
<<大学紀要>>

(大学附属病院も含む)

場所 誌名 発行元 ＩＳＳＮ 所蔵年次 所蔵巻次 注（誌名変遷等） 場所

[あ]

1階紀要 愛知医科大学看護学部紀要 愛知医科大学看護学部 1347-9873 2002-2008 1-5, 7 1階紀要

短大 愛知医科大学附属病院院内看護研究発表会集録
愛知医科大学附属病院看
護部教育委員会

1984-1989 S59-H1 短大

1階紀要 愛知県立看護大学紀要 愛知県立看護大学 1341-9382 1997-2008 3-14
CD-ROM付 　　後：愛知県立大
学看護学部紀要(15-)

1階紀要

短大 1995-2002 1-8 短大

1階紀要 愛知県立看護短期大学雑誌 愛知県立看護短期大学 0389-8377 1970-1971 1-2 1階紀要

短大 1970-1996 1,3,13-28 短大

1階紀要 愛知県立大学看護学部紀要 愛知県立大学看護学部 1884-8869 1997-2008 3-14 前：愛知県立看護大学紀要(-14) 1階紀要

1階紀要 藍野学院紀要 藍野学院 0918-6263 1996-2008 10-22 前：紀要 / 藍野学院(-5) 1階紀要

短大 1992-2003 6-17 短大

1階紀要
藍野学院短期大学地域看護研究集録
→【地域看護研究集録 / 藍野学院短期大学専攻科(地
域看護学専攻)】参照

藍野学院短期大学専攻科
(地域看護学専攻)

1階紀要

1階紀要 Aino journal / Aino Gakuin 藍野学院 1348-480X 2002-2008 1-7 1階紀要

短大 2002-2003 1-2 短大

1階紀要 青森県立保健大学紀要
青森県立保健大学紀要編
集委員会

1345-5524 2000-2003 1-4(1) 後：青森県立保健大学雑誌(5-) 1階紀要

1階紀要 青森県立保健大学雑誌 青森県立保健大学 1349-3272 2004-2009 5-9,  10(1-2)
前：青森県立保健大学紀要（-4）
*CiNiiにて無料公開(5-9(1))

1階紀要

2階開架 青森県立保健大学年報 青森県立保健大学 1346-2865 1999-2006 1-8 2階開架

1階紀要
＊

秋田桂城短期大学紀要 　　　→ 【紀要 / 秋田桂城短
期大学】参照

秋田桂城短期大学 1343-8514
後：研究所報 / 秋田看護福祉大
学地域総合研究所

1階紀要
＊

1階紀要
＊

秋田桂城短期大学地域総合研究所研究所報
→【研究所報/秋田桂城短期大学地域総合研究所】参
照

秋田桂城短期大学地域総
合研究所

1344-431X
後：研究所報 / 秋田看護福祉大
学地域総合研究所(1-)

1階紀要
＊

1階紀要
秋田看護福祉大学地域総合研究所研究所報
→【研究所報 / 秋田看護福祉大学地域総合研究所】

秋田看護福祉大学地域総
合研究所

1881-171X
前：研究所報 / 秋田桂城短期大
学地域総合研究所
前：紀要 / 秋田桂城短期大学

1階紀要

2階開架
参照
秋田県立大学総合科学研究彙報

秋田県立大学総合科学教
育研究センター

1345-434X 2004,2006 5,7 2階開架

1階紀要 秋田大学医学部保健学科紀要 秋田大学医学部保健学科 1347-8664 2003-2009 11-16, 17(1)

前：秋田大学医療技術短期大学
部紀要(-10)　 *大学HPにて全文
公開
後：秋田大学大学院医学系研究

1階紀要

1階紀要 秋田大学医療技術短期大学部紀要
秋田大学医療技術短期大
学部

0918-7812 1997-2002 5-10
後：「秋田大学医学部保健学科紀
要 」(11-)

1階紀要



短大 1993-2002 1-10 短大

1階紀要 秋田大学大学院医学系研究科保健学専攻紀要
秋田大学大学院医学系研
究科保健学専攻

1884-0167 2009-2010 17(2), 18(1)
前：秋田大学医学部保健学科紀
要 (-17(1))

1階紀要

2階開架
「アジア文化と看護倫理教育」報告書
→【千葉大学21世紀COEプログラム　ワークショップ「ア
ジア文化と看護倫理教育」報告書】参照

千葉大学看護学部 2階開架

1階紀要 旭川医科大学研究フォーラム 旭川医科大学 1346-0102 2000-2010 1-9, 10(1)
7(suppl)も所蔵有

＊ HPにて全文公開(1-8(1))
1階紀要

1階紀要
＊

旭川大学保健福祉学部研究紀要 旭川大学保健福祉学部 1883-7247 2009-2009 1
1階紀要

＊
1階紀要 足利短期大学研究紀要 足利短期大学 0389-3278 1998-2009 18-29 CiNiiにて無料公開(15-28+) 1階紀要

短大 2001-2004 21-24 短大

1階紀要 安全管理教育研究プロジェクト成果報告書
群馬県立県民健康科学大
学

2009-2009 1階紀要

[い]

1階紀要 飯田女子短期大学看護学科年報 飯田女子短期大学 1344-2341 1997-2005 1-8 1階紀要

短大 1997-2002 1-5 短大

1階紀要 飯田女子短期大学紀要 飯田女子短期大学 0912-8573 1997-2009 14-26 1階紀要

短大 1997-2004 14-21 短大

1階紀要 石川看護雑誌 石川県立看護大学 1349-0664 2004-2010 1-2,4-7 大学HPにて無料公開(1-6) 1階紀要

2階開架 石川県立看護大学年報 石川県立看護大学 1346-6976 2004-2008 4-8 2階開架

2階開架
石川県立看護大学附属地域ケア総合センター事業報 石川県立看護大学附属地

2000-2008 1-3, 5-6 2階開架
1階紀要

告書
茨城キリスト教大学看護学部紀要

域ケア総合センター
茨城キリスト教大学看護学

1883-9525 2009-2009 1
1階紀要

＊
1階紀要 茨城県立医療大学紀要

部看護学科
茨城県立医療大学 1342-0038 1997-2010 2-15

＊
1階紀要

閉架書庫
茨城県立医療大学保健医療学部看護学科 卒業研究
論文集
→【卒業研究論文集 / 茨城県立医療大学保健医療学

茨城県立医療大学 閉架書庫

1階紀要 医療看護研究 / 順天堂大学医療看護学部 順天堂大学医療看護学部 1349-8630 2005-2010 1-5, 6(1)
CiNiiにて公開中(1-4)  　　＊1-4
はCiNiiより、5巻以降は浦安キャ

1階紀要

1階紀要
医療・生命と倫理・社会 / 大阪大学大学院医学系研究
科・医の倫理学教室

大阪大学大学院医学系研
究科・医の倫理学教室

1348-303X 2002-2008 1-2,4,7 1階紀要

1階紀要 岩手看護短期大学紀要 岩手看護短期大学 1340-7058 2007-2008 7-8
前：岩手女子看護短期大学紀要
(-6)

1階紀要

1階紀要 岩手県立大学看護学部紀要 岩手県立大学看護学部 1344-9745 1999-2010 1-12 6以降CiNii にて全文公開 1階紀要

短大 1999-2003 1-5 短大

2階開架 岩手県立大学社会福祉学部紀要
岩手県立大学社会福祉学

1344-8528 1999-2010 1-11, 12(1-2) 11巻2号＝通巻19号 2階開架

短大
部

1999-2004 1-6 短大

1階紀要 岩手女子看護短期大学紀要 岩手女子看護短期大学 1340-7058 1996-1998 4-6 後：岩手看護短期大学紀要(7-) 1階紀要



＊ ＊

短大 1993-1998 1-6 短大

2階開架
岩手県立大学健康管理センター : 健康管理センター概
要

岩手県立大学健康管理セ
ンター

2階開架
→【健康管理センター概要 / 岩手県立大学健康管理セ
[う]

1階紀要
宇部フロンティア大学看護学ジャーナル

宇部フロンティア大学人間
1882-9724 2008-2010 1(1), 2(1), 3(1)

