
本誌閲覧は配架場所をご確認ください。

配架場所：おばせキャンパスは(O)，小倉キャンパスは(K)で標記しています。

No タイトル 出版社 出版社URL

1 BRUTUS マガジンハウス O http://magazineworld.jp/

2 ViVi 講談社 O http://www.kodansha.co.jp/

3 サンデー毎日 毎日新聞出版 O https://mainichibooks.com/

4 シティ情報ふくおか シティ情報ふくおか O K http://www.fukuoka-navi.jp/

5 Number 文芸春秋 O http://www.bunshun.co.jp/

6 ゴルフダイジェスト ゴルフダイジェスト社 O http://www.golfdigest.co.jp/digest/

7 弓道 全日本弓道連盟 O http://kyudo.jp/

8 週刊ベースボール ベースボールマガジン社 O http://www.bbm-japan.com/

9 MOTOR MAGAZINE モーターマガジン社 O http://www.motormagazine.co.jp/

10 オートバイ モーターマガジン社 O http://www.motormagazine.co.jp/

11 テニスマガジン ベースボールマガジン社 O http://www.bbm-japan.com/

12 発明 発明推進協会 O http://www.jiii.or.jp/chizaiyorozuya/index.html

13 大学の図書館 大学図書館研究会 O http://www.daitoken.com/

14 現代の図書館／図書館雑誌 日本図書館協会 O http://www.jla.or.jp/

15 中等教育資料 学事出版 O K https://www.gakuji.co.jp/

16 教育 旬報社 O https://www.junposha.com/

17 教員養成セミナー 時事通信出版局 O K http://book.jiji.com/

18 教職課程 協同出版 O http://www.kyodo-s.jp/

19 教職研修 教育開発研究所 O http://www.kyouiku-kaihatu.co.jp/

20 九州経済調査月報 財団法人九州経済調査協会 O http://www.kerc.or.jp/

21 日経ビジネス 日経BP社 O K https://www.nikkeibp.co.jp/

22 英語教育 大修館書店 O http://www.taishukan.co.jp/

23 English Journal アルク O K http://www.alc.co.jp/

24 数学セミナー 日本評論社 O http://www.nippyo.co.jp/

25 科学 岩波書店 O http://www.iwanami.co.jp/

26 Newton ニュートンプレス O http://www.newtonpress.co.jp/

27 日経サイエンス 日経サイエンス社 O http://www.nikkei-science.com/

28 現代数学 現代数学社 O http://www.gensu.co.jp/

29 数学 日本数学会 O http://mathsoc.jp/

30 数理科学 サイエンス社 O http://www.saiensu.co.jp/

31 溶接技術 産報出版株式会社 O http://www.sanpo-pub.co.jp/

32 設計工学 日本設計工学会 O http://www.jsde.or.jp/japanese/index.html

33 材料 日本材料学会 O http://www.jsms.jp/

34 日本航空宇宙学会誌／論文集 日本航空宇宙学会 O http://www.jsass.or.jp/web/index.php

35 プレス技術 日刊工業新聞社 O http://www.nikkan.co.jp/

36 機械技術 日刊工業新聞社 O http://www.nikkan.co.jp/

37 機械の研究 養賢堂 O https://www.yokendo.com/

38 機械設計 日刊工業新聞社 O http://www.nikkan.co.jp/

39 機械と工具 日本工業出版 O http://www.nikko-pb.co.jp/

40 日本機械学会誌 日本機械学会 O http://www.jsme.or.jp/

41 ロボット 日本ロボット工業会 O http://www.jara.jp/

42 電子情報通信学会誌 電子情報通信学会 O http://www.ieice.org/jpn/index.html

43 インターフェース CQ出版社 O http://www.cqpub.co.jp/

44 日経エレクトロニクス 日経BP社 O https://www.nikkeibp.co.jp/

45 トランジスタ技術 CQ出版社 O http://www.cqpub.co.jp/

46 日経ものづくり 日経BP社 O https://www.nikkeibp.co.jp/
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47 日経Automotive 日経BP社 O https://www.nikkeibp.co.jp/

