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1 公園緑地 / 公園緑地協会. -- 1巻1号 (昭12.1)-. -- 公園緑地協会, 1937-. 80-81(1-5/1-5)[411-420] Z518/KOU/80-81

2 ディテール. -- 1号 (1964.夏季)-. -- 彰国社, 1964-. -- 冊 ; 29cm. 227-230 Z520/DIT/21

3 建築技術 / 建築技術, 建設省建築研究所. -- 1号 (昭25.7)-. -- 建築技術研究会. 852-855 Z520/KEN/21-1

4 建築技術 / 建築技術, 建設省建築研究所. -- 1号 (昭25.7)-. -- 建築技術研究会. 856-859 Z520/KEN/21-2

5 建築技術 / 建築技術, 建設省建築研究所. -- 1号 (昭25.7)-. -- 建築技術研究会. 860-863 Z520/KEN/21-3

6 建築雑誌 / 造家學會 [編]. -- 1輯1號 ([明20.1])-. -- 造家學會, 1887-. -- 冊 ; 26-30cm. 136(1745-1756) Z520/KEN/136

7
建築ジャーナル = Architectural journal. -- 748号 (1988.5)-. -- 企業組合建築ジャーナル, 1988.5-. -

- 冊 ; 30cm.
1312-1317 Z520/KEN/21-1

8
建築ジャーナル = Architectural journal. -- 748号 (1988.5)-. -- 企業組合建築ジャーナル, 1988.5-. -

- 冊 ; 30cm.
1318-1324 Z520/KEN/21-2

9
建築知識 : the kenchiku chishiki. -- 1巻1号 (昭34.1)-. -- 全日本建築士会出版局, 1959-. -- 冊 ;

26cm.
63(1-4)[794-797] Z520/KEN/63-1

10
建築知識 : the kenchiku chishiki. -- 1巻1号 (昭34.1)-. -- 全日本建築士会出版局, 1959-. -- 冊 ;

26cm.
63(5-8)[798-801] Z520/KEN/63-2

11
建築知識 : the kenchiku chishiki. -- 1巻1号 (昭34.1)-. -- 全日本建築士会出版局, 1959-. -- 冊 ;

26cm.
63(9-12)[802-805] Z520/KEN/63-3

12

A+U : architecture and urbanism : 建築と都市 / エー・アンド・ユー. -- 1巻1号 (1971. 1)-3巻12号

(1973. 12) ; 4巻37号 (1974. 1)-4巻40号 (1974. 4) ; 41号 (1974. 5)-. -- エー・アンド・ユー, 1971.1-

.

604-607 Z520/KEN/21-1

13

A+U : architecture and urbanism : 建築と都市 / エー・アンド・ユー. -- 1巻1号 (1971. 1)-3巻12号

(1973. 12) ; 4巻37号 (1974. 1)-4巻40号 (1974. 4) ; 41号 (1974. 5)-. -- エー・アンド・ユー, 1971.1-

.

608-611 Z520/KEN/21-2

14

A+U : architecture and urbanism : 建築と都市 / エー・アンド・ユー. -- 1巻1号 (1971. 1)-3巻12号

(1973. 12) ; 4巻37号 (1974. 1)-4巻40号 (1974. 4) ; 41号 (1974. 5)-. -- エー・アンド・ユー, 1971.1-

.

612-615 Z520/KEN/21-3

15
Confort = コンフォルト : 季刊インテリア・コーディネート・マガジン. -- No. 1 (1990 summer)-. -

- 建築資料研究社, 1990.7-. -- 冊 ; 27-30cm.
177-182 Z520/KON/21
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16
日経アーキテクチュア = Nikkei architecture / 日経マグロウヒル社. -- 試作版 [0巻1号] (1975.10)-.

-- 日経マグロウヒル社, 1975-.
1183-1190 Z520/NIK/21-1

17
日経アーキテクチュア = Nikkei architecture / 日経マグロウヒル社. -- 試作版 [0巻1号] (1975.10)-.

