a5000005554a

タル

たる

a5000000231a

たる出版

5000005554
月刊(毎月25日)

分類：580

月刊(毎月25日)

分類：911.1

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

タン

短歌 -総合雑誌-

a 5 0 0 0 0KADOKAWA(発売)
03080a

5000000231

所蔵館： 中央－文学（20年・禁帯・1999年1月増刊～），西淀川（1年・1M），城東（1年・1M），住
吉（1年・1M）

短歌往来
a5000003081a

ながらみ書房

5000003080
月刊(15日)

分類：911.1

所蔵館： 中央－文学（20年・禁帯・1999年1月～）

短歌芸術
a5000001967a

芸術生活社

5000003081
月刊(15日)

分類：911.1

所蔵館： 中央－文学（20年・禁帯・1999年1月号～）

短歌研究
a5000005718a

短歌研究社

5000001967
月刊(毎月21日)

分類：911.1

所蔵館： 中央－文学（20年・禁帯・1998年12月～）

短歌21世紀
a5000004388a

短歌21世紀発行所

5000005718
月刊

分類：911.1

所蔵館： 中央－文学（永年・禁帯・1998年1月～）

短観(企業短期経済観測調査)
a5000000232a

日本銀行

5000004388
季刊(3・6・9・12月)

分類：330

所蔵館： 中央－社会科学（5年・禁帯）

淡交 -月刊茶道誌a5000000826a

淡交社

5000000232
月刊(毎月28日)

分類：791

所蔵館： 中央－レク（20年・禁帯・1999年1月号～）

だんじり
a5000002973a

朝日新聞(株)小林新聞舗補だんじり編

5000000826
月刊(1日)

分類：291.6

月刊(毎月27日)

分類：790

所蔵館： 平野（永年・禁帯）

ダンスビュウ(Dance View)
a5000000541a

モダン出版

5000002973

所蔵館： 中央－レク（20年・禁帯・1999年1月～）

DANCE MAGAZINE(月刊ダンスマガジン)
a5000000443a

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）

dancyu(ダンチュウ)
プレジデント社

5000000443
月刊(毎月6日)

分類：596

所蔵館： 中央－ポ雑誌（5年・1M），北（1年・1M），天王寺（1年・1M），東淀川（1年・1M），東成
（1年・1M），阿倍野（1年・1M），住之江（1年・1M）
a5012113699a

チイ

チ

季刊地域 -ゆるがぬ暮らし農山漁村文化協会

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～）
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タル - チイ

a5000001973a

チイ

地域研究いたみ

a5000001974a

伊丹市役所

5000001973
年数回

分類：216

所蔵館： 中央－人文科学（20年・禁帯・1999年3月～）

地域史研究 -尼崎市立地域研究史料館紀要a5012523734a

尼崎市立地域研究史料館

年数回

5000001974
分類：216

所蔵館： 中央－人文科学（20年・禁帯・1999年2月号～）

地域づくり -明日をひらく地域活性化のための情報誌a5013155449a

地域活性化センター

5012523734

月刊

分類：318

年数回

分類：333

所蔵館： 中央－社会科学（5年・禁帯）

地域創造 -町づくりアートを応援しますa5012744144a

地域創造

5013155449

所蔵館： 中央－社会科学（5年・禁帯）

地域創造レター(News Letter to Arts Crew)
a5000003179a

地域創造

5012744144

月刊(25日)

分類：318

所蔵館： 中央－社会科学（1年・禁帯）

地域保健
a5000004347a

東京法規出版

5000003179
隔月刊(1日)

分類：498

所蔵館： 中央－自然科学（5年・禁帯）

ちいさい・おおきい・よわい・つよい
a 5 0 0 0 0ジャパンマシニスト社
00827a

5000004347
季刊

分類：498

所蔵館： 中央－ポ雑誌（永年・3M・1994年1月～），西淀川（1年・3M），東淀川（1年・2M），旭
（1年・2M），鶴見（1年・2M），阿倍野（2年・3M），住吉（3年・3M），平野（1年・3M）

ちいさいなかま -保育者と父母を結ぶ雑誌a5011195470a

ちいさいなかま社

5000000827

月刊(毎月28日)

分類：376

季刊(1・5・7・10月)

分類：369

所蔵館： 中央－生活・教育（5年・禁帯）

小さな親切
a5000003609a

「小さな親切」運動本部

5011195470

所蔵館： 中央－社会科学（1年・禁帯）

小さな蕾 -世界の古美術・骨董の情報誌a5000003182a

創樹社美術出版

5000003609

月刊(毎月30日)

分類：702

所蔵館： 中央－芸術（5年・禁帯）

チキ 月刊地球 -カラー版a5012064905a

海洋出版

5000003182
月刊(毎月28日)

分類：450

所蔵館： 中央－自然科学（5年・禁帯）

地球温暖化(Prevention of Global Warming) -環境危機の課題と対策のマガジン
a5014148827a

クリエイト日報出版部(発売)

隔月刊(奇数月25日)

分類：519

季刊

分類：519

5012064905

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

地球のこと(We all live on One Planet)
a5011647728a

世界自然保護基金ジャパン

5014148827

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯）

チク

畜産の情報
農畜産業振興機構

5011647728
月刊

分類：640

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）
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チイ - チク

a5000000828a

チク

ちくま

a5000002487a

筑摩書房

5000000828
月刊(毎月28日)

分類：020

月刊

分類：507

所蔵館： 中央－人文科学（5年・禁帯）

チサ 知財管理
a5000005257a

日本知的財産協会

5000002487

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

チシ

地質学雑誌

a5010749056a

日本地質学会

5000005257
月刊(15日)

分類：450

所蔵館： 中央－自然科学（20年・禁帯・1999年1月～）

チス

地図中心 -「地図が好き」マガジン-

a5000005494a

日本地図センター

5010749056
月刊

分類：440

所蔵館： 中央－自然科学（20年・禁帯・2004年4月号～）

チホ

地方公務員安全と健康フォーラム

a5000001985a

地方公務員安全衛生推進協会

5000005494
年数回

分類：318

所蔵館： 中央－社会科学（5年・禁帯）

地方公務員月報
a5000001986a

第一法規

5000001985
月刊(毎月3日)

分類：318

所蔵館： 中央－社会科学（20年・禁帯・1999年1月～）

地方財政
a5000001987a

地方財務協会

5000001986
月刊(毎月29日)

分類：340

所蔵館： 中央－社会科学（20年・禁帯・1999年1月～）

地方財務 -地方財政の総合実務誌a5000004587a

ぎょうせい

5000001987
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～）

地方史研究
a5000004389a

岩田書院

5000004587
隔月刊(偶数月1日)

分類：210

所蔵館： 中央－人文科学（20年・禁帯・1999年1月～）

地方自治
a5000004390a

ぎょうせい

5000004389
月刊(毎月2日)

分類：318

所蔵館： 中央－社会科学（永年・禁帯・1947年10月～）

地方自治職員研修 -自治をつくる自治体職員・議員・市民の政策情報誌a5000000234a

公職研

月刊(毎月18日)

分類：318

月刊(毎月3日)

分類：791

5000004390

所蔵館： 中央－社会科学（5年・禁帯）

チヤ 茶道雑誌
a5013003631a

河原書店

5000000234

所蔵館： 中央－レク（20年・禁帯・1999年1月～）

CHANTO
主婦と生活社

5013003631
月刊(毎月7日)

分類：590

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），港（1年・1M），大正（1年・1M），天王寺（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），住之江（1年・1M），住吉
（1年・1M），西成（1年・1M）
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チク - チヤ

a5000000235a

チユ 中央公論
a 5 0 1 2 0中央公論新社
42026a

5000000235
月刊(毎月10日)

分類：051.3

所蔵館： 中央－人文科学（永年・禁帯・1946年1月～），西淀川（1年・1M），旭（1年・1M），城東
（1年・1M），鶴見（1年・1M），住吉（1年・1M）

中央農研ニュース
a5000004391a

農業・食品産業技術総合研究機構中

5012042026
隔月刊

分類：610

月刊(10日)

分類：366

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯）

中央労働時報
a5000001993a

労委協会

5000004391

所蔵館： 中央－社会科学（20年・禁帯・1999年1月～）

中学の広場
a5000004180a

大阪府公立中学校教育研究会

5000001993
年数回

分類：376

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1979年3月～）

中国研究月報
a5000003216a

中国研究所

5000004180
月刊(25日)

分類：292.2

所蔵館： 中央－人文科学（20年・禁帯・1999年1月～）

中国文学報
a5000002000a

京都大学中国文学会

5000003216
年数回

分類：920

所蔵館： 中央－文学（20年・禁帯・1999年4月～）

中小企業季報
a5000002002a

大阪経済大学中小企業・経営研究所

5000002000
季刊(5・8・11・2月)

