
仕 様 書 

１ 件名 

東京都立大学（南大沢キャンパス）書籍一括購入（概算契約） 
 
２ 目的 

学生・教職員の教育研究支援及び図書館運営のため 
 
３ 図書の種類  

国内で出版された図書類で、次の各号に該当しないもの 
(1) 雑誌類（別冊・増刊を除く）、新聞、官報、追録 
(2) 古書、直販等 

 
４ 契約期間 

  令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日まで 
 
５ 履行場所 

  東京都八王子市南大沢１－１  
東京都立大学南大沢キャンパス学術情報基盤センター事務室 

 
６ 発注・支払限度額 

1 2 , 0 00 , 0 00 円  
 
７ 入札の記載  

入札書に定価（消費税込）の割引率を記載する。 
 
８ 納品価格 

１冊ごとの定価から、割引率で割り引いた価格で納品する。ただし、１冊ごとに、１円未 
満の端数が生じた場合は、１冊ごとに端数を切り捨てる。 

 
９ 発注方法  

図書発注書（紙面リスト及びデータ）により、月２回程度発注する。必要に応じて、持ち 
込んだ資料からの選定（見計らい購入）に対応すること。 

また、別紙「令和 2 年度継続図書一覧（一括購入）」に記載のある図書については、刊 
行の都度納品すること。 
      

10 納品方法及び納品期限 

(1) 納品は、週２回（火・金曜日の午前 11 時頃まで）とする。 
 (2) 納品書は１冊ごとの以下の事項を記載した一覧リストとする。納品の都度、納品書及び 

内訳書を各１部提出すること。また、そのリストをエクセルデータで提出すること。 
ア 発注番号 



イ 書名 
ウ 叢書名・シリーズタイトル 
エ 著者名 
オ 出版者名 
カ ISBN  
キ 定価（税込） 
ク 納品価格 
ケ 選書種別 
 

(3) 原則、発注後３週間以内に納品すること。 
(4) 発注後 60 日を過ぎても納品されない図書については、事故理由を付した未納リストを 

作成し、提出すること。 
(5) 破損・乱丁・落丁等取替えを指示された場合は、新品を速やかに納品すること。 
 

11 支払方法  

毎月払いとし、当該月の納品が完了し、適正な請求書が提出された後 60 日以内に支払う。 
なお、請求書は上記 10(2)の納品書と対応するよう整理し、それぞれについて１か月ごと 

に、まとめて請求すること。 
 
12 環境により良い自動車利用 

  本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は利用する場合は、次の事項を遵守すること。 
(1) 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成 12 年東京都条例第 215 号）

第 37 条のディーゼル車規制に適合する自動車であること。 
(2) 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減

等に関する特別措置法（平成４年法律第 70 号）の対策地域内で登録可能な自動車

であること。 
なお、当該自動車の自動車検査証（車検証）、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は

写しの提出を求められた場合には、速やかに提示し、又は提出すること。 
 
13 その他  

(1) 発注限度額に達しない場合であっても、契約期間の満了を持って本契約は終了する。 
(2) 本仕様書の解釈に疑義が生じた場合は、本学と協議の上、これを定めるものとする。 

