a5000000445a

サツ サッカーダイジェスト(SOCCER DIGEST)
a5000005240a

日本スポーツ企画出版社

5000000445
月２回(毎月第2第4木曜日)

分類：783

年数回

分類：580

所蔵館： 城東（6月・2W），住吉（6月・2W）

ZAKKA BOOK -私のカントリー別冊a5014143926a

主婦と生活社

5000005240

所蔵館： 都島（1年・3M），西淀川（2年・3M），住吉（3年・3M）

サッカーマガジン(Monthly Soccer Magazine)
a5010285284a

ベースボール・マガジン社

5014143926

月刊(毎月24日)

分類：783

所蔵館： 中央－ポ雑誌（5年・1M），平野（1年・1M）

サナ サーナ -障がい者のための就職・転職情報誌a 5 0 0 0 0イフ
00727a

年数回

5010285284
分類：366

所蔵館： 中央－ＳＨ（20年・禁帯・2002年3月～），北（1年・3M），西淀川（1年・3M），東淀川（1
年），東成（1年），阿倍野（2年・3M），東住吉（1年・3M），西成（1年・3M）

サニ THE 21 -PHP Businessa5010619988a

PHP研究所

5000000727
月刊(毎月10日)

分類：330

所蔵館： 中央－社会科学（5年・禁帯），北（1年・1M）

サヒ

THE BIG ISSUE JAPAN(ビッグイシュー日本版)

a5000000986a

ビッグイシュー日本

月２回(1・15日)

5010619988
分類：051.6

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2003年9月～）

サフ

SURFIN’LIFE -NEW STANDARD SURFING-

a5000004562a

ダイバー

隔月刊(偶数月10日)

5000000986
分類：785

所蔵館： 中央－レク（5年・禁帯）

SUBWAY -日本地下鉄協会報a5012768066a

日本地下鉄協会

5000004562
年数回

分類：680

月刊(15日)

分類：369

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

サホ さぽーと(support) -知的障害福祉研究a5000000998a

日本知的障害者福祉協会

5012768066

所蔵館： 中央－社会科学（20年・禁帯・2013年4月～）

サヨ

ザ・淀川 -淀川区の今と昔と未来を結ぶコミュニティ新聞-

a5000000431a

淀川通信舎

月刊(1日)

5000000998
分類：291.6

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1982年4月～）

サラ

サライ

5000000431

小学館

月刊(毎月9日)

分類：051.3

所蔵館： 中央－ポ雑誌（永年・1M・1989年10月5日～），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），浪速（1年・1M），西淀

a 5 0 1 0 5 3 6 2 1 7 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），
a

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）

サロ サロンオーナー
a5000001579a

理美容教育出版

5010536217
月刊(10日)

分類：670

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

サン 産開研論集
大阪府商工労働部(大阪産業経済リサ

5000001579
年数回

分類：335

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1988年9月～）

61

サツ - サン

a5000005066a

サン サンキュ!
a 5 0 0 0 0ベネッセコーポレーション
05351a

5000005066
月刊(毎月2日)

分類：051.7

所蔵館： 中央－生活・教育（5年・禁帯），福島（1年・1M），此花（1年・1M），港（1年・1M），鶴見
（1年・1M），阿倍野（1年・1M），西成（1年・1M）

産業新潮
a5000001576a

産業新潮社

5000005351
月刊

分類：330

不定期

分類：020

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

参考書誌研究
a5000005106a

国立国会図書館

5000001576

所蔵館： 中央－図研（永年・禁帯・1970年～）

さんSUN高知 -県政だよりa5000000152a

高知県広報広聴課

5000005106
月刊

分類：318

週刊(火曜日)

分類：051.6

所蔵館： 中央－社会科学（1年・禁帯）

サンデー毎日
a 5 0 1 3 0毎日新聞出版
41434a

5000000152

所蔵館： 中央－ポ雑誌（永年・1W・1957年1月～），島之内（6月・1W），大正（3月・1W），西淀
川（3月・1W），淀川（3月・1W），旭（3月・1W），住吉（3月・1W），平野（3月・1W）

3分クッキング -らくらく料理マガジンKADOKAWA

5013041434
月刊(毎月16日)

分類：596

所蔵館： 中央－生活・教育（5年・禁帯），東成（1年・1M）
a5014277285a

シア

シ

CRI -Comprehensive Real-estate Information-

a5000000604a

長谷工総合研究所

5014277285

月刊

分類：670

月刊(1日)

分類：680

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯）

シエ

JR EAST(ジェイアールイースト)

a5000000153a

ジェイアール東日本企画

5000000604

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯），天王寺（6月・禁帯）

JR時刻表
a5000000604a

交通新聞社

5000000153
月刊(毎月20日)

分類：680

所蔵館： 中央－ポ雑誌（20年・1M・1999年1月～），生野（1年・1M），住吉（6月・1M）

JR EAST(ジェイアールイースト)
a5000000154a

ジェイアール東日本企画

5000000604
月刊(1日)

分類：680

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯），天王寺（6月・禁帯）

JJ

5000000154

a5012975299a

光文社

月刊(毎月23日)

分類：051.7

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

ch FILES -関西a5011239319a

メディオ

5012975299
月刊(毎月20日)

分類：051.3

所蔵館： 中央－ヤング（5年・1M）

JTEKT ENGINEERING JOURNAL
ジェイテクト研究開発センター

5011239319
年数回

分類：530

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

62

サン - シエ

a5000005239a

シエ

ja -THE JAPAN ARCHITECT-

a5000001378a

新建築社

5000005239
季刊(3，6，9，12月各10日)

分類：521

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

月刊JAA
a5000004294a

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～）

JA農業協同組合経営実務
a5010800865a

全国共同出版

5000004294
月刊(毎月4日)

分類：335

年数回

分類：500

季刊

分類：749

所蔵館： 中央－社会科学（5年・禁帯）

JFE技報
a5000004828a

JFEホールディングス

5010800865

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯）

JFPI REPORT
a5012747721a

日本印刷産業連合会

5000004828

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

JLMA Journal -日本照明工業会報a5000005849a

日本照明工業会

5012747721
隔月刊

分類：540

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

GA JAPAN -Global Architecturea5000000599a

エーディーエー・エディタ・トーキョー

5000005849
隔月刊

分類：520

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年7.8月号～）

JETI -エネルギー・化学・プラントの総合誌a5000000156a

日本出版制作センター

5000000599

月刊(毎月22日)

分類：500

月刊(毎月20日)

分類：680

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

JTB時刻表
JTBパブリッシング

5000000156

所蔵館： 中央－技術・産業（永年・禁帯・1990年1月～），北（1年・1M），都島（6月・1M），福島
（6月・1M），此花（1年・1M），島之内（1年・1M），港（1年・1M），大正（6月・1M），天王
a 5 0 0 0 0 0 0 5 5 7 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・
a
1M），東成（1年・1M），旭（1年・1M），城東（1年・1M），鶴見（1年・1M），阿倍野（6月・
1M），住之江（1年・1M），東住吉（6月・1M），平野（1年・1M），西成（1年・1M）

CNN ENGLISH EXPRESS
a5010778683a

朝日出版社

5000000557
月刊(毎月6日)

分類：830

所蔵館： 中央－言語（20年・禁帯・1999年1月～）

J-POWERs
a5010719867a

電源開発

5010778683
月刊

分類：540

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・2004年4月～）

JBIC Today(ジェービック トゥデイ) -国際協力銀行の情報誌a5000000525a

国際協力銀行

隔月刊

5010719867
分類：333

所蔵館： 中央－社会科学（1年・禁帯）

CM NOW
玄光社

5000000525
隔月刊(偶数月10日)

分類：674

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1.2月～）

63

シエ - シエ

a5000001005a

シオ

the OSTEC(ジ・オステック) -OSAKA SCIENCE & TECHNOLOGY CENTER-

a5000003110a

大阪科学技術センター

季刊(5日)

5000001005

分類：507

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1992年8月～）

シカ

歯界展望(Dental Outlook)

a5012754194a

医歯薬出版

5000003110
月刊(毎月26日)

分類：497

所蔵館： 中央－自然科学（5年・禁帯）

歯科衛生だより -健口と輝く笑顔のためにa5000001587a

日本歯科衛生士会

5012754194

隔月刊(偶数月の1日)

分類：497

月刊(毎月11日)

分類：210

所蔵館： 中央－自然科学（1年・禁帯）

史学雑誌
a5000003403a

山川出版社(発売)

5000001587

所蔵館： 中央－人文科学（永年・禁帯・1950年5月～）

視覚障害 -その研究と情報a5012495065a

視覚障害者支援総合センター

5000003403
月刊

分類：378

所蔵館： 中央－ＳＨ（20年・禁帯・1999年1月～）

視覚障害 [デイジー版]
a5000003402a

視覚障害者支援総合センター

5012495065
月刊

分類：378

所蔵館： 中央－ＳＨ（20年・禁帯・2012年4月号～）

視覚障害 [点字版]
a5000006027a

視覚障害者支援総合センター

5000003402
月刊

分類：378

所蔵館： 中央－ＳＨ（20年・禁帯・1999年1月号～）

滋賀+1(プラスワン)
a5000002935a

滋賀県広報課

5000006027
隔月刊

分類：318

季刊(3，6，9，12月各7日)

分類：596

所蔵館： 中央－社会科学（1年・禁帯）

シキ

四季の味

a5000001288a

ニューサイエンス社

5000002935

所蔵館： 中央－生活・教育（5年・禁帯）

季刊子規博だより
a5000003311a

松山市立子規記念博物館

5000001288
季刊

分類：910.28

所蔵館： 中央－文学（5年・禁帯）

CQ ham radio(シーキュー ハム ラジオ) -アマチュア無線専門誌a5000001653a

CQ出版

月刊(毎月19日)