分類：335

所蔵館： 中央－社会科学（永年・禁帯・1974年4月～）

中等教育資料
a5000004181a

学事出版

5000002002
月刊(毎月28日)

分類：376

年数回

分類：292

所蔵館： 中央－生活・教育（5年・禁帯）

中東研究
a5000005213a

中東調査会

5000004181

所蔵館： 中央－人文科学（20年・禁帯・1999年1月～）

中部児童文学
a5000006025a

中部児童文学会

5000005213
年数回

分類：F

所蔵館： 中央－児研（永年・禁帯・1996年2月～）

美(ちゅ)ら島沖縄
a5014669302a

沖縄県知事公室

5000006025
月刊

分類：318

季刊

分類：369

所蔵館： 中央－社会科学（1年・禁帯）

ちゅーりっぷ通信
a5000005308a

つどいの広場小田町

5014669302

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2012年4月-～）

チヨ

超音波TECHNO

a5000005561a

日本工業出版社

5000005308
隔月刊(奇数月20日)

分類：500

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

聴覚障害
ジアース教育新社

5000005561
季刊(2.5.8.12月)

分類：378

所蔵館： 中央－生活・教育（20年・禁帯・1999年1月～）
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チユ - チヨ

a5000002029a

チヨ

鳥語 -詩 評論 小説-

a5000002011a

鳥語社

5000002029
年数回

分類：910

所蔵館： 中央－文学（永年・禁帯・1976年2月～）

調査季報
a5000003220a

横浜市都市経営局政策課

5000002011
年数回

分類：365

所蔵館： 中央－社会科学（5年・禁帯）

潮流詩派
a5000001989a

潮流出版社

5000003220
季刊(1・4・7・10月)

分類：911.5

所蔵館： 中央－文学（20年・禁帯・1999年1月～）

チリ

地理

a5011615598a

古今書院

5000001989
月刊(毎月24日)

分類：450

所蔵館： 中央－自然科学（20年・禁帯・1999年8月増刊～）

地理学評論(GEOGRAPHICAL REVIEW OF JAPAN SERIES A)
a5011238131a

古今書院(発売)

隔月刊(奇数月4日)

5011615598
分類：450

所蔵館： 中央－自然科学（5年・禁帯）

チル チルチンびと -住まいは、生き方a5000004395a

風土社

5011238131
季刊(3，6，9，12月各11日)

分類：527

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・2006年7月～），東成（2年・3M）

チン

賃金と社会保障(WAGE&SOCIAL SECURITY)
旬報社(発売)

月２回(毎月4，18日)

5000004395
分類：366

所蔵館： 中央－社会科学（5年・禁帯）
a5000005512a

ツウ

ツ

通販生活 -暮しの道具と暮しの流儀を考える-

a5000002035a

カタログハウス

季刊(1，5，7，11月各15日)

5000005512
分類：527

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年2月～）

通訳翻訳ジャーナル -プロになりたい人と仕事が欲しい人のナビゲーション・マ
a5000001890a

イカロス出版

季刊(2，5，8，11月各21日)

5000002035

分類：800

所蔵館： 中央－言語（20年・禁帯・1999年1月～），東淀川（1年・2M）

ツク

創

5000001890

a5014154547a

創出版

月刊(毎月7日)

分類：051.3

所蔵館： 中央－人文科学（20年・禁帯・1999年1.2月～），鶴見（1年・1M）

ツタ

つたえる県ながさき -これからの長崎県を伝える広報誌-

a5012472647a

長崎県広報課

月刊

5014154547
分類：318

所蔵館： 中央－社会科学（1年・禁帯）

ツト

つどい -八尾市市民活動支援ネットワークセンターNEWS-

a5013993840a

八尾市市民活動支援ネットワークセンタ 月刊

5012472647
分類：318

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2008年11月-～）

ツヒ

つひまぶ -つながるひとまちぶんか大阪市北区役所

5013993840
年数回(3・7・11月)

分類：291.6

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2014年3月～）
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チヨ - ツヒ

a5000002978a

ツメ

詰将棋パラダイス

a5000000833a

詰将棋パラダイス編集部

5000002978
月刊(1日)

分類：796

月刊(毎月25日)

分類：787

所蔵館： 中央－レク（5年・禁帯）

ツリ

つり人 -Fishing Magazine-

a5000003392a

つり人社

5000000833

所蔵館： 中央－レク（5年・禁帯），此花（1年・1M），東成（1年・1M），城東（1年・1M）

ツル ツールエンジニア
a5012353310a

大河出版

5000003392
月刊(毎月27日)

分類：530

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

つるみ
a5014256343a

鶴見区老人クラブ連合会

5012353310
年数回

分類：367.9

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2002年8月～），鶴見（1年・禁帯）

つるみーつ -鶴見緑地おでかけ情報誌: tsurumi-tsu鶴見緑地パークセンター

月刊

5014256343
分類：620

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2015年5月-～）
a5000001035a

テア

テ

テアトロ -総合演劇雑誌-

a5000000737a

カモミール社

5000001035
月刊(毎月13日)

分類：770

所蔵館： 中央－芸術（20年・禁帯・1999年1月～），旭（1年・1M）

テイ

TVO news

a5014469557a

テレビ大阪

5000000737
隔月刊

分類：699

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1986年5月～）

DVD&動画配信でーた
a5012191232a

KADOKAWA(発売)

5014469557
月刊(毎月20日)

分類：778

月刊(毎月20日)

分類：778

所蔵館： 中央－芸術（5年・禁帯）

DVD&ブルーレイでーた
a5011887913a

KADOKAWA(発売)

5012191232

所蔵館： 中央－芸術（5年・禁帯）

ぼうさい(DISASTER MANAGEMENT NEWS)
a5012276717a

内閣府(防災担当)

5011887913

季刊

分類：369

所蔵館： 中央－社会科学（1年・禁帯）

TC -TODA COMMUNICATIONa5000000547a

戸田建設株式会社広報部

5012276717
年数回

分類：510

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯）

DISNEY FAN(ディズニー ファン)
a5014665280a

講談社

5000000547
月刊(毎月25日)

分類：680

所蔵館： 中央－ヤング（5年・1M），淀川（1年・1M）

ディーズ!プラン
大阪市青少年活動協会

5014665280
季刊

分類：379

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2008年夏-～）
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ツメ - テイ

a5000004741a

テイ

T-TIME -トヨタ博物館館だより-

a5011418073a

トヨタ自動車株式会社トヨタ博物館

5000004741
年数回

分類：537

季刊(2，5，8，11月各27日)

分類：769

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯）

DDD -ダンスダンスダンスa5000001045a

フラックス

5011418073

所蔵館： 旭（1年・3M）

ディテール(DETAIL)
a5000003393a

彰国社

5000001045
季刊(3，6，9，12月各17日)

分類：520

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月冬季号～）

Daytona(デイトナ)
a5012165174a

ネコ・パブリッシング

5000003393
月刊(毎月6日)

分類：537

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

外交(DIPLOMACY)
a5000003477a

外務省

5012165174
隔月刊

分類：319

所蔵館： 中央－社会科学（5年・禁帯）

Tipo
a5000004398a

ネコ・パブリッシング

5000003477
月刊(毎月6日)

分類：537

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

テオ

手をつなぐ

a5000002038a

全日本手をつなぐ育成会

5000004398
月刊(1日)

分類：369

所蔵館： 中央－社会科学（20年・禁帯・1999年1月～）

テキ

適塾

a5014204014a

適塾記念会

5000002038
年数回

分類：370

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1956年5月～）

テク

てくる

a5000001047a

てくる会

5014204014
年数回

分類：910

所蔵館： 中央－文学（20年・禁帯・2006年11月～）

テサ デサントスポーツ科学

5000001047

a5010216291a

石本記念デサントスポーツ科学振興財 年数回

分類：780

所蔵館： 中央－レク（20年・禁帯・1999年6月～）

テシ

デジタルカメラ・マガジン

a5000004590a

インプレス

5010216291
月刊(毎月20日)

分類：740

年数回

分類：100

所蔵館： 東淀川（1年・1M），阿倍野（1年・1M）

テツ

哲学研究

a5012276716a

京都哲学会

5000004590

所蔵館： 中央－人文科学（20年・禁帯・1999年4月～）

鉄道・運輸機構だより
a5000000244a

鉄道建設・運輸施設整備支援機構総

5012276716
季刊

分類：680

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯）

鉄道ジャーナル -鉄道の将来を考える専門情報誌成美堂出版(発売)

月刊(毎月21日)

5000000244
分類：536；680

所蔵館： 中央－ポ雑誌（20年・1M・1999年1月～），北（1年・1M），福島（1年・1M），淀川（1年・
1M），東淀川（1年・1M），旭（1年・1M），住之江（1年・1M），東住吉（1年・1M）
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テイ - テツ

a5012780310a

テツ

鉄道車両工業

a5000005582a

日本鉄道車輌工業会

5012780310
季刊

分類：536

月刊(毎月15日)