1階紀要
＊

2階開架 宇部フロンティア大学人間健康学部看護学科年報
健康学部
宇部フロンティア大学人間

1882-9341 2007-2009 1-3
＊

2階開架

閉架書庫 浦和論叢
健康学部看護学科
浦和短期大学（後：浦和大

0915-132X 1998-2004 19-23,26-33
30号より発行元名が浦和大学短

閉架書庫
学短期大学部） 期大学部に変更

[え]

1階紀要 愛媛県立医療技術短期大学紀要
愛媛県立医療技術短期大

0915-3012 1996-2003 9-16 1階紀要

短大
学

1988-2003 1-16 短大

1階紀要
＊

愛媛県立医療技術短期大学看護研究集録
愛媛県立医療技術短期大
学第1看護学科・第2看護学
科

2005-2005 H17
1階紀要

＊

短大 2004-2004 H16 短大

2階開架 愛媛県立医療技術短期大学研究活動目録
愛媛県立医療技術短期大

1999-2006 H11-15, H18 2階開架

1階紀要 愛媛県立医療技術大学紀要
学
愛媛県立医療技術大学 1880-5477 2004-2008 1-4, 5(1) 1巻のみISSN：0915-3012の表示 1階紀要

[お]

1階紀要
＊

大分看護科学研究 大分県立看護科学大学 1345-6644 1999-2002 1-3
大学HPにて無料公開(1-5(2)) ,
6巻以降は継続後誌「看護科学研
究」として無料公開(6-7(2))

1階紀要
＊

1階紀要
＊

多くの職種が参加する医療者教育
東京慈恵会医科大学教育
センター

2009-2009 H17
別題： 平成17年度特色GP「多く
の職種が参加する医療者教育」

1階紀要
＊

1階紀要 大阪医科大学附属看護専門学校紀要
大阪医科大学附属看護専

1340-9859 1997-2009
成果報告書 ; 平成17年度特色あ

4-16 1階紀要
1階紀要

大阪河﨑リハビリテーション大学紀要
門学校
大阪河﨑リハビリテーション

1881-509X 2007-2010 1-3(2), 4
1階紀要

＊
閉架書庫 大阪教育大学保健管理センター年報

大学
大阪教育大学保健管理セ

2003-2003
＊

閉架書庫

閉架書庫
大阪芸術大学紀要 ： 芸術　　        　　　→【芸術 ： 大

ンター
大阪芸術大学 0389-1224 閉架書庫

閉架書庫
阪芸術大学紀要】参照
大阪市立大学学術情報総合センター紀要

大阪市立大学学術情報総
1345-4145 2000-2006 1-2,4-8 閉架書庫

閉架書庫 大阪市立大学学術情報総合センター事業年報
合センター
大阪市立大学学術情報総

2002-2007 13, 15-18 閉架書庫

1階紀要 大阪市立大学看護学雑誌

合センター
大阪市立大学医学部看護

1349-953X 2005-2008 1-4
前：大阪市立大学看護短期大学

1階紀要

1階紀要 大阪市立大学看護短期大学部紀要

学科
大阪市立大学看護短期大

1344-7688 1999-2004 1-3,5-6

部紀要

後：大阪市立大学看護学雑誌 1階紀要

短大
学部

1999-2002 1-4 短大
1階紀要

大阪総合保育大学紀要 大阪総合保育大学 1881-6916 2006-2008 1-3
1階紀要



WEB有り

2階開架 大阪体育大学紀要 大阪体育大学 0289-1190 2000-2010 31-38, 40-41 2階開架

2階開架 大阪体育大学健康福祉学部研究紀要 大阪体育大学 1349-3280 2006-2009 3-6 2階開架

短大 大阪大学医学部保健学科放射線技術科学専攻業績集 大阪大学医学部保健学科 1993-1995 1993-95年版 短大

短大
大阪大学医療技術短期大学部研究紀要 自然科学･
医療科学編

大阪大学医療技術短期大
学部

0387-446X 短大

1階紀要

→【研究紀要 自然科学･医療科学篇 / 大阪大学医療

大阪大学看護学雑誌
大阪大学医学部保健学科

1341-3112 1997-2010 3-15, 16(1) 1階紀要

短大

看護学専攻

1995-2004 1-10 短大

2階開架 大阪大学日本学報
大阪大学大学院文学研究

0286-4207 2000-2001 19-20 2階開架

閉架書庫
大阪大学文学部哲学講座 : メタフュシカ
→【メタフュシカ ： 大阪大学文学部哲学講座】参照

科日本学研究室

大阪大学文学部哲学講座 1342-6508 閉架書庫

1階紀要

大阪大学文学部倫理学研究室 / 臨床哲学ニューズレ
ター
→【臨床哲学ニューズレター / 大阪大学文学部倫理学

大阪大学文学部倫理学研
究室

1階紀要

1階紀要
研究室】参照
大阪府立看護大学医療技術短期大学部紀要

大阪府立看護大学医療技
1341-6421 1997-2003 3-9

前：紀要 / 大阪府立看護短期大
1階紀要

短大
術短期大学部

1995-2003
学紀要編集委員会

1-9 短大

1階紀要 大阪府立看護大学看護学部紀要
大阪府立看護大学看護学
部

1341-0989 2004-2005 10(1),11(1)
前：大阪府立看護大学紀要（-9）,
後：大阪府立大学看護学部紀要 1階紀要

短大 2004-2005

(12-)

10(1),11(1) 短大

1階紀要 大阪府立看護大学紀要 大阪府立看護大学 1341-0989 1997-2003 3-9
後：大阪府立看護大学看護学部

1階紀要

短大 1995-2003
紀要（10（1-））

1-9 短大

短大 大阪府立看護短期大学紀要 大阪府立看護短期大学 0285-3574 1979-1979 1
後：紀要 / 大阪府立看護短期大

短大

1階紀要 大阪府立大学看護学部紀要 大阪府立大学看護学部 1880-7844 2006-2010 12-16(1)
学紀要編集委員会(2-)
前：大阪府立看護大学看護学部

1階紀要

2階開架

大阪府立大学総合情報センター / 総合情報センター
年報 ： 情報
→【情報 ： 総合情報センター年報 / 大阪府立大学総

大阪府立大学総合情報セ
ンター

紀要(9-11)

1341-3082 2階開架

1階紀要

合情報センター広報誌編集委員会】参照
大阪府立大学大学院看護学研究科療養学習支援セン
ター年報
→【療養学習支援センター年報 / 大阪府立大学大学

大阪府立大学大学院看護
学研究科療養学習支援セ 1階紀要

1階紀要

院看護学研究科】参照岡山県立大学・岡山県立大学短期大学部 / 特別研究
報告書
→【特別研究報告書 / 岡山県立大学・岡山県立大学

ンター

岡山県立大学/岡山県立大
学短期大学部

1階紀要

短大

短期大学部】参照

岡山県立大学短期大学部研究紀要 岡山県立大学短期大学部 1340-4687 1999-2004 6-11
前：岡山県立短期大学研究紀要

短大



1階紀要

1階紀要 鹿児島大学医学部保健学科紀要
科 学部紀要(-8)1346-2180 2000-2009 11-19 1階紀要

短大 岡山県立短期大学研究紀要 岡山県立短期大学 0287-1130 1988-1992 32-37
前：研究紀要 / 岡山県立短期大
学(-31)  後：岡山県立大学短期 短大

1階紀要 岡山県立大学保健福祉学部紀要
岡山県立大学保健福祉学

1341-2531 1998-2009
大学部研究紀要

5-16 1階紀要

1階紀要 岡山大学医学部保健学科紀要

部

岡山大学医学部保健学科 1345-0948 1999-2007
10-13, 14(2),
15-17(1)

