英語
a5010557827a

KA

K

家庭画報 国際版(Kateigaho International edition) -家庭画報特選世界文化社

年数回(3・9月)

5010557827
分類：053

所蔵館： 中央－外国（5年・3M）
a5012773742a

アク

ア

TOMBO(ACTA ODONATOLOGICA JAPONICA)
日本トンボ学会

年数回

5012773742
分類：486

所蔵館： 中央－自然科学（20年・禁帯・2000年2月1日号～）
a5010557827a

カテ

カ

家庭画報 国際版(Kateigaho International edition) -家庭画報特選-

a5000005995a

世界文化社

5010557827

年数回(3・9月)

分類：053

季刊

分類：051.3

所蔵館： 中央－外国（5年・3M）

カン

Kansai Scene
Daniel Lee

5000005995

所蔵館： 中央－外国（1年・1M），大正（1年・1M），天王寺（1年・1M），浪速（1年・禁帯），東成
（1年），旭（1年・1M）
a5012773742a

トン

ト

TOMBO(ACTA ODONATOLOGICA JAPONICA)
日本トンボ学会

年数回

5012773742
分類：486

所蔵館： 中央－自然科学（20年・禁帯・2000年2月1日号～）
a5000003967a

HI

H

Hir@gana Times(Hiragana Times) -日英バイリンガルヤック企画(発売)

月刊(毎月20日)

5000003967
分類：051.3

所蔵館： 中央－外国（5年・1M），鶴見（1年・1M），住吉（1年・1M）
a5000000591a

アイ

ア

ISASニュース

5000000591

a5000000001a

宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究 月刊

分類：538

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯）

I/O -自作派のためのパソコン技術情報誌工学社

5000000001

月刊(毎月18日)

分類：549

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

1

KA

- アイ

a5000001130a

アイ

愛犬の友

5000001130

a5000004615a

誠文堂新光社

隔月刊(偶数月25日)

分類：640

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

東京都写真美術館ニュース「アイズ」(eyes: Tokyo Photographic Art Museum ne
a5000005959a

東京都歴史文化財団東京都写真美術 その他

5000004615

分類：740

所蔵館： 中央－芸術（1年・禁帯）

月刊アイソス -マネジメントシステム規格の専門月刊誌a5000000002a

システム規格社

5000005959

月刊(10日)

分類：500

季刊(3，6，9，12月各10日)

分類：757

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

アイデア(idea) -世界のデザイン誌a5013993858a

誠文堂新光社

5000000002

所蔵館： 中央－芸術（永年・禁帯・1962年4月～）

アイラブ城北川NEWS
a0413155009a

アイラブ城北川実行委員会

5013993858
不定期

分類：510

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2009年-～）

アエ

[電子資料]AERA[商用データベース]

0413155009

a5000000005a

朝日新聞出版

分類：051.6

所蔵館：

AERA(アエラ)
朝日新聞出版

5000000005
週刊(月曜日)

分類：051.6

a 5 0 1 2所蔵館：
1 0 8 8 3 7 中央－ポ雑誌（20年・1W・1999年1月11日～），都島（3月・1W），島之内（6月・1W），
a

天王寺（3月・1W），西淀川（3月・1W），東淀川（3月・1W），生野（3月・1W），旭（3月・
1W），阿倍野（3月・1W）

AERA with Kids(アエラ ウィズ キッズ)
a 5 0 1 4 2朝日新聞出版
93217a

5012108837
季刊(3，6，9，12月各5日)

分類：379

所蔵館： 都島（1年・3M），福島（3年・3M），淀川（1年・3M），城東（1年・3M），阿倍野（2年・3M・
※），平野（1年・3M）

アカ

暁

5014293217

a5014532519a

暁俳句会

隔月刊

分類：911.3

所蔵館： 中央－文学（20年・禁帯・2007年1月～）

明るい旅 -Clean up Japan 駅や車内は清潔にa5012476441a

交通道徳協会

季刊

5014532519
分類：680

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯）

赤れんが便り -「研究と創造の精神」と「モノづくり」a5000002949a

トヨタ産業技術記念館

年数回

5012476441
分類：500

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯）

アキ

秋

5000002949

a5000000920a

秋発行所

月刊

分類：911.3

所蔵館： 中央－文学（20年・禁帯・1999年1.2月号～）

アク

AQUA LIFE(月刊アクアライフ) -魚とのコミュニケーション-

a0413155010a

エムピージェー

月刊(毎月11日)

5000000920
分類：660

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

アサ [電子資料]週刊朝日[商用データベース]

0413155010

朝日新聞出版

分類：051.6

所蔵館：

2

アイ - アサ

a5000000167a

アサ 週刊朝日

5000000167

朝日新聞出版

週刊(火曜日)

分類：051.6

所蔵館： 中央－ポ雑誌（永年・1W・1922年7月～），都島（3月・1W），此花（3月・1W），港（3月・

a 5 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1W），天王寺（3月・1W），浪速（3月・1W），東淀川（3月・1W），東成（3月・1W），旭（3
a

月・1W），城東（3月・1W），鶴見（1年・1W），阿倍野（3月・1W），住吉（3月・1W），平野
（3月・1W），西成（3月・1W）

アサヒカメラ(Photography Journal Asahicamera)
朝日新聞出版

月刊(毎月20日)

5000000007
分類：740

所蔵館： 中央－芸術（永年・禁帯・1949年10月～），都島（1年・1M），福島（1年・1M），島之内
（1年・1M），大正（1年・1M），天王寺（1年・1M），西淀川（1年・1M），東淀川（1年・
a 5 0 1 1 9 1 7 4 9 2 1M），東成（1年・1M），生野（1年・1M），旭（1年・1M），城東（1年・1M），鶴見（1年・
a
1M），阿倍野（1年・1M），住之江（1年・1M），住吉（1年・1M），東住吉（1年・1M），平
野（1年・1M）

旭区生涯学習だより

5011917492

a0413155011a

旭区役所市民協働課(人権生涯学習担 月刊

分類：379

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2009年7月～）

[電子資料]アサヒグラフ[商用データベース]

0413155011

a5000000924a

分類：051.4

朝日新聞社

所蔵館：

アシ

アジア経済

a5011443422a

日本貿易振興機構アジア経済研究所

5000000924
季刊(3，6，9，12月各23日)

分類：332

所蔵館： 中央－社会科学（20年・禁帯・1999年1月～）

アジア太平洋レビュー
a5000005459a

大阪経済法科大学アジア太平洋研究

5011443422
年数回

分類：051.1

所蔵館： 中央－人文科学（20年・禁帯・2004年12月～）

あしたづ -河内の郷土文化サークルセンター特集誌a5000004578a

河内の郷土文化サークルセンター

不定期

5000005459
分類：291.6

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1997年3月～）

葦のうた
a5000001131a

大阪市ひとり親家庭福祉連合会

5000004578
年数回

分類：369

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1986年10月～）

葦火 -大阪市文化財情報-

5000001131

大阪市博物館協会大阪文化財研究所 季刊(1・4・7・10月)

分類：702

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1986年3月～），北（1年・禁帯），都島（1年・禁帯），福島（1
年・禁帯），此花（1年・禁帯），島之内（1年），港（1年・禁帯），大正（1年・禁帯），天王
寺（1年・禁帯），浪速（1年・禁帯），西淀川（1年・禁帯），淀川（1年・禁帯），東淀川（1
a 5 0 0 0 0 0 2 1 6 9 年・禁帯），東成（1年・禁帯），生野（1年・禁帯），旭（1年・禁帯），城東（1年・禁帯），
a
鶴見（1年・禁帯），阿倍野（1年・禁帯），住之江（1年・禁帯），住吉（1年・禁帯），東住
吉（1年・禁帯），平野（1年・禁帯），西成（1年・禁帯）

馬醉木
a5000002587a

馬醉木発行所

5000002169
月刊(毎月16日)

分類：911.3

所蔵館： 中央－文学（永年・禁帯・1996年1月～）

葦笛 -「文芸すいた」詩文集a5014370654a

文芸すいた

5000002587
その他

分類：911.5

所蔵館： 中央－文学（永年・禁帯・1981年9月～）

アス

明日への声[CD版] -音声広報CD内閣府政府広報室

5014370654
隔月刊

分類：317

所蔵館： 中央－ＳＨ（5年・禁帯）

3

アサ - アス

a5000000925a

アス

アステイオン(AΣTEION) -鋭く感じ、柔らかく考える-

a5013041433a

CCCメディアハウス

5000000925

年数回

分類：051.3

隔月刊(偶数月5日)

分類：051.3

所蔵館： 中央－人文科学（5年・禁帯）

明日の友

5013041433

a 5 0 0 0 0婦人之友社
02444a

所蔵館： 中央－ポ雑誌（永年・2M・1997年早春号～），福島（2年・2M），天王寺（2年・2M），旭
（1年・2M），住吉（2年・2M）

アソ

友の会通信(ASSOCIATES NEWS)

a5014054749a

大阪市立東洋陶磁美術館友の会事務

5000002444
年数回

分類：700

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1985年9月～）

あそびと環境0・1・2歳 -まるごと応援!あなたの保育。a5000002909a

学研プラス(発売)

月刊(毎月2日)

5014054749
分類：376

所蔵館： 城東（1年・1M）

アタ

新しい算数研究(ELEMENTARY MATHEMATICS TEACHING TODAY)

a5000002910a

東洋館出版社

月刊(毎月28日)

5000002909

分類：374

所蔵館： 中央－生活・教育（20年・禁帯・1999年1月～）

アチ

ARCHERY -ACCURATE&DYNAMIC SPORT-

a5000004568a

レオ・プランニング

隔月刊(偶数月20日)

5000002910
分類：789

所蔵館： 中央－レク（20年・禁帯・1999年1月号～）

アナ

あなたと都税

a5000000016a

東京都主税局総務部総務課

5000004568
月刊(1日)

分類：340

所蔵館： 中央－社会科学（1年・禁帯）

アニ

アニメージュ(Animage)
徳間書店

5000000016
月刊(毎月10日)

分類：778

所蔵館： 中央－ヤング（永年・1M・1996年2月～），此花（1年・1M），島之内（1年・1M），大正（1

a 5 0 0 0 0 0 0 0 1 7 年・1M），天王寺（1年・1M），西淀川（1年・1M），淀川（1年・1M），東淀川（1年・1M），
a

旭（1年・1M），城東（1年・1M），鶴見（1年・1M），阿倍野（1年・1M），住之江（1年・
1M），住吉（1年・1M），西成（1年・1M）

アニメディア
a5000004661a

学研プラス

5000000017
月刊(毎月10日)