5000003311
分類：548

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

シク

軸

5000001653

a5000000522a

大阪詩人会議

季刊

分類：911.5

所蔵館： 中央－文学（20年・禁帯・1999年3月～）

シシ

CG -CAR GRAPHIC-

a5012476444a

カーグラフィック

5000000522
月刊(毎月1日)

分類：537

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

CCAJ News -日本コールセンター協会会報日本コールセンター協会

月刊

5012476444
分類：690

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯）

64

シオ - シシ

a5000003111a

シシ

地震

5000003111

a5000005583a

日本地震学会

隔月刊

分類：450

月刊

分類：911.5

所蔵館： 中央－自然科学（5年・禁帯）

詩人会議

5000005583

a5000000158a

詩人会議

所蔵館： 中央－文学（20年・禁帯・1999年1月～）

シセ

市政

5000000158

a5000001606a

全国市長会

月刊(5日)

分類：318

所蔵館： 中央－社会科学（20年・禁帯・1999年1月号～）

市政研究

5000001606

大阪市政調査会

季刊(1・4・7・10月)

分類：318

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1962年9月～），北（6月・禁帯），都島（1年・3M），福島（1
年・3M），此花（2年・3M），島之内（1年），港（1年・禁帯），大正（1年・3M），天王寺（3

a 5 0 1 2 0 8 3 9 6 3 年・3M），浪速（6月・禁帯），西淀川（1年・3M），淀川（1年・禁帯），東淀川（1年），東
a

成（6月），生野（1年・3M），城東（1年），鶴見（3年・3M），阿倍野（1年・禁帯），住之江
（1年・禁帯），住吉（6月・禁帯），東住吉（6月・禁帯），平野（1年・3M），西成（1年・禁

市政だよりやお
a5000001605a

八尾市

5012083963
月刊(20日)

分類：318

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2008年9月～）

市政モニター報告書
大阪市

5000001605
年数回

分類：318

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1968年～），都島（1年），此花（2年），島之内（1年），港（1

a 5 0 0 0 0 0 1 6 4 4 年・3M），大正（1年・1M），天王寺（3年・2M），淀川（1年・禁帯），東淀川（1年），東成
a

（1年），生野（1年・禁帯），城東（1年），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），平野（1年），西成（1年・禁帯）

自然史研究
a5000001610a

大阪市立自然史博物館

5000001644
不定期

分類：460

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1968年12月～）

シソ

思想

a5000001641a

岩波書店

5000001610
月刊(毎月29日)

分類：100

所蔵館： 中央－人文科学（永年・禁帯・1936年2月～）

シチ

自治研究

a5013387347a

第一法規

5000001641
月刊(毎月28日)

分類：317

所蔵館： 中央－社会科学（20年・禁帯・1999年1月～）

自治実務セミナー
a5010712243a

第一法規

5013387347
月刊(毎月28日)

分類：318

所蔵館： 中央－社会科学（20年・禁帯・2014-11～）

自治体国際化フォーラム
a5000001620a

自治体国際化協会

5010712243
月刊

分類：318

所蔵館： 住吉（6月・禁帯）

視聴覚教育(THE AUDIO-VISUAL EDUCATION)
a5000004351a

日本視聴覚教育協会

月刊(毎月4日)

5000001620
分類：379

所蔵館： 中央－生活・教育（永年・禁帯・1951年4-12月～）

シツ

実業界 -The Analytical Magazine for Economics実業界

月刊(毎月1日)

5000004351
分類：335

所蔵館： 中央－社会科学（20年・禁帯・1999年1月～）

65

シシ - シツ

a5000003784a

シツ

月刊実践障害児教育 -特別支援教育の情報誌-

a5000005125a

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～）

シテ

CITY&LIFE -都市のしくみとくらし-

a5000000162a

第一生命財団

5000005125
年数回

分類：519

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯）

CD Journal(CDジャーナル)
a5011533670a

5000000162
月刊(毎月20日)

分類：760

所蔵館： 中央－芸術（5年・禁帯），阿倍野（1年・1M）

CITY×UNIVERSITY -大阪市立大学広報誌a5000001593a

大阪市立大学

年数回

5011533670
分類：377

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2007年10月-～）

四天王寺
a5000001648a

四天王寺

5000001593
隔月刊

分類：180

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1936年1月～），天王寺（永年・2M）

シト

自動車技術(Journal of Society of Automotive Engineers of Japan)

a5000003314a

自動車技術会

月刊(毎月3日)

5000001648
分類：537

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

自動車セミナー -自動車業界スペシャリストのための総合情報誌a5012742449a

交文社

月刊(毎月8日)

5000003314
分類：537

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

児童青少年演劇
a5010827957a

日本児童青少年演劇協会

5012742449
月刊(25日)

分類：770

所蔵館： 中央－児研（永年・禁帯・2013年4月～）

月刊自動認識
a5000001635a

日本工業出版

5010827957
月刊

分類：549

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

児童文芸
a5013041449a

日本児童文芸家協会

5000001635
隔月刊(偶数月1日)

分類：909

所蔵館： 中央－児研（永年・禁帯・1994年9月～）

詩と思想(POETRY AND THOUGHT)
a5011851607a

土曜美術社出版販売

5013041449
月刊(毎月28日)

分類：911.5

所蔵館： 中央－文学（20年・禁帯・1999年1.2月～）

詩とファンタジー -投稿詩とイラストレーションa5000001000a

かまくら春秋社

不定期

5011851607
分類：911.5

所蔵館： 中央－児研（永年・禁帯・2007年12月秋天号～）

シナ

シナリオ -映画芸術の原点/Scenarioの月刊誌-

a5011642470a

日本シナリオ作家協会

月刊(毎月3日)

5000001000
分類：778

所蔵館： 中央－芸術（永年・禁帯・1948年5月～）

シハ 地盤工学会誌
地盤工学会

5011642470
月刊

分類：510

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）
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シツ - シハ

a5000004678a

シヒ

GBRC -建築の試験・研究情報誌-

a5000000816a

日本建築総合試験所

5000004678
季刊(1・4・7・10月)

分類：520

年数回(11月)

分類：510

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

しびる
a5000001585a

日本建設業連合会関西支部

5000000816

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1984年～）

シホ

司法の窓

a5000005228a

最高裁判所

5000001585
年数回

分類：326

年数回(2，7月)

分類：320

所蔵館： 中央－社会科学（1年・禁帯）

私法判例リマークス -法律時報別冊a5000005984a

日本評論社

5000005228

所蔵館： 中央－社会科学（永年・禁帯・1997年上～）

シメ

紫明 -芸術文化雑誌-

a5000005865a

紫明の会

5000005984
年数回

分類：700

所蔵館： 中央－芸術（5年・禁帯）

シヤ 社会科教育 -教育科学a5000004353a

明治図書出版

5000005865
月刊(毎月12日)

分類：374

所蔵館： 中央－生活・教育（5年・禁帯）

社会学評論(JAPANESE SOCIOLOGICAL REVIEW)
a5013041438a

有斐閣(発売)

季刊(3，6，9，12月各末日)

5000004353
分類：360

所蔵館： 中央－社会科学（20年・禁帯・1999年3月～）

社会教育
a5000004355a

日本青年館

5013041438
月刊(毎月2日)

分類：379

所蔵館： 中央－生活・教育（永年・禁帯・1956年9-12月～）

社会経済史学(SOCIO-ECONOMIC HISTORY)
a5000004358a

有斐閣(発売)

季刊(1，4，7，10月)

5000004355
分類：331

所蔵館： 中央－社会科学（20年・禁帯・1999年1月25日～）

社会福祉研究
a5011502354a

鉄道弘済会

5000004358
年数回(4，7，10月各1日)

分類：369

所蔵館： 中央－社会科学（20年・禁帯・1999年4月～）

社会福祉にしなり
a5000005795a

大阪市西成区社会福祉協議会

5011502354
年数回(4・11月)

分類：369

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1997年9月-～），西成（1年・禁帯）

JAGAT info(ジャガットインフォ)
a5000005866a

日本印刷技術協会

5000005795
月刊(15日)

分類：749

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・2009年1月号～）

JAGAT info別冊
a5012149429a

日本印刷技術協会

5000005866
不定期

分類：749

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・2008年12月～）

JaZZ JAPAN
シンコーミュージック・エンタテイメント(

5012149429
月刊(毎月22日)

分類：760

所蔵館： 中央－芸術（5年・禁帯）
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シヒ - シヤ

a5000001007a

シヤ ジャズ批評(JAZZ CRITIQUE MAGAZINE)
a5000003603a

松坂

5000001007

隔月刊(偶数月24日)

分類：760

所蔵館： 中央－芸術（20年・禁帯・1999年1月20日～）

JAZZ LIFE
a5013507717a

ジャズライフ

5000003603
月刊(毎月14日)

分類：760

所蔵館： 中央－芸術（20年・禁帯・1999年1月～）

Journalism(ジャーナリズム)
a5000005219a

朝日新聞社ジャーナリスト学校

5013507717
月刊

分類：070

所蔵館： 中央－人文科学（20年・禁帯・2015-4～）

かいゆう(Journal of Osaka Aquarium Kaiyukan，KAIYU) -海遊館機関誌a5012129993a

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）

ネットワークポリマー(Journal of network polymer，Japan)
a5014280214a

合成樹脂工業協会

隔月刊(奇数月)

