a5000005805a

ハク

白鴉

a5000005941a

白鴉文学の会

5000005805
不定期

分類：F

所蔵館： 中央－文学（永年・禁帯・1997年10月～）

博物館だより
a5000002175a

大阪大谷大学博物館

5000005941
年数回

分類：060

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1999年-～）

白門
a5010970438a

中央大学通信教育部

5000002175
季刊

分類：379

所蔵館： 中央－生活・教育（1年・禁帯）

ハシ はじめての家づくり -PLUS 1 HOUSINGa5012959733a

主婦の友社

5010970438

年数回

分類：527

月刊(毎月12日)

分類：051.7

所蔵館： 中央－ポ雑誌（5年・3M）

ハス HERS(ハーズ)
a5000001405a

光文社

5012959733

所蔵館： 天王寺（1年・1M）

月刊バスケットボール -Cager’s Magazinea5012471626a

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）

BUZZ GOLF
a5012796383a

BUZZ LIFE

5012471626
月刊

分類：783.8

年数回

分類：680

所蔵館： 中央－レク（1年・禁帯）

BUSJAPAN HANDBOOK SERIES S
a5000005947a

BJエディターズ

5012796383

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・2013年9月～）

ハセ 月刊HACCP -食の安全と品質保証のためのa5000000509a

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～）

ハタ

BIRDER

a5000000426a

文一総合出版

5000000509
月刊(毎月16日)

分類：488

所蔵館： 鶴見（1年・1M）

ハツ B-PASS(バックステージ・パス) -音楽、人間マガジンa5000002176a

シンコーミュージック・エンタテイメント

月刊(毎月27日)

5000000426
分類：760

所蔵館： 中央－ヤング（5年・1M），西成（1年・1M）

発達
a5000002177a

ミネルヴァ書房

5000002176
季刊(1・4・7・10月の25日)

分類：371

所蔵館： 中央－生活・教育（5年・禁帯）

発明(THE INVENTION)
a5010588356a

発明推進協会

5000002177
月刊(毎月1日)

分類：507

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

はつらつ元氣
芸文社

5010588356
月刊(毎月2日)

分類：498.3

所蔵館： 中央－自然科学（5年・禁帯）
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ハク - ハツ

a5000001065a

ハト

Badminton MAGAZINE(バドミントン・マガジン)

a5000001185a

ベースボール・マガジン社

5000001065

月刊(毎月22日)

分類：783

季刊

分類：470

所蔵館： 中央－レク（5年・禁帯）

ハナ 花

5000001185

a5000001186a

フラワーソサイエティー

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1964年1月～）

花時間
a 5 0 1 4 4KADOKAWA
48012a

5000001186
不定期

分類：793

所蔵館： 中央－レク（20年・禁帯・1999年1月～），西淀川（2年・3M），旭（1年・3M），鶴見（1年・
3M），住吉（3年・3M）

Hanada
a5000004387a

飛鳥新社

5014448012
月刊(毎月26日)

分類：051.3

所蔵館： 天王寺（1年・1M）

ハハ Harvard Business Review(DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー)
a5000000399a

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）

母の友 -幼い子を持つおかあさん、おとうさんに。子どもにかかわるすべての人
a5000000349a

福音館書店

月刊(毎月3日)

5000000399

分類：379

所蔵館： 中央－ポ雑誌（永年・1M・1968年4-12月～），西淀川（1年・1M），鶴見（1年・1M）

ハヤ ハヤカワミステリマガジン(HAYAKAWA’S MYSTERY MAGAZINE)
a5000000294a

早川書房

隔月刊(奇数月25日)

5000000349
分類：900

所蔵館： 中央－ポ雑誌（永年・2M・1988年8月～），東淀川（1年・2M），城東（1年・2M）

ハラ

はらっぱ

a5000004469a

大阪府立中央図書館

5000000294
年数回

分類：010

所蔵館： 中央－児研（永年・禁帯・1985年2月-1998年3月～）

はらっぱ -こどもとおとなのパートナーシップ誌a5013041447a

子ども情報研究センター

隔月刊

5000004469
分類：371

所蔵館： 中央－生活・教育（5年・禁帯），旭（1年・1M）

PARA WORLD -超多面的パラ+パラモーター情報マガジンa5000003113a

イカロス出版

隔月刊(偶数月30日)

5013041447
分類：782

所蔵館： 中央－レク（5年・禁帯）

ハリ

パリティ(parity) -物理科学雑誌-

a5000004920a

丸善出版

5000003113
月刊(毎月25日)

分類：420

その他

分類：216

所蔵館： 中央－自然科学（5年・禁帯）

播磨学報
a5000004902a

播磨学研究所

5000004920

所蔵館： 中央－人文科学（20年・禁帯・1999年6月～）

HARIMA Quarterly
a5011317148a

ハリマ化成

5000004902
季刊

分類：051.3

所蔵館： 中央－人文科学（1年・禁帯）

ハル haru_mi -ふつうの暮らしが楽しい扶桑社

5011317148
季刊(3，6，9，12月各1日)

分類：590

所蔵館： 中央－ポ雑誌（5年・3M），鶴見（1年・3M），東住吉（3年・3M）
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ハト - ハ

a5014074909a

ハル ハルメク(halmek)
a 5 0 0 0 0ハルメク
01406a

5014074909
月刊

分類：051.3

所蔵館： 中央－ポ雑誌（5年・1M），北（1年・1M），港（1年・1M），大正（1年・1M），天王寺（1年・
1M），西淀川（1年・1M），鶴見（1年・1M），東住吉（1年・1M）

ハレ

VOLLEYBALL(月刊バレーボール)

a5000000513a

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）

ハン BURRN! -THE WORLD’S HEAVIEST HEAVY METAL MAGAZINEa5011502824a

シンコーミュージック・エンタテイメント

月刊(毎月5日)

5000000513

分類：760

所蔵館： 中央－ヤング（5年・1M）

P.A.N.
a5000002183a

大阪市立芸術創造館

5011502824
隔月刊

分類：700

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2006年11月～）

版画芸術
a5012642284a

阿部出版

5000002183
季刊(3・6・9・12月)

分類：730

所蔵館： 中央－芸術（20年・禁帯・1999年3月～）

阪急文化
a5000005688a

阪急文化財団

5012642284
年数回

分類：700

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2011年12月～）

Monthly HANSHIN Tigers -月刊タイガースa5000001561a

かんそく(発売)

月刊(毎月1日)

5000005688
分類：783.7

所蔵館： 中央－レク（永年・禁帯・1998年4月～）

Hanshin High Way -関西とともに-阪神ハイウェイa5000001068a

阪神高速地域交流センター

季刊(1・4・7・10月)

5000001561
分類：291.6

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1963年8月～）

Band Journal(バンドジャーナル)
a5000004141a

音楽之友社

5000001068
月刊(毎月10日)

分類：760

所蔵館： 中央－ヤング（5年・1M），城東（1年・1M）

販売革新(Revolution in Retailing)
a5013192202a

商業界

5000004141
月刊(毎月1日)

分類：670

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

万博記念公園だより -えきすぽさんぽa5000000297a

万国記念公園マネジメント・パートナー

5013192202
月刊

分類：620

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2014年7月～）

pumpkin(パンプキン) -こころとからだの健康マガジンa5000002180a

潮出版社

5000000297

月刊(毎月20日)

分類：051.7

月３回(毎月2，12，22日)

分類：320

所蔵館： 中央－生活・教育（5年・禁帯）

判例時報
a5000002179a

判例時報社

5000002180

所蔵館： 中央－社会科学（永年・禁帯・1953年6月～）

判例タイムズ
判例タイムズ社

5000002179
月刊(毎月27日)

分類：320

所蔵館： 中央－社会科学（永年・禁帯・1986年1月～）
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ハル - ハン

a5000005685a

ヒア

ヒ

月刊ピアノ(monthly Piano)

a5000003274a

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）

ヒイ

BE建築設備(The Magazine of Building Equipment)

a5000004907a

建築設備綜合協会

月刊(毎月28日)

5000003274
分類：520

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

ぴいぷる -COMMUNICATION MAGAZINEa5000004188a

東レ広報室

隔月刊

5000004907
分類：336

所蔵館： 中央－社会科学（1年・禁帯）

ヒエ

PHP

a5011985451a

PHP研究所

5000004188
月刊(毎月9日)

分類：051.3

所蔵館： 中央－人文科学（永年・禁帯・1980年1月～），西淀川（1年・1M），城東（1年・1M）

PHPのびのび子育て -親と子がしあわせになる応援誌a 5 0 1 4 0PHP研究所
08979a

月刊(毎月8日)

5011985451
分類：379

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

B.S.TIMES -Bridge.Station.TIMESa5013021213a

関西ビジネスサテライト新聞社

5014008979
隔月刊(隔月15日)

分類：335

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2015年11月～）

ヒカ

東アジア共同体評議会会報(The Council on East Asian Community Bulletin)

a5012472653a

東アジア共同体評議会

季刊

分類：292

月刊

分類：379

5013021213

所蔵館： 中央－社会科学（1年・禁帯）

東住吉区生涯学習施設情報誌
a5012929157a

[大阪市]東住吉区役所区民企画課(生

5012472653

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2009年8月～），東住吉（1年・禁帯）

東住吉子育てOHえん情報
a5000004093a

[東住吉子育てOHえん情報編集委員

5012929157
月刊

分類：369

月刊(毎月16日)

分類：675

所蔵館： 東住吉（1年・禁帯）

ヒキ

Begin -ハイパーGOODS＆LIFE-

a5012506288a

世界文化社

5000004093

所蔵館： 中央－ヤング（5年・1M）

ヒク

ピクトアップ(PICT-UP) -MOVIE CULTURE MAGAZINE-

a5000001079a

ピクトアップ

隔月刊(偶数月18日)

5012506288
分類：778

所蔵館： 中央－ヤング（5年・2M）

ヒコ

Piccolo(ピコロ) -先生のための保育アイディアマガジン-

a5000004143a

学研プラス(発売)

月刊(毎月2日)

5000001079
分類：376

所蔵館： 中央－生活・教育（5年・禁帯）

ヒシ

ビジネスガイド -労働・社会保険，税務の官庁手続&人事労務の法律実務日本法令

月刊(毎月10日)

5000004143

分類：336

所蔵館： 中央－社会科学（20年・禁帯・1999年1月～）
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ヒア - ヒシ

a5000000982a

ヒシ

ビジネスチャンス -次なる成長を狙うすべての起業家・ビジネスパーソンを応援す

a5010720879a

ビジネスチャンス

隔月刊(偶数月22日)

5000000982

分類：335

所蔵館： 中央－社会科学（5年・禁帯）

Business Labor Trend(ビジネス・レーバー・トレンド)
a5000001449a

労働政策研究・研修機構

月刊

5010720879
分類：366

所蔵館： 中央－社会科学（20年・禁帯・2003年11月～）

月刊美術
a5000000302a

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）

美術手帖
a 5 0 1 4 0美術出版社
54743a

5000000302
隔月刊(奇数月7日)

