
継続図書等購入基本業務仕様書 

 

１ 業務名 

  令和５年度京都府立図書館継続図書等購入基本業務 

 

２ 業務内容 

   契約業者（以下「乙」という。）は、京都府立図書館（以下「甲」という。）が指  

定する継続図書（年鑑・シリーズもの等継続的に発売される図書及び指定する出版社  

の発行する図書をいう。）及び逐次刊行物（雑誌等の定期刊行物をいう。）（以下「継  

続図書等」と総称する。）を納入条件に従い、甲に随時納入する。 

 継続図書等の購入価格は、出版物再販売価格維持制度に基づいて定められた図書本  

体価格（消費税及び地方消費税相当額を含まない金額）に（100－割引率)/100を乗じ  

た金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）に、   

110/100（消費税及び地方消費税率）を乗じた金額（当該金額に１円未満の端数があ  

るときは、その端数を切り捨てた額）とする。 

 

３ 納入条件 

① 甲が指定する継続図書等は、別紙一覧表のとおりとする。 

② 継続図書等は、令和５年４月７日から令和６年３月 31 日までに発売され、同期間

に甲に納入できるものとする。 

③ 継続図書等は発売と同時に甲から発注があったものとみなし、発売日又は発売日が  

図書館の休館の場合は翌日に納入するものとする。ただし、休館日のうち、別途指示  

する日は発売日に納入するものとする。 

なお、甲の承諾を受けた継続図書等の納入猶予期間は原則、発売日から１週間以内  

とし、契約期間内に納入するものとする。 

④  継続図書等の廃刊、図書形態での発行の中止、休刊等が判明した場合には、甲の指  

示を受けて処理するものとする。 

 なお、継続図書等の廃刊等に伴い、代替分の指定等により別紙一覧表の見直しを行  

うことがある。 

⑤  乙は、契約期間満了時及び甲の指示する時期において、継続図書等の発行状況、納  

品状況等を甲に報告するものとする。 

 

４ その他 

  本書に記載されていない事項については、その都度、甲乙が協議し決定する。 

 



令和5年度継続 出版社順

（青）5年度より追加（橙）出版社等直販

番号 書名 出版社
1 Art box in Japan  ART BOXインターナショナル

2 世界の児童文学登場人物索引 DBジャパン
3 ggg Books（世界のグラフィックデザイン） DNPアートコミュニケーションズ

4 Britannica Book of the Year Encyclopadia　Britannica
5 明石ライブラリー 明石書店
6 アフガニスタン文化遺産調査資料集 明石書店
7 エリア・スタディーズ 明石書店
8 現代中国叢書 明石書店
9 古代に真実を求めて　古田史学論集 明石書店

10 図表でみる教育　OECDインディケータ 明石書店
11 図表でみる世界の主要統計 （「ＯＥＣＤＦａｃｔｂｏｏｋ｣の改題 明石書店
12 図表でみる世界の保健医療 明石書店
13 世界の教科書シリーズ 明石書店
14 世界歴史叢書 明石書店
15 地図でみる世界の地域格差 明石書店
16 発達障害白書 明石書店
17 朝倉化学大系 朝倉書店
18 朝倉数学大系 朝倉書店
19 朝倉世界地理講座 朝倉書店
20 朝倉物理学大系 朝倉書店
21 現代基礎数学 朝倉書店
22 作物栽培大系 朝倉書店
23 食物と健康の科学シリーズ 朝倉書店
24 シリーズ〈行動計量の科学〉 朝倉書店
25 シリーズ食品の科学 朝倉書店
26 世界自然環境大百科 朝倉書店
27 電気電子工学シリーズ 朝倉書店
28 発掘された日本列島 朝日新聞社
29 冷泉家時雨亭叢書 朝日新聞社
30 朝日歌壇 朝日新聞出版
31 朝日キーワード 朝日新聞出版
32 朝日新聞報道写真集 朝日新聞出版
33 朝日俳壇 朝日新聞出版
34 アジア動向年報 アジア経済研究所
35 歴史科学叢書 校倉書房
36 日本の教育 アドバンテージサーバー
37 明治初年寺院明細帳 アルヒーフ
38 叢書２０世紀の芸術と文学 アルファベータ
39 大阪の俳人たち 和泉書院
40 近代戦争文学事典 和泉書院
41 近代文学研究叢刊 和泉書院
42 研究叢書 和泉書院
43 国語語彙史の研究 和泉書院
44 国語文字史の研究 和泉書院
45 四部合戦状本平家物語全釈 和泉書院
46 島津忠夫著作集 和泉書院
47 生活語彙の開く世界 和泉書院
48 世界開発報告 一灯舎
49 世界労働レポート 一灯舎( オーム社発売)

50 浅井了意全集 岩田書院
51 地方史文献年鑑 岩田書院
52 アリストテレス全集 岩波書店
53 岩波科学ライブラリー 岩波書店



54 岩波講座世界歴史 岩波書店
55 岩波ジュニア新書 岩波書店
56 岩波新書 岩波書店
57 岩波数学叢書 岩波書店
58 岩波ブックレット 岩波書店
59 岩波文庫　 岩波書店
60 確率と情報の科学 岩波書店
61 現代言語学入門 岩波書店
62 現代人類学の射程 岩波書店
63 原典アメリカ史 岩波書店
64 書物誕生  あたらしい古典入門 岩波書店
65 シリーズ現代の経済　 岩波書店
66 シリーズヒトの科学 岩波書店
67 世界歴史選書 岩波書店
68 戦争の経験を問う 岩波書店
69 双書科学／技術のゆくえ 岩波書店
70 双書時代のカルテ 岩波書店
71 池田浩士コレクション インパクト出版会

72 年報・死刑廃止 インパクト出版会

73 情報サービス産業白書 インプレス
74 インターネット白書 インプレスR&D

75 星野立子全集 梅里書房
76 近代図案コレクション 芸艸堂
77 Residential Masterpieces(世界現代住宅全集) エーディーエー・エディタ・トーキョー

