔外科学会

１１５－００５５
北区赤羽西６丁目３１番５号株式会社学術社内

日本外傷学会雑誌 一般社団法人日本外傷学
会

一般社団法人日本外傷学
会

１６９－００７２
新宿区大久保２丁目４番地１２号新宿ラムダックスビル１０階株式会社春恒
社学会事業部内

日本小児循環器学会雑
誌

山岸　敬幸 特定非営利活動法人日本
小児循環器学会

１６２－０８０１
新宿区山吹町３５８番地５アカデミーセンター

医療薬学 一般社団法人日本医療薬
学会

一般社団法人日本医療薬
学会

１５０－０００２
渋谷区渋谷２丁目１２番１５号日本薬学会長井記念館７階

Digestive Endoscopy 社団法人日本消化器内視
鏡学会

社団法人日本消化器内視
鏡学会

１０１－００５２
千代田区神田小川町３丁目２２番地タイメイビル内

第六十回指定

慶應義塾大学独文学研
究室研究年報

慶應義塾大学独文学研究
室「研究年報」刊行会

慶應義塾大学独文学研究
室「研究年報」刊行会

１０８－００７３
港区三田２丁目１５番４５号

神戸大学史学年報 神戸大学史学研究会 神戸大学史学研究会 ６５７－８５０１
神戸市灘区六甲台１番１号神戸大学大学院文学研究科史学専攻院生研究
室内

日本ダニ学会誌 岸本　英成 日本ダニ学会 ０８０－８５５５
帯広市稲田町西２線１３番地帯広畜産大学原虫病研究センター

Ecological Research 一般社団法人日本生態学
会

一般社団法人日本生態学
会

６０３－８１４８
京都市北区小山西花池町１番地８

植物環境工学 日本生物環境工学会 日本生物環境工学会 ８１９－０３９５
福岡市西区元岡７４４番地九州大学生物環境利用推進センター内

自己血輸血 日本自己血輸血学会 日本自己血輸血学会 ５６５－００８２
豊中市信千里東町１丁目４番２号千里ライフサイエンスセンタービル１４階学
会センター関西内

中・四国矯正歯科学会雑
誌

田中　栄二 中・四国矯正歯科学会 ７３９－１７５２
広島市安佐北区上深川町８０９番地の５レタープレス株式会社内　中・四国
矯正歯科学会事務局

日本顎関節学会雑誌 一般社団法人日本顎関節
学会

一般社団法人日本顎関節
学会

１７０－０００３
豊島区駒込１丁目４３番９号一般財団法人口腔保健協会内一般社団法人日
本顎関節学会事務局

脳神経外科ジャーナル 一般社団法人日本脳神経
外科コングレス事務局

一般社団法人日本脳神経
外科コングレス

１１３－００３３
文京区本郷２丁目１２番１２号神山ビル２階

日本プライマリ・ケア連合
学会誌

前沢　政次 一般社団法人日本プライ
マリ・ケア連合学会

１０１－００６２
千代田区神田駿河台２丁目５番地東京都医師会館３０２

老年歯科医学 一般社団法人日本老年歯
科医学会

一般社団法人日本老年歯
科医学会

１７０－０００３
豊島区駒込１丁目４３番９号駒込ＴＳビル4階一般社団法人口腔保健協会内

第六十一回指定

アート・ドキュメンテーショ
ン研究

アート・ドキュメンテーショ
ン学会

アート・ドキュメンテーショ
ン学会

１００－０００３
千代田区一ツ橋１丁目１番１号パレスサイドビル９F株式会社毎日学術
フォーラム内

岡山民俗 小嶋　博巳 岡山民俗学会 ７００－００８９
岡山市北区津島本町１６番５―３

カリキュラム研究 日本カリキュラム学会 日本カリキュラム学会 １６２－０８０１
新宿区山吹町３５８番地５アカデミーセンター株式会社国際文献社内

心理科学 心理科学研究会 心理科学研究会 １９２－０３９３
八王子市東中野７４２番地の１中央大学文学部心理学研究教室内

哲学・思想論叢 筑波大学哲学・思想学会 筑波大学哲学・思想学会 ３０５－０００６
つくば市天王台１丁目１番１号

日仏教育学会年報 日仏教育学会 日仏教育学会 ９４３－８５１２
上越市山屋敷町１番地上越教育大学学校教育学部大前敦巳研究室内



題号 発行人名 団体名 団体の所在地

山口大学独仏文学 山口大学独仏文学研究会 山口大学独仏文学研究会 ７５３－８５４０
山口市吉田１６７７番地１山口大学人文学部内

JJS 一般社団法人日本社会学
会

一般社団法人日本社会学
会

１１３－００３３
文京区本郷７丁目３番１号東京大学文学部社会学研究室内

霊長類研究 一般社団法人日本霊長類
学会

一般社団法人日本霊長類
学会

１０２－００７２
千代田区飯田橋３丁目１１番地１５号株式会社クバプロ内

Butterflies 日本蝶類学会 日本蝶類学会 １５８－００９８
世田谷区上用賀２丁目４番２８号財団法人進化生物学研究所昆虫研究室

環境衛生工学研究 京都大学環境衛生工学研
究会

京都大学環境衛生工学研
究会

６０２－８０４８
京都市上京区下立売通小川東入

九州神経精神医学 中尾　智博 九州精神神経学会 ８１２－８５８２
福岡市東区馬出３丁目１番１号九州大学大学院医学研究院精神病態医学

杏林医学会雑誌 杏林医学会 杏林医学会 １８１－８６１１
三鷹市新川６丁目２０番２号杏林大学医学図書館内

子どもの心とからだ 永光　信一郎 一般社団法人日本小児心
身医学会

６０６－８３０５
京都市左京区吉田河原町１４番地近畿地方発明センタービル知人社内

静脈学 一般社団法人日本静脈学
会

一般社団法人日本静脈学
会

１６２－０８２２
新宿区下宮比町２番２８号飯田橋ハイタウン８２９

生命倫理 日本生命倫理学会 日本生命倫理学会 １１２－００１２
文京区大塚５丁目７番１１号パレ・ドール文京メトロプラザ６１２号室

東京矯正歯科学会雑誌 本吉　満 東京矯正歯科学会 １７０－０００３
豊島区駒込１丁目４３番９号駒込ＴＳビル一般財団法人口腔保健協会内

日本看護学教育学会誌 一般社団法人日本看護学
教育学会

一般社団法人日本看護学
教育学会

１００－０００３
千代田区一ツ橋１丁目１番１号パレスサイドビル９階株式会社毎日学術
フォーラム内

日本救急医学会関東地
方会雑誌

日本救急医学会関東地方
会

日本救急医学会関東地方
会

１６４－０００１
中野区中野２丁目２番３号株式会社へるす出版事業部内

日本ハイパーサーミア学
会誌

大西　武雄 日本ハイパーサーミア学
会

６３３－００９１
桜井市５２番地１

EQUILIBRIUM
RESEARCH

一般社団法人日本めまい
平衡医学会

一般社団法人日本めまい
平衡医学会

６０６－８３９５
京都市左京区丸太町通川端東３９番地

第六十二回指定

社会科研究 全国社会科教育学会 全国社会科教育学会 ７３９－８５２４
東広島市鏡山１丁目１番１号広島大学大学院教育学研究科社会認識教育
学研究室気付

パーソナリティ研究 日本パーソナリティ心理学
会

日本パーソナリティ心理学
会

１６２－０８０１
新宿区山吹町３５８番地５アカデミーセンター

日中社会学研究 日中社会学会 日中社会学会 ６９７－００１６
浜田市野原町２４３３番地２号島根県立大学総合政策学部江口伸吾研究室
内

福祉文化研究 日本福祉文化学会 日本福祉文化学会 ６５１－２１８０
神戸市西区伊川谷町有瀬５１８番地神戸学院大学１５号館７階総合リハビリ
テーション学部佐野光彦研究室内