前：岡山大学医療技術短期大学
部紀要（-9）

1階紀要

短大 1999-2004 10-14,15(1) 短大

1階紀要 岡山大学医療技術短期大学部紀要
岡山大学医療技術短期大

0917-4494 1997-1998 8-9
後：岡山大学医学部保健学科紀

1階紀要

短大
学部

1991-1997
要（10-）

1-7 短大

1階紀要 沖縄県立看護大学紀要 沖縄県立看護大学 1345-5133 2000-2010 1-11 大学HPにて全文無料公開(1-9+) 1階紀要
沖縄県立看護大学研究・研

2004-2004 13-15年度版沖縄県立看護大学共同研究報告書
修委員会

1階紀要

[か]

1階紀要 開学記念シンポジウム報告書 / 古賀節子 [ほか] 編
日本赤十字九州国際看護

2002-2002
＊日時:2001年7月11日 会場:日

1階紀要

1階紀要 香川医科大学看護学雑誌

大学
香川医科大学医学部看護

1342-8926 1997-2004 1-3,5,7-8

本赤十字九州国際看護大学

後：香川大学看護学雑誌（9-） 1階紀要

短大
学科

2002-2004 6-8 短大

1階紀要 香川県立医療短期大学紀要
香川医科大学医学部看護

1345-5257 2000-2003 2-5 後：香川県立保健医療大学紀要 1階紀要
学科

短大

1階紀要 香川県立保健医療大学紀要 香川県立保健医療大学 1349-5720

1999-1999

2004-2008

1

1-5
前：香川県立医療短期大学紀要
後：香川県立保健医療大学雑誌

短大

1階紀要
＊一部CiNiiに掲載

1階紀要

1階紀要

香川県立保健医療大学雑誌

香川大学看護学雑誌

香川県立保健医療大学

香川大学医学部看護学科

1884-1872

1349-8673

2010-2010

2005-2010

1

9-14(1)

前：香川県立保健医療大学紀要

前：香川医科大学看護学雑誌（-

1階紀要

1階紀要
学術研究制度による研究報告 / 神戸市立看護短期大

8）     ＊9巻1号＝通巻10号

短大
学
学生生活実態調査 / 日本赤十字看護大学学生委員

神戸市立看護短期大学 1994-2004 4,5-16 短大

短大

1階紀要
会編
学生生活調査報告書：神戸市看護大学自己点検評価

日本赤十字看護大学

神戸市看護大学学生部

1992-1992

1996-1996

1

10

短大

1階紀要

短大
報告書参考資料 / 神戸市看護大学学生部
学生便覧 / 群馬県立医療短期大学 群馬県立医療短期大学 2000-2000 Ｈ12 短大

1階紀要 学長特別研究費研究報告書 / 新潟県立看護大学 新潟県立看護大学 2004-2006 H15-17
別題：『新潟県立看護大学研究報

1階紀要

1階紀要
鹿児島純心女子大学看護

1342-1468 2003-2009 7-13
告書』
前：鹿児島純心女子大学看護学

1階紀要鹿児島純心女子大学看護栄養学部紀要
栄養学部 部紀要(-6)

短大
鹿児島純心女子大学看護

2003-2004 7-8
後：鹿児島純心女子大学看護栄

短大

1階紀要 鹿児島純心女子大学看護学部紀要
学部

1342-1468 1996-2002 1-6 養学部紀要 (7-)
1階紀要

短大
鹿児島大学医学部保健学

1996-2000 1-6
前：鹿児島大学医療技術短期大

短大



2階開架 環境人間学部業績一覧 / 兵庫県立大学 兵庫県立大学 1880-5434 2005-2008 8-9, 11 2階開架

短大
鹿児島大学医療技術短期

1999-2000 9-10
後：鹿児島大学医学部保健学科

短大

短大

短大

鹿児島大学医療技術短期大学部紀要

仮設住宅における看護活動 ： 看護短大ボランティア活

大学部
0917-4303

神戸市看護大学短期大学

1992-1998 2-8

1999-1999

紀要(9-)
*神戸市看護大学短期大学部学
術研究費助成による研究報告(平

短大

短大
動報告(平成7年度～平成10年度) 部 成8年度～平成10年度)

短大

1階紀要

神奈川県立衛生短期大学紀要

神奈川県立看護教育大学校 看護教育研究集録. 看護
教育学科, （看護教員養成課程）
→【看護教育研究集録. 看護教育学科, 看護教員養成
課程 / 神奈川県立看護教育大学校】参照

神奈川県立衛生短期大学

神奈川県立看護教育大学
校

0388-6042 1968-2003 1-36

1341-8661

後：看護教育研究集録  (教員養
成課程看護教員養成コース)  /
神奈川県立保健福祉大学実践教
育センター（29-）

短大

1階紀要

神奈川県立看護教育大学校紀要  →【紀要 / 神奈川 神奈川県立看護教育大学
1階紀要

県立看護教育大学校】参照 校
0910-4453 1階紀要

1階紀要

1階紀要

神奈川県立保健福祉大学誌

神奈川県立保健福祉大学実践教育センター看護教育
研究集録 教員養成課程　看護教員養成コース
→【看護教育研究集録 (教員養成課程看護教員養成
コース) / 神奈川県立保健福祉大学実践教育センター】

神奈川県立保健福祉大学

神奈川県立保健福祉大学
実践教育センター

1349-4775 2004-2010 1-6, 7(1)

1349-5259

前：看護教育研究集録. 看護教
育学科, 看護教員養成課程 / 神
奈川県立看護教育大学校（-28）
＊ 29,30号のみ表紙のISSN表記

1階紀要

1階紀要

短大

参照

金沢大学医学部保健学科紀要 金沢大学医学部保健学科 1342-7318 1996-2000 20-24

が1341-8661となっている。

前：金沢大学医療技術短期大学
部紀要(-19)　　後：金沢大学つる 短大

短大 金沢大学医療技術短期大学部紀要
金沢大学医療技術短期大

0386-7072 1977-1995 1-10,　12-19

ま保健学会誌(25-)
後：金沢大学医学部保健学科紀

短大

1階紀要 金沢大学つるま保健学会誌

学部

金沢大学医学部保健学科 1346-8502 2004-2009
28(1),　30-32,

要(20-)
前：金沢大学医学部保健学科紀
要(-24)   　　　＊web有り(25- 1階紀要

33(1-2) 32+)

短大 2001-2003 25-27 短大

1階紀要 川崎医療短期大学紀要 川崎医療短期大学 0287-3028 1997-2009 17-29 1階紀要

短大 1983-2004 3-24 短大

1階紀要 川崎市立看護短期大学紀要 川崎市立看護短期大学 1342-1921 1998-2010 3-14, 15(1) 1階紀要

短大

1階別置
川崎市立看護短期大学　高齢者レジスタンス・トレーニ
ング・プログラム

1996-2004 1-9

西端泉（川崎市立看護短期

短大

1階別置
→【高齢者レジスタンス・トレーニング・プログラム】参照

大学）

閉架書庫 川崎市立看護短期大学年報 川崎市立看護短期大学
川崎医科大学附属川崎病

2006-2006 H16 閉架書庫

1階紀要 川崎病院医学ジャーナル
院

1881-025X 2006-2008 1-3 1階紀要



短大 1992-2002 H4,7-9,11-14 短大

1階紀要
看護学教育ワークショップ 報告書 : 看護実践能力の育
成を目指した看護系大学教員のFD : 文部科学省委託 千葉大学 2008-2008 1階紀要
事業 : 平成20年度
看護学生(1年次)の職業意識を中心に / 看護行動研究 名古屋大学教育学部産業

短大
会編 心理学教室・看護行動研究

1988-1988 看護職キャリア発達研究

大学HPにて全文公開(pdf)    *発

短大

1階紀要

1階紀要

看護学統合研究

「看護学におけるPBL・テュートリアル教育」 : FD研修会
報告書 : 日本赤十字武蔵野短期大学平成15年度「特

呉大学看護学部 1346-0692

森美智子(日本赤十字武蔵
野短期大学)