 
14 担当 

  東京都公立大学法人東京都立大学管理部学術情報基盤センター事務室 
図書・学術情報係 木村・原田 

 電話 042-677-1111（内線 2512・2531） FAX 042-677-2403 



令和２年度　継続図書一覧（一括購入） 別紙

№ 叢書名 出版社 備考

1 女性労働の分析 ２１世紀職業財団

2 エリア・スタディーズ 明石書店

3 世界人権問題叢書 明石書店

4 アジア動向年報 アジア経済研究所

5 近代文学研究叢刊 和泉書院

6 世界開発報告 一灯舎

7 地方史文献年鑑 岩田書院

8 アリストテレス全集 岩波書店

9 岩波科学ライブラリー 岩波書店

10 岩波講座物理の世界　（全８５冊） 岩波書店

11 岩波セミナーブックス 岩波書店

12 双書現代の哲学（全１５巻） 岩波書店

13 定本　漱石全集（全28巻＋別巻1） 岩波書店

14 岩波新書 岩波書店

15 岩波現代文庫 岩波書店

16 岩波文庫 岩波書店 別冊含む

17 国の予算 大蔵財務協会

18 トマス・ハーディ全集 大阪教育図書

19 日本外交文書 外務省

20 地方自治小六法 学陽書房

21 都政六法 学陽書房

22 教育小六法 学陽書房

23 家族心理学年報 金子書房

24 児童心理学の進歩 金子書房

25 日本文学全集 / 池澤夏樹編（全30巻） 河出書房新社
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令和２年度　継続図書一覧（一括購入） 別紙

№ 叢書名 出版社 備考

26 気象年鑑 気象業務支援センター

27 白書の白書 木本書店

28 国土交通白書 ぎょうせい

29 情報通信白書 ぎょうせい

30 消防白書 ぎょうせい

31 中小企業白書 ぎょうせい

32 年報行政研究 ぎょうせい

33 文部科学法令要覧 ぎょうせい

34 環境白書：循環型社会白書 ぎょうせい

35 警察白書 ぎょうせい

36 厚生労働白書 ぎょうせい

37 交通事故民事裁判例集 ぎょうせい 索引・解説号も含む

38 自治六法 ぎょうせい

39 行政機構図 行政管理研究センター

40 西洋古典叢書 京都大学学術出版会

41 共立叢書現代数学の潮流 共立出版

42 建築学の基礎 共立出版

43 化学の要点シリーズ 共立出版

44 キリスト教年鑑 キリスト新聞社

45 通商白書 経済産業調査会

46 工業統計表　産業編 経済産業調査会

47 工業統計表　用地用水編 経済産業調査会

48 工業統計表　企業統計編 経済産業調査会

49 工業統計表　品目編 経済産業調査会

50 工業統計表　市区町村編 経済産業調査会
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令和２年度　継続図書一覧（一括購入） 別紙

№ 叢書名 出版社 備考

51 地方自治叢書 敬文堂

52 英語年鑑 研究社

53 国民生活基礎調査 厚生統計協会

54 厚生統計要覧 厚生統計協会

55 人口動態統計 厚生統計協会

56 公正取引委員会年次報告（独占禁止白書） 公正取引協会

57 世界の厚生労働：海外情勢報告 厚生労働省編

58 講談社学術文庫 講談社

59 講談社文芸文庫 講談社

60 社会人類学年報 弘文堂

61 日本国勢図会 国勢社

62 地価公示 国土交通省

63 都市交通年報 国土交通省総合政策局

64 民俗資料選集 国土地理協会

65 学校保健統計調査報告書 国立印刷局

66 予算及び財政投融資計画の説明 国立印刷局

67 観光白書 コミュニカ

68 システム制御工学シリーズ コロナ社

69 土木系大学講義シリーズ　 コロナ社

70 ＭＥ教科書ｼﾘｰｽﾞ コロナ社

71 ライブラリ工科系物質化学 サイエンス社

72 決算の説明 財務省主計局

73 交通安全白書 佐伯印刷

74 防災白書 佐伯印刷

75 模範六法 三省堂
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令和２年度　継続図書一覧（一括購入） 別紙