DA 神戸ドイツ文学会 神戸ドイツ文学会 ６５７－８５０１
神戸市灘区六甲台町１番１号神戸大学文学部行動研究室内

People and Culture in
Oceania

日本オセアニア学会 日本オセアニア学会 １１３－００３３
文京区本郷７丁目３番１号東京大学大学院医学系研究科国際保健学専攻
人類生態学教室

現代監査 日本監査研究学会 日本監査研究学会 １０１－００５１
千代田区神田神保町1-４１同文舘出版株式会社内日本監査研究学会事務
連絡所

植生史研究 日本植生史学会 日本植生史学会 １６９－００７２
新宿区大久保２丁目４番地１２号新宿ラムダックスビル株式会社春恒社学会
事業部内

日本水処理生物学会誌 岩堀　恵祐 日本水処理生物学会 ５６５－０８７１
吹田市山田丘２番１号（Ｍ３棟）大阪大学大学院工学研究科環境エネルギー
工学専攻気付



題号 発行人名 団体名 団体の所在地

オフィス・オートメーション オフィス・オートメーション
学会

オフィス・オートメーション
学会

１１３－００３４
文京区湯島４丁目５番４号倉又ビル３０２号

信頼性 門田　靖 日本信頼性学会 １６３－０７０４
新宿区西新宿２丁目７番１号小田急第一生命ビル４Ｆ一般財団法人日本科
学技術連盟内

歯科審美 Japanese
Journal of Dental
Esthetics

大槻　昌幸 一般社団法人日本歯科審
美学会

１７０－０００３
豊島区駒込１丁目４３番９号駒込ＴＳビル４階一般財団法人口腔保健協会内

精神保健福祉 公益社団法人日本精神保
健福祉士協会

公益社団法人日本精神保
健福祉士協会

１６０－００１５
新宿区大京町２３番地３四谷オーキッドビル７階

精神分析研究 日本精神分析学会 日本精神分析学会 １６０－０００４
新宿区四ツ谷３丁目４番ＳＣビル６Ｆ小寺記念精神分析研究財団内

日本小児科医会会報 伊藤　隆一 公益社団法人日本小児科
医会

１０５－００１３
港区浜松町２丁目８番地１４号

箱庭療法学研究 一般社団法人日本箱庭療
法学会

一般社団法人日本箱庭療
法学会

５４１－００４７
大阪市中央区淡路町４丁目３番６号有限会社新元社内

法中毒 日本法中毒学会 日本法中毒学会 １６２－０８０１
新宿区山吹町３５８番地５アカデミーセンター

ランニング学研究 鍋倉　賢治 ランニング学会 ５６４－８５１１
吹田市岸部南２丁目３６番１号大阪学院大学経済学部山内研究室

理学療法の歩み 渡邉　好孝 宮城県理学療法士会 ９８１－３１３３
仙台市泉区泉中央１丁目９番地の４レジュイール泉３０２

Journal of Epidemiology 一般社団法人日本疫学会 一般社団法人日本疫学会 １１３－００３３
文京区本郷７丁目２番２号本郷ＭＴビル４階

第六十三回指定

社会学年報 東北社会学会 東北社会学会 ９８０－８５７６
仙台市青葉区川内２７番１号東北大学大学院文学研究科社会学研究室内
東北社会学会年報編集委員会

成城国文学 成城国文学会 成城国文学会 １５７－８５１１
世田谷区成城６丁目１番２０号成城大学文芸学部共用研究室内

保育学研究 一般社団法人日本保育学
会

一般社団法人日本保育学
会

１０２－００７３
千代田区九段北３丁目２番２号Ｂ，ＲロジェＴ－１

Japan Journal of Golf
Sciences

日本ゴルフ学会 日本ゴルフ学会 ２０６－８５１５
多摩市永山７丁目３番１号国士舘大学体育学部身体運動学教室内

港湾経済研究 日本港湾経済学会 日本港湾経済学会 ６０２－８５８０
京都市上京区今出川通烏丸東入玄武町６０１番地同志社大学商学部気付

環境化学 日本環境化学会 日本環境化学会 ３０５－００７４
つくば市高野台３丁目１８番７号サンガーデン高野台１０３

森林野生動物研究会誌 森林野生動物研究会 森林野生動物研究会 １１６－００１１
荒川区西尾久７丁目１２番６号創文印刷工業株式会社内

教育システム情報学会誌 教育システム情報学会 教育システム情報学会 １６２－０８０１
新宿区山吹町３５８番地５アカデミーセンター

日本化粧品技術者会誌
Journal of the Society of
Cosmetic Chemists of

日本化粧品技術者会 日本化粧品技術者会 ２２０－００１１
横浜市西区高島１丁目２番１１号資生堂グローバルイノベーションセンター
内

Thermal Science and
Engineering

公益社団法人日本伝熱学
会

公益社団法人日本伝熱学
会

１０１－００４７
千代田区内神田１丁目１８番１１号東京ロイヤルプラザ１１０１号

森林計画学会誌 田中　真哉 森林計画学会 ６１２－０８５５
京都市伏見区桃山町永井久太郎６８番地国立研究開発法人森林研究・整
備機構森林総合研究所関西支所内

森林利用学会誌 岩岡　正博 森林利用学会 １１３－８６５７
文京区弥生１丁目１番１号東京大学森林利用学研究室内

日本衣服学会誌 日本衣服学会 日本衣服学会 ３７０－００３３
高崎市中大類町３７番地１号高崎健康福祉大学健康福祉学部内



題号 発行人名 団体名 団体の所在地

日本水産学会誌 公益社団法人日本水産学
会

公益社団法人日本水産学
会

１０８－８４７７
港区港南４丁目５番７号東京海洋大学内

農業問題研究 農業問題研究学会 農業問題研究学会 １０２－００９４
千代田区紀尾井町３番２９号日本農業研究会館４Ｆ一般財団法人農政調査
委員会内

Fisheries Science 公益社団法人日本水産学
会

公益社団法人日本水産学
会

１０８－８４７７
港区港南４丁目５番７号東京海洋大学内

理学療法いばらき 社団法人茨城県理学療法
士会

社団法人茨城県理学療法
士会

３０５－８５５８
つくば市天久保１丁目３番１号筑波メディカルセンター病院リハビリテーショ
ン科内

眼科手術 公益社団法人日本眼科手
術学会

公益社団法人日本眼科手
術学会

１１３－００３３
文京区本郷２丁目２５番１号ムトウビル７０１

日本柔道整復接骨医学
会誌

一般社団法人日本柔道整
復接骨医学会

一般社団法人日本柔道整
復接骨医学会

１１０－００１４
台東区北上野１丁目８番５号ビリーフ上野６階

東北矯正歯科学会雑誌 東北矯正歯科学会 東北矯正歯科学会 ９８４－００１１
仙台市若林区六丁の目西町８番４５号笹氣出版印刷株式会社内

日本公衆衛生雑誌 一般社団法人日本公衆衛
生学会

一般社団法人日本公衆衛
生学会

１６０－００２２
新宿区新宿１丁目２９番８号

日本集中治療医学会雑
誌

一般社団法人日本集中治
療医学会

一般社団法人日本集中治
療医学会

１１３－００３３
文京区本郷３丁目３２番６号ハイヴ本郷３階

日本循環器学会専門医
誌「循環器専門医」

一般社団法人日本循環器
学会

一般社団法人日本循環器
学会

１０１－００４７
千代田区内神田１丁目１８番１３号内神田中央ビル６F

日本内分泌学会雑誌 一般社団法人日本内分泌
学会

一般社団法人日本内分泌
学会

６００－８４４１
京都市下京区新町通四条下る四条町３４３番地１タカクラビル６階

日本腹部救急医学会雑
誌

日本腹部救急医学会 日本腹部救急医学会 １１２－００１２
文京区大塚５丁目３番１３号小石川アーバン４Ｆ一般社団法人学会支援機構
内

公益社団法人日本臨床
工学技士会会誌

公益社団法人日本臨床工
学技士会

公益社団法人日本臨床工
学技士会

１１３－００３３
文京区本郷３丁目４番３号ヒルズ８８４・お茶の水ビル４Ｆ

日本臨床スポーツ医学会
誌

日本臨床スポーツ医学会 日本臨床スポーツ医学会 １０４－８１７２
中央区築地１丁目１３番１号株式会社アサツーディ・ケイメディカル事業室内

運動器リハビリテーション 一般社団法人日本運動器
科学会

一般社団法人日本運動器
科学会

３２９－０４９８
下野市薬師寺３３１１番地１自治医科大学整形外科学教室内

第六十四回指定

アメリカ教育研究 アメリカ教育学会 アメリカ教育学会 １００－８９５１
千代田区霞が関３丁目２番２号国立教育政策研究所生徒指導・進路指導研
究センター宮古研究室気付

ヴァージニア・ウルフ研究 日本ヴァージニア・ウルフ
協会

日本ヴァージニア・ウルフ
協会

１５３－８９０２
目黒区駒場３丁目８番１号東京大学総合文化研究科言語情報科学専攻秦
邦生研究室

教育目標・評価学会紀要 教育目標・評価学会 教育目標・評価学会 ６０６－８５０１
京都市左京区吉田本町京都大学大学院教育学研究科内石井英真研究室

公民教育研究 日本公民教育学会 日本公民教育学会 １６８－８５０８
杉並区大宮２丁目１９番１号高千穂大学

職業教育学研究 日本職業教育学会 日本職業教育学会 １１６－００１１
荒川区西尾久７丁目１２番１６号株式会社ソウブン・ドットコム内

数学史研究 日本数学史学会 日本数学史学会 １６２－８６５４
新宿区馬場下町６２番地早稲田中学校・高等学校内

体育・スポーツ哲学研究 日本体育・スポーツ哲学
会

日本体育・スポーツ哲学
会

３０５－８５７４
つくば市天王台１丁目１番１号筑波大学体育系坂本拓弥気付

中・四国アメリカ文学研究 中・四国アメリカ文学会 中・四国アメリカ文学会 ７３１－３１９５
広島市安佐南区大塚東１丁目１番１号広島修道大学塩田弘研究室

独文学報 大阪大学ドイツ文学会 大阪大学ドイツ文学会 ５６０－８５３２
豊中市待兼山町１番５号大阪大学文学部独文学研究室内



題号 発行人名 団体名 団体の所在地

都市住宅学 公益社団法人都市住宅学
会

公益社団法人都市住宅学
会

１０２－００７１
千代田区富士見２丁目７番２号ステージビルディング７階

日本仏教教育学研究 日本仏教教育学会 日本仏教教育学会 １５４－８５２１
世田谷区駒沢１丁目２３番１号駒澤大学仏教学部熊本英人研究室

発達心理学研究 一般社団法人日本発達心
理学会

一般社団法人日本発達心
理学会

１１３－００３３
文京区本郷７丁目２番５号平清ビル４０１

氷見春秋 寺岡　清 氷見春秋会 ９３５－０４２５
氷見市薮田１９３番地５山﨑外美雄方

歴史の理論と教育 名古屋歴史科学研究会 名古屋歴史科学研究会 ４６４－８６０１
名古屋市千種区不老町名古屋大学文学部日本史学研究室気付

テニスの科学 日本テニス学会 日本テニス学会 ７３１－４３１２
広島県安芸郡坂町平成ヶ浜３丁目３番２０号広島文化学園大学武田守弘研
究室内

日本色彩学会誌 日本色彩学会 日本色彩学会 １６１－００３３
新宿区下落合３丁目１７番４２号２０８

Nihon Reoroji Gakkaishi
Journal of the Society of
Rheology Japan

一般社団法人日本レオロ
ジー学会

一般社団法人日本レオロ
ジー学会

６００－８８１５
京都市下京区中堂寺粟田町９３番地京都リサーチパーク６号館３Ｆ

微粒化 日本液体微粒化学会 日本液体微粒化学会 ５５４－００２２
大阪市此花区春日出中２丁目１４番９号株式会社学術出版印刷内

日本豚病研究会報 日本豚病研究会 日本豚病研究会 ３０５－０８５６
つくば市観音台３丁目１番５号独立行政法人農業･食品産業技術総合研究
機構動物衛生研究所

リハビリテーション　ス
ポーツ

日本リハビリテーションス
ポーツ学会

日本リハビリテーションス
ポーツ学会

３００－２６２２
つくば市要１１８７番地２９９医療法人社団筑波記念会筑波記念病院フェニッ
クス内

学校保健研究 衞藤　隆 一般社団法人日本学校保
健学会

１６２－０８０１
新宿区山吹町３５８番地５

こころの健康 影山　隆之 日本精神衛生学会 １６１－００３３
新宿区下落合１丁目３番１６号ジョリーメゾンヌベル下落合２０５

日本骨形態計測学会雑
誌

日本骨形態計測学会 日本骨形態計測学会 ８０７－８５５６
北九州市八幡西区医生ヶ丘１番１号産業医科大学整形外科学教室内

日本女性医学学会雑誌 一般社団法人日本女性医
学学会

一般社団法人日本女性医
学学会

１０３－００２７
中央区日本橋３丁目１０番５号オンワードパークビルディング株式会社コング
レ内

日本受精着床学会雑誌 日本受精着床学会 日本受精着床学会 １０６－００４１
港区麻布台１丁目１１番９号BPRプレイス神谷町

日本臨床矯正歯科医会
雑誌

野村　泰世 公益社団法人日本臨床矯
正歯科医会

１７０－０００３
豊島区駒込１丁目４３番９号駒込ＴＳビル一般財団法人口腔保健協会内

臨床精神病理 日本精神病理学会 日本精神病理学会 ５６５－０８７１
吹田市山田丘２番２号大阪大学医学部精神医学教室内

Biomedical
THERMOLOGY

日本サーモロジー学会 日本サーモロジー学会 ７６１－０７９３
香川県木田郡三木町池戸１７５０番１号香川大学医学部附属病院手術部

Journal of
Atherosclerosis and
Thrombosis

北　徹 有限責任中間法人日本動
脈硬化学会

１０５－０００４
港区新橋２丁目２０番１５号

POアカデミージャーナル 公益社団法人日本義肢装
具士協会

公益社団法人日本義肢装
具士協会

１１３－００３３
文京区本郷５丁目３２番７号義肢会館２０２

第六十五回指定

介護福祉学 加瀬　裕子 日本介護福祉学会 １６２－０８０１
新宿区山吹町３５８番地５アカデミーセンター

歌舞伎 歌舞伎学会 歌舞伎学会 １６９－８０５０
新宿区西早稲田１丁目６番１号早稲田大学演劇博物館内

茶の湯文化学 茶の湯文化学会 茶の湯文化学会 ６０６－０８０５
京都市左京区下鴨森本町１５生産開発科学研究所内



題号 発行人名 団体名 団体の所在地

日本考古学 一般社団法人日本考古学
協会

一般社団法人日本考古学
協会

１３２－００３５
江戸川区平井５丁目１５番５号有限会社平井駅前共同ビル４階

認知科学 日本認知科学会 日本認知科学会 １０２－８３５７
千代田区三番町１２番地大妻女子大学社会情報学部内

年報科学・技術・社会 松本　三和夫 科学社会学会 ６６２－０８９１
西宮市上ヶ原１番町１番１５５号関西学院大学社会学部立石裕二研究室気
付

比較家族史研究 比較家族史学会 比較家族史学会 １００－０００３
千代田区一ツ橋１丁目１番１号パレスサイドビル９Ｆ株式会社毎日学術
フォーラム内

Journal of Irish Studies IASIL Japan IASIL Japan １７１－８５８８
豊島区目白１丁目５番１号学習院大学文学部英語英米文化学科共同研究
室内