5012129993
分類：570

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

Japatra(JAPAN TRADITIONAL) -後世に伝えたい日本の伝統a5012376624a

住まい教育推進協会

月刊

5014280214
分類：527

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯）

月刊ジャパンフィットネス(japan Fitness)
a5000001092a

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）

プラスチックス(Japan Plastics) -日本プラスチック工業連盟誌a5000005716a

日本工業出版

月刊(毎月5日)

5000001092
分類：570

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

社労士V -受験専門誌a5014204076a

日本法令

5000005716
月刊(毎月1日)

分類：364

所蔵館： 中央－社会科学（5年・禁帯）

シユ

詩遊

a5013496443a

詩遊社

5014204076
季刊

分類：911.5

所蔵館： 中央－文学（20年・禁帯・2015年秋季号～）

終活読本ソナエ
a0413155010a

産経新聞出版

5013496443
季刊

分類：367.9

所蔵館： 北（3年・3M），城東（2年・3M）

[電子資料]週刊朝日[商用データベース]

0413155010

a5000000167a

朝日新聞出版

分類：051.6

所蔵館：

週刊朝日
朝日新聞出版

5000000167
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・
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
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）
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シヤ - シユ

a0413017730a

シユ

[電子資料]週刊エコノミスト

0413017730

a0413155015a

分類：330

ネットアドバンス

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 0 0 0毎日新聞出版
01674a

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）

週刊金曜日
a5000004022a

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～）

週刊競馬ブック
a5000000414a

ケイバブック

5000004022
週刊(月曜日)

分類：788

週刊(月曜日)

分類：051.6

所蔵館： 中央－ポ雑誌（5年・1W）

週刊現代

5000000414

a5000005313a

講談社

所蔵館： 中央－ポ雑誌（20年・1W・1999年1月2.9日～）

週刊ゴールデンチャート
a5000004023a

ゴールデンチャート社

5000005313
週刊(土曜日)

分類：338

所蔵館： 中央－社会科学（5年・禁帯）

週刊女性

5000004023

a5000003406a

主婦と生活社

週刊(火曜日)

分類：051.7

所蔵館： 中央－ポ雑誌（20年・1W・1999年1月5日.12日～）

週刊新世紀 [点字版]
a5000000169a

佐賀ライトハウス六星館

5000003406
週刊

分類：369

所蔵館： 中央－ＳＨ（20年・禁帯・1999年1月11日～）

週刊新潮

5000000169
週刊(木曜日)

新潮社

分類：051.6

a 5 0 0 0所蔵館：
0 0 1 6 7 3 中央－ポ雑誌（20年・1W・1997年7月10日～），北（3月・1W），都島（3月・1W），福島
a

（3月・1W），東成（3月・1W），旭（3月・1W），城東（3月・1W），鶴見（1年・1W），住吉（3
月・1W），東住吉（3月・1W）

週刊ダイヤモンド
a 5 0 0 0 0ダイヤモンド社
00171a

5000001673
週刊(月曜日)

分類：330

所蔵館： 中央－ポ雑誌（20年・1W・1999年1月9日号～），浪速（3月・1W），西淀川（3月・1W），
東淀川（3月・1W），阿倍野（3月・1W）

週刊東洋経済
a 5 0 0 0 0東洋経済新報社
04848a

5000000171
週刊(月曜日)

分類：330

所蔵館： 中央－社会科学（20年・禁帯・1998年2月4日臨時増刊～），島之内（1年・1W），淀川
（3月・1W），東成（3月・1W），城東（3月・1W），鶴見（1年・1W），住吉（3月・1W）

週刊ファミ通 -Weeklyファミ通KADOKAWA(発売)

5000004848
週刊(木曜日)

分類：798

所蔵館： 中央－こども（1年・1W），此花（3月・1W），天王寺（3月・1W），東成（3月・1W），生野
（3月・1W），旭（3月・1W），鶴見（1年・1W），平野（3月・1W）
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シユ - シユ

a5000000172a

シユ

週刊文春

5000000172

文藝春秋

週刊(木曜日)

分類：051.6

所蔵館： 中央－ポ雑誌（永年・1W・1990年1月4.11日号～），北（3月・1W），此花（3月・1W），

a 5 0 0 0 0 0 0 1 7 3 港（3月・1W），西淀川（3月・1W），淀川（3月・1W），東淀川（3月・1W），東成（3月・
a

1W），生野（3月・1W），旭（3月・1W），鶴見（1年・1W），阿倍野（3月・1W），住之江（6
月・1W），平野（3月・1W），西成（3月・1W）

週刊ベースボール
a 5 0 0 0 0ベースボール・マガジン社
01681a

5000000173
週刊(水曜日)

分類：783.7

所蔵館： 中央－ポ雑誌（20年・1W・1999年1月4日.11日号～），天王寺（3月・1W），阿倍野（3
月・1W），住之江（6月・1W），住吉（3月・1W），平野（3月・1W）

住宅建築 -文化としての住まいを考えるa5011917843a

建築資料研究社

5000001681

隔月刊(偶数月19日)

分類：527

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

住宅だより
a5000004274a

大阪市都市整備局住宅部管理課

5011917843
年数回

分類：365

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2007年7月-～）

柔道
a5011917833a

講道館

5000004274
月刊(毎月1日)

分類：789

所蔵館： 中央－レク（5年・禁帯）

自由法曹団大阪支部ニュース
a5013439066a

自由法曹団大阪支部

5011917833
不定期

分類：320

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1999年6月～）

授業力&学級経営力
a5000001667a

明治図書出版

5013439066
月刊(毎月12日)

分類：374

月刊(毎月1日)

分類：366

年数回

分類：410

所蔵館： 中央－生活・教育（5年・禁帯）

受験新報 -リーガルフロンティアa5000001663a

法学書院

5000001667

所蔵館： 中央－社会科学（5年・禁帯）

珠算春秋
a5012476483a

全国珠算教育連盟

5000001663

所蔵館： 中央－自然科学（1年・禁帯）

首都高(SHUTOKO)
a5012695308a

首都高速道路協会

5012476483
季刊

分類：510

所蔵館： 中央－技術・産業（1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a5000000477a

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～）

JUNON(ジュノン)
a5000000714a

主婦と生活社

5000000477
月刊(毎月22日)

分類：051.7

月刊(毎月23日)

分類：051.7

所蔵館： 中央－ヤング（5年・1M）

SPUR(シュプール)
集英社

5000000714

所蔵館： 中央－ポ雑誌（5年・1M）
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シユ - シユ

a5000000180a

シユ

趣味の園芸
NHK出版

5000000180
月刊(毎月21日)

分類：620

所蔵館： 中央－ポ雑誌（20年・1M・1999年1月号～），北（1年・1M），都島（1年・1M），福島（1
年・1M），此花（1年・1M），港（1年・1M），大正（1年・1M），天王寺（1年・1M），浪速（1
a 5 0 0 0 0 0 1 6 6 4 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
a
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）

趣味の山野草(Monthly Magazine of Wild Flowers and Alpine Plants)
a5000001008a

栃の葉書房

月刊(毎月12日)

5000001664

分類：620

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

ジュリスト(Monthly|Jurist) -実用法律雑誌a5000001668a

有斐閣

5000001008

月刊(毎月25日)

分類：320

所蔵館： 中央－社会科学（永年・禁帯・1952年1月～），城東（1年・1M），住吉（1年・1M）

樹林

5000001668

a5000001666a

葦書房

月刊

分類：910

所蔵館： 中央－文学（永年・禁帯・1984年9月～）

酒類食品統計月報
a5010535820a

日刊経済通信社

5000001666
月刊

分類：580

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

旬刊商事法務
a5012744150a

商事法務研究会

5010535820
月３回(5，15，25日)

分類：324

所蔵館： 中央－社会科学（永年・禁帯・2003年4月5日～）

シヨ

JOINT(FOR THE SAKE OF GREATER HUMAN HAPPINESS) -トヨタ財団広報

a5000003793a

トヨタ財団

年数回

5012744150

分類：335

所蔵館： 中央－社会科学（1年・禁帯）

小一教育技術
a5000003317a

小学館
⇒

5000003793
月刊(1，3～6，8～12月各15日) 分類：376

「教育技術小一小二」に

省エネルギー(THE ENERGY CONSERVATION)
a5000005604a

省エネルギーセンター

月刊(毎月9日)

5000003317
分類：500

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

生涯教育だより
a5000001732a

北野生涯教育振興会

5000005604
季刊

分類：379

隔月刊(1・3・5・7・9・11月)

分類：580

所蔵館： 中央－生活・教育（1年・禁帯）

醸界春秋 -JOCUSa5000002927a

醸界春秋社

5000001732

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯），天王寺（6月・禁帯）

小学一年生
a5000001702a

小学館

5000002927
月刊(毎月1日)

分類：051.8

所蔵館： 中央－こども（1年・1M）

小学校給食標準献立
大阪市教育委員会

5000001702
隔月刊

分類：374

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1963年3月～）
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シユ - シヨ

a5000000182a

シヨ

将棋世界 -あなたの棋力に自信をつけるマイナビ出版(発売)

5000000182

月刊(毎月3日)

分類：796

所蔵館： 北（1年・1M），都島（1年・1M），福島（1年・1M），此花（1年・1M），港（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・
a 5 0 0 0 0 0 4 1 7 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），西成（1年・1M）

情況 -変革のための総合誌a5000003318a

世界書院(発売)

5000004172
季刊(1，4，7，10月各15日)

分類：100

所蔵館： 中央－人文科学（20年・禁帯・1999年1.2月～）

商業界(The Journal of Retailing)
a5011444563a

商業界

5000003318
月刊(毎月1日)

