a5014647977a

カン

鑑定おおさか

a5000001224a

大阪府不動産鑑定士協会

5014647977
年数回

分類：670

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2014年3月～）

漢方研究
a5010910912a

月刊漢方研究

5000001224
月刊(20日)

分類：499

所蔵館： 中央－自然科学（20年・禁帯・1999年1月～）

緩和ケア -The Japanese Journal of Hospice and Palliative Care青海社

隔月刊(奇数月15日)

5010910912
分類：492

所蔵館： 中央－自然科学（20年・禁帯・2005年1月～）
a5000001152a

キイ

キ

黄色い潜水艦

a5000004641a

イエローサブマリンクラブ

5000001152
年数回

分類：910

所蔵館： 中央－文学（永年・禁帯・1984年5月～）

キエ

技苑(Innovative Technology World)

a5000001258a

関西大学先端科学技術推進機構

5000004641
年数回

分類：507

月刊(毎月25日)

分類：530

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

キカ

機械技術(Mechanical Engineering)

a5000001261a

日刊工業新聞社(発売)

5000001258

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

機械設計(MACHINE DESIGN)
a5012312261a

日刊工業新聞社

5000001261
月刊(毎月10日)

分類：530

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

機械と工具
a5000003098a

日本工業出版

5012312261
月刊(毎月2日)

分類：530

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・2011年4・5月合併号～）

機械の研究(Science of Machine)
a5012540876a

養賢堂

5000003098
月刊(毎月28日)

分類：530

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

季刊エス(S) -ストーリー&キャラクター表現の総合誌a5011473860a

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）

季刊観光
a5000003755a

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）

季刊教育法(Quarterly Education Law)
a5000001284a

エイデル研究所

5000003755
季刊(3，6，9，12月各27日)

分類：370

季刊(2・5・8・11月の25日)

分類：210

所蔵館： 中央－生活・教育（5年・禁帯）

季刊考古学
雄山閣

5000001284

所蔵館： 中央－人文科学（20年・禁帯・1999年2月～）
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カン - キカ

a5000001287a

キカ

季刊子どもと本

a5000005906a

子ども文庫の会

5000001287
季刊(1・4・7・10月30日)

分類：909

所蔵館： 中央－児研（永年・禁帯・1980年4月-1982年10月～）

季刊子どもと昔話
a5000001288a

小沢昔ばなし研究所

5000005906
季刊(1・4・7・10月の20日)

分類：388

所蔵館： 中央－児研（永年・禁帯・1999年10月～）

季刊子規博だより
a5000004859a

松山市立子規記念博物館

5000001288
季刊

分類：910.28

季刊

分類：910

所蔵館： 中央－文学（5年・禁帯）

季刊抒情文芸
a5010696910a

抒情文芸刊行会

5000004859

所蔵館： 中央－文学（20年・禁帯・1999年冬号～）

季刊新・田舎人 -「農」を明視するネオ・カルチャーマガジンa5012787633a

ふるさと保全ネットワーク

季刊

5010696910
分類：610

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

季刊新日鉄住金
a5012113699a

[新日鉄住金]総務部広報センター

5012787633
季刊

分類：560

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯）

季刊地域 -ゆるがぬ暮らしa5000004873a

農山漁村文化協会

5012113699
季刊(1，4，7，10月各5日)

分類：610

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・2010年SPRING～）

季刊人間と教育
a5011444642a

旬報社

5000004873
季刊(3・6・9・12月)

分類：370

所蔵館： 中央－生活・教育（永年・禁帯・1994年3月～）

季刊評価クォータリー
a5000004737a

行政管理研究センター

5011444642
季刊(1・4・7・10月25日)

分類：317

所蔵館： 中央－社会科学（20年・禁帯・2007年4月～）

季刊文章歩道 -文章を書きたい万人のための雑誌a5000004166a

高遠書房

季刊

5000004737
分類：900

所蔵館： 中央－文学（20年・禁帯・1999年春～）

季刊放送界
a5000005572a

マスコミ研究会

5000004166
季刊

分類：699

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年新年特集号～）

季刊みみ
a5000004165a

全日本ろうあ連盟

5000005572
季刊(3・6・9・12月)

分類：369

所蔵館： 中央－生活・教育（20年・禁帯・1999年春～）

季刊労働法(Quarterly Labor Law)
a5000001254a

労働開発研究会

5000004165
季刊(3，6，9，12月各15日)

分類：366

所蔵館： 中央－社会科学（20年・禁帯・1999年4月～）

キキ 企業会計(ACCOUNTING) -Accounting-

5000001254

中央経済グループパブリッシング(発売) 月刊(毎月4日)

分類：336.9

所蔵館： 中央－社会科学（永年・禁帯・1956年7月～）
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キカ - キキ

a5000004286a

キキ 企業実務 -企業の経理・税務・庶務・労務担当者の執務指針a5000001255a

エヌ・ジェイ出版販売(発売)

5000004286

月刊(毎月28日)

分類：335

月刊(毎月27日)

分類：336

所蔵館： 中央－社会科学（5年・禁帯）

企業診断
a5000004388a

同友館

5000001255

所蔵館： 中央－社会科学（5年・禁帯）

短観(企業短期経済観測調査)
a5000000575a

日本銀行

5000004388
季刊(3・6・9・12月)

分類：330

月刊(毎月27日)

分類：760

所蔵館： 中央－社会科学（5年・禁帯）

キク

GiGS

a5011645069a

シンコーミュージック・エンタテイメント

5000000575

所蔵館： 中央－ヤング（5年・1M），平野（1年・1M）

キコ

寄稿文芸誌KAIGA

a5010800855a

グループ絵画

5011645069
年数回

分類：911.5

所蔵館： 中央－文学（20年・禁帯・2008年5月～）

キシ

技術士 -IPEJ Journal-

a5000003594a

日本技術士会

5010800855
月刊

分類：507

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯）

キタ

Guitar magazine -FOR ALL GUITAR PLAYERS-

a5012634182a

リットーミュージック

月刊(毎月13日)

5000003594
分類：760

所蔵館： 中央－芸術（20年・禁帯・1999年1月～）

きたまちふれあいタイムズ
a5000005450a

大阪市北区商業活性化協会

5012634182
年数回

分類：291.6

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2011年1月-～），北（1年・禁帯）

キツ

キッズプラザ通信

5000005450

a5000000083a

大阪市教育振興公社キッズプラザ大阪 隔月刊

分類：379

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1997年7.8月～），東淀川（1年・禁帯）

キネ キネマ旬報
a 5 0 1 1 0キネマ旬報社
37444a

5000000083
月２回(毎月5，20日)

分類：778

所蔵館： 中央－芸術（永年・禁帯・1950年10月～），西淀川（1年・2W），東淀川（6月・2W），旭
（1年・2W），城東（1年・2W），阿倍野（6月・2W），平野（6月・2W）

キホ 季報情報公開・個人情報保護
a5000001305a

行政管理研究センター

5011037444
季刊(3・6・9・12月)

分類：317

所蔵館： 中央－社会科学（20年・禁帯・2001年6月～）

技報安川電機
a5010556697a

安川電機

5000001305
年数回

分類：540

季刊(2・5・8・11月の25日)

分類：110

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯）

季報唯物論研究
a5000000618a

季報唯物論研究刊行会

5010556697

所蔵館： 中央－人文科学（20年・禁帯・1999年2月～）

Keyboard magazine
リットーミュージック

5000000618
季刊(3，6，9，12月各10日)

分類：760

所蔵館： 中央－芸術（20年・禁帯・1999年1月～）
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キキ - キホ

a5000000519a

キヤ CAPA
a5013041459a

学研プラス

5000000519
月刊(毎月20日)

分類：740

月刊(毎月6日)

分類：699

所蔵館： 中央－芸術（5年・禁帯）

GALAC(ギャラク)
a5000003596a

KADOKAWA(発売)

5013041459

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

月刊ギャラリー
a5000000084a

ギャラリーステーション

5000003596
月刊(1日)

分類：700

月刊(毎月23日)

分類：051.7

所蔵館： 中央－芸術（5年・禁帯）

CanCam
a5012335825a

小学館

5000000084

所蔵館： 中央－ポ雑誌（5年・1M），平野（1年・1M），西成（1年・1M）

キユ 究 -ミネルヴァ通信a5000004440a

ミネルヴァ書房

5012335825
月刊(15日)

分類：051.3

所蔵館： 中央－人文科学（5年・禁帯）

救急医学(THE JAPANESE JOURNAL OF ACUTE MEDICINE)
a5000006085a

へるす出版

月刊(毎月11日)

5000004440
分類：498

所蔵館： 中央－自然科学（20年・禁帯・1999年1月～）

救急救命
a5012476461a

救急振興財団

5000006085
年数回

分類：498

所蔵館： 中央－自然科学（1年・禁帯）

九州マーケティング・アイズ(Kyushu Marketing EYES)
a5000004119a

日本マーケティング協会九州支部

5012476461

季刊

分類：675

月刊

分類：789

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯）

弓道
a5000000692a

全日本弓道連盟

5000004119

所蔵館： 中央－レク（20年・禁帯・1999年1月～）

QCサークル -みんなと改善a5014319314a

日科技連出版社(発売)

5000000692
月刊(毎月30日)

分類：500

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

ぎゅって -関西版a5013041436a

サンケイリビング新聞社

5014319314
隔月刊

分類：376

所蔵館： 中央－生活・教育（1年・禁帯），東成（1年・2M）

キヨ

教育

a5000001320a

かもがわ出版(発売)

5013041436
月刊(毎月10日)

分類：371

所蔵館： 中央－生活・教育（永年・禁帯・1951年11月～）

教育委員会月報
a5000003433a

第一法規

5000001320
月刊(毎月19日)