78 ＮＨＫブックス NHK出版

79 日本の<現代> ＮＴＴ出版
80 外為年鑑 FNグローバル
81 川端康成作品論集成 おうふう
82 源氏物語別本集成　続編 おうふう
83 國の予算（国の予算） 大蔵財務協会
84 新国訳大蔵経 大蔵出版
85 戦後世界と日本資本主義 大月書店
86 ローザ・ルクセンブルク全集 お茶の水書房
87 橋 オフィス・スペース

88 環境・リサイクル施策データブック オフィスゼロ
89 京都幼稚園・保育園・認定こども園情報 おふぃすパワーアップ

90 ORICONエンタメ・マーケット白書 オリコン・リサーチ
91 オペラ対訳ライブラリー 音楽之友社
92 作曲家・人と作品 音楽之友社
93 化学商品（９９９９９の化学商品） 化学工業日報社

94 近世歴史資料集成 科学書院
95 諸国産物帳集成 科学書院
96 新食品・栄養科学シリーズ  化学同人
97 はじめて学ぶ健康・スポーツ科学シリーズ 化学同人
98 チュートリアル化学シリーズ 化学同人社
99 ＜歴史群像＞太平洋戦史シリーズ 学習研究社

100 ベーシック司書講座・図書館の基礎と展望 学文社
101 メディア専門職養成シリーズ 学文社
102 教育小六法 学陽書房
103 地方自治小六法 学陽書房
104 笠間叢書 笠間書院
105 コレクション日本歌人選 笠間書院
106 中世王朝物語全集 笠間書院
107 歌合・定数歌全釈叢書 風間書房
108 私家集全釈叢書 風間書房
109 ギネス世界記録 角川アスキー総合研究所

110 写真表現シリーズ 角川書店



111 図書館学古典翻訳セレクション 金沢文圃閣
112 文献探索人 金沢文圃閣
113 文圃文献類従 金沢文圃閣
114 家族心理学年報 金子書房
115 児童心理学の進歩 金子書房
116 かもがわCブックス かもがわ出版
117 かもがわブックレット かもがわ出版
118 シリーズ道徳の系譜 河出書房新社
119 廃棄物年鑑 環境産業新聞社

120 源氏物語をいま読み解く 翰林書房
121 気象年鑑 気象業務支援センター

122 映画年鑑 キネマ旬報社

123 建築基準法令集 技報堂出版
124 白書の白書 木本書店
125 朱子語類訳注[第一期] 汲古書院
126 東アジア海域叢書 汲古書院
127 自治六法 ぎょうせい
128 男女共同参画統計データブック ぎょうせい
129 審議会総覧 行政管理研究センター

130 世界年鑑 共同通信社
131 学術選書 京都大学学術出版会

132 近代社会思想コレクション 京都大学学術出版会

133 生態学ライブラリー 京都大学学術出版会

134 西洋古典叢書 京都大学学術出版会

135 東洋史研究叢刊 京都大学学術出版会

136 ＫＳＰシリーズ（「デジタル情報資源の検索」含む） 京都図書館情報学研究会

137 アウグスティヌス著作集 教文館
138 造形ライブラリー 共立出版
139 キリスト教年鑑 キリスト新聞社
140 日本の伝統芸能 本田安次著作集 錦正社
141 溝口健二全作品解説 近代文芸社
142 文化財の保存と修復 クバプロ
143 土屋俊言語哲学コレクション くろしお出版
144 認知日本語学講座 くろしお出版
145 ブーニン作品集 群像社
146 総合研究現代日本経済分析 慶應義塾大学出版会

147 シリーズ認知と文化 勁草書房
148 日本交通政策研究会研究双書 勁草書房
149 東アジア長期経済統計 勁草書房
150 経営労働政策特別委員会報告（「労働問題研究委員会報告」「経営労働政策委員会報告」改題） 経団連出版
151 副島種臣全集 慧文社
152 憲法理論叢書 敬文堂
153 考古民俗叢書 慶友社
154 日本子ども資料年鑑 KTC中央出版
155 古典転生 月曜社
156 年鑑日本の広告写真 玄光社
157 気象業務はいま 研精堂印刷
158 東静漢方研究叢書 源草社
159 中原佑介美術批評選集 現代企画(発売)

160 インディアス群書 現代企画室
161 （季刊）福祉労働 現代書館
162 シリーズ藩物語 現代書館
163 <新>建築設計資料 建築資料研究社
164 石川忠久著作選 研文出版
165 英語年鑑 研究社
166 杉浦康平デザインの言葉 工作舎
167 EINSTEIN SERIES 恒星社厚生閣



168 公正取引委員会年次報告 公正取引協会
169 簡易生命表 厚生労働統計協会

170 国民衛生の動向 厚生労働統計協会

171 国民の福祉と介護の動向（「国民の福祉の動向」の改題） 厚生労働統計協会

172 人口の動向日本と世界 厚生労働統計協会

173 生命表 厚生労働統計協会

174 我が国の人口動態 厚生労働統計協会

175 高校サッカー年鑑 講談社
176 ザ・ベストミステリーズ 講談社
177 <図説>日本の鉄道 講談社
178 文学 講談社
179 村上春樹全作品 講談社
180 代表作時代小説 光文社
181 久伊豆神社小教院叢書 弘文堂
182 新しい短歌鑑賞 晃洋書房
183 哲学書概説シリーズ 晃洋書房
184 日本民間放送年鑑 コーケン出版（発売）

185 江戸の伝奇小説 国書刊行会
186 金枝篇 国書刊行会
187 倉富勇三郎日記 国書刊行会
188 スタニスワフ・レムコレクション 国書刊行会
189 西尾幹二全集 国書刊行会
190 文学の冒険シリーズ 国書刊行会
191 未来の文学 国書刊行会
192 民俗資料選集 国土地理協会
193 職員録 国立印刷局
194 東北中世史叢書 高志書院
195 京都子連れパワーアップ情報 子育て支援コミュニティおふぃすパワーアップ

