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郷土紀要リスト（誌名順）
令和4年4月現在
雑誌名

出版者名

あ 相澤病院雑誌
愛知大学

刊行頻度

不定刊 1<2003>

相澤病院

三遠南信地域連携研究センター紀要 愛知大学三遠南信地域連携研究センター

欠号・備考

所蔵巻号・年次

1号のみ所蔵

年刊 7＜2021＞-

安曇野市豊科郷土博物館 紀要

安曇野市豊科郷土博物館

年刊 1<2014>-

安曇野市文書館紀要

安曇野市文書館

年刊 1<2020>-

いいづな歴史ふれあい館

年刊

飯田市美術博物館 研究紀要

飯田市美術博物館

年刊 4<1994>-

26

飯田女子短期大学 看護学科年報

飯田女子短期大学

年刊

1<1997>-8<2006>

廃刊

飯田女子短期大学 紀要

飯田女子短期大学

年刊

8<1986>-

飯田女子短期大学 研究紀要

飯田女子短期大学

年刊

7<1984>

い 飯綱町の歴史と文化

1<2013>-6<2019>

後：いいづな歴史ふれあい館紀要

前：飯田女子短期大学研究紀要
巻次継承につき欠号無し

前：研究紀要
後：飯田女子短期大学紀要
巻次継承につき欠号無し

飯田市歴史研究所 年報
いいずな歴史ふれあい館紀要

泉

飯綱町の自然･歴史･文化

長野清泉女学院中学・高等学校

伊那市創造館

飯田市歴史研究所

年刊

1<2003>-

いいづな歴史ふれあい館

年刊

7<2020>

年刊

20<2013>-

伊那市創造館

年刊

1<2011>-

飯田市美術博物館

年刊

1<2000>-

上田女子短期大学

年刊

1<1971>-

上田女子短期大学児童文化研究所

年刊

1<1979>-

年刊

30<1995>

教育実践集録 長野清泉女学院中学・高等学校

年報

伊那谷自然史論集
う 上田女子短期大学 紀要
上田女子短期大学 児童文化研究所 所報

上田女子短期大学 幼児教育科 卒業研究集 上田女子短期大学

前：飯綱町の歴史と文化

前誌：本州女子短期大学紀要

上田市立博物館 紀要

上田市立博物館

不定刊 1<1976>

上田小県誌歴史研究紀要

上田小県誌刊行会

不定刊

え LIT研究論集

信州大学LIT支部

不定刊 1<1973>

お 岡谷蚕糸博物館 紀要

岡谷蚕糸博物館

年刊

1<1996>-14<2009>

9

14号にて終刊

か 会誌

筑北郷土史研究会

年刊

1<2002>-11<2012>

3

11号にて終刊

会誌地理研究

長野県高等学校地理教育研究会

年刊 1<1977>-

学輪

飯田市

年刊 1<2014>-

上伊那教育会研究紀要

上伊那教育委員会

年刊 38<2017>-

軽井沢町植物園紀要

軽井沢町植物園

年刊 1<2015>-

観光文化研究所 所報

上田女子短期大学観光文化研究所

年刊

1<2003>-12<2014>

気象庁地震観測所

年刊

1<1980>-12<1993>

気象庁精密地震観測室 技術報告

気象庁精密地震観測室

年刊

13<1996>-31<2014>

木曾山林資料館研究紀要

木曾山林資料館

年刊

1<2020>

教育実践研究

信州大学教育学部附属教育実践総合センター

年刊 1<2000>-

教育総合研究

松商学園

年刊 創刊号<2017>-

き 気象庁地震観測所 技術報告

け 経済科学研究所 研究所報

松本大学

本州大学経済科学研究所研究所
（長野大学）

1<1973>-2<1975>

28-33

終刊

後：総合文化研究所所報

学海
後：気象庁精密地震観測室技術
報告
終刊

15

前：気象庁地震観測所技

術報告

不定刊 2（1）<1969>

研究紀要

飯田女子短期大学

年刊

1<1971>-6<1982>