大学の物理教育 一般社団法人日本物理学
会

一般社団法人日本物理学
会

１１３－００３４
文京区湯島２丁目３１番２２号湯島アーバンビル５階

地学教育と科学運動 地学団体研究会 地学団体研究会 １７１－００２２
豊島区南池袋２丁目２４番１号八大ビル３０１号

エアロゾル研究 日本エアロゾル学会 日本エアロゾル学会 １６２－０８０１
新宿区山吹町３５８番地５アカデミーセンター

Crystal Letters 公益社団法人応用物理学
会結晶工学分科会

公益社団法人応用物理学
会結晶工学分科会

１１３－００３１
文京区根津１丁目２１番５号応物会館２階

ハイドロポニックス 特定非営利活動法人日本
養液栽培研究会

特定非営利活動法人日本
養液栽培研究会

５９１－８０２５
堺市北区長曽根町１３０番地４２さかい新事業創造センター１００号有限会社
ダブル・ワークス内

水草研究会誌 志賀　隆 水草研究会 ９５０－２１０２
新潟市西区五十嵐２の町８０５０番地新潟大学教育学部植物学教室内

実験動物技術 伊藤　恒賢 一般社団法人日本実験動
物技術者協会

１６２－０８１４
新宿区新小川町５番２０号サンライズビルⅡ３F株式会社アドスリー内

頭頸部外科 平野　滋 特定非営利活動法人日本
頭頸部外科学会

１３５－００３３
江東区深川２丁目４番１１号一ツ橋印刷株式会社学会事務センター

日本外科系連合学会誌 日本外科系連合学会 日本外科系連合学会 １１２－００１２
文京区大塚５丁目３番１３号小石川アーバン４階一般社団法人学会支援機
構内

日本磁気共鳴医学会雑
誌

一般社団法人日本磁気共
鳴医学会

一般社団法人日本磁気共
鳴医学会

１０５－００１２
港区芝大門２丁目１２番８号浜松町矢崎ホワイトビル２Ｆ

日本乳癌検診学会誌 福田　護 日本乳癌検診学会 １００－０００３
千代田区一ツ橋１丁目１番１号パレスサイドビル株式会社毎日学術フォーラ
ム内

日本ペインクリニック学会
誌

一般社団法人日本ペイン
クリニック学会

一般社団法人日本ペイン
クリニック学会

１０１－００６２
千代田区神田駿河台１丁目８番地１１東京ＹＷＣＡ会館２１０号室

Breast Cencer 日本乳癌学会 日本乳癌学会 １７０－００１２
豊島区上池袋１丁目３７番１号癌研究会附属病院内

第六十六回指定

異文化間教育 異文化間教育学会 異文化間教育学会 １６２－０８０１
新宿区山吹町３５８番地５株式会社国際文献社内

JACET　JOURNAL 一般社団法人大学英語教
育学会

一般社団法人大学英語教
育学会

１６２－０８３１
新宿区横寺町５５番地

教育メディア研究 中橋　雄 日本教育メディア学会 １９１－８５０６
日野市程久保２丁目１番地１明星大学教育学部今野貴之研究室内

数学教育学研究 全国数学教育学会 全国数学教育学会 ７３９－８５２４
東広島市鏡山１丁目１番１号広島大学大学院人間社会科学研究科数学教
育学講座内

危機と管理 亀井　利明 日本リスクマネジメント学
会

５６４－８６８０
吹田市山手町３丁目３番３５号関西大学商学部内

Ichthyological Research 一般社団法人日本魚類学
会

一般社団法人日本魚類学
会

１６２－０８０１
新宿区山吹町３５８番地５



題号 発行人名 団体名 団体の所在地

Solvent Extraction
Research and
Development，Japan

日本溶媒抽出学会 日本溶媒抽出学会 ５６０－００４３
豊中市待兼山町１番１号大阪大学大学院理学研究科

３Ｄ映像 三次元映像のフォーラム 三次元映像のフォーラム １９１－００６２
日野市多摩平２丁目１４番８号

東北畜産学会報 米山　裕 東北畜産学会 ９８０－８５７２
仙台市青葉区荒巻字青葉４６８番地の１東北大学大学院農学研究科内

肉用牛研究会報 廣岡　博之 肉用牛研究会 ６０６－８５０２
京都市左京区北白川追分町京都大学大学院農学研究科比較農業論分野
内

愛知母性衛生学会誌 杉浦　真弓 愛知県母性衛生学会 ４６７－８６０１
名古屋市瑞穂区瑞穂町川澄１番地名古屋市立大学大学院看護学研究科内

脊髄外科 一般社団法人日本脊髄外
科学会

一般社団法人日本脊髄外
科学会

１０６－００４１
港区麻布台１丁目１１番９号ＢＰＲプレイス神谷町株式会社コンベックス内

時間生物学 日本時間生物学会 日本時間生物学会 ６０６－８５０２
京都市左京区北白川追分町京都大学大学院理学研究科生物科学専攻理
学部２号館小山時隆研究室内

日本病跡学雑誌 小林　聡幸 日本病跡学会 ３２９－０４９８
下野市薬師寺３３１１番地１自治医科大学精神医学教室内

発達障害研究 宮本　信也 日本発達障害学会 １１４－００１５
北区中里１丁目９番１０号パレドール六義園北４０２

ほすぴ 成人病予防対策研究会 成人病予防対策研究会 １０３－０００４
中央区東日本橋３丁目５番５号

日本森田療法学会雑誌 日本森田療法学会 日本森田療法学会 １４３－８５４１
大田区大森西６丁目１１番１号東邦大学医学部精神神経医学講座内

Journal of Bone and
Mineral Metabolism

日本骨代謝学会 日本骨代謝学会 ６１２－８０８２
京都市伏見区両替町２丁目３４８番地エグザス伏見３０２号室アカデミック・
スクエア株式会社内

第六十七回指定

関西教育学会年報 関西教育学会 関西教育学会 ６０６－８５０１
京都市左京区吉田本町京都大学教育学部内

関西フランス語フランス文
学

日本フランス語フランス文
学会関西支部

日本フランス語フランス文
学会関西支部

５６０－８５３２
豊中市待兼山町１番５号大阪大学文学部仏文研究室内

産業ストレス研究 堤　明純 日本産業ストレス学会 １６０－００１１
新宿区若葉２丁目５番地１６号向井ビル３Ｆ株式会社ヒューマン・リサーチ内

鳴門史学 鳴門史学会 鳴門史学会 ７７２－００５１
鳴門市鳴門町字高島鳴門教育大学歴史学研究室内

日本歴史学協会年報 日本歴史学協会 日本歴史学協会 １８６－８６０１
国立市中２丁目１番地一橋大学大学院社会学研究科石居人也研究室

ＬＤ研究 海津　亜希子 一般社団法人日本ＬＤ学
会

１６２－０８０１
新宿区山吹町３５８番地５アカデミーセンター

九州国際大学法学論集 九州国際大学法学会 九州国際大学法学会 ８０５－８５１２
北九州市八幡東区平野１丁目６番１号

日本国際経済法学会年
報

日本国際経済法学会 日本国際経済法学会 ６０２－８５８０
京都市上京区今出川通烏丸東入玄武町同志社大学法学部（瀬領真悟研究
室）

管理会計学 日本管理会計学会 日本管理会計学会 １６２－０８０１
新宿区山吹町３５８番地５アカデミーセンター株式会社国際文献社内

日本年金学會誌 日本年金学会 日本年金学会 １０８－００７４
港区高輪１丁目３番１３号ＮＢＦ高輪ビル４階財団法人年金シニアプラン総合
研究機構内

品質 一般社団法人日本品質管
理学会

一般社団法人日本品質管
理学会

１６６－０００３
杉並区高円寺南１丁目２番１号一般財団法人日本科学技術連盟東高円寺
ビル内

Japanese Journal of Zoo
and Wildlife Medicine

日本野生動物医学会 日本野生動物医学会 ０６０－０８１８
札幌市北区北１８条西９丁目北海道大学大学院獣医学研究院繁殖学教室
内



題号 発行人名 団体名 団体の所在地

Journal of Forest
Research

一般社団法人日本森林学
会

一般社団法人日本森林学
会

１０２－００８５
千代田区六番町７番地日林協会館内

アレルギー 一般社団法人日本アレル
ギー学会

一般社団法人日本アレル
ギー学会

１１０－０００５
台東区上野１丁目１３番３号ＭＹビル４Ｆ

靴の医学 寺本　司 日本靴医学会 １１４－００２４
北区西ヶ原３丁目４６番１０号株式会社杏林舎内

死の臨床 日本死の臨床研究会 日本死の臨床研究会 １８７－００１２
小平市御幸町１３１番地５号ケアタウン小平内

日本社会精神医学会雑
誌

一般社団法人日本社会精
神医学会

一般社団法人日本社会精
神医学会

１５０－００３３
渋谷区猿楽町１９番地２株式会社真興社３Ｆ

日本小児整形外科学会
雑誌

理事長　稲葉　裕 一般社団法人日本小児整
形外科学会

１００－０００３
千代田区一ツ橋１丁目１番１号パレスサイドビル９階株式会社毎日学術
フォーラム内

日本成人矯正歯科学会
雑誌

佐藤　元彦 日本成人矯正歯科学会 １５０－０００２
渋谷区渋谷２丁目１５番１号東邦生命ビル２１階日本橋矯正歯科研究所内

日本生理学雑誌 日本生理学会 日本生理学会 １１３－００３３
文京区本郷３丁目３０番１０号布施ビル内

第六十八回指定

環太平洋文化 日本環太平洋学会 日本環太平洋学会 ６３０－８２１３
奈良市登大路町５９番地飛鳥園内

計量史研究 岩田　重雄 日本計量史学会 １６２－０８３７
新宿区納戸町２５番地１

研究年報 日本エドワード・サピア協
会

日本エドワード・サピア協
会

１７１－８５８８
豊島区目白１丁目５番１号学習院大学文学部日本語日本文学科鷲尾龍一
研究室内

高齢者のケアと行動科学 日本老年行動科学会 日本老年行動科学会 １１３－００３３
文京区本郷３丁目２４番６号一般財団法人田中教育研究所内

女性史学 西野　悠紀子 女性史総合研究会 ６０６－００２４
京都市左京区岩倉花園町７番地６

ドイツ文化・社会史研究 ドイツ文化・社会史学会 ドイツ文化・社会史学会 ６０６－８５０１
京都市左京区吉田本町京都大学法学部西洋法制史研究室内

パーリ学仏教文化学 パーリ学仏教文化学会 パーリ学仏教文化学会 ６００－８２６８
京都市下京区七条通大宮東入ル大工町１２５番地の１白亜館３階龍谷大学
世界仏教文化研究センター大蔵経研究プロジェクト研究室内パーリ学仏教

税法学 谷口　勢津夫 日本税法学会 ６０６－８１０４
京都市左京区高野竹屋町３０番地

Historia Juris　比較法史
研究

比較法史学会 比較法史学会 ５５０－００１５
大阪市西区南堀江１丁目１９番５号比較法制研究所内

数学通信 一般社団法人日本数学会 一般社団法人日本数学会 １１０－００１６
台東区台東１丁目３４番８号

タクサ 日本動物分類学会 日本動物分類学会 ７３９－８５２４
東広島市鏡山１丁目１番１号広島大学大学院人間社会科学研究科内

日本生理人類学会誌 日本生理人類学会 日本生理人類学会 １６２－０８０１
新宿区山吹町３５８番地アカデミーセンター

応用電子物性分科会誌 公益社団法人応用物理学
会応用電子物性分科会

公益社団法人応用物理学
会応用電子物性分科会

１１３－００３１
文京区根津１丁目２１番５号応物会館２階

Plankton and Benthos
Research

伴　修平 日本プランクトン学会 ５２２－８５３３
彦根市八坂町２５００番地滋賀県立大学環境科学部環境生態学科内

超音波検査技術 一般社団法人日本超音波
検査学会

一般社団法人日本超音波
検査学会

１６２－０８０１
新宿区山吹町３５８番地５

日本歯科医学教育学会
雑誌

一般社団法人日本歯科医
学教育学会

一般社団法人日本歯科医
学教育学会

１７０－０００３
豊島区駒込１丁目４３番９号駒込ＴＳビル３階



題号 発行人名 団体名 団体の所在地

日本耳鼻咽喉科頭頸部
外科学会東京都地方部
会会報

一般社団法人日本耳鼻咽
喉科頭頸部外科学会東京
都地方部会

一般社団法人日本耳鼻咽
喉科頭頸部外科学会東京
都地方部会

１０１－００４２
千代田区神田東松下町１２番地１トナカイ神田タワービル８階

Allergology International 海老澤　元宏 一般社団法人日本アレル
ギー学会

１１０－０００５
台東区上野１丁目１３番３号ＭＹビル４階

日本内視鏡外科学会雑
誌

一般社団法人日本内視鏡
外科学会

一般社団法人日本内視鏡
外科学会

１００－００１３
千代田区霞が関１丁目４番２号大同生命霞が関ビル１８階日本コンベンショ
ンサービス株式会社内

Neuropathology 日本精神病理学会 日本精神病理学会 １１３－８６２２
文京区本駒込５丁目１６番９号財団法人日本学会事務センター内

第六十九回指定

ＡＴＥＭジャーナル映像メ
ディア英語教育研究

ＡＴＥＭ（映像メディア英語
教育学会）

ＡＴＥＭ（映像メディア英語
教育学会）

１６９－００７５
新宿区高田馬場４丁目３番１２号アルク高田馬場４階

環境社会学研究 牧野　厚史 環境社会学会 １１６－００１１
荒川区西尾久７丁目１２番１６号SOUBUN.COM（ソウブン・ドットコム）内

教育制度学研究 日本教育制度学会 日本教育制度学会 ３０５－０００６
つくば市天王台１丁目１番１号筑波大学教育学系教育制度研究室気付

サイコアナリティカル英文
学論叢

小園　敏幸 サイコアナリティカル英文
学会

７５２－０９９７
下関市前田２丁目２７番４３号

詩・言語 東京大学大学院人文社会
系研究科ドイツ語ドイツ文
学研究会

東京大学大学院人文社会
系研究科ドイツ語ドイツ文
学研究会

１１３－００３３
文京区本郷７丁目３番１号

社会学研究 永井　彰 東北社会学研究会 ９８０－８５７６
仙台市青葉区川内東北大学文学部社会学研究室内

上越社会研究 上越教育大学社会科教育
学会

上越教育大学社会科教育
学会

９４３－０８１５
上越市山屋敷町１番地上越教育大学社会系合同研究室内

生活學論叢 日本生活学会 日本生活学会 １６２－０８０１
新宿区山吹町３５８番地５アカデミーセンター

探究 愛知教育大学社会科教育
学会

愛知教育大学社会科教育
学会

４４８－８５４２
刈谷市井ヶ谷町広沢１愛知教育大学内

利根川文化研究 川名　禎 利根川文化研究会 １０１－８３０１
千代田区神田駿河台１丁目１番地明治大学史資料センター阿部裕樹方

日本史攷究 日本史攷究会 日本史攷究会 １６９－８０５０
新宿区西早稲田１丁目６番１号早稲田大学教育・総合科学学術院（教育・総
合科学学術院１０階１０１０研究室内）

日本特別活動学会紀要 日本特別活動学会 日本特別活動学会 １６２－８６０１
新宿区神楽坂１丁目３番地東京理科大学教職教育センター中村豊研究室
内

人間発達研究所紀要 中村　隆一 人間発達研究所 ５２０－００５２
大津市朝日が丘１丁目４番３９号梅田ビル

年報中世史研究 中世史研究会 中世史研究会 ４６４－８６０１
名古屋市千種区不老町名古屋大学文学部日本史研究室

唯物論研究年誌 吉田　傑俊 唯物論研究協会 ６５７－８５０１
神戸市灘区鶴甲３丁目１１番神戸大学発達科学部橋本直人研究室内

現代ファイナンス 日本ファイナンス学会 日本ファイナンス学会 １６２－０８０１
新宿区山吹町３３２番地６号株式会社国際文献社内

保全生態学研究 一般社団法人日本生態学
会保全生態学研究編集委
員会

一般社団法人日本生態学
会

６０３－８１４８
京都市北区小山西花池町１番地８

日本惑星科学会誌　遊・
星・人

日本惑星科学会 日本惑星科学会 ６０４－８２０６
京都市中京区新町通三条上ル町頭町１１２番地菊三ビル２階２０１号室
（Ogyaa's御池内）

品質工学 矢野　耕也 一般社団法人品質工学会 １０１－００６１
千代田区神田三崎町２丁目１６番９号新星ブルービル４階

北日本漁業 北日本漁業経済学会 北日本漁業経済学会 ０６２－８６０５
札幌市豊平区旭町４丁目１番４０号北海学園大学経済学部



題号 発行人名 団体名 団体の所在地

動物臨床医学 動物臨床医学会 動物臨床医学会 ６８２－００２５
倉吉市八屋２１４番地１０公益財団法人動物臨床医学研究所内

野生生物と社会 「野生生物と社会」学会 「野生生物と社会」学会 １００－０００３
千代田区一ツ橋１丁目１番１号パレスサイドビル９Ｆ株式会社毎日学術
フォーラム内

WILDLIFE　FORUM 「野生生物と社会」学会 「野生生物と社会」学会 １００－０００３
千代田区一ツ橋１丁目１番１号パレスサイドビル９Ｆ株式会社毎日学術
フォーラム内