分類：680；536

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

鉄道ダイヤ情報
a5000000245a

交通新聞社

5000005582

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

鉄道ピクトリアル(THE RAILWAY PICTORIAL)
a5000000246a

電気車研究会

月刊(毎月21日)

5000000245
分類：536

所蔵館： 中央－技術・産業（永年・禁帯・1961年1月～），西淀川（1年・1M）

鉄道ファン(JAPAN RAILFAN MAGAZINE)
交友社

5000000246

月刊(毎月21日)

分類：536

所蔵館： 中央－ポ雑誌（永年・1M・1982年2月～），都島（1年・1M），此花（1年・1M），島之内

a 5 0 0 0 0 0 0 2 4 7 （1年・1M），大正（1年・1M），天王寺（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），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）

鉄道模型趣味(TMS・Hobby of Model Railroading)
a5000006004a

機芸出版社

月刊(毎月20日)

5000000247
分類：507

所蔵館： 城東（1年・1M）

テニ

Tennis Classic break(テニスクラシック・ブレーク)

a5000001036a

日本文化出版

5000006004

月刊(毎月5日)

分類：783

月刊(毎月21日)

分類：783

所蔵館： 中央－レク（5年・禁帯）

Tennis Magazine
a5000000836a

ベースボール・マガジン社

5000001036

所蔵館： 中央－レク（5年・禁帯），大正（1年・1M），旭（1年・1M）

テホ

でぽら

a5000001386a

全国過疎地域活性化連盟

5000000836
年数回(3・9月)

分類：318

所蔵館： 中央－社会科学（1年・禁帯）

テミ

月刊THEMIS

a5000002934a

テーミス

5000001386
月刊(1日)

分類：051.3

所蔵館： 中央－ポ雑誌（5年・1M）

テル テルミ -手で見る学習絵本a5000001037a

日本児童教育振興財団

5000002934
隔月刊(偶数月1日)

分類：051.8

所蔵館： 中央－こども（永年・2M・1996年2月～）

テレ

テレコミュニケーション

a5000005264a

リックテレコム

5000001037
月刊(25日)

分類：547

月刊(月末日)

分類：451

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

テン

天気

a5000003479a

日本気象学会

5000005264

所蔵館： 中央－自然科学（20年・禁帯・1999年1月～）

電気学会誌(The Journal of The Institute of Electrical Engineers of Japan)
オーム社(発売)

月刊(毎月6日)

5000003479

分類：540

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）
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テツ - テン

a5000003485a

テン

電気計算

a5014085496a

電気書院

5000003485
月刊(毎月12日)

分類：540

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

電気現場
a5000002052a

電気情報社

5014085496
月刊(毎月23日)

分類：540

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

電気とガス
a5000002053a

経済産業調査会

5000002052
月刊(15日)

分類：540；570

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

電気と工事(Magazine of Electrical Construction Engineering) -現場技術者のた
a5000003490a

オーム社

月刊(毎月15日)

5000002053

分類：540

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

電気評論(ELECTRICAL REVIEW)
a5000004554a

電気評論社

5000003490
月刊(毎月17日)

分類：540

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

電業社機械
a5011634999a

電業社機械製作所

5000004554
年数回

分類：530

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

電撃文庫MAGAZINE
a5000002059a

KADOKAWA

5011634999
隔月刊(偶数月10日)

分類：F

所蔵館： 都島（未定・2M），西淀川（1年・2M），住吉（2年・2M）

電子航法研究所報告
a5000003411a

電子航法研究所

5000002059
年数回

分類：550

月刊(20日)

分類：051.3

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

点字ジャーナル [点字版]
a5000003493a

東京ヘレン・ケラー協会点字出版部

5000003411

所蔵館： 中央－ＳＨ（20年・禁帯・1999年1月～）

電子情報通信学会誌(THE JOURNAL OF THE INSTITUTE OF ELECTRONIC
a5000003412a

電子情報通信学会

月刊(毎月18日)

分類：547

月刊

分類：051.3

5000003493

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

点字の友 [点字版]
a5010910841a

東京点字出版所

5000003412

所蔵館： 中央－ＳＨ（20年・禁帯・1999年1月10日号～）

点字毎日 音声版 -視覚障害者用デジタル録音図書DAISY2.02a5000002405a

毎日新聞社

隔週刊(日曜日)

5010910841
分類：369

所蔵館： 中央－ＳＨ（20年・禁帯・2005年2月13日/2月20日～）

点字毎日[点字版]
a5000004457a

毎日新聞社

5000002405
週刊(日曜日)

分類：369

所蔵館： 中央－ＳＨ（20年・禁帯・1999年1月3・10日～）

点字民報
全日本視力障害者協議会

5000004457
月刊

分類：369

所蔵館： 中央－ＳＨ（20年・禁帯・1999年1月～）
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テン - テン

a5012771441a

テン

点字民報 [デイジー版] -視覚障害者と家族のための月刊紙-

a5000004458a

点字民報社

月刊

5012771441
分類：369

所蔵館： 中央－ＳＨ（20年・禁帯・2013年4月～）

点字民報 [点字版]
a5000005640a

全日本視力障害者協議会

5000004458
月刊

分類：369

所蔵館： 中央－ＳＨ（20年・禁帯・1999年1月号～）

電設技術(Electrical Construction Engineering) -電気設備の総合誌a5000002061a

オーム社(発売)

月刊(毎月15日)

5000005640

分類：540

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月号～）

電線時報
a5012276709a

日本電線工業会

5000002061
年数回

分類：540

年数回

分類：540

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

DEN-CHU-KEN TOPICS
a5000004630a

電力中央研究所広報グループ

5012276709

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯）

電中研ニュース
a5010749279a

電力中央研究所広報グループ

5000004630
年数回

分類：540

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯）

電脳会議
a5000005476a

技術評論社

5010749279
年数回

分類：549

年数回

分類：291.6

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯）

テンプス -かいづか文化財だよりa5000000835a

貝塚市教育委員会

5000005476

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1997年3月～）

てんまてんじん -大阪天満宮社報a5000000249a

大阪天満宮社務所

5000000835
年数回

分類：170

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1973年～），北（永年・禁帯）

月刊天文ガイド
a5000000250a

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）

天文月報(THE ASTRONOMICAL HERALD)
a5000004932a

日本天文学会

月刊(毎月26日)

5000000250
分類：440

所蔵館： 中央－自然科学（20年・禁帯・1999年1月～）

電友
a5014010085a

東京都電設協会

5000004932
年数回

分類：540

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯）

電力経済研究
電力中央研究所社会経済研究所

5014010085
年数回

分類：540

所蔵館： 中央－技術・産業（永年・禁帯・2015年3月～）
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テン - テン

a5000005248a

トウ

ト

銅

5000005248

a5012237095a

日本銅センター

年数回

分類：560

月刊

分類：911.1

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

塔

5012237095

a5012415813a

塔発行所

所蔵館： 中央－文学（永年・禁帯・2011年1月～）

道(DOU) -文武に学び未来を拓くa5000002782a

どう出版

5012415813
季刊(1・4・7・10月)

分類：789

所蔵館： 中央－レク（5年・禁帯）

Tokai -東海大学通信a5000005312a

東海大学学園校友会

5000002782
季刊(1・4・7・10月)

分類：377

所蔵館： 中央－生活・教育（1年・禁帯）

登記研究(THE STUDY OF REGISTRATION) -実務家の機関誌a5000002076a

テイハン

月刊(毎月8日)

5000005312
分類：324

所蔵館： 中央－技術・産業（永年・禁帯・1997年2月～）

東京人
a5011444618a

都市出版

5000002076
月刊(毎月3日)

分類：291.3

所蔵館： 中央－人文科学（20年・禁帯・1999年1月～）

東京大学史料編纂所附属画像史料解析センター通信
a5000004615a

東京大学史料編纂所

季刊(1・4・7・10月)

5011444618
分類：210

所蔵館： 中央－人文科学（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
a5000004401a

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）

統計
a5014484852a

日本統計協会

5000004401
月刊(毎月11日)

分類：350

所蔵館： 中央－社会科学（20年・禁帯・1999年1月～）

投資経済 -産業・企業・株式情報誌a5000003495a

投資経済社

5014484852
月刊(毎月10日)

分類：338

所蔵館： 住之江（1年・1M）

投資手帖
a5011264961a

日本株式新聞社

5000003495
月刊(毎月20日)

分類：338

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

Toshiba future design -安全で快適なエレベーターの未来をデザインするa5000002080a

東芝エレベータ株式会社広報室

季刊

分類：530

月刊(毎月10日)