分類：700

所蔵館： 中央－芸術（永年・禁帯・1948年～1949年、1961年1月～），旭（1年・1M），住吉（2
年・2M）

美術の窓(THE WINDOW OF ARTS)
a5000001078a

生活の友社

5014054743
月刊(毎月20日)

分類：700

不定期

分類：319

所蔵館： 此花（1年・※），城東（1年・1M）

ヒス

ピースおおさか
大阪国際平和センター

5000001078

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1992年1月～），北（1年・禁帯），都島（1年・禁帯），福島（1
年・禁帯），此花（1年・禁帯），島之内（1年），港（1年・禁帯），大正（1年・禁帯），天王
寺（1年・禁帯），浪速（1年・禁帯），西淀川（1年・禁帯），淀川（1年・禁帯），東淀川（1
a 5 0 1 2 9 6 8 7 6 9 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）

美ST(美スト)
a5000000862a

光文社

5012968769
月刊(毎月17日)

分類：595

隔月刊

分類：210

所蔵館： 城東（1年・1M）

ヒストリア
a5010878550a

大阪歴史学会

5000000862

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1951年～）

ヒタ

日立国際電気技報

a5010619988a

日立国際電気研究開発本部

5010878550
年数回

分類：540

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯）

ヒツ

THE BIG ISSUE JAPAN(ビッグイシュー日本版)

a5011374578a

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～）

Hitz技報
a5000003621a

日立造船株式会社事業・製品開発本

5011374578
年数回

分類：550

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯）

ヒテ

ビデオSALON(ビデオサロン)

a5010275255a

玄光社

5000003621
月刊(毎月20日)

分類：778

所蔵館： 中央－芸術（5年・禁帯）

美的 -「肌・心・体」のキレイは自分で磨く小学館

5010275255

月刊(毎月22日)

分類：595

所蔵館： 東成（1年・1M），東住吉（1年・1M）
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ヒシ - ヒテ

a5000002997a

ヒテ

月刊秘伝 -武道・武術の秘伝に迫る-

a5014148826a

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～）

ヒト

ひと・健康・未来 -ひとの健やかでこころ豊かな未来を実現するために-

a5010623988a

ひと・健康・未来研究財団

季刊

5014148826

分類：498.3

所蔵館： 中央－自然科学（1年・禁帯）

ひととき

5010623988

ウェッジ

月刊(20日)

分類：291

a 5 0 0 0所蔵館：
0 0 3 5 3 0 中央－人文科学（5年・禁帯），此花（1年・1M），港（1年・1M），天王寺（1年・1M），浪
a

速（1年・1M），西淀川（1年・1M），淀川（1年・1M），東淀川（1年・1M），東成（1年），阿
倍野（1年・1M），住吉（1年・1M），東住吉（1年・1M），平野（1年・1M）

人と車

5000003530

a5000000305a

全日本交通安全協会

月刊(15日)

分類：680

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

ヒハ

BE-PAL -NATURE&OUTDOOR LIFE MAGAZINE月刊(毎月9日)

小学館

5000000305
分類：786

a 5 0 1 1所蔵館：
7 4 4 2 1 4 中央－レク（20年・禁帯・1999年1月～），福島（1年・1M），島之内（1年・1M），東淀川
a

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

ヒフ

ひふみ -ひとり ふたり みどり大阪市建設局公園緑化部

5011744214
月刊

分類：480

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2008年6月-～），北（1年・禁帯），都島（1年・禁帯），福島（1
年・禁帯），此花（1年・禁帯），島之内（1年），港（1年・禁帯），大正（1年・禁帯），天王
寺（1年・禁帯），浪速（1年・禁帯），西淀川（1年・禁帯），淀川（1年・禁帯），東淀川（1
a 5 0 0 0 0 0 6 0 7 6 年・禁帯），東成（1年・禁帯），生野（1年・禁帯），旭（1年・禁帯），城東（1年・禁帯），
a
鶴見（1年・禁帯），阿倍野（1年・禁帯），住之江（1年・禁帯），住吉（1年・禁帯），東住
吉（1年・禁帯），平野（1年・禁帯），西成（1年・禁帯）

Bplatz press(ビープラッツプレス) -大阪市の中小企業情報誌a5000001077a

大阪市都市型産業振興センター

月刊(10日)

5000006076
分類：333

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2001年～），東成（1年・禁帯），住吉（6月・禁帯）

ビブリア -天理図書館報a5000000306a

天理大学出版部

5000001077
年数回(5・10月)

分類：010

所蔵館： 中央－人文科学（永年・禁帯・1955年3月～）

ヒユ

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 0 0 0 0 3 1 1 4 （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）

ヒヨ

病院

a5011444642a

医学書院

5000003114
月刊(毎月3日)

分類：498

季刊(1・4・7・10月25日)

分類：317

所蔵館： 中央－自然科学（5年・禁帯）

季刊評価クォータリー
a5000002226a

行政管理研究センター

5011444642

所蔵館： 中央－社会科学（20年・禁帯・2007年4月～）

兵庫歴研 -歴史愛好家のためのひろば兵庫歴史研究会

5000002226

年数回

分類：216

所蔵館： 中央－人文科学（20年・禁帯・1999年4月～）
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ヒテ - ヒヨ

a5000002189a

ヒヨ

標準化と品質管理(Standardization and Quality Control)

a5000000476a

日本規格協会

月刊(毎月17日)

5000002189
分類：500

所蔵館： 中央－技術・産業（永年・禁帯・1973年4-12月～）

ひよこクラブ
ベネッセコーポレーション

5000000476
月刊(毎月15日)

分類：599

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
a 5 0 0 0 0 0 3 9 6 7 年・1M），淀川（1年・1M），東淀川（1年・1M），旭（1年・1M），鶴見（1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（1年・1M），
西成（1年・1M）

ヒラ

Hir@gana Times(Hiragana Times) -日英バイリンガル-

a5000000866a

ヤック企画(発売)

月刊(毎月20日)

5000003967
分類：051.3

所蔵館： 中央－外国（5年・1M），鶴見（1年・1M），住吉（1年・1M）

ひらがなたんか
a5000006025a

ひらがなたんかかい

5000000866
季刊

分類：911.1

所蔵館： 中央－文学（永年・禁帯・1979年1月～）

美(ちゅ)ら島沖縄
a5012776109a

沖縄県知事公室

5000006025
月刊

分類：318

所蔵館： 中央－社会科学（1年・禁帯）

平野区生涯学習関連施設連絡会ガイドブックひらりら〜ん(hira Re;learn) -講座
a5011524039a

平野区役所まちづくり協働課(市民活動 季刊(5・6・8・12月)

5012776109

分類：379

所蔵館： 平野（1年・禁帯）

ひらのの巻 -THIS IS THE HIRANO STYLEa5012776109a

文成堂

年数回

5011524039
分類：291.6

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2008年7月～），平野（1年・禁帯）

平野区生涯学習関連施設連絡会ガイドブックひらりら〜ん(hira Re;learn) -講座
a5012348717a

平野区役所まちづくり協働課(市民活動 季刊(5・6・8・12月)

5012776109

分類：379

所蔵館： 平野（1年・禁帯）

ヒル

月刊ビル

a5014429850a

BMC

5012348717
不定期

分類：520

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2010年4月～）

ビルメン(Monthly Magazine BUILDING MAINTENANCE) -ビルメンテナンスの
a5000005105a

全国ビルメンテナンス協会

月刊(1日)

分類：520

季刊

分類：318

月刊(毎月30日)

分類：366

5014429850

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

ヒロ

ひろしま県民だより

a5000004147a

広島県広報課

5000005105

所蔵館： 中央－社会科学（1年・禁帯）

ひろばユニオン
労働者学習センター

5000004147

所蔵館： 中央－社会科学（20年・禁帯・1999年1月～）
a5012109719a

フア

フ

金融経済統計月報(Financial and Economic Statistics Monthly)
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～）
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ヒヨ - フア

a5000001081a

フア

ファイナンス(The FINANCE)

a5000004094a

財務省

5000001081
月刊(10日)

分類：317

月刊(毎月9日)

分類：595

所蔵館： 中央－社会科学（5年・禁帯）

Fine
a5000000560a

マガジンハウス(発売)

5000004094

所蔵館： 中央－ヤング（5年・1M）

FINEBOYS
a5000001082a

マガジンハウス(発売)

5000000560
月刊(毎月9日)

分類：593

所蔵館： 中央－ヤング（5年・1M）

ファッション販売(Fashion Merchandising & Management)
a5000004848a

商業界

5000001082

月刊(毎月27日)

分類：670

週刊(木曜日)

分類：798

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

週刊ファミ通 -Weeklyファミ通a 5 0 0 0 0KADOKAWA(発売)
02834a

5000004848

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）

ファルマシア -くすりの科学a5000000559a

日本薬学会

5000002834
月刊(1日)

分類：499

所蔵館： 中央－自然科学（5年・禁帯）

フイ

madame FIGARO japon

a5012640625a

CCCメディアハウス

5000000559
月刊(毎月20日)

分類：593

所蔵館： 中央－ポ雑誌（5年・1M），淀川（1年・1M）

大阪府理学療法士会誌(Physiotherapy OSAKA)
a5000006132a

大阪府理学療法士会

5012640625

年数回

分類：492

年数回(4・8・12月)

分類：787

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2000年～）

Fishing Cafe
a 5 0 0 0 0シマノ
00870a

5000006132

所蔵館： 北（3年・3M），港（1年・3M），天王寺（1年・3M），浪速（1年・3M），淀川（1年・3M），東
成（1年），東住吉（1年・3M），平野（1年・3M）

ふぃーるど
a5000002208a

大阪市青少年活動協会

5000000870
季刊(1・4・7・10月)

分類：379

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1980年6月～），東淀川（1年・禁帯）

フウ

風景写真

a5013026490a

ブティック社(発売)

5000002208
隔月刊(偶数月20日)

分類：740

所蔵館： 中央－芸術（20年・禁帯・1999年1月号～）

フエ

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

a5010749487a

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）

ふぇにっくすだより -堺市立平和と人権資料館報a5010535651a

堺市立平和と人権資料館

不定期

5010749487
分類：316

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1993年3月～）

フオ

Focus NEDO

5010535651

新エネルギー・産業技術総合開発機構 年数回

分類：500

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯）
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フア - フオ

a5010535651a

フオ

Focus NEDO

5010535651

a5012744150a

新エネルギー・産業技術総合開発機構 年数回

分類：500

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯）

JOINT(FOR THE SAKE OF GREATER HUMAN HAPPINESS) -トヨタ財団広報
a5014506002a

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）

For Cニュース
a5011559490a

大阪市立大学地域連携センター

5014506002
年数回

分類：377

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2013年3月-～）

フォトコン
a5000004559a

日本写真企画

5011559490
月刊(毎月20日)

分類：740

季刊(1・5・9月の1日)

分類：291.7

所蔵館： 港（1年・1M），平野（1年・1M）

フォトしまね
a5011574748a

島根県広報協会

5000004559

所蔵館： 中央－人文科学（1年・禁帯）

フォトテクニックデジタル(PHOTO TECHNIC DIGITAL) -月刊a5013484017a

玄光社

月刊(毎月20日)

