
タイトル 発行頻度 出版者 所在 備考

アジア経済 季刊
日本貿易振興機構アジア
経済研究所研究支援部

公開

運輸と経済 運輸調査局 公開
エコノミスト 週刊 毎日新聞社 公開
ＮＢＬ＝エヌ・ビー・エル 月2回 商事法務 公開

エルダー
高齢・障害・求職者雇用
支援機構

公開

E + B = Entertainment
Business

季刊 綜合ユニコム 公開

海外事情 隔月刊 拓殖大学海外事情研究 公開
會計 月刊 森山書店 公開

外国の立法．　月刊版
国立国会図書館調査及び
立法考査局

公開

会社四季報 季刊 東洋経済新報社 公開 館内利用のみ
会社四季報．　未上場会社版 年2回 東洋経済新報社 公開 館内利用のみ

家庭裁判月報 法曹会 公開
館内利用のみ
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をもって休刊

家庭の法と裁判 隔月刊 日本加除出版 公開 館内利用のみ
企業会計 月刊 中央経済社 公開
金融経済統計月報 月刊 日本銀行調査統計局 公開
金融・商事判例 月2回 経済法令研究会 公開
Ｋｅｉ　＝　経 ダイヤモンド社 公開
経営研究 季刊 大阪府立大学経営学会 公開
経済 月刊 新日本出版社 公開
経済セミナー 隔月刊 日本評論社 公開
月刊コンビニ 月刊 アール・アイ・シー 公開
月報司法書士 日本司法書士会連合会 公開
交通事故民事裁判例集 月刊 ぎょうせい 公開 館内利用のみ
交通と統計 交通統計研究所 公開
広報 日本広報協会 公開
広報会議 月刊 宣伝会議 公開

コロンブス 月刊
東方通信社
ティー・エー・シー企画（発

公開

最高裁判所判例集（最高裁判
所刑事判例集，最高裁裁判所
民事判例集）

月刊 最高裁判所判例調査会 公開 館内利用のみ

財政金融統計月報 月刊 佐伯印刷 公開
ＺＡＩＴＥＮ　＝　ざいてん 月刊 財界展望新社 公開
JAA 日本アドバタイザーズ協 公開
事業構想 月刊 事業構想大学院大学出 公開
社会運動 季刊 市民セクター政策機構 公開
社会経済史学 季刊 社会経済史学会 公開
Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　ｆｉｎａｎｃｉａｌ　ｐｌａｎ
ｎｉｎｇ　＝　日本版ＦＰジャーナ
ル

日本ファイナンシャル・プ
ランナーズ協会

公開

週刊ダイヤモンド 週刊 ダイヤモンド社 公開
週刊東洋経済 週刊 東洋経済新報社 公開
自由と正義　＝　Ｌｉｂｅｒｔｙ　＆
ｊｕｓｔｉｃｅ

日本弁護士連合会 公開

ジュリスト　＝　Ｊｕｒｉｓｔ 月刊 有斐閣 公開 館内利用のみ
別冊ジュリスト 有斐閣 公開 館内利用のみ
酒類食品統計月報 月刊 日刊経済通信社 公開
商業界 商業界 公開
商工金融 商工総合研究所 公開
食品商業 月刊 商業界 公開
税経通信 月刊 税務経理協会 公開
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宣伝会議 月刊 宣伝会議 公開

専門店
協同組合連合会日本専
門店会連盟

公開

組織科学 季刊 白桃書房 公開
地域開発 月刊 日本地域開発センター 公開
地域づくり 地域活性化センター 公開
中東研究　＝　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ
ｍｉｄｄｌｅ　ｅａｓｔｅｒｎ　ｓｔｕｄｉｅｓ

不定期刊 中東調査会 公開

統計 月刊 日本統計協会 公開
時の法令 月2回 朝陽会 公開
ＴＲＡＶＥＬ ＪＯＵＲＮＡＬ　＝　ト
ラベルジャーナル

週刊 トラベルジャーナル 公開

日経グローカル　＝　Ｎｉｋｋｅｉ
ｇｌｏｃａｌ

月2回
日本経済新聞社産業地
域研究所

公開

日経X trend 月刊 日経ＢＰ社 公開
日経ビジネス 週刊 日経ＢＰ社 公開

日本銀行政策委員会月報 日本銀行 公開

日本食糧新聞．　臨時増刊 日本食糧新聞社 公開

Newsweek　＝　ニューズ
ウィーク日本版

週刊 阪急コミュニケーションズ 公開

ＮＥＷ　ＭＥＤＩＡ　＝　ニューメ
ディア

月刊 ニューメディア 公開

Ｈａｒｖａｒｄ　ｂｕｓｉｎｅｓｓ　ｒｅｖｉｅｗ
＝　Ｄｉａｍｏｎｄハーバード・ビ
ジネス・レビュー．　日本版

月刊 ダイヤモンド社 公開

判例時報 旬刊 判例時報社 公開 館内利用のみ
判例タイムズ 月刊 判例タイムズ社 公開 館内利用のみ
別冊判例タイムズ 判例タイムズ社 公開 館内利用のみ
ファイナンス 財務省 公開
ブレーン　＝　Ｂｒａｉｎ 月刊 宣伝会議 公開
ベンチャー通信　＝　Ｖｅｎｔｕｒｅ
ｔｓｕｓｈｉｎ

イシン 公開

貿易と関税 月刊 日本関税協会 公開
法学協会雑誌 月刊 有斐閣 公開
法学教室 月刊 有斐閣 公開
法学研究 慶應義塾大学法学研究 公開
法学セミナー 月刊 日本評論社 公開
別冊法学セミナー 日本評論社 公開
法曹 法曹会 公開
放送レポート 隔月刊 大月書店 公開
法律時報 月刊 日本評論社 公開 館内利用のみ
法律時報．　別冊　私法判例リ
マークス

年2回 日本評論社 公開 館内利用のみ

法律のひろば 月刊 ぎょうせい 公開
法令解説資料総覧 月刊 第一法規 公開 館内利用のみ
法令全書 月刊 国立印刷局 公開 館内利用のみ

Hoteres 週刊ホテルレストラン 週刊 オータパブリケイションズ 公開

ＨＯＴＥＬ　ＲＥＶＩＥＷ　＝　ホテ
ルレビュー

日本ホテル協会 公開

マ 民商法雑誌 月刊 有斐閣 公開
りそなーれ りそな総合研究所 公開
リベラルタイム リベラルタイム出版社 公開
流通とシステム 年2回 流通システム開発セン 公開
レジャー産業資料 月刊 綜合ユニコム 公開
労政時報 月2回 労務行政 公開
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労働の科学 月刊 労働科学研究所 公開
季刊労働法 季刊 労働開発研究会 公開
労働判例 月2回 産労総合研究所 公開 館内利用のみ
論究ジュリスト 季刊 有斐閣 公開 館内利用のみ

ラ