後：飯田女子短期大学研究紀要

研究紀要 図書館教育

長野県図書館協会

年刊

1<1968>-27<2002>

20，21，24，25

研究のあゆみ

上高井教育会地歴同好会
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不定刊 1<1967>

色の付いたものは休刊、受入停止しています。

雑誌名
こ 公開学習指導研究会 研究紀要

出版者名
伊那市立伊那小学校

刊行頻度

不定刊 H8<1997>

高文連ながの

長野県高等学校文化連盟

年刊 7<1998>-

護法

常円寺

年刊

常円寺仏教大学紀要

1<1992>-5<1997>

こども学研究

長野県立大学健康発達学部こども学科 不定刊 1＜2019＞-

駒ケ根市誌編さん紀要

駒ヶ根市教育委員会

駒ヶ根市立博物館館報

駒ヶ根市立博物館

不定刊 1<2017>-

さ 佐久大学看護研究雑誌

佐久大学看護学部

不定刊 1<2009>-

佐久大学

信州短期大学部紀要

佐久大学

信州短期大学部

三郎山論集

上田女子短期大学日本語教育研究会

更農研究集録
蚕糸学雑誌

欠号・備考

所蔵巻号・年次

年刊

1<1982>-5<1986>

年刊 24<2013>- 前：信州短期大学紀要

終刊

年刊

1<1994>-7<2000>

更級農業高等学校

不定刊

5<1954>，28<1977>

上田蚕糸専門学校同窓会

不定刊

1(1)<1928>-3(2)<1930>

3（1）

し 塩尻市立蝶の博物館 紀要

塩尻市立蝶の博物館

不定刊

1<1998>-8<2005>

後：塩尻市立自然博物館紀要

塩尻市立自然博物館 紀要

塩尻市立自然博物館

年刊

志賀高原生物研究所研究業績

信州大学志賀高原生物研究所

志賀自然教育研究施設 研究業績

信州大学教育学部附属志賀自然教育研究施設

不定刊

9<2007>-

1<1962>-4<1966>

前：塩尻市立蝶の博物館紀要
巻次継承のため1～8号無し

後：志賀自然教育研究施設 研
究業績
前：志賀高原生物研究所研究業績

年刊

5<1967>-

後：信州大学教育学部附属
志賀自然教育研究施設研究業績

2(1-1)<1974>-4

地震観測報告

気象庁精密地震観測室

自然研究紀要

下伊那教育会

自然調査

下伊那教育会

不定刊

思想史研究会論叢

思想史研究会

年刊

年2回

集4（12）
<2006>

視聴覚教育

研究紀要

長野県高等学校視聴覚教育研究会

終刊

前：Bulletin of Matsushiro/

欠有/第4集はDVD

年刊 2<1979>

年刊

3<1931>-4<1931>
1<1996>-4<2003>
1<1973>32<2005>,37<2010>

3，4，33-36

-

（信濃教育会）教育研究所 紀要

信濃教育会教育研究所

信濃教育会教育研究所 研究紀要

信濃教育会教育研究所

年刊 1<1997>-

下諏訪町立博物館 紀要

下諏訪町立博物館

年刊

<1980>-<1984>

終生学習

長野県経営者協会

年刊

57<2004>、60<2005>

所報あなん

長野県阿南少年自然の家

年刊

10<1997>-13<2000>

市立大町山岳博物館

信州大学

し

研究紀要

不定刊

1<1948>-34<1967>

5-12，14-23，26-29，31-33

14-22

市立大町山岳博物館

不定刊 1<2016>-

市立大町病院医報

市立大町病院

不定刊

1<1972>-5<1978>

信越経済研究所報

長野県経済短期大学信越経済研究所 不定刊

1<1971>-7<1996>

信州医学雑誌

長野県医学会

不定刊

1(1)<1952>-15(1)<1966>

7(1)-12(3)