5011574748
分類：740

所蔵館： 中央－芸術（5年・禁帯）

フォーリン・アフェアーズ リポート(FOREIGN AFFAIRS REPORT)
a5011946945a

フォーリン・アフェアーズ・ジャパン

月刊

5013484017
分類：319

所蔵館： 中央－社会科学（20年・禁帯・2015年4月～）

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

国立国会図書館調査及び立法考査局 月刊

5011946945
分類：320

所蔵館： 中央－社会科学（20年・禁帯・2009年4月～）

外国の立法(FOREIGN LEGISLATION) -立法情報・翻訳・解説a5000001451a

国立国会図書館調査及び立法考査局

季刊

5012065742
分類：320

所蔵館： 中央－社会科学（20年・禁帯・2009年3月～）

フク

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]
a5013980753a

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～）

福島区歴史研究会会報
a5011917836a

福島区歴史研究会

5013980753
不定期

分類：291.6

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2013年10月-～）

フクロッポウNEWS -大阪司法書士会のお役立ち法律情報a5000005724a

大阪司法書士会

年数回

5011917836
分類：320

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2008年Winter～），東成（6月）

フシ

Fuji Airways Guide
フジインコーポレーテッド

5000005724
月刊(25日)

分類：680

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）
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フオ - フシ

a5000002194a

フシ

婦人画報

5000002194

a 5 0 0 0 0講談社(発売)
00313a

月刊(毎月1日)

分類：051.7

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

婦人公論

5000000313

中央公論新社

月２回(毎月第2第4火曜日)

分類：051.7

所蔵館： 中央－ポ雑誌（永年・2W・1991年5月～），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・2W），東
a 5 0 0 0 0 0 0 3 1 4 成（6月・2W），生野（6月・2W），旭（1年・2W），城東（1年・2W），鶴見（1年・2W），阿倍
a
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）

婦人之友

5000000314

a 5 0 0 0 0婦人之友社
02200a

月刊(毎月12日)

分類：051.7

所蔵館： 港（1年・1M），天王寺（1年・1M），西淀川（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）

フセ

府政だより 点字版

a5000000875a

大阪府盲人福祉協会(印刷)

5000002200
月刊(1日)

分類：318

年数回

分類：E

所蔵館： 中央－ＳＨ（1年・禁帯）

フタ

ふだん記関西 -新人類文化-

a5000004149a

ふだん記関西グループ

5000000875

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1977年10月～）

フツ

物価資料 -企画 用度 資材 管理-

a5010043110a

建設物価調査会

5000004149
月刊(毎月30日)

分類：337

所蔵館： 中央－社会科学（5年・禁帯）

仏事 -寺院運営と仏事関連産業のための月刊誌a5012634185a

鎌倉新書

5010043110

月刊(1日)

分類：180

年数回(3・7・11月)

分類：369

所蔵館： 中央－人文科学（5年・禁帯）

フッピィキッズ -ふくしま子育て情報a5010145097a

樹

5012634185

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2011年3月-～），福島（1年・禁帯）

物流問題研究
a5000001450a

流通経済大学物流科学研究所

5010145097
年数回

分類：680

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

フト

武道(MONTHLY MAGAZINE THE“BUDO”) -心技体 人を育てる総合誌ベースボール・マガジン社(発売)

月刊(毎月28日)

5000001450

分類：789

a 5 0 0 0所蔵館：
0 0 3 5 4 7 中央－レク（20年・禁帯・1999年1月～），北（1年・1M），此花（1年・1M），天王寺（1年・
a

1M），浪速（1年・1M），東淀川（1年・1M），東成（1年・1M），阿倍野（1年・1M），平野
（1年・1M）

不動産鑑定 -アセット・ビジネスを考える人のコマーシャル・マガジンa5000002191a

住宅新報出版

月刊(毎月20日)

5000003547

分類：670

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

不動産受験新報 -不動産ビジネス&ライセンス住宅新報出版

季刊(3，6，9，12月各1日)

5000002191
分類：670

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）
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フシ - フト

a5000003548a

フト

不動産法律セミナー -有力資格情報誌-

a5014670110a

東京法経学院

5000003548

月刊(毎月20日)

分類：324

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

ぶどうの木 -YMCAとさぼり保育園子育て支援センターa5000005176a

大阪YMCA YMCAとさぼり保育園

月刊

5014670110
分類：369

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2013年10月-～）

フネ

船と海上気象

a5000000562a

気象庁

5000005176
年数回

分類：550

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年3月～）

フラ

FRIDAY

a5012826839a

講談社

5000000562
週刊(金曜日)

分類：051.6

所蔵館： 中央－ポ雑誌（20年・1W・1999年1月8日.15日～）

FLIGHT PATH -JAXA航空マガジン-

5012826839

a5000000564a

JAXA(宇宙航空研究開発機構)航空本 季刊

分類：538

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯）

FlyFisher
a5000000440a

つり人社

5000000564
季刊(1，4，7，10月各22日)

分類：787

所蔵館： 中央－レク（5年・禁帯）

FRaU(フラウ)
a 5 0 0 0 0講談社
00321a

5000000440
不定期(不定)

分類：051.7

所蔵館： 中央－ポ雑誌（5年・3M），島之内（1年・1M），東淀川（1年・1M），鶴見（1年・1M），平
野（1年・1M）

部落解放
a 5 0 0 0 0解放出版社
05444a

5000000321
月刊(毎月22日)

分類：316

所蔵館： 中央－社会科学（永年・禁帯・1968年10月(創刊号)～），天王寺（1年・1M），浪速（3
年・1M），阿倍野（1年・1M），西成（3年・1M）

ふらここ
a5014001276a

ふらここ童話会

5000005444
不定期

分類：F

所蔵館： 中央－児研（永年・禁帯・1988年4月～）

プラザだより
a5000001092a

[大阪市]浪速区子ども・子育てプラザ

5014001276
月刊

分類：369

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2015年4月～）

プラスチックス(Japan Plastics) -日本プラスチック工業連盟誌a5000003558a

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～）

プラスチックスエージ(PLASTICS AGE) -プラスチック産業・技術の総合情報誌a5000005804a

プラスチックス・エージ

月刊(毎月25日)

5000003558

分類：570

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

+1 Living(プラス ワン リビング) -別冊プラスワンリビング主婦の友社

季刊

5000005804
分類：527

所蔵館： 中央－ポ雑誌（5年・3M），北（3年・3M），都島（1年・2M），福島（3年・3M），島之内（2
年・3M），港（1年・2M），淀川（1年・3M），東淀川（1年・3M），旭（1年・2M），城東（1
年・3M），鶴見（1年・3M），阿倍野（2年・3M），平野（1年・3M）
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フト - フラ

a5000000877a

フラ

ふらんす

5000000877

a5000003562a

白水社

月刊(毎月22日)

分類：850

所蔵館： 中央－言語（20年・禁帯・1999年1月号～）

プラントエンジニア(PLANT ENGINEER) -新世代エンジニアのための技術&情報
a5012575875a

日本能率協会コンサルティング(発売)

月刊(毎月27日)

5000003562

分類：500

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

フリ

PRI・O(プリオ) -PRINTING OF OSAKA-

a5000000563a

大阪府印刷工業組合

5012575875
月刊

分類：749

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2012年6月～）

FLIX(フリックス)
a5011535199a

ビジネス社

5000000563
隔月刊(偶数月21日)

分類：778

月刊

分類：291.6

所蔵館： 鶴見（1年・2M）

pretty(プリティ)
a5000006002a

大新社

5011535199

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2007年10月～）

フル

Blue Earth -海と地球の情報誌-

a5000000515a

海洋研究開発機構事業推進部

5000006002
隔月刊

分類：452

所蔵館： 中央－自然科学（1年・禁帯）

Blue Signal(ブルーシグナル)
a5000005086a

西日本旅客鉄道株式会社広報部

5000000515
隔月刊(奇数月)

分類：680

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯），天王寺（6月・禁帯）

ブルース&ソウル・レコーズ(BLUES&SOUL RECORDS)
a5000000322a

スペースシャワーネットワーク

隔月刊(偶数月25日)

5000005086
分類：760

所蔵館： 中央－芸術（20年・禁帯・1999年2月号～）

BRUTUS

5000000322

a 5 0 0 0 0マガジンハウス
02488a

月２回(毎月1，15日)

分類：051.6

所蔵館： 中央－ポ雑誌（20年・2W・1999年1月1・15日合併号～），東淀川（6月・2W），旭（1年・
2W），城東（1年・2W），平野（6月・2W）

フレ

ふれあい生野

a5011767505a

大阪市生野区社会福祉協議会

5000002488
年数回

分類：369

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1991年9月～）

ふれあい子育てねっと -東成区子育て支援情報紙a5013521077a

大阪市東成区社会福祉協議会

年数回

5011767505
分類：369

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2007年2月-～），東成（永年・禁帯）

ふれあい城東(JOTO) -イイとこ見つけた!a5000005424a

[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）

ふれあいステーション -大阪交通ニュースa5000002617a

大阪交通労働組合

5000005424

不定期

分類：680

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1996年12月～）

ふれあい西区 -大阪市西区社会福祉協議会だより大阪市西区社会福祉協議会
⇒

年数回

5000002617
分類：369

「西区社協だより」に

132

フラ - フレ

a5014370653a

フレ

ふれあいらしんばん -点字・大活字広報誌-

a5013041453a

内閣府政府広報室

5014370653

隔月刊

分類：317

月刊(毎月2日)

分類：760

所蔵館： 中央－ＳＨ（5年・禁帯）

Player -YOUNG MATES MUSICa5012064905a

プレイヤー・コーポレーション

5013041453

所蔵館： 中央－芸術（20年・禁帯・1999年1月～）

地球温暖化(Prevention of Global Warming) -環境危機の課題と対策のマガジン
a5000000323a

クリエイト日報出版部(発売)

隔月刊(奇数月25日)

分類：519

月２回(毎月第2第4月曜日)

分類：336

5012064905

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

プレジデント(PRESIDENT)
プレジデント社

5000000323

a 5 0 1 1所蔵館：
8 5 1 5 5 9 中央－社会科学（20年・禁帯・1999年1月～），港（6月・2W），大正（6月・2W），天王寺
a

（1年・2W），西淀川（1年・2W），東淀川（6月・2W），東成（6月・2W），旭（1年・2W），住
吉（6月・2W）

プレジデントFamily(プレジデントファミリー)
a 5 0 1 0 7プレジデント社
64283a

5011851559

季刊(3，6，9，12月各5日)

分類：379

所蔵館： 此花（2年・3M），島之内（2年・3M），西淀川（1年・3M），東成（2年・3M），鶴見（1年・
3M），住之江（1年・3M），東住吉（1年・3M）

Precious(プレシャス)
a5000003563a

小学館

5010764283
月刊(毎月7日)

分類：051.7

所蔵館： 西淀川（1年・1M），阿倍野（1年・1M・※），住吉（1年・1M）

プレス技術(PRESS WORKING) -塑性加工の総合専門誌a5010531429a

日刊工業新聞社

月刊(毎月8日)