分類：778

所蔵館： 中央－ヤング（20年・1M・2006年4月～）

アフ

aff -Agriculture Forestry Fisheries-

a5000003281a

農林水産省大臣官房情報課

5000004661
月刊

分類：600

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯），天王寺（6月・禁帯），東成（6月），住吉（6月・禁帯）

AFRICA(アフリカ)
a5011903779a

アフリカ協会

5000003281
季刊

分類：294

季刊

分類：369

年数回

分類：910

所蔵館： 中央－人文科学（5年・禁帯）

アヘ

アベニュー -ファインプラザ大阪-

a5014293211a

大阪府立障がい者交流促進センター

5011903779

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2001年～）

あべの文学
あべの文学編集員会

5014293211

所蔵館： 中央－文学（20年・禁帯・2004年11月～）

4

アス - アヘ

a5000005223a

アマ

あまから手帖 -大人の愉しい食マガジンクリエテ関西

5000005223

月刊(毎月23日)

分類：596

所蔵館： 中央－ポ雑誌（1年・1M），中央－大阪（永年・禁帯・1996年8月～），北（1年・1M），都
島（1年・1M），福島（1年・1M），此花（1年・1M），島之内（1年・1M），港（1年・1M），大
正（1年・1M），天王寺（1年・1M），浪速（1年・1M），西淀川（1年・1M），淀川（1年・
a 5 0 0 0 0 0 2 5 9 0 1M），東淀川（1年・1M），東成（1年・1M），生野（1年・1M），旭（1年・1M），鶴見（1年・
a
1M），阿倍野（1年・1M），住之江（1年・1M），住吉（1年・1M），東住吉（1年・1M），平
野（1年・1M），西成（1年・1M）

AMAZON
a5000002592a

AMAZON発行所

5000002590
隔月刊(奇数月)

分類：910

所蔵館： 中央－文学（20年・禁帯・1999年1月～）

アメ

あめんすい -蛙面水-

a5000000501a

伊藤志のぶ

5000002592
年数回

分類：910

所蔵館： 中央－文学（20年・禁帯・1999年8月～）

アル Al(ある) -アルミニウムの総合雑誌a5000002320a

軽金属通信ある社

5000000501
月刊(28日)

分類：560

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

ar(アール)
a5000000931a

主婦と生活社

5000002320
月刊(毎月12日)

分類：051.7

月２回(毎月第2第4木曜日)

分類：783.8

所蔵館： 中央－ヤング（5年・1M）

ALBATROSS-VIEW
a5000004540a

プレジデント社(発売)

5000000931

所蔵館： 中央－レク（5年・禁帯）

アルミエージ
a5010528308a

日本アルミニウム協会

5000004540
年数回

分類：560

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯）

アレ

アレルギーの臨床

a5000000020a

北隆館

5010528308
月刊

分類：493

週刊(水曜日)

分類：051.7

所蔵館： 中央－自然科学（5年・禁帯）

アン

an・an

a5000005952a

マガジンハウス

5000000020

所蔵館： 中央－ポ雑誌（5年・1W）

あんじゅ -都市に住む・暮らす-

5000005952

季刊
a 5 0 0 0 0大阪市住まい情報センター指定管理者
00021a

分類：519

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1999年秋号～），東淀川（1年・禁帯），東成（1年），住吉（6
月・禁帯），平野（1年・禁帯）

安心
a 5 0 0 0 0マキノ出版
03678a

5000000021
月刊(毎月2日)

分類：498.3

所蔵館： 中央－ポ雑誌（5年・1M），北（1年・1M），大正（1年・1M），東淀川（1年・1M），鶴見（1
年・1M）

安全工学
a5011135582a

安全工学会

5000003678
隔月刊(偶数月)

分類：500

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年2月～）

安全と健康
中央労働災害防止協会

5011135582
月刊(1日)

分類：366

所蔵館： 中央－社会科学（5年・禁帯）

5

アマ - アン

a5014523565a

アン

安全保障と危機管理(Japan society for security & crisis management) -安全保

a5012846155a

日本安全保障・危機管理学会

季刊

5014523565

分類：319

所蔵館： 中央－社会科学（5年・禁帯）

&Premium(アンド プレミアム) -THE GUIDE TO A BETTER LIFEa5000005946a

マガジンハウス

月刊(毎月20日)

5012846155
分類：051.7

所蔵館： 中央－ポ雑誌（5年・1M），鶴見（1年・1M），住之江（1年・1M）

アントレ(ENTRE)
a5012096586a

リクルート

5000005946
季刊(3，6，9，12月各27日)

分類：336

月刊

分類：376

所蔵館： 中央－社会科学（5年・禁帯）

あんふぁん -関西版サンケイリビング新聞社

5012096586

所蔵館： 中央－生活・教育（1年・禁帯），中央－大阪（永年・禁帯・2018年4月-～），北（1年・
1M），港（1年・1M），天王寺（6月・禁帯），東成（1年），旭（1年・1M）
a5012729621a

イエ

イ

イエローブック(YELLOW BOOK) -中古車価格ガイドブック-

a5000005367a

日本自動車査定協会

5012729621

月刊(1日)

分類：537

月刊

分類：316

所蔵館： 住吉（1年・1M）

イオ

イオ -在日同胞をネットワークする-

a5000003679a

朝鮮新報社

5000005367

所蔵館： 中央－社会科学（20年・禁帯・1999年1月～），生野（1年・1M）

イカ

医学のあゆみ(Journal of Clinical and Experimental Medicine)

a5000004889a

医歯薬出版

週刊(土曜日)

5000003679
分類：490

所蔵館： 中央－自然科学（20年・禁帯・1999年1月2日～）

イク

育誠

a 5 0 0 0 0大阪特別支援教育振興会
04934a

5000004889
月刊(15日)

分類：378

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1995年～），東成（6月），旭（6月・禁帯），住吉（6月・禁帯），
平野（1年・禁帯）

イコ

囲碁未来

a5010402645a

日本棋院

5000004934
月刊(1日)

分類：795

所蔵館： 島之内（1年・1M・※）

月刊e・コロンブス -ITビジネスモデルを新発見する産業栽培メディア!!a5000002594a

ティ・エー・シー企画(発売)

月刊(毎月29日)

分類：549

月刊

分類：911.3

5010402645

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

イサ

漁火 -俳句雑誌-

a5011419092a

漁火発行所

5000002594

所蔵館： 中央－文学（永年・禁帯・1983年5月～）

イシ

iju info(イジュウインフォ) -農林漁業就業・ふるさと情報-

a5000002596a

全国農業会議所

年数回

5011419092
分類：600

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯），東成（6月）

イタ

イタリア図書
イタリア書房

5000002596
年数回

分類：293

所蔵館： 中央－人文科学（5年・禁帯）
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アン - イタ

a5000000025a

イチ

一枚の繪 -絵と随筆と旅の本-

a5000000773a

一枚の繪

5000000025
月刊(毎月21日)

分類：720

所蔵館： 中央－芸術（20年・禁帯・1999年1月～），東成（1年・1M），旭（1年・1M）

いちょう並木 -OSAKA生涯学習情報誌大阪市教育委員会

5000000773
月刊

分類：379

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1981年8月～），北（1年・禁帯），都島（1年・禁帯），福島（1
年・禁帯），此花（1年・禁帯），島之内（1年），港（1年・禁帯），大正（1年・禁帯），天王
寺（1年・禁帯），浪速（1年・禁帯），西淀川（1年・禁帯），淀川（1年・禁帯），東淀川（1
a 5 0 1 2 1 9 3 3 6 0 年・禁帯），東成（1年），生野（1年・禁帯），旭（1年・禁帯），城東（1年・禁帯），鶴見（1
a
年・禁帯），阿倍野（1年・禁帯），住之江（1年・禁帯），住吉（1年・禁帯），東住吉（1年・
禁帯），平野（1年・禁帯），西成（1年・禁帯）

イツ

一個人(ikkojin)

a5000005680a

ベストセラーズ

5012193360
月刊(毎月9日)

分類：051.3

所蔵館： 東成（1年・1M），阿倍野（1年・1M）

一冊の本
a5000001137a

朝日新聞出版

5000005680
月刊

分類：019

隔月刊

分類：460

所蔵館： 中央－人文科学（5年・禁帯）

イテ

遺伝 -生物の科学-

a5000002050a

エヌ・ティー・エス

5000001137

所蔵館： 中央－自然科学（20年・禁帯・1999年1月～）

イナ

田舎暮らしの本

a5010711051a

宝島社

5000002050
月刊(毎月3日)

分類：365

所蔵館： 中央－ポ雑誌（5年・1M），西淀川（1年・1M），旭（1年・1M）

イヌ

いぬのきもち

a5000004641a

ベネッセコーポレーション

5010711051
月刊(10日)

分類：640

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

イノ

技苑(Innovative Technology World)

a5000001837a

関西大学先端科学技術推進機構

5000004641
年数回

分類：507

月刊

分類：190

季刊(1，4，7，10月各18日)

分類：757

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

生命之光 -原始福音信仰証誌a5000000934a

キリスト聖書塾

5000001837

所蔵館： 中央－人文科学（1年・禁帯）

イラ

illustration(イラストレーション)

a5000002555a

玄光社

5000000934

所蔵館： 中央－芸術（5年・禁帯），東淀川（1年・3M）

イリ

医療と社会

a5000000935a

医療科学研究所

5000002555
年数回

分類：490

所蔵館： 中央－自然科学（20年・禁帯・1999年3月～）

イン

ENGLISH JOURNAL

a 5 0 0 0 0アルク
01140a

5000000935
月刊(毎月6日)

分類：830

所蔵館： 中央－言語（5年・禁帯），島之内（1年・1M），東淀川（1年・1M），旭（1年・1M），平野
（1年・1M）

印刷界 -技術とビジネスを結ぶ情報誌日本印刷新聞社

5000001140
月刊(毎月5日)

分類：749

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・2009年1月～）
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イチ - イン

a5000005051a

イン

印刷情報

a5000001141a

印刷出版研究所

5000005051
月刊(1日)

分類：749

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・2003年6月～）

飲食店経営
a5000000937a

商業界(発売)

5000001141
月刊(毎月15日)

分類：670

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

Interface -コンピュータ・サイエンス&テクノロジ専門誌a5010827983a

CQ出版

5000000937

月刊(毎月25日)

分類：549

年数回

分類：549

月刊(毎月7日)

分類：051.7

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

INTEC technical journal
a5011815101a

インテック技術本部

5010827983

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯）

InRed(インレッド)
宝島社

5011815101

所蔵館： 港（1年・1M）
a5000000028a

ウア

ウ

25ans

a5000000029a

講談社(発売)

5000000028
月刊(毎月28日)