196 らくたび文庫 コトコト
197 音響サイエンスシリーズ コロナ社
198 音響入門シリーズ コロナ社
199 シリーズ21世紀のエネルギー コロナ社
200 図説日本の税制 財経詳報社
201 大活字本シリーズ（教養書） 埼玉福祉会
202 大活字本シリーズ（現代文学） 埼玉福祉会
203 カナダの文学 彩流社
204 ポルトガル文学叢書 彩流社
205 季刊経済理論（「経済理論学会年報（青木書店／刊）」の改題） 桜井書店（発売）

206 解説教育六法 三省堂
207 食生活データ総合統計年報 三冬社
208 地球温暖化＆エネルギー問題総合統計（地球温暖化統計データ集） 三冬社
209 自費出版年鑑 サンライズ出版

210 びわ湖の森の生き物 サンライズ出版
211 中国組織別人名簿 ジェイピーエムコーポレーション
212 消費社会白書 JMR生活総合研究所

213 ジェトロ世界貿易投資報告(ジエトロ貿易投資白書の改題） ジェトロ
214 公民連携白書 時事通信社

215 地域と自治体 自治体研究社
216 現代詩文庫 思潮社
217 山岳科学叢書 信濃毎日新聞社

218 思文閣史学叢書 思文閣出版
219 住友史料叢書 思文閣出版
220 東寺廿一口供僧方評定引付 思文閣出版
221 都道府県教育史 思文閣出版
222 中島義一著作集 紫峰図書
223 中国人の日本観 社会評論社
224 訳注日本史料 集英社



225 現代用語の基礎知識 自由国民社
226 現代用語の基礎知識学習版 自由国民社
227 水墨画年鑑 秀作社出版
228 ＯＥＣＤ国民経済計算 柊風舎
229 現代アメリカデータ総覧 柊風舎
230 世界経済・社会統計 柊風舎
231 ヨーロッパ統計年鑑 柊風舎
232 日本SF全集 出版芸術社
233 造本装幀コンクール 出版文化産業振興財団
234 本の学校・出版産業シンポジウム記録集 出版メディアパル

235 国会便覧 シュハリ・イニシアティブ
236 世界の社会福祉年鑑 旬報社
237 日本労働年鑑 旬報社
238 労働六法 旬報社
239 アートセレクション 小学館
240 逆説の日本史 小学館
241 新･生命科学シリーズ 裳華房
242 日本スーパー名鑑（「日本スーパーマーケット名鑑」の改題） 商業界
243 環境法政策学会誌 商事法務
244 SUPモダン・クラシックス叢書 上智大学出版（ぎょうせい発売）

245 D.H.ロレンス書簡集 松柏社
246 アメリカ古典大衆小説コレクション 松柏社
247 言語科学の冒険 松柏社
248 首都圏白書 勝美印刷
249 男女共同参画白書 勝美印刷
250 通商白書　 勝美印刷
251 土地白書 勝美印刷
252 吉本隆明全集 晶文社
253 世界の厚生労働（「海外情勢白書」の改題） 情報印刷
254 情報ｾｷｭﾘﾃｨ白書 情報処理推進機構

255 観光白書 昭和情報プロセス

256 叢書・比較教育社会史 昭和堂
257 日本の哲学 昭和堂
258 日本食肉年鑑 食肉通信社
259 食品添加物便覧 食品と科学社
260 食糧経済年鑑 食糧経済通信社

261 世界遺産ガイド シンクタンクせとうち総合研究機構

262 世界遺産データ・ブック シンクタンクせとうち総合研究機構

263 日本の原点シリーズ[木の文化] 新建新聞社出版部

264 現代風俗 新宿書房
265 シリーズ「遺跡を学ぶ」　 新泉社
266 ガルシア=マルケス全小説（Obra de García Márquez） 新潮社
267 ＣREST　BOOKS（クレストブックス） 新潮社
268 Thomas Pynchon Complete Collection(トマス・ピンチョン全小説) 新潮社
269 文藝年鑑（文芸年鑑） 新潮社
270 古代中世文学論考 新典社
271 女性作家評伝シリーズ 新典社
272 新典社研究叢書 新典社
273 農業機械年鑑 新農林社
274 孫たちへの証言 新風書房
275 京都市都市計画地図集 ジンブン21
276 京都府都市計画地図集 ジンブン21
277 津島佑子コレクション 人文書院
278 全国繊維企業要覧 信用交換所
279 やまだようこ著作集 新曜社
280 ZEAMI 森話社
281 叢書・文化学の越境 森話社



282 水産年鑑 水産社
283 シュルレアリスムの２５時 水声社
284 下水道年鑑 水道産業新聞社

285 水道年鑑 水道産業新聞社

286 スタジオジブリ絵コンテ全集 スタジオジブリ
287 SDGs自治体白書 （『環境自治体白書』から書名変更） 生活社
288 越境する近代 青弓社
289 石橋湛山記念早稲田ジャーナリズム大賞記念講座講義録 成文堂

290 新抄物資料集成 清文堂
291 古代の人物 清文堂出版
292 天文年鑑 誠文堂新光社
293 ビオストーリー 誠文堂新光社
294 大コンメンタール刑事訴訟法 青林書院
295 Ｓｅｋａｉｓｈｉｓｏ　ｓｅｍｉｎａｒ 世界思想社
296 ＬＰガス資料年報 石油化学新聞社