5000003563
分類：560

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

PREX NOW
a5010409217a

太平洋人材交流センター

5010531429
隔月刊

分類：366

季刊(1，4，7，10月各15日)

分類：495

月刊(毎月1日)

分類：674

所蔵館： 中央－社会科学（1年・禁帯）

Pre-mo(プレモ)
a5000001091a

主婦の友社

5010409217

所蔵館： 城東（1年・3M）

ブレーン(BRAIN)
a5000001088a

宣伝会議

5000001091

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

フロ

フローリスト(Florist)

a5000002215a

誠文堂新光社

5000001088
月刊(毎月8日)

分類：793

所蔵館： 鶴見（1年・1M），阿倍野（1年・1M）

フン

文學界

a5014148825a

文藝春秋

5000002215
月刊(毎月7日)

分類：910

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

文學回廊(Promenade de Littérature)
a5000002216a

大阪文学振興会・織田作之助賞実行

5014148825
不定期

分類：910

所蔵館： 中央－大阪（永年・2016年3月～），島之内（未定）

文学雑誌
文学雑誌発行所

5000002216
不定期

分類：910

所蔵館： 中央－文学（永年・禁帯・1977年4月～）
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フレ - フン

a5000001452a

フン

月刊文化財

a5000002612a

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～）

文化財ニュース豊中
a5000000325a

豊中市教育委員会

5000002612
不定期

分類：210

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1992年6月～）

文藝

5000000325

a5000000326a

河出書房新社

季刊(1，4，7，10月各7日)

分類：900

所蔵館： 中央－文学（永年・禁帯・1962年3月～），西淀川（1年・3M）

文藝春秋

5000000326

文藝春秋

月刊(毎月10日)

分類：051.3

所蔵館： 中央－ポ雑誌（永年・1M・1955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 0 1 7 2 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）

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 4 7 3 7 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）

季刊文章歩道 -文章を書きたい万人のための雑誌a5000005574a

高遠書房

季刊

5000004737
分類：900

所蔵館： 中央－文学（20年・禁帯・1999年春～）

ぶんせき
a5000005573a

日本分析化学会

5000005574
月刊

分類：430

所蔵館： 中央－自然科学（5年・禁帯）

分析化学
a5013496445a

日本分析化学会

5000005573
月刊

分類：430

所蔵館： 中央－自然科学（20年・禁帯・1999年1月～）

文蔵(BUNZO) -PHPの「小説・エッセイ」文庫PHP研究所

月刊

5013496445
分類：910

所蔵館： 中央－文学（5年・禁帯）
a5000004711a

ヘア

ヘ

ベアリング

a5000005931a

日本ベアリング工業会

5000004711
月刊

分類：530

年数回

分類：913

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

ヘイ

平安朝文学研究

a5010984115a

平安朝文学研究会

5000005931

所蔵館： 中央－文学（永年・禁帯・1996年12月～）

ベイエリアNOW -大阪ベイエリアのイベント情報が満載!!ベイフロント

隔月刊(偶数月)

5010984115
分類：291.6

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2005年4.5月～）
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フン - ヘイ

a5000002228a

ヘイ

平和文化

a5014261913a

広島平和文化センター

5000002228
年数回(奇数月)

分類：319

所蔵館： 中央－社会科学（1年・禁帯）

ヘシ

Vegetarian Research(ベジタリアン・リサーチ)

a5000003564a

日本ベジタリアン学会

5014261913

年数回

分類：498

所蔵館： 中央－自然科学（20年・禁帯・2000.12～）

ヘス

ベストカー(BestCar)

a5000000173a

講談社

5000003564
月２回(毎月10，26日)

分類：537

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月10日～）

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
05972a

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）

Baseball Clinic
a5000003008a

ベースボール・マガジン社

5000005972
月刊(毎月17日)

分類：783.7

所蔵館： 中央－レク（5年・禁帯）

ベースボールマガジン(Baseball Magazine)
a5000003626a

ベースボール・マガジン社

5000003008

隔月刊(奇数月2日)

分類：783.7

所蔵館： 中央－レク（20年・禁帯・1999年冬号～）

BASS MAGAZINE -FOR PROFESSIONAL&AMATEUR BASSISTSa5000002233a

リットーミュージック

月刊(毎月19日)

5000003626
分類：760

所蔵館： 中央－芸術（20年・禁帯・1999年1月～）

ヘツ

別冊関学文芸

a5010409222a

「別冊関学文芸」事務局

5000002233
年数回

分類：910

所蔵館： 中央－文学（20年・禁帯・1999年4月～）

ヘヒ

Baby-mo(ベビモ)

a 5 0 0 0 0主婦の友社
01095a

5010409222
季刊(3，6，9，12月各15日)

分類：599

所蔵館： 都島（1年・3M），島之内（2年・3M），港（1年・1M），天王寺（2年・3M），浪速（1年・
3M），西淀川（1年・3M），東成（2年・3M），城東（1年・3M）

ヘル Health & Life(ヘルスアンドライフ)
a5012203168a

法研

5000001095
月刊(1日)

分類：498.3

月２回(毎月1，15日)

分類：051.3

所蔵館： 中央－生活・教育（5年・禁帯）

ヘン

pen(ペン) -with New Attitude-

a5000005659a

CCCメディアハウス

5012203168

所蔵館： 都島（1年・2W），東成（6月・2W）

編纂所だより
大阪市史編纂所

5000005659
年数回

分類：216

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1998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 1 2 7 8 7 6 2 9 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）

Pentax Ricoh Family Club(ペンタックスリコーファミリークラブ)
リコーイメージング株式会社ペンタック

季刊(3・6・9・12月末日)

5012787629
分類：740

所蔵館： 中央－芸術（永年・禁帯・2013年3月春号～）
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ヘイ - ヘン

a5000003627a

ヘン

ペンの光

a5012771449a

日本ペン習字研究会

5000003627
月刊(20日)

分類：728

不定期(15日)

分類：507

所蔵館： 中央－芸術（5年・禁帯）

弁理士受験新報
法学書院

5012771449

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）
a5000000332a

ホ

ホ

PO -総合詩誌a5000003886a

竹林館

5000000332
季刊

分類：910

所蔵館： 中央－文学（永年・禁帯・1976年春～）

ホイ

保育とカリキュラム -幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども

a5000003889a

ひかりのくに

月刊(毎月2日)

分類：376

月刊(毎月10日)

分類：376

5000003886

所蔵館： 中央－生活・教育（5年・禁帯）

保育の友
a5000000753a

全国社会福祉協議会

5000003889

所蔵館： 中央－生活・教育（20年・禁帯・1999年1月～）

Voice -新しい日本を創る提言誌a5000002258a

PHP研究所

5000000753
月刊(毎月10日)

分類：051.3

所蔵館： 中央－ポ雑誌（20年・1M・1999年1月～）

ホウ

貿易と関税 -TRADE JOURNAL-

a5011322743a

日本関税協会

5000002258
月刊(毎月7日)

分類：678

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

防炎ニュース
a5000002249a

日本防炎協会

5011322743
季刊(1・4・7・10月)

分類：317

所蔵館： 中央－社会科学（5年・禁帯）

法学協会雑誌(JOURNAL OF THE JURISPRUDENCE ASSOCIATION UNIVER
a5000004152a

有斐閣

月刊(毎月1日)

5000002249

分類：320

所蔵館： 中央－社会科学（永年・禁帯・1997年1月～）

法学教室
a5000002256a

有斐閣

5000004152
月刊(毎月28日)

分類：320

所蔵館： 中央－社会科学（永年・禁帯・1996年1月～）

邦楽ジャーナル
a5000002248a

邦楽ジャーナル

5000002256
月刊(1日)

分類：768

所蔵館： 中央－芸術（20年・禁帯・1999年1月～）

法学セミナー
a5013041454a

日本評論社

5000002248
月刊(毎月12日)

分類：320

所蔵館： 中央－社会科学（永年・禁帯・1956年4月～）（欠：1957-1960）

邦楽の友
邦楽の友社

5013041454
月刊(毎月30日)

分類：768

所蔵館： 中央－芸術（5年・禁帯）
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ヘン - ホウ

a5011887913a

ホウ

ぼうさい(DISASTER MANAGEMENT NEWS)

a5012042810a

内閣府(防災担当)

5011887913

季刊

分類：369

季刊

分類：519

所蔵館： 中央－社会科学（1年・禁帯）

防災科研ニュース
a5011533477a

防災科学技術研究所

5012042810

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯）

法人企業景気予測調査 -沖縄管内分a5000004166a

沖縄総合事務局財務部

5011533477
季刊

分類：337

季刊

分類：699

所蔵館： 中央－社会科学（1年・禁帯）

季刊放送界
a5000003565a

マスコミ研究会

5000004166

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年新年特集号～）

放送技術 -送・受信技術専門誌a5000004153a

兼六館出版

5000003565
月刊(毎月28日)

分類：548

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

法曹時報
a5000001453a

法曹会

5000004153
月刊(毎月21日)

分類：320

所蔵館： 中央－社会科学（永年・禁帯・1997年1月～）

月刊放送ジャーナル -ミニコミとマスコミの総合誌a5000004193a

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～）

放送レポート
a5000001520a

大月書店

5000004193
隔月刊(偶数日20日)

分類：699

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

報知高校野球 -白球と青春を語るマガジンa5010535806a

報知新聞社

5000001520

隔月刊(偶数月)

分類：783.7

所蔵館： 中央－レク（20年・禁帯・1999年1月～）

訪問看護と介護
a5000002253a

医学書院

5010535806
月刊(毎月25日)

分類：492

所蔵館： 中央－自然科学（20年・禁帯・2003年5月～）

法律時報
a5000004154a

日本評論社

5000002253
月刊(毎月27日)

分類：320

所蔵館： 中央－社会科学（永年・禁帯・1929年12月～）（欠：1930-1945）

法律のひろば
a5000003011a

ぎょうせい

5000004154
月刊(毎月2日)

分類：320

所蔵館： 中央－社会科学（永年・禁帯・1997年2月～）

BOWLING magazine(ボウリング・マガジン)
a5014665261a

ベースボール・マガジン社

5000003011

月刊(毎月12日)

分類：783

所蔵館： 中央－レク（5年・禁帯）

ホカ

ぽかぽかだより
地域子育て支援センター(今福保育園

5014665261
月刊

分類：369

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2012年6月-～）
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ホウ - ホカ

a5000001102a

ホク

ボクシングマガジン -The Best Magazine for Boxing Fans-

a5010660852a

ベースボール・マガジン社

月刊(毎月15日)

5000001102
分類：788

所蔵館： 中央－レク（20年・禁帯・1999年1月～）

ホケ

保健医療科学

a5000003892a

国立保健医療科学院

5010660852
隔月刊

分類：498

所蔵館： 中央－自然科学（5年・禁帯）

保健室 -地域に根差して子どものからだと心を育むa5000003118a

本の泉社

5000003892

隔月刊(奇数月13日)

分類：370

月刊(毎月8日)