1999-2010

2006-2006

1-10, 11(1-2) 行元名変更：呉大学→広島文化

H15年度

1階紀要

1階紀要

1階紀要

色ある大学教育支援プログラム」事業

看護学科年報 / 飯田女子短期大学
飯田女子短期大学 1344-2341 1階紀要

2階開架

→【飯田女子短期大学看護学科年報】参照

看護研究交流センター年報 / 新潟県立看護大学看護
研究交流センター

新潟県立看護大学看護研
究交流センター

2005-2006 H16-H17
後：看護研究交流センター事業活
動・研究報告書 / 新潟県立看護 2階開架

2階開架
看護研究交流センター事業活動・研究報告書 / 新潟 新潟県立看護大学看護研

2004-2004 2004

大学看護研究交流センター

前：看護研究交流センター年報 /
新潟県立看護大学看護研究交流 2階開架

1階紀要

県立看護大学看護研究交流センター

看護教育研究集録. 看護教育学科, 看護教員養成課程

究交流センター

神奈川県立看護教育大学
1341-8661 1996-2003 21-28

センター
後：看護教育研究集録 (教員養
成課程看護教員養成コース) / 1階紀要

1階紀要

/ 神奈川県立看護教育大学校

看護教育研究集録 (教員養成課程看護教員養成コー
ス) / 神奈川県立保健福祉大学実践教育センター

校

神奈川県立保健福祉大学
実践教育センター

1349-5259 2004-2010 29-35

神奈川県立保健福祉大学実践教
前：看護教育研究集録. 看護教
育学科, 看護教員養成課程 / 神
奈川県立看護教育大学校（-28)
＊29,30号のみ表紙のISSN表記

1階紀要

短大
看護研究集録 / 高知医科大学医学部附属病院看護 高知医科大学医学部附属

1998-2000

が1341-8661

7-8 短大
部教育委員会
看護研究集録 / 浜松医科大学医学部附属病院看護

病院看護部教育委員会
浜松医科大学医学部附属

短大
部 病院看護部

1993-1993 2 短大

短大 看護研究発表会集録 / 兵庫医科大学病院看護部編 兵康医科大学病院看護部 1988-1988 1 短大

1階紀要 看護研究論文集 / 福岡県立看護専門学校 福岡県立看護専門学校 2001-2003 24-26 1階紀要

短大

千葉大学看護学部附属実践研

1983-2002 6-16,18-22,25 短大

2階開架

短大

看護実践研究指導センター年報

看護職キャリア発達研究 / 看護行動研究会編

究指導センター 1996-2008 15, 18, 22-27 平成20年度=27号

名古屋大学教育学部産業
心理学教室・看護行動研究

2階開架

短大

1階紀要

→【各号に標題有。各標題名を参照】

看護職のためのアサーティブ・トレーニングプログラム

会
研究代表者：勝原裕美子
(兵庫県立看護大学看護学 2000-2000

平成11年度兵庫県立大学特別研
1階紀要

の開発に向けて : 試案の作成とパイロットスタディ
部）
神戸大学医学部附属病院

究助成による研究成果報告書

2階開架 看護部活動集録 / 神戸大学医学部附属病院看護部
看護部

2001-2005 H13,15-17 2階開架



を
1階紀要

＊

1階紀要 九州看護福祉大学紀要 九州看護福祉大学 1344-7505 1999-2008 1-10(1) 1階紀要

1階紀要 1階紀要
＊

1階紀要
関西医療大学紀要
関西医療大学長寿・健康総合科学研究センター活動報

関西医療大学 1881-9184
関西医療大学長寿・健康総

2007-2009 1-3 前：関西鍼灸大学紀要
＊

1階紀要
＊

1階紀要
告書 : 共同研究施設活動報告書 合科学研究センター

2008-2008 2
＊

1階紀要
＊

関西看護医療大学紀要 関西看護医療大学 1883-5686 2009-2010 1(1), 2(1)
＊

1階紀要
＊

関西鍼灸大学紀要 関西鍼灸大学 1349-5739 2004-2006 1-3
後：関西医療大学紀要 　　　＊1
巻のみ前誌のISSN：0912-9545

1階紀要
＊

関西福祉大学研究紀要 関西福祉大学 1344-9451 2007-2008 10-11
1階紀要

＊
[き]

3-10, 11(1),
1階紀要 北里看護学誌 北里大学看護学部 0918-8398 1997-2010

12(1)
1階紀要

短大

1階紀要 北里看護研究会集録
北里大学病院看護部 : 北
里大学東病院看護 部 : 北

1992-2001

2007-2008

1-4

7-8
7号は『北里大学看護キャリア開
発・研究センター紀要　第1号』内

短大

1階紀要
里大学看護学部 に掲載 ＊8号は同2号内

別題：研究業績集 ; 北里大学看
短大

1階紀要

北里大学看護学部研究業績集

北里大学看護キャリア開発・研究センター紀要

北里大学看護学部

北里大学看護キャリア開

1989-1989

2007-2008

1

1-2

護学部研究業績集
1号は『北里看護研究会集録 第
7号』との合併号 ＊2号は同8号と

短大

1階紀要
発・研究センター の合併号

2階開架 北里大学研究年報 北里学園 1341-7479 2006-2007 17,18(1) 2階開架

短大 1990-2003 1-14 短大

1階紀要 吉備国際大学保健科学部研究紀要 吉備国際大学 1341-8904 1997-2008 2-13 1階紀要

短大 1997-2004 2-9 短大

1階紀要
1階紀要

岐阜医療科学大学紀要 岐阜医療科学大学 1881-9168 2007-2010 1-4 前：岐阜医療技術短期大学紀要 1階紀要
1階紀要

＊
岐阜医療技術短期大学紀要 岐阜医療技術短期大学 0912-0513 1996-2005 12-21 後：岐阜医療科学大学紀要

＊
短大

岐阜医療技術短期大学 地域看護学実習集録  →【地
1994-2002 10-18

岐阜医療技術短期大学
短大

閉架書庫
域看護学実習集録 / 岐阜医療技術短期大学】参照
岐阜医療技術短期大学 地域看護学研究論文集 　→

専攻科 地域看護学専攻
岐阜医療技術短期大学

閉架書庫

閉架書庫
【地域看護学研究論文集 / 岐阜医療技術短期大学】 専攻科 地域看護学専攻

閉架書庫

1階紀要 岐阜県立看護大学機能看護学講座教育と研究
岐阜県立看護大学機能看
護学講座

1348-4443 2007-2008 5(1), 6(1)

大学HPにて無料公開(4-10(1)),

1階紀要

1階紀要 岐阜県立看護大学紀要 岐阜県立看護大学 1346-2520 2001-2010 1-9, 10(1-2) CiNiiにて全文無料公開(1-10(1))
1階紀要

短大
1階紀要 岐阜大学医療技術短期大

2001-2004 1-4 短大
1階紀要

＊
岐阜大学医療技術短期大学部紀要

学部
1341-2728 1996-2001 3-7

＊
短大 1994-2001 1-7 短大

1階紀要
＊

岐阜薬科大学紀要 岐阜薬科大学 0434-0094 1997-2008 46-57
58号より電子版へ移行 大学HP
にて無料公開(58-)

1階紀要
＊



短大 紀要 / 東京女子医科大学看護短期大学
期大学

0914-3637 1982-1982 4
後：東京女子医科大学看護短期
大学研究紀要(5-)

短大
東京女子医科大学看護短

短大

閉架書庫
九州大学大学院芸術工学研究院紀要 九州大学大学院芸術工学

1999-2004 1-6

1349-0915

短大

閉架書庫
→【芸術工学研究 / 九州芸術工科大学】参照 研究院

1階紀要
＊

九州産業大学健康・スポーツ科学研究
九州産業大学健康･スポー
ツ科学センター

2001-2009 3, 6-11
保健学科HPにて全文掲載(1-8)