297 フィヒテ全集 晢書房
298 セメント年鑑 セメント新聞社
299 社会福祉関係施策資料集 全国社会福祉協議会

300 出版指標年報 全国出版協会出版科学研究所

301 ACC日本のクリエイティビティ 宣伝会議
302 コピー年鑑（「ＴＣＣ広告年鑑」の改題） 宣伝会議
303 専門情報機関総覧 専門図書館協議会

304 ゼンリン住宅地図（京都府） ゼンリン
305 教育アンケート調査年鑑 創育社
306 京大心理臨床シリーズ 創元社
307 ケンブリッジ版世界各国史 創土社
308 ハイデッガー全集 創文社→東京大学出版会
309 国民健康・栄養の現状 第一出版
310 生涯学習・社会教育行政必携 第一法規
311 全国市町村要覧 第一法規
312 日本都市年鑑 第一法規
313 アメリカ歴代大統領大全 大学教育出版
314 大活字文庫 大活字
315 情報メディア白書 ダイヤモンド社
316 このミステリーがすごい！ 宝島社
317 義太夫節浄瑠璃未翻刻作品集成 玉川大学出版部

318 保育白書 ちいさいなかま社

319 アンドレ・ジッド集成  筑摩書房
320 太宰治賞 筑摩書房
321 ミシェル・フーコー講義集成 筑摩書房
322 柳田國男全集 筑摩書房
323 ヘーゲル全集 知泉書館
324 会計全書 中央経済社
325 環境経営イノベーション 中央経済社
326 アジア仏教美術論集 中央公論美術出版
327 日本美術年鑑 中央公論美術出版

328 児童福祉六法 中央法規出版
329 社会福祉の動向 中央法規出版
330 社会保障入門 中央法規出版
331 精神保健医療福祉白書（精神保健福祉白書から改題） 中央法規出版
332 中国年鑑 中国研究所
333 著作権法入門 著作権情報センター

334 資源エネルギー年鑑 通産資料出版会

335 帝国データバンク会社年鑑　西日本 帝国データバンク

336 帝国データバンク会社年鑑　東日本 帝国データバンク

337 デジタルコンテンツ白書 デジタルコンテンツ協会

338 鉄鋼年鑑 鉄鋼新聞社



339 現代児童文学詩人選集 てらいんく
340 てらいんくの評論 てらいんく
341 国立科学博物館叢書 東海大学出版会

342 コジマの日記 東海大学出版会

343 日本のアートディレクション（「Ｔｏｋｙｏ　Ａｒｔ　Ｄｉｒｅｃｔｏｒｓ　Ｃｌｕｂ　ａｎｎｕａｌ」「ＡＤＣ年鑑」の改題） 東京アートディレクターズクラブ
344 東商信用録　関東版 東京商工リサーチ関西支社

345 東商信用録　近畿北陸版 東京商工リサーチ関西支社

346 大日本史料 東京大学史料編纂所
347 エウクレイデス全集 東京大学出版会

348 行政学叢書 東京大学出版会

349 古語大鑑 東京大学出版会

350 中国絵画総合図録（３編から題字・書誌ともに中國繪畫總合圖録） 東京大学出版会

351 東洋叢書 東京大学出版会

352 臨床心理学をまなぶ 東京大学出版会
353 花押かゝみ 東京大学資料編纂所

354 假名草子集成（仮名草子集成） 東京堂出版
355 展望日本歴史 東京堂出版
356 刀水歴史全書 刀水書房
357 市民の考古学 同成社
358 世界の考古学　第２期 同成社
359 同成社江戸時代史叢書 同成社
360 同成社近現代史叢書 同成社
361 同成社古代史選書 同成社
362 日本の遺跡 同成社
363 ものが語る歴史 同成社
364 関西地学の旅 東方出版
365 京・古社寺巡礼 東方出版
366 日本中小企業学会論集 同友館
367 日本の社会教育 東洋館出版社
368 経済政策レビュー 東洋経済新聞社

369 ITロードマップ 東洋経済新報社

370 ＩＴナビゲーター（「IT市場ナビゲーター」より解題） 東洋経済新報社

371 海外進出企業総覧 東洋経済新報社

372 外資系企業総覧 東洋経済新報社

373 ケインズ全集 東洋経済新報社

374 現代経済学の潮流 東洋経済新報社
375 図説日本の財政 東洋経済新報社

376 都市データパック 東洋経済新報社

377 20--年日本はこうなる 東洋経済新報社

378 ライフデザイン白書 東洋経済新報社
379 食の文化フォーラム ドメス出版
380 新・世界現代詩文庫 土曜美術社出版販売

381 詩と思想詩人集 土曜美術社出版販売

382 新・日本現代詩文庫 土曜美術社出版販売

383 叢書地球発見 ナカニシヤ出版
384 教科書に書かれなかった戦争 梨の木舎
385 原子力市民年鑑 七つ森書館
386 アンケート調査年鑑 並木書房
387 新薩摩学 南方新社
388 中国名窯名瓷シリーズ 二玄社
389 女性労働の分析（「女性労働白書」の改題） 21世紀職業財団

390 学会年報・研究報告論文総覧 日外アソシエーツ

391 京都府人物・人材情報リスト 日外アソシエーツ
392 現代物故者事典 日外アソシエーツ

393 書誌年鑑 日外アソシエーツ

394 人物書誌大系 日外アソシエーツ

395 本の年鑑（Ｂｏｏｋ　ｐａｇｅ） 日外アソシエーツ



396 翻訳小説全情報 日外アソシエーツ

397 論文集内容細目総覧 日外アソシエーツ

398 原子力年鑑 日刊工業新聞社

399 自動車年鑑（「自動車年鑑ハンドブック」の改題） 日刊自動車新聞社

400 経済財政白書（「経済白書」の改題） 日経印刷
401 警察白書 日経印刷
402 公務員白書 日経印刷
403 消防白書 日経印刷
404 世界経済の潮流（「世界経済白書」の改題） 日経印刷
405 地方財政白書 日経印刷
406 中小企業白書 日経印刷
407 国土交通白書（「運輸白書」「建設白書」の合併改題） 日経印刷
408 食料・農業・農村白書参考統計表（「図説食料・農業・農村白書参考統計表」の改題 日経印刷
409 犯罪白書 日経印刷
410 防災白書 日経印刷
411 広告白書 日経広告研究所

412 ＮＡ建築家シリーズ 日経ＢＰ社
413 中国経済データハンドブック 日中経済協会
414 日本EU学会年報 ［日本ＥＵ学会］
415 解放社会学研究 日本解放社会学会