分類：370

所蔵館： 中央－生活・教育（20年・禁帯・1999年1月～）

教育音楽 小学版
音楽之友社

5000003433
月刊(毎月18日)

分類：374

所蔵館： 中央－生活・教育（5年・禁帯）
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キヤ - キヨ

a5000003435a

キヨ

教育音楽 中学・高校版

a5000003437a

音楽之友社

5000003435
月刊(毎月18日)

分類：374

月刊(毎月12日)

分類：374

所蔵館： 中央－生活・教育（5年・禁帯）

教育科学国語教育
a5000003441a

明治図書出版

5000003437

所蔵館： 中央－生活・教育（5年・禁帯）

教育科学数学教育
a5014657663a

明治図書出版

5000003441
月刊(毎月12日)

分類：374

所蔵館： 中央－生活・教育（5年・禁帯）

教育技術小一小二 -学級担任サポートマガジンa5014657665a

小学館

5014657663

月刊(1～6，8～12月各15日)

所蔵館： 中央－生活・教育（5年・禁帯）

教育技術小五小六 -学級担任サポートマガジンa5014657664a

小学館

5014657665

月刊(1～6，8～12月各15日)

所蔵館： 中央－生活・教育（5年・禁帯）

教育技術小三小四 -学級担任サポートマガジンa5000003442a

小学館

5014657664

月刊(1～6，8～12月各15日)

所蔵館： 中央－生活・教育（5年・禁帯）

教育研究
a5000003445a

不昧堂出版(発売)

5000003442
月刊(毎月12日)

分類：374

所蔵館： 中央－生活・教育（20年・禁帯・1999年1月～）

教育展望(Education Outlooks)
a5000003447a

教育調査研究所

5000003445
月刊(毎月6日)

分類：370

所蔵館： 中央－生活・教育（20年・禁帯・1999年1.2月～）

教育美術(ART in EDUCATION) -豊かな情操と想像力をはぐくむa5000003755a

教育美術振興会

月刊(毎月27日)

5000003447
分類：374

所蔵館： 中央－生活・教育（20年・禁帯・1999年1月～）

季刊教育法(Quarterly Education Law)
a5000003756a

エイデル研究所

5000003755
季刊(3，6，9，12月各27日)

分類：370

月刊(毎月22日)

分類：374

季刊

分類：370

所蔵館： 中央－生活・教育（5年・禁帯）

教員養成セミナー
a5014242264a

時事通信社(発売)

5000003756

所蔵館： 中央－生活・教育（5年・禁帯）

教職員の生涯設計
a5000003759a

教職員生涯福祉財団事業部

5014242264

所蔵館： 中央－生活・教育（1年・禁帯）

教職課程
a5000003760a

協同出版

5000003759
月刊(毎月22日)

分類：374

所蔵館： 中央－生活・教育（5年・禁帯）

教職研修
教育開発研究所

5000003760
月刊(毎月19日)

分類：374

所蔵館： 中央－生活・教育（5年・禁帯）
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キヨ - キヨ

a5011444641a

キヨ

行政&情報システム

a5011617469a

行政情報システム研究所

5011444641
隔月刊(偶数月10日)

分類：317

月刊(20日)

分類：326

所蔵館： 中央－社会科学（5年・禁帯）

行政書士大阪
a5000001310a

大阪府行政書士会

5011617469

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2008年～）

月刊京都 -文化観光地理誌a5011292706a

白川書院

5000001310
月刊(毎月10日)

分類：291.6

所蔵館： 中央－人文科学（20年・禁帯・1999年2月～）

京都部落問題研究資料センター通信
a5000000087a

京都部落問題研究資料センター

5011292706
季刊

分類：316

月刊(毎月21日)

分類：498

所蔵館： 中央－社会科学（1年・禁帯）

きょうの健康
NHK出版

5000000087

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），大正（1年・1M），天王寺（1年・1M），浪速（1年・1M），西淀川
a 5 0 0 0 0 0 0 0 8 8 （1年・1M），淀川（1年・1M），東淀川（1年・1M），東成（1年・1M），生野（1年・1M），城
a
東（1年・1M），鶴見（1年・1M），阿倍野（1年・1M），住之江（1年・1M），平野（1年・
1M），西成（1年・1M）

きょうの料理
NHK出版

5000000088
月刊(毎月21日)

分類：596

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
a 5 0 0 0 0 0 2 9 9 1 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
a
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）

橋梁と基礎(Bridge and Foundation Engineering)
a5000001326a

建設図書

月刊(毎月6日)

5000002991
分類：510

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

局報
a5000005935a

大阪市水道局総務部総務課

5000001326
年数回

分類：519

不定期

分類：909

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1962年～）

キラ

きらく

a5010809009a

きらく事務局

5000005935

所蔵館： 中央－児研（永年・禁帯・1993年12月～）

キリ

切抜き速報 教育版

a5010809008a

ニホン・ミック

5010809009
月刊

分類：370

所蔵館： 中央－生活・教育（20年・禁帯・2004年8月下～）

切抜き速報 保育と幼児教育版
a5000000965a

ニホン・ミック

5010809008
月刊(15日)

分類：376

所蔵館： 中央－生活・教育（20年・禁帯・2004年7月～）

キル QUILTS JAPAN
日本ヴォーグ社

5000000965
季刊(3，6，9，12月各4日)

分類：594

所蔵館： 中央－生活・教育（5年・禁帯）
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キヨ - キ

a5012335825a

キワ 究 -ミネルヴァ通信a5000003879a

ミネルヴァ書房

5012335825
月刊(15日)

分類：051.3

隔月刊

分類：911.5

所蔵館： 中央－人文科学（5年・禁帯）

キン

銀河詩手帖

a5014514110a

銀河書房

5000003879

所蔵館： 中央－文学（20年・禁帯・1999年1月～）

近畿企業倒産集計
a5013425517a

帝国データバンク大阪支社

5014514110
月刊

分類：335

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2018年4月-～）

近畿地区倒産集計
a5014256301a

帝国データバンク大阪支社
⇒

5013425517
月刊

分類：335

隔月刊

分類：390

「近畿企業倒産集計」に

近畿中部 -近畿中部防衛局広報誌a5012747713a

近畿中部防衛局広報編集委員会

5014256301

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2009年1月-～）

近畿の倒産
a5000001330a

帝国データバンク大阪支社

5012747713
月刊

分類：335

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2005年3月～）

近畿文化
a5000003970a

近畿文化会

5000001330
月刊

分類：291.6

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1964年9月～）

近代建築
a5000001333a

近代建築社

5000003970
月刊(毎月11日)

分類：520

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

近代柔道
a5000004289a

ベースボール・マガジン社

5000001333
月刊(毎月22日)

分類：789

所蔵館： 中央－レク（5年・禁帯）

近代消防(THE FIREFIGHTER) -消防新時代をデザインa5000003264a

近代消防社

月刊(毎月15日)

5000004289
分類：317

所蔵館： 中央－社会科学（20年・禁帯・1999年1月～）

近代食堂 -繁盛店を作る雑誌a5000001335a

旭屋出版

5000003264
月刊(毎月22日)

分類：670

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

近代中小企業 -KinChua5000001419a

中小企業経営研究会

5000001335
月刊(25日)

分類：335

所蔵館： 中央－社会科学（永年・禁帯・1982年4月～）

近代盆栽 -盆栽総合誌a5012083965a

近代出版

5000001419
月刊(毎月4日)

分類：620

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

近鉄ニュース(Kintetsu News)
アド近鉄

5012083965
月刊(1日)

分類：291.6

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2008年11月～）
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キワ - キン

a5014441818a

キン

吟と舞

a5000001338a

日本吟剣詩舞振興会

5014441818
月刊

分類：768

年数回

分類：326

所蔵館： 住吉（1年・1M）

近弁連
a5012109719a

近弁連広報委員会

5000001338

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1970年9月～）

金融経済統計月報(Financial and Economic Statistics Monthly)
a5000001343a

ときわ総合サービス((株)営業部(発売)

月刊

5012109719
分類：330

所蔵館： 中央－社会科学（永年・禁帯・1999年4月～）

金融研究
a5000005317a

日本銀行

5000001343
年数回(1・4・7・10月)

分類：338

所蔵館： 中央－社会科学（20年・禁帯・1999年3月～）

金融・商事判例 -金融・商事判例の紹介と研究a5012119998a

経済法令研究会

月２回(1・15日)

5000005317
分類：325

所蔵館： 中央－社会科学（永年・禁帯・1996年1月1日号～）

金融法務事情(KINZAI THE FINANCIAL LAW JOURNAL)
a5000001674a

きんざい(発売)

月２回(毎月10，25日)

5012119998
分類：338

所蔵館： 中央－社会科学（永年・禁帯・2010年4月10日号～）

週刊金曜日
金曜日

5000001674
週刊(金曜日)

分類：051.6

所蔵館： 中央－ポ雑誌（20年・1W・1999年1月15日～）
a5010734877a

クウ

ク

ku:nel(クウネル)

a 5 0 0 0 0マガジンハウス
02913a

5010734877
隔月刊(奇数月20日)

分類：051.7

所蔵館： 福島（2年・2M），西淀川（1年・2M），東淀川（1年・2M），東成（2年・2M），生野（1年・
2M），鶴見（1年・2M），住吉（2年・2M）

クシ

区社協だよりひらの -平野区社協だより-

a5000004019a

大阪市平野区社会福祉協議会

5000002913

年数回(7・12月)

分類：369

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1994年7月～）

クツ

Goods Press

a5012523742a

徳間書店

5000004019
月刊(毎月6日)