分類：670

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

証券経済研究
a5011444576a

日本証券経済研究所

5011444563
季刊(3・6・9・12月)

分類：338

所蔵館： 中央－社会科学（20年・禁帯・2007年3月～）

証券レビュー
a5011444564a

日本証券経済研究所

5011444576
月刊

分類：338

所蔵館： 中央－社会科学（20年・禁帯・2002年1月～）

証研レポート
a5000000409a

日本証券経済研究所大阪研究所

5011444564
隔月刊(偶数月第2月曜日)

分類：338

所蔵館： 中央－社会科学（20年・禁帯・2007年4月～）

商工振興

5000000409

a5000003799a

大阪府工業協会

月刊(1日)

分類：670

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1957年1月～），天王寺（1年・1M）

小五教育技術
a5000003802a

小学館
⇒

5000003799
月刊(1，3～6，8～12月各15日) 分類：376

「教育技術小五小六」に

小三教育技術
a5010535820a

小学館
⇒

5000003802
月刊(1，3～6，8～12月各15日) 分類：376

「教育技術小三小四」に

旬刊商事法務
a5014205663a

商事法務研究会

5010535820
月３回(5，15，25日)

分類：324

所蔵館： 中央－社会科学（永年・禁帯・2003年4月5日～）

小説幻冬

5014205663

a5000000185a

幻冬舎

月刊(毎月27日)

分類：F

所蔵館： 浪速（1年・1M），西淀川（1年・1M），住吉（1年・1M）

小説新潮

5000000185

新潮社

月刊(毎月22日)

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），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 0 0 0 0 0 1 8 6 年・1M），東成（1年・1M），生野（1年・1M），旭（1年・1M），城東（1年・1M），鶴見（1
a

年・1M），阿倍野（1年・1M），住之江（1年・1M），東住吉（1年・1M），平野（1年・1M），
西成（1年・1M）

小説推理 -Mystery & Entertainment双葉社

5000000186
月刊(毎月27日)

分類：F

所蔵館： 中央－ポ雑誌（20年・1M・1999年1月号～），鶴見（1年・1M）
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シヨ - シヨ

a5000000187a

シヨ

小説すばる

a 5 0 1 3 0集英社
41450a

5000000187
月刊(毎月17日)

分類：F

所蔵館： 中央－ポ雑誌（20年・1M・1999年1月～），淀川（1年・1M），東成（1年・1M），阿倍野
（1年・1M）

小説トリッパー(TRIPPER)
a5000004025a

朝日新聞出版

5013041450
季刊(3，6，9，12月各16日)

分類：900

所蔵館： 中央－文学（20年・禁帯・1999年春～）

小説NON

5000004025

a5000004026a

祥伝社

月刊(毎月22日)

分類：F

所蔵館： 中央－ポ雑誌（20年・1M・1999年1月～）

小説宝石

5000004026

a5012218242a

光文社

月刊(毎月22日)

分類：F

所蔵館： 中央－ポ雑誌（20年・1M・1999年1月～）

小説野性時代(Shosetsu Yasei Jidai) -カドカワ文芸ムックa5000000189a

KADOKAWA

5012218242

月刊(12日)

分類：910

月刊(毎月28日)

分類：520

所蔵館： 中央－ポ雑誌（5年・1M）

商店建築

5000000189

a5013521077a

商店建築社

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～），島之内（1年・1M）

ふれあい城東(JOTO) -イイとこ見つけた!a5000003141a

[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）

小児科(Pediatrics of Japan)
a5000003142a

金原出版

5000003141
月刊(毎月1日)

分類：493

所蔵館： 中央－自然科学（20年・禁帯・1999年1月～）

小児看護(THE JAPANESE JOURNAL OF CHILD NURSING，MONTHLY)
a5000003804a

へるす出版

月刊(毎月22日)

5000003142

分類：492

所蔵館： 中央－自然科学（20年・禁帯・1999年1月～）

小二教育技術
a5000004368a

小学館
⇒

5000003804
月刊(1，3～6，8～12月各15日) 分類：376

「教育技術小一小二」に

月刊消費者信用(The Consumer Credit Monthly)
a5000001700a

きんざい(発売)

5000004368

月刊(毎月30日)

分類：338

年数回

分類：675

所蔵館： 中央－社会科学（5年・禁帯）

商品研究
a5011037444a

日本商品学会

5000001700

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年6月～）

季報情報公開・個人情報保護
a5000001731a

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～）

情報処理
オーム社(発売)

5000001731
月刊(毎月27日)

分類：549

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

73

シヨ - シヨ

a5000001727a

シヨ

情報の科学と技術

a5000003807a

情報科学技術協会

5000001727
月刊(1日)

分類：010

所蔵館： 中央－図研（永年・禁帯・1987年1月～）

小四教育技術
a5000003808a

小学館
⇒

5000003807
月刊(1，3～6，8～12月各15日) 分類：376

「教育技術小三小四」に

小六教育技術
a5000001905a

小学館
⇒

5000003808
月刊(1，3～6，8～12月各15日) 分類：376

「教育技術小五小六」に

続日本紀研究
a5011516567a

続日本紀研究会

5000001905
隔月刊

分類：210

所蔵館： 中央－人文科学（永年・禁帯・1954年1月～）

食品安全 -共に考えよう、食の科学。a5000001741a

内閣府食品安全委員会事務局

5011516567
季刊

分類：498

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯）

食品衛生研究(FOOD SANITATION RESEARCH)
a5000001742a

日本食品衛生協会

月刊(毎月5日)

5000001741
分類：498

所蔵館： 中央－自然科学（20年・禁帯・1999年1月～）

食品商業
a5000001740a

商業界

5000001742
月刊(毎月15日)

分類：670

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

食品と開発(food processing and ingredients)
a5000001739a

UBMジャパン

5000001740

月刊(毎月3日)

分類：580

月刊(毎月27日)

分類：580

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯）

食品と科学(FOOD SCIENCE)
a5011127226a

食品と科学社

5000001739

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

食品包装(MONTHLY FOOD PACKAGING JAPAN)
a5000001733a

クリエイト日報出版部(発売)

月刊(毎月5日)

5011127226
分類：580

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・2006年1月～）

植物の友
a5000001692a

日本植物友の会

5000001733
月刊(1日)

分類：470

所蔵館： 中央－自然科学（1年・禁帯）

書斎の窓(The Window of Author’s Study)
a5010447300a

有斐閣

5000001692

隔月刊(奇数月1日)

分類：020

所蔵館： 中央－人文科学（1年・禁帯）

助産雑誌(The Japanese Journal For Midwives)
a5000004859a

医学書院

月刊(毎月25日)

5010447300
分類：495

所蔵館： 中央－自然科学（20年・禁帯・2003年1月～）

季刊抒情文芸
抒情文芸刊行会

5000004859
季刊

分類：910

所蔵館： 中央－文学（20年・禁帯・1999年冬号～）
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シヨ - シヨ

a5000004023a

シヨ

週刊女性

a5000004370a

主婦と生活社

5000004023
週刊(火曜日)

分類：051.7

所蔵館： 中央－ポ雑誌（20年・1W・1999年1月5日.12日～）

月刊女性情報
a5000004043a

パト・ウィメンズ・オフィス

5000004370
月刊(23日)

分類：367

所蔵館： 中央－社会科学（5年・禁帯）

女性セブン
a5010865593a

小学館

5000004043
週刊(木曜日)

分類：051.7

所蔵館： 中央－ポ雑誌（永年・1W・1995年12月28日.1996年1月1日～）

SC JAPAN TODAY(ショッピングセンター・ジャパン・トゥデイ)
a5012563633a

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）

除痘館記念資料室だより(OGATA KOAN MEMORIAL FOUNDATION，THE A
a5000001688a

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-～）

初等教育資料
a5000001396a

東洋館出版社

5000001688
月刊(毎月28日)

分類：376

所蔵館： 中央－生活・教育（5年・禁帯）

ショパン(CHOPIN) -ピアノ音楽誌a5000000193a

ハンナ

5000001396
月刊(毎月18日)

分類：760

所蔵館： 中央－芸術（20年・禁帯・1999年1月～）

シラ

白珠

a5011473071a

白珠社

5000000193
月刊

分類：911.1

所蔵館： 中央－文学（20年・禁帯・1999年1月～），天王寺（1年・1M）

シリ

資料館だより

a5000005657a

あおぞら財団付属西淀川・公害と環境

5011473071
季刊

分類：519

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2005年7月号-～）

獅林
a5000002517a

獅林社

5000005657
月刊

分類：911.3

所蔵館： 中央－文学（永年・禁帯・1997年7月号～）

シル シルバーみおつくし
a 5 0 0 0 0大阪市シルバー人材センター
05647a

5000002517
年数回(1・8月)

分類：366

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1991年1月～），天王寺（1年・禁帯），東淀川（1年・禁帯），
旭（6月・禁帯）

シン

新アララギ

a5010696910a

新アララギ発行所

5000005647
月刊

分類：911.1

所蔵館： 中央－文学（永年・禁帯・1998年1月～）

季刊新・田舎人 -「農」を明視するネオ・カルチャーマガジンa5000003145a

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）

月刊新医療
エム・イー振興協会

5000003145
月刊(20日)

分類：490

所蔵館： 中央－自然科学（5年・禁帯）
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シヨ - シン

a5000003811a

シン

新英語教育(THE NEW ENGLISH CLASSROOM)

a5000003409a

本の泉社(発売)