416 看護白書 日本看護協会出版会
417 囲碁年鑑 日本棋院
418 GRAPHIC DESIGN IN JAPAN 日本グラフィックデザイナー協会

419 日経MJトレンド情報源 日本経済新聞出版社

420 近代日本の社会と交通 日本経済評論社

421 国際公共政策叢書 日本経済評論社

422 シリーズ沖縄史を読み解く 日本経済評論社

423 評伝・日本の経済思想 日本経済評論社

424 春季労使交渉・労使協議の手引き（「春季労使交渉の手引き」の改題） 日本経団連出版

425 航空統計要覧 日本航空協会
426 国際政治 日本国際政治学会

427 将棋年鑑 日本将棋連盟
428 農薬要覧 日本植物防疫協会
429 食糧年鑑 日本食糧新聞社

430 日本新聞年鑑 日本新聞協会 
431 レジャー白書 日本生産性本部

432 「働くことの意識」調査報告書 日本生産性本部ワークライフ部

433 西洋古典学研究 日本西洋古典学会

434 租税理論研究叢書 日本租税理論学会 

435 GOOD DESIGN AWARD（「ジャパンデザイン」の改題） 日本デザイン振興会

436 統計でみる日本 日本統計協会
437 JLA Booklet 日本図書館協会

438 ＪＬＡ図書館情報学テキストシリーズ 日本図書館協会

439 ＪＬＡ図書館実践シリーズ（『インターネットで文献探索』を統合） 日本図書館協会

440 図書館年鑑 日本図書館協会

441 日本の図書館 日本図書館協会
442 リーディングス日本の教育と社会 日本図書センター

443 都道府県農業協同組合名鑑 日本農業新聞
444 農業法研究 日本農業法学会

445 私法判例リマークス 日本評論社
446 法の科学 日本評論社
447 水俣学講義 日本評論社
448 老年社会科学 日本老年社会科学会

449 労務年鑑 日本労務研究会

450 新特産シリーズ 農山漁村文化協会

451 年報村落社会研究 農山漁村文化協会

452 日本農業の動き 農政ジャーナリストの会



453 食料需給表 農林統計協会
454 日本農業年報 農林統計協会
455 哲学の現代を読む 白水社
456 白帝社アジア史選書 白帝社
457 文学者の手紙（日本近代文学館資料叢書　第２期） 博文館新社
458 萬葉集研究 塙書房
459 国際連合世界人口年鑑 原書房
460 国際連合世界人口予測（ 「世界人口年鑑」別巻） 原書房
461 国際連合貿易統計年鑑 原書房
462 人口学ライブラリー 原書房
463 世界統計年鑑 原書房
464 全国各種団体名鑑 原書房
465 全国学校総覧 原書房
466 天声人語 原書房
467 美術年鑑 美術年鑑社
468 美術フォーラム２１ 美術フォーラム２１刊行会
469 メンタルヘルス・ライブラリー 批評社
470 上原専禄著作集 評論社
471 日本薬局方  条文と注釈 廣川書店
472 日本薬局方　解説書 廣川書店
473 ブックレット《アジアを学ぼう》 風響社  
474 ブラジル日本移民百年史 風響社
475 政治理論のパラダイム転換 風行社
476 一海知義著作集 藤原書店
477 ジョルジュ・サンド　セレクション 藤原書店
478 ゾラ・セレクション 藤原書店
479 シェリング著作集 文屋秋栄
480 戦略論大系 芙蓉書房出版
481 種生物学研究 文一総合出版
482 平安京・京都研究叢書 文理閣
483 宗教と現代がわかる本 平凡社
484 朝鮮近代文学選集 平凡社
485 東洋文庫 平凡社
486 山東京伝全集 ペリカン社
487 中山茂著作集 編集工房球
488 鉄幹晶子全集 勉誠出版
489 日本の作家１００人 勉誠出版
490 ネットワーク時代の図書館情報学 勉誠出版
491 社会保障統計年報 法研
492 イスラーム文化叢書 法政大学出版局

493 サピエンティア 法政大学出版局

494 叢書・歴史学研究 法政大学出版局

495 ディルタイ全集 法政大学出版局

496 復刻シリーズ　日本社会運動史料 法政大学出版局

497 ものと人間の文化史 法政大学出版局

498 最高裁判所判例解説　刑事篇 法曹会
499 最高裁判所判例解説　民事篇 法曹会
500 石山寺資料叢書 法蔵館
501 日本仏教史研究叢書 法蔵館
502 柳田聖山集 法蔵館
503 NJ叢書 法律文化社
504 現代世界の市民社会・利益団体研究叢書 木鐸社
505 年報政治学（「日本政治学会年報（岩波書店／刊）」の改題） 木鐸社→筑摩書房
506 ゴム年鑑 ポスティコーポレション

507 アジア文化叢書 穂高書店
508 女性白書 ほるぷ出版
509 本願寺史 本願寺史料研究所



510 子ども白書 本の泉社
511 本屋大賞（本の雑誌増刊） 本の雑誌社
512 考える読書 毎日新聞社
513 辺見庸コレクション 毎日新聞社
514 読書世論調査 毎日新聞東京本社広告局

515 京大人気講義シリーズ 丸善
516 (シュプリンガー)数学クラシックス 丸善出版
517 環境年表 丸善出版
518 理科年表 丸善出版
519 関西経済白書（アジア太平洋と関西） 丸善プラネット