1階紀要
＊

1階紀要 九州大学医学部保健学科紀要 九州大学医学部保健学科 1348-2319 2005-2006 6-7 前：九州大学医療技術短期大学
部紀要

1階紀要

短大 2003-2005 1-5 短大

短大 九州大学医療技術短期大学部紀要
九州大学医療技術短期大
学部

0286-2484 1982-2002 9-29
大学HPにて無料公開(1-29)
後：九州大学医学部保健学科紀

短大

短大 九州大学健康科学センター年報 九州大学健康科学センター 1341-0105 1982-1987 5-10 短大

短大 紀要 / 藍野学院 藍野学院 1987-1991 1-5 後：藍野学院紀要(6-) 短大
1階紀要

＊
紀要 / 秋田桂城短期大学 秋田桂城短期大学 1343-8514 1996-1996 1

後：研究所報 / 秋田看護福祉大
学地域総合研究所

1階紀要
＊

短大 1996-2000 1-8 短大

短大 紀要 / 大阪府立看護短期大学紀要編集委員会 大阪府立看護短期大学 0285-3574 1980-1994 2-16
前：大阪府立看護短期大学紀要
(-1）, 後：大阪府立看護大学医療

短大

1階紀要 紀要 / 神奈川県立看護教育大学校
神奈川県立看護教育大学
校

0910-4453 1997-2003 20-26 26号で終刊 1階紀要

短大

紀要 / 京都市立看護短期大学       →【京都市立看護

1978-2003 1-5,7-26 短大

1階紀要
短期大学紀要】参照

京都市立看護短期大学

群馬大学医療技術短期大

0286-1097 CiNiiに全文掲載(30-)

後：群馬大学医療技術短期大学

1階紀要

短大 紀要 / 群馬大学医療技術短期大学部
学部

0389-7540 1980-1983 1,3-4 部紀要(5-)  　　   ＊大学HPにて
無料公開(1-4)

短大

1階紀要 紀要 / 神戸市看護大学短期大学部
神戸市看護大学短期大学
部

1342-8209 2000-2005 19-24
前：紀要 / 神戸市立看護短期大
学(-15)

1階紀要

短大 1997-2005 16-24 短大

1階紀要 紀要 / 神戸市立看護短期大学 神戸市立看護短期大学 0289-6524 1987-1995 5, 10, 11, 14
後：紀要 / 神戸市看護大学短期
大学部(16-)

1階紀要

短大 1982-1996 1-15 短大

短大 紀要 / 埼玉県立衛生短期大学 埼玉県立衛生短期大学 0289-6745 1981-1998 6-23
後：紀要 / 埼玉県立大学短期大
学部

短大

短大

1階紀要

紀要 / 埼玉県立大学短期大学部

紀要 / 聖隷学園浜松衛生短期大学

埼玉県立大学短期大学部

聖隷学園浜松衛生短期大

1345-5036

0388-5666

2000-2004

1998-2001

1-6

21-24

前：紀要 / 埼玉県立衛生短期大
学
前：聖隷学園浜松衛生短期大学
紀要（-6)

短大

1階紀要
学 後：紀要 / 聖隷クリストファー大

学看護短期大学部（25-）

短大 1984-2001 7-24 短大

1階紀要 紀要 / 聖隷クリストファー大学看護短期大学部
聖隷クリストファー大学看護
短期大学部

1348-3900 2002-2004 25-27
前：紀要 / 聖隷学園浜松衛生短
期大学(-24)

1階紀要

短大 2002-2003 25-26 短大



1階紀要 京都大学医療技術短期大学部紀要
学部

0286-7850 1996-2003 16-23 要 : 健康科学 : health science
1階紀要

京都大学医療技術短期大 後：京都大学医学部保健学科紀

1階紀要 紀要 / 名寄市立大学 名寄市立大学 1881-7440 2007-2010 1-4
1巻は「市立名寄短期大学紀要」
40巻と合冊刊行 大学HPにて全

1階紀要

2階開架 紀要 / 奈良文化女子短期大学 奈良文化女子短期大学 0286-2867 1997-1999 28,30 2階開架

短大 1984-2004 15,25-33,35 短大

短大 紀要 / 日本赤十字武蔵野女子短期大学
日本赤十字武蔵野女子短
期大学

0915-9002 1987-1989 1-2
後：日本赤十字武蔵野女子短期
大学紀要(3-)

短大

1階別置 紀要 / 日本赤十字武蔵野短期大学-- CD-ROM版.
日本赤十字武蔵野短期大
学

1347-314X 2000-2007 13-17,19-20
＊CD-ROM版 　別題：日本赤十
字武蔵野短期大学紀要

1階別置

2階開架 紀要 / 日本橋学館大学 日本橋学館大学 1348-0154 2002-2005 1-4 別題：日本橋学館大学紀要 2階開架

1階紀要
紀要 / 福岡県立大学 　　　　→【福岡県立大学紀要】
参照

福岡県立大学 0919-6145
後：福岡県立大学人間社会学部
紀要(12-)

1階紀要

1階紀要
紀要 / 福岡県立大学人間社会学部　　→【福岡県立大
学人間社会学部紀要】参照

福岡県立大学人間社会学
部

1349-0230 前：福岡県立大学紀要(-11) 1階紀要

1階紀要 紀要 / 山梨県立看護大学短期大学部
山梨県立看護大学短期大
学部

1345-2738 1998-2007 4-7,9-10,13(1)
前：山梨県立看護短期大学紀要
(-3) 　＊9号までISSN表示が

1階紀要

短大 1998-2001 4-8 短大

短大 紀要 / 山梨県立看護短期大学 山梨県立看護短期大学 1342-0097 1995-1997 1-3
後：紀要 / 山梨県立看護大学短
期大学部(4-)

短大

2階開架 紀要 / 立教女学院短期大学 立教女学院短期大学 0285-080X 2001-2001 33 別題：立教女学院短期大学紀要 2階開架

2階開架 教育学研究 : 明星大学通信制大学院研究紀要
明星大学大学院人文学研
究科教育学専攻(通信課程)

1347-2380 2002-2009 2-5, 7-9 2階開架

短大
教育・研究活動の現況と課題 / 徳島大学医療技術短
期大学部編

教育・研究年報 / 名古屋大学医学部保健学科

徳島大学医療技術短期大
学部

名古屋大学医学部保健学

1993-1993 短大

2階開架
→【名古屋大学医学部保健学科教育・研究年報】参照 科

1344-7920 9以降は保健学科HPにて公開 2階開架

1階紀要

短大

教育と研究 　　　　　→【岐阜県立看護大学機能看護
学講座教育と研究】参照

教育と研究 / 山口大学医療技術短期大学部

岐阜県立看護大学機能看
護学講座

1348-4443

山口大学医療技術短期大

1階紀要

短大
→【山口大学医療技術短期大学部教育と研究】参照

教育と研究 : 自己評価と改善に向けて / 鹿児島大学

学部

鹿児島大学医療技術短期
短大 医療技術短期大学部教育

研究体制検討委員会編
大学部

1993-1993 Ｈ5 短大

1階紀要
共同研究報告書 / 兵庫県立看護大学    →【兵庫県立
看護大学共同研究報告書】参照

兵庫県立看護大学
後：兵庫県立大学看護学部共同
研究報告書(15/16-)

1階紀要

1階紀要 京都市立看護短期大学紀要 京都市立看護短期大学 0286-1097 1996-2010 21-35 CiNiiに全文掲載(30-) 1階紀要

短大 1976-2004 1-29 短大
1階紀要

＊

1階紀要

京都大学医学部附属病院アニュアルレポート

京都大学医学部保健学科紀要 : 健康科学 : health

京都大学医学部附属病院

京都大学医学部保健学科 1880-2826

2005-2006

2004-2008

H17-H18

1-5

3巻に別冊「まもろう！環境と健
康」付属
前：京都大学医療技術短期大学

1階紀要
＊

1階紀要
science 部紀要 (-23)