分類：498

所蔵館： 中央－生活・教育（5年・禁帯）

保健の科学(Health Care)
a5012057836a

杏林書院

5000003118

所蔵館： 中央－自然科学（20年・禁帯・1999年1月～）

ホシ

星と泉(Hoshi to Izumi) -新時代の全方位型投稿誌-

a5010558161a

星湖舎

年数回

5012057836
分類：910

所蔵館： 中央－文学（20年・禁帯・2008年10月号～）

ホス

BOSS(月刊ボス)

a5000002741a

経営塾

5010558161
月刊(毎月22日)

分類：335

所蔵館： 中央－社会科学（5年・禁帯）

POSTURE(ポスチャー) -しせいと生活a5000005090a

第一生命財団

5000002741
年数回

分類：498.3

隔月刊

分類：318

月刊(25日)

分類：291.6；68

所蔵館： 中央－自然科学（1年・禁帯）

ホツ

ほっかいどう

a5012083985a

北海道広報課

5000005090

所蔵館： 中央－社会科学（1年・禁帯）

ホッと!HANSHIN -阪神沿線情報紙a5010271346a

阪神電気鉄道

5012083985

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2009年6月～）

Popteen(月刊ポップティーン)
a5000003012a

角川春樹事務所

5010271346
月刊(毎月1日)

分類：051.7

月刊(毎月25日)

分類：781

所蔵館： 中央－ヤング（5年・1M）

ホテ

ボディビルディング(BODY BUILDING)

a5000001407a

体育とスポーツ出版社

5000003012

所蔵館： 中央－レク（20年・禁帯・1999年1月～）

ホテル旅館
a5000005798a

柴田書店

5000001407
月刊(毎月22日)

分類：680

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

ホト

Boat CLUB -ボート、ボートフィッシング、そして海を愛する人の雑誌-

a5000001100a

舵社

月刊(毎月5日)

5000005798

分類：785

所蔵館： 中央－レク（20年・禁帯・1999年5月～）

ホトトギス
ホトトギス社

5000001100
月刊(毎月20日)

分類：911.3

所蔵館： 中央－文学（永年・禁帯・1986年1月～）
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ホク - ホト

a5000001103a

ホト

ポトナム -短歌雑誌-

a5000004957a

白楊書院(印刷)

5000001103
月刊(1日)

分類：911.1

所蔵館： 中央－文学（永年・禁帯・1967年1月～）

ホノ

炎芸術

a5000000335a

阿部出版

5000004957
季刊(2・5・8・11月の1日)

分類：751

所蔵館： 中央－芸術（20年・禁帯・1999年2月～）

ホハ POPEYE(ポパイ)
a5000001104a

マガジンハウス

5000000335
月刊(毎月9日)

分類：051.6

所蔵館： 中央－ヤング（永年・1M・1992年4月1日～），住吉（1年・1M）

ホホ

ポポロ(Popolo)

a5011659628a

麻布台出版社

5000001104
月刊(毎月22日)

分類：770

季刊(2，6，10，12月)

分類：783.7

所蔵館： 中央－ヤング（5年・1M）

ホム ホームラン
a5000001101a

廣済堂出版

5011659628

所蔵館： 中央－レク（5年・禁帯）

ホリ

ホリデーオート

a5000004194a

モーターマガジン社

5000001101
月刊(毎月10日)

分類：537

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月10日～）

ホン

本 -読書人の雑誌-

a5000002269a

講談社

5000004194
月刊(毎月25日)

分類：020

月刊(20日)

分類：019

隔月刊(奇数月)

分類：020

所蔵館： 中央－人文科学（1年・禁帯）

本を選ぶ
a5000004629a

ライブラリー・アド・サービス

5000002269

所蔵館： 中央－人文科学（1年・禁帯）

本郷
a5000002272a

吉川弘文館

5000004629

所蔵館： 中央－人文科学（1年・禁帯）

盆栽世界(BONSAI WORLD)
a5000000339a

エスプレス・メディア出版

5000002272
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～）

本の雑誌
a 5 0 0 0 0本の雑誌社
04589a

5000000339
月刊(第2土曜日)

分類：019

所蔵館： 中央－ポ雑誌（20年・1M・1999年1月～），福島（1年・1M），天王寺（1年・1M），東淀
川（1年・1M），旭（1年・1M）

本の旅人(Travelers of the books)
a5000004196a

KADOKAWA

5000004589
月刊(毎月27日)

分類：020

月刊(毎月20日)

分類：020

所蔵館： 中央－人文科学（1年・禁帯）

本の窓
小学館

5000004196

所蔵館： 中央－人文科学（1年・禁帯）

139

ホト - ホン

a5011954178a

マイ

マ

MICE Japan

a5010688036a

MICEジャパン

5011954178
月刊

分類：674

月刊(28日)

分類：051.3

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

毎日が発見
a5011442777a

毎日が発見

5010688036

所蔵館： 中央－ポ雑誌（永年・1M・2004年3月～），福島（1年・1M），旭（1年・1M）

毎日フォーラム -政策情報誌a5013032299a

毎日新聞社

5011442777
月刊(10日)

分類：312

所蔵館： 中央－社会科学（5年・禁帯）

Milepost
a5000004628a

大阪商業大学比較地域研究所

5013032299
年数回

分類：670

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯）

マエ

前橋文学館報 -萩原朔太郎記念水と緑と詩のまち-

a5012519629a

前橋文学館

5000004628

年数回

分類：910

月刊(毎月11日)

分類：788

所蔵館： 中央－文学（5年・禁帯）

マク

マクール -SUPER BOAT MAGAZINE-

a5000004637a

三栄(発売)

5012519629

所蔵館： 中央－レク（5年・禁帯）

MACROCOSM -国際交流活動ニュースa5011297872a

青少年国際交流推進センター

5000004637

季刊

分類：379

所蔵館： 中央－社会科学（1年・禁帯）

マサ まざぁぐうす
a5000000890a

トムの会

5011297872
年数回

分類：019

所蔵館： 中央－児研（永年・禁帯・1994年4月～）

マチ

MACHINAMI(まちなみ)

a5012209233a

大阪府建築士事務所協会

5000000890
月刊(1日)

分類：520

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1988年1月～）

まちの公園新聞 -住吉公園・住之江公園a5000000889a

都市公園管理共同体

5012209233

季刊

分類：620

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2006年12月-～），住之江（3年・禁帯）

まち・むら -自治会・町内会情報紙a5000000643a

あしたの日本を創る協会

5000000889
季刊

分類：318

所蔵館： 中央－社会科学（20年・禁帯・1999年3月～）

マツ

Mac Fan(マック・ファン)

a5012196039a

マイナビ出版

5000000643
月刊(毎月29日)

分類：549

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯），阿倍野（1年・1M）

マト

Mart(マート)
光文社

5012196039
月刊(毎月28日)

分類：590

所蔵館： 西淀川（1年・1M），鶴見（1年・1M），阿倍野（1年・1M）
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マイ - マト

a5014044329a

マナ

まなびや -にしなりでまなぶ!西成区の生涯学習情報紙-

a5014054751a

[大阪市]西成区役所市民協働課(生涯 月刊(25日)

5014044329
分類：379

所蔵館： 西成（1年・禁帯）

ママ

mamagirl

a5014452041a

エムオン・エンタテインメント(発売)

5014054751
季刊(2，5，8，11月各28日)

分類：580

所蔵館： 浪速（1年・3M），城東（1年・3M）

マミ

まみたん 大阪市版 -プレママから保育園&認定こども園&幼稚園ママ・パパの子

a5011364552a

関西ぱど広域営業部

隔月刊

5014452041

分類：369

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2017年7月-～）

マモ

MAMOR(マモル) -日本の防衛のこと、もっと知りたい!-

a5012953765a

扶桑社

月刊(毎月21日)

5011364552
分類：390

所蔵館： 中央－社会科学（5年・禁帯），東淀川（1年・1M）

マリ

Marisol

a5000001410a

集英社

5012953765
月刊(毎月7日)

分類：051.7

所蔵館： 西成（1年・1M）

Marine Diving(マリンダイビング)
a5000001249a

水中造形センター

5000001410
月刊(毎月10日)

分類：785

所蔵館： 中央－レク（5年・禁帯）

マル 丸

5000001249

a5012632970a

潮書房光人新社

月刊(毎月25日)

分類：390

所蔵館： 中央－社会科学（20年・禁帯・1999年1月～）

マン

マンションドクターニュース

a5014665282a

集合住宅維持管理機構

5012632970
年数回

分類：520

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯）

マンションらいふあっぷ -大阪市マンション管理支援機構通信a5000004130a

大阪市マンション管理支援機構

年数回

5014665282
分類：670

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2009年10月-～）

嵯峨(Monthly SAGA Ikebana Saga Goryu) -いけばな嵯峨御流a5000004135a

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(毎月24日)

分類：783.7

所蔵館： 中央－レク（5年・禁帯）

monthly GIANTS(月刊ジャイアンツ)
a5000005688a

報知新聞社

5000004135

所蔵館： 中央－レク（20年・禁帯・1999年1月～）

Monthly HANSHIN Tigers -月刊タイガースa5010531425a

かんそく(発売)

月刊(毎月1日)

5000005688
分類：783.7

所蔵館： 中央－レク（永年・禁帯・1998年4月～）

マンスリー・レビュー
a5000003344a

三井住友銀行

5010531425
月刊

分類：330

所蔵館： 中央－社会科学（5年・禁帯）

万葉
万葉学会

5000003344
年数回

分類：910

所蔵館： 中央－文学（永年・禁帯・1996年7月～）
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マナ - マン

a5000002187a

ミオ

ミ

美をつくし(MIWOTSUKUSHI) -大阪市立美術館だより大阪市立美術館

年数回(3・9月)

5000002187
分類：700

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1958年10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 3 3 4 6 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）

ミス

水甕

5000003346

a5000000893a

水甕社

月刊(下旬)

分類：911.1

所蔵館： 中央－文学（20年・禁帯・1999年1月号～）

みすず

5000000893

a5014242334a

みすず書房

月刊(毎月1日)

分類：020

所蔵館： 中央－人文科学（1年・禁帯）

mr partner -イギリスから豊かな暮らしと生き方を考えるa5012975295a

ミスター・パートナー

隔月刊(奇数月10日)

5014242334
分類：590

所蔵館： 中央－生活・教育（1年・禁帯）

Mr.PC -実用と実践のフリーソフトPC誌a5010612335a

晋遊舎

5012975295
隔月刊(奇数月24日)

分類：549

所蔵館： 東成（1年・1M）

ミステリーズ!
a5000004649a

東京創元社

5010612335
隔月刊(偶数月)

分類：900

所蔵館： 大正（1年・2M），西淀川（1年・2M），住吉（2年・2M）

水とともに
a5011046878a

水資源機構

5000004649
隔月刊

分類：510

年数回

分類：510

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

水の文化

5011046878

a5000000350a

ミツカン水の文化センター

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯）

ミセ

ミセス

5000000350

文化学園文化出版局

月刊(毎月7日)

分類：051.7

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），大正（1年・1M），天王寺（1年・1M），浪速

a 5 0 0 0 0 0 0 3 5 1 （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），
a

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）

ミセスのスタイルブック(STYLE BOOK)
a 5 0 1 3 0文化学園文化出版局
41437a

5000000351
季刊(2，4，6，10月各12日)