分類：675

年数回

分類：291.9

所蔵館： 中央－ポ雑誌（5年・1M）

クモ

雲のうえ

a5010291581a

北九州市にぎわいづくり懇話会

5012523742

所蔵館： 中央－人文科学（1年・禁帯）

雲の峰 -月刊俳誌a5000004878a

朝妻 力

5010291581
月刊

分類：911.3

所蔵館： 中央－文学（20年・禁帯・2002年3月～）

クヨ

月刊クーヨン
クレヨンハウス

5000004878
月刊(毎月3日)

分類：379

所蔵館： 中央－生活・教育（5年・禁帯），福島（1年・1M），此花（2年・1M），東成（1年・1M），阿
倍野（1年・1M），平野（1年・1M）
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キン - クヨ

a5012523733a

クラ

くらし塾きんゆう塾 -金融広報中央委員会の広報誌-

a5014044325a

金融広報中央委員会

5012523733

季刊

分類：338

季刊

分類：291.6

所蔵館： 中央－社会科学（1年・禁帯）

CLasism(クラシズム)
ゆめディア

5014044325

a 5 0 0 0所蔵館：
0 0 0 0 9 5 中央－人文科学（1年・禁帯），北（3年・3M），此花（3年・3M），島之内（1年・3M），天
a

王寺（3年・3M），浪速（1年・3M），淀川（1年・3M），東淀川（3年・3M），旭（1年・3M），
鶴見（1年・3M），平野（1年・3M），西成（3年・3M）

暮しの手帖
暮しの手帖社

5000000095
隔月刊(奇数月25日)

分類：590

所蔵館： 中央－ポ雑誌（永年・2M・1948年9月～），北（3年・2M），都島（1年・2M），福島（2年・
2M），此花（2年・2M），島之内（1年・2M），港（1年・2M），大正（3年・2M），天王寺（3
年・2M），浪速（1年・2M），西淀川（1年・2M），淀川（1年・2M），東淀川（1年・2M），東
a 5 0 0 0 0 0 0 0 9 6 成（2年・2M），生野（1年・2M），旭（1年・2M），城東（1年・2M），鶴見（1年・2M），阿倍
a
野（2年・2M），住之江（1年・2M），住吉（2年・2M），東住吉（1年・2M），平野（1年・
2M），西成（1年・2M）

CLASSY
a5000004746a

光文社

5000000096
月刊(毎月28日)

分類：051.7

所蔵館： 中央－ポ雑誌（5年・1M），城東（1年・1M），平野（1年・1M）

グラフかごしま(Kagoshima Information Magazine)
a5000005185a

鹿児島県知事公室広報課

5000004746

隔月刊(1日)

分類：291.9

月刊(10日)

分類：318

所蔵館： 中央－人文科学（1年・禁帯）

グラフぐんま
a5000005592a

上毛新聞社

5000005185

所蔵館： 中央－社会科学（1年・禁帯）

Clara(クララ) -バレエだいすきレッスンだいすきa5014256303a

新書館

月刊(毎月10日)

5000005592
分類：769

所蔵館： 中央－ヤング（5年・1M）

グランキューブ便り -大阪府立国際会議場(グランキューブ大阪)a5000005623a

大阪国際会議場

季刊

5014256303
分類：680

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2013年春・夏号-2018年Winter～）

クリ

クリモト技報

a5012546679a

栗本鉄工所

5000005623
年数回

分類：500

季刊

分類：519

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯）

Clean Life(クリーンライフ)
a5000000400a

大阪府産業資源循環協会

5012546679

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2010年9月～）

クレ

CREA(クレア)

a 5 0 1 1 3文藝春秋
34627a

5000000400
その他(1，3～7，9～12月)

分類：051.7

所蔵館： 中央－ポ雑誌（永年・1M・1994年11月～），北（1年・1M），浪速（1年・1M），鶴見（1
年・1M）

CREA Traveller(クレア・トラベラー)
a5000005696a

文藝春秋

5011334627
季刊(3，6，9，12月各5日)

分類：290

所蔵館： 中央－ポ雑誌（5年・3M）

クレオ -男女共同参画情報誌-

5000005696

大阪市市民局ダイバーシティ推進室男 季刊

分類：367

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1998年～），天王寺（1年・禁帯）
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クラ - クレ

a5014647981a

クレ

クレオ・ニュース -クレオ大阪中央の月イチ通信♪-

a5000004195a

大阪市立男女共同参画センター中央

月刊

5014647981
分類：367

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2010年12月-～）

クロ

クロノス -時の鳥-

5000004195

a5014053876a

京都橘女子大学女性歴史文化研究所 年数回

分類：367

所蔵館： 中央－社会科学（1年・禁帯）

cloVer(クローバー) -中高生のヤル気を向上させる“直接的”マガジンa5010988660a

プレジデントジャパン

隔月刊

分類：376

季刊

分類：540

季刊

分類：319

5014053876

所蔵館： 中央－ヤング（5年・2M）

Global edge(グローバルエッジ)
a5010469550a

電源開発

5010988660

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯）

グローバル・フォーラム会報
a5010531129a

グローバル・フォーラム

5010469550

所蔵館： 中央－社会科学（1年・禁帯）

クロワゼ(Croisé) -クララ別冊a5000000098a

新書館

5010531129
季刊(3，6，9，12月各5日)

分類：769

所蔵館： 中央－芸術（20年・禁帯・2002年1月号～），東成（2年・3M）

クロワッサン(croissant)
マガジンハウス

5000000098
月２回(毎月10，25日)

分類：051.7

所蔵館： 中央－ポ雑誌（20年・2W・1999年1月10日～），北（6月・2W），都島（6月・2W），福島
（6月・2W），此花（6月・2W），島之内（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（6月・2W），東淀川（6月・
a 5 0 0 0 0 0 1 3 4 7 2W），東成（6月・2W），生野（6月・2W），旭（1年・2W），城東（1年・2W），鶴見（1年・
a
2W），阿倍野（6月・2W），住之江（1年・2W），住吉（6月・2W），東住吉（6月・2W），平
野（6月・2W），西成（6月・2W）

クン

軍事研究

a5000000099a

ジャパン・ミリタリー・レビュー

5000001347
月刊(毎月10日)

分類：390

月刊(毎月7日)

分類：910

所蔵館： 中央－社会科学（5年・禁帯）

群像
講談社

5000000099

所蔵館： 中央－文学（永年・禁帯・1956年1月～），西淀川（1年・1M），鶴見（1年・1M）
a5012410558a

ケア

ケ

月刊ケアマネジメント -変わりゆく時代のケアマネジャー応援誌-

a5010236741a

環境新聞社

5012410558

月刊(10日)

分類：369

月刊

分類：330

所蔵館： 中央－社会科学（5年・禁帯）

ケイ

経 -kei-

a5000001372a

ダイヤモンド社

5010236741

所蔵館： 中央－社会科学（20年・禁帯・2001年11月～）

軽金属
軽金属学会

5000001372
月刊(30日)

分類：560

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

a5000004295a

ケイ

経済

a5000000416a

新日本出版社

5000004295
月刊(毎月8日)

分類：330

月刊(毎月22日)

分類：330

所蔵館： 中央－社会科学（5年・禁帯）

経済界
a5000001361a

経済界

5000000416

所蔵館： 中央－社会科学（20年・禁帯・1999年1月5日～）

経済学雑誌
a5000001365a

大阪市立大学経済学会

5000001361
季刊

分類：330

所蔵館： 中央－社会科学（永年・禁帯・1937年4月～）

経済研究(THE ECONOMIC REVIEW)
a5014148829a

岩波書店

5000001365
季刊(1，4，7，10月各30日)

分類：330

所蔵館： 中央－社会科学（永年・禁帯・1961年1月～）

経済情報(Economic Information)
a5000001367a

紀陽銀行地域振興部

5014148829
季刊

分類：338

所蔵館： 中央－社会科学（5年・禁帯）

経済人
a5000001360a

関西経済連合会

5000001367
月刊(1日)

分類：330

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1970年7月～）

経済セミナー
a5012523732a

日本評論社

5000001360
隔月刊(奇数月27日)

分類：330

所蔵館： 中央－社会科学（永年・禁帯・1986年1月～）

経済調査研究レビュー(economic investigation research review)
a5000000101a

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～）

芸術新潮
新潮社

5000000101
月刊(毎月25日)

分類：700

所蔵館： 中央－芸術（永年・禁帯・1950年3月～），北（1年・1M），都島（1年・1M），福島（1年・
a 5 0 0 0 0 0 1 3 7 3 1M），港（1年・1M），大正（1年・1M），天王寺（1年・1M），西淀川（1年・1M），淀川（1
a
年・1M），東淀川（1年・1M），生野（1年・1M），城東（1年・1M），鶴見（1年・1M），東住
吉（1年・1M），平野（1年・1M），西成（1年・1M）

芸術と自由 -新短歌誌a5010557473a

芸術と自由社

5000001373
隔月刊(奇数月)

分類：911.1

所蔵館： 中央－文学（20年・禁帯・1999年1月号～）

刑政
a5000005611a

矯正協会

5010557473
月刊(15日)

分類：326

所蔵館： 中央－社会科学（20年・禁帯・1999年1月～）

螢雪時代
a5000003266a

旺文社

5000005611
月刊(毎月14日)

分類：377

所蔵館： 中央－生活・教育（5年・禁帯）

計測技術
日本工業出版

5000003266
月刊

分類：500

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

a5000003267a

ケイ

計測と制御(JOURNAL OF THE SOCIETY OF INSTRUMENT AND CONTROL

a5010994823a

コロナ社(発売)

月刊(毎月21日)

5000003267

分類：500

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

計測標準と計量管理(MEASUREMENT STANDARDS and METROLOGY MAN
a5000000102a

コロナ社(発売)