-- 日経マグロウヒル社, 1975-.
1191-1198 Z520/NIK/21-2

18
日経アーキテクチュア = Nikkei architecture / 日経マグロウヒル社. -- 試作版 [0巻1号] (1975.10)-.

-- 日経マグロウヒル社, 1975-.
1199-1206 Z520/NIK/21-3

19 新建築 / 新建築社 [編]. -- 1卷1號 (大14)-. -- 新建築社, 1925-. -- 冊 ; 26-30cm. 96(1-4) Z520/SHI/96-1

20 新建築 / 新建築社 [編]. -- 1卷1號 (大14)-. -- 新建築社, 1925-. -- 冊 ; 26-30cm. 96(5-8) Z520/SHI/96-2

21 新建築 / 新建築社 [編]. -- 1卷1號 (大14)-. -- 新建築社, 1925-. -- 冊 ; 26-30cm. 96(9-11) Z520/SHI/96-3

22 新建築 / 新建築社 [編]. -- 1卷1號 (大14)-. -- 新建築社, 1925-. -- 冊 ; 26-30cm. 96(12-15) Z520/SHI/96-4

23 商店建築 : syohten kentiku. -- 商店建築社. 66(1-4)[817-820] Z526/SHO/66-1

24 商店建築 : syohten kentiku. -- 商店建築社. 66(5-8)[821-824] Z526/SHO/66-2

25 商店建築 : syohten kentiku. -- 商店建築社. 66(9-12)[825-828] Z526/SHO/66-3

26 I'm home. -- No. 6 (2002 spring)-. -- 商店建築社, 2002-. 109-111 Z527/IMH/21-1

27 I'm home. -- No. 6 (2002 spring)-. -- 商店建築社, 2002-. 112-114 Z527/IMH/21-2

28
住宅建築 : the housing journal for builders and designers / 建築思潮研究所. -- 1号 (1975.5)-. -- 建

築資料研究社, 1975-.
485-487 Z527/JUU/21-1

29
住宅建築 : the housing journal for builders and designers / 建築思潮研究所. -- 1号 (1975.5)-. -- 建

築資料研究社, 1975-.
488-490 Z527/JUU/21-2

30 新建築. 住宅特集 = The Japan architect. -- 9号 (1987.1)-. -- 新建築社, 1987.1-. -- 冊 ; 30cm. 417-420 Z527/JUU/21-1

31 新建築. 住宅特集 = The Japan architect. -- 9号 (1987.1)-. -- 新建築社, 1987.1-. -- 冊 ; 30cm. 421-424 Z527/JUU/21-2

32 新建築. 住宅特集 = The Japan architect. -- 9号 (1987.1)-. -- 新建築社, 1987.1-. -- 冊 ; 30cm. 425-428 Z527/JUU/21-3

33 日経ものづくり. -- 595号 (2004.4)-. -- 日経BP社, 2004.4-. -- 冊 ; 28cm. 796-801 Z530/NIK/21-1

34 日経ものづくり. -- 595号 (2004.4)-. -- 日経BP社, 2004.4-. -- 冊 ; 28cm. 802-807 Z530/NIK/21-2

35
Web designing = ウェブデザイニング : サイト構築のためのトータルデザイン誌. -- 毎日コミュニ

ケーションズ. -- 冊 ; 28cm.
21(1-6)[207-212] Z547/WEB/21

36
Journal of textile engineering / the Textile Machinery Society of Japan. -- Textile Machinery

Society of Japan.
65-67(1-6/1-6/1-6) Z586/JOU/65-67
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37
繊維機械学会誌 = Journal of the Textile Machinery Society of Japan / 日本繊維機械学会 [編]. --