分類：379

5011264961

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯）

灯台
第三文明社

5000002080

所蔵館： 中央－生活・教育（5年・禁帯）
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トウ - トウ

a5010275254a

トウ

ドゥーパ! -Do It Yourself!-

a5000003184a

学研プラス

5010275254
隔月刊(奇数月8日)

分類：590

季刊

分類：480

所蔵館： 中央－生活・教育（5年・禁帯）

どうぶつと動物園
a5000003223a

東京動物園協会

5000003184

所蔵館： 中央－自然科学（20年・禁帯・1999年1月～）

東方學

5000003223

a5014669265a

東方學會

年数回

分類：929

所蔵館： 中央－文学（永年・禁帯・1996年1月～）

島民 -中之島の「街事情」マガジン島民プレス

5014669265
季刊(1日)

分類：291.6

a 5 0 1 1所蔵館：
8 0 8 2 3 4 中央－大阪（永年・禁帯），北（永年・3M・※），都島（1年・禁帯・※），此花（1年・禁
a

帯・※），島之内（1年・※），港（1年・3M・※），西淀川（1年・1M・※），生野（6月・禁帯・
※），阿倍野（1年・禁帯・※），住吉（3年・禁帯・※），東住吉（6月・禁帯・※）

月刊島民中之島 -橋を渡る人の「街事情」マガジンa5000000171a

月刊島民プレス
⇒

月刊(1日)

5011808234
分類：291.6

「島民」に

週刊東洋経済
a 5 0 1 2 4東洋経済新報社
76456a

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）

月刊東洋療法 -鍼灸マッサージ情報誌a5000002097a

全日本鍼灸マッサージ師会

5012476456

月刊(1日)

分類：492

所蔵館： 中央－自然科学（1年・禁帯）

道路建設
a5013980683a

日本道路建設業協会

5000002097
隔月刊(奇数月1日)

分類：510

月刊

分類：780

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

東和薬品RACTABドーム月間行事案内
a5000001637a

東和薬品RACTABドーム(大阪府立門

5013980683

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2015年10月-～）

トキ

時の法令

a5000002100a

全国官報販売協同組合(発売)

5000001637
月２回(毎月17，30日)

分類：320

所蔵館： 中央－社会科学（永年・禁帯・1950年2月～）

トク

特殊鋼(The Special Steel)

a5000005015a

特殊鋼倶楽部

5000002100
隔月刊(奇数月)

分類：560

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

読書 -目の見えない方・見えにくい方の情報誌a5000002101a

日本ライトハウス情報文化センター

月刊(1日)

5000005015
分類：010

所蔵館： 中央－ＳＨ（1年・禁帯）

読書 [点字版] -目の見えない方・見えにくい方の情報誌a5000000430a

日本ライトハウス情報文化センター

月刊(1日)

5000002101
分類：010

所蔵館： 中央－ＳＨ（1年・禁帯）

特選街
マキノ出版

5000000430
月刊(毎月3日)

分類：675

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～），東成（1年・1M），平野（1年・1M）
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トウ - トク

a5000000253a

トク

TALK TALK(トークトーク) -明日の日本を考えるヒューマンネットワーク-

a5000006113a

心の開発集団-JAM

年数回

5000000253

分類：051.3

所蔵館： 中央－人文科学（20年・禁帯・1999年1月～）

特別支援教育
a5011212453a

東洋館出版社

5000006113
季刊(1，4，7，10月)

分類：378

所蔵館： 中央－生活・教育（5年・禁帯）

特別支援教育の実践情報
a5012705077a

明治図書出版

5011212453
隔月刊(奇数月22日)

分類：378

季刊

分類：291.6

所蔵館： 中央－生活・教育（5年・禁帯）

トコ

とことことん -こどもと一緒の毎日を応援-

a5000002066a

ジェイアール西日本コミュニケーション

5012705077

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2011年創刊号～），東成（2年・3M）

トシ

都市計画

a5010759952a

日本都市計画学会

5000002066
隔月刊

分類：519

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年3月～）

都市研究 -近畿都市学会学術雑誌a5000002064a

近畿都市学会

5010759952
その他

分類：519

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2001年10月～）

都市と公共交通
a 5 0 0 0 0大阪公共交通研究所
00254a

5000002064
年数回

分類：680

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1983年9月～），北（5年），大正（3年・3M），東淀川（1年），
住吉（1年・3M），平野（1年），西成（未定）

都市と自然
a5000002065a

大阪自然環境保全協会

5000000254
月刊(1日)

分類：519

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1976年5月～）

都市と廃棄物
a5000002070a

環境産業新聞社

5000002065
月刊(28日)

分類：519

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

都市問題
a5000001790a

後藤・安田記念東京都市研究所

5000002070
月刊(毎月5日)

分類：318

所蔵館： 中央－社会科学（永年・禁帯・1967年2月～）

図書
a5000005958a

岩波書店

5000001790
月刊(毎月28日)

分類：020

季刊

分類：216

隔月刊(奇数月初)

分類：010

所蔵館： 中央－人文科学（1年・禁帯）

道修町 -道修町インフォメーションa5000001800a

道修町資料保存会

5000005958

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1997年～）

図書館界
a5000004207a

日本図書館研究会

5000001800

所蔵館： 中央－図研（永年・禁帯・1947年5月～）

図書館学
西日本図書館学会

5000004207
年数回(3・9月)

分類：010

所蔵館： 中央－図研（永年・禁帯・1996年5月～）
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トク - トシ

a5000001802a

トシ

図書館雑誌(THE LIBRARY JOURNAL)

a5013041462a

日本図書館協会

5000001802
月刊(毎月20日)

分類：010

所蔵館： 中央－図研（永年・禁帯・1907年～）

図書館の学校 -公益財団法人図書館振興財団機関誌a5010998458a

図書館振興財団

季刊(3，6，9，12月各第3木曜

5013041462
分類：010

所蔵館： 中央－図研（永年・禁帯・2000年1月号～）

図書館の自由

5010998458

a5000003497a

日本図書館協会図書館の自由委員会 季刊

分類：010

所蔵館： 中央－図研（永年・禁帯・2005年5月号～）

トソ

塗装技術(COATING TECHNOLOGY) -材料と施工-

a5010777376a

理工出版社

月刊(毎月3日)

5000003497
分類：570

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

トチ

土地家屋調査士大阪

a5000005748a

大阪土地家屋調査士会

5010777376
季刊

分類：670

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1999年7月～）

トツ

とっとり県政だより

a0413155032a

鳥取県総務部秘書課広報室

5000005748
月刊(1日)

分類：318

所蔵館： 中央－社会科学（1年・禁帯）

[電子資料]トップリーダーMONTHLY[商用データベース]
a5000002503a

日経BP社

0413155032
分類：335

所蔵館：

トヒ

TOPICS咲くやこの花館

a5011099283a

咲くやこの花館

5000002503
年数回

分類：470

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1991年3月-～），住吉（6月・禁帯）

トフ

飛ぶ教室 -児童文学の冒険-

a5000002073a

光村図書出版

5011099283
季刊

分類：909

所蔵館： 中央－児研（永年・禁帯・2005年春号～）

トホ

土木学会誌

a5000003500a

土木学会

5000002073
月刊

分類：510

所蔵館： 中央－技術・産業（永年・禁帯・1956年1月～）

土木技術(CIVIL ENGINEERING) -Civil Engineering for Lifea5000003501a

土木技術社

月刊(毎月28日)

5000003500
分類：510

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

土木施工 -Journal of Civil Engineeringa5012495061a

オフィス・スペース

5000003501
月刊(毎月22日)

分類：510

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

土木施工単価(Unit Price and Cost Data for Civil Works) -土木工事・下水道工
a5000005779a

経済調査会

季刊(1，4，7，10月各25日)

5012495061

分類：510

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・2011年10月秋号～）

トマ

Domani(ドマーニ)
小学館

5000005779
隔月刊(偶数月28日)

分類：051.7

所蔵館： 中央－ポ雑誌（5年・1M），島之内（1年・2M），淀川（1年・2M），東成（1年・1M），城東
（1年・1M）
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トシ - トマ

a5014670109a

トモ

ともに歩む -人と地域とYMCAサンホームをつなぐニューズレター-

a5000002444a

大阪YMCAサンホーム広報委員会

季刊

5014670109
分類：369

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2014年12月-～）

友の会通信(ASSOCIATES NEWS)
a5000004792a

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～）

トヨ

TOYOTA Technical Review

a5000000258a

トヨタ自動車

5000004792
年数回

分類：537

月刊(毎月20日)

分類：537

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯）

トラ

driver

a5014256340a

八重洲出版

5000000258

所蔵館： 大正（1年・1M），旭（1年・1M）

どらいぶらり -いつもの阪神高速で、お出かけしようa5000002980a

阪神高速道路

季刊

5014256340
分類：680

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2013年3月-～）

月刊Dragons
a5000000544a

中日新聞社

5000002980
月刊(毎月22日)