520 中井久夫集 みすず書房
521 ベスト・エッセイ 光村図書出版
522 映画学叢書 ミネルヴァ書房
523 ガヴァナンス叢書 ミネルヴァ書房
524 近代ヨーロッパの探究 ミネルヴァ書房
525 講座社会変動 ミネルヴァ書房
526 講座図書館情報学 ミネルヴァ書房
527 講座・福祉社会 ミネルヴァ書房
528 国際政治・日本外交叢書 ミネルヴァ書房
529 シリーズ<古代史の探求> ミネルヴァ書房
530 シリーズ「自伝」my life my world ミネルヴァ書房
531 シリーズ日本の文学史 ミネルヴァ書房
532 シリーズもっと知りたい名作の世界 ミネルヴァ書房
533 叢書・現代社会学 ミネルヴァ書房
534 叢書現代社会のフロンティア ミネルヴァ書房
535 BASIC公共政策学 ミネルヴァ書房
536 MINERVＡ現代経営学叢書 ミネルヴァ書房
537 MINERVA社会福祉叢書 ミネルヴァ書房
538 MINERVA政治学叢書  ミネルヴァ書房
539 MINERVA西洋史ライブラリー ミネルヴァ書房
540 MINERVA日本史ライブラリー ミネルヴァ書房 
541 ミネルヴァ日本評伝選 ミネルヴァ書房
542 MINERVA歴史叢書クロニカ ミネルヴァ書房
543 MINERVA歴史・文化ライブラリー ミネルヴァ書房
544 歌論歌学集成 三弥井書店
545 近代語研究 武蔵野書院
546 古代文学論叢 武蔵野書院
547 新釈漢文大系 明治書院
548 日本のことばシリーズ 明治書院
549 和歌文学大系 明治書院
550 孔子全書 明徳出版社
551 中国古典新書続編 明徳出版社
552 陽明学のすすめ 明徳出版社
553 雑誌新聞総かたろぐ メディアリサーチセンター
554 正倉院古文書影印集成 八木書店
555 世界国勢図会 矢野恒太記念会

556 日本国勢図会 矢野恒太記念会

557 県民１００年史 山川出版社
558 宗教の世界史 山川出版社
559 新体系日本史 山川出版社
560 世界歴史大系 山川出版社
561 世界歴史の旅 山川出版社
562 美の光景 山川出版社
563 山川歴史モノグラフ 山川出版社
564 考古学による日本歴史 雄山閣
565 今日の古文書学 雄山閣
566 川柳総合大事典 雄山閣



567 叢書知られざるアジアの言語文化 雄山閣
568 日本古代氏族研究叢書 雄山閣
569 ユーラシア考古学選書 雄山閣
570 環境法研究 有斐閣
571 交通法研究 有斐閣
572 国際条約集 有斐閣
573 租税法研究 有斐閣
574 日本教育法学会年報 有斐閣
575 法社会学 有斐閣
576 法哲学年報 有斐閣
577 有斐閣Insight 有斐閣
578 有斐閣判例六法 有斐閣
579 六法全書 有斐閣
580 近代台湾都市案内集成 ゆまに書房
581 書誌書目シリーズ ゆまに書房
582 シリーズ明治・大正の旅行 ゆまに書房
583 田村俊子全集 ゆまに書房
584 香港都市案内集成 ゆまに書房
585 マキノ　戦前期映画ファン雑誌集成　第１期 ゆまに書房
586 シリーズ21世紀の農学 養賢堂
587 大坂両替店「聞書」（三井文庫史料叢書） 吉川弘文館
588 古代を考える 吉川弘文館　
589 シリーズ近代美術のゆくえ 吉川弘文館
590 人物叢書　 吉川弘文館
591 日本歴史民俗叢書 吉川弘文館
592 歴史文化ライブラリー 吉川弘文館
593 住宅地図（京都府/京都市） 吉田地図販売
594 読売年鑑 読売新聞東京本社

595 読売報道写真集 読売新聞東京本社

596 年鑑日本の空間デザイン 六耀社
597 パッケージデザインインデックス（旧Ｐａｃｋａｇｅ　ｄｅｓｉｇｎ[日本パッケージデザイン協会作品集]） 六耀社
598 アラブのなりわい生態系 臨川書店
599 真福寺善本叢刊 臨川書店
600 唐代の禅僧 臨川書店
601 山田美妙集 臨川書店
602 歴博ブックレット 歴史民俗博物館

603 LexisNexisアメリカ法概説 レクシスネクシス・ジャパン

604 最低賃金決定要覧 労働調査会
605 規模別・地区別・年齢別等でみた職種別賃金の実態（｛地区別・職種別・規模別・年齢別・給与実態｝の改題） 労務行政
606 賃金・人事データ総覧 労務行政
607 年間労働判例命令要旨集 労務行政
608 モデル賃金・年収と昇給・賞与（「モデル条件別昇給・配分」の改題） 労務行政
609 年鑑日本のパッケージデザイン 六耀社



2023年2月1日

誌　　名 発　　行　　所 刊行 備       考

あ行
1 AERA 朝日新聞社 週
2 アジア経済 アジア経済研究所 月
3 アジア時報 アジア調査会 月
4 アナホリッシュ国文学 響文社 年
5 AFRICA アフリカ協会 季
6 あまから手帖 クリエテ関西 月
7 遺伝 エヌ・ティー・エス 隔月
8 田舎暮らしの本 宝島社 月
9 ＷiＬＬ ワック・マガジンズ 月
10 美しいキモノ 婦人画報社 季
11 AIRLINE イカロス出版 月
12 栄養学雑誌 第一出版社 隔月
13 栄養と料理 女子栄養大学出版部 月
14 SFマガジン 早川書房 隔月 増刊購入
15 NHK　きょうの健康 日本放送出版会 月
16 NHK　きょうの料理 日本放送出版会 月
17 NHK　趣味の園芸 日本放送出版会 月
18 オートバイ モーターマガジン社 月
19 おはよう21 中央法規出版 月 増刊購入
20 オール読物 文芸春秋社 月
21 音楽学 音楽学会 年３
22 音楽の友 音楽の友社 月
23 女も男も 労働教育センター 年２