分類：593

所蔵館： 中央－ポ雑誌（5年・3M），天王寺（2年・3M），東淀川（1年・3M），東成（2年・3M），旭
（1年・3M），鶴見（1年・3M），住吉（3年・3M）

ミタ

三田文學
慶應義塾大学出版会(発売)

5013041437
季刊(1，4，7，10月各10日)

分類：910

所蔵館： 中央－文学（20年・禁帯・1999年冬号～）
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ミオ - ミタ

a5014670111a

ミツ

三井E&S技報(MITSUI E&S GROUP TECHNICAL REVIEW)

a5000004915a

三井E&Sホールディングス技術統括部

5014670111

年数回

分類：550

年数回

分類：550

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯）

三井造船技報
a5000000444a

三井造船
⇒

5000004915

「三井E&S技報」に

Meets Regional(ミーツ・リージョナル)
京阪神エルマガジン社

5000000444
月刊(毎月1日)

分類：291.6

a 5 0 0 0所蔵館：
0 0 3 9 1 7 中央－大阪（永年・禁帯・1994年7月～），北（1年・1M），福島（1年・1M），島之内（1
a

年・1M），浪速（1年・1M），西淀川（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）

ミト

MIDOSAN(御堂さん)
a5013041452a

本願寺津村別院大阪教区教務所

5000003917
月刊(1日)

分類：180

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1996年2月号～）

THE MEAT JOURNAL
a5000000898a

食肉通信社

5013041452
月刊(毎月上旬)

分類：640

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

みどりのトラスト
a5012508696a

大阪みどりのトラスト協会

5000000898
年数回

分類：620

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1990年8月～）

ミナ

mina(ミーナ)

a5014149513a

主婦の友社(発売)

5012508696
月刊(毎月20日)

分類：051.7

隔月刊(隔月第1月曜)

分類：291.6

所蔵館： 城東（1年・1M）

みなトコ
a5010314172a

みなとQ編集室

5014149513

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2016年7・8月-～）

ミニ

mini

a5000005572a

宝島社

5010314172
月刊(毎月1日)

分類：051.7

所蔵館： 中央－ヤング（5年・1M）

ミミ

季刊みみ
a5012266178a

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～）

ミユ

ミュージカル(MUSICAL)

a5011710431a

ミュージカル出版社

5012266178
隔月刊(1・3・5・7・9・11月の5日) 分類：760

所蔵館： 中央－芸術（永年・禁帯・2013年1月-2月～）

月刊ミュージックスター
a5000003634a

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）

ミュージック・マガジン(MUSIC MAGAZINE)
a5000000355a

ミュージック・マガジン

5000003634

月刊(毎月20日)

分類：760

所蔵館： 中央－芸術（20年・禁帯・1999年1月～）

ミヨ

Myojo(明星)
集英社

5000000355
月刊(毎月22日)

分類：770

所蔵館： 中央－ヤング（20年・1M・1999年1月号～）
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ミツ - ミヨ

a5000002277a

ミラ

未来

a5010401844a

未來社

5000002277
季刊(1，4，7，10月各1日)

分類：020

月刊

分類：911.1

所蔵館： 中央－人文科学（1年・禁帯）

未来山脈
a5000004646a

未来山脈社

5010401844

所蔵館： 中央－文学（20年・禁帯・2002年1月号～）

ミル

ミルククラブ -大地と、人と、動物と、ぬくもりのソサエティ-

a5010805382a

ミルククラブ

季刊

5000004646
分類：640

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

ミン

民家

a5000002279a

日本民家再生協会

5010805382
季刊

分類：527

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・2004年夏～）

民事月報
a5000002282a

法曹会

5000002279
月刊(月末)

分類：324

所蔵館： 中央－社会科学（永年・禁帯・1996年1月～）

民商法雜誌
a5010469777a

有斐閣

5000002282
隔月刊(偶数月)

分類：324；325

所蔵館： 中央－社会科学（永年・禁帯・1935年1月～）

みんてつ
a5012503528a

日本民営鉄道協会

5010469777
年数回

分類：680

所蔵館： 中央－技術・産業（1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a5000000357a

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～）

みんなのうた -NHKテキストa 5 0 0 0 0NHK出版
00901a

5000000357
隔月刊(奇数月18日)

分類：760

所蔵館： 中央－こども（永年・2M・1989年6.7月～），旭（1年・2M），城東（1年・2M），住吉（2年・
2M）

みんなのスポーツ -公益社団法人全国スポーツ推進委員連合機関誌a5000000902a

日本体育社

月刊(毎月25日)

5000000901

分類：780

所蔵館： 中央－レク（20年・禁帯・1999年1月～）

みんなの図書館
a5000000119a

教育史料出版会

5000000902
月刊(10日)

分類：010

所蔵館： 中央－図研（永年・禁帯・1977年8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）
a5000000358a

ム

ム

ムー(mu) -世界の謎と不思議に挑戦する学研プラス

5000000358

月刊(毎月9日)

分類：147

所蔵館： 中央－ヤング（5年・1M）
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ミラ - ム

a5000003127a

ムシ 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～）

ムス 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～）

ムチ 月刊Mu-Cha(ムーチャ) -港区版a5000003640a

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～）

ムヒ

MOVIE STAR(ムービー・スター)

a5012856876a

インロック

5000003640
季刊(3，6，9，12月各21日)

分類：778

所蔵館： 中央－芸術（永年・禁帯・1996年2月号～）

ムン

mundi(ムンディ)
国際協力機構

5012856876
月刊(1日)

分類：333

所蔵館： 中央－社会科学（5年・禁帯）
a5000001112a

メカ

メ

メカトロニクス -Mechatronics design news-

a5000003129a

技術調査会

5000001112

月刊(15日)

分類：500

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

メテ

medicina -内科臨床誌-

a5000003575a

医学書院

5000003129
月刊(毎月8日)

分類：493

所蔵館： 中央－自然科学（20年・禁帯・1999年1月～）

メニ

月刊メニュー・アイディア

a5012538772a

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～）

メル

Mer(メール) -人と地球のうるおいマガジン-

a5000004053a

都市技術センター

5012538772

年数回

分類：519

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2007年5月～）

メン

MEN’S EX

a5000000637a

世界文化社

5000004053
月刊(毎月6日)

分類：593

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

MEN’S CLUB(メンズクラブ)
a5000000359a

講談社(発売)

5000000637
月刊(毎月25日)

分類：593

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

MEN’S NON-NO
集英社

5000000359
月刊(毎月9日)

分類：051.6

所蔵館： 中央－ポ雑誌（5年・1M），都島（1年・1M），西淀川（1年・1M），城東（1年・1M），西成
（1年・1M）
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ムシ - メン

a5000000360a

モア

モ

MORE(モア)
集英社

5000000360
月刊(毎月28日)

分類：051.7

a 5 0 0 0所蔵館：
0 0 0 3 6 1 中央－ポ雑誌（5年・1M），福島（1年・1M），此花（1年・1M），島之内（1年・1M），港（1
a

年・1M），東淀川（1年・1M），生野（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）

モエ

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
05783a

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）

萌(もえ) -新しい繁栄の芽を皆様とa 5 0 0 0 0大阪市農業協同組合
04538a

5000005783
月刊

分類：610

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1996年4月～），東淀川（1年・禁帯），東成（6月），住吉（6
月・禁帯）

モク

木芽

a5010469554a

日本木造住宅産業協会

5000004538
季刊

分類：527

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

モス

MOSTLY CLASSIC(モーストリー・クラシック)

a5000000362a

日本工業新聞社(発売)

5010469554

月刊(毎月20日)

分類：760

所蔵館： 東成（1年・1M）

モタ

Motorcyclist

a5000000364a

八重洲出版

5000000362
月刊(毎月1日)

分類：537

所蔵館： 阿倍野（1年・1M），西成（1年・1M）

Motor Magazine -自動車ライフ誌<モーターマガジン>a 5 0 0 0 0モーターマガジン社
00427a

月刊(毎月1日)

5000000364
分類：537

所蔵館： 都島（1年・1M），此花（1年・1M），西淀川（1年・1M），生野（1年・1M），城東（1年・
1M），住吉（1年・1M），東住吉（1年・1M），平野（1年・1M）

モダンリビング(MODERN LIVING)
a5000003576a

ハースト婦人画報社

5000000427
隔月刊(偶数月7日)

分類：527

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

モテ

MODEL Art -スケールモデル総合情報専門誌-

a5000003577a

モデルアート社

月刊(毎月26日)

5000003576
分類：507

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

Model Graphix(モデルグラフィックス) -planes，tanks，ships，cars，’bots，figures
a5000000639a

大日本絵画

月刊(毎月25日)

5000003577

分類：507

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

モト

MODEetMODE(モードエモード)

a5000000365a

モードェモード社

5000000639
季刊(2，4，8，11月各21日)

分類：593

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月冬号～）

モノ

mono(モノ・マガジン)
ワールドフォトプレス

5000000365
月２回(毎月2，16日)

分類：675

所蔵館： 中央－ポ雑誌（20年・2W・1999年1月2日.16日～），阿倍野（6月・2W）
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モア - モノ

a5000000365a

モノ

mono(モノ・マガジン)

a5014566853a

ワールドフォトプレス

5000000365
月２回(毎月2，16日)

分類：675

所蔵館： 中央－ポ雑誌（20年・2W・1999年1月2日.16日～），阿倍野（6月・2W）

モモ

桃谷ロイター

a5000001767a

桃谷ロイター実行委員会

5014566853
不定期

分類：291.6

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2017年11月-～），生野（1年・禁帯）

モリ

森鴎外記念会通信

a5012225580a

森鴎外記念会

5000001767
季刊(1・4・7・10月)

分類：910.28

所蔵館： 中央－文学（1年・禁帯）

森下自然医学(Morishita Natural Medicine)
a5012225580a

国際自然医学会

5012225580

月刊(15日)

分類：492

所蔵館： 中央－自然科学（1年・禁帯）

森下自然医学(Morishita Natural Medicine)
a5012231377a

国際自然医学会

5012225580

月刊(15日)

分類：492

所蔵館： 中央－自然科学（1年・禁帯）

モン

文next(MON next)
公文教育研究会

5012231377
年数回(1・7月)

分類：370

所蔵館： 中央－生活・教育（1年・禁帯）
a5000003132a

ヤク

ヤ

月刊薬事(The Pharmaceuticals Monthly)

a5012209231a

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～）

ヤサ やさい畑
a5000001305a

家の光協会

5012209231
隔月刊(奇数月3日)

分類：620

年数回

分類：540

年数回

分類：770

所蔵館： 東成（2年・2M）

ヤス 技報安川電機
a5011550529a

安川電機

5000001305

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯）

ヤソ

やそしま

a5000003016a

関西・大阪21世紀協会上方文化芸能

5011550529

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2007年11月～）

ヤチ 野鳥
a5000003133a

日本野鳥の会

5000003016
月刊

分類：488

所蔵館： 中央－自然科学（20年・禁帯・1999年1月～）

ヤツ

薬局(THE JOURNAL of PRACTICAL PHARMACY)

a5000000368a

南山堂

月刊(毎月2日)