ＳＥＳＳＩＬＥ　ＯＲＧＡＮＩＳ
ＭＳ

日本付着生物学会 日本付着生物学会 ２５２－０３７３
相模原市南区北里１丁目１５番１号北里大学海洋生命科学部内

クロマトグラフィー クロマトグラフィー科学会 クロマトグラフィー科学会 ４４１－８５８０
豊橋市天伯町雲雀ヶ丘１番地１豊橋技術科学大学環境･生命工学系内

耳鼻咽喉科免疫アレル
ギー

竹中　洋 日本耳鼻咽喉科免疫アレ
ルギー学会

５６９－８６８６
高槻市大学町２番７号大阪医科大学耳鼻咽喉科内

日本足の外科学会雑誌 一般社団法人日本足の外
科学会

一般社団法人日本足の外
科学会

１６２－０８０１
新宿区山吹町３５８番地５アカデミーセンター

日本歯科医療管理学会
雑誌

一般社団法人日本歯科医
療管理学会

一般社団法人日本歯科医
療管理学会

１７０－０００３
豊島区駒込１丁目４３番９号駒込ＴＳビル３階

日本心療内科学会誌 久保　千春 特定非営利活動法人日本
心療内科学会

２７２－０８２７
市川市国府台３丁目２番２０号エルカーサ１０３

肥満研究 一般社団法人日本肥満学
会

一般社団法人日本肥満学
会

５４１－００５６
大阪市中央区久太郎町２丁目１番２５号ＪＴＢビル６階ＪＴＢ西日本ＭＩＣＥ事
業部内

保育と保健 藤田　位 一般社団法人日本保育保
健協議会

１０１－００４１
千代田区神田須田町２丁目９番地５柴田第一ビル４０５

第七十回指定

異文化コミュニケーション 異文化コミュニケーション
学会（SIETAR JAPAN)

異文化コミュニケーション
学会（SIETAR JAPAN)