信州史学

信州大学教育学部歴史研究会

年刊

1<1971>-12<1989>

5，7

信州新町化石博物館 研究報告

信州新町化石博物館

年刊

1<1998>-9<2006>

13号にて終刊

年2回

3<1958>-17（2）<1972>

前：信州大学紀要

Medical Journal of Shinnshu University
（信州大学医学部紀要）

信州大学医学部

3，4（3号は図書郷土で所蔵）

信州大学 医療技術短期大学部紀要

信州大学医療技術短期大学部

年刊

1<1976>-27<2002>

終刊

信州大学 紀要

信州大学

年刊

1<1951>-7<1958>

後：文理・工・教育・医学部、各誌へ

信州大学 教育学部 紀要

信州大学教育学部

年3回

8<1959>-121<2008>

前：信州大学紀要

信州大学

教育学部 教育工学センター紀要

信州大学教育学部附属教育工学センター

年刊

1<1985>-8<1992>

信州大学 教育学部教育工学センターニュース 信州大学教育学部附属教育工学センター

年刊

1<1974>-21<1992>

信州大学 教育学部教育実践研究指導センター紀要 信州大学教育学部教育実践研究指導センター

年刊

1<1993>-7<1999>

信州大学 教育学部教育実践研究指導センターニュース 信州大学教育学部教育実践研究指導センター

年刊

1<1993>-７<1999>
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雑誌名

出版者名

刊行頻度

教育学部教育実践総合センターニュース 信州大学教育学部教育実践総合センター 不定刊

信州大学

1<2000>-6<2002>

信州大学 教育学部 研究論集

信州大学教育学部

年刊

1<2009>-7<2014>

信州大学 教育学部 研究論集

信州大学

年刊

1<1951>-19<1967>

信州大学

信州大学教育学部附属志賀自然教育研究施設

年刊 38<2001>-

教育学部附属志賀自然教育研究施設研究業績

（信州大学教育学部付属長野小学校）研究紀要 信州大学教育学部付属長野小学校

年刊

8<1966>-9<1967>

信州大学 教育学部 歴史研究会会報

信州大学教育学部歴史研究会

年刊

1<1967>-19<1973>

信州大学 教養部紀要

信州大学教養部

年刊

1<1966>-29<1995>

信州大学 経済学論集

信州大学経済学部

年刊

4<1970>-67<2016>

信州大学 経法論集

信州大学経法学部

年刊

1<2017>-

信州大学 工学部紀要

信州大学工学部

年4回

信州大学 工学部 研究・社会活動の概要

信州大学工学部

年刊

信州大学工学部

信州大学 繊維学部紀要・研究目録

前：信州大学教育学部紀要
7号よりオンラインジャーナル
自然科学・人文・社会科学篇を合冊

前：志賀自然教育研究施設 研究
業績

17，18

終刊
前:信州大学経済学論集 信州大学法学論
集

経済・法学部が合併

8<1959>-33<1972>

前：信州大学紀要

<2000>-

2010年から電子媒体

<2009>,<2010><2017>

信州大学 工学部研究報告

欠号・備考

所蔵巻号・年次

不定刊

1(1)<1951>-1(3)<1954>

信州大学繊維学部

年刊

8,H5<1992>-10<1998>

信州大学繊維学部

年4回

17<1958>-114<1992>

信州大学繊維学部

年刊

2<1952>-10<1960>