;京都大学医療技術短期大学部



短大

2階開架 熊本県立大学地域貢献研究事業「研究成果概要」 熊本県立大学 2000-2000 12 2階開架

短大 1981-2003 1-23 短大

1階紀要 京都大学医療技術短期大学部紀要. 別冊, 健康人間学
京都大学医療技術短期大
学部

0916-3352 1998-2004 10-16
後：京都大学医学部保健学科紀
要 : 健康科学 : health science

1階紀要

短大 1989-2004 1-16 短大

閉架書庫 京都大学高等教育研究
京都大学高等教育教授シ
ステム開発センター

1341-4836 1998-2006 4-12 閉架書庫

閉架書庫 京都大学高等教育叢書
京都大学高等教育教授シ
ステム開発センター

2000-2006 9,12-20,22-23 閉架書庫

閉架書庫 京都大学大学文書館研究紀要 京都大学大学文書館 1348-9135 2002-2006 1-4 閉架書庫

2階開架

1階紀要

京都橘大学看護実践異文化国際研究センター年報

京都府立医科大学医療技術短期大学部紀要

京都橘大学看護実践異文
化国際研究センター

京都府立医科大学医療技
1342-6710

2007-2009

1996-1996

2007-2009

6

前：京都府立医科大学附属看護
専門学校紀要(-2)

2階開架

1階紀要
術短期大学部 後：京都府立医科大学看護学科

紀要(12-)

短大 1994-2001 3-11
＊11のみ「京都府立医科大学看
護学科紀要」に収録

短大

1階紀要 京都府立医科大学看護学科紀要
京都府立医科大学医学部
看護学科

1348-5962 2006-2010 15-19
前：京都府立医科大学医療技術
短期大学部紀要(-11)

1階紀要

短大

京都府立医科大学附属看

2002-2003 12-13
後：京都府立医科大学医療技術

短大

短大 京都府立医科大学附属看護専門学校紀要

京都文教大学人間学部紀要

護専門学校
0918-5151 1992-1993 1-2 短期大学部紀要(3-)

*「京都府立医科大学医療技術短
後：人間学部研究報告 / 京都文

短大

閉架書庫 →【人間・文化・心 : 京都文教大学人間学部研究報告】
参照

京都文教大学人間学部 教大学(7-)　　　　　　　　　　　　別
題： ; 京都文教大学研究報告

閉架書庫

閉架書庫
京都文教大学人間学部研究報告　　→【人間学部研究
報告 / 京都文教大学】参照

京都文教大学臨床心理学部研究報告

京都文教大学人間学部
前：人間・文化・心 : 京都文教大
学人間学部研究報告(-6)

閉架書庫

2階開架

閉架書庫

→【臨床心理学部研究報告 / 京都文教大学】参照

教養教育グランド・デザイン : 新たな知の創造 : 高等

京都文教大学

慶應義塾大学 2002-2002
＊文部科学省委託研究 ; 教養教

2階開架

閉架書庫
教育における教養教育モデル / 教養教育研究会編 育研究会報告書

1階紀要 共立女子短期大学看護学科紀要
共立女子短期大学看護学
科

1880-8557 2010-2010 5 1階紀要

1階紀要 桐生短期大学紀要 桐生短期大学 1342-4076 1999-2007 10-18 1階紀要
1階紀要

＊
近大姫路大学看護学部紀要

近大姫路大学看護学部紀
要委員会

1883-4507 2008-2009 1-2
1階紀要

＊
銀杏学園紀要 銀杏学園短期大学 0385-6259 1976-2003 1-28

後：保健科学研究誌 / 熊本保健
科学大学

短大

[く]

閉架書庫 釧路公立大学紀要. 社会科学研究 釧路公立大学 0915-2970 1998-2001 10-13 閉架書庫

閉架書庫 釧路公立大学紀要. 人文・自然科学研究 釧路公立大学 0915-2989 1998-2010 10-18,21-22 閉架書庫



閉架書庫 芸術 ： 大阪芸術大学紀要 大阪芸術大学 0389-1224 1996-2009
32

閉架書庫

短大

19-28, 目録篇,

1階紀要 熊本大学医学部保健学科紀要 熊本大学医学部保健学科 1880-7151 2006-20010 2-6 1階紀要

短大 2005-2005 1 1号＝通巻14号の表記有 短大

短大 熊本大学医療技術短期大学部紀要 熊本大学医療技術短期大学部 0918-1512 1991-2004 1-13 短大

短大
群馬県立医療大学授業計画                  →【授業計画

群馬県立医療大学 短大

短大
/ 群馬県立医療大学】参照
群馬県立医療短期大学学生便覧学生      →【学生便

群馬県立医療短期大学 短大
覧 / 群馬県立医療短期大学】参照

1階紀要 群馬県立医療短期大学紀要 群馬県立医療短期大学 1340-3893 2002-2005 9-12 1階紀要

短大 1994-2004 1-11 短大

短大 群馬県立医療短期大学研究業績集 群馬県立医療短期大学 1997-1997
1993-1996（１

短大

1階紀要 群馬県立県民健康科学大学紀要

群馬県立県民健康科学大学地域貢献活動報告書

冊）
群馬県立県民健康科学大
学

1881-0691 2006-2010 1-5 1階紀要

2階開架 →【地域貢献活動報告書 / 群馬県立県民健康科学大
学】参照

群馬県立県民健康科学大
学

2階開架

閉架書庫 群馬県立女子大学紀要 群馬県立女子大学 0285-9432 1998-2007 19-28 閉架書庫

1階紀要
群馬大学医学部保健学科紀要　　→【群馬保健学紀
要】参照

群馬大学医学部保健学科

群馬大学医療技術短期大

1343-4179
前：紀要 / 群馬大学医療技術短
期大学部(-4)

1階紀要

短大 群馬大学医療技術短期大学部紀要
学部

0389-7540 1984-1996 5-17 後：群馬保健学紀要(18-)
＊大学HPにて無料公開(5-17)

前：群馬パース看護短期大学紀

短大

1階紀要 群馬パース学園短期大学紀要 群馬パース学園短期大学 1347-7269 2002-2005 4(2)-7(1) 要(-4(1))
後：群馬パース大学紀要（1-）

1階紀要

短大 2002-2004 4(2)-6(2) 短大

1階紀要 群馬パース看護短期大学紀要 群馬パース看護短期大学 1344-6568 1999-2002 1-4(1)
後：群馬パース学園短期大学紀

1階紀要

短大 1999-2002 1-4(1)
要(4(2)-)

短大

1階紀要 群馬パース大学紀要 群馬パース大学 1880-2923 2005-2008 1-7
前：群馬パース学園短期大学紀
要 　　　　　＊CiNiiにて無料公開
別題：群馬大学医学部保健学科
紀要    ＊大学HPにて公開(18-

1階紀要

1階紀要 群馬保健学紀要 群馬大学医学部保健学科 1343-4179 1997-2009 18-30 26)
前：群馬大学医療技術短期大学

1階紀要

部紀要(-17)
1997-2003 18-24 短大

[け]
1階紀要

慶應義塾看護短期大学紀要 慶應義塾看護短期大学 0917-0979 1999-2003
9-13(特別増刊号 1階紀要

＊
短大 1991-2003

有り）

1-13
＊

短大



閉架書庫 ター
→【甲南大学ハイテク・リサーチ・センター研究成果報

甲南大学 閉架書庫

研究紀要

1

閉架書庫 芸術工学研究 / 九州芸術工科大学

研究活動目録 / 愛媛県立医療技術短期大学

九州芸術工科大学 1349-0915
1999-2002；
2004-2009 1-5 ; 1,3-6, 11

発行元変更：九州大学大学院芸
術工学研究院(2004年1号より）

愛媛県立医療技術短期大

閉架書庫

2階開架
→【愛媛県立医療技術短期大学研究活動目録】参照 学

2階開架

1階紀要 研究・技術シーズ集 　　　　→【東京都立科学技術大
東京都立科学技術大学

1階紀要
＊

閉架書庫
学研究・技術シーズ集】参照
研究教育活動報告書 / 神戸市外国語大学自己点検

神戸市外国語大学 2005-2005 2005
＊

閉架書庫

1階紀要
評価実施委員会
研究紀要 / 足利短期大学研究紀要　　　　　　　　→【足

足利短期大学 0389-3278 1階紀要

2階開架
利短期大学研究紀要】参照

 / 大阪体育大学健康福祉学部 　　→【大阪
体育大学健康福祉学部研究紀要】参照

大阪体育大学健康福祉学
部

1349-3280 2階開架

短大 研究紀要 / 岡山県立短期大学 岡山県立短期大学 0287-1130 1983-1987 27-31
後：岡山県立短期大学研究紀要
(32-)