月刊

5000003811
分類：374

所蔵館： 中央－生活・教育（20年・禁帯・1999年1月～）

鍼灸の世界 [拡大文字版]
a5000003408a

桜雲会点字出版部

5000003409
季刊

分類：490

所蔵館： 中央－ＳＨ（20年・禁帯・1999年1月号～）

鍼灸の世界 [点字版]
a5000001754a

桜雲会点字出版部

5000003408
月刊

分類：490

所蔵館： 中央－ＳＨ（20年・禁帯・1999年1月～）

新金属工業
a5010469449a

新金属協会

5000001754
年数回

分類：560

月刊

分類：338

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯）

信金中金月報
a5013026657a

信金中央金庫

5010469449

所蔵館： 中央－社会科学（5年・禁帯）

Think Asia
a5000001757a

霞山会

5013026657
季刊

分類：292

所蔵館： 中央－社会科学（1年・禁帯）

新建築
a5000003360a

新建築社

5000001757
月刊(毎月1日)

分類：520

所蔵館： 中央－技術・産業（永年・禁帯・1949年6月～），旭（1年・1M）

新建築住宅特集
a5010280260a

新建築社

5000003360
月刊(毎月19日)

分類：527

月刊(毎月26日)

分類：316

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

人権と部落問題
部落問題研究所

5010280260

所蔵館： 中央－社会科学（20年・禁帯・2002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 1 4 2 1 0 2 0 （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）

新菜箸本撰(えらみ)
a5013041440a

「心斎橋研究」同人

5011421020
年数回

分類：020

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2006年8月～）

人事院月報
a5000005746a

日経印刷

5013041440
月刊(毎月15日)

分類：317

所蔵館： 中央－社会科学（20年・禁帯・1999年1月～）

新時代おおいた
a5000003146a

大分県広報広聴課

5000005746
隔月刊

分類：318

所蔵館： 中央－社会科学（1年・禁帯）

心身医学(Japanese Journal of Psychosomatic Medicine(Tokyo))
三輪書店(発売)

5000003146

その他(2～4，6，8，9，11，12月 分類：490

所蔵館： 中央－自然科学（20年・禁帯・1999年1月～）

76

シン - シン

a5000003406a

シン

週刊新世紀 [点字版]

a5000000169a

佐賀ライトハウス六星館

5000003406
週刊

分類：369

所蔵館： 中央－ＳＨ（20年・禁帯・1999年1月11日～）

週刊新潮

5000000169

新潮社

週刊(木曜日)

分類：051.6

a 5 0 0 0所蔵館：
0 0 0 1 9 4 中央－ポ雑誌（20年・1W・1997年7月10日～），北（3月・1W），都島（3月・1W），福島
a

（3月・1W），東成（3月・1W），旭（3月・1W），城東（3月・1W），鶴見（1年・1W），住吉（3
月・1W），東住吉（3月・1W）

新潮
a 5 0 0 0 0新潮社
05743a

5000000194
月刊(毎月7日)

分類：910

所蔵館： 中央－文学（永年・禁帯・1953年1月～），東淀川（1年・1M），鶴見（1年・1M），住吉（1
年・1M）

新直線
a5000001762a

新直線同人会

5000005743
年数回

分類：910

所蔵館： 中央－文学（20年・禁帯・1999年5月～）

新電気
a5000004373a

オーム社

5000001762
月刊(毎月1日)

分類：540

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

新都市
a5012787633a

都市計画協会

5000004373
月刊(1日)

分類：519

所蔵館： 中央－社会科学（20年・禁帯・1999年1月～）

季刊新日鉄住金
a5012742441a

[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）

新日鉄住金技報

5012742441

a5000003814a

新日鉄住金株式会社技術開発本部技 年数回

分類：560

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

SHINBIYO
a5000001786a

新美容出版

5000003814
月刊(毎月1日)

分類：595

所蔵館： 中央－生活・教育（20年・禁帯・1999年1月～）

人文会ニュース
a5000001765a

人文会

5000001786
年数回

分類：020

所蔵館： 中央－人文科学（1年・禁帯）

新聞研究
a5000004175a

日本新聞協会

5000001765
月刊(毎月4日)

分類：070

所蔵館： 中央－人文科学（20年・禁帯・1999年1月～）

月刊新聞ダイジェスト
a5000004374a

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～）

進歩と改革(Progress & Innovation)
a5013169713a

進歩と改革研究会

5000004374
月刊(毎月16日)

分類：366

所蔵館： 中央－社会科学（5年・禁帯）

人民日報(PEOPLE’S DAILY OVERSEAS EDITION JAPAN MONTHLY) -海外
日本新華僑通信社

月刊

5013169713

分類：302

所蔵館： 中央－社会科学（5年・禁帯）
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シン - シン

a5011918905a

シン

心理臨床の広場
日本心理臨床学会

5011918905
年数回

分類：140

所蔵館： 中央－人文科学（5年・禁帯），北（1年），此花（2年），港（1年・3M）
a5000004926a

スイ

ス

水産振興

a5000005422a

東京水産振興会

5000004926
月刊

分類：660

年数回

分類：060

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

吹田市立博物館だより
a5012992320a

吹田市立博物館

5000005422

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1993年10月～）

Switch
a5000002486a

スイッチ・パブリッシング

5012992320
月刊

分類：051.3

所蔵館： 中央－芸術（20年・禁帯・2012年11月号～）

水道事業工業用水道事業統計月報
a5000001816a

大阪市水道局

5000002486
月刊

分類：519

年数回

分類：E

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1983年～）

随筆きょうと
a5010749052a

京都随筆人クラブ

5000001816

所蔵館： 中央－文学（5年・禁帯）

SWIMMING MAGAZINE(スイミング・マガジン)
a5000003070a

ベースボール・マガジン社

月刊(毎月11日)

5010749052
分類：785

所蔵館： 中央－レク（5年・禁帯）

水明 -俳句雑誌a5000003148a

水明俳句会

5000003070
月刊

分類：911.3

所蔵館： 中央－文学（永年・禁帯・1996年1月号～）

スウ

数学

a5000001817a

岩波書店(発売)

5000003148
季刊(1，4，7，10月各25日)

分類：410

所蔵館： 中央－自然科学（20年・禁帯・1999年1月～）

数学セミナー
a5000003149a

日本評論社

5000001817
月刊(毎月12日)

分類：410

所蔵館： 中央－自然科学（20年・禁帯・1999年1月～）

数理科学
a5013041435a

サイエンス社

5000003149
月刊(毎月20日)

分類：410

所蔵館： 中央－自然科学（20年・禁帯・1999年1月～）

スキ

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

a5000000200a

スク

SCREEN
ジャパンプリント(発売)

5000000200
月刊(毎月21日)

分類：778

所蔵館： 中央－ポ雑誌（永年・1M・1996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
a 5 0 1 4 4 5 0 2 1 8 年・1M），浪速（1年・1M），淀川（1年・1M），東淀川（1年・1M），東成（1年・1M），生野
a
（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），西成（1年・1M）

School Amenity(月刊スクールアメニティ)
a5000004786a

ボイックス

5014450218
月刊(20日)

分類：374

月刊(1日)

分類：364

所蔵館： 中央－生活・教育（5年・禁帯）

スコ

すこやか

a5014647983a

出版健康保険組合

5000004786

所蔵館： 中央－社会科学（1年・禁帯）

すこやかPARTNERつうしん -すこやかパートナー向け情報誌a5014669304a

大阪市健康局健康推進部健康づくり課 年数回

5014647983
分類：498

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2011年3月-～）

スス

すずらんだより -浪速子育て支援センター通信-

a5011943942a

浪速子育て支援センター

季刊

5014669304
分類：369

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2010年10月-～）

スタ

スタイルアサヒ

a5012054999a

朝日新聞社

5011943942
月刊(1日)

分類：051.7

月刊(毎月21日)

分類：590

所蔵館： 中央－生活・教育（1年・禁帯）

ステ

すてきにハンドメイド
NHK出版

5012054999

所蔵館： 中央－ポ雑誌（5年・1M），北（1年・1M），福島（1年・1M），此花（1年・1M），島之内（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
a 5 0 1 2 4 9 5 0 6 3 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
a
東（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）

ステラ 関西版 -NHKウィークリーa5000000768a

NHKサービスセンター

5012495063
週刊

分類：699

所蔵館： 中央－ポ雑誌（20年・1W・2012年4月13日～）

Stereo(ステレオ)
a5000003365a

音楽之友社

5000000768
月刊(毎月19日)

分類：760

所蔵館： 中央－芸術（5年・禁帯）

STEREO SOUND(ステレオ サウンド)
a5010519630a

ステレオサウンド

5000003365
季刊(3・6・9・12月)

分類：547

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年冬号～）

スト

STORY(ストーリィ)

a5012203159a

光文社

5010519630
月刊(毎月1日)

分類：051.7

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

STORY BOX(ストーリー・ボックス)
a5000000475a

小学館

5012203159
月刊

分類：F

所蔵館： 東成（2年・1M）

スハ SPA! -Business，Culture and Entertainment Weekly扶桑社

週刊(火曜日)

5000000475
分類：051.6

所蔵館： 中央－ポ雑誌（20年・1W・1999年1月13日～）
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スク - スハ

a5000000204a

スハ すばる -昴a5012203163a

集英社

5000000204
月刊(毎月6日)

分類：910

所蔵館： 中央－文学（永年・禁帯・1981年1月～），鶴見（1年・1M）

スフ

SPRiNG(スプリング)

a5012503562a

宝島社

5012203163
月刊(毎月23日)