分類：051.7

所蔵館： 中央－ポ雑誌（5年・1M），天王寺（1年・1M），西淀川（1年・1M）

ウイ

ViVi

a5000000030a

講談社

5000000029
月刊(毎月23日)

分類：051.7

所蔵館： 中央－ポ雑誌（5年・1M）

with
a 5 0 1 1 6講談社
13166a

5000000030
月刊(毎月28日)

分類：051.7

所蔵館： 都島（1年・1M），大正（1年・1M），天王寺（1年・1M），淀川（1年・1M），東成（1年・
1M），鶴見（1年・1M），住之江（1年・1M），西成（1年・1M）

WiLL(月刊ウイル)
a5000004061a

ワック

5011613166
月刊(毎月26日)

分類：051.3

所蔵館： 中央－ポ雑誌（永年・1M・2008年4月～）

WiNK UP
a5000000754a

ワニブックス

5000004061
月刊(毎月7日)

分類：770

所蔵館： 中央－ヤング（5年・1M）

ウエ

Wedge(ウエッジ) -Guiding Japan forwardウェッジ

5000000754

月刊(20日)

分類：304

所蔵館： 中央－社会科学（20年・禁帯・1999年1月～），北（1年・1M），都島（6月・1M），福島（1
a 5 0 1 3 0 0 2 8 1 0 年・1M），此花（1年・1M），島之内（1年・1M），港（1年・1M），天王寺（1年・1M），浪速
a
（1年・1M），西淀川（1年・1M），淀川（1年・1M），東淀川（1年・1M），東成（1年・1M），
城東（1年・1M），鶴見（1年・1M），住吉（1年・1M），東住吉（1年・1M），平野（1年・1M）

上町台地 今昔タイムズ
大阪ガス エネルギー・文化研究所(CE

5013002810
年数回

分類：291.6

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2013年秋・冬号～），島之内（未定・禁帯）
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イン - ウエ

a5000004437a

ウエ

VERY(ヴェリィ)

a 5 0 1 0 8光文社
10283a

5000004437
月刊(毎月7日)

分類：051.7

所蔵館： 中央－ポ雑誌（5年・1M），島之内（1年・1M），西淀川（1年・1M），淀川（1年・1M），旭
（1年・1M），鶴見（1年・1M）

ウェルおおさか -大阪の福祉を知るみんなの情報誌a 5 0 1 2 2大阪市社会福祉研修・情報センター
78083a

隔月刊(偶数月)

5010810283
分類：367.9

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2004年８月～），天王寺（1年・禁帯），東淀川（1年・禁帯），
東成（6月），住吉（6月・禁帯），平野（1年・禁帯）

ウオ VOGUE JAPAN(ヴォーグ ジャパン)
a5012331943a

プレジデント社(発売)

5012278083
月刊(毎月28日)

分類：051.7

所蔵館： 中央－ポ雑誌（5年・1M）

Voters -考える主権者をめざす情報誌a5000005844a

明るい選挙推進協会

5012331943
隔月刊

分類：310

所蔵館： 中央－社会科学（1年・禁帯）

VoCE(ヴォーチェ)
a5010484156a

講談社

5000005844
月刊(毎月22日)

分類：051.7

所蔵館： 中央－ポ雑誌（5年・1M），旭（1年・1M），城東（1年・1M）

Volo(ウォロ)
大阪ボランティア協会

5010484156
隔月刊

分類：369

a 5 0 1 1所蔵館：
1 8 5 5 9 0 中央－大阪（永年・禁帯・2003年～），此花（1年・禁帯），天王寺（6月・禁帯），東淀川
a

（1年・禁帯），東成（6月），旭（6月・禁帯），住吉（6月・禁帯），東住吉（6月・禁帯），平
野（6月・禁帯）

ウカ

うかたま

a5000005188a

農山漁村文化協会

5011185590
季刊(3，6，9，12月各5日)

分類：596

所蔵館： 北（3年・3M），島之内（1年・3M），鶴見（1年・3M）

ウク

鴬乃声

a5000002557a

念法真教

5000005188
月刊

分類：180

所蔵館： 中央－人文科学（1年・禁帯）

ウケ

雨月

a5000000034a

雨月発行所

5000002557
月刊

分類：911.3

所蔵館： 中央－文学（20年・禁帯・1999年1月～）

ウシ

潮

5000000034

a5000000774a

潮出版社

月刊(毎月5日)

分類：051.3

所蔵館： 中央－ポ雑誌（永年・1M・1967年10月～）

ウチ

月刊うちゅう
大阪科学振興協会

5000000774
月刊

分類：440

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1987年4月～），北（1年・禁帯），都島（1年・禁帯），福島（1
年・禁帯），此花（1年・禁帯），島之内（1年），港（1年・禁帯），大正（1年・禁帯），天王
寺（1年・禁帯），浪速（1年・禁帯），西淀川（1年・禁帯），淀川（1年・禁帯），東淀川（1
a 5 0 0 0 0 0 0 0 3 5 年・禁帯），東成（1年），生野（1年・禁帯），旭（1年・禁帯），城東（1年・禁帯），鶴見（1
a
年・禁帯），阿倍野（1年・禁帯），住之江（1年・禁帯），住吉（1年・禁帯），東住吉（1年・
禁帯），平野（1年・禁帯），西成（1年・禁帯）

ウツ

美しいキモノ
講談社(発売)

5000000035
季刊(2，5，8，11月各20日)

分類：593

所蔵館： 中央－ポ雑誌（20年・3M・1999年春～），都島（1年・3M），福島（3年・3M），港（1年・
3M），大正（1年・3M），西淀川（1年・3M），淀川（1年・3M），東成（2年・3M），旭（1年・
3M），鶴見（1年・3M），住之江（1年・3M），住吉（3年・3M），平野（1年・3M）
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ウエ - ウツ

a5014190760a

ウマ

馬ライフ(UMA Life)

a5000001194a

メトロポリタンプレス

5014190760
月刊

分類：789

年数回

分類：680

所蔵館： 中央－レク（5年・禁帯）

ウミ

海の時刻表 -関西・中国・四国関西旅客船情報センター

5000001194

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1989年7月～），北（1年・3M），都島（1年・3M），福島（1年），
此花（1年・3M），島之内（1年），港（1年・3M），大正（1年・3M），天王寺（1年・3M），浪
a 5 0 0 0 0 0 3 0 3 2 速（1年），西淀川（1年・3M），淀川（1年・3M），東淀川（1年），東成（1年），生野（1年・
a
3M），旭（1年），城東（1年），阿倍野（1年・3M），住吉（3年・3M），平野（1年），西成（1
年・3M）

ウン

運輸と経済
交通経済研究所

5000003032
月刊(1日)

分類：680

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）
a5000005948a

エア

エ

月刊エアステージ(AIR STAGE)

a5000000500a

イカロス出版

5000005948
月刊(毎月28日)

分類：680

月刊(毎月30日)

分類：680

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

AIRLINE(月刊エアライン)
a 5 0 0 0 0イカロス出版
00493a

5000000500

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月増刊～），東淀川（1年・1M），生野（1年・
1M），平野（1年・1M）

a+u(建築と都市) -Architecture and Urbanisma5012642260a

エー・アンド・ユー

月刊(毎月27日)

5000000493
分類：520

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

エイ

AEAJ -公益社団法人日本アロマ環境協会機関誌-

a5010589624a

日本アロマ環境協会

季刊

5012642260
分類：499

所蔵館： 中央－自然科学（5年・禁帯）

映画秘宝(HiHO)
a5000004212a

洋泉社

5010589624
月刊(毎月21日)

分類：778

所蔵館： 中央－ポ雑誌（20年・1M・2003年9月～）

英語教育(The English Teachers’Magazine)
a5000005387a

大修館書店

5000004212

月刊(毎月14日)

分類：374

所蔵館： 中央－生活・教育（5年・禁帯）

映像情報メディア学会誌(The Journal of The Institute of Image Information and
a5000004595a

映像情報メディア学会

隔月刊(奇数月1日)

5000005387

分類：548

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯）

えいち(英知) -阿倍野区社協だよりa5000002882a

大阪市阿倍野区社会福祉協議会

5000004595
年数回

分類：369

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1991年4月-～）

英文学研究
日本英文学会

5000002882
年数回

分類：930

所蔵館： 中央－文学（20年・禁帯・1999年9月～）
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ウマ - エイ

a5000000039a

エイ

栄養と料理 -現代を健康に生きる女子栄養大学出版部

5000000039
月刊(毎月9日)

分類：596

所蔵館： 中央－ポ雑誌（永年・1M・1991年6月～），都島（1年・1M），福島（1年・1M），島之内

a 5 0 1 4 5 8 8 2 1 7 （1年・1M），天王寺（1年・1M），浪速（1年・1M），淀川（1年・1M），東淀川（1年・1M），
a

東成（1年・1M），旭（1年・1M），城東（1年・1M），鶴見（1年・1M），阿倍野（1年・1M），
住吉（1年・1M），東住吉（1年・1M），平野（1年・1M），西成（1年・1M）

エエ

えぇあんばいやOSAKA -季刊誌-

a5000004661a

大阪府鍼灸マッサージ師会

5014588217
季刊

分類：492

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2011年1月-～）

aff -Agriculture Forestry Fisheriesa5011786013a

農林水産省大臣官房情報課

5000004661
月刊

分類：600

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯），天王寺（6月・禁帯），東成（6月），住吉（6月・禁帯）

AFCフォーラム(Agriculture.Forestry.Fisheries.Food Business and Consumers)
a5000003034a

日本政策金融公庫農林水産事業本部 月刊

5011786013

分類：610

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯）

エカ

A-cars(エーカーズ) -American car life magazine-

a5000003297a

マガジンボックス

月刊(毎月3日)

5000003034
分類：537

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

エキ

エキスパートナース(Expert Nurse)

a5014302583a

照林社

5000003297
月刊(毎月20日)

分類：492

所蔵館： 中央－自然科学（20年・禁帯・1999年1月～）

エク

éclat

a5000002955a

集英社

5014302583
月刊(毎月1日)

分類：051.7

年数回

分類：910

所蔵館： 住之江（1年・1M）

エコ

江古田文学第二次

a5011931137a

江古田文学会

5000002955

所蔵館： 中央－文学（20年・禁帯・1999年春号～）

えこっとOSAKA -大阪府地球温暖化防止活動推進センター情報誌a0413017730a

大阪府地球温暖化防止活動推進セン

季刊

5011931137

分類：519

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2008年夏～）

[電子資料]週刊エコノミスト

0413017730

a0413155015a

ネットアドバンス

分類：330

所蔵館：

[電子資料]週刊エコノミスト[商用データベース]
a5000000168a

毎日新聞社

0413155015
分類：330

所蔵館：

週刊エコノミスト
a 5 0 1 2 5毎日新聞出版
23732a

5000000168
週刊(月曜日)