季刊(2，5，8，11月各29日)

5010994823

分類：500

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

毛糸だま
a5000004122a

日本ヴォーグ社

5000000102
季刊(2.5.8.11月5日)

分類：594

所蔵館： 中央－生活・教育（5年・禁帯），旭（1年・3M），平野（1年・3M）

競馬最強の法則
a5000004022a

ベストセラーズ

5000004122
月刊(毎月13日)

分類：788

週刊(月曜日)

分類：788

所蔵館： 中央－レク（5年・禁帯）

週刊競馬ブック
a5000001377a

ケイバブック

5000004022

所蔵館： 中央－ポ雑誌（5年・1W）

芸文京 -京都市芸術文化情報誌a5000001350a

京都市芸術文化協会

5000001377
年数回

分類：700

所蔵館： 中央－芸術（1年・禁帯）

刑弁情報
a5000000617a

大阪弁護士会刑事弁護委員会

5000001350
年数回

分類：326

所蔵館： 中央－社会科学（20年・禁帯・1999年3月～）

ケエ

KSKP 大阪障害者労働センター・マツサクぐる〜ぷニュース

a5000004300a

関西障害者定期刊行物協会

5000000617

不定期

分類：369

月刊(毎月1日)

分類：670

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1996年～）

ケキ 激流 -流通情報誌a5000001414a

国際商業出版

5000004300

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

ケス

月刊下水道

a5000005959a

環境新聞社

5000001414
月刊(15日)

分類：519

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月号～）

ケツ

月刊アイソス -マネジメントシステム規格の専門月刊誌-

a5000000920a

システム規格社

月刊(10日)

5000005959
分類：500

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

AQUA LIFE(月刊アクアライフ) -魚とのコミュニケーションa5010402645a

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）

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!!a5011613166a

ティ・エー・シー企画(発売)

月刊(毎月29日)

5010402645

分類：549

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

WiLL(月刊ウイル)
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～）
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ケイ - ケツ

a5000000774a

ケツ

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 5 9 4 8 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）

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
03589a

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）

月刊エレクトーン(Monthly Electone)
a5000001921a

ヤマハミュージックエンタテインメントホ

5000003589
月刊(毎月20日)

分類：760

所蔵館： 中央－芸術（20年・禁帯・1999年1月～）

月刊大阪の統計
a5010915897a

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～）

月刊大阪弁護士会
a5000001206a

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～）

月刊海洋 -カラー版a5000003417a

海洋出版

5000001206
月刊(毎月28日)

分類：452

月刊(毎月12日)

分類：371

所蔵館： 中央－自然科学（5年・禁帯）

月刊学校教育相談
a5000003596a

ほんの森出版

5000003417

所蔵館： 中央－生活・教育（5年・禁帯）

月刊ギャラリー
a5000001310a

ギャラリーステーション

5000003596
月刊(1日)

分類：700

月刊(毎月10日)

分類：291.6

所蔵館： 中央－芸術（5年・禁帯）

月刊京都 -文化観光地理誌a5000004878a

白川書院

5000001310

所蔵館： 中央－人文科学（20年・禁帯・1999年2月～）

月刊クーヨン
a 5 0 1 2 4クレヨンハウス
10558a

5000004878
月刊(毎月3日)

分類：379

所蔵館： 中央－生活・教育（5年・禁帯），福島（1年・1M），此花（2年・1M），東成（1年・1M），阿
倍野（1年・1M），平野（1年・1M）

月刊ケアマネジメント -変わりゆく時代のケアマネジャー応援誌a5000001414a

環境新聞社

月刊(10日)

5012410558
分類：369

所蔵館： 中央－社会科学（5年・禁帯）

月刊下水道
環境新聞社

5000001414
月刊(15日)

分類：519

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

a5000004169a

ケツ

月刊考古学ジャーナル(THE ARCHAEOLOGICAL JOURNAL)

a5000001423a

ニューサイエンス社

月刊(毎月20日)

5000004169
分類：200

所蔵館： 中央－人文科学（20年・禁帯・1999年1月～）

月刊公民館
a5000004303a

第一法規(発売)

5000001423
月刊(毎月1日)

分類：379

所蔵館： 中央－社会科学（20年・禁帯・1999年1月～）

月刊公論 -世界の視点で情報を発信する総合誌a5000005846a

財界通信社

5000004303

月刊(毎月22日)

分類：333

月刊(毎月20日)

分類：795

所蔵館： 中央－社会科学（5年・禁帯）

月刊碁ワールド
日本棋院

5000005846

所蔵館： 北（1年・1M），福島（1年・1M），此花（1年・1M），港（1年・1M），天王寺（1年・1M），浪

a 5 0 0 0 0 0 1 3 7 8 速（1年・1M），淀川（1年・1M），東淀川（1年・1M），東成（1年・1M），城東（1年・1M），
a

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）

月刊JAA
a5000000114a

日本アドバタイザーズ協会

5000001378
月刊(15日)

分類：674

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

月刊自家用車
a 5 0 0 0 0内外出版社
03784a

5000000114
月刊(毎月26日)

分類：537

所蔵館： 淀川（1年・1M），東淀川（1年・1M），東成（1年・1M），鶴見（1年・1M），住之江（1年・
1M），西成（1年・1M）

月刊実践障害児教育 -特別支援教育の情報誌a5010827957a

学研プラス(発売)

月刊(毎月16日)

5000003784
分類：378

所蔵館： 中央－生活・教育（20年・禁帯・1999年1月～）

月刊自動認識
a5000004135a

日本工業出版

5010827957
月刊

分類：549

月刊(毎月24日)

分類：783.7

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

monthly GIANTS(月刊ジャイアンツ)
a5000001435a

報知新聞社

5000004135

所蔵館： 中央－レク（20年・禁帯・1999年1月～）

月刊社会教育 -生涯学習の時代をひらくa5012376624a

国土社

5000001435

月刊(毎月17日)

分類：379

所蔵館： 中央－生活・教育（永年・禁帯・1965年1月〜6月，1967年5月～）

月刊ジャパンフィットネス(japan Fitness)
a5012695308a

ジャパンフィットネス

5012376624
月刊(28日)

分類：781

所蔵館： 中央－レク（5年・禁帯）

月刊ジュニアエラ(juniorAERA) -1からわかるニュースマガジンa5000004368a

朝日新聞出版

月刊(毎月15日)

5012695308
分類：051.6

所蔵館： 中央－こども（永年・1M・2009年5月～）

月刊消費者信用(The Consumer Credit Monthly)
きんざい(発売)

月刊(毎月30日)

5000004368
分類：338

所蔵館： 中央－社会科学（5年・禁帯）
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ケツ - ケツ

a5000004370a

ケツ

月刊女性情報

a5000003145a

パト・ウィメンズ・オフィス

5000004370
月刊(23日)

分類：367

月刊(20日)

分類：490

所蔵館： 中央－社会科学（5年・禁帯）

月刊新医療
a5000004175a

エム・イー振興協会

5000003145

所蔵館： 中央－自然科学（5年・禁帯）

月刊新聞ダイジェスト
a5013041435a

新聞ダイジェスト社

5000004175
月刊(毎月21日)

分類：070

所蔵館： 中央－人文科学（20年・禁帯・1999年1月～）

SKI GRAPHIC(月刊スキーグラフィック) -Magazine for person who loves skiinga5014450218a

芸文社

月刊(毎月10日)

5013041435

分類：784

所蔵館： 中央－レク（20年・禁帯・1999年1月～）

School Amenity(月刊スクールアメニティ)
a5000003819a

ボイックス

5014450218
月刊(20日)

分類：374

所蔵館： 中央－生活・教育（5年・禁帯）

月刊生徒指導
a5010588333a

学事出版

5000003819
月刊(毎月13日)

分類：374

所蔵館： 中央－生活・教育（5年・禁帯）

月刊セキュリティ研究
a5000004384a

SSAセキュリティスペシャリスト協会

5010588333
月刊

分類：317

月刊(毎月8日)

分類：336

月刊(10日)

分類：510

所蔵館： 中央－社会科学（5年・禁帯）

月刊総務

5000004384

a5000001399a

ウィズワークス

所蔵館： 中央－社会科学（5年・禁帯）

月刊ダム日本
a5000000541a

日本ダム協会

5000001399

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

DANCE MAGAZINE(月刊ダンスマガジン)
a5000003182a

新書館

5000000541

月刊(毎月27日)

分類：769

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

月刊地球 -カラー版a5000001386a

海洋出版

5000003182
月刊(毎月28日)

分類：450

月刊(1日)

分類：051.3

所蔵館： 中央－自然科学（5年・禁帯）

月刊THEMIS
a5000000249a

テーミス

5000001386

所蔵館： 中央－ポ雑誌（5年・1M）

月刊天文ガイド
a5011808234a

誠文堂新光社

5000000249
月刊(毎月5日)

分類：440

所蔵館： 中央－自然科学（20年・禁帯・1999年1月～），阿倍野（1年・1M）

月刊島民中之島 -橋を渡る人の「街事情」マガジン月刊島民プレス
⇒

月刊(1日)

5011808234
分類：291.6

「島民」に
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ケツ - ケツ

a5012476456a

ケツ

月刊東洋療法 -鍼灸マッサージ情報誌-

a5000002980a

全日本鍼灸マッサージ師会

5012476456

月刊(1日)

分類：492

月刊(毎月22日)

分類：783.7

所蔵館： 中央－自然科学（1年・禁帯）

月刊Dragons
a5000003251a

中日新聞社

5000002980

所蔵館： 中央－レク（20年・禁帯・1999年1月～）

Nursing(月刊ナーシング)
a5000002167a

学研プラス(発売)