か行
24 CAR AND DRIVER ダイヤモンド社 月
25 会計 森山書店 月
26 外交 外務省 隔月
27 会社四季報 東洋経済新報社 季
28 会社四季報  未上場会社版 東洋経済新報社 年２
29 科学 岩波書店 月
30 CAR GRAPHIC (CG) カーグラフィック 月
31 学校図書館 全国学校図書館協議会 月
32 家庭画報 世界文化社 月
33 環境経済・政策研究 岩波書店 年２
34 環境と公害 岩波書店 季
35 観世 檜書店 月
36 企業会計 中央経済社 月
37 キネマ旬報 キネマ旬報社 旬 増刊購入
38 ギャラリー ギャラリー・ステーション 月
39 教育 国土社 月
40 教育法 エイデル出版 季
41 京都 白川書院 月
42 究（きわめる） ミネルヴァ書房 月
43 近世文芸 日本近世文学会 年２
44 暮しの手帖 暮しの手帖社 隔月

京都府立図書館購入　逐次刊行物（令和５年度）目録
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誌　　名 発　　行　　所 刊行 備       考

45 GREEN REPORT 地球環境ネット 月 増刊 『RIVER LIFE』 購入
46 クロワッサン マガジンハウス 月２
47 群像 講談社 月
48 ケアマネジャー 中央法規出版 月
49 経営史学 東京大学出版会 季
50 経済 新日本出版社 月
51 経済セミナー 日本評論社 月
52 芸術新潮 新潮社 月
53 毛糸だま 日本ヴォーグ社 季
54 刑法雑誌 日本刑法学会 年３
55 月刊Ｊ-ＬＩＳ 地方公共団体情報システム機構 月
56 月刊社会教育 国土社 月
57 月刊美術 サン・アート 月
58 月刊福祉 全国社会福祉協議会 月 増刊購入
59 健康 主婦の友社 月
60 現代思想 青土社 月 増刊購入
61 現代詩手帖 思潮社 月
62 建築雑誌 日本建築学会 月 増刊購入
63 剣道時代 体育とスポーツ出版社 月
64 航空ファン 文林堂 月
65 考古学 雄山閣出版 季
66 考古学ジャーナル ニュー・サイエンス社 月 増刊購入
67 公法研究 日本公法学会 年
68 公募ガイド 公募ガイド社 季
69 公民館 第一法規出版 月
70 国語国文 臨川書店 月
71 国語と国文学 至文堂 月
72 国際法外交雑誌 国際法学会 季
73 こころの科学 日本評論社 隔月
74 国家学会雑誌 国家学会事務所 隔月
75 こどもとしょかん 東京子ども図書館 季
76 子どもと読書 親子読書・地域文庫 隔月
77 子どものしあわせ 日本子どもを守る会 月
78 子どもの文化 子どもの文化研究所 月
79 こどもの本 日本児童図書出版協会 月 増刊購入
80 子どもの本棚 日本子どもの本研究会 月
81 古文書研究 日本古文書学会 年２
82 碁ワールド 日本棋院 月
83 昆虫と自然 ニュー・サイエンス社 月 増刊購入
84 コンピューターソフトウエア 岩波書店 季

さ行
85 サイクルスポーツ（Cycle　Sports） 八重洲出版 月
86 サッカーダイジェスト 日本スポーツ企画出版社 月2
87 山岳修験 日本山岳修験学会 年２ 増刊購入
88 サンデー毎日 毎日新聞社 週
89 史学雑誌 史学会 月
90 時刻表 JTBパブリッシング 月
91 自然と農業 木香書房 季
92 思想 岩波書店 月
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誌　　名 発　　行　　所 刊行 備       考

93 自治研究 良書普及会 月
94 詩と思想 土曜美術社 月
95 シナリオ シナリオ作家協会 月
96 私法 日本私法学会 年
97 社会学評論 日本社会学会 季
98 社会教育 （一財）日本青年館 月
99 社会経済史学 社会経済史学会 隔月
100 社会福祉研究 鉄道弘済会弘済会館 年３
101 社会保障研究 毎日学術フォーラム 季
102 社会民主 社会民主党 月
103 jazzLife ジャズライフ 月
104 週刊朝日 朝日新聞社 週
105 週刊金曜日 金曜日 週
106 週刊新潮 新潮社 週
107 週刊読書人 読書人 週 2部
108 週刊文春 文芸春秋社 週
109 週刊ベースボール ベースボールマガジン社 週
110 住民と自治 自治体研究社 月
111 ジュリスト 有斐閣 月 増刊購入
112 ≪別冊≫ジュリスト 有斐閣 不定期
113 障害者問題研究 全国障害者問題研究会 季
114 将棋世界 日本将棋連盟 月
115 情況 情況出版 季
116 小説新潮 新潮社 月
117 情報処理 情報処理学会 月
118 女性自身 光文社 週
119 新建築 新建築社 月 増刊購入
120 人権と部落問題 部落問題研究所 月 増刊購入
121 新潮 新潮社 月
122 新聞研究 日本新聞協会 月
123 人文地理 人文地理学会 隔月
124 人民中国 東方書店 月
125 心理学研究 日本心理学会 隔月
126 数学 日本数学会 季
127 数 学 文 化 （株）日本評論社発行 年２
128 すばる 集英社 月
129 スポーツグラフィックナンバー 文芸春秋社 月２   
130 住まいの設計 扶桑社 隔月
131 墨 芸術新聞社 隔月
132 相撲 ベースボールマガジン社 月
133 税経通信 税務経理協会 月 増刊購入
134 税務便覧 税務経理協会 年 『税経通信』 増刊付録
135 清流 清流出版 月
136 正論 産業経済新聞社 月
137 世界 岩波書店 月 増刊購入
138 説話文学研究 説話文学会 年
139 前衛 日本共産党 月 増刊購入
140 全国銀行財務諸表分析 全国銀行協会 年 『金融』 別冊  
141 禅文化 禅文化研究所 季
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142 装苑 文化出版局 月
143 壮快 マイヘルス社 月