分類：783.7

所蔵館： 中央－レク（20年・禁帯・1999年1月～）

ドラゴンマガジン
a5000004919a

KADOKAWA

5000000544
隔月刊(奇数月20日)

分類：051.8

所蔵館： 中央－ヤング（5年・2M），阿倍野（1年・2M）

TRAFFIC&BUSINESS -季刊道路新産業a5000003613a

道路新産業開発機構

5000004919

年数回

分類：680

月刊(毎月18日)

分類：778

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

ドラマ -脚本の月刊誌a5000003503a

映人社

5000003613

所蔵館： 中央－芸術（5年・禁帯）

トランジスタ技術 -役にたつエレクトロニクスの総合誌a5000003504a

CQ出版社

月刊(毎月10日)

5000003503
分類：540

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

トランジスタ技術SPECIAL
a5013041450a

CQ出版

5000003504
季刊(3，6，9，12月各29日)

分類：540

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年WINTER～）

トリ

小説トリッパー(TRIPPER)

a5000004526a

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～）

塗料の研究
a5012522086a

関西ペイント

5000004526
年数回

分類：570

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

トレ

旅と鉄道
山と溪谷社(発売)

5012522086
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～）
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トモ - トレ

a5000003506a

トロ

TRONWARE

a5000002607a

パーソナルメディア出版部

5000003506
隔月刊

分類：549

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年2月～）

トン

DAWN(ドーン)

a5014256339a

絵本・児童文学研究センター

5000002607
不定期

分類：909

所蔵館： 中央－児研（永年・禁帯・1993年9月～）

DAWN通信 -ドーン財団(一般財団法人大阪府男女共同参画推進財団)ニュー
a5000003507a

ドーン財団

季刊

5014256339

分類：367

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2009年3月-～）

トンネルと地下(Tunnels and Underground) -日本トンネル技術協会誌土木工学社

月刊(毎月30日)

5000003507

分類：680

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）
a5000003249a

ナイ

ナ

内科(Internal Medicine) -臨床雑誌-

a5014654346a

南江堂

5000003249
月刊(毎月25日)

分類：493

所蔵館： 中央－自然科学（20年・禁帯・1999年1月～）

ナカ

長居公園だより

5014654346

a5000000842a

長居公園スポーツの森プロジェクトグル 月刊

分類：620

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2014年7月-～）

ナキ なきごえ

5000000842

大阪市天王寺動物園協会

季刊

分類：480

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1965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 2 6 2 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）

ナコ

なごみ -茶のあるくらし-

a5011419107a

淡交社

5000000262
月刊(毎月28日)

分類：791

所蔵館： 中央－レク（5年・禁帯），東成（1年・1M），平野（1年・1M）

和-nagomi -和歌山の人、社会、地域a5000002634a

和歌山県

5011419107
年数回

分類：291.6

月刊(毎月30日)

分類：400

所蔵館： 中央－人文科学（1年・禁帯）

ナシ

NATIONAL GEOGRAPHIC -日本版日経ナショナルジオグラフィック社

5000002634

a 5 0 0 0所蔵館：
0 0 3 2 5 1 中央－自然科学（永年・禁帯・1995年創刊前特別号～），島之内（1年・1M），浪速（1
a

年・1M），西淀川（1年・1M），東淀川（1年・1M），東成（1年・1M），旭（1年・1M），鶴見
（1年・1M），住吉（1年・1M），平野（1年・1M）

Nursing(月刊ナーシング)
a5010642405a

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～）

ナツ

NATTS(ナッツ) -NANKAI AREA TOP TOTAL SITE南海電気鉄道株式会社NATTS(ナッツ) 月刊(1日)

5010642405
分類：291.6

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2002年12月～）
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トロ - ナツ

a5014647994a

ナニ

なにわっ子ネット -子育て支援情報紙-

5014647994

a5011473891a

なにわっ子ネット(子育て支援ネットワー 季刊

分類：369

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2009年4・5・6月-～）

なにわ歴博カレンダー
a5000002167a

大阪歴史博物館

5011473891
季刊

分類：210

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2002年-～）

ナミ

月刊波

a5000004185a

日本てんかん協会

5000002167
月刊(1日)

分類：493

月刊(毎月27日)

分類：020

季刊

分類：369

所蔵館： 中央－自然科学（1年・禁帯）

波 -monthly magazine Namia5012472650a

新潮社

5000004185

所蔵館： 中央－人文科学（1年・禁帯）

なみよけ -0歳から100歳のしあわせa5012518370a

波除福祉会

5012472650

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2009年夏-～）

ナン

ナント経済月報(Nanto Monthly Report)

a5012518370a

南都経済研究所

5012518370
月刊

分類：332

所蔵館： 中央－社会科学（5年・禁帯）

ナント経済月報(Nanto Monthly Report)
南都経済研究所

5012518370
月刊

分類：332

所蔵館： 中央－社会科学（5年・禁帯）
a5000005539a

ニコ

ニ

nicola(ニコラ)

a 5 0 1 4 5新潮社
79668a

5000005539
月刊(毎月1日)

分類：593

所蔵館： 中央－ヤング（5年・1M），都島（1年・1M），此花（1年・1M），東淀川（1年・1M），住吉
（1年・1M）

ニシ

西区社協だより -ふれあい西区-

a5014669297a

大阪市西区社会福祉協議会

5014579668
年数回

分類：369

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2014年1月-～）

西区地域包括支援センターニュース
a5014669303a

西区地域包括支援センター

5014669297
月刊

分類：369

月刊

分類：369

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯）

西区老人福祉センターだより
a5014669292a

[大阪市立]西区老人福祉センター

5014669303

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2009年6月-～）

西成地区保護司会報
a5010984114a

西成地区保護司会

5014669292
年数回

分類：326

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2014年1月～）

ニチ

にちぎん
日本銀行情報サービス局

5010984114
季刊

分類：338

所蔵館： 中央－社会科学（5年・禁帯）
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ナニ - ニチ

a5013933003a

ニチ

日曜作家

a0413155041a

日曜作家編集部

5013933003
季刊

分類：910

所蔵館： 中央－文学（20年・禁帯・2015年夏号～）

ニツ

[電子資料]日経IT21[商用データベース]

0413155041

a0413155040a

日経BP社

分類：549

所蔵館：

[電子資料]日経ITプロフェッショナル[商用データベース]
a0413155060a

0413155040
分類：549

日経BP社

所蔵館：

[電子資料]日経アーキテクチュア[商用データベース]
a5000005503a

日経BP社

0413155060
分類：520

所蔵館：

日経アーキテクチュア
a0413155033a

日経BP社

5000005503
月２回

分類：520

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月11日～）

[電子資料]日経アドバンテージ[商用データベース]
a0414516872a

日経BP社

0413155033
分類：547

所蔵館：

[電子資料]日経ESG[商用データベース]

0414516872

a0413155079a

日経BP社

分類：335

所蔵館：

[電子資料]日経EW[商用データベース] -elegant & executive woman.a0413155043a

0413155079

分類：051.7

日経BP社

所蔵館：

[電子資料]日経インターネットソリューション[商用データベース]
a0413155042a

日経BP社

0413155043
分類：547

所蔵館：

[電子資料]日経Windowsプロ[商用データベース] -Nikkei Windows for IT profes
a0413155048a

日経BP社

0413155042

分類：549

所蔵館：

[電子資料]日経WinPC[商用データベース] -「買いたい」「使いたい」を刺激する
a0413155071a

日経BP社

0413155048

分類：549

所蔵館：

[電子資料]日経WOMAN[商用データベース]
a5000000267a

日経BP社

0413155071
分類：051.7

所蔵館：

日経WOMAN
a 0 4 1 3 1日経BPマーケティング(発売)
55028a

5000000267
月刊(毎月7日)

分類：051.7

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

[電子資料]日経エコロジー[商用データベース]
日経BP社

0413155028
分類：335

所蔵館：
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ニチ - ニツ

a0413155029a

ニツ

[電子資料]日経エネルギー[商用データベース]

a0414160998a

0413155029
分類：500

日経BP社

所蔵館：

[電子資料]日経エネルギーnext [商用データベース](Nikkei energy next)
a0413155054a

日経BP社

0414160998

分類：500

所蔵館：

[電子資料]日経エレクトロニクス[商用データベース]
a5000003509a

0413155054
分類：549

日経BP社

所蔵館：

日経エレクトロニクス
a0413155072a

日経BP社

5000003509
月刊(毎月20日)