１６２－０８０１
新宿区山吹町３５８番地５

科学哲学 日本科学哲学会 日本科学哲学会 １９２－０３９７
八王子市南大沢１丁目１番地東京都立大学大学院人文科学研究科哲学事
務室内

香川大学国文研究 香川大学国文学会 香川大学国文学会 ７６０－８５２２
高松市幸町１番１号香川大学教育学部国語国文学教室内

教育新世界 世界新教育学会 世界新教育学会 １９４－８６１０
町田市玉川学園６丁目１番１号玉川大学教育学部佐久間裕之研究室内

中等社会科教育研究 井田　仁康 中等社会科教育学会 ３０５－８５７２
つくば市天王台１丁目１番１号筑波大学教育学系井田仁康研究室

日本植民地研究 日本植民地研究会 日本植民地研究会 ３５２－８５５８
新座市北野１丁目２番２６号立教大学観光学部千住一研究室

楽劇学 楽劇学会 楽劇学会 １０１－００５１
千代田区神田神保町３丁目６番１号能楽書林ビル

香川法学 香川大学法学会 香川大学法学会 ７６０－８５２２
高松市幸町２番１号

日本不動産学会誌 公益社団法人日本不動産
学会

公益社団法人日本不動産
学会

１０２－００７１
千代田区富士見２丁目７番２号ステージビルディング７階

材料と環境 公益社団法人腐食防食学
会

公益社団法人腐食防食学
会

１１３－００３３
文京区本郷２丁目１３番１０号湯淺ビル５Ｆ

岐阜県植物研究会誌 田中　俊弘 岐阜県植物研究会 ５０１－１１９３
岐阜市柳戸１番地の１岐阜大学教育学部生物学教室植物分類研究室内

日本味と匂学会誌 吉原　良浩 日本味と匂学会 ３５１－０１９８
和光市広沢２番１号理化学研究所脳神経科学研究センターシステム分子行
動学研究チーム内

International Journal of
Wild Silkmoth & Silk

赤井　弘 日本野蚕学会 ３０５－０８５１
つくば市大わし１番地２　蚕糸・昆虫農業技術研究所内



題号 発行人名 団体名 団体の所在地

埼玉放射線 公益社団法人埼玉県診療
放射線技師会

公益社団法人埼玉県診療
放射線技師会

３３１－０８１２
さいたま市北区宮原町２丁目５１番３９号

日本歯科東洋医学会誌 柿木　保明 日本歯科東洋医学会 １７０－０００３
豊島区駒込１丁目４３番９号駒込ＴＳビル４階

日本鼻科学会会誌 日本鼻科学会 日本鼻科学会 １０８－００７４
港区高輪２丁目１４番１４号高輪グランドハイツ７０７号

Journal of International
Society of Life
Information Science

国際生命情報科学会 国際生命情報科学会 ２６３－００５１
千葉市稲毛区園生町１１０８番地２ ４０Ａ特定非営利活動法人国際総合研
究機構内

VISION 日本視覚学会 日本視覚学会 １６２－０８０１
新宿区山吹町３５８番地５アカデミーセンター株式会社国際文献社内

第七十一回指定

近代文学試論 広島大学近代文学研究会 広島大学近代文学研究会 ７３９－８５２２
東広島市鏡山１丁目２番３号広島大学文学部国文研究室内

史窓 徳島地方史研究会 徳島地方史研究会 ７７１－０２２０
徳島県板野郡松茂町広島字四番越１１番地１松茂町歴史民俗資料館

実存思想論集 実存思想協会 実存思想協会 １４１－８６０２
品川区大崎４丁目２番１６号立正大学文学部哲学科武内研究室内

女性労働研究 女性労働問題研究会 女性労働問題研究会 １００－０００３
千代田区一ツ橋１丁目１番１号パレスサイドビル９F株式会社毎日学術
フォーラム内

中国中世文学研究 中国中世文学会 中国中世文学会 ７３９－８５２２
東広島市鏡山１丁目２番３号広島大学大学院人間社会科学研究科内

展示会 川添　登 日本展示学会 ５６５－０８２６
吹田市千里万博公園１番１号財団法人千里文化財団内

ドイツ文学論集 日本独文学会中国四国支
部

日本独文学会中国四国支
部

７８０－８５２０
高知市曙町２丁目５番１号高知大学人文社会科学部内

道徳教育研究 新宮　弘識 日本道徳基礎教育学会 １１２－００１２
文京区大塚３丁目２９番１筑波大学附属小学校内

人間発達研究所通信 人間発達研究所 人間発達研究所 ５２０－００５２
大津市朝日が丘１丁目４番３９号梅田ビル３階

モンテッソーリ教育 前之園　幸一郎 日本モンテッソーリ協会 １１２－０００２
文京区小石川２丁目１７番４１号富坂キリスト教センター２号館内

日本ＥＵ学会年報 森井　裕一 日本ＥＵ学会 １１２－００１２
文京区大塚５丁目３番１３号小石川アーバン４階

観光研究 日本観光研究学会 日本観光研究学会 １７１－００２１
豊島区西池袋４丁目１６番１９号コンフォルト池袋１０６号

TRENDS IN
GLYCOSCIENCE AND
GLYCOTECHNOLOGY

ＦＣＣＡ ＦＣＣＡ １６２－０８０１
新宿区山吹町３５８番地５アカデミーセンター

沖縄農業 沖縄農業研究会 沖縄農業研究会 ９０３－０２１３
沖縄県中頭郡西原町千原１番地琉球大学農学部内

日本食生活学会誌 日本食生活学会 日本食生活学会 １１２－００１１
文京区千石４丁目４６番１４号青山ビル

Elytra, new series 日本甲虫学会 日本甲虫学会 ３０５－０００５
つくば市天久保４丁目１番１号国立科学博物館動物研究部気付

心臓リハビリテーション 日本心臓リハビリテーショ
ン学会

日本心臓リハビリテーショ
ン学会

１５１－００５３
渋谷区代々木２丁目２３番地１号２６０

日本冠疾患学会誌 特定非営利活動法人日本
冠疾患学会

特定非営利活動法人日本
冠疾患学会

１６９－００７２
新宿区大久保２丁目４番地１２号新宿ラムダックスビル株式会社春恒社内

日本口腔内科学会雑誌 中村　誠司 一般社団法人日本口腔内
科学会

１３５－００３３
江東区深川２丁目４番１１号一ツ橋印刷株式会社学会事務センター内



題号 発行人名 団体名 団体の所在地

日本小児皮膚科学会雑
誌

佐伯　秀久 日本小児皮膚科学会 １６９－００７２
新宿区大久保２丁目４番１２号新宿ラムダックスビル(株)春恒社内

日本美容外科学会誌 日本美容外科学会 日本美容外科学会 １０５－０００４
港区新橋１丁目１番５号

日本未熟児新生児学会
雑誌

日本未熟児新生児学会 日本未熟児新生児学会 ５６４－８５８０
吹田市広芝町１８番２４号株式会社メディカ出版社内

第七十二回指定

音楽知覚認知研究 小川　容子 日本音楽知覚認知学会 １７６－０００５
練馬区旭丘２丁目４２番１号日本大学芸術学部音楽学科川上央研究室内

古代文学研究第二次 古代文学研究会 古代文学研究会 ５８２－０００７
柏原市上市３丁目１番２６号山下太郎方

宗教と社会 「宗教と社会」学会 「宗教と社会」学会 １６５－００３５
中野区白鷺２丁目４８番１３号

村落社会研究ジャーナル 日本村落研究学会 日本村落研究学会 ８４０－８５０２
佐賀市本庄町１番地佐賀大学農学部藤村美穂研究室内

東北教育学会研究紀要 東北教育学会事務局 東北教育学会 ９８０－８５７６
仙台市青葉区川内２７番１号東北大学大学院教育学研究科内

フランス教育学会紀要 フランス教育学会 フランス教育学会 １９２－０３９３
八王子市東中野７４２番の１中央大学文学部教育学共同研究室池田賢市研
究室気付

文学研究論集 筑波大学比較・理論文学
会

筑波大学比較・理論文学
会

３０５－８５７１
つくば市天王台１丁目１番地１筑波大学大学院人文社会科学研究科文芸・
言語専攻内

ヘルダー研究 日本ヘルダー学会 日本ヘルダー学会 １７１－８５０１
豊島区西池袋３丁目３４番１号立教大学文学部坂本貴志研究室

ボストーク 特定非営利活動法人ロシ
ア極東研

特定非営利活動法人ロシ
ア極東研

０６４－０８０４
札幌市中央区南４条西２７丁目１番２２-４０１号佐々木洋宅

PERSICA 岡山英文学会 岡山英文学会 ７００－８５３０
岡山市北区津島中２丁目１番１号岡山大学一般教育棟内岡山英文学会事
務局

Sociology Today お茶の水社会学研究会 お茶の水社会学研究会 １１２－８６１０
文京区大塚２丁目１番１号お茶の水女子大学文教育学部社会学研究室内

アジア経営研究 「アジア経営研究」編集委
員会

アジア経営学会 １５７－８５７０
世田谷区砧５丁目２番１号日本大学商学部内

昆蟲（ニューシリーズ） 一般社団法人日本昆虫学
会

一般社団法人日本昆虫学
会

３０５－０００５
つくば市天久保４丁目１番１号国立科学博物館動物研究部

日本数学教育学会誌算
数教育

公益社団法人日本数学教
育学会

公益社団法人日本数学教
育学会

１７１－００３１
豊島区目白４丁目２３番１５号

日本数学教育学会誌数
学教育

公益社団法人日本数学教
育学会

公益社団法人日本数学教
育学会

１７１－００３１
豊島区目白４丁目２３番１５号

エネルギー・資源 一般社団法人エネル
ギー・資源学会

一般社団法人エネル
ギー・資源学会

５５０－０００３
大阪市西区京町堀１丁目９番１０号リーガルスクエア京町堀

開発工学 日本開発工学会 日本開発工学会 １６０－００２２
新宿区新宿５丁目９番２０号マイエイム渡辺ビル２Ｆ

日本環境感染学会誌 一般社団法人日本環境感
染学会

一般社団法人日本環境感
染学会

１４１－００２２
品川区東五反田５丁目２６番６号池田山パークヒルズ２０２

看護教育学研究 日本看護教育学学会 日本看護教育学学会 ２６０－８６７７
千葉市中央区亥鼻１丁目８番１号千葉大学看護学部看護教育学教育研究
分野気付

群馬県歯科医学会雑誌 村山　利之 群馬県歯科医学会 ３７１－０８４７
前橋市大友町１丁目５番地１７号

精神医学史研究 日本精神医学史学会 日本精神医学史学会 １１１－００５４
台東区鳥越２丁目１３番地８号５Ｆ



題号 発行人名 団体名 団体の所在地

蘇生 日本蘇生学会 日本蘇生学会 ７５５－８５０５
宇部市南小串１丁目１番１号山口大学医学部付属病院麻酔科蘇生科内

日本難病看護学会誌 一般社団法人日本難病看
護学会

一般社団法人日本難病看
護学会

１６０－００２２
新宿区新宿１丁目２７番２号山本ビル

第七十三回指定

エール 佐藤　亨 日本アイルランド協会 ５２２－８５２２
彦根市馬場１丁目１番１号滋賀大学経済学部真鍋晶子研究室内

社会言語科学 社会言語科学会 社会言語科学会 １６２－０８０１
新宿区山吹町３５８番地５アカデミーセンター

心理学ワールド 公益社団法人日本心理学
会

公益社団法人日本心理学
会

１１３－００３３
文京区本郷５丁目２３番１３号

フランス哲学・思想研究 山田　弘明 日仏哲学会 １５０－００１３
渋谷区恵比寿３丁目９番２５号日仏会館内

明治聖徳記念學會紀要 明治聖徳記念學會 明治聖徳記念學會 １５１－８５５７
渋谷区代々木神園町１番１号明治神宮社務所内

郵便史研究 上遠野　義久 郵便史研究会 ３３３－０８３４
川口市安行領根岸１８７９番地

ロールシャッハ法研究 日本ロールシャッハ学会 日本ロールシャッハ学会 １０１－００６２
千代田区神田駿河台１丁目１番地明治大学文学部高瀬研究室内

日本緑化工学会誌 日本緑化工学会 日本緑化工学会 １１３－０００１
文京区白山１丁目１３番７号

Japanese Review of
Cultural Anthropology

日本文化人類学会 日本文化人類学会 １０８－００７３
港区三田２丁目１番１－８１３号

植生学会誌 植生学会 植生学会 １０８－００２３
港区芝浦２丁目１４番１３号ＭＣＫビル２階笹氣出版印刷株式会社東京営業
所内

日本官能評価学会誌 一般社団法人日本官能評
価学会

一般社団法人日本官能評
価学会

１６２－０８０１
新宿区山吹町３５８番地５アカデミーセンター

精神障害とリハビリテー
ション

日本精神障害者リハビリ
テーション学会

日本精神障害者リハビリ
テーション学会

１１５－８６５０
北区赤羽台１丁目７番１１号東洋大学ライフデザイン学部　WELLB HUB２　２
０９０１　吉田研究室

日本保健科学学会誌 日本保健科学学会 日本保健科学学会 １１６－８５５１
荒川区東尾久７丁目２番１０号東京都立大学健康福祉学部内

日本摂食嚥下リハビリ
テーション学会雑誌

鎌倉　やよい 一般社団法人日本摂食嚥
下リハビリテーション学会

４５８－０８１７
名古屋市緑区諸の木１番地１７０４－２０２

Shock 平澤　博之 一般社団法人日本Shock
学会

２６０－８６７７
千葉市中央区亥鼻１丁目８番１号千葉大学大学院医学研究院救急集中治
療医学内

家族療法研究 一般社団法人日本家族療
法学会

一般社団法人日本家族療
法学会

１００－０００３
千代田区一ツ橋１丁目１番１号パレスサイドビル株式会社毎日学術フォーラ
ム内

第七十四回指定

学校数学研究 学校数学研究会 学校数学研究会 ７７２－８５０２
鳴門市鳴門町高島字中島７４８番地鳴門教育大学数学教室内

現代中国研究 中国現代史研究会 中国現代史研究会 １９２－０３９５
八王子市大塚３５９番地帝京大学文学部田中剛研究室

日本の教育史学 教育史学会 教育史学会 １５６－８５５０
世田谷区桜上水３丁目２５番４０号日本大学文理学部教育学科小野雅章研
究室気付

民具研究 日本民具学会 日本民具学会 ２２１－８６８６
横浜市神奈川区六角橋３丁目２７番地１号神奈川大学日本常民文化研究所
内



題号 発行人名 団体名 団体の所在地

文理シナジー 一般社団法人文理シナ
ジー学会

一般社団法人文理シナ
ジー学会

１０７－００５２
港区赤坂４丁目８番２０号ＡＳＯビル財団法人社会開発研究センター内

包括システムによる日本
ロールシャッハ学会誌

包括システムによる日本
ロールシャッハ学会

包括システムによる日本
ロールシャッハ学会

１１３－００３３
文京区本郷４丁目１２番１６号トーア文京マンション６１７号室

CALEDONIA 中村　匡克 日本カレドニア学会 １６９－８５５５
新宿区大久保３丁目４番１号早稲田大学理工学部山根研究室

EBOK 神戸大学仏語仏文学研究
会

神戸大学仏語仏文学研究
会

６５７－８５０１
神戸市灘区六甲台１の１神戸大学大学院人文学研究科

SHAKESPEARE
JOURNAL

日本シェイクスピア協会 日本シェイクスピア協会 １５３－８９０２
目黒区駒場３丁目８番１号東京大学（超域）河合祥一郎研究室内

数式処理 一般社団法人日本数式処
理学会

一般社団法人日本数式処
理学会

１０２－００７４
千代田区九段南１丁目５番６号りそな九段ビル５階ＫＳフロア

日本液晶学会誌 液晶 一般社団法人日本液晶学
会

一般社団法人日本液晶学
会

１６２－０８０１
新宿区山吹町３５８番地５アカデミーセンター

育種学研究 一般社団法人日本育種学
会

一般社団法人日本育種学
会

６０２－８０４８
京都市上京区下立売通小川東入西大路町１４６番地

Breeding Science 一般社団法人日本育種学
会

一般社団法人日本育種学
会

６０２－８０４８
京都市上京区下立売通小川東入西大路町１４６番地

大阪府学校歯科医会雑
誌

大阪府学校歯科医会 大阪府学校歯科医会 ５４３－００３３
大阪市天王寺区堂ヶ芝１丁目３番２７号

熊本県母性衛生学会雑
誌

田代　浩徳 熊本県母性衛生学会 ８６２－０９７６
熊本市中央区九品寺４丁目２４番１号熊本大学大学院生命科学研究部母子
看護学分野

国際歯科学士会 日本部
会雑誌

一般社団法人国際歯科学
士会日本部会

一般社団法人国際歯科学
士会日本部会

１６１－８５５８
新宿区下落合２丁目６番２２号一世出版株式会社内

法医病理 日本法医病理学会 日本法医病理学会 ６４１－８５０９
和歌山市紀三井寺８１１番地１和歌山県立医科大学法医学教室内法医病理
研究会（事務局）

リハビリテーション・エンジ
ニアリング

一般社団法人日本リハビ
リテーション工学協会

一般社団法人日本リハビ
リテーション工学協会

２３５－００３３
横浜市磯子区杉田２丁目７番２０号

Cardiovascular
Anesthesia

一般社団法人日本心臓血
管麻酔学会

一般社団法人日本心臓血
管麻酔学会

１１３－００３３
文京区本郷２丁目４０番１７号本郷若井ビル５階株式会社DDO内

第七十五回指定

インド考古研究 インド考古研究会 インド考古研究会 ２５９－１２９２
平塚市北金目４丁目１番１号東海大学文学部考古学第３研究室

金沢大学国語国文 金沢大学国語国文学会 金沢大学国語国文学会 ９２０－００４１
金沢市角間町金沢大学文学部日本語学日本文学教室内

近代教育フォーラム 松下　良平 教育思想史学会 １１３－００３３
文京区本郷７丁目３番１号東京大学大学院教育学研究科山名淳研究室内

芸術文化 東北芸術文化学会 東北芸術文化学会 ９８１－１２９５
名取市ゆりが丘４丁目１０番１号尚絅学院大学総合人間科学系相馬研究室
内

書写書道教育研究 全国大学書写書道教育学
会

全国大学書写書道教育学
会

４００－８５１０
甲府市武田４丁目４番３７号山梨大学教育学部言語教育講座内

スプリント研究 日本スプリント学会 日本スプリント学会 １６８－００６４
杉並区永福１丁目９番１号明治大学和泉校舎山口政信研究室内

せいかつか＆そうごう 日本生活科・総合的学習
教育学会

日本生活科・総合的学習
教育学会

７３９－８５２４
東広島市鏡山１丁目１番１号広島大学教育学部永田忠道

キャリア・カウンセリング
研究

一般社団法人日本キャリ
ア・カウンセリング学会

一般社団法人日本キャリ
ア・カウンセリング学会

１６２－０８２２
新宿区下宮比町２番２８号飯田橋ハイタウン１０２０

日本ミュージアム・マネー
ジメント学会研究紀要

日本ミュージアム・マネー
ジメント学会

日本ミュージアム・マネー
ジメント学会

１３５－００９１
港区台場２丁目３番４号株式会社乃村工藝社文化環境事業本部内



題号 発行人名 団体名 団体の所在地

東アジア地域研究 東アジア地域研究学会 東アジア地域研究学会 ３０５－８５７１
つくば市天王台１丁目１番地筑波大学現代語・現代文化学系中村俊也研究
室気付

美術史 美術史学会 美術史学会 １００－０００３
千代田区一ツ橋１丁目１番１号パレスサイドビル株式会社毎日学術フォーラ
ム内

笑い学研究 日本笑い学会 日本笑い学会 ５３０－００４７
大阪市北区西天満４丁目７番１２号昭和ビル２０１号

気候影響・利用研究会会
報

気候影響・利用研究会 気候影響・利用研究会 ３０５－８６０４
つくば市観音台３丁目１番３号農業環境変動研究センター気候変動対応研
究領域

情報知識学会誌 情報知識学会 情報知識学会 １６２－０８１４
新宿区新小川町５番２０号サンライズビルⅡ３Ｆ株式会社アドスリー内

日本ベントス学会誌 大越　和加 日本ベントス学会 ９８０－８５７２
仙台市青葉区荒巻字青葉４６８番地の１東北大学農学部生物海洋学研究室
内

爬虫両棲類学会報 日本爬虫両棲類学会 日本爬虫両棲類学会 ６０３－８１４８
京都市北区小山西花池町１番地８株式会社土倉事務所内

シリコンテクノロジー 公益社団法人応用物理学
会シリコンテクノロジー分
科会

公益社団法人応用物理学
会シリコンテクノロジー分
科会

１１３－００３１
文京区根津１丁目２１番５号応物会館２階

日本神経回路学会誌
（THE BRAIN&NEURAL
NETWORKS)

日本神経回路学会 日本神経回路学会 １１６－００１１
荒川区西尾久７丁目１２番１６号株式会社ソウブン・ドットコム内

樹木医学研究 樹木医学会 樹木医学会 １１３－００３２
文京区弥生１丁目１番１号東京大学大学院農学生命科学研究科・農学部森
林植物学教室内

日本きのこ学会誌 一般社団法人日本きのこ
学会

一般社団法人日本きのこ
学会

６８０－８５５３
鳥取市湖山町南４丁目１０１番地鳥取大学農学部微生物資源学研究室内

消化管撮影技術 細見　聡 大阪消化管撮影技術研究
会

６７０－０９１３
姫路市西駅前町７３番地姫路ターミナルスクエア３階一般財団法人京都工
場保健会姫路検診クリニック

女性心身医学 高松　潔 一般社団法人日本女性心
身医学会

１００－０００３
千代田区一ツ橋１丁目１番１号パレスサイドビル株式会社毎日学術フォーラ
ム内

診断病理 一般社団法人日本病理学
会

一般社団法人日本病理学
会

１０１－００４１
千代田区神田須田町２丁目１７番地神田ＩＮビル６階

中部リウマチ 日本リウマチ学会中部支
部

日本リウマチ学会中部支
部

４６７－８６７２
名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄１番地名古屋市立大学医学部整形外科内

日本集団災害医学会誌 太田　宗夫 日本集団災害医学会 １６４－０００１
中野区中野２丁目２番３号株式会社へるす出版事業部内

日本小児呼吸器学会雑
誌

日本小児呼吸器学会事務
局

日本小児呼吸器学会 １１３－００３３
文京区本郷３丁目３番１１号ＮＣＫビル６階編集室なるにあ内

日本褥瘡学会誌 森口　隆彦 日本褥瘡学会 １６２－０８０２
新宿区改代１６番地ＹＳＫビル３階株式会社春恒社学会事務部内

日本レーザー歯学会誌 吉成　伸夫 一般社団法人日本レー
ザー歯学会

１７０－０００３
豊島区駒込１丁目４３番９号駒込ＴＳビル４階一般財団法人口腔保健協会内

北海道矯正歯科学会雑
誌

佐藤　嘉晃 北海道矯正歯科学会 ０６０－０００６
札幌市中央区北６条西１４丁目１番地１ユーアイＮ６ビル株式会社東和プリ
ント内

第七十六回指定

岩手の古文書 岩手古文書学会 岩手古文書学会 ０２０－０６２５
滝沢市葉の木沢山３４４番地５

城郭史研究 西ヶ谷　恭弘 日本城郭史学会 １７４－００４２
板橋区東坂下２丁目４番３－１１０３号あずさわグランドハウス

西洋古典研究会論集 西洋古典研究会 西洋古典研究会 １６２－８６４４
新宿区戸山１丁目２４番１号早稲田大学文学学術院３３号館１５１３宮城研
究室気付西洋古典研究会事務局