冊子体終

了

Journal of the Faculty of texitileScience
and TecnologyShinshuUniversity

60-112

（信州大学繊維学部研究紀要）

信州大学 繊維学部研究報告

H11年度

信州大学大学院教育学研究科 修士論文要録 信州大学大学院教育学研究科

年刊 <2000>-H17年 終刊
度<2006>

信州大学 地域共同研究センター年報

信州大学工学部

年刊

1<1994>-8<2002>

2,4

信州大学 農学部紀要

信州大学農学部

年刊

2（1）<1959>-53<2017>

欠号あり

信州大学 文理学部紀要

信州大学文理学部

年刊

8<1958>-15<1965>

前：信州大学紀要

信州大学 法学論集

信州大学大学院法曹法務研究科

年刊

1<2002>-27<2016>

終刊

信州大学 理学部紀要

信州大学理学部

年刊 1（1）<1967>- 8～11

信州大学 歴史研究

信州大学教育学部歴史学研究室

年刊

1969年度<1970>

信州短期大学 紀要

信州短期大学

年刊

14<2002>-23<2012>

信州短期大学 研究紀要

信州短期大学

年刊

1<1989>-13<2001>

後：信州短期大学紀要

信州地理

信州地理学研究会

年刊

16<1959>-44<1984>

30，34

信州農村開発史研究所報

信州農村開発史研究所

季刊 1<1980>-

終刊

6号まで信州大学経済学部

後：佐久大学信州短期大学部紀
要

8～26
1-13、15、17、18、27-29

信州味噌研究所研究報告

信州味噌研究所

年刊

14<1973>-40<2009>

信大史学

信大史学会

年刊

1<1972>,36<2011>-

欠号多数

人文科学論集

信州大学人文学部

年刊

1<1966>-47<2013>

4，5 48号よりオンライン版

信州大学

信州大学人文学部

年刊

1<2014>-2<2015>

筑波大学菅平高原実験センター

年刊

1<1967>-14<1997>

諏訪近現代史 研究紀要

諏訪郡史編纂部

年刊

1<1970>-10<1980>

諏訪考古学

諏訪考古学研究所

不定刊 6<1951>

諏訪市史 研究紀要

諏訪市史編纂室

不定刊

諏訪市博物館 研究紀要

諏訪市博物館

不定刊 1<1993>-

人文科学論集

す 菅平高原実験センター 研究報告

せ 精神保健福祉センター 所報

長野県精神保健福祉センター
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終刊

前：人文科学論集
以降オンライン版

7，8

1<1989>-5<1993>

年刊 2<1979>-

7～12，14，15

色の付いたものは休刊、受入停止しています。

雑誌名

出版者名

刊行頻度

所蔵巻号・年次

清泉女学院大学・清泉女学院短期大学教育文化センター報 清泉女学院大学・清泉女学院短期大学

不定刊

9<2004>-13<2008>

清泉女学院大学 人間学部研究紀要

清泉女学院大学人間学部

不定刊

1<2004>-11<2014>

清泉女学院大学看護学研究紀要

清泉女学院大学看護学部

不定刊 1<2021>-

清泉女学院短期大学 研究紀要

清泉女学院短期大学

清泉女学院大学 ・短期大学地域連携センター報

清泉女学院大学・清泉女学院短期大学
地域連携センター

年刊 1<1983>-

欠号・備考
欠号多数
終刊

終刊