分類：549

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

[電子資料]日経エンタテインメント![商用データベース] -ヒットがわかる流行情報
a5000005489a

日経BP社

0413155072

分類：051.6

所蔵館：

日経エンタテインメント! -ヒットがわかる流行情報誌a 0 4 1 3 1日経BPマーケティング(発売)
55077a

月刊(毎月4日)

5000005489
分類：051.6

所蔵館： 天王寺（1年・1M），西淀川（1年・1M），城東（1年・1M），阿倍野（1年・1M），平野（1
年・1M）

[電子資料]日経おとなのOFF[商用データベース]
a5010201820a

0413155077
分類：051.3

日経BP社

所蔵館：

日経おとなのOFF
a 0 4 1 3 1日経BPマーケティング(発売)
55057a

5010201820
月刊(毎月6日)

分類：051.3

所蔵館： 中央－ポ雑誌（永年・1M・2001年11月～），浪速（1年・1M），西淀川（1年・1M），住吉
（1年・1M）

[電子資料]日経Automotive Technology[商用データベース]
a0413155078a

日経BP社

0413155057
分類：537

所蔵館：

[電子資料]日経キッズプラス[商用データベース]
a5010749285a

0413155078
分類：379

日経BP社

所蔵館：

日経グローカル(NIKKEI GLOCAL) -創造的地域経営のための専門情報誌a0414516871a

日本経済新聞社産業地域研究所

月２回(第1・3月曜日)

5010749285

分類：333

所蔵館： 中央－社会科学（5年・禁帯）

[電子資料]日経クロストレンド [商用データベース](Nikkei X trend)
a0413155051a

日経BP社

0414516871
分類：675

所蔵館：

[電子資料]日経コミュニケーション[商用データベース]
a0413155061a

0413155051
分類：690

日経BP社

所蔵館：

[電子資料]日経コンストラクション[商用データベース]
日経BP社

0413155061
分類：510

所蔵館：
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ニツ - ニツ

a0413155035a

ニツ

[電子資料]日経コンピュータ[商用データベース]

a5000002111a

0413155035
分類：549

日経BP社

所蔵館：

日経コンピュータ
a0413155058a

日経BP社

5000002111
隔週刊

分類：549

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

[電子資料]日経サイエンス[商用データベース]
a5000000464a

0413155058
分類：400

日経BP社

所蔵館：

日経サイエンス -SCIENTIFIC AMERICAN日本版a0413155037a

日本経済新聞出版社(発売)

月刊(毎月25日)

5000000464
分類：400

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

[電子資料]日経SYSTEMS[商用データベース]
a5011176894a

日経BP社

0413155037
分類：549

所蔵館：

日経SYSTEMS
a0413155036a

日経BP社

5011176894
月刊

分類：549

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・2006年4月～）

[電子資料]日経情報ストラテジー[商用データベース]
a0413155065a

日経BP社

0413155036
分類：336

所蔵館：

[電子資料]日経食品マーケット[商用データベース] -Nikkei food marketa0413155038a

0413155065

分類：670

日経BP社

所蔵館：

[電子資料]日経ソフトウェア[商用データベース]
a0413155044a

日経BP社

0413155038
分類：549

所蔵館：

[電子資料]日経ソリューションビジネス[商用データベース]
a0413155063a

日経BP社

0413155044
分類：549

所蔵館：

[電子資料]日経デザイン[商用データベース]
a5000003616a

日経BP社

0413155063
分類：757

所蔵館：

日経デザイン
a0413155056a

日経BP社

5000003616
月刊(24日)

分類：757

所蔵館： 中央－芸術（5年・禁帯）

[電子資料]日経デジタルエンジニアリング[商用データベース]
a0413238659a

日経BP社

0413155056
分類：500

所蔵館：

[電子資料]日経デジタルマーケティング[商用データベース]
日経BP社

0413238659
分類：675

所蔵館：
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ニツ - ニツ

a0413155027a

ニツ

[電子資料]日経トップリーダー[商用データベース] -日経ベンチャー-

a5011841671a

0413155027

分類：335

日経BP社

所蔵館：

日経トップリーダー
a0413155069a

日経BP社

5011841671
月刊(1日)

分類：335

所蔵館： 中央－社会科学（5年・禁帯）

[電子資料]日経ドラッグインフォメーション[商用データベース]
a0413155073a

0413155069
分類：499

日経BP社

所蔵館：

[電子資料]日経TRENDY[商用データベース]
a5000000268a

日経BP社

0413155073
分類：051.3

所蔵館：

日経トレンディ(TRENDY) -個人生活を刺激する流行情報誌日経BPマーケティング(発売)

月刊(毎月4日)

5000000268
分類：051.3

所蔵館： 中央－ポ雑誌（5年・1M），島之内（1年・1M），港（1年・1M），大正（1年・1M），天王寺

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

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

[電子資料]日経ネットビジネス[商用データベース]
a0413155052a

日経BP社

0413155053
分類：336

所蔵館：

[電子資料]日経NETWORK[商用データベース]
a0413155070a

日経BP社

0413155052
分類：547

所蔵館：

[電子資料]日経バイオビジネス[商用データベース]
a0413155049a

日経BP社

0413155070
分類：460

所蔵館：

[電子資料]日経バイト[商用データベース] -Nikkei bytea0413155045a

0413155049
分類：549

日経BP社

所蔵館：

[電子資料]日経パソコン[商用データベース]
a5000002113a

日経BP社

0413155045
分類：549

所蔵館：

日経パソコン
a0413155046a

日経BP社

5000002113
月２回(第2・4月曜)

分類：549

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯），鶴見（1年・2W），平野（6月・2W）

[電子資料]日経PC21[商用データベース]

0413155046

a5000005001a

分類：549

日経BP社

所蔵館：

日経PC21 -必ず使える!必ずわかる!日経BPマーケティング(発売)

5000005001
月刊(毎月24日)

分類：549

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯），北（1年・1M），都島（1年・1M），福島（1年・1M），此花
（2年・1M），島之内（1年・1M），港（1年・1M），西淀川（1年・1M），淀川（1年・1M），東
淀川（1年・1M），生野（1年・1M），城東（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）
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ニツ - ニツ

a0413155026a

ニツ

[電子資料]日経ビジネス[商用データベース]

a5000000269a

0413155026
分類：330

日経BP社

所蔵館：

日経ビジネス
a 0 4 1 3 1日経BP社
55031a

5000000269
週刊(月曜日)

分類：330

所蔵館： 中央－社会科学（20年・禁帯・1999年1月4日～），福島（3月・1W），島之内（1年・
1W），大正（6月・1W），旭（3月・1W），平野（3月・1W）

[電子資料]日経ビジネスアソシエ[商用データベース]
a0413155047a

0413155031
分類：336

日経BP社

所蔵館：

[電子資料]日経PCビギナーズ[商用データベース]
a0413155034a

日経BP社

0413155047
分類：549

所蔵館：

[電子資料]日経ビズテック[商用データベース]
a0413238661a

0413155034
分類：336

日経BP社

所蔵館：

[電子資料]日経BigData[商用データベース]

0413238661

a0413155030a

日経BP社

分類：335

所蔵館：

[電子資料]日経BPガバメントテクノロジー[商用データベース] -行政サービス・業
a0413155075a

0413155030

分類：318

日経BP社

所蔵館：

[電子資料]日経ヘルス[商用データベース]

0413155075

a5000005662a

日経BP社

分類：490

所蔵館：

日経ヘルス -もっと健康に、もっと美しくa 0 4 1 3 1日経BPマーケティング(発売)
55068a

5000005662

隔月刊(奇数月2日)

分類：490

所蔵館： 中央－自然科学（20年・禁帯・1999年1月号～），此花（1年・2M），西淀川（1年・2M），
旭（1年・1M），住吉（1年・1M），東住吉（1年・2M）

[電子資料]日経ヘルスケア[商用データベース]
a5011332277a

0413155068
分類：498

日経BP社

所蔵館：

日経ヘルスケア -医療・介護の経営情報a0413155076a

日経BP社

5011332277

月刊

分類：498

所蔵館： 中央－自然科学（20年・禁帯・2006年10月～）

[電子資料]日経ヘルスプルミエ[商用データベース]
a0413155062a

日経BP社

0413155076
分類：490

所蔵館：

[電子資料]日経ホームビルダー[商用データベース]
a0413155059a

0413155062
分類：527

日経BP社

所蔵館：

[電子資料]日経マイクロデバイス[商用データベース] -Nikkei microdevices日経BP社

0413155059

分類：549

所蔵館：
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ニツ - ニツ

a0413155050a

ニツ

[電子資料]日経MAC[商用データベース]

0413155050

a0413155074a

分類：549

日経BP社

所蔵館：

[電子資料]日経マネー[商用データベース]

0413155074

a5000000270a

日経BP社

分類：338

所蔵館：

日経マネー
日経BPマーケティング(発売)

5000000270
月刊(毎月21日)