分類：051.7

所蔵館： 東成（1年・1M）

スホ

Sposhin24(スポシン24) -大阪市スポーツ推進委員協議会広報誌-

a5000004282a

大阪市スポーツ推進委員協議会

年数回

5012503562
分類：780

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2012年-～）

スポーツイベント・ハンドボール(Hand Ball) -Exciting Monthly Magazine for Han
a5000000205a

スポーツイベント

月刊(毎月20日)

5000004282

分類：783

所蔵館： 中央－レク（5年・禁帯）

Sports Graphic Number(スポーツ・グラフィックナンバー)
文藝春秋

隔週刊(隔週木曜日)

5000000205
分類：780

所蔵館： 中央－ポ雑誌（20年・2W・1999年1月28日～），北（6月・2W），都島（6月・2W），福島
（6月・2W），此花（6月・2W），島之内（1年・2W），港（6月・2W），大正（6月・2W），天王
a 5 0 0 0 0 0 1 0 1 8 寺（6月・2W），浪速（6月・2W），西淀川（6月・2W），東淀川（6月・2W），東成（6月・
a
2W），生野（6月・2W），旭（1年・2W），城東（6月・2W），鶴見（1年・2W），阿倍野（6月・
2W），住吉（6月・2W），東住吉（6月・2W），平野（6月・2W），西成（6月・2W）

スポーツのひろば
a5014303449a

新日本スポーツ連盟

5000001018
月刊(1日)

分類：780

所蔵館： 中央－レク（20年・禁帯・1999年1月～）

スポーツ報知大相撲ジャーナル
a5011852320a

アプリスタイル

5014303449
月刊(不定)

分類：788

所蔵館： 城東（1年・1M）

スマ

住まいの設計(Sumai)
扶桑社

5011852320
隔月刊(奇数月15日)

分類：527

所蔵館： 中央－ポ雑誌（5年・2M），北（2年・2M），都島（1年・2M），大正（1年・2M），天王寺（1
a 5 0 1 2 7 0 9 2 2 5 年・2M），西淀川（1年・2M），東淀川（1年・2M），東成（2年・2M），生野（1年・2M），旭
a
（1年・2M），鶴見（1年・2M），阿倍野（1年・2M），住之江（1年・1M），住吉（2年・2M），
東住吉（1年・2M），平野（1年・2M）

住まいとでんき -Amenity & Ecologya5011852320a

日本工業出版

5012709225
月刊

分類：540

隔月刊(奇数月15日)

分類：527

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

住まいの設計(Sumai)
扶桑社

5011852320

所蔵館： 中央－ポ雑誌（5年・2M），北（2年・2M），都島（1年・2M），大正（1年・2M），天王寺（1
a 5 0 1 4 6 6 9 2 8 5 年・2M），西淀川（1年・2M），東淀川（1年・2M），東成（2年・2M），生野（1年・2M），旭
a
（1年・2M），鶴見（1年・2M），阿倍野（1年・2M），住之江（1年・1M），住吉（2年・2M），
東住吉（1年・2M），平野（1年・2M）

住まいのミュージアムニュース
a5000002966a

大阪市立住まいのミュージアム
⇒

5014669285
季刊

分類：383

月刊(毎月21日)

分類：783

「大阪くらしの今昔館ニュース」に

スマッシュ(Smash)
日本スポーツ企画出版社

5000002966

所蔵館： 中央－レク（5年・禁帯）
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スハ - スマ

a5000005978a

スマ

smart(スマート)

a5000002266a

宝島社

5000005978
月刊(毎月25日)

分類：593

所蔵館： 中央－ヤング（5年・1M），平野（1年・1M）

スミ

墨

5000002266

a5000005526a

芸術新聞社

隔月刊(奇数月1日)

分類：728

所蔵館： 中央－芸術（20年・禁帯・1999年1.2月～）

住友重機械技報
a5000001684a

住友重機械工業

5000005526
年数回

分類：530

年数回

分類：010

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

住友史料館報
a5014647984a

住友史料館

5000001684

所蔵館： 中央－人文科学（20年・禁帯・2000年7月～）

住之江区子ども・子育てプラザだより

5014647984

a5000004580a

[大阪市]住之江区子ども・子育てプラザ 月刊

分類：369

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2009年6月-～）

住吉区社協だより
a5014652653a

大阪市住吉区社会福祉協議会

5000004580
年数回(1・7月)

分類：369

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1991年11月～）

住吉公園歴史探訪 -住吉公園一五〇年記念事業a5011917847a

都市公園住吉公園指定管理共同体

季刊

5014652653
分類：620

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2018年12月-～），住之江（1年・禁帯・※）

住吉っさん -住吉大社のある暮らしa5012563646a

住吉大社

5011917847
年数回

分類：170

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2003年7月～），住之江（2年・禁帯），住吉（3年・禁帯）

すみりんニュース
a5010674193a

住吉隣保事業推進協会

5012563646
隔月刊

分類：316

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2012年6月～）

スム 住む。
a5000000207a

農山漁村文化協会(発売)

5010674193
季刊(3，6，9，12月各21日)

分類：527

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・2004年冬～）

スモ

相撲
ベースボール・マガジン社

5000000207
月刊(毎月末日)

分類：788

所蔵館： 中央－レク（永年・禁帯・1957年2月～1983年1月、1992年1月～），浪速（1年・1M），
旭（1年・1M），阿倍野（1年・1M），住吉（1年・1M），東住吉（1年・1M）
a5000001855a

セイ

セ

税 -地方税を支援する実務総合誌-

a5000001830a

ぎょうせい

5000001855
月刊(毎月2日)

分類：340

所蔵館： 中央－社会科学（20年・禁帯・1999年1月～）

生化学
日本生化学会

5000001830
隔月刊

分類：460

所蔵館： 中央－自然科学（20年・禁帯・1999年1月～）
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スマ - セイ

a5000003368a

セイ

製菓製パン(THE JOURNAL OF BAKING AND CONFECTION)

a5000003817a

製菓実験社

月刊(毎月27日)

5000003368
分類：580

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

生活教育 -ゆたかな子どもを育てる教師と父母の交流誌a5000003818a

生活ジャーナル(発売)

月刊(毎月23日)

5000003817
分類：374

所蔵館： 中央－生活・教育（5年・禁帯）

生活指導
a5000001833a

全国生活指導研究協議会

5000003818
隔月刊(奇数月15日)

分類：374

月刊(毎月24日)

分類：369

所蔵館： 中央－生活・教育（5年・禁帯）

生活と福祉(Life and Welfare)
a5000000434a

全国社会福祉協議会

5000001833

所蔵館： 中央－社会科学（20年・禁帯・1999年1月～）

税経通信
a5011444601a

税務経理協会

5000000434
月刊(毎月10日)

分類：336.9

所蔵館： 中央－社会科学（5年・禁帯）

生産と技術
a5000002922a

生産技術振興協会

5011444601
季刊

分類：500

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯）

青春と読書 -本の数だけ、人生がある。-集英社の読書情報誌a5000004841a

集英社

月刊(毎月20日)

5000002922
分類：019

所蔵館： 中央－ヤング（20年・1M・1999年1月～）

青少年問題
a5000003163a

青少年問題研究会

5000004841
季刊(1，4，7，10月各1日)

分類：371

所蔵館： 中央－生活・教育（20年・禁帯・1999年1月～）

精神医学(CLINICAL PSYCHIATRY)
a5000003165a

医学書院

5000003163
月刊(毎月15日)

分類：493

所蔵館： 中央－自然科学（20年・禁帯・1999年1月～）

生体の科学
a5000003819a

医学書院(発売)

5000003165
隔月刊(偶数月15日)

分類：491

所蔵館： 中央－自然科学（20年・禁帯・1999年1月～）

月刊生徒指導
a5012769561a

学事出版

5000003819
月刊(毎月13日)

分類：374

月刊(5日)

分類：340

所蔵館： 中央－生活・教育（5年・禁帯）

税務QA
a5000003370a

税務研究会

5012769561

所蔵館： 中央－社会科学（20年・禁帯・2013年4月～）

税務弘報

5000003370

a5000001837a

中央経済グループパブリッシング(発売) 月刊(毎月5日)

分類：340

所蔵館： 中央－社会科学（5年・禁帯）

生命之光 -原始福音信仰証誌キリスト聖書塾

5000001837
月刊

分類：190

所蔵館： 中央－人文科学（1年・禁帯）
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セイ - セイ

a5000006043a

セイ

声優グランプリ

a5000001846a

主婦の友社(発売)

5000006043
月刊(毎月10日)

分類：770

所蔵館： 中央－ヤング（永年・1M・2000年10月～）

西洋史学
a5000004045a

日本西洋史学会

5000001846
年数回

分類：230

所蔵館： 中央－人文科学（20年・禁帯・1999年3月～）

正論 -FUJISANKEI COMMUNICATIONS GROUP OPINION MAGAZINEa 5 0 0 0 0日本工業新聞社(発売)
00210a

月刊(毎月1日)

5000004045

分類：051.3

所蔵館： 中央－ポ雑誌（20年・1M・1999年1月～），島之内（1年・1M），東成（1年・1M），住吉
（1年・1M）

セカ

世界

a 5 0 0 0 0岩波書店
04381a

5000000210
月刊(毎月8日)

分類：051.3

所蔵館： 中央－人文科学（永年・禁帯・1946年1月～），東淀川（1年・1M），生野（1年・1M），平
野（1年・1M）

世界経済評論(World Economic Review)
a5000004698a

文眞堂(発売)

5000004381
隔月刊(偶数月15日)