2015年より機関リポジト

リ公開

8，9

年刊 1<2009>-

専攻研究論文 抄録集

長野農業大学校

年刊

S56<1981>-H7<1996>

後：専攻研究論文集

専攻研究論文集

長野農業大学校

年刊

H8<1996>-H14<2002>

H9，前：専攻研究論文抄録集

そ 総合文化研究所所報

学海

年刊 1<2015>-

前：観光文化研究所 所報

長野県短期大学国語研究室

月刊

1<1993>-7<1999>

後：長野国文

た 体育センターレポート

長野県体育センター

年刊

12<1999>-18<2005>

終刊

ち 地域総合研究

松本大学地域総合研究センター

年刊 1<2001>-

卒業研究（要旨）

と

総合文化研究所

茅野市美術館年報・研究紀要

茅野市美術館

茅野市八ヶ岳総合博物館紀要

茅野市八ヶ岳総合博物館

地理学会報

長野県師範学校地理学会

不定刊 1<1931>

東京大学地震研究所北信微小地震・地殻変動観測所観測報告

東京大学地震研究所

不定刊

1<1975>-13<1979>

東京大学地震研究所北信微小地震・地殻変動観測所月報

東京大学地震研究所

月刊

41<1972>-59<1974>

信州大学人文学部

年刊

1<2001>-4<2005>

終刊

長野経済経営研究

経済経営研究会

季刊

1(1)<1969>-10(2)<1978>

欠号あり

長野経済論集

長野経済短期大学学会

年刊

1<1967>-36<1999>

後：長野経済短期大学論叢

長野経済短期大学 論叢

長野経済短期大学学術研究会

不定刊

37<1999>-45<2009>

終刊

長野県 飯山北高等学校研究紀要

長野県飯山北高等学校

不定刊 1<2000>

長野県 医学会雑誌

長野県医師会

不定刊 1<1971>

長野県 衛生公害研究所 調査研究報告

長野県衛生公害研究所

不定刊

1<1956>-152<1978>

長野県 衛生公害研究所 研究報告

長野県衛生公害研究所

年刊

1<1979>-26<2003>

長野県 衛生公害研究所 業務年報

長野県衛生公害研究所

年刊

13<1999>-19<2004>

長野県 園芸試験場報告

長野県園芸試験場

不定刊

7<1968>-13<1976>

長野県 果樹試験場報告

長野県果樹試験場

年刊 1<1983>-

長野県 家畜衛生試験調査報告

長野県畜産課

年刊 1<1954>

長野県 環境保全研究所業務年報

長野県環境保全研究所

年刊 H16<2005>-

長野県 環境保全研究所研究報告

長野県環境保全研究所

年刊 1<2005>-

長野県 看護大学紀要

長野県看護大学

年刊

1<1999>-7<2005>

長野県 教育センター研究紀要

長野県教育センター

年刊

8<1972>-32<1995>

欠号あり

長野県 教育センター所報

長野県教育センター

年刊

1<1966>-88<1996>

欠号あり

長野県 近代史研究

長野県近代史研究会

年刊

1<1970>-10<1981>

長野県 工科短期大学校紀要

長野県工科短期大学校

な 内陸文化研究

長野県

上田女子短期大学

長野県工業技術総合センター材料技術部門研究報告 長野県工業技術総合センター材料技術部門

な 長野県工業技術総合センター情報技術部門業務報告

長野県工業技術総合センター情報技術部門
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不定刊 1<2001>-