分類：330

所蔵館： 中央－社会科学（20年・禁帯・[2014]-3/10号～），島之内（6月・1W），天王寺（3月・
1W），平野（3月・1W）

経済調査研究レビュー(economic investigation research review)
経済調査会

年数回(3・9月)

5012523732
分類：330

所蔵館： 中央－社会科学（20年・禁帯・2008年9月～）
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エイ - エコ

a5010984814a

エシ

ACCU news -アジア太平洋の人と文化をつなぐ-

a5000004542a

ユネスコ・アジア文化センター

5010984814

年数回

分類：302

季刊(3・6・9・11月)

分類：051.3

所蔵館： 中央－社会科学（1年・禁帯）

エス

エース -あなたがつくる情報誌-

a5012540876a

日本リサーチセンター

5000004542

所蔵館： 中央－人文科学（1年・禁帯）

季刊エス(S) -ストーリー&キャラクター表現の総合誌a5000005249a

徳間書店(発売)

季刊(3，6，9，12月各15日)

5012540876
分類：726

所蔵館： 中央－ヤング（20年・3M・2012年7月号～），住吉（3年・3M）

SRC News
a5000000041a

日本造船技術センター

5000005249
年数回

分類：550

隔月刊(偶数月25日)

分類：900

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯）

S-Fマガジン
a 5 0 1 2 4早川書房
73892a

5000000041

所蔵館： 中央－ポ雑誌（永年・2M・1960年3月号～），東淀川（1年・2M），城東（1年・2M），住
吉（1年・2M）

ESCORT -もっとうれしい!もっと知りたい!山陽沿線GUIDE「エスコート」a5010865593a

山陽電気鉄道株式会社経営統括本部 月刊

5012473892

分類：291.6

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2008年11月～）

SC JAPAN TODAY(ショッピングセンター・ジャパン・トゥデイ)
a5000004663a

日本ショッピングセンター協会

月刊

5010865593
分類：670

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

ESTRELA(エストレーラ) -統計と情報の専門誌a5000000042a

統計情報研究開発センター

月刊(10日)

5000004663
分類：350

所蔵館： 中央－社会科学（20年・禁帯・1999年1月～）

エツ

ESSE
扶桑社(発売)

5000000042
月刊(毎月7日)

分類：590

所蔵館： 中央－ポ雑誌（5年・1M），北（1年・1M），都島（1年・1M），福島（1年・1M），此花（1年・
1M），島之内（1年・1M），港（1年・1M），大正（1年・1M），天王寺（1年・1M），浪速（1
a 5 0 1 4 0 7 0 1 2 3 年・1M），西淀川（1年・1M），淀川（1年・1M），東淀川（1年・1M），東成（1年・1M），旭
a
（1年・1M），鶴見（1年・1M），阿倍野（1年・1M），東住吉（1年・1M），平野（1年・1M），
西成（1年・1M）

エテ

エディオンアリーナ大阪(Osaka Prefectural Gymnasium)

a5000001135a

大阪府立体育会館

季刊

5014070123
分類：780

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2015年AUTUMN～）

エヌ

NHK囲碁講座

a5014120266a

NHK出版

5000001135
月刊(毎月16日)

分類：795

所蔵館： 中央－レク（5年・禁帯），西淀川（1年・1M）

NHKガッテン!
a5000004664a

主婦と生活社

5014120266
季刊(3，6，9，12月各16日)

分類：051.7

所蔵館： 中央－生活・教育（5年・禁帯），西淀川（1年・3M），住吉（3年・3M）

NHK技研R&D
日本放送協会放送技術研究所

5000004664
隔月刊

分類：699

所蔵館： 中央－技術・産業（永年・禁帯・1994年8月～）
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エシ - エヌ

a5011040788a

エヌ

NHK技研だより

a5012209229a

NHK放送技術研究所

5011040788
月刊

分類：699

月刊(毎月21日)

分類：596

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯）

NHKきょうの料理ビギナーズ
a5012508693a

NHK出版

5012209229

所蔵館： 東成（1年・1M）

NHK趣味の園芸やさいの時間
a5000004105a

NHK出版

5012508693
隔月刊(奇数月21日)

分類：620

所蔵館： 西淀川（1年・2M），旭（1年・1M），城東（1年・1M）

NHK将棋講座
a5010950215a

NHK出版

5000004105
月刊(毎月16日)

分類：796

月刊(毎月20日)

分類：911.1

所蔵館： 中央－レク（5年・禁帯）

NHK短歌
a5010950182a

NHK出版

5010950215

所蔵館： 中央－文学（5年・禁帯），旭（1年・1M）

NHK俳句
a5000003288a

NHK出版

5010950182
月刊(毎月20日)

分類：911.3

所蔵館： 中央－文学（5年・禁帯）

NHKみんなの手話
a5011837378a

NHK出版

5000003288
年数回

分類：378

所蔵館： 中央－生活・教育（5年・禁帯），東淀川（1年・3M），東成（2年・1M），鶴見（1年・3M）

NTT技術ジャーナル
a5000005661a

電気通信協会

5011837378
月刊(毎月21日)

分類：547

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯）

NBL(エヌ・ビー・エル) -新しいBusiness Lawの専門誌a5011803408a

商事法務

月２回

5000005661
分類：320

所蔵館： 中央－社会科学（永年・禁帯・2012年1月1日～）

NPO法人大阪ワッソ文化交流協会会報誌
a5014256305a

NPO法人大阪ワッソ文化交流協会

5011803408

年数回(1・5・8月)

分類：291.6

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2004年～）

エノ

enocoニュースレター -江之子島文化芸術創造センター-

a5000004666a

大阪府立江之子島文化芸術創造セン

5014256305

季刊

分類：702

季刊(1・4・7・10月の20日)

分類：500

所蔵館： 中央－大阪（永年・2014年4月-～）

エハ エバラ時報
a5000000566a

荏原製作所「エバラ時報」編集部

5000004666

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯）

エフ

FFIジャーナル -食品・食品添加物研究誌-

a5012203935a

FFIジャーナル編集委員会

5000000566

季刊

分類：580

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯）

FQ JAPAN(エフキュージャパン) -”父親”がもっと楽しくなる男の育児バイブルFr
アクセスインターナショナル

季刊(3，6，9，12月各1日)

5012203935

分類：599

所蔵館： 城東（1年・3M）
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エヌ - エフ

a5014250731a

エル ELLE gourmet
a5000000551a

講談社(発売)

5014250731
隔月刊(2，4，6，10，12月各6日 分類：596

所蔵館： 中央－生活・教育（5年・禁帯），淀川（1年・2M）

ELLE JAPON
a5012486415a

講談社(発売)

5000000551
月刊(28日)

分類：051.7

所蔵館： 中央－生活・教育（20年・禁帯・1999年1月～），鶴見（1年・1M）

LD ADHD&ASD
a5014054745a

明治図書出版

5012486415
季刊(3，6，9，12月各27日)

分類：378

月刊(毎月28日)

分類：675

その他(3，5，7，9，11月各7日)

分類：590

所蔵館： 中央－生活・教育（5年・禁帯）

LDK -Living Dining Kitchena5000000550a

晋遊舎

5014054745

所蔵館： 城東（1年・1M）

ELLE DECOR(エル・デコ)
a5012476496a

講談社(発売)

5000000550

所蔵館： 西淀川（1年・2M）

LPガス事業団広報
a5000005463a

全国エルピーガス保安共済事業団

5012476496
年数回(1・5・9月の15日)

分類：570

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯）

LPガスプラント -技術と保安の総合誌a5000003589a

日本エルピーガスプラント協会

5000005463
季刊

分類：570

月刊(毎月20日)

分類：760

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

エレ

月刊エレクトーン(Monthly Electone)

a5000001146a

ヤマハミュージックエンタテインメントホ

5000003589

所蔵館： 中央－芸術（20年・禁帯・1999年1月～）

エン

園芸ガイド -Flower & Green-

a5000000050a

主婦の友社

5000001146
季刊(3，5，9，12月各8日)

分類：620

所蔵館： 東淀川（1年・3M），鶴見（1年・3M）

演劇界 -歌舞伎エンターテインメント誌a 5 0 0 0 0小学館(発売)
04213a

5000000050
月刊(毎月5日)

分類：770

所蔵館： 中央－芸術（永年・禁帯・1961年1月～），浪速（1年・1M），阿倍野（1年・1M），平野（1
年・1M）

演劇と教育(THE DRAMA IN EDUCATION)
a5000005310a

晩成書房

5000004213

隔月刊(奇数月)

分類：374

所蔵館： 中央－生活・教育（5年・禁帯）

ENGINEERING BUSINESS(エンジニアリング・ビジネス) -プラント＆エンジニアリ
a5014168814a

エンジニアリング・ジャーナル社

月２回(1・15日)

分類：500

隔月刊(奇数月9日)

分類：770

5000005310

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

えんぶ
えんぶ

5014168814

所蔵館： 中央－芸術（20年・禁帯・2016OCT.～），旭（1年・2M），城東（1年・2M），住吉（2年・
2M）
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エル - エン

a5000002565a

オ

オウ 鴎外

5000002565

a5000003299a

森鴎外記念会

年数回(1・7月)

分類：910.28

所蔵館： 中央－文学（永年・禁帯・1987年1月～）

応用数理(Bulletin of the Japan Society for Industrial and Applied Mathematics)
a5000003265a

岩波書店(発売)

季刊(3，6，9，12月各30日)

分類：410

月刊(10日)

分類：420

5000003299

所蔵館： 中央－自然科学（5年・禁帯）

応用物理

5000003265

a5014357429a

応用物理学会

所蔵館： 中央－自然科学（5年・禁帯）

オオ 大きな目小さな目 -食にまつわる情報をお届けするFAMICの広報誌a5000001911a

農林水産消費安全技術センター(FAMI 季刊

5014357429

分類：610

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯）

大阪あーかいぶず
a5000002568a

大阪府公文書館

5000001911
年数回

分類：010

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1986年3月～）

大阪エッセー
a5000002610a

大阪エッセーの会

5000002568
年数回

分類：E

所蔵館： 中央－文学（永年・禁帯・1992年9月～）

大阪歌人クラブ -大阪歌人クラブ会報a5000004670a

大阪歌人クラブ

5000002610
年数回

分類：911.1

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1986年1月～）

大阪ガスグループ福祉財団研究・調査報告集
a5000001923a

大阪ガスグループ福祉財団

年数回

5000004670
分類：570

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・2000年7月～）

OSAKA教育新潮(大阪教育新潮)
a5014588216a

大阪府公立小学校教育研究会

5000001923
年数回

分類：370

季刊

分類：383

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1979年～）

大阪くらしの今昔館ニュース
a5000000780a

住まいのミュージアム大阪くらしの今昔

5014588216

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2007年4月-～）

おおさか経済の動き

5000000780

a5013496493a

大阪府商工労働部商工労働総務課大 季刊(30日)