48 新電気 オーム社 O http://www.ohmsha.co.jp/

49 電気と工事 オーム社 O http://www.ohmsha.co.jp/

50 型技術 日刊工業新聞社 O http://www.nikkan.co.jp/

51 土木技術 土木技術社 O http://www.rikohtosho.co.jp/

52 ダム日本 日本ダム協会 O http://damnet.or.jp/

53 土木学会誌／論文集 土木学会 O https://www.jsce.or.jp/

54 土木技術資料 土木研究センター O http://www.pwrc.or.jp/

55 道路 日本道路協会 O http://www.road.or.jp/

56 下水道協会誌 日本下水道協会 O http://www.jswa.jp/

57 河川 日本河川協会 O http://www.japanriver.or.jp/

58 砂防と治水 全国治水砂防協会 O http://www.sabo.or.jp/

59 セメント・コンクリート セメント協会 O http://www.jcassoc.or.jp/

60 高速道路と自動車 高速道路調査会 O http://www.express-highway.or.jp/

61 都市計画 日本都市計画学会 O http://www.cpij.or.jp/

62 A+U エー・アンド・ユー K http://www.japan-architect.co.jp/jp/

63 CASABELLA JAPAN
アーキテクツ・スタジオ・
ジャパン

K http://www.asj-net.com/

64 ディテール 彰国社 K http://www.shokokusha.co.jp/

65 GA JAPAN A.D.A.EDITA Tokyo K http://www.ga-ada.co.jp/

66 建築知識 エクスナレッジ K http://www.xknowledge.co.jp/

67 建築技術 建築技術 K http://www.k-gijutsu.co.jp/

68 建築ジャーナル 建築ジャーナル K http://www.kj-web.or.jp/

69 建築雑誌 日本建築学会 K http://www.aij.or.jp/

70 日経アーキテクチュア 日経BP社 K https://www.nikkeibp.co.jp/

71 新建築 新建築社 K http://www.japan-architect.co.jp/jp/

72 新建築住宅特集 新建築社 K http://www.japan-architect.co.jp/jp/

73 住宅建築 建築資料研究社 K http://www.ksknet.co.jp/

74 Casa BRUTUS マガジンハウス K http://magazineworld.jp/

75 都市問題
後藤・安田記念東京都市
研究所

K http://www.timr.or.jp/

76 商店建築 商店建築社 K http://www.shotenkenchiku.com/

77 CG World ボーンデジタル K https://www.borndigital.co.jp/

78 illustration 玄光社 K http://www.genkosha.co.jp/

79 コマーシャルフォト 玄光社 K http://www.genkosha.co.jp/

80 美術手帖 美術出版社 K https://bijutsu.press/

81 アイデア 誠文堂新光社 K http://www.seibundo-shinkosha.net/

82 芸術新潮 新潮社 K http://www.shinchosha.co.jp/

83 AXIS アクシス K http://www.axisinc.co.jp/

84 Web Designing マイナビ出版 K https://book.mynavi.jp/

85 日経デザイン 日経BP社 K https://www.nikkeibp.co.jp/

86 ブレーン 宣伝会議 K http://www.sendenkaigi.com/

87 サウンド＆レコーディングマガジン リットーミュージック K http://www.rittor-music.co.jp/

88 ku:nel 株式会社マガジンハウス K http://magazineworld.jp/

89 ハーバードビジネスレビュー ダイヤモンド社 K http://www.dhbr.net/

90 装苑 文化出版局 K http://soen.tokyo/

91 現代思想 青土社 K
http://www.seidosha.co.jp/book/index.php?cat_id=1
1

92 季刊JPL
ワールドライティング・フェ
ア

K https://www.fujisan.co.jp/product/1281683430/

93 MacFan マイナビ出版 K https://book.mynavi.jp/

94 宣伝会議 宣伝会議 K https://www.sendenkaigi.com/books/sendenkaigi/

95 Software Design 技術評論社 K http://gihyo.jp/magazine/SD
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96 Pen CCCメディアハウス K https://www.pen-online.jp/

97 オレンジページ オレンジページ K http://www.orangepage.net/

98 With 講談社 K http://www.kodansha.co.jp/

99 朝日新聞 朝日新聞社 O K http://www.asahi.com/

100 毎日新聞 毎日新聞社 O K http://www.mainichi.co.jp/

101 日刊工業新聞 日刊工業新聞社 O http://www.nikkan.co.jp/

102 日本経済新聞 日本経済新聞社 O K http://www.nikkei.com/

103 読売新聞 読売新聞社 O K http://info.yomiuri.co.jp/

104 西日本新聞 西日本新聞社 O k http://www.nishinippon.co.jp/

105 日経流通新聞 日本経済新聞社 k http://www.nikkei.com/
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