
配本先図書館等 2019年12月現在

以下の図書館等宛に配本していますが、閲覧が可能かどうかについては、直接、当該図書館等宛ご照会下さるようお願いします。

分類 図書館等の名称 部署 住所

公立 大阪府立中央図書館 資料情報課 第一係　寄贈班 東大阪市荒本北1-2-1

公立 香川県立図書館 高松市林町2217-19

公立 神奈川県立図書館 資料部　情報整備課 神奈川県横浜市西区紅葉ヶ丘9-2

公立 京都府立図書館 資料課特定資料担当者 京都市左京区岡崎成勝寺町9

公立 神戸市立中央図書館 神戸市中央区楠町7-2-1

公立 神戸市立博物館 学芸課 神戸市中央区京町24

公立 国土交通省図書館 千代田区霞が関2-1-2　合同庁舎第2号館14階

公立 国立国会図書館収集部 国内資料課 千代田区永田町1-10-1

公立 富山市郷土博物館 富山市本丸1-62

公立 兵庫県立図書館 資料課 明石市明石公園1-27
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公立 広島市交通科学館 展示係 広島市安佐南区長楽寺2－12－2

公立 福井県立図書館 資料班 福井市下馬町51-11

公立 福岡県立図書館 資料課逐次刊行物係 福岡市東区箱崎1-41-12

公立 横浜市中央図書館 調査資料課資料係 横浜市西区老松町1

公立 東京都立中央図書館サービス部 新聞雑誌寄贈係 港区南麻布5-7-13

公立 オーテピア高知図書館(高知県立図書館） 高知県高知市追手筋2-1-1

大学 亜細亜大学図書館 雑誌係 武蔵野市境5-24-10

大学 大分大学経済学部 教育研究支援室 大分市大字旦野原700

大学 大阪経済大学 中小企業・経営研究所 大阪市東淀川区大隅２丁目２－８

大学 大阪大学大学院 工学研究科 船舶海洋工学専攻 図書室 吹田市山田丘2-1

大学 神奈川大学図書館 横浜市神奈川区六角橋3-27-1

大学 関西大学 経商資料室 大阪府吹田市山手町3-3-35

大学 上智大学 中央図書館 （法科大学院図書室） 千代田区紀尾井町7-1

2



大学 同志社大学図書館 学術情報課 京都市上京区今出川通烏丸東入

大学 岡山商科大学 社会総合研究所 岡山市津島京町2-10-1

大学 小樽商科大学附属図書館 参考係 小樽市緑3-5-21

大学 海上保安大学校 図書館 呉市若葉町5-1

大学 関東学院大学 経済経営研究所 横浜市金沢区六浦東1-50-1

大学 関西学院大学 産業研究所 西宮市上ヶ原一番町1-155

大学 関西学院大学図書館 運営課 西宮市上ヶ原一番町1-155

大学 関西大学図書館 雑誌係 大阪府吹田市山手町3-3-35

大学 京都学園大学 図書館 亀岡市曽我部町南条大谷1-1

大学 京都大学大学院経済学研究科 調査資料室 京都市左京区吉田本町

大学 京都大学附属図書館 雑誌情報掛 京都市左京区吉田本町

大学 慶応義塾大学 メディアセンター本部 港区三田2-15-45

大学 神戸大学 海事科学部分館 神戸市東灘区深江南町5-1-1

3



大学 神戸大学附属図書館 図書受入掛 神戸市灘区六甲台町2-1

大学 神戸大学大学院 経営学研究科 神戸市灘区六甲台町2-1

大学 国土交通省海技大学校 図書館 芦屋市西蔵町12-24

大学 駒沢大学 図書館雑誌係 世田谷区駒沢1-23-1

大学 専修大学図書館 雑誌係 川崎市多摩区東三田2-1-1

大学 大東文化大学図書館 逐次刊行物係 板橋区高島平1-9-1

大学 高千穂大学図書館 杉並区大宮2-19-1

大学 拓殖大学茗荷谷図書館 雑誌グループ 文京区小日向3-4-14

大学 中央大学図書館 情報資料課逐次刊行物グループ 八王子市東中野742-1

大学 東海大学付属図書館 清水図書館 静岡市清水区折戸3-20-1

大学 東京海洋大学附属図書館 越中島分館　　学術情報係 江東区越中島2-1-6

大学 東京大学経済学部 資料室 文京区本郷7-3-1

大学 東京大学附属図書館 情報管理課選書受入掛 文京区本郷7-3-1
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大学 長崎県立大学 国際文化経済研究所 佐世保市川下町123

大学 長崎大学附属図書館 情報管理班（雑誌情報） 長崎市文教町1-14

大学 名古屋学院大学 学術情報センター 瀬戸市上品野町1350

大学 南山大学図書館 逐次刊行物係 名古屋市昭和区山里町18

大学 日本大学経済学部 図書館 千代田区三崎町1-3-2

大学 日本文理大学 商経学会 大分市大字一木1727

大学 一橋大学 商学研究室 国立市中2-1

大学 兵庫県立大学 政策科学研究所 神戸市西区学園西町8-2-1

大学 福岡大学図書館 雑誌係 福岡市城南区七隈8-19-1

大学 文教大学湘南図書館 逐次刊行物係 茅ヶ崎市行谷1100

大学 法政大学 比較経済研究所 町田市相原町4342

大学 松山大学図書館 松山市文京町4-2

大学 明治大学図書館 管理グループ雑誌受入係（中央） 千代田区神田駿河台1-1
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大学 山口大学 東亜経済研究所 山口市大字吉田1677-1

大学 横浜国立大学附属図書館 雑誌管理係 横浜市保土ヶ谷区常盤台79-6

大学 横浜市立大学学術情報センター 和雑誌担当 横浜市金沢区瀬戸22-2

大学 流通科学大学 図書館 神戸市西区学園西町3-1

大学 流通経済大学図書館 龍ヶ崎市平畑120

大学 和歌山大学附属図書館 総務部 和歌山市栄谷930

大学 早稲田大学 商学研究図書室 新宿区西早稲田1-6-1

大学 早稲田大学図書館 資料管理課　寄贈交換担当 東京都新宿区西早稲田1-6-1

高専 大島商船高等専門学校図書館 庶務課図書係 山口県大島郡周防大島町大字小松1091-1

高専 鳥羽商船高等専門学校 図書館 三重県鳥羽市池上町1-1

高専 富山高等専門学校 図書館 富山県射水市海老江練合1-2

高専 広島商船高等専門学校 図書館 広島県豊田郡大崎上島町東野

高専 弓削商船高等専門学校 図書館 愛媛県越智郡上島町弓削下弓削1000
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