分類：338

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

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

野（1月・1M），旭（1年・1M），城東（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）

[電子資料]日経メディカル[商用データベース]
a5000005262a

日経BP社

0413155066
分類：490

所蔵館：

日経メディカル
a0413155067a

日経BP社

5000005262
月刊(10日)

分類：490

所蔵館： 中央－自然科学（20年・禁帯・1999年1月～）

[電子資料]日経メディカル Cancer Review[商用データベース]
a0413155055a

日経BP社

0413155067
分類：490

所蔵館：

[電子資料]日経ものづくり[商用データベース]
a5010734857a

日経BP社

0413155055
分類：500

所蔵館：

日経ものづくり -製造業の開発・設計・生産を応援するa0413155039a

日経BP社

月刊(28日)

5010734857
分類：500

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯），西淀川（1年・1M），東成（1年・1M）

[電子資料]日経Linux[商用データベース]

0413155039

a5011403193a

分類：549

日経BP社

所蔵館：

日経Linux(日経リナックス)
a0413155064a

日経BPマーケティング(発売)

5011403193
隔月刊(偶数月8日)

分類：549

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

[電子資料]日経レストラン[商用データベース]
a0414161002a

日経BP社

0413155064
分類：670

所蔵館：

[電子資料]Nikkei robotics [商用データベース]
a5000002119a

0414161002
分類：500

日経BP社

所蔵館：

日生病院医学雑誌
日本生命済生会付属日生病院

5000002119
年数回

分類：492

所蔵館： 中央－自然科学（1年・禁帯）
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ニツ - ニツ

a5000004783a

ニツ

日中医学 -日中医学協会機関誌-

a5000002120a

日中医学協会

5000004783
季刊

分類：490

季刊(5・6・9・12月)

分類：700

所蔵館： 中央－自然科学（5年・禁帯）

日展ニュース
a5000004745a

日展

5000002120

所蔵館： 中央－芸術（1年・禁帯）

Nitto Technical Report
a5000000271a

日東精工株式会社研究開発部

5000004745
年数回

分類：530

月刊(毎月20日)

分類：740

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯）

日本カメラ
a5000002129a

日本カメラ社

5000000271

所蔵館： 此花（1年・1M），淀川（1年・1M），西成（1年・1M）

ニホ

日本医師会雑誌

a5000004839a

日本医師会

5000002129
月刊

分類：490

所蔵館： 中央－自然科学（20年・禁帯・1999年1月1日～）

日本機械学会誌(Journal of the Japan Society of Mechanical Engineers)
a5000003328a

丸善出版(発売)

月刊(毎月17日)

5000004839

分類：530

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

日本近代文学
a5000002135a

日本近代文学会

5000003328
年数回(5・11月)

分類：910.26

所蔵館： 中央－文学（永年・禁帯・1996年5月～）

日本近代文学館
a5000005141a

日本近代文学館

5000002135
隔月刊

分類：060；910

所蔵館： 中央－文学（永年・禁帯・2013年1月1日号～）

日本研究
a5014549484a

国際日本文化研究センター

5000005141
年数回

分類：291

所蔵館： 中央－人文科学（20年・禁帯・1999年6月～）

日本公庫つなぐ
a5000005499a

日本政策金融公庫広報部

5014549484
季刊

分類：338

月刊(毎月1日)

分類：810

所蔵館： 中央－社会科学（1年・禁帯）

日本語学
a5000003660a

明治書院

5000005499

所蔵館： 中央－言語（20年・禁帯・1999年1月～）

日本語教育
a5000004602a

日本語教育学会

5000003660
年数回(4・8・12月)

分類：810

所蔵館： 中央－言語（20年・禁帯・1999年3月～）

日本国際フォーラム会報
a5000002137a

日本国際フォーラム

5000004602
季刊

分類：319

所蔵館： 中央－社会科学（1年・禁帯）

日本古書通信
日本古書通信社

5000002137
月刊(15日)

分類：020

所蔵館： 中央－人文科学（永年・禁帯・1960年1月～）
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ニツ - ニホ

a5010915895a

ニホ

日本語の研究

a5000002140a

武蔵野書院(発売)

5010915895
年数回(4，8，12月)

分類：810

所蔵館： 中央－言語（永年・禁帯・2005年1月～）

日本児童文学
a5000002143a

小峰書店(発売)

5000002140
隔月刊(奇数月9日)

分類：909

所蔵館： 中央－児研（永年・禁帯・1946年9月～）

日本写真家協会会報
a5000002144a

日本写真家協会

5000002143
年数回(2・6・10月)

分類：740

所蔵館： 中央－芸術（永年・禁帯・1990年3月～）

日本写真興業通信
a5011744216a

日本写真興業通信社

5000002144
月刊(15日)

分類：740

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯）

日本政策金融公庫調査月報 -中小企業の今とこれからa5011931298a

日本政策金融公庫総合研究所

月刊(5日)

5011744216
分類：335

所蔵館： 中央－社会科学（20年・禁帯・2008年10月～）

日本政策金融公庫論集
a5000002145a

日本政策金融公庫総合研究所

5011931298
季刊

分類：335

所蔵館： 中央－社会科学（20年・禁帯・2009年2月～）

日本接着学会誌
a5000004784a

日本接着学会

5000002145
月刊

分類：570

季刊

分類：500

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

日本設備管理学会誌
a5000002148a

日本設備管理学会

5000004784

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年3月～）

日本鉄道施設協会誌
a5000005996a

日本鉄道施設協会

5000002148
月刊(1日)

分類：680

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

日本図書館情報学会誌
a5000002127a

日本図書館情報学会

5000005996
季刊

分類：010

所蔵館： 中央－図研（永年・禁帯・1999年3月～）

日本ナショナルトラスト報
a5000002123a

日本ナショナルトラスト

5000002127
隔月刊(奇数月1日)

分類：519

月刊(毎月15日)

分類：369

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯）

日本の学童ほいく
a5000004494a

全国学童保育連絡協議会

5000002123

所蔵館： 中央－生活・教育（5年・禁帯）

日本の水道鋼管
a5000003668a

日本水道鋼管協会

5000004494
年数回

分類：519

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年5月～）

日本の速記
日本速記協会

5000003668
月刊(1日)

分類：809

所蔵館： 中央－言語（20年・禁帯・1999年1月～）
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ニホ - ニホ

a5000003331a

ニホ

日本文学

a5000003332a

ひつじ書房(発売)

5000003331
月刊(毎月11日)

分類：910

所蔵館： 中央－文学（永年・禁帯・1996年1月号～）

日本文芸研究
a5011570518a

関西学院大学日本文学会

5000003332
年数回

分類：910

所蔵館： 中央－文学（20年・禁帯・1999年3月号～）

日本貿易会月報
a5000002154a

日本貿易会

5011570518
月刊(15日)

分類：678

月刊(1日)

分類：499

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

日本薬剤師会雑誌
a5000003256a

日本薬剤師会

5000002154

所蔵館： 中央－自然科学（20年・禁帯・1999年1月～）

日本臨牀(Japanese Journal of Clinical Medicine)
a5000002155a

日本臨牀社

月刊(毎月24日)

5000003256
分類：492

所蔵館： 中央－自然科学（20年・禁帯・1999年1月～）

日本歴史
a5000003513a

吉川弘文館

5000002155
月刊(毎月23日)

分類：210

所蔵館： 中央－人文科学（永年・禁帯・1946年～）

日本ロボット学会誌
a5010531846a

日本ロボット学会

5000003513
月刊(年10回(1.3.4.5.6.7.9.10.1 分類：500

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

ニム NIMS NOW
a5011516558a

物質・材料研究機構

5010531846
年数回

分類：500

季刊(1・4・7・10月)

分類：640

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯）

ニユ 乳酸菌ニュース
a5014426776a

全国はっ酵乳乳酸菌飲料協会

5011516558

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

Newえるふ -文化芸術情報誌a5000000273a

ちゅうでん教育振興財団

5014426776
季刊(3・6・9・12月)

分類：376

週刊(火曜日)

分類：051.6

所蔵館： 中央－生活・教育（1年・禁帯）

Newsweek(ニューズウィーク日本版)
a 5 0 0 0 0CCCメディアハウス
00273a

5000000273

所蔵館： 中央－ポ雑誌（永年・1W・1986年1月-1986年7月～），天王寺（3月・1W），西淀川（3
月・1W），東淀川（3月・1W），旭（3月・1W），鶴見（1年・1W），阿倍野（3月・1W）

Newsweek(ニューズウィーク日本版)
a 5 0 1 3 4CCCメディアハウス
93953a

5000000273
週刊(火曜日)

分類：051.6

所蔵館： 中央－ポ雑誌（永年・1W・1986年1月-1986年7月～），天王寺（3月・1W），西淀川（3
月・1W），東淀川（3月・1W），旭（3月・1W），鶴見（1年・1W），阿倍野（3月・1W）