分類：330

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1950年11月～）

おおさか掲示板 -点字版大阪市政策企画室
⇒

5013496493
月刊

分類：318

「大阪市民のみなさんへ」に
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オウ - オオ

a5000001926a

オオ 大阪港
大阪港振興協会

5000001926
季刊

分類：680

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1959年～），北（1年・禁帯），都島（1年・禁帯），福島（1年・
禁帯），此花（1年・禁帯），島之内（1年），港（永年・禁帯），大正（1年・禁帯），天王寺
（1年・禁帯），浪速（1年・禁帯），西淀川（1年・禁帯），淀川（1年・禁帯），東淀川（1年・
a 5 0 1 4 1 4 9 0 0 1 禁帯），東成（1年），生野（1年・禁帯），旭（1年・禁帯），城東（1年・禁帯），鶴見（1年・
a
禁帯），阿倍野（1年・禁帯），住之江（1年・禁帯），住吉（1年・禁帯），東住吉（1年・禁
帯），平野（1年・禁帯），西成（1年・禁帯）

大阪国際児童文学振興財団研究紀要
a5014149469a

大阪国際児童文学振興財団

5014149001
その他

分類：909

所蔵館： 中央－児研（永年・禁帯・2014年3月～）

大阪国際児童文学振興財団REPORT -子どもの本と文化を、子どもの未来のた
a5000001931a

大阪国際児童文学振興財団

その他

5014149469

分類：010

所蔵館： 中央－児研（永年・禁帯・2013年9月～）

大阪市会時報
大阪市会事務局政策調査担当

5000001931
年数回

分類：318

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1972年4月～），北（1年・禁帯），都島（1年・3M），福島（1
年・禁帯），此花（2年），島之内（1年），港（1年・禁帯），大正（1年・1M），天王寺（3年・
3M），浪速（1年・禁帯），西淀川（1年・禁帯），淀川（1年・禁帯），東淀川（1年），東成
a 5 0 0 0 0 0 1 9 3 6 （1年），生野（1年・禁帯），旭（1年・禁帯），城東（1年），鶴見（1年・禁帯），阿倍野（1
a
年・禁帯），住之江（1年・禁帯），住吉（1年・禁帯），東住吉（1年・禁帯），平野（1年・禁
帯），西成（1年・禁帯）

大阪市社会福祉研究
a5012149673a

大阪市社会福祉研修・情報センター

5000001936
年数回(12月)

分類：369

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1983年12月～）

大阪市消費者物価指数<速報>
a5010777374a

大阪府総務部統計課物価・家計グル

5012149673
月刊

分類：337

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2010年4月～）

おおさか市身協
a5000006018a

大阪市身体障害者団体協議会

5010777374
隔月刊(奇数月1日)

分類：369

所蔵館： 中央－ＳＨ（1年・禁帯），中央－大阪（永年・禁帯・2000年5月～），住吉（6月・禁帯）

おおさか市身協[点字版]
a5012037176a

大阪市身体障害者団体協議会

5000006018
隔月刊(奇数月1日)

分類：369

所蔵館： 中央－ＳＨ（1年・禁帯）

大阪市人権だよりKOKOROねっと -human rights & diversity magazine大阪市人権啓発・相談センター

季刊(2(3)・6・9・12月)

5012037176

分類：316

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2009年6月～），北（1年・禁帯），都島（1年・禁帯），福島（1
年・禁帯），此花（1年・禁帯），島之内（1年），港（1年・禁帯），大正（1年・禁帯），天王
寺（1年・禁帯），浪速（1年・禁帯），西淀川（1年・禁帯），淀川（1年・禁帯），東淀川（1
a 5 0 1 2 7 5 0 9 3 7 年・禁帯），東成（1年），生野（1年・禁帯），旭（1年・禁帯），城東（1年・禁帯），鶴見（1
a
年・禁帯），阿倍野（1年・禁帯），住之江（1年・禁帯），住吉（1年・禁帯），東住吉（1年・
禁帯），平野（1年・禁帯），西成（1年・禁帯）

大阪市人権だよりKOKOROねっと[点字版] -こころねっと human rights magazin
a5013521077a

大阪市人権啓発・相談センター

季刊(3・6・9・12月)

5012750937

分類：316

所蔵館： 中央－ＳＨ（1年・禁帯）

ふれあい城東(JOTO) -イイとこ見つけた![大阪市]城東区役所総務課

5013521077

月刊(1日)

分類：318

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1996年7月～），城東（1年・禁帯）
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オオ - オオ

a5010777368a

オオ 大阪市(長居・舞洲)障がい者スポーツセンターだより
a5000001928a

大阪市障がい者スポーツセンター・スポ 季刊(3・6・9・12月)

5010777368
分類：780；369

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1999年4月～）

大阪市の推計人口

5000001928

a5014670104a

大阪市都市計画局企画振興部統計調 月刊

分類：350

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1985年4月～）

大阪市ひとり親家庭・寡婦福祉ニュース -OHANAa5014523562a

大阪市立愛光会館

年数回

5014670104
分類：369

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2015年5月-～）

大阪市民のみなさんへ -点字版a5000001947a

大阪市政策企画室

5014523562
月刊

分類：318

年数回(3月)

分類：210

所蔵館： 中央－ＳＨ（5年・禁帯）

大阪城天守閣紀要
a5000001943a

大阪城天守閣

5000001947

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1965年1月～）

大阪消防

5000001943

大阪消防清風会

月刊

分類：317

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1950年3月～），北（1年・禁帯），都島（1年・1M），福島（1
年・禁帯），此花（1年・1M），島之内（1年），港（1年・禁帯），大正（1年・禁帯），天王寺
（1年・1M），浪速（1年・禁帯），西淀川（1年・禁帯），淀川（1年・禁帯），東淀川（1年），
a 5 0 1 1 4 2 3 1 9 4 生野（1年・1M），旭（1年・禁帯），城東（1年），鶴見（1年・禁帯），阿倍野（1年・禁帯），
a
住之江（1年・禁帯），住吉（1年・禁帯），東住吉（1年・禁帯），平野（1年），西成（1年・
禁帯）

大阪市立自然史博物館 行事案内(ぎょうじあんない)
a5013993842a

大阪市立自然史博物館

隔月刊

5011423194
分類：400

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2002年7.8月～）

大阪市立大学同窓会報
a5014672486a

大阪市立大学同窓会
⇒

5013993842
年数回

分類：377

「有恒」に

大阪市若者自立支援事業コネクションズおおさか
a5000002524a

大阪市若者自立支援事業コネクション

月刊

5014672486
分類：366

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2018年4月-～）

大阪青年
a5012563658a

日本YMCA同盟

5000002524
月刊

分類：379

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1994年7.8月～）

大阪大学21世紀懐徳堂だより
a5012575878a

大阪大学21世紀懐徳堂

5012563658
年数回

分類：377

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2009年-～）

大阪大学NEWS Letter(大阪大学ニューズレター)
a5000001949a

大阪大学広報・社会連携オフィス

季刊(3・6・9・12月)

5012575878
分類：377

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2012年6月～）

OSAKA中小企業家
大阪府中小企業家同友会

5000001949
月刊

分類：335

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1989年～）
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オオ - オオ

a5012579591a

オオ 大阪登文会だより -大阪府登録文化財所有者の会会報a5000002400a

大阪府登録文化財所有者の会

年数回

5012579591
分類：700

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2005年12月～）

大阪と中国
a5000001951a

大阪府日本中国友好協会

5000002400
年数回

分類：319

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1994年～）

大阪農業時報
a5000001914a

大阪府農業会議

5000001951
月刊(10日)

分類：610

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1958年7月～）

大阪の工業動向 [月報] -大阪府工業指数月報a5000001917a

大阪府総務部統計課
⇒

月刊

5000001914
分類：500

「大阪府工業指数」に

大阪の社会福祉(The social welfare in OSAKA)
大阪市社会福祉協議会

月刊

5000001917
分類：369

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1979年～），北（1年・禁帯），都島（1年・禁帯），福島（1年・
禁帯），此花（1年・禁帯），島之内（1年・禁帯），港（1年・禁帯），大正（1年・禁帯），天
王寺（1年・禁帯），浪速（1年・禁帯），西淀川（1年・禁帯），淀川（1年・禁帯），東淀川
a 5 0 0 0 0 0 0 7 7 8 （1年・禁帯），東成（1年・禁帯），生野（1年・禁帯），旭（1年・禁帯），城東（1年・禁
a
帯），鶴見（1年・禁帯），阿倍野（1年・禁帯），住之江（1年・禁帯），住吉（1年・禁帯），
東住吉（1年・禁帯），平野（1年・禁帯），西成（1年・禁帯）

おおさかの住民と自治 -特集号a5000001920a

大阪自治体問題研究所

5000000778
季刊

分類：318

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1992年～）

大阪の中小企業
a5000002031a

大阪府中小企業団体中央会

5000001920
月刊(24日)

分類：335

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1970年8月～）

大阪の賃金、労働時間及び雇用の動き -毎月勤労統計調査地方調査月報a5000001921a

大阪府総務部統計課

月刊

5000002031

分類：366

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1989年1月～）

月刊大阪の統計
a5000006128a

大阪府総務部統計課

5000001921
月刊

分類：350

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1948年7月～）

大阪のまちづくり
a5000000055a

大阪府都市整備推進センター

5000006128
年数回

分類：519

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2000年9月～）

大阪の歴史
大阪市史料調査会

5000000055
年数回

分類：216

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1980年3月～），北（永年・3M），都島（永年・3M），福島（永
年），此花（永年），島之内（永年），港（永年・3M），大正（5年・1M），天王寺（永年・
a 5 0 0 0 0 0 5 9 3 2 3M），浪速（1年・3M），西淀川（永年），淀川（永年・3M），東淀川（1年），東成（永
a
年），生野（1年・3M），旭（永年・3M），城東（3年），鶴見（永年・3M），阿倍野（永年），
住之江（3年・3M），住吉（永年・3M），東住吉（3年・3M），平野（永年），西成（3年・

大阪のれん百年会 -大阪「NOREN」百年会かわら版大阪「NOREN」百年会広報委員会

年数回

5000005932
分類：670

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1998年9月～），島之内（永年），東淀川（1年・禁帯）