２

前：茅野市美術館研究紀要

年刊 1<1991>-

前：長野経済論集

欠号あり
後：長野県環境保全研究所研究
報告
18，後：長野県環境保全研究所
業務年報

前：長野県自然保護研究所年報
前：長野県衛生公害研究所年報
前：長野県自然保護研究所業務年報
前：長野県衛生公害研究所研究報告
前：長野県自然保護研究所紀要

不定刊 1<1998>年刊

24<2005>

年刊 H16年度<2005>

廃刊

前：長野県工業試験場研

究報告
廃刊

前：長野県情報技術試験

場業務報告

色の付いたものは休刊、受入停止しています。

雑誌名

出版者名

刊行頻度

欠号・備考

所蔵巻号・年次

廃刊

前：長野県食品工業試験

長野県工業技術総合センター食品技術部門研究報告 長野県工業技術総合センター食品技術部門

年刊

33<2005>

長野県工業技術総合センター精密・電子技術部門研究報告 長野県工業技術総合センター精密・電子技術部門

年刊

18<2005>

長野県 工業技術総合センター

長野県工業技術総合センター

年刊

1<2006>-

長野県 工業試験場研究報告

長野県工業試験場

年刊

1<1982>-23<2004>

長野県 考古学会誌

長野県考古学会

長野県高等学校科学協会誌

長野県高等学校科学協会

年刊 1<2016>-

長野県 高等学校教育研究会 研究集録

長野県高等学校教育研究会

年刊 14<1978>- 欠号あり

（長野県高等学校長会）会誌

長野県高等学校長会

長野県 高等学校図書館協議会 研究集録

長野県高等学校図書館協議会

長野県 国語国文学会 会報

研究報告

不定刊 1<1964>-

場研究報告
廃刊

前：長野県精密工業試験

場研究報告

後：長野県工業技術総合セン
ター材料技術部門研究報告
10～16，63，

117号より信濃

考古に合併、2015年復刊

不定刊 1<1983>
2005，2006～2012はCD-R、

年刊

S53<1979>-H18<2006>

長野県国語国文学会

年４回

1<1967>-34<1990>

長野県 国語国文学会 研究紀要

長野県国語国文学会

不定刊 1<1988>-

長野県 国保地域医療学会誌

長野県国保地域医療推進協議会

年刊

29<1983>-46<2001>

30～41

（長野県産業教育センター）研究紀要

長野県産業教育センター

年刊

1<1986>-11<1996>

終刊

長野県 山岳総合センター所報

長野県山岳総合センター

長野県 産業教育センター所報

長野県産業教育センター

年刊

15<1989>-27<1996>

欠号あり

長野県 蚕業試験場彙報

長野県蚕業試験場

年刊

20<1931>-43<1941>

後：長野蚕紙要報

長野県 蚕業センター研究要報

長野県蚕業センター

年刊

1<1992>-6<1997>

長野県 自然保護研究所 紀要

長野県自然保護研究所

年刊

1<1998>-7<2004> 後：長野県環境保全研究所研究報告

長野県 自然保護研究所 年報

長野県自然保護研究所

年刊

1<1997>-8<2004> 後：長野県環境保全研究所業務年報

長野県 信濃美術館紀要

長野県信濃美術館

年刊 1<2006>-

長野県障害者福祉センター

サンアップル年報 長野県障害者福祉センター

不定刊 7‹1967›-

年刊

H13年度<2003>-

長野県 情報技術試験場 業務報告

長野県情報技術試験場

年刊

<1985>-<2004＞

長野県 情報技術試験場 研究報告

長野県情報技術試験場

年刊

1<1985>-20<2004>

長野県 情報処理教育センター所報

長野県情報処理教育センター

年刊

1<1975>-14<1988>

長野県 食品工業試験場 研究報告

長野県食品工業試験場

年刊

1<1973>-32<2004>

長野県 植物研究会誌

長野県植物研究会

年刊 4<1971>-

長野県 水産試験場 研究報告

長野県水産試験場

年刊 2<1990>-

2013有

28～32
2，4，5

欠号あり

後：長野県工業技術総合センター情
報技術部門業務報告
後：長野県工業技術総合センター情
報技術部門研究報告

後：長野県工業技術総合センター食
品技術部門研究報告

S59<1986>H13<2003>、

長野県 水産試験場 事業報告

長野県水産試験場

年刊

H20<2008>、

欠号あり

H28<2016>、
H30<2018>-

長野県 精密工業試験場 研究報告

長野県精密工業試験場

（長野県総合教育センター）研究紀要

後：長野県工業技術総合センター精密・

年刊

1<1987>-17<2004>

長野県総合教育センター

不定刊

1<1997>-8<2004>

終刊

長野県 総合教育センター所報

長野県総合教育センター

年３回

1<1996>-17<2003>

13

長野県 短期大学紀要

長野県短期大学

年刊

1<1950>-71<2016>

73号にて終刊

長野県農政部畜産課

年刊

16<1970>-46<2002>

18，19

長野県農政部畜産課

年刊

2<1955>-6<1960>

な 長野県 畜産技術 研究発表集
長野県 畜産技術 研究報告
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電子技術部門研究報告