分類：332

所蔵館： 中央－社会科学（20年・禁帯・1999年1月～）

世界思想
a5000003371a

世界思想社

5000004698
年数回

分類：309

所蔵館： 中央－社会科学（20年・禁帯・2002年4月～）

世界の艦船(SHIPS OF THE WORLD)
a5000003372a

海人社

5000003371
月刊(毎月25日)

分類：550

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

世界の傑作機
a5000005445a

文林堂

5000003372
隔月刊

分類：538

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

世界の子どもたち -翻訳児童文学a5000003374a

後恵子

5000005445
年数回

分類：N

所蔵館： 中央－児研（永年・禁帯・1996年9月～）

セキ 積算資料 -実態調査▷建設資材価格 労務単価 各種料金a5000001857a

経済調査会

月刊(毎月20日)

5000003374
分類：520

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

石油産業
a5010588333a

産業時報社

5000001857
月刊(10日)

分類：560

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

月刊セキュリティ研究
a5012059629a

SSAセキュリティスペシャリスト協会

5010588333
月刊

分類：317

所蔵館： 中央－社会科学（5年・禁帯）

セサ sesame(セサミ) -子どものファッションと家族のシアワセプロデュースa5000005402a

朝日新聞出版

隔月刊(偶数月7日)

5012059629

分類：593

所蔵館： 中央－生活・教育（5年・禁帯），西淀川（2年・2M）

セセ

セセデ -新しい世代朝鮮青年社

5000005402
月刊(28日)

分類：051.3

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

83

セイ - セセ

a5000004840a

セツ

設計工学

a5000003377a

日本設計工学会

5000004840
月刊(10日)

分類：520

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

設備と管理 -快適なビル環境のためのa5014194380a

オーム社

5000003377
月刊(毎月11日)

分類：520

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

セフ

セフルム(새흐름) -奨学生だより-

a5000000707a

朝鮮奨学会

5014194380
年数回

分類：370

月刊(毎月1日)

分類：051.7

所蔵館： 生野（3年）

Seventeen(セブンティーン)
a5000000214a

集英社

5000000707

所蔵館： 中央－ヤング（20年・1M・1999年1月1日号～），城東（1年・1M）

セル CEL -CULTURE，ENERGY AND LIFEa5000000821a

大阪ガスエネルギー・文化研究所

5000000214

年数回

分類：051.3

所蔵館： 中央－人文科学（20年・禁帯・2013年3月～），東成（6月）

せる
a5000003378a

グループ「せる」

5000000821
年数回

分類：910

所蔵館： 中央－文学（永年・禁帯・1979年8月～）

セレ

セレクト

a5000005537a

セレクト

5000003378
月刊(15日)

分類：670

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

CEREZO OSAKA OFFICIAL MAGAZINE 12th
a 5 0 1 1 9セレッソ大阪クラブ事務局「12th」編集
25907a

隔月刊

5000005537
分類：783

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1997年4月～），此花（1年・禁帯），東淀川（1年・禁帯），旭
（6月・禁帯），住吉（6月・禁帯），東住吉（永年・禁帯）

CEREZO OSAKA OFFICIAL MATCHDAY PROGRAM
a5000003381a

大阪サッカークラブ

不定期

5011925907
分類：783

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2008年3月～）

セン

繊維機械学会誌

a5000001875a

日本繊維機械学会

5000003381
月刊

分類：580

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

繊維製品消費科学
a5000001882a

日本繊維製品消費科学会

5000001875
月刊

分類：580

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

前衛 -日本共産党中央委員会理論政治誌a5013559492a

日本共産党中央委員会出版局(発売)

5000001882

月刊(毎月8日)

分類：310

所蔵館： 中央－社会科学（20年・禁帯・1999年1月～）

全L協ニュース -LPガスの今を読み解く情報誌a5000001879a

全国LPガス協会

季刊

5013559492
分類：570

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯）

選挙
都道府県選挙管理委員会連合会

5000001879
月刊(1日)

分類：318

所蔵館： 中央－社会科学（5年・禁帯）

84

セツ - セン

a5011063499a

セン

全国企業倒産集計

a5000004178a

帝国データバンク

5011063499
月刊

分類：335

所蔵館： 中央－社会科学（20年・禁帯・2005年1月報～）

全国版宿泊表
a5000001886a

旅行出版社

5000004178
季刊(1，4，7，10月各1日)

分類：291

所蔵館： 中央－人文科学（5年・禁帯）

全作家(ZENSAKKA) -全作家協会機関誌a5000005119a

全作家協会

5000001886

季刊

分類：910

月刊

分類：318

月刊

分類：338

所蔵館： 中央－文学（5年・禁帯）

仙台市政だより
a5000006044a

仙台市総務企画局広報課

5000005119

所蔵館： 中央－社会科学（1年・禁帯）

せんだぎ -シティ信金だよりa5000005350a

大阪シティ信用金庫

5000006044

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2000年～）

選択
a5012476335a

選択出版

5000005350
月刊

分類：051.3

所蔵館： 中央－人文科学（20年・禁帯・1999年1月～），此花（1年・1M）

センターだより
a5014044330a

大阪市立浪速区老人福祉センター

5012476335
月刊(15日)

分類：369

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2009年7月号-～）

センターだより
a5000003073a

西成労働福祉センター

5014044330
月刊

分類：366

季刊

分類：911.3

所蔵館： 西成（1年・禁帯）

船団
a5000004558a

船団の会

5000003073

所蔵館： 中央－文学（20年・禁帯・1999年3月～）

先端加工技術
a5010580356a

先端加工機械技術振興協会

5000004558
年数回

分類：500

季刊

分類：500

月刊(毎月1日)

分類：674

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯）

先端機構ニュース
a5000000217a

関西大学先端科学技術推進機構

5010580356

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯）

宣伝会議
a5000005950a

宣伝会議

5000000217

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

環境会議 -宣伝会議別冊a5000001887a

宣伝会議

5000005950
年数回

分類：519

所蔵館： 西淀川（1年・3M）

全燃会報
全国燃料協会

5000001887
年数回

分類：570

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯）
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セン - セン

a5000003384a

セン

専門店

a5000004202a

協同組合連合会日本専門店会連盟

5000003384
隔月刊(1日)

分類：670

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

専門図書館
a5000001442a

専門図書館協議会

5000004202
隔月刊(奇数月25日)

分類：010

所蔵館： 中央－図研（永年・禁帯・1968年～）

専門料理(THE PROFESSIONAL COOKING)
a5000005824a

柴田書店

月刊(毎月19日)

5000001442
分類：596

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

戦略経営者
a5000001867a

TKC

5000005824
月刊(1日)

分類：335

月刊

分類：911.4

所蔵館： 中央－社会科学（5年・禁帯）

川柳うめだ
a5000001868a

うめだ番傘川柳会

5000001867

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1992年6月～）

川柳瓦版
a5014647986a

川柳瓦版の会

5000001868
月刊

分類：911.4

所蔵館： 中央－文学（永年・禁帯・1969年11月～）

川柳スパイラル
a5000001869a

小池正博

5014647986
年数回

分類：911.4

所蔵館： 中央－文学（永年・禁帯・2017年11月～）

川柳展望
a5000001870a

川柳展望社

5000001869
季刊

分類：911.4

所蔵館： 中央－文学（永年・禁帯・1978年冬号～）

川柳塔
a5000001871a

川柳塔社

5000001870
月刊

分類：911.4

所蔵館： 中央－文学（永年・禁帯・1965年10月～），住吉（1年・1M）

川柳二七会
a5000003210a

川柳二七会

5000001871
月刊

分類：911.4

所蔵館： 中央－文学（永年・禁帯・1988年7月～）

川柳番傘
a5011917514a

番傘川柳本社

5000003210
月刊

分類：911.4

所蔵館： 中央－文学（永年・禁帯・1968年3月～），天王寺（1年・1M），住吉（1年・1M）

川柳文学コロキュウム
a5013998037a

川柳文学コロキュウム

5011917514
季刊

分類：911.4

所蔵館： 中央－文学（永年・禁帯・2003年7月号～）

川柳マガジン -川柳総合雑誌a5000002967a

新葉館出版

5013998037
月刊

分類：911.4

所蔵館： 城東（1年・1M）

全猟
全日本狩猟倶楽部

5000002967
月刊(1，3～5，7～9，11，12月2 分類：787

所蔵館： 中央－レク（20年・禁帯・1999年1月号～）
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セン - セン

a5000000219a

ソウ

ソ

装苑

5000000219

a 5 0 0 0 0文化学園文化出版局
00221a

隔月刊(奇数月28日)

分類：593

所蔵館： 中央－ポ雑誌（5年・1M），都島（1年・2M），東淀川（1年・1M），阿倍野（1年・2M），平
野（1年・2M）

壮快

5000000221

マキノ出版

月刊(毎月16日)

分類：498.3

a 5 0 0 0所蔵館：
0 0 5 4 6 0 中央－ポ雑誌（20年・1M・1999年1月～），福島（1年・1M），島之内（1年・1M），港（1
a

年・1M），東成（1年・1M），生野（1年・1M），城東（1年・1M），阿倍野（1年・1M），西成
（1年・1M）

SOKA GAKKAI NEWS(創価学会ニュース)
a5000001898a

創価学会広報室

5000005460

隔月刊

分類：160

月刊(毎月15日)

分類：374

所蔵館： 中央－人文科学（1年・禁帯）

総合教育技術
a5000003170a

小学館

5000001898

所蔵館： 中央－生活・教育（20年・禁帯・1999年1月～）

総合リハビリテーション
a5000001895a

医学書院

5000003170
月刊(毎月7日)