18

オオ - オオ

a5014544764a

オオ 大阪府工業指数 -毎月の生産・出荷・在庫の推移a5010777257a

大阪府総務部統計課

月刊

5014544764
分類：500

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2017年6月-～）

大阪府市場だより
a5000001955a

大阪府中央卸売市場協会

5010777257
月刊

分類：675

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2000年7月～）

大阪府毎月推計人口
a5000001956a

大阪府総務部統計課人口・労働グル

5000001955
月刊

分類：334

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1986年7月～）

大阪府薬雑誌
a5012640625a

大阪府薬剤師会

5000001956
月刊(1日)

分類：499

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1970年～）

大阪府理学療法士会誌(Physiotherapy OSAKA)
a5012266187a

大阪府理学療法士会

年数回

5012640625
分類：492

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2000年～）

大阪府立近つ飛鳥博物館だよりアスカディア・古墳の森
a5010775031a

大阪府立近つ飛鳥博物館

年数回

5012266187
分類：060

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2010年9月～）

大阪文化財研究
a5010915897a

大阪府文化財センター

5010775031
年数回

分類：216

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1995年1月～）

月刊大阪弁護士会
a5014511178a

大阪弁護士会

5010915897
月刊(第3火曜日)

分類：326

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2005年1月～）

大阪母子医療センター雑誌
a5012639783a

大阪母子医療センター

5014511178
年数回

分類：495

所蔵館： 中央－自然科学（5年・禁帯）

大阪ほっとコミ

5012639783

a5014533887a

大阪城南女子短期大学学生支援委員 年数回(2・9月)

分類：291.6

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2009年2月～）

OSAKA MUSEUMS
a5000004617a

大阪市博物館協会

5014533887
年数回

分類：060

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2018年3月-～）

大阪民衆史研究
a5014073901a

大阪民衆史研究会

5000004617
年数回

分類：380

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1993年10月～）

OSAKAモノレールPRESS
a5000000056a

大阪高速鉄道

5014073901
隔月刊

分類：291.6

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2014年1・2月-～）

大塩研究
大塩事件研究会

5000000056
年数回

分類：210

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1976年～）
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オオ - オオ

a5000006021a

オオ 大和田郷土史会報
a5000000782a

大和田郷土史会

5000006021
年数回

分類：216

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1998年5月～），西淀川（永年・禁帯）

オカ

おかずのクッキング

a5012563633a

テレビ朝日

5000000782
隔月刊(奇数月21日)

分類：596

所蔵館： 中央－生活・教育（永年・禁帯・1995年12月.1996年1月～）

除痘館記念資料室だより(OGATA KOAN MEMORIAL FOUNDATION，THE A
a5010231777a

緒方洪庵記念財団除痘館記念資料室 不定期

5012563633

分類：493

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2010年3月-～）

オキ OKIテクニカルレビュー

5010231777

a5012219692a

沖電気工業株式会社OKIテクニカルレ 年数回

分類：500

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯）

オコ

OCOS(オコス) -Osaka Cultural Open Space-

a5011087110a

大阪文化団体連合会

季刊

5012219692
分類：702

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2011年1月冬-～）

オサ おさかな瓦版 -水産研究・教育機構 News Lettera5014054748a

水産研究・教育機構

隔月刊

5011087110
分類：660

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯）

オシ

OCEANS(オーシャンズ)

5014054748

a5000005728a

インターナショナル・ラグジュアリー・メデ 月刊(毎月25日)

分類：580

所蔵館： 城東（1年・1M）

オソ

おそい・はやい・ひくい・たかい

a5000000678a

ジャパンマシニスト社

5000005728
季刊(2・5・8・11月)

分類：374

所蔵館： 中央－ポ雑誌（永年・3M・1998年11月～），住吉（3年・3M）

オツ

Oggi

a5011918465a

小学館

5000000678
月刊(毎月28日)

分類：051.7

所蔵館： 中央－ポ雑誌（5年・1M），北（1年・1M），西淀川（1年・1M），阿倍野（1年・1M）

オテ

ODAニュース

5011918465

a5000003099a

大阪ディスプレイ協同組合ODA広報委 季刊

分類：670

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2008年4月～）

Audio Accessory
a5000000946a

音元出版

5000003099
季刊(2，5，8，11月各21日)

分類：547

月刊(毎月15日)

分類：786

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

オト

AUTO CAMPER

a5000006049a

八重洲出版

5000000946

所蔵館： 中央－レク（5年・禁帯）

男の隠れ家
a5000004110a

三栄書房

5000006049
月刊(毎月27日)

分類：051.3

所蔵館： 中央－ポ雑誌（5年・1M）

auto sport
三栄

5000004110
隔週刊(隔週金曜日)

分類：788

所蔵館： 中央－レク（5年・禁帯）
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オオ - オト

a5012992896a

オト

大人のおしゃれ手帖

a5010607484a

宝島社

5012992896
月刊(毎月7日)

分類：590

所蔵館： 中央－ポ雑誌（5年・1M）

おとなの週末 -食を愛する街を楽しむ旅に恋するa 5 0 0 0 0講談社
03043a

月刊(毎月15日)

5010607484
分類：291

所蔵館： 中央－ポ雑誌（20年・1M・2003年10月～），東成（1年・1M），住吉（1年・1M），西成（1
年・1M）

オートメカニック
a5010959565a

内外出版社

5000003043
隔月刊(偶数月8日)

分類：537

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

オハ おはよう21 -介護専門職の総合情報誌a5000004111a

中央法規出版

5010959565
月刊(毎月27日)

分類：369

月刊(1日)

分類：793

所蔵館： 平野（1年・1M）

小原流挿花
a5000003084a

小原流

5000004111

所蔵館： 中央－レク（5年・禁帯）

オフ

Option -Real Tune & Exciting Car Magazine-

a5014589189a

三栄書房

月刊(毎月26日)

5000003084
分類：537

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

オープン・コム(Open Com)
a5000000953a

JCHO大阪病院

5014589189
年数回

分類：498

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2007年7月～）

オヘ オペレーションズ・リサーチ -経営の科学a5000000668a

日科技連出版社(発売)

5000000953

月刊(毎月7日)

分類：336

月刊(毎月5日)

分類：540

所蔵館： 中央－社会科学（5年・禁帯）

オム OHM -電気総合誌a5013981001a

オーム社

5000000668

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

オモ

おもて -大槻能楽堂会報-

a5000000061a

大槻能楽堂

5013981001
年数回

分類：773

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・[2012年]-～）

オリ

おりがみ

5000000061

日本折紙協会

月刊(1日)

分類：754

a 5 0 0 0所蔵館：
0 0 3 0 8 7 中央－こども（永年・1M・1993年4月～），都島（1年・1M），此花（1年・1M），大正（3年・
a

1M），浪速（1年・1M），西淀川（1年・1M），東淀川（1年・1M），東成（1年・1M），生野
（1年・1M），旭（1年・1M），鶴見（1年・1M），阿倍野（1年・1M），平野（1年・1M）

オル Old-timer
a5000000064a

八重洲出版

5000003087
隔月刊(偶数月26日)

分類：537

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

オール讀物
文藝春秋

5000000064
月刊(1，2，4～8，10～12月各2 分類：F

所蔵館： 中央－ポ雑誌（20年・1M・1999年1月～），北（1年・1M），都島（1年・1M），福島（1年・
1M），此花（1年・1M），島之内（1年・1M），港（1年・1M），大正（1年・1M），天王寺（1
年・1M），浪速（1年・1M），西淀川（1年・1M），淀川（1年・1M），東淀川（1年・1M），東
成（1年・1M），生野（1年・1M），旭（1年・1M），城東（1年・1M），鶴見（1年・1M），阿倍
野（1年・1M），住之江（1年・1M），住吉（1年・1M），東住吉（1年・1M），平野（1年・
1M），西成（1年・1M）
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オト - オル

a5000000065a

オレ

オレンジページ
オレンジページ

5000000065
月２回(毎月2，17日)

分類：590

所蔵館： 中央－ポ雑誌（5年・2W），北（6月・2W），福島（6月・2W），此花（6月・2W），港（6月・
2W），大正（6月・2W），天王寺（1年・2W），浪速（6月・2W），西淀川（1年・2W），淀川
a 5 0 1 1 3 6 3 7 5 9 （6月・2W），東淀川（6月・2W），東成（6月・2W），旭（1年・2W），城東（1年・2W），鶴見
a
（1年・2W），阿倍野（6月・2W），住之江（1年・2W），東住吉（6月・2W），平野（6月・
2W），西成（6月・2W）

オン

音楽と人

a5000000066a

音楽と人

5011363759
月刊(毎月5日)

分類：760

所蔵館： 中央－ヤング（5年・1M），福島（1年・1M）

音楽の友
a 5 0 0 0 0音楽之友社
01154a

5000000066
月刊(毎月18日)

分類：760

所蔵館： 中央－芸術（永年・禁帯・1956年7月～），天王寺（1年・1M），西淀川（1年・1M），東淀
川（1年・1M），旭（1年・1M），住吉（1年・1M）

温泉
日本温泉協会

5000001154
季刊

分類：291

所蔵館： 中央－人文科学（5年・禁帯）
a5000000534a

カア

カ

CAR and DRIVER(カー・アンド・ドライバー)

a5000001199a

ダイヤモンド社(発売)

5000000534

月刊(毎月26日)

分類：537

隔月刊

分類：304

所蔵館： 天王寺（1年・1M），阿倍野（1年・1M）

カイ

海外事情

a5000004285a

拓殖大学海外事情研究所

5000001199

所蔵館： 中央－社会科学（20年・禁帯・1999年1月～），天王寺（1年・2M）

會計
a5000004108a

森山書店

5000004285
月刊(毎月28日)

分類：336.9

所蔵館： 中央－社会科学（20年・禁帯・1999年1月～）

会計人コ→ス -税理士・会計士・簿記検定合格へのパートナーa5012165174a

中央経済グループパブリッシング(発売) 月刊(毎月3日)

5000004108
分類：336.9

所蔵館： 中央－社会科学（5年・禁帯）

外交(DIPLOMACY)
a5011946945a

外務省

5012165174
隔月刊

分類：319

所蔵館： 中央－社会科学（5年・禁帯）

外国の立法(FOREIGN LEGISLATION) -立法情報・翻訳・解説a5012065742a

国立国会図書館調査及び立法考査局 月刊

5011946945
分類：320

所蔵館： 中央－社会科学（20年・禁帯・2009年4月～）

外国の立法(FOREIGN LEGISLATION) -立法情報・翻訳・解説a5014049326a

国立国会図書館調査及び立法考査局 季刊

5012065742
分類：320

所蔵館： 中央－社会科学（20年・禁帯・2009年3月～）

介護実習講座
大阪市社会福祉研修・情報センター

5014049326
季刊

分類：369

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2009年-～）
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オレ - カイ

a5012415787a

カイ

介護福祉 -介護専門職情報誌-

a5000001203a

社会福祉振興・試験センター

5012415787
季刊(3・6・9・12月の25日)

