
ひょうご労働図書館所蔵の大学紀要 2023年1月時点

No. 地域 大学名 学部等 紀要名 登録№
1 兵庫県内 関西学院大学 経済学部研究会 経済学論究 81056
2 兵庫県内 関西学院大学 商学研究会 商学論究 81067 D
3 兵庫県内 関西学院大学 INTERNATIONAL REVIEW BUSINESS 81643
4 兵庫県内 関西学院大学 産業研究所 産研論集 81644
5 兵庫県内 甲南大学 経済学会 経済学論集 81100 B1
6 兵庫県内 神戸大学 経済経営学会 国民経済雑誌 81002 B
7 兵庫県内 神戸大学 経済経営研究所 経済経営研究　年報 81169 B
8 兵庫県内 神戸大学 大学院　経済学研究科 経済学研究　年報 81201
9 兵庫県内 神戸大学 大学院　経営研究会 六甲台論集　経営学編 81325 B3
10 兵庫県内 神戸学院大学 経営学会 経営学論集 81604
11 兵庫県内 神戸国際大学 学術研究会 経済経営論集 81193 C
12 兵庫県内 神戸国際大学 経済文化研究所 年報 81620
13 兵庫県内 神戸国際大学 学術研究会 神戸国際大学紀要 81660
14 兵庫県内 姫路独協大学 姫路法学会 姫路法学 81652
15 兵庫県内 兵庫県立大学 大学院　学園都市キャンパス研究会 星陵台論集 81300
16 近畿 大阪大学 大学院人間科学研究科 人間科学研究科紀要 81656
17 近畿 大阪経済大学 大阪経大学会 論集 81018 C
18 近畿 大阪経済大学 中小企業・経営研究所 経営経済 81086 B
19 近畿 大阪経済大学 中小企業・経営研究所 中小企業季報 81200
20 近畿 大阪市立大学 経営学会 経営研究 81059
21 近畿 大阪市立大学 経済研究会 季刊　経済研究 81240 B
22 近畿 大阪市立大学 創造都市研究会 創造都市研究 81657
23 近畿 関西大学 商学会 商学論集 81009
24 近畿 関西大学 経済学会 経済論集 81091 D1
25 近畿 関西大学 LAW＆POLITICS 81642
26 近畿 京都大学 経済学会 経済論叢 81079 B2
27 近畿 京都学園大学 京都学園大学人間文化学会 人間文化研究 81640
28 近畿 滋賀大学 経済学会 彦根論叢 81260 E
29 近畿 滋賀大学 経済学部 研究年報 81435
30 近畿 同志社大学 経済学会 経済学論叢 81096 D
31 近畿 佛教大学 社会福祉学部 社会福祉学部論集 81659
32 近畿 桃山学院大学 総合研究所 経済経営論集 81060 B
33 近畿 桃山学院大学 総合研究所 環太平洋圏経営研究 81480
34 近畿 立命館大学 経済学会 経済学 81063
35 近畿 立命館大学 産業社会学会 産業社会論集 81299
36 近畿 立命館大学 経営学会 経営学 81362
37 近畿 立命館大学 社会システム研究所 社会システム研究 81481
38 近畿 立命館大学 経営学会 ビジネスジャーナル 81631
39 近畿 龍谷大学 経営学会 経営学論集 81418 C1
40 近畿 龍谷大学 経済学会 経済学論集 81418 C2
41 近畿 和歌山大学 経済学会 研究年報 81455 B
42 北海道・東北 旭川大学 経済学部 紀要 81409 C
43 北海道・東北 小樽商科大学 商学討究 81319 D
44 北海道・東北 東北大学 経済学会 研究年報　経済学 81080
45 北海道・東北 函館大学 商学部 商学論究 81401 B
46 北海道・東北 福島大学 地域創造支援センター 地域創造 81376 C
47 北海道・東北 北海学園大学 開発研究所 開発論集 81133
48 北海道・東北 北海道大学 大学院　経済学研究科 経済学研究 81051
49 関東 青山学院大学 経済学会 経済論集 81112 D
50 関東 青山学院大学 経営学会 経営論集 81150
51 関東 青山学院大学 経済研究所 経済研究 81635
52 関東 青山学院大学 BUSINESS REVIEW 81638
53 関東 宇都宮大学 国際学部 研究論集 81639
54 関東 桜美林大学 経済学部 エコノミックス 81204 D3
55 関東 桜美林大学 経済学部 ビジネスマネジメント レビュー 81204 D3
56 関東 桜美林大学 産業研究所 年報 81256
57 関東 学習院大学 経済経営研究所 年報 81083
58 関東 学習院大学 経済学会 経済論集 81311 B1
59 関東 慶応義塾大学 慶應義塾　経済学会 三田学会雜誌 81008
60 関東 慶応義塾大学 商学会 三田商学研究 81367
61 関東 慶応義塾大学 BUSINESS REVIEW 81645
62 関東 埼玉大学 経済学会 社会科学論集 81159
63 関東 埼玉大学 経済学会 経済科学論究 81608
64 関東 上智大学 経済学会 経済論集 81162
65 関東 成城大学 経済学会 経済研究 81285
66 関東 専修大学 経済学会 経済学論集 81145 C2
67 関東 専修大学 学会 商学論集 81145 C3
68 関東 専修大学 社会科学研究所 社会学年報 81649
69 関東 専修大学 社会科学研究所月報 81650
70 関東 高崎経済大学 附属　産業研究所 産業研究 81323 D
71 関東 千葉大学 経済学会　総合政策学会 経済研究 81340 C1
72 関東 千葉商科大学 経済研究所 CUC 81372
73 関東 千葉商科大学 経済研究所 CUC　[View＆Vision] 81400