18号にて終刊

46号にて終刊

色の付いたものは休刊、受入停止しています。

雑誌名

出版者名

長野県 畜産試験場 研究報告

刊行頻度

欠号・備考

所蔵巻号・年次

年刊 3<1968>-

6、1991年～1995年の間は休刊

年刊

2<1970>、7<1971>

2、7号のみ所蔵

長野県 中信農業試験場報告

長野県中信農業試験場

年刊

2<1983>-18<2008>

終刊

長野県 地理

長野県地理学会

年刊

1<1971>-6<1987>

後：年報長野県地理

長野県 地理学報告

長野県地理学会

長野県畜産試験場研究報告

長野県畜産試験場

草地・飼料作物試験成績 長野県畜産試験場

長野県 南信工科短期大学校

紀要

長野県南信工科短期大学校

不定刊 1<1997>
紀要委員会 不定刊

1<2018>前：長野県農業総合試験場南信地方

長野県 南信農業試験場研究報告

長野県南信農業試験場

不定刊 2<1983>

試験場

後：長野県南信農業試験場

報告

長野県 南信農業試験場報告

長野県南信農業試験場

長野県 農業試験場園芸分場研究報告

長野県農業試験場園芸分場

年刊

3<1999>-

前：長野県南信農業試験場研究報告

不定刊 1<1954>

長野県 農業総合試験場南信地方試験場報告 長野県農業総合試験場南信地方試験場 不定刊 1<1979>

後：長野県南信農業試験場報告

長野県 農業試験場報告

長野県農業試験場

欠号あり

長野県 農業試験場報告

長野県農業試験場

長野県 農業総合試験場報告

長野県農業総合試験場

年刊

15<1952>-47<1998>

不定刊 1<2016>年刊

1<1980>-7<2006>

長野県 農業総合試験場南信地方試験場報告 長野県農業総合試験場南信地方試験場 不定刊 1<1979>

前:同タイトル(H21農総と農事
が施設併合）

終刊
後:長野県南信農業試験場研究報
告

長野県 農業総合試験場農事試験場研究集報 長野県農業総合試験場

不定刊

1<1958>-6<1980>

長野県 農事試験場報告

長野県農事試験場

不定刊

1<1931>-48<2004>

欠号多数

長野県 保育専門学院研究集録

長野県保育専門学院

年刊

17<1977>-23<1983>

18

長野県 埋蔵文化財センター紀要

長野県埋蔵文化財センター

年刊 1<1987>-

長野県 埋蔵文化財センター年報

長野県埋蔵文化財センター

長野県 野菜花き試験場特別研究報告

長野県野菜花き試験場

不定刊

長野県 野菜花き試験場報告

長野県野菜花き試験場

不定刊 1<1981>-

長野県 野蚕糸（やさんし）学会誌

長野県野蚕糸学会

年刊

長野県立歴史館 研究紀要

長野県立歴史館

年刊 1<1995>-

長野県 林業総合センター研究報告

長野県林業総合センター

年刊 1<1986>-

長野工業高等専門学校紀要

長野工業高等専門学校

年刊

1<1965>-41<2007>

長野国文

長野県短期大学国語国文学会

年刊

8<2000>-27<2019>

終刊

長野蚕試要報

長野県蚕業試験場

年刊

1‹1965>-27<1991>

前：長野県蚕業試験場彙報

長野女子短期大学 研究報告

長野女子短期大学

年刊

1<1992>-2<1994>

後：長野女子短期大学研究紀要

長野女子短期大学 研究紀要

長野女子短期大学

年刊 3<1996>-

長野市立博物館紀要

長野市立博物館

年刊 1<1992>-

長野市埋蔵文化財センター所報

長野市教育委員会

年刊 4‹1993›-

長野清泉論集

清泉保育女子専門学校

年刊

長野大学紀要

長野大学図書委員会

季刊 1<1972>-

成田会・研究ジャーナル

学校法人成田会

年刊 1＜2020＞-

に 日本民俗資料館研究紀要

日本民俗資料館

不定刊 1<1990>

ね 年報長野県地理

長野県地理学会

不定刊 8<1990>-

の 野尻湖博物館研究報告

信濃町立野尻湖博物館

不定刊

の 野尻湖ナウマンゾウ博物館研究報告

野尻湖ナウマンゾウ博物館

長野こ
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年刊 1<1982>1<1999>-3<2011>

