
平成30年 農学部 購読和雑誌一覧

No. タイトル ISSN
刊行
頻度

出版社

1 アジア経済 00022942 季刊 アジア経済研究所
2 アフリカ = Africa 02880423 季刊 アフリカ協会
3 園芸学研究 13472658 季刊 養賢堂
4 海洋と生物 02854376 隔月 生物研究社
5 化学工業 04512014 月刊 化学工業社
6 環境社会学研究 － 年刊 環境社会学会
7 魚類学雜誌 00215090 年2 日本魚類学会
8 月刊海洋 09162011 月刊 海洋出版
9 現代林業 03862321 月刊 全国林業改良普及協会

10 国際開発ジャーナル 09119345 月刊 国際開発ジャーナル
11 細胞 = The cell 13467557 月刊 ニュー・サイエンス社
12 植物防疫 00374091 月刊 日本植物防疫協会
13 生物工学会誌 09193758 月刊 日本生物工学会
14 日本栄養・食糧学会誌 02873516 隔月 日本栄養食糧学会
15 日本応用動物昆虫学会誌 00214914 季刊 日本応用動物昆虫学会
16 日本菌学会会報 00290289 年2 日本菌学会
17 日本菌学会ニュースレター － 季刊 日本菌学会
18 日本生態学会誌 00215007 年3 日本生態学会
19 日本土壌肥料学雜誌 00290610 隔月 日本土壌肥料学会
20 New food industry 05470277 月刊 食品資材研究会
21 農業および園芸. -- 養賢堂,1965. 03695247 月刊 養賢堂
22 農業経営研究 03888541 季刊 農林統計協会
23 農業と経済 00290912 月刊 冨民協会出版部
24 農耕と園芸 13458833 月刊 誠文堂新光社
25 農村計画学会誌 09129731 季刊 農村計画学会
26 JATAFFジャーナル 21874948 月刊 農林水産・食品産業技術振興協会
27 農林水産統計月報 00291757 月刊 農林省統計調査部 : 農林統計協会
28 養殖ビジネス = Aqua culture business 00440671 月刊 緑書房
29 用水と廃水 05135907 月刊 産業用水調査会
30 林業経済 03888614 月刊 林業経済研究所
31 冷凍 00343714 月刊 日本冷凍空調学会
32 村落社会研究ジャーナル 18824560 年2 農村漁村文化協会
33 明日の食品産業 03855864 年10 食品産業センター
34 オレオサイエンス 13458949 月刊 日本油化学会
35 化学と工業 00227684 月刊 日本化学会
36 化学と生物 0453073X 月刊 日本農芸化学会
37 果実日本 09138242 月刊 日本園芸農業協同組合連合会
38 環境情報科学 03896633 季刊 環境情報科学センター
39 関西病虫害研究会報 03871002 年刊 関西病虫害研究会
40 作物研究 1882885X 年刊 近畿作物・育種研究会
41 雑草研究 0372798X 季刊 日本雑草学会
42 食品衛生学雑誌 00156426 隔月 日本食品衛生学会
43 植物の生長調節 13465406 年2 植物化学調節学会
44 水産増殖 03714217 季刊 日本水産増殖学会
45 生化学 00371017 月刊 日本生化学会
46 日経バイオテク 02854600 月2 日経マグロウヒル
47 日本家政学会誌 09135227 月刊 日本家政学会
48 日本公衆衛生雑誌 05461766 月刊 日本公衆衛生学会
49 日本食品科学工学会誌 1341027X 月刊 日本食品科学工学会
50 日本水産学会誌 00215392 隔月 日本水産学会
51 日本接着学会誌 09164812 月刊 日本接着学会
52 日本草地学会誌 04475933 季刊 日本草地学会
53 日本畜産学会報 1346907X 季刊 日本畜産学会
54 日本調理科学会誌 13411535 隔月 日本調理科学会
55 熱帯農業研究 18828434 年2 日本熱帯農業学会
56 バイオサイエンスとインダストリー 09148981 月刊 バイオインダストリー協会
57 ビタミン 0006386X 月刊 日本ビタミン学会
58 ぶんせき 03862178 月刊 日本分析化学会
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59 分析化学 = Japan analyst 05251931 月刊 日本分析化学会
60 ペドロジスト 00314064 年2 日本ペドロジー学会
61 木材工業 = Wood industry 00268917 月刊 日本木材加工技術協会
62 アクアネット 月刊 湊文社
63 遺伝 隔月 裳華房
64 栄養と料理 月刊 女子栄養大学出版部
65 栄養学雑誌 隔月 第一出版
66 化学 月刊 化学同人
67 科学 月刊 岩波書店
68 季刊地域 : ゆるがぬ暮らし 季刊 農山漁村文化協会
69 教職課程 月刊 協同出版
70 経済セミナー : the keizai seminar 隔月 日本評論社
71 月刊フードケミカル 月刊 食品化学新聞社
72 月刊むし 月刊 むし社
73 現代化学 = Chemistry today 月刊 東京化学同人
74 昆虫と自然 月刊 ニューサイエンス社
75 実験医学 月刊 羊土社
76 生物科学 季刊 農山漁村文化協会
77 日経サイエンス 月刊 日経サイエンス社
78 日本醸造協会誌 月刊 日本醸造協会
79 Newton = ニュートン 月刊 教育社
80 農業経済研究 季刊 岩波書店
81 バイオインダストリー － 月刊 シーエムシー出版

82 Aera = アエラ 週刊 朝日新聞社
83 An an 週刊 マガジンハウス
84 Be-pal 月刊 小学館
85 Birder 月刊 文一総合出版
86 CDジャーナル 月刊 音楽出版社
87 CYCLE SPORTS 月刊 八重洲出版
88 Days Japan. 月刊 デイズジャパン
89 Men's non・no = メンズノンノ 月刊 集英社
90 National geographic 日本版 月刊 日経ナショナルジオグラフィック社
91 NHK趣味の園芸 月刊 日本放送協会
92 NHK趣味の園芸　野菜の時間 月刊 日本放送協会
93 Nonno : ノンノ 月刊 集英社
94 Number : sports graphic 隔週刊 文藝春秋
95 Savvy = 月刊サヴィ 月刊 京阪神エルマガジン社
96 The english journal. 月刊 アルク
97 うかたま : 季刊 : ukatama 季刊 農山漁村文化協会
98 カジカジ 月刊 交通タイムス社
99 きょうの料理ビギナーズ 月刊 日本放送出版協会

100 サンデー毎日 週刊 毎日新聞社
101 食と健康 月刊 日本食品衛生協会
102 つり人 月刊 つり人社
103 ニューズウィーク. 日本版 週刊 ティビーエス・ブリタニカ
104 関西ウォーカー 月２ 角川書店
105 月刊アクアライフ 月刊 マリン企画
106 月刊モノクロ. 月刊 晋遊舎
107 日経PC21 : 日経ピーシー21 月刊 日経BP社
※この他他大学・研究機関等より寄贈された雑誌については、農学部図書館地下書庫に配架しています。

現代農業、日経ウーマン

MUSICA、関西の釣り(休刊)、デジキャパ(休刊)

ブラウジング雑誌コーナー

購読中止となった雑誌

電子体に移行した雑誌