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!a5000002945a

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～）

ニュースの索引
全国出版協会・出版科学研究所

5000002945
月刊

分類：025

所蔵館： 中央－人文科学（20年・禁帯・1999年1月号～）
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ニホ - ニユ

a5012744144a

ニユ 地域創造レター(News Letter to Arts Crew)
a5000002937a

地域創造

5012744144

月刊(25日)

分類：318

所蔵館： 中央－社会科学（1年・禁帯）

Newtype -THE MOVING PICTURES MAGAZINEa5012722459a

KADOKAWA

月刊(毎月10日)

5000002937
分類：778

所蔵館： 中央－ヤング（20年・1M・1999年4月～）

NewテクノマートSO(創)(New Techno-mart Information) -超知財戦略情報誌a5012722459a

フジキン

年数回

5012722459

分類：507

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

NewテクノマートSO(創)(New Techno-mart Information) -超知財戦略情報誌a5000000275a

フジキン

年数回

5012722459

分類：507

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

Newton(ニュートン) -GRAPHIC SCIENCE MAGAZINEニュートンプレス

月刊(毎月26日)

5000000275
分類：400

所蔵館： 中央－自然科学（永年・禁帯・1981年5月～），北（1年・1M），福島（1年・1M），此花（3

a 5 0 1 2 5 7 9 5 8 8 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），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），平野（1年・1M）

NEWマナビィこのはな -生涯学習だより-

5012579588

a5000003514a

生涯学習推進員此花区連絡会広報部 不定期

分類：379

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2011年-～），此花（永年・禁帯）

NEW MEDIA
a5000003515a

ニューメディア

5000003514
月刊(毎月2日)

分類：540

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

ニワ

庭 -THE GARDEN LANDSCAPE ARCHITECTURE-

a5000003516a

建築資料研究社

季刊(1，4，7，10月各1日)

5000003515
分類：620

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

ニン

人間工学

a5000004873a

日本人間工学会

5000003516
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～）

季刊人間と教育
a5011917444a

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～）

人情マガジンにしなり
a5012929161a

人情マガジン編集部

5011917444
年数回

分類：318

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2008年-～），西成（1年・禁帯）

にんやか田邊 -広報誌田邊HOPEゾーン協議会事務局(広報

5012929161
年数回

分類：318

所蔵館： 東住吉（永年・禁帯）
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ニユ - ニン

a5000000662a

ネイ

ネ

Nature Study(ネイチャー・スタディ)
大阪市立自然史博物館友の会

5000000662
月刊(10日)

分類：400

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1955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（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・
a 5 0 1 3 9 9 3 8 5 9 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）

ネク

Nextcom(ネクストコム) -情報通信の現在と未来を展望する-

a5000006055a

KDDI総研

季刊

5013993859
分類：547

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

ネコ

猫びより -ちょっとお洒落な大人のねこマガジン-

a5011254289a

辰巳出版

5000006055

隔月刊(偶数月12日)

分類：640

年数回

分類：500

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

ネツ

熱供給

a5012528478a

日本熱供給事業協会

5011254289

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯）

熱中!ソフトテニス部 -中学部活応援マガジンa5000001059a

ベースボール・マガジン社

年数回

5012528478
分類：783

所蔵館： 中央－ヤング（5年・2M）

ネットワーク資料保存
a5012129993a

日本図書館協会資料保存委員会

5000001059
季刊

分類：010

所蔵館： 中央－図研（永年・禁帯・1992年3月-～）

ネットワークポリマー(Journal of network polymer，Japan)
a5010228095a

合成樹脂工業協会

5012129993

隔月刊(奇数月)

分類：570

季刊(2・5・8・11月)

分類：364

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

ネン

年金と経済
年金シニアプラン総合研究機構

5010228095

所蔵館： 中央－社会科学（20年・禁帯・2001年12月～）
a5000003518a

ノウ

ノ

農業および園芸(AGRICULTURE AND HORTICULTURE)

a5000003519a

養賢堂

月刊(毎月28日)

5000003518
分類：610；620

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

農業経済研究(JOURNAL OF RURAL ECONOMICS)
a5000003520a

岩波書店(発売)

季刊(3，6，9，12月各下旬)

5000003519
分類：610

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯）

農耕と園藝
誠文堂新光社

5000003520
季刊(2，5，8，11月各23日)

分類：620

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

a0413155025a

ノウ

[電子資料]農村文化運動[商用データベース]

a5000002163a

0413155025
分類：610

農山漁村文化協会

所蔵館：

農林金融
a5010712244a

農林中央金庫

5000002163
月刊

分類：338

所蔵館： 中央－社会科学（5年・禁帯）

農林水産政策研究
a5010535776a

農林水産省農林水産政策研究所

5010712244
年数回

分類：610

隔月刊

分類：610

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯）

農林水産政策研究所レビュー
a5011865714a

農林水産省農林水産政策研究所

5010535776

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

ノシ

ノジュール(nodule) -50代からの旅と暮らし発見マガジン-

a5000003521a

JTBパブリッシング

月刊(30日)

5011865714
分類：051.3

所蔵館： 福島（1年・1M），浪速（1年・1M），旭（1年・1M・※），城東（1年・1M），平野（1年・1M）

ノス

Nostalgic Hero

a0413155024a

芸文社

5000003521
隔月刊(奇数月1日)

分類：537

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年2月～）

ノラ

[電子資料]のらのら[商用データベース] -食農教育-

a5000003761a

農山漁村文化協会

0413155024
分類：374

所蔵館：

ノン

NONWOVENS REVIEW(ノンウーブンズレビュー)

a5000000278a

テックタイムス

季刊

5000003761
分類：580

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年2月臨時増刊～）

non・no(ノンノ)
集英社

5000000278
月刊(毎月20日)

分類：051.7

所蔵館： 中央－ポ雑誌（5年・1M），北（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），西淀川（1年・1M），東淀川（1年・1M），東成（1年・1M），
生野（1年・1M），城東（1年・1M），鶴見（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）
a5000000279a

ハイ

ハ

HiVi -AUDIO VISUAL MAGAZINE-

a5000000482a

ステレオサウンド

5000000279
月刊(毎月17日)

分類：547

所蔵館： 阿倍野（1年・1M）

Bikers Station(バイカーズステーション) -The inside line without fear or favoura5000003522a

モーターマガジン社(発売)

月刊(毎月1日)

分類：537

月刊

分類：520

5000000482

所蔵館： 平野（1年・1M）

配管技術
a5000001448a

日本工業出版

5000003522

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

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

a5000000280a

ハイ

VIKING(バイキング)

a5000000281a

VIKING CLUB

5000000280
月刊

分類：910

所蔵館： 中央－文学（永年・禁帯・1968年9月～）

俳句
a5000000461a

KADOKAWA(発売)

5000000281
月刊(毎月25日)

分類：911.3

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

俳句αあるふぁ
a5011575673a

毎日新聞出版

5000000461
季刊(3，6，9，12月各14日)

分類：911.3

所蔵館： 中央－文学（20年・禁帯・1999年2.3月～）

俳句界
文學の森

5011575673
月刊(毎月25日)

分類：911.3

所蔵館： 中央－文学（20年・禁帯・2007年6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 3 3 3 3 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）

俳句四季
a5000002171a

東京四季出版

5000003333
月刊(毎月20日)

分類：911.3

所蔵館： 中央－文学（20年・禁帯・1999年1月号～）

俳句文学館紀要
a5013041442a

俳人協会

5000002171
不定期

分類：911.3

所蔵館： 中央－文学（永年・禁帯・1992年4月～）

BiCYCLE CLUB(バイシクルクラブ)
a5012421436a

枻出版社

5013041442
月刊(毎月20日)

分類：786

所蔵館： 中央－レク（5年・禁帯）

BICYCLE PLUS
a5000000283a

枻出版社

5012421436
不定期

分類：786

月刊(毎月14日)

分類：911.3

所蔵館： 東成（2年・3M）

俳壇 -暮らしの中に詩心をa5000003617a

本阿弥書店

5000000283

所蔵館： 中央－文学（20年・禁帯・1999年1月～），旭（1年・1M）

パイパーズ
a5010269466a

杉原書店

5000003617
月刊(20日)

分類：760

所蔵館： 中央－芸術（5年・禁帯）

BAILA(バイラ)
a5000001403a

集英社

5010269466
月刊(毎月12日)

分類：051.7

所蔵館： 中央－ポ雑誌（5年・1M）

ハウ HOUSING
a5000005478a

リクルート

5000001403
月刊(毎月21日)

分類：527

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

Housing Tribune(ハウジング・トリビューン) -Today for Tomorrow創樹社

月２回

5000005478
分類：527

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）
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