5000003251
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～）

月刊波
a5013493953a

日本てんかん協会

5000002167
月刊(1日)

分類：493

所蔵館： 中央－自然科学（1年・禁帯）

月刊Newsがわかる(ニュースがわかる) -家族で読める!受験に役立つ!a5000001448a

月刊(毎月15日)

5013493953

分類：051.8

所蔵館： 中央－こども（永年・1M・2010-5月号～）

月刊廃棄物(Monthly the Waste) -環境保全と再資源化への提言誌a5000001405a

クリエイト日報出版部(発売)

月刊(毎月5日)

5000001448

分類：519

所蔵館： 中央－技術・産業（永年・禁帯・1988年1月～）

月刊バスケットボール -Cager’s Magazinea5000005947a

日本文化出版

5000001405

月刊(毎月25日)

分類：783

所蔵館： 中央－レク（5年・禁帯）

月刊HACCP -食の安全と品質保証のためのa5000001406a

鶏卵肉情報センター

月刊(1日)

5000005947
分類：498

所蔵館： 中央－自然科学（20年・禁帯・2000年3月～）

VOLLEYBALL(月刊バレーボール)
a5000005685a

日本文化出版

5000001406
月刊(毎月15日)

分類：783

所蔵館： 中央－レク（5年・禁帯）

月刊ピアノ(monthly Piano)
a5012050975a

ヤマハミュージックエンタテインメントホ

5000005685
月刊(毎月20日)

分類：760

所蔵館： 中央－芸術（20年・禁帯・1999年1月号～），西淀川（1年・1M），東成（1年・1M）

月刊ビジネスアイエネコ(Business i.ENECO) -持続可能(サステナブル)な社会の
a5000001449a

日本工業新聞社

月刊(毎月28日)

5012050975

分類：500

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・2010年4月号～）

月刊美術
a5000002997a

実業之日本社(発売)

5000001449
月刊(毎月20日)

分類：700

所蔵館： 中央－芸術（5年・禁帯），城東（1年・1M）

月刊秘伝 -武道・武術の秘伝に迫るBABジャパン

5000002997
月刊(毎月14日)

分類：789

所蔵館： 中央－レク（20年・禁帯・1999年1月～）
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ケツ - ケツ

a5000000306a

ケツ

月刊ヒューマンライツ
部落解放・人権研究所

5000000306
月刊

分類：316

所蔵館： 中央－社会科学（永年・禁帯・1988年4月～），北（1年・1M），都島（1年・1M），福島（1
年・1M），此花（2年・1M），島之内（3年・1M），港（1年・1M），大正（2年・1M），天王寺
（1年・1M），浪速（3年・1M），西淀川（1年・1M），淀川（1年・1M），東淀川（1年），東成
a 5 0 1 2 3 4 8 7 1 7 （1年・1M），生野（1年・1M），旭（1年・1M），城東（1年・1M），鶴見（3年・1M），阿倍野
a
（1年・1M），住之江（1年・1M），住吉（1年・1M），東住吉（1年・1M），平野（3年），西成
（3年・1M）

月刊ビル
a5013026490a

BMC

5012348717
不定期

分類：520

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2010年4月～）

月刊フェスク(Fire Equipment & Safety Center of Japan) -消防・防災関係者のた
a5000001451a

日本消防設備安全センター

月刊(毎月25日)

5013026490

分類：317

所蔵館： 中央－社会科学（5年・禁帯）

月刊福祉(Monthly Welfare)
a5000003659a

全国社会福祉協議会

5000001451
月刊(毎月10日)

分類：369

所蔵館： 中央－社会科学（永年・禁帯・1986年1月～），西淀川（1年・1M）

月刊福祉 [点字版]
a5000001452a

神奈川ワークショップ

5000003659
月刊

分類：369

所蔵館： 中央－ＳＨ（20年・禁帯・1999年1月20日～）

月刊文化財
a5000001453a

第一法規

5000001452
月刊(毎月7日)

分類：702

所蔵館： 中央－芸術（永年・禁帯・1963年10月～）

月刊放送ジャーナル -ミニコミとマスコミの総合誌a5010558161a

放送ジャーナル社

月刊(10日)

5000001453
分類：699

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

BOSS(月刊ボス)
a5010271346a

経営塾

5010558161
月刊(毎月22日)

分類：335

月刊(毎月1日)

分類：051.7

所蔵館： 中央－社会科学（5年・禁帯）

Popteen(月刊ポップティーン)
a5000000336a

角川春樹事務所

5010271346

所蔵館： 中央－ヤング（5年・1M）

月刊ホビージャパン(HOBBY JAPAN) -MONTHLY HOBBY MAGAZINEa 5 0 1 1 7ホビージャパン
10431a

月刊(毎月25日)

5000000336

分類：507

所蔵館： 島之内（1年・1M），西淀川（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），平野（1年・1M）

月刊ミュージックスター
a5012503528a

エクシング・ミュージックエンタテイメント

5011710431
月刊(25日)

分類：760

所蔵館： 中央－芸術（5年・禁帯）

月刊みんなねっと -全国の家族と家族会をつなぐ機関誌a5000000119a

全国精神保健福祉会連合会

月刊(5日)

5012503528
分類：369

所蔵館： 中央－社会科学（20年・禁帯・2011年4月～）

月刊みんぱく
千里文化財団

5000000119
月刊(5日)

分類：389

所蔵館： 中央－社会科学（永年・禁帯・1996年～），中央－大阪（永年・禁帯・1977年～），住
吉（6月・禁帯）
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ケツ - ケツ

a5012530301a

ケツ

月刊みんぱく [デイジー版]

a5000003127a

国立民族学博物館

5012530301
月刊

分類：389

所蔵館： 中央－ＳＨ（20年・禁帯・2011年4月～）

月刊むし(A monthly Journal of Entomology)
a5000001390a

むし社

5000003127

月刊(毎月20日)

分類：486

所蔵館： 中央－自然科学（20年・禁帯・1999年1月～）

月刊むすぶ -自治・ひと・くらしa5012543911a

ロシナンテ社

5000001390
月刊(5日)

分類：318

所蔵館： 中央－社会科学（20年・禁帯・1999年1月～）

月刊Mu-Cha(ムーチャ) -港区版a5000003575a

月刊Mu-Cha

5012543911
月刊(1日)

分類：291.6

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2011年3月～）

月刊メニュー・アイディア
a5000000361a

食品産業新聞社

5000003575
月刊(25日)

分類：670

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

MOE(月刊モエ) -メルヘン&ファンタジーワールドa 5 0 0 0 0白泉社
03132a

月刊(毎月3日)

5000000361
分類：726

所蔵館： 中央－児研（永年・禁帯・1983年12月～），福島（1年・1M），東成（1年・1M），旭（1年・
1M），阿倍野（1年・1M），平野（1年・1M）

月刊薬事(The Pharmaceuticals Monthly)
a5000003018a

じほう

5000003132

月刊(毎月1日)

分類：499

所蔵館： 中央－自然科学（20年・禁帯・1999年1月～）

RIDERS CLUB(月刊ライダースクラブ)
a5000002314a

枻出版社

5000003018
月刊(毎月27日)

分類：537

月刊(毎月14日)

分類：782

所蔵館： 中央－レク（5年・禁帯）

月刊陸上競技
a5000005562a

講談社

5000002314

所蔵館： 中央－レク（20年・禁帯・1999年1月号～）

月報私学 -日本私立学校振興・共済事業団広報a5011856653a

日本私立学校振興・共済事業団

月刊

5000005562
分類：370

所蔵館： 中央－生活・教育（1年・禁帯）

ケテ

GOETHE(ゲーテ)

a5011414330a

幻冬舎

5011856653
月刊(毎月25日)

分類：051.6

月刊(1日)

分類：291.6

所蔵館： 住之江（1年・1M）

ケフ

KPRESS(Kプレス) -KEIHAN NEWS-

a5000000978a

京阪電気鉄道

5011414330

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1999年4月～）

ケミ

ケミカルエンジニヤリング(CHEMICAL ENGINEERING)

a5000005416a

化学工業社

月刊(毎月28日)

5000000978
分類：570

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

ケン

健康
主婦の友社

5000005416
月刊(毎月2日)

分類：498.3

所蔵館： 都島（1年・1M）
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ケツ - ケン

a5012113735a

ケン

健康365

a 5 0 0 0 0エイチアンドアイ
05134a

5012113735
月刊(毎月16日)

分類：498.3

所蔵館： 中央－自然科学（1年・禁帯），此花（1年・1M），大正（1年・1M），淀川（1年・1M），生
野（1年・1M），旭（1年・1M），住之江（1年・1M），東住吉（1年・1M），西成（1年・1M）

現行日本法規
a5000005707a

ぎょうせい

5000005134
その他

分類：320

季刊

分類：318

所蔵館： 中央－ＧＲ（永年・禁帯）

県広報とやま
a5000005112a

富山県企画部広報課

5000005707

所蔵館： 中央－社会科学（1年・禁帯）

県広報みやざき
a5000002921a

宮崎県総務部広報広聴課

5000005112
隔月刊

分類：318

年数回(3・9月)

分類：800

所蔵館： 中央－社会科学（1年・禁帯）

言語研究
a5000003270a

日本言語学会

5000002921

所蔵館： 中央－言語（20年・禁帯・1999年3月～）

建材フォーラム
a5000001475a

工文社

5000003270
月刊(15日)

分類：520

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

原子力文化
a5000005711a

日本原子力文化財団

5000001475
月刊(1日)