25巻4号 (昭47.4)-. -- 日本繊維機械学会, 1972-.
74(1-12)[869-880] Z586/SEN/74

38
Vogue Japan = ヴォーグジャパン. -- No. 141 (2011.5)-. -- コンデナスト・パブリケーションズ・

ジャパン. -- 冊 ; 30cm.
257-259 Z590/VOG/21-1

39
Vogue Japan = ヴォーグジャパン. -- No. 141 (2011.5)-. -- コンデナスト・パブリケーションズ・

ジャパン. -- 冊 ; 30cm.
260-262 Z590/VOG/21-2

40
Vogue Japan = ヴォーグジャパン. -- No. 141 (2011.5)-. -- コンデナスト・パブリケーションズ・

ジャパン. -- 冊 ; 30cm.
263-265 Z590/VOG/21-3

41
Vogue Japan = ヴォーグジャパン. -- No. 141 (2011.5)-. -- コンデナスト・パブリケーションズ・

ジャパン. -- 冊 ; 30cm.
266-268 Z590/VOG/21-4

42
装苑 : 服装研究. -- 創刊[1巻1]號 (昭21.7)-1巻8・9号 (昭22.3) ; 10号 (昭22.5)-16号 (昭22.11) ; 3巻1

号 (昭23.1)-. -- 文化服装學院出版部, 1946-.
76(1-6) Z593/SOU/76

43
ランドスケープ研究 : 日本造園学会誌 : journal of the Japanese Institute of Landscape

Architecture / 日本造園学会 [編]. -- Vol. 58, no. 1 (Aug. 1994)-. -- 日本造園学会, 1994-.
85(1-5,増刊) Z629/RAN/85

44
アイデア : デザイン・宣伝・販売 = Idea. -- No. 1 (July 1953)-79号 (1966.11) ; 14巻1号 (1967.1)-

= 80号 (1967.1)-. -- 誠文堂新光社, 1953-.
69(1-4)[392-395] Z674/AID/69

45
サイン&ディスプレイ = Signs & display / マスコミ文化協会. -- 7巻8号 (昭40.8)- = 通巻68号 (昭

40.8)-. -- 広告通信社, 1965.8-.
63(1-6)[733-738] Z674/SAI/63-1

46
サイン&ディスプレイ = Signs & display / マスコミ文化協会. -- 7巻8号 (昭40.8)- = 通巻68号 (昭

40.8)-. -- 広告通信社, 1965.8-.
63(7-12)[739-744] Z674/SAI/63-2

47
Signs : 地域の魅力をつくるサインデザイン専門誌. -- 01 (spring 2013)-. -- 日本屋外広告業団体連

合会, 2013.3-. -- 冊 ; 30cm.
13-18 Z674/SIG/19-21

48
宣伝会議. -- 1巻1号 (昭29.4)-44巻6号 (平9.6) ; 563号 (平9.7)-. -- 久保田宣伝研究所, 1954-. -- 冊 ;

26-28cm.
951-954 Z674/SEN/21-1

49
宣伝会議. -- 1巻1号 (昭29.4)-44巻6号 (平9.6) ; 563号 (平9.7)-. -- 久保田宣伝研究所, 1954-. -- 冊 ;

26-28cm.
955-958 Z674/SEN/21-2

50
宣伝会議. -- 1巻1号 (昭29.4)-44巻6号 (平9.6) ; 563号 (平9.7)-. -- 久保田宣伝研究所, 1954-. -- 冊 ;

26-28cm.
959-962 Z674/SEN/21-3

3 ページ



和雑誌 3回目 製本発注リスト

  書誌情報 製本巻号 請求記号

51
美術史 / 美術史學會 [編]. -- Vol. 1, no. 1 (昭25.6)- = 1 (昭25.6)-. -- 便利堂, 1950.6-. -- 冊 ; 29-

30cm.
70(1-2)[189-190] Z702/BIJ/70

52
BT : 美術手帖 : bijutsu techo : monthly art magazine. -- Vol. 40, no. 600 (Oct. '88)-. -- 美術出版社,

1988-. -- 冊 ; 21-26cm.
73(1086-1088) Z705/BIJ/73-1

53
BT : 美術手帖 : bijutsu techo : monthly art magazine. -- Vol. 40, no. 600 (Oct. '88)-. -- 美術出版社,

1988-. -- 冊 ; 21-26cm.
73(1089-1091) Z705/BIJ/73-2

54 藝術新潮. -- 1卷1號 (昭25.1)-. -- 新潮社, [1950]-. -- 冊 ; 22-29cm. 72(1-4)[853-856] Z705/GEI/72-1