短大

閉架書庫 研究紀要 / 神戸市立工業高等専門学校
神戸市立工業高等専門学
校

0910-1160 1997-2009 35-44, 47

9-10, 11(2), 前：研究紀要 / 静岡女子短期大

閉架書庫

1階紀要 研究紀要 / 静岡県立大学短期大学部 静岡県立大学短期大学部 0914-7810 1995-2009 12(2), 13(2), 学
WEB公開有り

1階紀要

短大 1987-2003
14(2), 15-23
- 2号 (1988)表紙に"静岡女子短期

短大

短大 研究紀要 / 静岡女子短期大学 静岡女子短期大学 0287-3001 1983-1986
11 12(2) 13(2) 1 大学紀要最終号"と表示あり

31-34
後：研究紀要 / 静岡県立大学短

短大
1階紀要

研究紀要 / つくば国際大学 つくば国際大学 1341-2078 2008-2009 14-15
期大学部

1階紀要
＊

短大 研究紀要 / 日本赤十字中央女子短期大学 日本赤十字中央女子短期大学 0911-3711 1984-1987 4-7 後：日本赤十字看護大学紀要

＊
短大

2階開架 研究紀要 / びわこ成蹊スポーツ大学 びわこ成蹊スポーツ大学 1348-9399 2004-2007 1-4 2階開架

短大
研究紀要　自然科学･医療科学篇 / 大阪大学医療技

大阪大学医療技術短期大学部 0387-446X 1985-1993 13-21 短大

短大
術短期大学部
研究業績集 ; 北里大学看護学部研究業績集 　→【北

北里大学看護学部 短大

1階紀要
里大学看護学部研究業績集】参照
研究業績集 / 神戸市立看護専門学校

研究業績集：自己点検・評価報告書

神戸市立看護専門学校 1979-1980 1,2 1階紀要

短大 →【三重県立看護大学研究業績集：自己点検・評価報
告書　2001（別冊）】参照

三重県立看護大学 短大

1階紀要
研究所報 / 秋田桂城短期大学地域総合研究所

秋田桂城短期大学地域総
1344-431X 2004-2004 7

後：研究所報 / 秋田看護福祉大 1階紀要
＊

短大

合研究所

1997-2000 1-3,5

学地域総合研究所(1-)

前：秋田桂城短期大学地域総合

＊

短大

1階紀要 研究所報 / 秋田看護福祉大学地域総合研究所

研究成果報告書 / 甲南大学ハイテク・リサーチ・セン

秋田看護福祉大学地域総
合研究所

1881-171X 2006-2008 1-3 研究所研究所報
前：紀要 / 秋田桂城短期大学

1階紀要



短大 1999-2003 1-6 短大

1階紀要

研究成果報告書 : 武庫川女子大学生活習慣病オープ
ン・リサーチ・センター

武庫川女子大学生活習慣
1階紀要

→【武庫川女子大学生活習慣病オープン・リサーチ・セ
病オープン・リサーチ・セン
ター

1階紀要

閉架書庫

ンター研究成果報告書】参照

研究年報 / 神戸市外国語大学外国学研究所
神戸市外国語大学外国学

0454-1073 1996-2008 33-45
別題：神戸市外国語大学外国学

閉架書庫

2階開架 研究年報 / 首都大学東京健康福祉学部
研究所
首都大学東京健康福祉学

2006-2006
研究所研究報告

2 2階開架

短大 健康科学 / 九州大学健康科学センター

健康科学 / 京都大学医学部保健学科

部
九州大学健康科学センター 0387-7175 1980-1988 2,3,6-10

前：京都大学医療技術短期大学

短大

1階紀要 →【京都大学医学部保健学科紀要 : 健康科学 : health
science】参照

京都大学医学部保健学科 1880-2826
部紀要 (-23)
;京都大学医療技術短期大学部

1階紀要

1階紀要
健康科学大学紀要 健康科学大学 1882-5540 2005-2010

紀要. 別冊, 健康人間学(-16)

1-6
1階紀要

＊
2階開架

健康管理センター概要 / 岩手県立大学健康管理セン 岩手県立大学健康管理セ
2004-2004 3

＊
2階開架

1階紀要
＊

ター
健康・スポーツ科学研究　　→【九州産業大学健康・ス
ポーツ科学研究】参照

ンター
九州産業大学健康･スポー
ツ科学センター

 「ジェンダーと健康」研究プロ

1階紀要
＊

図書 「健康」と「ジェンダー」 / 原ひろ子, 根村直美編

健康人間学

お茶の水女子大学ジェン
ダー研究センター

2000-2000
ジェクト(平成8年度～11年度)報
告書(平成11年度教育改善推進
費プロジェクト報告書)

図書

1階紀要 →【京都大学医療技術短期大学部紀要. 別冊, 健康人
間学】参照
現状と課題 : 明日をめざす岐阜大学医療技術短期大

京都大学医療技術短期大
学部

0916-3352
後：京都大学医学部保健学科紀
要 : 健康科学 : health science

1階紀要

短大 学部 / 岐阜大学医療技術短期大学部自己評価実施 岐阜大学医療技術短期大学部 1996-1997 1996-1997 短大

短大
委員会編
現状と課題：自己点検・評価報告書 / 日本赤十字愛知

日本赤十字愛知短期大学 1999-1999 短大

2階開架
短期大学
現代社会学 / 広島国際学院大学現代社会学部

広島国際学院大学現代社
1345-3289 2000-2008 1-7,9 2階開架

1階紀要 県立長崎シーボルト大学看護栄養学部紀要
会学部
県立長崎シーボルト大学看
護栄養学部

1346-6380 2000-2007 1-8
後：長崎県立大学看護栄養学部
紀要(9-)

1階紀要

2階開架 県立広島女子大学生活科学部紀要 県立広島女子大学 1346-7816 2000-2004 6-10
前：広島女子大学生活科学部紀
要(-5) ;  後：県立広島大学人間 2階開架

2階開架 県立広島大学人間文化学部紀要 県立広島大学 1346-7816 2006-2010 1-5
文化学部紀要
前：県立広島女子大学生活科学
部紀要

2階開架

県立広島大学保健福祉学部誌 ; 人間と科学
→【人間と科学 : 県立広島大学保健福祉学部誌】参照

県立広島大学 1346-3217
前：広島県立保健福祉大学誌人
間と科学(-5)　別題：人間と科学

1階紀要

[こ]

2階開架
コア・エシックス 　　→【Core ethics : コア・エシックス】 立命館大学大学院先端総

1880-0467 2階開架
参照

2階開架 皇学館大学社会福祉学部紀要
合学術研究科
皇學館大學社会福祉学部 1344-4581 1998-2008 1-10

10号までで受入中止 ＊以後、
2階開架

短大 1998-2003
皇學館大学社会福祉学部HPに

1-6 短大

2階開架 皇學館大學社会福祉論集 皇學館大學社会福祉学会 1344-9907 1999-2008 1-10 2階開架



国語学研究科

閉架書庫 神戸市外国語大学研究叢書
神戸市外国語大学外国学研
究所

1345-8604 1995-2009 26-44 閉架書庫

閉架書庫 神戸市外国語大学研究科論集 1346-3616 1998-2009 1-12 閉架書庫

工学フォーラム2002 : 報告書 : 出会いと連携
閉架書庫 →【神戸大学工学部工学フォーラム : 産学官民、地域

との出会いと連携】参照

神戸大学工学部工学フォー
ラム委員会

閉架書庫

短大
高知医科大学医学部附属病院看護部教育委員会 看
護研究集録

高知医科大学医学部附属
病院看護部教育委員会

短大

1階紀要
→【看護研究集録 / 高知医科大学医学部附属病院看
高知医科大学紀要 高知医科大学 1343-0793 1998-2003 14-19 1階紀要

2階開架 高知医科大学研究活動一覧 高知医科大学 0919-0554 2000-2002 11-12 2階開架

1階紀要 高知女子大学看護学会誌 高知女子大学 1345-0433 1998-2003 23,28
前： 高知女子大学看護学会集録

1階紀要

1階紀要 高知女子大学看護学会集録 高知女子大学看護学会

(-22)