分類：369

年数回

分類：680

所蔵館： 中央－社会科学（5年・禁帯）

海事史研究
a5000004438a

日本海事史学会

5000001203

所蔵館： 中央－技術・産業（永年・禁帯・1965年10月～）

解釈
a0413017744a

解釈学会

5000004438
隔月刊

分類：910；810

所蔵館： 中央－文学（永年・禁帯・1996年1月～）

[電子資料]会社四季報

0413017744

a5000000068a

ネットアドバンス

分類：338

所蔵館：

会社四季報
東洋経済新報社

5000000068
季刊(3，6，9，12月各中旬)

分類：338

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯），北（1年・3M），都島（1年・3M），福島（1年・3M），此花
（2年・3M），島之内（1年・3M），港（1年・3M），大正（1年・3M），天王寺（1年・3M），浪
速（1年・3M），西淀川（1年・3M），淀川（1年・3M），東淀川（1年・3M），東成（1年・
a 5 0 1 3 1 0 5 9 6 9 3M），生野（1年・3M），旭（1年・3M），城東（1年・3M），鶴見（1年・3M），阿倍野（1年・
a
3M），住之江（1年・3M），住吉（1年・3M），東住吉（1年・3M），平野（1年・3M），西成
（1年・3M）

会社四季報 -未上場会社版a5000001192a

東洋経済新報社

5013105969
年数回(9月)

分類：338

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

懐徳
a5000001188a

懐徳堂記念会

5000001192
年数回

分類：370

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1924年～）

会報

5000001188

a5000001189a

塩ビ食品衛生協議会業務・広報委員会 季刊

分類：570

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯）

会報
a5000004906a

大阪歴史懇談会

5000001189
月刊

分類：216

季刊

分類：580

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1988年～）

会報
a5000005219a

古紙再生促進センター

5000004906

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯）

かいゆう(Journal of Osaka Aquarium Kaiyukan，KAIYU) -海遊館機関誌a5012944338a

海遊館

年数回

5000005219

分類：480

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1995年7月～），東成（1年）

海遊館
a5000001206a

海遊館

5012944338
季刊

分類：480

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2013年SUMMER-～）

月刊海洋 -カラー版海洋出版

5000001206
月刊(毎月28日)

分類：452

所蔵館： 中央－自然科学（5年・禁帯）
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カイ - カイ

a5000005263a

カイ

海洋と生物

a5000004493a

生物研究社

5000005263
隔月刊

分類：460

所蔵館： 中央－自然科学（20年・禁帯・1999年2月～）

カオ

花王ケミカルだより

a5000001171a

花王

5000004493
年数回

分類：430

所蔵館： 中央－自然科学（1年・禁帯）

カカ

科学 -Science Journal KAGAKU-

a5000002960a

岩波書店

5000001171
月刊(毎月29日)

分類：400

所蔵館： 中央－自然科学（永年・禁帯・1961年1月～）

化学(CHEMISTRY)
a5013993841a

化学同人

5000002960
月刊(毎月18日)

分類：430

季刊

分類：400

所蔵館： 中央－自然科学（5年・禁帯）

科学館だより
a5000001174a

大阪市立科学館

5013993841

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2007年-～）

科学機器(SCIENTIFIC INSTRUMENTS)
a5000001158a

日本科学機器協会

5000001174
月刊

分類：400

所蔵館： 中央－自然科学（20年・禁帯・1999年1月～）

化学工業(CHEMICAL INDUSTRY)
a5013041445a

化学工業社

5000001158
月刊(毎月21日)

分類：570

所蔵館： 中央－技術・産業（永年・禁帯・1961年1月～）

科学史研究
a5000001157a

コスモピア(発売)

5013041445
季刊(1，4，7，10月各28日)

分類：400

所蔵館： 中央－自然科学（永年・禁帯・1941年2月～）

化学と工業
a5000001172a

日本化学会

5000001157
月刊

分類：570

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

科学と工業
a5000002985a

大阪工研協会

5000001172
月刊(20日)

分類：500

所蔵館： 中央－技術・産業（永年・禁帯・1950年6月～）

化学と生物 -日本農芸化学会会誌a5011403195a

国際文献社

5000002985
月刊(毎月25日)

分類：460

所蔵館： 中央－自然科学（5年・禁帯）

カキ

家教連家庭科研究 -子どもの生活をまん中に-

a5000004479a

芽ばえ社(発売)

隔月刊(奇数月10日)

5011403195
分類：374

所蔵館： 中央－生活・教育（5年・禁帯）

カク

学士会会報

a5000001216a

学士会

5000004479
隔月刊(奇数月)

分類：051.1

所蔵館： 中央－人文科学（1年・禁帯）

学習の友
学習の友社

5000001216
月刊(毎月17日)

分類：366

所蔵館： 中央－社会科学（5年・禁帯）
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カイ - カク

a5000001220a

カク

岳人

a5000001165a

ネイチュアエンタープライズ

5000001220
月刊(毎月15日)

分類：786

所蔵館： 中央－レク（20年・禁帯・1999年1月～）

家具タイムズ
a5000001218a

大阪府家具連合会

5000001165
月刊(25日)

分類：580

所蔵館： 中央－技術・産業（永年・禁帯・1990年1月～）

學鐙
a5000001179a

丸善出版

5000001218
季刊(3，6，9，12月各5日)

分類：051.3

所蔵館： 中央－人文科学（永年・禁帯・1962年2月～）

カケ

歌劇 -TAKARAZUKA REVUE-

a5014241765a

宝塚クリエイティブアーツ

5000001179
月刊(毎月5日)

分類：760

所蔵館： 中央－芸術（永年・禁帯・1947年1月～），西淀川（1年・1M・※），平野（1年・1M）

科研費NEWS -科学研究費助成事業a5000004575a

日本学術振興会

5014241765
季刊

分類：377

所蔵館： 中央－生活・教育（1年・禁帯）

カサ

火災報知機

a5000005949a

日本火災報知機工業会

5000004575
年数回

分類：520

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯）

Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) -Life Design Magazinea5000004113a

マガジンハウス

月刊(毎月9日)

5000005949
分類：527

所蔵館： 中央－ポ雑誌（20年・1M・2000年SPRING～），西淀川（1年・1M）

カシ

Kazi -ヨット、モーターボートの雑誌-

a5000001329a

舵社

5000004113
月刊(毎月5日)

分類：785

所蔵館： 中央－レク（永年・禁帯・1996年2月～）

カジカジ(カジカジ)
a5000003089a

5000001329
隔月刊(奇数月10日)

分類：593

所蔵館： 中央－ヤング（5年・2M）

果実日本
a5000004686a

日本園芸農業協同組合連合会

5000003089
月刊(毎月22日)

分類：620

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

KAJIMA
a5000002965a

鹿島

5000004686
月刊

分類：520

月刊

分類：911.1

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯）

歌人舎
a5000003692a

画文堂

5000002965

所蔵館： 中央－文学（20年・禁帯・1999年1月～）

カス

カスチョール

a5011596539a

カスチョール編集部

5000003692
その他

分類：980

所蔵館： 中央－児研（永年・禁帯・1991年7月～）

カセ

風 -日本歌人クラブ日本歌人クラブ

5011596539
季刊(1・4・7・10月)

分類：911.1

所蔵館： 中央－文学（5年・禁帯）
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カク - カセ

a5000001183a

カセ

火星

a5012091462a

火星俳句会

5000001183
月刊(1日)

分類：911.3

所蔵館： 中央－文学（20年・禁帯・1999年1月～）

カソ

かぞくのじかん -くらす、そだてる、はたらくを考える-

a5011666222a

婦人之友社

季刊(3，6，9，12月各5日)

5012091462
分類：590

所蔵館： 北（3年・3M），福島（3年・3M），東成（2年・1M），城東（1年・3M），東住吉（1年・3M）

カタ

かたつむり -八幡屋スポーツパークセンターだより-

a5000003046a

スポーツパーク八幡屋活性化グループ 月刊

5011666222
分類：780

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2008年6月-～），東淀川（1年・禁帯）

歌壇
a5012442030a

本阿弥書店

5000003046
月刊(毎月14日)

分類：911.1

所蔵館： 中央－文学（20年・禁帯・1999年1月号～）

カツ

かつくら(Katsukura) -小説ファン・ブック-

a 5 0 1 4 6桜雲社
53445a

5012442030

不定期

分類：900

所蔵館： 中央－ヤング（20年・3M・2012年1月冬号～），島之内（1年・3M），住之江（1年・3M），
住吉（3年・3M）

がっけんのかがくえほん
a5011792316a

学研教育みらい

5014653445
月刊

分類：P

所蔵館： 中央－こども（永年・1M・2019年4月～），西淀川（1年・1M・※），住吉（1年・1M・※）

学校安全ナビ

5011792316

a5000004219a

日本スポーツ振興センター学校安全情 年数回

分類：374

所蔵館： 中央－生活・教育（1年・禁帯）

学校給食 -こころとからだのけんこうa5000004220a

全国学校給食協会

5000004219
月刊(毎月13日)

分類：374

広島大学附属小学校学校教育研究会 月刊(毎月28日)

分類：374

所蔵館： 中央－生活・教育（5年・禁帯）

学校教育

5000004220

a5000003417a

所蔵館： 中央－生活・教育（20年・禁帯・1999年1月～）

月刊学校教育相談
a5000001213a

ほんの森出版

5000003417
月刊(毎月12日)

分類：371

所蔵館： 中央－生活・教育（5年・禁帯）

学校図書館
a5000001214a

全国学校図書館協議会

5000001213
月刊(毎月7日)

分類：010

所蔵館： 中央－児研（永年・禁帯・1954年4月～）

学校図書館速報版
a5000003421a

全国学校図書館協議会

5000001214
月２回(1・15日)

分類：010

所蔵館： 中央－児研（永年・禁帯・1991年1月5日～）

学校の食事 -学校給食の専門誌a5000000531a

学校食事研究会

5000003421
月刊(毎月13日)

分類：374

所蔵館： 中央－生活・教育（5年・禁帯）

CUT(カット) -INTERNATIONAL INTERVIEW MAGAZINEロッキング・オン

月刊(毎月19日)

5000000531
分類：051.6

所蔵館： 中央－芸術（5年・禁帯），島之内（1年・1M），住吉（1年・1M）
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カセ - カツ

a5000000072a

カテ

家庭画報
世界文化社

5000000072
月刊(毎月1日)