た行
144 体育の科学 杏林書院（体育の科学社） 月
145 ダイヤモンド ダイヤモンド社 週
146 ダヴィンチ メディアファクトリー 月
147 短歌研究 短歌研究社 月
148 ちくま 筑摩書房 月
149 地方財政 地方財務協会 月
150 地方史研究 地方史研究協議会 隔月
151 地方自治 ぎょうせい 月
152 地方税 地方財務協会 月
153 中央公論 中央公論新社 月 増刊購入
154 中東研究 中東調査会 年３ 増刊購入
155 地理 古今書院 月
156 賃金と社会保障 労働旬報社 月２
157 つり人 つり人社 月
158 テアトロ ＫＫテアトロ 月 増刊購入
159 哲学研究 京都哲学会 年２
160 鉄道ジャーナル 鉄道ジャーナル社 月
161 電気学会誌 電気学会 月
162 天文ガイド 誠文堂新光社 月
163 東方学 東方学会 年２
164 東洋経済 東洋経済新報社 週
165 読書科学 日本読書学会 季
166 都市問題 東京市政調査会 月 増刊購入
167 図書館の学校 図書館の学校 隔月
168 図書館評論 図書館問題研究会 年
169 図書館文化史研究 日外アソシエ－ツ 年
170 図書新聞 図書新聞 週
171 土木学会誌 土木学会 月

な行
172 ナショナルジオグラフィック 日経ＢＰ社 月
173 日経WOMAN 日経ＢＰ社 月
174 日経ESG 日経ＢＰ社 月
175 日経グローカル 日本経済新聞社産業地域研究所 月２
176 日経コンピュ－タ 日経ＢＰ社 隔週 増刊購入
177 日経サイエンス 日経サイエンス社 月 増刊購入
178 ≪別冊≫日経サイエンス 日経サイエンス社 不定期

179 日経パソコン 日経ＢＰ社 隔週
180 日経ビジネス 日経ＢＰ社 週
181 日本語学 明治書院 月 増刊購入
182 日本語の研究 国語学会 季
183 日本思想史 ペリカン社 年２
184 日本児童文学 日本児童文学者協会 隔月
185 日本の科学者 日本科学者会議 月
186 日本文学 日本文学協会 月
187 日本歴史 吉川弘文館 月
188 日本労働研究雑誌 日本労働研究機構 月
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189 News Week 日本版 ＴＢＳブリタニカ 週
190 Newton 教育社 月 増刊購入
191 庭 建築資料研究社出版部 隔月
192 農業および園芸 養賢堂 月
193 農業経済研究 日本農業経済学会 季
194 農業と経済 英明企画編集（株） 季 増刊購入　　

は行
195 俳壇 木阿弥書店 月 増刊購入
196 BIRDER 文一総合出版 月
197 発明 発明協会 月
198 ハーバードビジネスレビュー ダイヤモンド社 月
199 判例時報 判例時報社 月３ 増刊購入
200 判例タイムズ 判例タイムズ社 隔週 増刊購入
201 判例地方自治 ぎょうせい 月 増刊購入
202 比較文学研究 すずさわ書店 年２
203 悲劇喜劇 早川書房 隔月
204 美術手帖 美術出版社 月 増刊購入
205 フォトコン （株）日本写真企画 月
206 福祉のひろば 大阪福祉事業財団 月
207 婦人公論 中央公論新社 月２ 増刊購入
208 部落解放 部落解放社 月 増刊購入
209 部落解放研究 部落解放・人権研究所 隔月
210 部落問題研究 部落問題研究所 季
211 ふらんす 白水社 月
212 プレジデント プレジデント社 隔週
213 文学界 文芸春秋社 月
214 文化財 文化庁文化財保護部 月
215 文化人類学 民族学振興会 季
216 文芸 河出書房新社 季
217 文芸春秋 文芸春秋社 月 増刊購入
218 Pen（ペン） ＣＣＣメディアハウス 月
219 Voice PHP出版 月
220 法学協会雑誌 法学協会事務所 月
221 法学教室 有斐閣 月
222 邦楽の友 邦楽の友社 月
223 法曹時報 法曹会 月
224 法律時報 日本評論社 月 増刊購入
225 法律のひろば ぎょうせい 月
226 法令解説資料総覧 第一法規出版 月
227 ホトトギス ホトトギス発行所 月
228 炎芸術 阿部出版 季
229 本の雑誌 本の雑誌社 月

ま行
230 万葉 万葉学会 季
231 ミステリマガジン 早川書房 隔月
232 三田文学 三田文学会 季
233 民事訴訟雑誌 日本民事訴訟法学会 年
234 民商法雑誌 有斐閣 月
235 みんなの図書館 教育史料出版会 月
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236 みんなのねがい 全国障害者問題研究会 月
237 無線と実験 誠文堂新光社 月
238 メディア研究 日本メディア学会 年2
239 目の眼 里文出版 月
240 MOE 白泉社 月

や行
241 山と渓谷 山と渓谷社 月 増刊購入
242 ユリイカ 青土社 月 増刊購入

ら行
243 理想 理想社 年２
244 歴史学研究 歴史学研究会 月 増刊購入
245 歴史地理学 日本歴史地理学会 季
246 歴史地理教育 岩崎学術出版社 月 増刊購入
247 歴史と経済 農林統計協会 季
248 歴史評論 歴史科学協議会 月
249 レコード芸術 音楽之友社 月
250 レディブティック ブティック社 月
251 連歌俳諧研究 俳文学会 年２
252 労働科学 労働科学研究所 隔月
253 労働の科学 労働科学研究所 月
254 労働法律旬報 労働旬報社 月２

わ行
255 ＷＩＲＥＤ コンデナスト・ジャパン 季
256 私のカントリー 主婦と生活社 季

洋雑誌

258 TIME TIME 週

257 The Horticulture Journal 園芸学会 季
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継続図書（貸出文庫用・出版者等指定分）

NO.シリーズ・文庫名 出版社

1 岩波少年文庫 岩波書店

2 青い鳥文庫 講談社

3 ちくまプリマ―新書 筑摩書房

4 フォア文庫 岩崎書店、金の星社、童心社、理論社
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