5000003133
分類：499

所蔵館： 中央－自然科学（20年・禁帯・1999年1月～）

ヤマ 山と溪谷
山と溪谷社

5000000368
月刊(毎月15日)

分類：786

所蔵館： 中央－レク（20年・禁帯・1999年1月号～），北（1年・1M），都島（1年・1M），島之内（1
年・1M），港（1年・1M），天王寺（1年・1M），西淀川（1年・1M），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）
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モノ - ヤマ

a5000003017a

ヤマ 山の本

5000003017

a5000003638a

白山書房

季刊

分類：786

所蔵館： 中央－レク（20年・禁帯・1999年4月～）

やまびこ

5000003638

名古屋ライトハウス点字出版部

月刊

分類：051.3

所蔵館： 中央－ＳＨ（20年・禁帯・1999年1月号～）
a5011195465a

ユア

ユ

URpress(ユー アール プレス) -UR都市機構の情報誌-

a5010556697a

都市再生機構

年数回

5011195465
分類：519

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯）

ユイ

季報唯物論研究

a5014568208a

季報唯物論研究刊行会

5010556697
季刊(2・5・8・11月の25日)

分類：110

所蔵館： 中央－人文科学（20年・禁帯・1999年2月～）

ユウ 有恒 -大阪市立大学同窓会報a5000002297a

大阪市立大学同窓会

5014568208
年数回

分類：377

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2018年7月～）

有恒会報

5000002297

a5000002294a

有恒会
⇒

年数回

分類：377

「有恒」に

優駿
a5000002299a

中央競馬ピーアール・センター(発売)

5000002294
月刊(毎月25日)

分類：788

所蔵館： 中央－レク（20年・禁帯・1999年1月～）

郵政考古紀要
a5000000749a

大阪・郵政考古学会

5000002299
年数回

分類：210

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1979年6月～）

UP -UNIVERSITY PRESSa5010165754a

東京大学出版会

5000000749
月刊(毎月11日)

分類：020

月刊(毎月1日)

分類：051.7

所蔵館： 中央－人文科学（1年・禁帯）

ゆうゆう -50代からを応援!a 5 0 0 0 0主婦の友社
00747a

5010165754

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

ユニ UNISYS技報(UNISYS TECHNOLOGY REVIEW)
a5000000747a

日本ユニシス

季刊

5000000747
分類：549

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯）

UNISYS技報(UNISYS TECHNOLOGY REVIEW)
a5000005252a

日本ユニシス

季刊

5000000747
分類：549

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯）

UNICEF NEWS(ユニセフニュース) -マンスリープレッジ版日本ユニセフ協会広報室

季刊

5000005252
分類：369

所蔵館： 中央－社会科学（1年・禁帯）
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ヤマ - ユニ

a5000005487a

ユホ ゆほびか

5000005487

a5014662655a

マキノ出版

月刊(毎月16日)

分類：498.3

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

ユメ

ゆめキッズ -淀川区子育て情報誌-

a5014054750a

淀川区子育て支援連絡会
⇒

5014662655
隔月刊

分類：369

「YODOGAWAゆめキッズ」に

夢21
a5000004749a

わかさ出版

5014054750
隔月刊(奇数月2日)

分類：498.3

年数回(5・11月)

分類：292

所蔵館： 城東（1年・1M）

ユラ

ユーラシア研究

a5000001117a

ユーラシア研究所

5000004749

所蔵館： 中央－人文科学（20年・禁帯・1999年5月～）

ユリ

ユリイカ
青土社

5000001117
月刊(25日)

分類：900

所蔵館： 中央－文学（永年・禁帯・1987年1月～），旭（1年・1M）
a5000002307a

ヨウ

ヨ

陽気 -きらくによめる信仰と教養の家庭雑誌-

a5000003579a

養徳社

月刊(20日)

5000002307
分類：160

所蔵館： 中央－人文科学（5年・禁帯）

用水と廃水(Journal of Water and Waste) -水と環境保全対策の専門誌a5000003580a

産業用水調査会

月刊(毎月2日)

5000003579

分類：519

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

溶接技術(WELDING TECHNOLOGY) -一般社団法人日本溶接協会誌a5000004644a

産報出版

月刊(毎月23日)

5000003580

分類：560

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

ヨコ

横河技報

a5014428305a

横河電機

5000004644
年数回

分類：540

年数回

分類：911.1

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯）

ヨサ

与謝野晶子の世界

a5012793805a

与謝野晶子倶楽部

5014428305

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2010年12月～）

ヨセ

よせぴっ

a 5 0 1 4 6「よせぴっ」編集室
62656a

5012793805
月刊(1日)

分類：779

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2013年8月～），東成（1年），東住吉（6月・禁帯），平野（1
年・禁帯）

ヨト

YODOGAWAゆめキッズ -淀川区子育て情報誌-

a5013024844a

淀川区子育て支援連絡会

隔月刊

5014662656
分類：369

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2014年6月-～）

よどマガ! -つながる・ひろがる・ひびきあう大阪市淀川区役所政策企画課

5013024844

月刊(1日)

分類：318

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2014年5月～），淀川（1年・禁帯）
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ユホ - ヨト

a5000003018a

ライ

ラ

RIDERS CLUB(月刊ライダースクラブ)

a5000002409a

枻出版社

5000003018
月刊(毎月27日)

分類：537

月２回(1・15日)

分類：051.3

所蔵館： 中央－レク（5年・禁帯）

Light&Life 点字版(ライト&ライフ)
a5000002409a

東京ヘレン・ケラー協会

5000002409

所蔵館： 中央－ＳＨ（20年・禁帯・2001年5月1日～）

Light&Life 点字版(ライト&ライフ)
a5000004765a

東京ヘレン・ケラー協会

5000002409
月２回(1・15日)

分類：051.3

所蔵館： 中央－ＳＨ（20年・禁帯・2001年5月1日～）

らいふすてーじ
a5000002905a

京都大学生活協同組合理事会

5000004765
月刊

分類：051.7

年数回

分類：010

月刊(毎月25日)

分類：783

所蔵館： 中央－生活・教育（1年・禁帯）

Library and information science
a5000001119a

三田図書館・情報学会

5000002905

所蔵館： 中央－図研（永年・禁帯・1968年～）

ラク

Rugby magazine(ラグビーマガジン)

a5000000372a

ベースボール・マガジン社

5000001119

所蔵館： 中央－レク（5年・禁帯），住吉（1年・1M）

ラシ

ラジオ技術 -ハイフィデリティオーディオ-

a5010528315a

インプレス(発売)

5000000372

月刊(毎月12日)

分類：548

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

ラジオ深夜便
a 5 0 0 0 0NHKサービスセンター
00373a

5010528315
月刊(毎月18日)

分類：699

所蔵館： 大正（1年・1M），浪速（1年・1M），淀川（1年・1M），城東（1年・1M），鶴見（1年・1M），
住吉（1年・1M）

ラジコン技術(Radio Control Technique)
a5000000374a

電波社

5000000373
月刊(毎月10日)

分類：507

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

ラジコンマガジン(RC MAGAZINE)
a5000000375a

八重洲出版

5000000374
月刊(毎月4日)

分類：507

所蔵館： 中央－こども（永年・1M・1996年1月～）

ラン

ランナーズ
アールビーズ

5000000375
月刊(1日)

分類：782

所蔵館： 西淀川（1年・1M），旭（1年・1M），城東（1年・1M）
a5000000376a

リ

リ

LEE(リー)
集英社

5000000376
月刊(毎月7日)

分類：051.7

所蔵館： 中央－ポ雑誌（5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年・1M），淀川（1年・1M），東成（1
年・1M），旭（1年・1M），鶴見（1年・1M），阿倍野（1年・1M），住吉（1年・1M），平野（1
年・1M）
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ライ - リ

a5000002740a

リウ

RIVIÈRE(リヴィエール)

a5000002314a

横田英子

5000002740
隔月刊

分類：911.5

所蔵館： 中央－文学（20年・禁帯・2007年5月号～）

リク

月刊陸上競技

a5000003020a

講談社

5000002314
月刊(毎月14日)

分類：782

所蔵館： 中央－レク（20年・禁帯・1999年1月号～）

陸上競技マガジン(TRACK&FIELD MAGAZINE)
a5000003642a

ベースボール・マガジン社

月刊(毎月14日)

5000003020
分類：782

所蔵館： 中央－レク（5年・禁帯）

リス

Rhythm & Drums magazine -For Drummers，Percussionists & All The Other Pla

a5000004210a

リットーミュージック

月刊(毎月25日)

5000003642

分類：760

所蔵館： 中央－芸術（20年・禁帯・1999年3月～）

LISN(リスン) -Library & Information Science Newsa5000004160a

キハラ株式会社マーケティング部

季刊

5000004210
分類：010

所蔵館： 中央－図研（永年・禁帯・1996年春号～）

リタ

リーダーシップ

a5000004894a

日本監督士協会

5000004160
月刊(15日)

分類：335

所蔵館： 中央－社会科学（5年・禁帯）

リツ

六花

5000004894

a5000004604a

六花俳句会

月刊

分類：911.3

所蔵館： 中央－文学（20年・禁帯・1999年1月～）

立命館大学国際平和ミュージアムだより
a5010606671a

立命館大学国際平和ミュージアム

5000004604
年数回

分類：319

季刊(季刊1日)

分類：519

所蔵館： 中央－社会科学（1年・禁帯）

リヘ

りべら

5010606671

a5010531422a

公害地域再生センター

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2000年10月～），西淀川（1年・禁帯）

リベラルタイム(LIBERAL TIME) -あなたの疑問に答えるビジネス誌a5000005177a

リベラルタイム出版社

月刊(毎月3日)

分類：051.3

年数回

分類：910

季刊

分類：377

5010531422

所蔵館： 中央－人文科学（5年・禁帯）

リホ

リポート笠間(Report Kasama)

a5000000378a

笠間書院

5000005177

所蔵館： 中央－文学（20年・禁帯・1999年～）

リユ

留学ジャーナル
留学ジャーナル

5000000378

a 5 0 0 0所蔵館：
0 0 3 5 8 3 中央－生活・教育（1年・禁帯），福島（1年・2M），港（1年・3M），大正（1年・1M），天王
a

寺（1年・3M），浪速（1年・3M），西淀川（1年・2M），淀川（1年・3M），東淀川（1年・
3M），城東（1年），鶴見（1年・3M），住吉（3年・3M），東住吉（1年・3M）

流行色
a5011041213a

日本流行色協会

5000003583
季刊

分類：757

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

リヨ

遼 -司馬遼太郎記念館会誌司馬遼太郎記念財団

5011041213
季刊

分類：910.28

所蔵館： 中央－文学（20年・禁帯・2005年春季号～）
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リウ - リヨ

a5000003901a

リヨ

料理王国(CUISINE KINGDOM)

a5000004198a

CUISINE KINGDOM

5000003901
月刊(毎月6日)

分類：596

所蔵館： 中央－生活・教育（20年・禁帯・1999年1月～）

旅行読売
a5000003137a

旅行読売出版社

5000004198
月刊(毎月28日)