1<1980>-9<1988>

終刊
前：卒業研究

前：長野女子短期大学研究報告

3<1970>-15<1982>

1<1993>-4<1996>

年刊 5<1997>-

前誌：本州大学紀要

11,15-18，前：長野県地理
後：野尻湖ナウマンゾウ博物館研究
報告

7,9,10，前：野尻湖博物館研究
報告

色の付いたものは休刊、受入停止しています。

雑誌名

出版者名

は 原村誌紀要

ひ

ふ

白馬中学校

人と自然

安藤百福記念

安藤百福記念

自然体験活動指導者

自然体験活動

養成センター紀要

指導者養成センター

平出博物館紀要

塩尻市立平出博物館

HUMANITAS CATHOLICA（フマニタス
Bulletin of Matsushiro（ブラタン

オブ

カトリカ） 清泉女学院大学・短期大学カトリックセンター
マツシロ ） Matsushiro

ほ 本州女子短期大学 紀要

Seismological Obser

本州女子短期大学

1<1968>-2<1968>

年刊

1<2011>-6<2016>

年刊 5<1988>-

隔月

1<1971>-6<1972>

不定刊 1<1971>
季刊

北斎研究所

北斎研究所

年刊 1<2008>-

松商学園短期大学信州産業調査研究所報告

文化部門 松商学園短期大学

松商短大 経営調査センター報告

終刊(以降は「業務報告書」に
書名変更し図書で受入)
1-4

年刊 1<2010>-

本州大学

ま 松商学園短期大学 信州産業調査研究所報告 信州産業調査研究所

年刊

1<1971>-2<1972>

1<1956>-27<1971>

後誌：地震観測報告
データは上田女子短期大学紀要

データは長野大学紀要

21，25，26

不定刊 1<1960>

5

松商学園短期大学

不定刊

1<1962>-9<1972>

松商学園短期大学

年刊

1<1954>-52<2002>

松代地震センター研究報告

松代地震センター

不定刊

1<1968>-6<1972>

松代地震ニュース

松代地震センター

月刊

1<1968>-20<1969>

松代群発地震資料月報

松代地震センタ－

年刊

1<1967>-8<1971>

松代群発地震 資料報告

松代地震センター

年刊

9<1972>-46<2010>

松本歯学

松本歯科大学学会

不定刊 1（1）<1975>-

松本歯科大学 紀要

松本歯科大学

不定刊

1<1973>-38<2010>

31 39号よりリポジトリ公開

松本歯科大学 研究年報

松本歯科大学

不定刊

1995-97年度<1998>

終刊

松本市史研究

松本市文書館

ま 松商短大論叢

松本児童園紀要
松本市美術館紀要

Ecran

欠号あり
後：松本大学研究紀要

後誌：松代群発地震資料報告
一部後誌と合冊製本されている
終刊

前誌：松代群発地震資料月報

一部前誌と合冊製本されている

年刊 <‹1991>-

松本児童園

不定刊 5<1984>

松本市美術館

不定刊 1<2009>-

松本大学 研究紀要

松本大学

年刊 53<2003>- 前：松商短大論叢

松本短期大学 研究紀要

松本短期大学

年刊 1<1984>-

み 水と村の歴史 信州農村開発史研究所紀要 信州農村開発史研究所
妙高火山研究所 年報
め

不定刊

本州大学 紀要
研究紀要

欠号・備考

所蔵巻号・年次

不定刊 1<1979>

原村誌編纂室

白馬中学校研究紀要

刊行頻度

明治大学黒曜石研究センター紀要

妙高火山研究所
資源環境と人類 明治大学黒曜石研究センター

年刊 1<1983>年刊

1<1993>-10<2002>

年刊 1<2011>-

明治大学平和教育登戸研究所資料館

年刊 1<2016>-

や ヤッコソウ・ツチトリモチの友

ヤッコソウ・ツチトリモチを保護する会

季刊

3（4）<1975>-9（2）<1980>

れ 黎明（れいめい）

長野県田川高等学校

年刊

1<1986>-11<1996>

長野県高等学校歴史教育研究会

年刊 2<2012>-

明治大学平和教育登戸研究所資料館

歴史教育研究
ろ 論叢（ろんそう)

館報

関東信越税理士会長野県支部
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不定刊

1<2003>-5<2011>

終刊