日本基礎教育学会紀要 増田　吉史 日本基礎教育学会 ３５２－８５１０
新座市菅沢２丁目１番２８号十文字学園女子大学高橋京子研究室



題号 発行人名 団体名 団体の所在地

早稲田日本語研究 早稲田大学日本語学会 早稲田大学日本語学会 １６２－８６４４
新宿区戸山１丁目２４番１号早稲田大学文学学術院森山卓郎研究室気付

説話・伝承学 説話・伝承学会 説話・伝承学会 ６５７－８５０１
神戸市灘区鶴甲１丁目２番１号神戸大学大学院国際文化学研究科木下資
一研究室内

SAGO PALM サゴヤシ学会 サゴヤシ学会 １８５－８５８８
小金井市中町２丁目２４番１６号東京農工大学大学院生物システム応用科
学研究科

The Transactions of the
Asiatic Society of Japan

Robert Morton,Ciaran
Murray,Charles De
Wolf,Doreen

The Asiatic Society of
Japan（日本アジア協会）

１５２－８５５８
目黒区東が丘２丁目５番１号東京医療保健大学内

放射化学 一般社団法人日本放射化
学会

一般社団法人日本放射化
学会

５９０－０４９４
大阪府泉南郡熊取町朝代西２丁目１０１０番地京都大学複合原子力科学研
究所同位体利用化学研究室内

応用生態工学 Ecology
and Civil Engineering

応用生態工学会 応用生態工学会 １０２－００８３
千代田区麹町４丁目7番５号麹町ロイヤルビル４０５号

総合病院精神医学 日本総合病院精神医学会 日本総合病院精神医学会 １１３－００３３
文京区本郷２丁目１４番４号

Annals of Thoracic and
Cardiovascular Surgery

瀬在　幸安 日本冠動脈外科学会 １０２－００７４
千代田区九段南２丁目１番３０号イタリア文化会館ビル８Ｆ株式会社メディカ
ルトリビューン内

第七十七回指定

大阪民衆史研究 林　耕二 大阪民衆史研究会 ５３２－０００１
大阪市淀川区十八条１丁目１番地３２の９０８竹田芳則方気付

語用論研究 日本語用論学会 日本語用論学会 ６００－８２６８
京都市下京区七条通大宮東入大工町１２５番地の１龍谷大学東森勲研究室
内

社会系教科教育学研究 關　浩和 社会系教科教育学会 ６７３－１４９４
兵庫県加東郡社町下久米９４２番１号兵庫教育大学社会系教科教育研究室
内

西日本国語国文学 西日本国語国文学会 西日本国語国文学会 ８５２－８５２１
長崎市文教町１丁目１４番長崎大学教育学部

日本数学教育学会誌数
学教育学論究

公益社団法人日本数学教
育学会

公益社団法人日本数学教
育学会

１７１－００３１
豊島区目白４丁目２３番１５号

文化人類学研究 早稲田大学文化人類学会 早稲田大学文化人類学会 １６２－８６４４
新宿区戸山１丁目２４番１号早稲田大学文学学術院内

こがねむし 中島　充也 長崎昆虫研究会 ８５２－８０５３
長崎市葉山２丁目９番１号

オレオサイエンス 公益社団法人日本油化学
会

公益社団法人日本油化学
会

１０３－００２７
中央区日本橋３丁目１３番１１号油脂工業会館７階

Journal of　Oleo Science 公益社団法人日本油化学
会

公益社団法人日本油化学
会

１０３－００２７
中央区日本橋３丁目１３番１１号油脂工業会館７階

Jouｒnal of Rｅproduction
Engineering

生殖工学研究会SSRE事
務局

生殖工学研究会SSRE事
務局

１６０－００２３
新宿区西新宿４丁目３２番１１号セントビラ永谷ビル９０１

動物の原虫病 今井　壯一 日本動物原虫病学会 ２２９－８５０１
相模原市渕野辺１丁目１７番７１号麻布大学獣医学部伝染病学研究室内

農業生産技術管理学会
誌

農業生産技術管理学会 農業生産技術管理学会 ２５２－０８８０
藤沢市亀井野１８６６番地日本大学生物資源科学部内

日本検査血液学会雑誌 一般社団法人日本検査血
液学会

一般社団法人日本検査血
液学会

１６０－００１６
新宿区信濃町３５番地信濃町煉瓦館一般財団法人国際医学情報センター

日本全身咬合学会雑誌 渡邉　誠 一般社団法人日本全身咬
合学会

１７０－０００３
豊島区駒込１丁目４３番９号駒込ＴＳビル４階一般財団法人口腔保健協会内

日本門脈圧亢進症学会
雑誌

一般社団法人日本門脈圧
亢進症学会

一般社団法人日本門脈圧
亢進症学会

１００－０００３
千代田区一ツ橋１丁目1番１号パレスサイドビル株式会社毎日学術フォーラ
ム内

Journal of Artificial
Organs

富永　隆治 日本人工臓器学会 １１２－００１２
文京区大塚５丁目３番１３号小石川アーバン４Ｆ一般社団法人学会支援機構
内



題号 発行人名 団体名 団体の所在地

第七十八回指定

学芸国語国文学 東京学芸大学国語国文学
会

東京学芸大学国語国文学
会

１８４－８５０１
小金井市貫井北町４丁目１番１号

関西教育学会研究紀要 関西教育学会 関西教育学会 ６０６－８５０１
京都市左京区吉田本町京都大学大学院教育学研究科教育学部内

九州体育・スポーツ学研
究

斉藤　篤司 九州体育・スポーツ学会 ８１４－８５１１
福岡市早良区西新６丁目２番９２号西南学院大学人間科学部山崎研究室内
九州体育・スポーツ学会事務局

社会文学 日本社会文学会 日本社会文学会 １０１－００５１
千代田区神田神保町１丁目２８番近藤ビル２Ｆ

ショーペンハウアー研究 多田光宏 日本ショーペンハウアー
協会

１８１－８６１２
三鷹市下連雀５丁目４番１号杏林大学井の頭キャンパス齋藤智志研究室内

中国出土資料研究 中国出土資料学会 中国出土資料学会 １１３－８６５４
文京区本郷７丁目３番１号東京大学東洋文化研究所

名古屋大学東洋史研究
報告

名古屋大学東洋史研究会 名古屋大学東洋史研究会 ４６４－８６０１
名古屋市千種区不老町名古屋大学文学部東洋史学研究室

日本近代文学会北海道
支部会報

日本近代文学会北海道支
部

日本近代文学会北海道支
部

０６０－０８１０
札幌市北区北十条西７丁目北海道大学大学院文学研究科押野研究室気付

仏語仏文学研究 東京大学仏語仏文学研究
会

東京大学仏語仏文学研究
会

１１３－００３３
文京区本郷７丁目３番１号東京大学大学院人文社会系研究科・文学部フラ
ンス語フランス文学研究室内

メンタルヘルスの社会学 日本精神保健社会学会 日本精神保健社会学会 １７１－００２１
豊島区西池袋２丁目３９番８号ローズベイ池袋ビル３階

経営史学 経営史学会 経営史学会 １７１－８５０１
豊島区西池袋３丁目３４番１号立教大学経済学部岡部研究室内

租税理論研究叢書 日本租税理論学会 日本租税理論学会 １０１－００６１
千代田区三崎町２丁目３番１号日本大学法学部研究室内

Acta Phytotaxonomica et
Geobotanica

日本植物分類学会 日本植物分類学会 ３０５－０００５
つくば市天久保４丁目１番地１国立科学博物館植物研究部内

DNA多型 一般社団法人日本DNA多
型学会

一般社団法人日本DNA多
型学会

６０２－８０４８
京都市上京区下立売通小川東入西大路町１４６番地

東北の雑草 浅井　元朗 東北雑草研究会 ０１４－０１０２
大仙市四ツ屋字下古道３番地独立行政法人農業・食品産業技術総合研究
機構内東北農業研究センター大仙研究拠点内

日本微生物生態学会誌 日本微生物生態学会 日本微生物生態学会 ０６０－８６２８
札幌市北区北１３条８丁目北海道大学大学院工学研究院環境工学部門水
質変換工学研究室内

Journal of INSECT
BIOTECHNOLOGY and
SERICOLOGY

一般社団法人日本蚕糸学
会

一般社団法人日本蚕糸学
会

３０５－０８５１
つくば市大わし１番地２

糖尿病と妊娠 一般社団法人日本糖尿
病・妊娠学会

一般社団法人日本糖尿
病・妊娠学会

１０５－０００３
港区西新橋２丁目８番１１号株式会社創新社内

日本エイズ学会誌 一般社団法人日本エイズ
学会

一般社団法人日本エイズ
学会

１１２－０００２
文京区小石川４丁目1３番１８号株式会社微生物科学機構内

日本臨床寄生虫学会誌 日本臨床寄生虫学会 日本臨床寄生虫学会 １６２－８６５５
新宿区戸山１丁目２１番地１号独立行政法人国立国際医療研究センター研
究所熱帯医学マラリア研究部内

有病者歯科医療 一般社団法人日本有病者
歯科医療学会

一般社団法人日本有病者
歯科医療学会

１１５－００５５
北区赤羽西六丁目３１番５号株式会社学術社内

第七十九回指定

アルケー 関西哲学会 関西哲学会 ６０６－８５０１
京都市左京区吉田二本松町京都大学大学院人間・環境学研究科



題号 発行人名 団体名 団体の所在地

聖書学論集 日本聖書学研究所 日本聖書学研究所 １６１－００３３
新宿区下落合３丁目１４番１６号日本聖書神学校内

電話相談学研究 日本電話相談学会 日本電話相談学会 １７０－６００１
豊島区東池袋３丁目１番１号サンシャイン６０１ＦＭＢＥ５２９

日本大学心理学研究 日本大学心理学会 日本大学心理学会 １５０－８５５０
世田谷区桜上水３丁目２５番４０号日本大学文理学部心理学研究室内

日本中東学会年報 日本中東学会 日本中東学会 １０４－００５４
中央区勝どき１丁目１３番１号日本エネルギー経済研究所中東研究センター
内

文藝研究 佐野　正人 日本文芸研究会 ９８０－８５７６
仙台市青葉区川内東北大学文学部国文学研究室内

物語研究 物語研究会 物語研究会 １８４－８５０１
小金井市貫井北町４丁目１番１号東京学芸大学斉藤昭子研究室

経営財務研究 日本経営財務研究学会 日本経営財務研究学会 ６５７－８５０１
神戸市灘区六甲台町２番１号神戸大学大学院経営学研究科内

日本労務学会誌 日本労務学会 日本労務学会 １６２－００４１
新宿区早稲田鶴巻町５１８番地司ビル３０２

蘚苔類研究 日本蘚苔類学会 日本蘚苔類学会 ７３９－０５４３
廿日市市宮島町三ツ丸子山１１５６－２外広島大学・統合生命・宮島自然植
物実験所

日本交通科学協議会誌 社団法人日本交通科学協
議会

社団法人日本交通科学協
議会

１０１－００６１
千代田区三崎町２丁目１０番１１号写真製版会館内

BME 社団法人日本エム・イー
学会

社団法人日本エム・イー
学会

１１３－８６２２
文京区本駒込５丁目１６番９号財団法人日本学会事務センター内

腸内細菌学雑誌 公益財団法人腸内細菌学
会

公益財団法人腸内細菌学
会

１７０－０００２
豊島区巣鴨１丁目２４番１２号

日本小児看護学会誌 一般社団法人日本小児看
護学会

一般社団法人日本小児看
護学会

１００－０００３
千代田区一ツ橋１丁目１番１号パレスサイドビル株式会社毎日学術フォーラ
ム内

皮膚の科学 日本皮膚科学会大阪地方
会・京滋地方会

日本皮膚科学会大阪地方
会・京滋地方会

５６５－０８７１
吹田市山田丘２丁目２番地大阪大学医学部皮膚科学教室

第八十回指定

関西英語教育学会紀要
英語教育研究

関西英語教育学会 関西英語教育学会 ６０３－５８７７
京都市北区等持院北町５６番１号立命館大学産業社会学部吉田研究室内

言語文化と日本語教育 お茶の水女子大学日本言
語文化学研究会

お茶の水女子大学日本言
語文化学研究会

１１２－８６１０
文京区大塚２丁目１番１号お茶の水女子大学大学院日本語教育コース助手
室内

子規會誌 松山子規会 松山子規会 ７９０－０９２３
松山市北久米町１１６１番地１

東京体育学研究 東京体育学会 東京体育学会 ２０６－８５１５
多摩市永山７丁目３番地の１国士舘大学大学院スポーツ・システム研究科
助手室

日本評価研究 日本評価学会 日本評価学会 １４０－０００２
品川区東品川４丁目１２番６号日立ソリューションズタワーＢ２２階一般財団
法人国際開発センター内

ヘミングウェイ研究 日本ヘミングウェイ協会 日本ヘミングウェイ協会 １８１－８６１２
三鷹市下連雀５丁目４番１号杏林大学外国語学部倉林秀男研究室気付「ヘ
ミングウェイ研究」編集室