分類：539

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯）

県政だよりアワーとくしま
a5000005101a

徳島県総務部総務県民課

5000005711
月刊

分類：318

月刊

分類：318

その他

分類：910

所蔵館： 中央－社会科学（1年・禁帯）

県政だより みえ
a5000001476a

三重県広聴広報課

5000005101

所蔵館： 中央－社会科学（1年・禁帯）

原石
a5000003271a

原石の会

5000001476

所蔵館： 中央－文学（永年・禁帯・1985年創刊号～）

建設機械
a5000004723a

日本工業出版

5000003271
月刊(15日)

分類：510

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

建設荷役車両
a5000004443a

建設荷役車両安全技術協会

5000004723
隔月刊(奇数月)

分類：536

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

建設物価(Prices of Construction Materials and Wages) -市場実態調査情報・建
a5000000414a

建設物価調査会

月刊(毎月24日)

5000004443

分類：520

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

週刊現代
講談社

5000000414
週刊(月曜日)

分類：051.6

所蔵館： 中央－ポ雑誌（20年・1W・1999年1月2.9日～）
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ケン - ケン

a5000002994a

ケン

現代化学(CHEMISTRY TODAY)

a5000005890a

東京化学同人

5000002994
月刊(毎月19日)

分類：430

所蔵館： 中央－自然科学（5年・禁帯）

現代ギター -クラシック・ギターを楽しむための情報誌a5000000123a

現代ギター社

月刊(毎月23日)

5000005890
分類：760

所蔵館： 中央－芸術（5年・禁帯）

現代思想
a5000001480a

青土社

5000000123
月刊(25日)

分類：100

所蔵館： 中央－人文科学（20年・禁帯・1999年1月～）

現代詩手帖
a5012754336a

思潮社

5000001480
月刊(毎月28日)

分類：911.5

所蔵館： 中央－文学（永年・禁帯・1986年1月号～），城東（1年・1M）

現代数学
a5014441837a

現代数学社

5012754336
月刊(毎月12日)

分類：410

所蔵館： 中央－自然科学（20年・禁帯・2013年4月～）

現代川柳
a0413155023a

現代川柳研究会

5014441837
隔月刊

分類：911.4

所蔵館： 中央－文学（永年・禁帯・2008年5月～）

[電子資料]現代農業[商用データベース]

0413155023

a5000003273a

農山漁村文化協会

分類：610

所蔵館：

現代農業
a5000001478a

農山漁村文化協会

5000003273
月刊(毎月5日)

分類：610

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

現代の図書館(Libraries Today)
a5000001482a

日本図書館協会

5000001478
季刊(1，4，7，10月各28日)

分類：010

所蔵館： 中央－図研（永年・禁帯・1963年3月～）

現代俳句
a5000001467a

現代俳句協会

5000001482
月刊

分類：911.3

所蔵館： 中央－文学（永年・禁帯・1996年1月号～）

建築技術
a5000000125a

建築技術

5000001467
月刊(毎月17日)

分類：520

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

建築雑誌
a5000004775a

日本建築学会

5000000125
月刊(20日)

分類：520

所蔵館： 中央－技術・産業（永年・禁帯・1954年1月～），天王寺（1年・1M）

建築ジャーナル -西日本版a5011449236a

企業組合建築ジャーナル

5000004775
月刊(1日)

分類：520

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

建築人
大阪府建築士会

5011449236
月刊(1日)

分類：520

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2006年1月～）
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ケン - ケン

a5013041460a

ケン

建築施工単価(Unit Price and Cost Data for Building Construction) -建築・改修

a5000003275a

経済調査会

季刊(1，4，7，10月各25日)

5013041460

分類：520

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1998年5月夏号～）

建築設備と配管工事
a5000003276a

日本工業出版

5000003275
月刊(25日)

分類：520

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

建築知識(Kenchikuchishiki)
a5000001466a

エクスナレッジ

5000003276
月刊(毎月20日)

分類：520

月刊

分類：520

所蔵館： 住吉（1年・1M）

建築と社会
a5000003277a

日本建築協会

5000001466

所蔵館： 中央－技術・産業（永年・禁帯・1964年11月～）

建築と積算(The Building Estimation)
a5000000493a

日本建築積算協会

5000003277
季刊(1，4，7，10月各下旬)

分類：520

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

a+u(建築と都市) -Architecture and Urbanisma5000004124a

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～）

剣道時代
a5000001460a

体育とスポーツ出版社

5000004124
月刊(毎月25日)

分類：789

所蔵館： 中央－レク（20年・禁帯・1999年1月～）

剣道日本
a5011533473a

剣道日本

5000001460
月刊(毎月25日)

分類：789

所蔵館： 中央－レク（20年・禁帯・1999年1月～）

県民だより奈良
a5000005714a

奈良県広報公聴課

5011533473
月刊

分類：318

所蔵館： 中央－社会科学（1年・禁帯）

県民の友
a5011020963a

和歌山県知事公室広報広聴課

5000005714
月刊

分類：318

月刊(20日)

分類：498

所蔵館： 中央－社会科学（1年・禁帯）

けんりほうnews -Newsletter患者の権利法をつくる会

5011020963

所蔵館： 中央－自然科学（1年・禁帯）
a5014054744a

コア

コ

GO OUT -OUTDOOR STYLE-

a5000001518a

三栄書房

5014054744
月刊(毎月30日)

分類：580

月刊(1日)

分類：570

所蔵館： 城東（1年・1M）

コウ

高圧ガス
高圧ガス保安協会

5000001518

所蔵館： 中央－技術・産業（永年・禁帯・1986年1月～）
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ケン - コウ

a5000001488a

コウ

公益事業研究

a5000003284a

公益事業学会

5000001488
年数回(9・12・3月各月末)

分類：335

所蔵館： 中央－社会科学（20年・禁帯・1999年3月～）

工業材料(ENGINEERING MATERIALS)
a5000001497a

日刊工業新聞社(発売)

5000003284
月刊(毎月15日)

分類：500

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

工業用水
a5000001511a

日本工業用水協会

5000001497
隔月刊(奇数月10日)

分類：570

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

航空情報(AIREVIEW)
a5000000127a

せきれい社

5000001511
月刊(毎月21日)

分類：538

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

航空ファン
a5000001284a

文林堂

5000000127
月刊(毎月21日)

分類：538

所蔵館： 中央－技術・産業（永年・禁帯・1996年1月～），住之江（1年・1M）

季刊考古学
a5000004169a

雄山閣

5000001284
季刊(2・5・8・11月の25日)

分類：210

所蔵館： 中央－人文科学（20年・禁帯・1999年2月～）

月刊考古学ジャーナル(THE ARCHAEOLOGICAL JOURNAL)
a5012546677a

ニューサイエンス社

月刊(毎月20日)

5000004169
分類：200

所蔵館： 中央－人文科学（20年・禁帯・1999年1月～）

好日
a5000001499a

好日社

5012546677
月刊

分類：910

所蔵館： 中央－文学（20年・禁帯・2010年10月～）

工場管理(FACTORY MANAGEMENT)
a5000002798a

日刊工業新聞社

5000001499
月刊(毎月20日)

分類：500

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

公正取引
a5000001495a

公正取引協会

5000002798
月刊(15日)

分類：335

所蔵館： 中央－社会科学（20年・禁帯・1999年1月～）

厚生の指標(JOURNAL OF HEALTH AND WELFARE STATISTICS) -衛生と福
a5000001521a

厚生労働統計協会

月刊(毎月17日)

5000001495

分類：498

所蔵館： 中央－自然科学（永年・禁帯・1986年1月～）

高速道路と自動車
a5000003291a

高速道路調査会

5000001521
月刊(毎月5日)

分類：680

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

高速バス時刻表
a5000005538a

交通新聞社

5000003291
年数回(7・12月)

分類：680

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

交通科学
交通科学研究会

5000005538
年数回

分類：680

所蔵館： 中央－技術・産業（永年・禁帯・1995年4月～）
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コウ - コウ

a5000001524a

コウ

高分子

a5000001772a

高分子学会

5000001524
月刊(1日)

分類：570

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

神戸商工だより
a5012203936a

神戸商工会議所

5000001772
月刊

分類：330

所蔵館： 中央－社会科学（1年・禁帯）

神戸商工だよりInformation(The Kobe Chamber of Commerce and Industry Infor
a5000001502a

神戸商工会議所

月刊(25日)

分類：330

月刊(10日)

分類：674

月刊

分類：318

5012203936

所蔵館： 中央－社会科学（1年・禁帯）

広報
a5000005098a

日本広報協会

5000001502

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

広報さっぽろ
a5011803455a

札幌市

5000005098

所蔵館： 中央－社会科学（1年・禁帯）

広報消防基金

5011803455

a5000001503a

消防団員等公務災害補償等共済基金 季刊(1・4・7・10月)

分類：317

所蔵館： 中央－社会科学（5年・禁帯）

広報とよなか
a5000004921a

豊中市

5000001503
月刊

分類：318

隔月刊

分類：318

月刊(毎月9日)

分類：051.9

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1983年～）

広報ながのけん
a5000001492a

長野県企画振興部広報県民課

5000004921

所蔵館： 中央－社会科学（1年・禁帯）

公募ガイド
a5000001423a

公募ガイド社

5000001492

所蔵館： 中央－人文科学（1年・禁帯），西淀川（1年・1M），城東（1年・1M）

月刊公民館
a5012149678a

第一法規(発売)

5000001423
月刊(毎月1日)

分類：379

所蔵館： 中央－社会科学（20年・禁帯・1999年1月～）

交流 -台湾情報誌a5000004303a

交流協会

5012149678
月刊

分類：332

所蔵館： 中央－社会科学（1年・禁帯）

月刊公論 -世界の視点で情報を発信する総合誌a5013770253a

財界通信社

月刊(毎月22日)