分類：492

所蔵館： 中央－自然科学（5年・禁帯）

早春

5000001895

a5014669290a

早春社

月刊

分類：911.3

所蔵館： 中央－文学（永年・禁帯・1965年5月～）

相談室だより -大阪市若者自立支援事業コネクションズおおさかa5000004384a

大阪市若者自立支援事業コネクション
⇒

月刊

5014669290
分類：366

「大阪市若者自立支援事業コネクションズおおさか」に

月刊総務
a5010353509a

ウィズワークス

5000004384
月刊(毎月8日)

分類：336

所蔵館： 中央－社会科学（5年・禁帯）

総務省広報誌
a5000004385a

総務省

5010353509
月刊

分類：317

所蔵館： 中央－社会科学（1年・禁帯），此花（1年・禁帯），住吉（6月・禁帯）

ソシ

組織科学(ORGANIZATIONAL SCIENCE) -社会科学の総合理論雑誌-

a5014449580a

白桃書房

季刊(3，6，9，12月各20日)

5000004385

分類：360

所蔵館： 中央－社会科学（20年・禁帯・1999年3月～）

ソセ

塑性と加工 -日本塑性加工学会論文誌-

a5012064048a

コロナ社(発売)

5014449580

月刊(毎月29日)

分類：560

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・2018-1～）

ソタ

育てる

a5000001889a

育てる会

5012064048
月刊(25日)

分類：370

所蔵館： 中央－生活・教育（1年・禁帯）

ソテ

蘇鉄 -俳句雑誌蘇鉄社

5000001889
月刊

分類：911.3

所蔵館： 中央－文学（永年・禁帯・1973年7月～）
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ソウ - ソテ

a5011628346a

ソト

ソトコト -ロハスピープルのための快適生活マガジン-

a5000002413a

RR(発売)

5011628346

月刊(毎月5日)

分類：590

月刊(28日)

分類：317

所蔵館： 西淀川（1年・1M）

ソナ

そなえ -大阪市防火管理協会情報誌大阪市防火管理協会

5000002413

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），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 1 4 7 8 8 0 7 年・禁帯），東成（1年），生野（1年・1M），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）

ソハ

蕎麦春秋 -「リベラルタイム」増刊-

a5000003386a

リベラルタイム出版社

5011478807
季刊(3，6，9，12月各24日)

分類：596

所蔵館： 中央－生活・教育（1年・禁帯）

ソフ

Software Design(ソフトウェア デザイン) -ネットワークとともに進化するシステム活

a5000000711a

技術評論社

月刊(毎月18日)

5000003386

分類：549

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

SOFT-TENNIS MAGAZINE(ソフトテニス・マガジン)
a5000001030a

ベースボール・マガジン社

月刊(毎月27日)

5000000711
分類：783

所蔵館： 中央－レク（5年・禁帯）

Softball magazine(ソフトボール・マガジン)
ベースボール・マガジン社

5000001030

月刊(毎月24日)

分類：783.7

所蔵館： 中央－レク（5年・禁帯）
a5000005755a

タイ

タ

体育科教育

a5000003820a

大修館書店

5000005755
月刊(毎月14日)

分類：374

所蔵館： 中央－生活・教育（5年・禁帯）

体育の科学(Journal of Health，Physical Education and Recreation)
a5012532066a

杏林書院

月刊(毎月8日)

5000003820
分類：374

所蔵館： 中央－生活・教育（5年・禁帯）

大学史資料室ニュース
a5013857973a

大阪市立大学大学史資料室

5012532066
年数回

分類：377

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1997年3月-～）

大学時報(University Current Review)
a5000005254a

日本私立大学連盟

5013857973
隔月刊

分類：377

隔月刊

分類：519

所蔵館： 中央－生活・教育（1年・禁帯）

大気環境学会誌
a5000005545a

大気環境学会

5000005254

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

大子連ニュース
大阪府子ども文庫連絡会

5000005545
月刊

分類：010

所蔵館： 中央－児研（永年・禁帯・1996年6月～）
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ソト - タイ

a5000001964a

タイ

第三文明

5000001964

a5000006016a

第三文明社

月刊(毎月1日)

分類：051.3

所蔵館： 中央－人文科学（永年・禁帯・1996年1月～）

大視協ジャーナル
a5000006017a

大阪市視覚障害者福祉協会

5000006016
月刊(15日)

分類：369

所蔵館： 中央－ＳＨ（1年・禁帯）

大視協ジャーナル[点字版]
a5011917493a

大阪市視覚障害者福祉協会

5000006017
月刊(15日)

分類：369

月刊

分類：379

所蔵館： 中央－ＳＨ（1年・禁帯）

大正区生涯学習だより
a5000002970a

大正区役所市民協働課

5011917493

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2011年5月～），大正（1年・禁帯）

DIVER

5000002970

a5000001962a

ダイバー

月刊(毎月10日)

分類：785

所蔵館： 中央－レク（5年・禁帯）

大放技会報
a5000004179a

大阪府放射線技師会

5000001962
月刊

分類：490

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1990年8月～）

大法輪

5000004179

a5000000224a

大法輪閣

月刊(毎月8日)

分類：180

所蔵館： 中央－人文科学（20年・禁帯・1999年1月～）

DIME

5000000224

a 5 0 0 0 0[小学館]
01673a

月刊(毎月16日)

分類：051.6

所蔵館： 中央－ポ雑誌（20年・1M・1999年1月1日～），都島（1年・1M），福島（1年・1M），此花
（1年・1M）

週刊ダイヤモンド
a 5 0 1 0 1ダイヤモンド社
55471a

5000001673
週刊(月曜日)

分類：330

所蔵館： 中央－ポ雑誌（20年・1W・1999年1月9日号～），浪速（3月・1W），西淀川（3月・1W），
東淀川（3月・1W），阿倍野（3月・1W）

ダイヤモンドZAi(Diamond ZAi)
a5000004387a

ダイヤモンド社

5010155471
月刊(毎月21日)

分類：338

所蔵館： 此花（1年・1M），淀川（1年・1M），旭（1年・1M・※），住吉（1年・1M），平野（1年・1M）

Harvard Business Review(DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー)
a5000000486a

ダイヤモンド社

月刊(毎月10日)

5000004387

分類：335

所蔵館： 中央－社会科学（5年・禁帯）

タウ

ダ・ヴィンチ(DA VINCI)
KADOKAWA

5000000486
月刊(毎月6日)

分類：019

所蔵館： 中央－人文科学（20年・禁帯・1999年1月～），北（1年・1M），都島（1年・1M），此花（1

a 5 0 0 0 0 0 2 2 4 5 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），
a

東淀川（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），住吉（1年・1M），平野（1年・1M），西成（1年・1M）

タカ

宝塚GRAPH
宝塚クリエイティブアーツ

5000002245
月刊(毎月20日)

分類：760

所蔵館： 中央－芸術（永年・禁帯・1984年10月～）
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タイ - タカ

a5000000229a

タサ

Tarzan

5000000229

a 5 0 1 1 9マガジンハウス
17520a

月２回(毎月第2第4木曜日)

分類：498

所蔵館： 中央－ポ雑誌（20年・2W・1999年1月13日.27日～），東淀川（6月・2W），東成（6月・
2W）

タシ

たじひのだより -松原市文化財情報誌-

a5012956825a

松原市教育委員会事務局文化財課

5011917520
不定期

分類：702

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2006年-～）

タツ

卓球王国(World Table Tennis) -最新情報満載!こだわりの卓球情報誌-

a5010607819a

卓球王国

月刊(毎月21日)

5012956825

分類：783

所蔵館： 西淀川（1年・1M）

タッチ -情報版a5012242159a

大阪市教育委員会

5010607819
年数回

分類：379

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1998年3月-～），東住吉（6月・禁帯）

タナ

たなかやすこのおはなしのたび

a5000003829a

田中康子

5012242159
年数回

分類：010

所蔵館： 中央－児研（永年・禁帯・1996年3月～）

タノ

たのしい授業

a5000003832a

仮説社

5000003829
月刊(毎月2日)

分類：374

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

楽しい体育の授業
a5014289569a

明治図書出版

5000003832
月刊(毎月12日)

分類：374

所蔵館： 中央－生活・教育（5年・禁帯）

タヒ

旅

5014289569

a5012522086a

京都ライトハウス情報製作センター

隔月刊

分類：290

所蔵館： 中央－ＳＨ（20年・禁帯・2017年4月～）

旅と鉄道

5012522086

a5000004046a

山と溪谷社(発売)

隔月刊(奇数月21日)

分類：680

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・2012年1月～）

旅の手帖 -ニッポン文化応援マガジン交通新聞社

5000004046
月刊(毎月10日)

分類：290

a 5 0 0 0所蔵館：
0 0 1 7 3 8 北（1年・1M），此花（1年・1M），大正（1年・1M），浪速（1年・1M），東淀川（1年・1M），
a

東成（1年・1M），生野（1年・1M），旭（1年・1M），城東（1年・1M），鶴見（1年・1M），東
住吉（1年・1M）

タヘ

食べもの通信

a5000004047a

食べもの通信社

5000001738
月刊(25日)

分類：596

所蔵館： 中央－生活・教育（5年・禁帯）

タマ

たまごクラブ

a 5 0 0 0 0ベネッセコーポレーション
01399a

5000004047
月刊(毎月15日)

分類：598

所蔵館： 北（1年・1M），大正（1年・1M），西淀川（1年・1M），旭（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），西成（1年・1M）

タム

月刊ダム日本
日本ダム協会

5000001399
月刊(10日)

分類：510

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

90

タサ - タム