55 藝術新潮. -- 1卷1號 (昭25.1)-. -- 新潮社, [1950]-. -- 冊 ; 22-29cm. 72(5-8)[857-860] Z705/GEI/72-2

56 藝術新潮. -- 1卷1號 (昭25.1)-. -- 新潮社, [1950]-. -- 冊 ; 22-29cm. 72(9-12)[861-864] Z705/GEI/72-3

57
月刊Moe = モエ : メルヘン&イメージアート. -- 5巻9号 (1983.12)- = 通巻50号 (1983.12)-. -- 偕成

社, 1983-.
43(1-4)[494-497] Z705/GEK/43-1

58
月刊Moe = モエ : メルヘン&イメージアート. -- 5巻9号 (1983.12)- = 通巻50号 (1983.12)-. -- 偕成

社, 1983-.
43(5-8)[498-501] Z705/GEK/43-2

59
月刊Moe = モエ : メルヘン&イメージアート. -- 5巻9号 (1983.12)- = 通巻50号 (1983.12)-. -- 偕成

社, 1983-.
43(9-12)[502-505] Z705/GEK/43-3

60
Museum = ミューゼアム : 国立博物館美術誌. -- No. 1 (1951.4)-. -- 美術出版社, 1951-. -- 冊 : 挿図

; 26-30cm.
690-695 Z706/MUS/21

61 月刊文化財 / 文化財保護委員会監修. -- 創刊[1]号 (昭38.10)-. -- 第一法規出版, 1963-. -- 冊 ; 26cm. 687,689-699(欠688) Z709/BUN/21

62 イラストレーション. -- 1号 (1979.1)-. -- 玄光社, 1979-. 229-232 Z727/IRA/21

63 +81 = Plus eighty one : creators on the line. -- ディー・ディー・ウェーブ. -- 冊 ; 27cm. 87-88 Z727/PUR/21

64 建築史学 / 建築史学会. -- 1 (1983)-. -- 建築史学会. -- 冊 ; 26cm. 1-4 Z520/KEN/83-85

65 建築史学 / 建築史学会. -- 1 (1983)-. -- 建築史学会. -- 冊 ; 26cm. 5-8 Z520/KEN/85-87

66
GA Japan : environmental design. -- 01 (autumn 1992)-. -- エーディーエー・エディタ・トー

キョー, 1992-. -- 冊 ; 30cm.
168-170 Z523/GAJ/21-1

67
GA Japan : environmental design. -- 01 (autumn 1992)-. -- エーディーエー・エディタ・トー

キョー, 1992-. -- 冊 ; 30cm.
171-173 Z523/GAJ/21-2
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68 Motor fan illustrated : モーターファン別冊 = モーターファン・イラストレーテッド. -- 三栄書房. 171-176 Z537/MOO/21-1