74 関東 中央大学 経済学研究会 経済学論纂 81064 D1
75 関東 中央大学 商学研究会 商学論纂 81064 D2
76 関東 中央大学 大学院　研究年報　編集委員会　 大学院　研究年報　経済学研究科篇 81199 D2
77 関東 中央大学 経済研究所 年報 81485
78 関東 中央大学 大学院　国際会計研究科 CGSAフォーラム 81610
79 関東 つくば国際大学 研究　紀要 81436
80 関東 帝京大学 経済学会 経済学研究 81321
81 関東 帝京大学 大学院　経済学研究科　大学院生研究会 経済学年誌 81412
82 関東 東洋大学 経営学部 経営論集 81214 D1
83 関東 東洋大学 経済研究会 経済論集 81214 D2
84 関東 東洋大学 現代社会総合研究所 現代社会研究 81651
85 関東 日本大学 経済学部　経済科学研究所 経科研　レポート 81105
86 関東 日本大学 経済学部　経済科学研究所 紀要 81229 C
87 関東 日本大学 経済学部　産業経営研究所 所報 81370
88 関東 日本大学 経済学部　産業経営研究所 産業経営研究 81383
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No. 地域 大学名 学部等 紀要名 登録№
89 関東 日本大学 経済学部　産業経営研究所 産業経営ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ報告書 81479 B
90 関東 一橋大学 経済学研究科 経済学 81628
91 関東 法政大学 大原社会問題研究所 雑誌 81233 C
92 関東 明治大学 経営学研究所 経営論集 81006
93 関東 明治大学 政治経済研究所 政経論叢 81029
94 関東 明治大学 国家試験指導センター　経理研究所 経理知識 81371 D
95 関東 明治大学 法律研究所 法律論叢 81653
96 関東 横浜国立大学 経済学部 エコノミア 81111
97 関東 横浜国立大学 横浜経営学会 経営研究 81312
98 関東 立教大学 経済学研究会 経済学研究 81052 B
99 関東 立教大学 観光学部 観光学部紀要 81654
100 関東 立正大学 経済学会 経済学季報 81413
101 関東 早稲田大学 早稲田商学同攻会 商学 81039
102 関東 早稲田大学 法務研究科臨床法学研究会 LAW　AND　PRACTICE 81655
103 中部 愛知大学 経済学会 経済論集 81095 Ｅ1
104 中部 愛知大学 地域政策学部 地域政策学ジャーナル 81637
105 中部 愛知学院大学 産業研究所 所報　地域分析 81196
106 中部 愛知学院大学 商学会 論叢　商学研究 81283 B2
107 中部 愛知学院大学 経営学会 論叢　経営学研究 81395
108 中部 愛知学院大学 経営管理研究所 経営管理研究所　紀要 81439
109 中部 金沢大学 人間社会学域　地域経済情報センター CURES　NEWS　LETTER　地域経済ニューズレター 81341
110 中部 静岡大学 経済学会 経済研究 81451 D1
111 中部 信州大学 経法学部 経法論集 81646
112 中部 名古屋大学 大学院　経済学研究科　附属　国際経済政策研究センター 調査と資料 81068 E
113 中部 名古屋大学 大学院　経済学研究科 経済科学 81082
114 中部 名古屋市立大学 経済学会 オイコノミカ 81315
115 中部 名城大学 経済・経営学会 名城論叢 81101 B
116 中国・四国 愛媛大学 経済学会 経済論集 81281
117 中国・四国 岡山大学 産業経営研究会 研究報告書 81633
118 中国・四国 香川大学 経済学会 経済論叢 81013 E
119 中国・四国 香川大学 経済学部 研究年報 81186
120 中国・四国 高知大学 経済学会 論叢社会科学 81420 B
121 中国・四国 下関市立大学 学会 論集 81338 B
122 中国・四国 松山大学 総合研究所 論集 81003 D1
123 中国・四国 松山大学 総合研究所 地域研究ジャーナル 81244 E
124 中国・四国 山口大学 経済学会 経済学雜誌 81040 D
125 中国・四国 山口大学 東亜経済学会 東亜経済研究 81040 E
126 九州・沖縄 大分大学 経済学会 経済論集 81014 C
127 九州・沖縄 大分大学 経済学部　地域経済研究センター 地域と経済 81634
128 九州・沖縄 九州大学 大学院　経済学会 経済論究 81015
129 九州・沖縄 九州大学 経済学会 経済学研究 81016
130 九州・沖縄 佐賀大学 経済学会 経済論集 81318
131 九州・沖縄 佐賀大学 Human Capital, Agriculture, Trade and Globalization 81658
132 九州・沖縄 西南学院大学 学術研究所 商学論集 81027 C1
133 九州・沖縄 西南学院大学 学術研究所 法学論集 81647
134 九州・沖縄 西南学院大学 大学院研究論集 81648
135 九州・沖縄 長崎大学 経済学会 経営と経済 81329 F
136 九州・沖縄 福岡大学 研究推進部 経済学論叢 81106 D1
137 九州・沖縄 福岡大学 研究推進部 商学論叢 81106 D2
138 九州・沖縄 琉球大学 法文学部 経済研究 81407

（注）大学名は地域別に50音順に掲載。
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