分類：051.7

所蔵館： 中央－ポ雑誌（20年・1M・1999年2月～），北（1年・1M），都島（1年・1M），福島（1年・
1M），此花（1年・1M），島之内（1年・1M），港（1年・1M），大正（1年・1M），天王寺（1
a 5 0 0 0 0 0 5 3 8 0 年・1M），浪速（1年・1M），西淀川（1年・1M），淀川（1年・1M），東淀川（1年・1M），東
a
成（1年・1M），生野（1年・1M），旭（1年・1M），城東（1年・1M），阿倍野（1年・1M），住
之江（1年・1M），東住吉（1年・1M），西成（1年・1M）

家庭画報特選きものSalon
a5000000073a

世界文化社

5000005380
年数回(2・8・11月の20日)

分類：593

所蔵館： 島之内（1年・3M），阿倍野（3年・3M），西成（1年・3M）

カト

華道(Kado Ikenobo) -華道家元池坊-

a5000000073a

日本華道社

5000000073
月刊(毎月15日)

分類：793

所蔵館： 中央－レク（20年・禁帯・1999年1月～）

華道(Kado Ikenobo) -華道家元池坊a5000000520a

日本華道社

5000000073
月刊(毎月15日)

分類：793

所蔵館： 中央－レク（20年・禁帯・1999年1月～）

CARトップ
a5000002687a

交通タイムス社

5000000520
月刊(毎月26日)

分類：537

年数回(3・10月)

分類：051.1

所蔵館： 城東（1年・1M），住吉（1年・1M）

カナ

金沢文庫研究

a5013041464a

神奈川県立金沢文庫

5000002687

所蔵館： 中央－人文科学（5年・禁帯）

カハ

ガバナンス(Governance) -21世紀の地方自治を創る総合情報誌-

a5014308337a

ぎょうせい

月刊(毎月1日)

5013041464
分類：318

所蔵館： 中央－社会科学（20年・禁帯・2001年5月～）

カフ

CAFERES

a5000001180a

旭屋出版

5014308337
月刊(毎月19日)

分類：670

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・2017-6～）

歌舞伎
a5000003093a

歌舞伎学会

5000001180
年数回

分類：773

所蔵館： 中央－芸術（20年・禁帯・1999年6月～）

株主手帳 -全国500万人の個人投資家の財産づくりを応援!!a5000003095a

青潮出版

5000003093

月刊(毎月17日)

分類：338

月刊(毎月26日)

分類：537

所蔵館： 中央－社会科学（5年・禁帯）

カマ

car MAGAZINE

a5000003096a

ネコ・パブリッシング

5000003095

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

カミ

カミオン -トラッカー★マガジン-

a5012508694a

芸文社

5000003096
月刊(毎月1日)

分類：537

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

上沼恵美子のおしゃべりクッキング -テレビテキスト学研プラス

月刊(毎月21日)

5012508694
分類：596

所蔵館： 旭（1年・1M），城東（1年・1M）
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カテ - カミ

a5000005954a

カム

霹靂(かむとき) -短歌季刊誌-

a5000000957a

佐古良男

5000005954
その他

分類：911.1

所蔵館： 中央－文学（20年・禁帯・2000年3月～）

カメ

カメラマン(CAMERAMAN)

a5000004547a

モーターマガジン社

5000000957
月刊(毎月20日)

分類：740

所蔵館： 中央－芸術（20年・禁帯・1999年1月～）

カラ

COLOR -JAPAN COLOR RESEARCH INSTITUTE-

a5012203167a

日本色彩研究所

5000004547

年数回

分類：757

月刊(毎月16日)

分類：490

年数回

分類：291.6

所蔵館： 中央－芸術（1年・禁帯）

からだにいいこと
a5012137287a

祥伝社

5012203167

所蔵館： 西淀川（1年・1M），東成（1年・1M）

からほり新聞
a5000001184a

「からほり新聞」制作チーム「特定非営

5012137287

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2002年5月-～），島之内（6月）

カリ

火力原子力発電

a5014290505a

火力原子力発電技術協会

5000001184
月刊(15日)

分類：540

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

カル

GARVY(ガルヴィ)

a5000000959a

実業之日本社

5014290505
その他(3，5，7，9，11月各10日) 分類：786

所蔵館： 福島（1年・1M）

カレ

カレントアウェアネス

a5000001181a

国立国会図書館

5000000959
季刊(3・6・9・12月の20日)

分類：010

所蔵館： 中央－図研（永年・禁帯・1994年8月～）

カワ

河上肇記念会会報

a5000000076a

河上肇記念会

5000001181
年数回

分類：Bカワ

所蔵館： 中央－人文科学（永年・禁帯・1975年12月～）

河内どんこう
a5012567370a

やお文化協会

5000000076
年数回

分類：291.6

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1976年4月～）

かわちの風 -八尾をどっぷりたのしむ環境情報マガジンa5000001182a

環境アニメイティッドやお広報委員会

月刊

5012567370
分類：519

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2012年4月～）

河内の郷土文化 -河内の郷土文化サークルセンター会報a5000002233a

河内の郷土文化サークルセンター

年数回

5000001182
分類：291.6

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1986年7月-～）

カン

別冊関学文芸

a5010528307a

「別冊関学文芸」事務局

5000002233
年数回

分類：910

所蔵館： 中央－文学（20年・禁帯・1999年4月～）

眼科ケア
メディカ出版

5010528307
月刊

分類：496

所蔵館： 中央－自然科学（20年・禁帯・2003年4月～）
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カム - カン

a5000005950a

カン

環境会議 -宣伝会議別冊-

a5010049364a

宣伝会議

5000005950
年数回

分類：519

所蔵館： 西淀川（1年・3M）

かんきょうかがくえほん -かんがえるシリーズa5010469553a

学研教育みらい
⇒

5010049364

月刊(1日)

分類：P

「がっけんのかがくえほん」に

環境儀 -国立環境研究所の研究情報誌a5000001227a

国立環境研究所

5010469553

季刊

分類：519

年数回

分類：519

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯）

環境技術
a5012276713a

環境技術学会

5000001227

所蔵館： 中央－技術・産業（永年・禁帯・1973年1月～）

環境再生保全機構地球環境基金便り -NGO・NPOの環境保全活動を支援しま
a5000001228a

環境再生保全機構地球環境基金部企 年数回

5012276713

分類：519

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯）

環境情報科学
a5000001225a

環境情報科学センター

5000001228
季刊

分類：519

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯）

環境と公害 -自然と人間の共生を求めてa5000002986a

岩波書店

5000001225

季刊(1，4，7，10月各30日)

分類：519

所蔵館： 中央－技術・産業（永年・禁帯・1992年9月～）

看護 -日本看護協会機関誌a5011473860a

日本看護協会出版会

5000002986
月刊(毎月20日)

分類：492

所蔵館： 中央－自然科学（20年・禁帯・1999年11月臨時増刊号～）

季刊観光
a5010468463a

日本観光協会

5011473860
季刊(1・4・7・10月の20日)

分類：680

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

官公庁環境専門資料
a5011931145a

plus81

5010468463
隔月刊

分類：519

所蔵館： 中央－技術・産業（永年・禁帯・2003年1月～）

観光とまちづくり
a5000002988a

日本観光振興協会

5011931145
季刊(1・4・7・10月)

分類：680

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯）

看護展望(The Japanese journal of Nursing Science) -看護管理者・看護教育者
a5000001235a

メヂカルフレンド社

月刊(毎月28日)

5000002988

分類：492

所蔵館： 中央－自然科学（20年・禁帯・1999年1月～）

関西アララギ
関西アララギ発行所

5000001235
月刊

分類：911.1

所蔵館： 中央－文学（20年・禁帯・1999年1月～）
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カン - カン

a5000001236a

カン

Kansai Walker(関西ウォーカー)
KADOKAWA

5000001236
隔週刊(隔週火曜日)

分類：291.6

所蔵館： 中央－ポ雑誌（永年・2W・1994年7月12日号～），都島（6月・2W），港（6月・2W），大

a 5 0 1 2 5 4 7 8 8 2 正（6月・2W），浪速（6月・2W），西淀川（6月・2W），淀川（6月・2W），東淀川（1年・
a

2W），鶴見（1年・2W），阿倍野（6月・2W），東住吉（6月・2W），平野（6月・2W），西成
（6月・2W）

KANSAI*OSAKA文化力
関西・大阪21世紀協会

5012547882
季刊

分類：318

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2012年-～），北（1年・禁帯），都島（1年・禁帯），福島（1年・
禁帯），此花（1年・禁帯），島之内（1年・禁帯），港（1年・禁帯），大正（1年・禁帯），天
王寺（1年・禁帯），浪速（1年・禁帯），西淀川（1年・禁帯），淀川（1年・禁帯），東淀川
a 5 0 1 0 7 8 6 9 1 8 （1年・禁帯），東成（1年），生野（1年・禁帯），旭（1年・禁帯），城東（1年・禁帯），鶴見
a
（1年・禁帯），阿倍野（1年・禁帯），住之江（1年・禁帯），住吉（1年・禁帯），東住吉（1
年・禁帯），平野（1年・禁帯），西成（1年・禁帯）

KANSAI空港レビュー
a5011666213a

関西空港調査会

5010786918
月刊

分類：680

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2004年6月～）

関西索引 -地域文献集覧a5000006071a

木原修

5011666213
年数回

分類：025

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2008年5月～）

関西詩人協会会報
a5011095470a

関西詩人協会

5000006071
季刊(1.4.7.10月)

分類：911.5

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2012年1月-～）

関西師友 -一燈照隅万燈照国a5000002923a

関西師友協会

5011095470
月刊

分類：120

所蔵館： 中央－人文科学（1年・禁帯）

関西ゼクシィ
a5000004757a

リクルート

5000002923
月刊(23日)

分類：385

所蔵館： 中央－ポ雑誌（5年・1M）

関西大学東西学術研究所々報
a5000001239a

関西大学東西学術研究所

5000004757
その他

分類：050

年数回(12月)

分類：510

所蔵館： 中央－人文科学（1年・禁帯）

関西道路研究会会報
a5000001241a

関西道路研究会

5000001239

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1975年10月～）

関西俳句 -関西俳誌連盟機関誌a5000001240a

関西俳誌連盟事務局

5000001241
季刊

分類：911.3

所蔵館： 中央－文学（20年・禁帯・1999年1月～）

関西覇王樹 -短歌雑誌a5000001245a

関西覇王樹社

5000001240
季刊

分類：911.1

所蔵館： 中央－文学（永年・禁帯・1971年8月～）

関西労災職業病
a5000001230a

関西労働者安全センター

5000001245
月刊(10日)

分類：498

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1973年10月～）

缶詰時報(The Canners Journal)
日本缶詰びん詰レトルト食品協会

5000001230
月刊(1日)

分類：580

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）
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カン - カン