69 Motor fan illustrated : モーターファン別冊 = モーターファン・イラストレーテッド. -- 三栄書房. 177-182 Z537/MOO/21-2

70 Collections : Autumn&Winter. -- ギャップ・ジャパン. -- 冊 ; 36cm. 2021-2022(1-2) Z589/COL-A/21-1

71 Collections : Autumn&Winter. -- ギャップ・ジャパン. -- 冊 ; 36cm. 2021-2022(3-4) Z589/COL-A/21-2

72 Collections : Spring&Summer. -- ギャップ・ジャパン. -- 冊 ; 36cm. 2021(1-2) Z589/COL-S/21-1

73 Collections : Spring&Summer. -- ギャップ・ジャパン. -- 冊 ; 36cm. 2021(3-4) Z589/COL-S/21-2

74 Men's collections. -- ギャップ・ジャパン. -- 冊 ; 36cm. 126-127 Z589/MEN/126-127

75 Men's collections. -- ギャップ・ジャパン. -- 冊 ; 36cm. 128-129 Z589/MEN/128-129

76
Landscape design : 季刊[ランドスケープデザイン] / マルモ・プランニング [編]. -- No. 1

(summer 1995)-. -- マルモ出版, 1995-. -- 冊 ; 30cm.
136-138 Z629/RAN/21-1

77
Landscape design : 季刊[ランドスケープデザイン] / マルモ・プランニング [編]. -- No. 1

(summer 1995)-. -- マルモ出版, 1995-. -- 冊 ; 30cm.
139-141 Z629/RAN/21-2

78 モダンリビング. -- No. 24 (1983. 5)-. -- 婦人画報社, 1983-. -- 冊 ; 30cm. 254-256(361-363) Z757/MOD/21-1

79 モダンリビング. -- No. 24 (1983. 5)-. -- 婦人画報社, 1983-. -- 冊 ; 30cm. 257-259(364-366) Z757/MOD/21-2

80

都市計画 / 日本都市計画学会 [編] = Planning review / the City Planning Institute of Japan. -- 1号

(1952)-2号 (昭27.11) ; 2巻1号 (昭28.3)-13巻4号 (1966.10) ; 51号 (1967.2)-144号 (1986.12) ; V. 36,

no. 1 (1987)- = No. 145 (1987)-. -- 日本都市計画学会. -- 冊 ; 26-30cm.

70(1-6)[348-353] Z518/TOS/70

81
建築画報. -- Vol. 1 (1965.12)-v. 17 (1967.12) ; V. 4, 18号 (1968.1)-. -- 建築画報社, 1965-. -- 冊 ;

30cm.
57(1-2)[384-385] Z520/KEN/57-1

82
建築画報. -- Vol. 1 (1965.12)-v. 17 (1967.12) ; V. 4, 18号 (1968.1)-. -- 建築画報社, 1965-. -- 冊 ;

30cm.
57(3-5)[386-388] Z520/KEN/57-2

83 建築と社會 / 日本建築協會 [編]. -- 3輯1號 (大9.1)-. -- 日本建築協會, 1920-. -- 冊 ; 29cm. 102(1186-1197) Z520/KEN/102

84 近代建築. -- 1巻1号 (昭21.1)-. -- 近代建築社. 75(1-3) Z520/KIN/75-1

85 近代建築. -- 1巻1号 (昭21.1)-. -- 近代建築社. 75(4-6) Z520/KIN/75-2

86 近代建築. -- 1巻1号 (昭21.1)-. -- 近代建築社. 75(7-9) Z520/KIN/75-3

87 近代建築. -- 1巻1号 (昭21.1)-. -- 近代建築社. 75(10-12) Z520/KIN/75-4
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88 住宅. -- 1巻1号 (昭27.7)-. -- 日本住宅協会, 1954-. 70(1,3,5,7,9,11)[745-750] Z527/JUU/70

89
繊維製品消費科学 = Journal of the Japan Reseach Association for textile end-uses / 日本繊維製

品消費科学会 [編]. -- Vol. 1, no. 1 (Sept. 1960)-. -- 日本繊維製品消費科学会, 1960.9-.
62(1-6)[674-679] Z586/SEN/62-1

90
繊維製品消費科学 = Journal of the Japan Reseach Association for textile end-uses / 日本繊維製

品消費科学会 [編]. -- Vol. 1, no. 1 (Sept. 1960)-. -- 日本繊維製品消費科学会, 1960.9-.
62(7-12)[680-685] Z586/SEN/62-2

91 GA document. -- 1 ([1980.夏])-. -- エーディーエー・エディタ・トーキョー, 1980-. -- 冊 ; 30cm. 157-158 Z520/GA/21

92 國華. -- 1號 (明22.10)-181號 (明38.6) ; 16編182號 (明38.7)-. -- 國華社, 1889-. -- 冊 : 挿図 ; 36cm. 126(1-12)[1498-1509] Z702/KOK/126
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