ロシア語ロシア文学研究 日本ロシア文学会 日本ロシア文学会 １０２－８５５４
千代田区紀尾井町７番１号上智大学外国語学部秋山真一研究室内

Costume and Textile 服飾文化学会 服飾文化学会 １０２－８３５７
千代田区三番町１２番地大妻女子大学ライフデザイン学科工芸デザイン研
究室

Direct Marketing Review 日本ダイレクトマーケティ
ング学会

日本ダイレクトマーケティ
ング学会

１０３－００２４
中央区日本橋小舟町３番地２号リブラビル２階

医療情報学 日本医療情報学会 日本医療情報学会 １１３－００３３
文京区本郷３丁目４２番５号ボア本郷８階



題号 発行人名 団体名 団体の所在地

医療機器学 一般社団法人日本医療機
器学会

一般社団法人日本医療機
器学会

１１３－００３３
文京区本郷３丁目３９番１５号

日本生活支援工学会誌 後藤　芳一 一般社団法人日本生活支
援工学会

１１１－００５４
台東区鳥越２丁目１３番地８号５Ｆ

園芸学研究 一般社団法人園芸学会 一般社団法人園芸学会 ６０２－８０４８
京都市上京区下立売通小川東入西大路町１４６番地

外来小児科 日本外来小児科学会 日本外来小児科学会 １６９－００７２
新宿区大久保２丁目４番地１２号新宿ラムダックスビル株式会社春恒社学会
事業部内

九州救急医学雑誌 日本救急医学会九州地方
会

日本救急医学会九州地方
会

８８９－１６９２
宮崎市清武町木原５２００宮崎大学医学部病態解析医学講座救急・災害医
学分野内

ほすぴたる　らいぶらりあ
ん

日本病院ライブラリー協
会

日本病院ライブラリー協
会

３１７－００７７
日立市城南町２丁目１番１号株式会社日立製作所日立総合病院図書室内

Dementia Japan 一般社団法人日本認知症
学会

一般社団法人日本認知症
学会

１６９－００７２
新宿区大久保２丁目４番１２号新宿ラムダックスビル株式会社春恒社内

Magnetic Resonance in
Medical Sciences

一般社団法人日本磁気共
鳴医学会

一般社団法人日本磁気共
鳴医学会

１０５－００１２
港区芝大門２丁目１２番８号浜松町矢崎ホワイトビル２Ｆ

第八十一回指定

アジア英語研究 日本「アジア英語」学会 日本「アジア英語」学会 ７３９－８５２１
東広島市鏡山１丁目７番１号広島大学総合科学部柴田美紀研究室内

音楽教育史研究 河口　道朗 音楽教育史学会 ２１４－００３７
川崎市多摩区西生田１丁目１番１号日本女子大学人間社会学部教育学科
河口研究室

技術史教育学会誌 日本技術史教育学会 日本技術史教育学会 １１３－００２３
文京区向丘２丁目３４番５号ホワイトマンション２０１号株式会社プラス・ワン
気付

こころと文化 多文化間精神医学会 多文化間精神医学会 １６２－０８０１
新宿区山吹町３５８番地５アカデミーセンター

植民地文化研究 植民地文化学会 植民地文化学会 ２７９－００２３
浦安市高洲６番地１号潮音の街４号棟４０１号室

日本健康教育学会誌 日本健康教育学会事務局 日本健康教育学会 ３５０－０２８８
坂戸市千代田３丁目９番地２１号女子栄養大学食生態学研究室内

日本認知症ケア学会誌 一般社団法人日本認知症
ケア学会

一般社団法人日本認知症
ケア学会

１６２－０８２５
新宿区神楽坂４丁目１番１号オザワビル２階

人間関係学研究 一般社団法人日本人間関
係学会

一般社団法人日本人間関
係学会

７９９－２４９６
松山市北条６６０番地聖カタリナ大学人間健康福祉学部社会福祉科釜野研
究室

文化論集 早稲田商学同攻会 早稲田商学同攻会 １６９－８０５０
新宿区西早稲田１丁目６番１号早稲田大学商学部事務所内

遊戯療法学研究 一般社団法人日本遊戯療
法学会

一般社団法人日本遊戯療
法学会

１００－０００３
千代田区一ツ橋１丁目１番１号パレスサイドビル株式会社毎日学術フォーラ
ム内

The Journal of
Information and Systems
in Education

教育システム情報学会 教育システム情報学会 ５３３－０００５
大阪市東淀川区瑞光３丁目３番２５号１０１

化学とマイクロ・ナノシス
テム

一般社団法人化学とマイ
クロ・ナノシステム学会

一般社団法人化学とマイ
クロ・ナノシステム学会

１１３－８６５６
文京区弥生２丁目１１番１６号東京大学大学院工学系研究科財団法人総合
研究奨励会内

Fisheries Oceanography 一般社団法人水産海洋学
会

一般社団法人水産海洋学
会

１６２－０８０１
新宿区山吹町３５８番地５

獣医臨床皮膚科 永田　雅彦 一般社団法人日本獣医皮
膚科学会

１７４－００５１
板橋区小豆沢２丁目９番１９号

九州高気圧環境医学会
誌

阪本　雄一郎 九州高気圧環境医学会 ８４９－８５０１
佐賀市鍋島５丁目１番１号佐賀大学医学部救急医学講座内

日本小児栄養消化器肝
臓学会雑誌

一般社団法人日本小児栄
養消化器肝臓学会

一般社団法人日本小児栄
養消化器肝臓学会

１１２－００１２
文京区大塚５丁目３番地１３号ユニゾ小石川アーバンビル４階一般社団法人
学会支援機構内



題号 発行人名 団体名 団体の所在地

第八十二回指定

国文学言語と文芸 木越　隆 国文学言語と文芸の会 １０１－００６４
千代田区猿楽町２丁目２番６号畑山第一ビル株式会社おうふう内

非営利法人研究学会誌 公益社団法人非営利法人
研究学会

公益社団法人非営利法人
研究学会

１０１－００５２
千代田区神田小川町３丁目６番１号栄信ビル９階

実践経営 実践経営学会 実践経営学会 １４０－００１１
品川区東大井１丁目１０番４０号東京都立産業技術大学院大学板倉研究室
内

沙漠研究 日本沙漠学会 日本沙漠学会 １０４－００３３
中央区新川２丁目２２番４号新共立ビル２Ｆ株式会社共立内

堆積学研究 日本堆積学会 日本堆積学会 ３１１－２４０２
潮来市大生１３７５番地茨城大学水圏環境フィールドステーション（山口直
文）内

みやぎ獣医師 公益社団法人宮城県獣医
師会

公益社団法人宮城県獣医
師会

９８３－０８３２
仙台市宮城野区安養寺３丁目７番２号

家庭医療 日本家庭医療学会 日本家庭医療学会 ５５０－０００３
大阪市西区京町堀１丁目１２番１４号天真ビル５０７号有限会社あゆみコー
ポレーション内

日本咀嚼学会雑誌 志賀　博 特定非営利活動法人日本
咀嚼学会

１７０－０００３
豊島区駒込１丁目４３番９号駒込ＴＳビル４階一般財団法人口腔保健協会内

日本臨床歯周病学会会
誌

日本臨床歯周病学会 日本臨床歯周病学会 １７０－０００３
豊島区駒込１丁目４３番９号駒込ＴＳビル３階財団法人口腔保健協会内

老年看護学 一般社団法人日本老年看
護学会

一般社団法人日本老年看
護学会

１６２－０８２５
新宿区神楽坂４丁目１番地１オザワビル２階日本老年看護学会事務セン
ター

社会科学論集 埼玉大学経済学会 埼玉大学経済学会 ３３８－８５７０
さいたま市桜区下大久保２５５　埼玉大学経済学部内

第八十三回指定

音楽教育実践ジャーナル 日本音楽教育学会 日本音楽教育学会 １８４－０００４
小金井市本町５丁目３８番１０号武蔵野ハミテージ２０６

ジャポニスム研究 ジャポニスム学会 ジャポニスム学会 １６０－０００７
新宿区荒木町５番地１４号ネオ荒木町ビル２階株式会社ワールドミーティン
グ内

日本在宅ケア学会誌 一般社団法人日本在宅ケ
ア学会

一般社団法人日本在宅ケ
ア学会

１００－０００３
千代田区一ツ橋１丁目１番１号パレスサイドビル９F株式会社毎日学術
フォーラム内

東アジア近代史 東アジア近代史学会 東アジア近代史学会 １８０－８６２９
武蔵野市境５丁目８番亜細亜大学国際関係学部青山研究室内

SOUNDINGS 日臺晴子 サウンディングズ英語英
米文学会

１０８－８４７７
港区港南４丁目５番７号東京海洋大学品川キャンパス５号館２０４号室大野
美砂研究室内

国際開発研究 国際開発学会 国際開発学会 ２６１－８５４５
千葉市美浜区若葉３丁目２番２号日本貿易振興機構アジア経済研究所新領
域研究センター気付

資産評価政策学 資産評価政策学会 資産評価政策学会 １０１－００６４
千代田区猿楽町２丁目１番１１号５０２

All about SWINE 日本ＳＰＦ豚研究会 日本ＳＰＦ豚研究会 ３０５－０８５６
つくば市観音台３丁目１番５号

香川母性衛生学会誌 金西　賢治 香川母性衛生学会 ７６１－０７０１
香川県木田郡三木町池戸１７５０番地１香川大学医学部母性看護学

スポーツ歯学 安井　利一 一般社団法人日本スポー
ツ歯科医学会

１７０－０００３
豊島区駒込１丁目４３番９号駒込ＴＳビル一般財団法人口腔保健協会内

日本磁気歯科学会雑誌 髙田　雄京 日本磁気歯科学会 １６０－００２２
新宿区新宿１丁目２７番２号山本ビル２階株式会社ケイ・コンベンション内



題号 発行人名 団体名 団体の所在地

PAIN RESEARCH 日本疼痛学会事務局 日本疼痛学会 １７３－８６１０
板橋区大谷口上町３０番１号日本大学医学部麻酔科内

第八十四回指定

鎌倉遺文研究 鎌倉遺文研究会 鎌倉遺文研究会 １６２－８６４４
新宿区戸山１丁目２４番１号早稲田大学文学学術院下村研究室内

民衆史研究 民衆史研究会 民衆史研究会 １６２－８６４４
新宿区戸山１丁目２４番地１号早稲田大学文学学術院藤野研究室気付

やまぐち地域社会研究 山口地域社会学会 山口地域社会学会 ７５３－８５４０
山口市吉田１６７７番地１山口大学人文学部社会学研究室内

日本生物地理学会会報 日本生物地理学会 日本生物地理学会 ３３３－０８０５
川口市戸塚鋏町１１番２０号

Biogeography 日本生物地理学会 日本生物地理学会 ３３３－０８０５
川口市戸塚鋏町１１番２０号

KORASANA 築島　基樹 久留米昆蟲研究會 ８３９－０８６３
久留米市国分町１２０４番地１１

粉体工学会誌 一般社団法人粉体工学会 一般社団法人粉体工学会 ６００－８１７６
京都市下京区烏丸通六条上ル北町１８１番地第５キョートビル７階

動物の循環器 Advances
in Animal Cardiology

一般社団法人日本獣医循
環器学会

一般社団法人日本獣医循
環器学会

１６２－０８０１
新宿区山吹町３５８番地５アカデミーセンター

日本動物看護学会誌
「Animal Nursing（アニマ
ル・ナーシング）」

日本動物看護学会 日本動物看護学会 １０７－００６２
港区南青山１丁目１番１号新青山ビル西館２３階

ペストロジー 日本ペストロジー学会 日本ペストロジー学会 １０１－００４５
千代田区神田鍛冶町３丁目３番地４サンクス神田駅前ビル３階公益社団法
人日本ペストコントロール協会内