5000004303
分類：333

所蔵館： 中央－社会科学（5年・禁帯）

コキ

五行歌

a5000001529a

五行歌の会

5013770253
月刊

分類：911.1

所蔵館： 中央－文学（20年・禁帯・2015年6月～）

コク

國語國文
臨川書店

5000001529
月刊(毎月25日)

分類：810

所蔵館： 中央－文学（永年・禁帯・1931年10月～）

53

コウ - コク

a5000001530a

コク

國語と國文學

a5000004305a

明治書院

5000001530
月刊(毎月12日)

分類：810

所蔵館： 中央－文学（永年・禁帯・1924年5月～）

国際商業 -The Magazine for Cosmetic，Toiletry，Drug & Allied Industriesa5010535817a

国際商業出版

月刊(毎月7日)

5000004305

分類：304

所蔵館： 中央－社会科学（5年・禁帯）

国際商事法務
a5010367499a

国際商事法研究所

5010535817
月刊(15日)

分類：324

所蔵館： 中央－社会科学（永年・禁帯・1998年1月～）

国際人権ひろば
アジア・太平洋人権情報センター(ヒュ

5010367499
隔月刊

分類：316

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2002年５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 5 8 7 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（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）

国際文化研修
a5000001549a

全国市町村国際文化研修所

5000005871
季刊

分類：304

月刊(20日)

分類：010

所蔵館： 中央－社会科学（5年・禁帯）

国立国会図書館月報
a5000004992a

国立国会図書館

5000001549

所蔵館： 中央－図研（永年・禁帯・1961年4月～），天王寺（6月・禁帯）

国立民族学博物館研究報告
a5000000128a

国立民族学博物館

5000004992
年数回

分類：389

所蔵館： 中央－社会科学（永年・禁帯・1976年～）

GOGGLE(ゴーグル)
a5010353983a

モーターマガジン社

5000000128
季刊(3，6，9，12月各24日)

分類：537

季刊

分類：216

隔月刊(偶数月)

分類：910

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

ココ

湖国と文化

a5012769554a

滋賀県文化振興事業団

5010353983

所蔵館： 中央－人文科学（5年・禁帯）

こころ
a5000000801a

平凡社

5012769554

所蔵館： 中央－文学（20年・禁帯・2013年4月～）

こころの科学
a5012971318a

日本評論社

5000000801
隔月刊

分類：140

所蔵館： 中央－人文科学（20年・禁帯・1999年1月～）

こころの元気+ -メンタルヘルスマガジンa5000006129a

地域精神保健福祉機構・コンボ

5012971318

月刊

分類：498

所蔵館： 平野（1年・1M）

こころの窓 -大阪市こころの健康センター通信大阪市こころの健康センター

年数回

5000006129
分類：493

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2000年10月～）

54

コク - ココ

a5010594269a

コシ

個人企業経済調査ニュース

a5013993863a

総務省統計局

5010594269
月刊

分類：335

年数回

分類：367

所蔵館： 中央－社会科学（1年・禁帯）

コス

コスモ通信(Cosmo Communication)

a5014670112a

城東区地域女性団体協議会

5013993863

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2014年10月-～）

KOSMOS -自然と人間との共生a5013993863a

国際花と緑の博覧会協会

5014670112
季刊

分類：620

年数回

分類：367

所蔵館： 中央－自然科学（1年・禁帯）

コスモ通信(Cosmo Communication)
a5000000979a

城東区地域女性団体協議会

5013993863

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2014年10月-～）

コチ

コーチング・クリニック(COACHING CLINIC)

a5000001527a

ベースボール・マガジン社

5000000979

月刊(毎月27日)

分類：780

所蔵館： 中央－レク（20年・禁帯・1999年1月～）

コツ

国華

a5000005029a

国華社

5000001527
月刊(20日)

分類：702

所蔵館： 中央－芸術（永年・禁帯・1902年4月～1903年3月、1963年1月～）

コットンタイム
a5013041463a

主婦と生活社

5000005029
隔月刊(偶数月)

分類：594

所蔵館： 大正（1年・2M），東成（2年・2M），鶴見（1年・2M），住吉（2年・2M）

COTTON FRIEND
a5013289386a

ブティック社

5013041463
季刊(2，5，8，11月各7日)

分類：594

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

コト

コトノネ(KOTONONE) -社会をたのしくする障害者メディア-

a5012750710a

はたらくよろこびデザイン室

季刊

5013289386
分類：369

所蔵館： 中央－社会科学（5年・禁帯）

kotoba(コトバ) -集英社クオータリーa5000000803a

集英社

5012750710
季刊(3，6，9，12月各6日)

分類：051.3

季刊(4・7・10・1月)

分類：379

所蔵館： 東成（2年・3M）

ことばの宇宙
a5014305742a

ラボ教育センター

5000000803

所蔵館： 中央－こども（永年・3M・1996年1月～）

kodomoe
a5011024675a

白泉社

5014305742
隔月刊(奇数月7日)

分類：599

所蔵館： 住之江（1年・2M）

子どもと健康
a5000000804a

労働教育センター

5011024675
年数回

分類：374

所蔵館： 中央－生活・教育（5年・禁帯）

こどもとしょかん
東京子ども図書館

5000000804
季刊(1・4・7・10月の20日)

分類：010

所蔵館： 中央－児研（永年・禁帯・1979年春号～）
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コシ - コト

a5000005182a

コト

子どもと読書 -すべての子どもに読書の喜びを!-

a5000001287a

親子読書・地域文庫全国連絡会

隔月刊(偶数月20日)

5000005182
分類：019

所蔵館： 中央－児研（永年・禁帯・1983年4月-6月～）

季刊子どもと本
a5000005906a

子ども文庫の会

5000001287
季刊(1・4・7・10月30日)

分類：909

所蔵館： 中央－児研（永年・禁帯・1980年4月-1982年10月～）

季刊子どもと昔話
a5000000132a

小沢昔ばなし研究所

5000005906
季刊(1・4・7・10月の20日)

分類：388

所蔵館： 中央－児研（永年・禁帯・1999年10月～）

子供の科学 -未来をつくる、地球をつくる!誠文堂新光社

5000000132

月刊(毎月10日)

分類：400

a 5 0 0 0所蔵館：
0 0 0 1 3 3 中央－こども（永年・1M・1989年1月～），天王寺（1年・1M），東淀川（1年・1M），東成
a

（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），平野（1年・1M）

子どものしあわせ
a5000000805a

本の泉社

5000000133
月刊(28日)

分類：370

所蔵館： 中央－生活・教育（永年・禁帯・1990年8月別冊～）

こどもの図書館
a5013455525a

児童図書館研究会

5000000805
月刊(10日)

分類：010

所蔵館： 中央－児研（永年・禁帯・1954年1月～）

子どもの図書館 -児図研・きんきa5000001597a

児童図書館研究会きんき

5013455525
月刊

分類：010

所蔵館： 中央－児研（永年・禁帯・2000年1月～）

子どもの文化
a5000000807a

文民教育協会子どもの文化研究所

5000001597
月刊(1日)

分類：370

所蔵館： 中央－児研（永年・禁帯・1987年3月～）

こどもの本
a 5 0 0 0 0日本児童図書出版協会
01428a

5000000807
月刊(10日)

分類：909

所蔵館： 中央－児研（永年・禁帯・1975年10月～），北（1年・1M），東住吉（1年・1M），平野（1
年・1M）

子どもの本棚 -子どもの本の月刊書評誌a5000002492a

日本子どもの本研究会

5000001428

月刊(15日)

分類：909

所蔵館： 中央－児研（永年・禁帯・1971年7月～）

コノ

この花 -此花区老連機関誌-

a5010200947a

此花区老人クラブ連合会

5000002492
年数回

分類：367.9

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1984年10月～）

この本読んで! -絵本えらびのヒントがぎっしり出版文化産業振興財団

季刊(2・5・8・11月の28日)

5010200947
分類：019

所蔵館： 中央－児研（永年・禁帯・2001年12月～），北（1年・3M），福島（3年・3M），此花（3年・
3M），島之内（3年・3M），港（1年・3M），大正（1年・3M），天王寺（3年・3M），浪速（1

a 5 0 1 4 2 8 8 5 8 2 年・3M），西淀川（2年・3M），淀川（2年・3M），東淀川（1年・3M），東成（2年・3M），生
a

野（1年・3M），旭（1年・3M），城東（1年・3M），鶴見（1年・3M），阿倍野（1年・3M），住
之江（1年・3M），住吉（3年・3M），東住吉（3年・3M），平野（1年・3M），西成（1年・3M）

コハ

こはマガ
粉浜サポーターズ事務局・こはマガ編

5014288582
年数回

分類：318

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2015年3月-～），住之江（1年・禁帯）

56

コト - コハ

a5010580352a

コヒ

コーヒーブレイク

5010580352

a5010375492a

全日本コーヒー協会

年数回

分類：610

月刊

分類：020

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯）

コピライト

5010375492

a5000005196a

著作権情報センター

所蔵館： 中央－人文科学（20年・禁帯・1999年1月～）

コフ

CO・OPステーション

a5011917835a

コープこうべ

5000005196
月刊(10日)

分類：051.7

月刊

分類：670

所蔵館： 中央－生活・教育（1年・禁帯）

コマ

koma(コマ) -駒川商店街情報誌-

a5000003599a

駒川商店街振興組合

5011917835

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2005年5月～）

COMMERCIAL PHOTO
a5000000983a

玄光社

5000003599
月刊(毎月15日)

分類：674

所蔵館： 中央－芸術（20年・禁帯・1999年1月～）

コミ

The Community(コミュニティ)

a5013451904a

第一生命研究所

5000000983
年数回(5・11月)