分類：291

所蔵館： 西淀川（1年・1M），鶴見（1年・1M），住吉（1年・1M）

リン

臨床スポーツ医学(The Journal of Clinical Sports Medicine)

a5012191228a

文光堂

月刊(毎月28日)

5000003137
分類：780

所蔵館： 中央－レク（20年・禁帯・1999年1月号～）

リンネル(Liniere)
a5012042024a

宝島社

5012191228
月刊(毎月20日)

分類：051.7

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

Rinya(林野)
林野庁

5012042024
月刊

分類：650

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯）
a5000003021a

ル

ルホ LE VOLANT(LE VOLANT) -Monthly Automobile Magazineネコ・パブリッシング

月刊(毎月26日)

5000003021
分類：537

所蔵館： 中央－レク（5年・禁帯）
a5000005045a

レア

レ

レアメタル・ニュース

a5000004056a

アルム出版社

5000005045
週刊(1・8・16・24日)

分類：560

月刊(毎月23日)

分類：051.7

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯）

レイ

Ray

a5011086713a

主婦の友社

5000004056

所蔵館： 中央－ポ雑誌（5年・1M）

Lei wedding(レイ ウエディング) -阪神版a5000000382a

サンケイリビング新聞社

5011086713

月刊(15日)

分類：385

所蔵館： 住吉（6月・1M）

Rail Magazine(レイルマガジン) -EXCITING MONTHLY FOR ENTHUSIASTSa5011552878a

ネコ・パブリッシング

月刊(毎月21日)

5000000382

分類：536

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）

レオ

LEON(レオン) -必要なのは“お金じゃなくてセンス”です!-

a5000000418a

主婦と生活社

月刊(毎月25日)

5011552878
分類：593

所蔵館： 浪速（1年・1M），住吉（1年・1M）

レキ

歴史街道 -時代を見抜く座標軸PHP研究所

5000000418
月刊(毎月6日)

分類：210

所蔵館： 中央－ポ雑誌（永年・1M・1996年1月～），北（1年・1M），東成（1年・1M），城東（1年・
1M），住之江（1年・1M）
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リヨ - レキ

a5000002322a

レキ

歴史学研究(JOURNAL OF HISTORICAL STUDIES)

a5000002323a

績文堂出版

月刊(毎月29日)

5000002322
分類：200

所蔵館： 中央－人文科学（永年・禁帯・1940年1月～）

歴史群像
a5000002324a

学研プラス

5000002323
隔月刊(奇数月6日)

分類：200

所蔵館： 中央－人文科学（20年・禁帯・1999年冬・春号～）

歴史懇談
a5013930426a

大阪歴史懇談会

5000002324
年数回

分類：210

月刊(毎月12日)

分類：200

季刊(1，4，7，10月各30日)

分類：332

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・1987年～）

歴史人
a5010463738a

ベストセラーズ

5013930426

所蔵館： 浪速（1年・1M）

歴史と経済
a5014473717a

農林統計協会(発売)

5010463738

所蔵館： 中央－社会科学（20年・禁帯・2003年1月～）

歴史の旅人 -時代を超えた旅に出よう。a5000002326a

歴史街道倶楽部事務局

5014473717

季刊

分類：216

所蔵館： 中央－人文科学（1年・禁帯）

歴博
a 5 0 1 4 0国立歴史民俗博物館
35342a

5000002326
隔月刊

分類：210

所蔵館： 中央－人文科学（5年・禁帯），天王寺（6月・禁帯），東淀川（1年・禁帯），東成（6月），
住吉（6月・禁帯）

レク

レクリエ(RECREA) -別冊家庭画報-

a5012113767a

世界文化社

5014035342
隔月刊(偶数月1日)

分類：369

季刊

分類：786

月刊(毎月20日)

分類：760

所蔵館： 東成（2年・2M）

Recrew(レクルー)
a5000000446a

日本レクリエーション協会

5012113767

所蔵館： 中央－レク（5年・禁帯）

レコ

レコード芸術

a5000002992a

音楽之友社

5000000446

所蔵館： 中央－芸術（20年・禁帯・1999年1月～），城東（1年・1M）

レコード・コレクターズ(Record Collectors’Magazine)
a5000000385a

ミュージック・マガジン

月刊(毎月15日)

5000002992
分類：760

所蔵館： 中央－芸術（20年・禁帯・1999年1月～）

レタ

レタスクラブ

a5012754199a

KADOKAWA

5000000385
月刊(毎月25日)

分類：590

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

Letter Park(レターパーク) -手紙を楽しむための会員情報誌a5000001381a

日本郵便

月刊(1日)

5012754199
分類：690

所蔵館： 中央－技術・産業（1年・禁帯）

レツ

LET’S GO 4WD(レッツゴー4WD) -MONTHLY MAGAZINE FOR REAL OFF-R
ぶんか社

月刊(毎月6日)

5000001381

分類：537

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

a5000000387a

レテ

レディブティック(LADY BOUTIQUE)

a 5 0 0 0 0ブティック社
01125a

5000000387
月刊(毎月7日)

分類：593

所蔵館： 北（1年・1M），福島（1年・1M），港（1年・1M），大正（1年・1M），浪速（1年・1M），西淀
川（1年・1M），城東（1年・1M），鶴見（1年・1M），阿倍野（1年・1M），住吉（1年・1M）

レフ

レファレンス

a5013041448a

国立国会図書館調査立法考査局

5000001125
月刊(26日)

分類：010

所蔵館： 中央－社会科学（永年・禁帯・1956年11月～）

REV SPEED
三栄書房

5013041448
月刊(毎月26日)

分類：537

所蔵館： 中央－技術・産業（20年・禁帯・1999年1月～）
a5000005646a

ロイ

ロ

Rowing(ローイング)

a5000002331a

日本ボート協会

5000005646
隔月刊

分類：785

所蔵館： 中央－レク（5年・禁帯）

ロウ

労働の科学(Digest of Science of Labour)

a5010536996a

大原記念労働科学研究所

5000002331

月刊(毎月17日)

分類：366

所蔵館： 中央－社会科学（20年・禁帯・1999年1月～）

労働判例
a5000004165a

産労総合研究所

5010536996
月２回(1，15日)

分類：366

所蔵館： 中央－社会科学（20年・禁帯・2003年4月1日号～）

季刊労働法(Quarterly Labor Law)
a5000003396a

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～）

労働レーダー(WORKER’S RADAR)
a5000003354a

労働問題研究会議

5000003396
月刊(毎月8日)

分類：330

所蔵館： 中央－社会科学（20年・禁帯・1999年1月～）

ROHBUN
a5014309074a

労働者文学会

5000003354
年数回

分類：910

所蔵館： 中央－文学（永年・禁帯・1996年6月～）

ロケ

LOCATION JAPAN(ロケーションジャパン)

a5000001127a

地域活性プランニング

5014309074

隔月刊(奇数月15日)

分類：778

所蔵館： 住之江（1年・2M）

ロツ

rockin’on(ロッキングオン) -FIRST IN ROCK JOURNALISM-

a5000000391a

ロッキング・オン

月刊(毎月1日)

5000001127
分類：760

所蔵館： 中央－ヤング（永年・1M・1996年1月～）

ROCKIN’ON JAPAN(ロッキングオンジャパン)
a 5 0 1 1 0ロッキング・オン
69998a

月刊(毎月30日)

5000000391
分類：760

所蔵館： 中央－ヤング（永年・1M・1996年9月～），島之内（1年・1M），東成（1年・1M），旭（1
年・1M），城東（1年・1M）

ロホ

ロボコンマガジン(ROBOCON MAGAZINE) -ロボット総合情報誌オーム社

隔月刊(偶数月15日)

5011069998
分類：500

所蔵館： 中央－技術・産業（5年・禁帯）

154

レテ - ロホ

a5014664956a

ワイ

ワ

わいわい -住之江区子育て支援情報紙-

a5014588226a

住之江区役所子育て支援室

5014664956

月刊

分類：369

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2015年7月-～）

ワカ

わかくす -河内ふるさと文化誌-

a5000000912a

わかくす文芸研究会

5014588226
年数回

分類：291.6

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2015年6月～）

わかさ
a5000003396a

わかさ出版

5000000912
月刊(毎月16日)

分類：498.3；59

所蔵館： 中央－ポ雑誌（20年・1M・1999年1月～），旭（1年・1M）

労働レーダー(WORKER’S RADAR)
a5000003355a

労働問題研究会議

5000003396
月刊(毎月8日)

分類：330

所蔵館： 中央－社会科学（20年・禁帯・1999年1月～）

若葉
a5011485023a

若葉社

5000003355
月刊(1日)

分類：911.3

所蔵館： 中央－文学（20年・禁帯・1999年1月～）

ワセ

早稲田文学 [第10次](wasebun)

a5011485023a

早稲田文学会

5011485023
年数回

分類：910

所蔵館： 中央－文学（20年・禁帯・2007年5月～）

早稲田文学 [第10次](wasebun)
a5000001615a

早稲田文学会

5011485023
年数回

分類：910

所蔵館： 中央－文学（20年・禁帯・2007年5月～）

ワタ

私たちの自然

a5000005003a

日本鳥類保護連盟

5000001615
隔月刊(1日)

分類：488

所蔵館： 中央－自然科学（20年・禁帯・1999年1.2月～）

私のカントリー -ナチュラルな暮らしを楽しむa 5 0 1 4 6主婦と生活社
47989a

季刊(3・6・9・11月の15日)

5000005003
分類：527

所蔵館： 此花（2年・3M），天王寺（2年・3M），西淀川（1年・3M），東淀川（1年・3M），鶴見（1
年・3M），阿倍野（2年・3M），住之江（1年・3M），住吉（3年・3M）

ワニ

わになろなにわ -浪速区社会福祉協議会だより-

a5012695330a

大阪市浪速区社会福祉協議会

季刊

5014647989
分類：369

所蔵館： 中央－大阪（永年・禁帯・2009年10月-～）

ワラ

笑い学研究 -RIDEO-

a5010140168a

日本笑い学会

5012695330
年数回

分類：051.1

所蔵館： 中央－人文科学（5年・禁帯）

和樂
a5010915892a

小学館

5010140168
隔月刊(奇数月1日)

分類：051.7

所蔵館： 中央－ポ雑誌（5年・2M），城東（1年・2M）

ワル ワールド空手(WORLD KARATE) -極真カラテ専門誌国際空手道連盟極真会館

隔月刊(奇数月27日)

5010915892
分類：789

所蔵館： 中央－レク（5年・禁帯）
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ワイ - ワル

a5012956825a

ワル 卓球王国(World Table Tennis) -最新情報満載!こだわりの卓球情報誌a5012255444a

卓球王国

月刊(毎月21日)

分類：783

隔月刊(奇数月10日)

分類：786

5012956825

所蔵館： 西淀川（1年・1M）

ワン

ワンダーフォーゲル(Wandervogel)
山と溪谷社

5012255444

所蔵館： 中央－レク（20年・禁帯・2011年4月～），東成（2年・2M）
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ワル - ワン