血液事業 日本血液事業学会 日本血液事業学会 １０５－８５２１
港区芝大門１丁目１番３号日本赤十字社血液事業部内

第八十五回指定

英語コーパス研究 赤野　一郎 英語コーパス学会 ６１５－００５８
京都市右京区西院笠目町６東京外国語大学赤野一郎研究室

かいろす 「かいろす」の会 「かいろす」の会 ８１９－０３９５
福岡市西区元岡７４４番地九州大学言語文化研究院

紀要 四国英語教育学会 四国英語教育学会 ７６０－８５２３
高松市幸町２番１号香川大学経済学部水野康一研究室内

ケルティック・フォーラム 日本ケルト学会 日本ケルト学会 ２２３－８５２１
横浜市港北区日吉４丁目１番１号慶應義塾大学辺見葉子研究室

日本写真芸術学会誌 日本写真芸術学会 日本写真芸術学会 １７４－００５１
板橋区小豆沢２丁目９番地１９号

環境共生 日本環境共生学会 日本環境共生学会 ４７０－０１９５
日進市岩崎町阿良池１２番地愛知学院大学総合政策学部石橋研究室内

季刊　経済理論 経済理論学会 経済理論学会 １７１－８５０１
豊島区西池袋３丁目３４番１号立教大学経済学部森本壮亮研究室内

太平洋学会誌 太平洋学会 太平洋学会 １０８－００７３
港区三田４丁目１５番２９号三田東急アパート４１１号室

海洋音響学会誌 特定非営利活動法人海洋
音響学会

特定非営利活動法人海洋
音響学会

１６２－０８０１
新宿区山吹町３５８番地５アカデミーセンター

日本遺伝カウンセリング
学会誌

一般社団法人日本遺伝カ
ウンセリング学会

一般社団法人日本遺伝カ
ウンセリング学会

１００－０００３
千代田区一ツ橋１丁目１番１号パレスサイドビル株式会社毎日学術フォーラ
ム内



題号 発行人名 団体名 団体の所在地

第八十六回指定

アジア共生学会年報 アジア共生学会 アジア共生学会 ８０５－８５１２
北九州市八幡東区平野１丁目６番１号九州国際大学内男澤研究室

現代文学史研究 大久保　典夫 現代文学史研究会 ２１５－００２７
川崎市麻生区岡上１２５番地の４

ジェンダー史学 ジェンダー史学会 ジェンダー史学会 １１２－８６１０
文京区大塚２丁目１番１号お茶の水女子大学理学部３号館２０４お茶の水学
術事業会内

中央史学 中央史学会 中央史学会 １９２－０３９３
八王子市東中野７４２番地１中央大学文学部日本史学研究室内

内陸アジア史研究 内陸アジア史学会 内陸アジア史学会 １６２－８６４４
新宿区戸山１丁目２４番１号早稲田大学文学学術院柳澤明研究室内

認知心理学研究 日本認知心理学会 日本認知心理学会 ８１９－０３９５
福岡市西区元岡７４４番地九州大学大学院人間環境学研究院内

福祉社会学研究 福祉社会学会 福祉社会学会 １００－０００３
千代田区一ツ橋１丁目１番１号パレスサイドビル９階株式会社毎日学術
フォーラム内

ベビーサイエンス 日本赤ちゃん学会 日本赤ちゃん学会 １９４－８６１０
町田市玉川学園６丁目１番１号玉川大学赤ちゃんラボ内

Dialogue 松坂　ヒロシ ＴＡＬＫ「田辺英語教育学
研究会」

１６２－８６０１
新宿区神楽坂１丁目３番地東京理科大学理学部第一部研究学科浅利庸子
研究室

ＳＥＣＯＮＤ ＬＡＮＧＵＡＧＥ 日本第二言語習得学会
（J-SLA）The Japan
Second Language

日本第二言語習得学会
（J-SLA）The Japan
Second Language

４６６－０８１５
名古屋市昭和区山手通５丁目３１番２号中京大学国際学部大滝宏一研究室

日本医科大学医学会雑
誌

日本医科大学医学会 日本医科大学医学会 １１３－８６０２
文京区千駄木１丁目１番５号

日本がん検診・診断学会
誌

森山　光彦 特定非営利活動法人日本
がん検診・診断学会

１０２－００７２
千代田区飯田橋３丁目１１番１５号ＵＥＤＡビル６Ｆ株式会社クバプロ内

日本クリティカルケア看護
学会誌

黒田　裕子 一般社団法人日本クリ
ティカルケア看護学会

１６０－００２２
新宿区新宿１丁目１５番１１号イマキイレビル１Ｆ

林業経済研究 林業経済学会 林業経済学会 １１３－００３４
文京区湯島１丁目１２番６号高関ビル３Ａ

Humic Substances
Research

日本腐植物質学会 日本腐植物質学会 ７３５－８５１５
山口市吉田１６７７番地１山口大学農学部内

「加速器」日本加速器学
会誌

日本加速器学会 日本加速器学会 １６２－０８０１
新宿区山吹町３５８番地５アカデミーセンター

静電気学会誌 一般社団法人静電気学会 一般社団法人静電気学会 １１３－００３３
文京区本郷２丁目３８番１３号樋口ビル２０１号室

第八十七回指定

現代台湾研究 台湾史研究会 台湾史研究会 ５６４－８６８０
吹田市山手町３丁目３番３５号関西大学経済学部北波研究室気付

子どもの虐待とネグレクト 一般社団法人日本子ども
虐待防止学会

一般社団法人日本子ども
虐待防止学会

１６２－０８２６
新宿区市谷船河原町６番地キャナルサイド呉竹１階

日本ＮＩＥ学会誌 平石　隆敏 日本ＮＩＥ学会 ２４０－８５０１
横浜市保土ヶ谷区常盤台７９番１号横浜国立大学教育人間科学部重松克
也研究室

日本養護教諭教育学会
誌

一般社団法人日本養護教
諭教育学会

一般社団法人日本養護教
諭教育学会

１６２－０８０１
新宿区山吹町３５８番地５アカデミーセンター

風絮 保苅　佳昭 日本詞曲学会 １５７－００７３
世田谷区砧５丁目２番１号日本大学商学部保苅研究室内



題号 発行人名 団体名 団体の所在地

法政哲学 法政哲学会 法政哲学会 １０２－８１６０
千代田区富士見２丁目１７番１号法政大学文学部哲学研究室内

学校メンタルヘルス
Journal of School Mental
Health

元永　拓郎 日本学校メンタルヘルス
学会

１６２－０８０１
新宿区山吹町３５８番地５アカデミーセンター

頭頸部癌Japanese
Journal of Head and Neck
Cancer

一般社団法人日本頭頸部
癌学会

一般社団法人日本頭頸部
癌学会

１３５－００３３
江東区深川２丁目４番１１号

日本運動器看護学会誌 吉田　澄恵 日本運動器看護学会 １６２－０８０１
新宿区山吹町３５８番地５アカデミーセンター株式会社国際文献社内

日本燃焼学会誌 一般社団法人日本燃焼学
会

一般社団法人日本燃焼学
会

６０３－８１４８
京都市北区小山西花池町１丁目８番地株式会社土倉事務所内

第八十八回指定

比較生活文化研究 島岡　宏 日本比較生活文化学会 ５６４－８５１１
吹田市岸部南２丁目３６番１号大阪学院大学国際学部白井元康研究室

ヘーゲル哲学研究 日本ヘーゲル学会 日本ヘーゲル学会 １１２－８６０６
文京区白山５丁目２８番２０号東洋大学文学部哲学科三重野研究室

日本外傷歯学会雑誌 木村　光孝 一般社団法人日本外傷歯
学会

８０３－０８６２
北九州市小倉北区今町２丁目１２番１３号

日本災害看護学会誌 一般社団法人日本災害看
護学会

一般社団法人日本災害看
護学会

１７０－００１３
豊島区東池袋２丁目３９番２号４０１号株式会社ガリレオ学会業務情報化セ
ンター内

ビタミン 公益社団法人日本ビタミ
ン学会

公益社団法人日本ビタミ
ン学会

６０６－８３０２
京都市左京区吉田牛ノ宮町４番地日本イタリア会館

ヒューマン・ケア研究 日本ヒューマン・ケア心理
学会

日本ヒューマン・ケア心理
学会

１１３－００３３
文京区本郷２丁目３８番１４号ＴＫビル５階プライムアソシエイツ内

北海道肉牛研究会報 北海道肉牛研究会 北海道肉牛研究会 ０８１－００３８
北海道上川郡新得町新得西５線３９番地北海道立総合研究機構畜産試験
場肉牛グループ内

第八十九回指定

文化資源学 文化資源学会 文化資源学会 １１３－００３３
文京区本郷７丁目３番１号東京大学大学院人文社会系研究科文化資源研
究室内

日本循環器看護学会誌 吉田　俊子 一般社団法人日本循環器
看護学会

１１２－００１２
文京区大塚５丁目３番１３号小石川アーバン４階一般社団法人学会支援機
構内

ＪＡＣＥＴ関西紀要 大学英語教育学会（ＪＡＣ
ＥＴ）関西支部

大学英語教育学会（ＪＡＣ
ＥＴ）関西支部

５２０－２１９４
大津市瀬田大江町横谷１番５龍谷大学社会学部今野勝幸研究室内

日本雪工学会誌 福原　輝幸 日本雪工学会 １００－０００３
千代田区一ツ橋１丁目１番１号パレスサイドビル株式会社毎日学術フォーラ
ム内

第九十回指定

漆工史 漆工史学会 漆工史学会 １００－０００３
千代田区一ツ橋１丁目１番１号パレスサイドビル９Ｆ

Revue japonaise de
didactique du français

日本フランス語教育学会 日本フランス語教育学会 １５０－００１３
渋谷区恵比寿３丁目９番２５号日仏会館５０５

信州公衆衛生雑誌 野見山　哲生 信州公衆衛生学会 ３９０－８６２１
松本市旭３丁目１番１号信州大学医学部衛生学公衆衛生学講座気付

CYTOLOGIA 公益財団法人日本メンデ
ル協会

公益財団法人日本メンデ
ル協会

１１３－００３３
文京区本郷２丁目２７番２号東真ビル内



題号 発行人名 団体名 団体の所在地

The Japanese Journal of
Orthodontists

一般社団法人日本矯正歯
科協会

一般社団法人日本矯正歯
科協会

１０５－０００４
港区新橋６丁目７番９号新橋アイランドビル３階公益総研内

第九十一回指定

高齢者虐待防止研究 高崎　絹子 日本高齢者虐待防止学会 １６２－０８２５
東京都新宿区神楽坂４丁目１番地１オザワビル２F

語研ジャーナル 新里　眞男 財団法人語学教育研究所 １１３－００３３
文京区本郷１丁目３５番２８号９０１号室

ことばの科学研究 ことばの科学会事務局 ことばの科学会 ６０５－８５０１
京都市東山区今熊野北日吉町３５番地京都女子大学文学部外国語準学科
野村研究室内

市大日本史 大阪市立大学日本史学会 大阪市立大学日本史学会 ５５８－８５８５
大阪市住吉区杉本３丁目３番１３８号大阪公立大学大学院文学研究科気付

認知症ケア事例ジャーナ
ル

一般社団法人日本認知症
ケア学会

一般社団法人日本認知症
ケア学会

１６２－０８２５
東京都新宿区神楽坂４丁目１番地１オザワビル２F

茨城史林 茨城地方史研究会 茨城地方史研究会 ３１０－００５３
水戸市末広町１丁目５番３９号久信田喜一方

千葉県産科婦人科医学
会雑誌

一般社団法人千葉県産科
婦人科医学会

一般社団法人千葉県産科
婦人科医学会

２６０－００２６
千葉市中央区千葉港４番１号千葉県医師会館内

JNET（脳神経血管内治
療）

特定非営利活動法人日本
脳神経血管内治療学会

特定非営利活動法人日本
脳神経血管内治療学会

１０２－００７４
千代田区九段南２丁目１番３０号イタリア文化会館ビル８F株式会社メディカ
ルトリビューン内

第九十二回指定

伊那民俗研究 柳田國男記念伊那民俗学
研究所

柳田國男記念伊那民俗学
研究所

３９５－００３４
飯田市追手町２丁目６５５番地

解釈 解釈学会 解釈学会 ２４８－００１７
鎌倉市佐助１丁目１８番２１号銀の鈴社内

国際行動学研究 国際行動学会 国際行動学会 ２２３－８５２１
横浜市港北区日吉４丁目１番

薬剤疫学 一般社団法人日本薬剤疫
学会

一般社団法人日本薬剤疫
学会

１１３－００３２
文京区弥生２丁目４番１６号学会センタービル５階

建築史学 建築史学会 建築史学会 １１３－８６５６
文京区本郷７丁目３番１号東京大学工学部建築学科建築史研究室気付

第九十三回指定

ＪＥＳ Journal 小学校英語教育学会 小学校英語教育学会 ９８０－０８４５
仙台市青葉区荒巻字青葉１４９番地宮城教育大学鈴木渉研究室内

初年次教育学会誌 初年次教育学会 初年次教育学会 １６２－０８０１
新宿区山吹町３５８番地５株式会社国際文献社内

International Journal of
SPORTS DENTISTRY

日本スポーツ歯科医学会 日本スポーツ歯科医学会 １７０－０００３
豊島区駒込１丁目４３番９号駒込ＴＳビル４階一般財団法人口腔保健協会内

第九十四回指定

選挙研究 竹中　佳彦 日本選挙学会 １６９－８０５０
新宿区西早稲田１丁目６番地１号早稲田大学社会科学総合学術院遠藤晶
久研究室気付



題号 発行人名 団体名 団体の所在地

第九十五回指定

スポーツ心理学研究 日本スポーツ心理学会 日本スポーツ心理学会 ６５４－００４４
神戸市須磨区稲葉町７丁目２番１７号株式会社サコム内

西日本臨床小児口腔外
科学会雑誌

木村　光孝 西日本臨床小児口腔外科
学会

８０３－０８６２
北九州市小倉北区今町２丁目１２番１３号

科学と工業 一般社団法人大阪工研協
会

一般社団法人大阪工研協
会

５３６－８５５３
大阪市城東区森之宮１丁目６番５０号地方独立行政法人大阪産業技術研究
所内

RADIOISOTOPES 公益社団法人日本アイソ
トープ協会

公益社団法人日本アイソ
トープ協会

１１３－８９４１
文京区本駒込２丁目２８番４５号

第九十六回指定

英文学研究　支部統合号 一般財団法人日本英文学
会

一般財団法人日本英文学
会

１６２－０８２５
新宿区神楽坂１丁目２番研究社英語センタービル

ALGAL RESOURCES 日本応用藻類学会 日本応用藻類学会 ９８２－０２１５
仙台市太白区旗立２丁目２番１号宮城大学食産業学群食資源開発学類

第九十七回指定

智山学報 智山勧学会 智山勧学会 １０５－０００２
港区愛宕１丁目３番８号

第九十八回指定

題号 発行人名 団体名 団体の所在地〒
団体の所在地

第九十九回指定

動物遺伝育種研究 西堀　正英 日本動物遺伝育種学会 ３０５－０９０１
つくば市池の台２国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構畜産
研究部門内

第百回指定

中国語教育 氷野　善寛 中国語教育学会 １６１－８５３９
新宿区中落合４丁目３１番１号目白大学外国語学部中国語学科氷野善寛研
究室内

第百一回指定

同時代史研究 同時代史学会 同時代史学会 １０１－８３７５
千代田区神田三崎町２丁目３番１号日本大学法学部９６０３研究室原山浩
介気付



題号 発行人名 団体名 団体の所在地

第百二回指定

形の科学会誌 山口　喜博 形の科学会 ２９０－００７３
市原市国分寺台中央２丁目４番１４号

第百三回指定

心理学の諸領域 北陸心理学会 北陸心理学会 ９２０－１１９２
金沢市角間町金沢大学人間社会学域人文学類心理学研究室内

第百四回指定

三田國文 三田國文の会 三田國文の会 １０８－８３４５
港区三田２丁目１５番４５号慶應義塾大学国文学研究室内

第百五回指定

題号 発行人名 団体名 団体の所在地〒
団体の所在地

第百六回指定

運動とスポーツの科学 鈴川　一宏 一般社団法人日本運動・
スポーツ科学学会

１５８－８５０８
世田谷区深沢７丁目１番１号日本体育大学内

第百七回指定

混相流 高木　周 日本混相流学会 ５５４－００２２
大阪市此花区春日出中２丁目１４番９号株式会社学術出版印刷

地方教育史研究 全国地方教育史学会 全国地方教育史学会 １１２－８６０６
文京区白山５丁目２８番２０号東洋大学文学部教育学科須田将司研究室内

第百八回指定

日本経済思想史研究 日本経済思想史学会 日本経済思想史学会 １９２－０３５２
八王子市大塚３５９番地帝京大学経済学部宮田純研究室内

観光学評論 観光学術学会 観光学術学会 ５４５－００２１
大阪市阿倍野区阪南町１丁目５０番３号

日中言語対照研究論集 日中対照言語学会 日中対照言語学会 ６１５－８５５８
京都市右京区西院笠目町６京都外国語大学

第百九回指定

学校教育実践ジャーナル 日本学校教育実践学会 日本学校教育実践学会 ０７０－８６２１
旭川市北門町９丁目



題号 発行人名 団体名 団体の所在地

第百十回指定

戦争と医学 戦争と医学医療研究会 戦争と医学医療研究会 ５５５－００２４
大阪市西淀川区野里２丁目２０番１２号メゾンレオ野里淀川勤労者厚生協会
気付

日本機械学会誌 一般社団法人日本機械学
会

一般社団法人日本機械学
会

１６２－０８１４
新宿区新小川町４番１号ＫＤＸ飯田橋スクエア２階

第百十一回指定

家畜感染症学会誌 家畜感染症学会 家畜感染症学会 ０６９－８５０１
江別市文京台緑町５８２番地酪農学園大学農食環境学群循環農学類畜産
衛生学研究室内

円満かつ円滑に 一般社団法人日本相続学
会

一般社団法人日本相続学
会

１０１－００２１
千代田区外神田６丁目９番６号平川会計パートナーズ内