分類：360

所蔵館： 中央－社会科学（20年・禁帯・1999年5月～）

コメ

コメディカルの友

5013451904

a5000001485a

岡山ライトハウス

月刊

分類：490

所蔵館： 中央－ＳＨ（20年・禁帯・[2014年4月]～）

コモ

古文書研究

5000001485

a5011657582a

日本古文書学会

年数回

分類：210

所蔵館： 中央－人文科学（永年・禁帯・1968年6月～）

コリ

コリアNGOセンターNewsLetter

a5000000141a

コリアNGOセンター

5011657582
季刊

分類：316

所蔵館： 生野（1年・3M）

KOREA TODAY 日本版(今日の韓国)
a 5 0 0 0 0ANC社/Korea
01279a

today

5000000141
月刊(25日)

分類：292.1

所蔵館： 中央－人文科学（20年・禁帯・1999年1月～），島之内（1年），浪速（1年・1M），東成
（1年），生野（1年・1M），住吉（1年・1M）

KOREANA 日本語版(コリアナ) -韓国の芸術と文化a5000005313a

韓国国際交流財団

季刊(3・6・9・12月)

5000001279
分類：292.1

所蔵館： 中央－人文科学（20年・禁帯・1999年3月7日最終号～）

コル

週刊ゴールデンチャート

a5000004125a

ゴールデンチャート社

5000005313
週刊(土曜日)

分類：338

月刊(毎月21日)

分類：783.8

所蔵館： 中央－社会科学（5年・禁帯）

Golf Classic
a5000000142a

日本文化出版

5000004125

所蔵館： 中央－レク（5年・禁帯）

GOLF DIGEST(GOLF DIGEST) -GOLF NEW BASICゴルフダイジェスト社

月刊(毎月21日)

5000000142
分類：783.8

所蔵館： 福島（1年・1M），西淀川（1年・1M），東淀川（1年・1M），住吉（1年・1M），平野（1年・
1M）

57

コヒ - コル

a5000005846a

コワ

月刊碁ワールド

5000005846
月刊(毎月20日)

日本棋院

分類：795

所蔵館： 北（1年・1M），福島（1年・1M），此花（1年・1M），港（1年・1M），天王寺（1年・1M），浪

a 5 0 1 2 2 7 6 7 2 4 速（1年・1M），淀川（1年・1M），東淀川（1年・1M），東成（1年・1M），城東（1年・1M），
a

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）

コン

CONVERGENCE

5012276724

a5000003294a

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点ア 年数回

分類：500

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯）

コンクリート工学

5000003294

a5000001339a

日本コンクリート工学会

月刊(1日)

分類：510

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

金光教学 -金光教教学研究所紀要a5000003103a

金光教教学研究所

5000001339
年数回

分類：170

月刊(毎月20日)

分類：486

所蔵館： 中央－人文科学（1年・禁帯）

昆虫と自然(THE NATURE&INSECTS)
a5011944058a

ニューサイエンス社

5000003103

所蔵館： 中央－自然科学（5年・禁帯）

ゴンドラ -柏原市立歴史資料館だよりa5000001551a

柏原市立歴史資料館

5011944058
年数回

分類：216

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2002年11月-～）

混沌 -大阪芸文研究a5000000141a

中尾松泉堂書店

5000001551
年数回

分類：051.3

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1974年3月～）

KOREA TODAY 日本版(今日の韓国)
a 5 0 1 1 2ANC社/Korea
03943a

today

5000000141
月刊(25日)

分類：292.1

所蔵館： 中央－人文科学（20年・禁帯・1999年1月～），島之内（1年），浪速（1年・1M），東成
（1年），生野（1年・1M），住吉（1年・1M）

Compass(コンパス) -中小企業のIT入門マガジンa5000003298a

リックテレコム

季刊

5011203943
分類：336

所蔵館： 中央－社会科学（5年・禁帯），島之内（1年）

コンピュータソフトウェア(COMPUTER SOFTWARE)
a5000001268a

岩波書店(発売)

季刊(1，4，7，10月各29日)

5000003298
分類：549

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

CONFORT
a5000002445a

建築資料研究社

5000001268
隔月刊(奇数月5日)

分類：527

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

COMVO(コンボ) -communication×voluntary大阪市社会福祉協議会大阪市ボラン

月刊(15日)

5000002445
分類：369

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1994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・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（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（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）

58

コワ - コン

a5000005960a

コン

COMVO[点字版](コンボ[点字版]) -ボランティア活動情報誌大阪市ボランティアセンター

月刊

5000005960
分類：369

所蔵館： 中央－ＳＨ（20年・禁帯・2000年2月～）
a5000000424a

サイ

サ

Sai

5000000424

a5000001174a

在日コリアン・マイノリティー人権研究セ 年数回

分類：316

所蔵館： 中央－社会科学（20年・禁帯・1999年春号～），生野（1年・3M）

科学機器(SCIENTIFIC INSTRUMENTS)
a5000000144a

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～）

財界 -a Japanese business biweeklya5000000532a

財界研究所

5000000144
隔週刊(隔週火曜日)

分類：330

所蔵館： 中央－社会科学（20年・禁帯・1999年1月5日～）

CYCLE -消費者運動ニュースa5000000987a

全大阪消費者団体連絡会

5000000532
月２回(5・20日)

分類：365

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1990年7月～）

Cycle Sports
a5000004129a

八重洲出版

5000000987
月刊(毎月20日)

分類：786

所蔵館： 中央－レク（20年・禁帯・1999年2月号～）

ざ・いけのぼう(The Ikenobo)
a5000005268a

日本華道社

5000004129
月刊(毎月15日)

分類：793

所蔵館： 中央－レク（5年・禁帯）

最高裁判所判例集
a5000003104a

法曹会

5000005268
不定期(毎月)

分類：326

所蔵館： 中央－社会科学（永年・禁帯・1991年～）

最新医学(The Medical Frontline)
a5000001559a

最新医学社

5000003104
月刊(毎月6日)

分類：492

所蔵館： 中央－自然科学（5年・禁帯）

財政金融統計月報(MINISTRY OF FINANCE STATISTICS MONTHLY)
a5000003108a

ワープ

月刊(毎月下旬)

5000001559

分類：338

所蔵館： 中央－社会科学（20年・禁帯・1999年1月～）

saita(咲いた)
a5011274390a

セブン&アイ出版

5000003108
不定期(不定)

分類：051.7

所蔵館： 中央－ポ雑誌（5年・3M）

ZAITEN -財界展望a5000005094a

財界展望新社

5011274390
月刊(毎月1日)

分類：330

所蔵館： 中央－社会科学（5年・禁帯），島之内（1年・1M），城東（1年・1M）

彩の国だより -さいたま埼玉県総務部広聴広報課

5000005094
月刊

分類：318

所蔵館： 中央－社会科学（1年・禁帯）
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コン - サイ

a5000003105a

サイ

細胞(The CELL) -The CELL-

a5000000146a

ニューサイエンス社

5000003105
月刊(毎月20日)

分類：460

月刊(毎月23日)

分類：291.6

所蔵館： 中央－自然科学（5年・禁帯）

サウ SAVVY(サヴィ)
京阪神エルマガジン社

5000000146

所蔵館： 中央－ポ雑誌（永年・1M・1995年5月～），福島（1年・1M），島之内（1年・1M），港（1
a 5 0 0 0 0 0 3 6 0 0 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
a
淀川（1年・1M），生野（1月・1M），旭（1年・1M），鶴見（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）

Sound & Recording Magazine(サウンド&レコーディング・マガジン) -FOR MUSICI
a5000004130a

リットーミュージック

月刊(毎月25日)

5000003600

分類：760

所蔵館： 中央－芸術（20年・禁帯・1999年1月～）

サカ

嵯峨(Monthly SAGA Ikebana Saga Goryu) -いけばな嵯峨御流-

a5000001564a

大本山大覚寺嵯峨御流華道総司所

5000004130

月刊(1日)

分類：793

月刊

分類：330

所蔵館： 中央－レク（5年・禁帯）

堺商工会議所報
a5000001552a

堺商工会議所

5000001564

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1971年～）

左海民俗
a5000003106a

堺民俗会

5000001552
年数回

分類：380

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1993年4月～）

さかえ
a5010786919a

日本糖尿病協会

5000003106
月刊(15日)

分類：493

月刊

分類：318

所蔵館： 中央－自然科学（5年・禁帯）

THEかがわ -みんなの県政a5000005868a

香川県広聴広報課

5010786919

所蔵館： 中央－社会科学（1年・禁帯）

サキ Circular Osaka -血液センターニュースa5012203936a

大阪府赤十字血液センター

5000005868
季刊

分類：492

所蔵館： 中央－自然科学（1年・禁帯）

サコ

神戸商工だよりInformation(The Kobe Chamber of Commerce and Industry Infor

a5000000983a

神戸商工会議所

月刊(25日)

分類：330

年数回(5・11月)

分類：360

5012203936

所蔵館： 中央－社会科学（1年・禁帯）

The Community(コミュニティ)
a5000003059a

第一生命研究所

5000000983

所蔵館： 中央－社会科学（20年・禁帯・1999年5月～）

サタ

THE TANKA JOURNAL

a5011925905a

日本歌人クラブ

5000003059
年数回

分類：911.1

所蔵館： 中央－文学（永年・禁帯・1996年6月～）

サツ サッカーキッズ(SOCCER KIDS) -セレッソ大阪サッカースクール& Jリーグ・アカ
セレッソ大阪スポーツクラブ

年数回

5011925905

分類：783

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2005年6月-～），住吉（6月・禁帯），東住吉（1年・禁帯）
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サイ - サツ