1976-1996 1,6,9-22
後：高知女子大学看護学会誌

1階紀要

1階紀要
高知女子大学看護学科30周年記念. 特別講演・シンポ 高知女子大学看護学科30

1982-1982
(23-)

1階紀要

2階開架
ジウム集
高知女子大学看護学部年報

周年記念事業会
高知女子大学 2004-2004 2003/2004 2階開架

1階紀要 高知女子大学紀要. 看護学部編 高知女子大学 1344-8269 1999-2010 48-59
前：高知女子大学紀要. 自然科

1階紀要

短大 1999-2005 48-54
学編(-47)

短大
後：高知女子大学紀要. 看護学

短大 高知女子大学紀要. 自然科学編 高知女子大学 0452-2486 1996-1998 44-47 部編(48-)
53巻表紙にはISSN：0389-0473

短大

1階紀要 高知大学学術研究報告. 医学・看護学編 高知大学 1880-6384 2004-2007 53-56 が表示されている
1階紀要

1階紀要 高知大学看護学会誌 高知大学看護学会 1882-448X 2007-2009 1(1), 2(1), 3(1) 1階紀要

2階開架 高知短期大学学生論集 高知短期大学 2005-2005 7 2階開架

2階開架 高知短期大学年報 高知短期大学 0915-5155
北海道大学高等教育機能

2003-2004 15,16,17 2階開架

2階開架 高等教育ジャーナル
開発総合センター
広島大学大学教育研究セ

1341-9374 1998-2002 4,7-10 別題： 高等教育と生涯学習 2階開架

閉架書庫
1階紀要

高等教育研究叢書 / 広島大学大学教育研究センター
甲南女子大学研究紀要. 看護学・リハビリテーション学

ンター
1990-1995 2,30 各副題有 閉架書庫

1階紀要
＊ 編

甲南女子大学 1882-5788 2008-2009 1-4
＊

閉架書庫

閉架書庫

甲南大学ハイテク・リサーチ・センター研究成果報告書

神戸外大論叢
神戸学園都市地区における「生活習慣と健康」に関す

甲南大学

神戸市外国語大学研究会 0289-7954

2000-2002 H11-H13

1995-2008 46-59

閉架書庫

閉架書庫

1階紀要
る調査報告書 : 文部科学省現代的教育ニーズ取組支
援プログラム（現代GP）事業 : 地域住民と共に学び共

神戸市看護大学 2008-2008 ＊複本有 1階紀要

閉架書庫
に創る健康生活
神戸市外国語大学外国学研究

神戸市外国語大学外国学研
究所

0289-9256 1996-2009 33-74 固有のタイトルあり 閉架書庫

閉架書庫
神戸市外国語大学外国学研究所研究年報
→【研究年報 / 神戸市外国語大学外国学研究所】参

神戸市外国語大学外国学研
0454-1073

別題：神戸市外国語大学外国学
閉架書庫

照
究所

神戸市外国語大学大学院外

研究所研究報告



1階紀要 神戸大学大学院保健学研究科紀要
究科 要(-23)

1階紀要

閉架書庫 神戸大学保健管理センター年報 神戸大学保健管理センター 09157417 1997-1997 22 閉架書庫

1341-3430 2008-2009 24-25

Ｒ１
神戸市看護大学看護研究演習抄録集

神戸市看護大学 Ｒ１
→【看護研究演習抄録集 / 神戸市看護大学】参照

1階紀要

短大

神戸市看護大学紀要 神戸市看護大学 1342-9027 1997-2010 1-14

1997-2001 1-4

1階紀要

短大

Ｒ１
神戸市看護大学助産研究論文集
→【助産研究論文集 / 神戸市看護大学】参照

神戸市看護大学助産学専
攻科

Ｒ１

1階紀要

短大

神戸市看護大学第3回国際フォーラム「看護専門職とし
てのキャリア開発」

神戸市看護大学短期大学部学術研究費助成による研
究報告 ： 仮設住宅における看護活動

神戸市看護大学 2000-2000

神戸市看護大学短期大学 *神戸市看護大学短期大学部学
術研究費助成による研究報告(平

1階紀要

短大
→【仮設住宅における看護活動 ： 看護短大ボランティ
ア活動報告(平成7年度～平成10年度) 】参照

部 成8年度～平成10年度)

1階紀要
神戸市看護大学短期大学部紀要　　→【紀要 / 神戸市
看護大学短期大学部】参照

神戸市看護大学短期大学
部

1342-8209 1階紀要

1階紀要
神戸市立看護専門学校研究業績集
→【研究業績集 / 神戸市立看護専門学校】参照

神戸市立看護専門学校 1階紀要

1階紀要
神戸市立看護短期大学紀要　　→【紀要 / 神戸市立看
護短期大学】参照

神戸市立看護短期大学 0289-6524 1階紀要

閉架書庫
神戸市立工業高等専門学校研究紀要 神戸市立工業高等専門学

0910-1160 閉架書庫

閉架書庫

→【研究紀要 / 神戸市立工業高等専門学校】参照

神戸親和女子大学情報処理教育センター年報

神戸親和女子大学生涯学習センター紀要

校

神戸親和女子大学 1998-2003 1,4 閉架書庫

2階開架 →【生涯学習センター紀要 / 神戸親和女子大学生涯
学習センター】参照

神戸親和女子大学生涯学
習センター

前：神戸大学医療技術短期大学

2階開架

1階紀要 神戸大学医学部保健学科紀要 神戸大学医学部保健学科 1341-3430 1998-2007 14-23
部紀要(-9)
後：神戸大学大学院保健学研究

1階紀要

短大

科紀要（24-)

1994-2003 10-19 短大

2階開架
神戸大学医学部附属病院看護部活動集録
→【看護部活動集録 / 神戸大学医学部附属病院看護

神戸大学医学部附属病院
2階開架

部】参照
看護部

後：神戸大学医学部保健学科紀
短大 神戸大学医療技術短期大学部紀要 神戸大学医療技術短期大学部 0912-1714

神戸大学共同研究開発セ
1985-1993 1-9 要(10-)

短大

閉架書庫 神戸大学共同研究開発センター年報
神戸大学工学部工学フォーラム : 産学官民、地域との

ンター
神戸大学工学部工学フォー

2000-2001 10-11 閉架書庫

閉架書庫
出会いと連携 ラム委員会

神戸大学大学院保健学研
2003-2003 2003

前：神戸大学医学部保健学科紀

閉架書庫



1階紀要 国立看護大学校研究紀要 国立看護大学校 1347-3611 2002-2010 1-8, 9(1) 1階紀要

短大 2002-2003 1-2 短大

神戸常盤大学・神戸常盤大
1階紀要 神戸常盤大学紀要

学短期大学部
1884-5487 2009-2009 1 1階紀要

1階紀要
1階紀要

＊

神戸常盤短期大学紀要
神戸薬科大学ハイテク・リサーチ・センター整備事業研
究成果報告書

神戸常盤短期大学 0389-9578
神戸薬科大学ハイテク・リ
サーチ・センター運営委員

2002-2008

2000-2000

23-24,26,28-29

Ｈ11年度

1階紀要
1階紀要

＊

短大
高齢者の健康的な生活を支援するための家族介護能 日野原重明（聖路加看護大

1994-1995 H5-6
*長寿社会福祉基金による研究

短大
力の開発及びボランティアの育成に関する研究事業 学） 助成事業成果報告書

短大

1階別置

高齢者の生活と意識 / 神戸市立看護短期大学

高齢者レジスタンス・トレーニング・プログラム

神戸市立看護短期大学
西端泉（川崎市立看護短期

1998-1998

2006-2006 DVD資料

短大

1階別置
大学）

1-4, 6-13(1-2), ＊ 7巻8巻は合併誌　＊7巻別冊
1階紀要 国際医療福祉大学紀要 国際医療福祉大学 1342-4661 1996-2009

14(1) も所蔵有
1階紀要

短大 1996-2003 1-8 短大
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