№ 叢書名 出版社 備考

76 ジェトロ世界貿易投資報告 ジェトロ

77 食料・農業・農村白書 時事画報社

78 食料・農業・農村白書参考統計表 時事画報社

79 経済財政白書 時事画報社

80 住友史料叢書 思文閣出版

81 現代用語の基礎知識 自由国民社

82 出版年鑑 出版ニュース社

83 日本の出版社 出版ニュース社 2年に一回刊行

84 言語科学の冒険 松柏社

85 吉本隆明全集（全38巻別巻1） 晶文社

86 文芸年鑑 新潮社

87 環境社会学研究 新曜社

88 ベルソーブックス 成山堂書店

89 今村力三郎訴訟記録 専大センチュリー

90 中国年鑑 創土社

91 子ども白書 草土文化社

92 保育白書 草土文化社

93 ハイデッガー全集 創文社

94 全国市町村要覧 第一法規

95 日本都市年鑑 第一法規

96 ちくま新書 筑摩書房

97 中公新書 中央公論新社

98 中公クラシックス 中央公論新社

99 日本美術年鑑 中央公論美術出版

100 日本建築史基礎資料集成 中央公論美術出版社
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令和２年度　継続図書一覧（一括購入） 別紙

№ 叢書名 出版社 備考

101 日本比較法研究所研究叢書 中央大学出版会

102 児童福祉六法 中央法規

103 朝鮮史研究会論文集 朝鮮史研究会

104 資源エネルギー統計年報 通商産業調査会

105 海上保安レポート（海上保安白書） 蔦友印刷

106 公害紛争処理白書 蔦友印刷

107 日本新聞年鑑 電通

108 科学のとびら 東京化学同人

109 東京大学出版会出版物 東京大学出版会

110 假名草子集成 東京堂出版

111 世界史の鏡 刀水書房

112 世界の考古学 同成社

113 教育社会学研究 東洋館出版

114 海外進出企業総覧（国別・会社別） 東洋経済新報社

115 図説　日本の財政 東洋経済新報社

116 地域経済総覧 東洋経済新報社

117 世界経済の潮流 トーコー印刷

118 住宅白書 ドメス出版

119 人物文献目録 日外アソシエーツ 外国人編

120 人物文献目録 日外アソシエーツ 日本人編

121 書誌年鑑 日外ｱｿｼｴｰﾂ

122 学校基本調査報告書　高等教育 日経印刷

123 学校基本調査報告書　初等中等教育 日経印刷

124 公務員白書 日経印刷

125 地方財政白書 日経印刷
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令和２年度　継続図書一覧（一括購入） 別紙

№ 叢書名 出版社 備考

126 文部科学白書 日経印刷

127 科学技術白書 日経印刷

128 労働経済白書 日経印刷

129 子供・若者白書 日経印刷

130 首都圏白書 日経印刷

131 演劇年鑑 日本演劇協会

132 海事レポート 日本海事広報協会

133 科学哲学 日本科学哲学会 ISSN:02893428

134 JISハンドブック 日本規格協会

135 日本教育新聞　縮刷版 日本教育新聞社

136 日経文庫 日本経済新聞社 業界研究シリーズは不要

137 全国都市財政年報 日本経済新聞社

138 首都圏史叢書 日本経済評論社

139 近代経済学古典選集　第２期（全15巻） 日本経済評論社

140 古文書研究 日本古文書学会

141 家計調査年報 日本統計協会 I.家計収支編のみ

142 小売物価統計調査年報 日本統計協会 構造編

143 住民基本台帳人口移動報告年報 日本統計協会

144 日本統計年鑑 日本統計協会

145 図書館年鑑 日本図書館協会

146 法の科学 日本評論社

147 発達障害白書 日本文化科学社

148 森林・林業白書 日本林業協会

149 Newton別冊（ニュートンムック） ニュートンプレス

150 年報村落社会研究 農文協
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令和２年度　継続図書一覧（一括購入） 別紙

№ 叢書名 出版社 備考

151 水産白書 農林統計協会

152 日本農業年報 農林統計協会

153 ポケット農林水産統計 農林統計協会

154 情報数理シリーズ 培風館

155 文庫クセジュ 白水社

156 日本書紀研究 塙書房
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令和２年度　継続図書一覧（一括購入） 別紙

№ 叢書名 出版社 備考

157 国際連合世界統計年鑑 原書房

158 昭和年間法令全書 原書房

159 明治百年史叢書 原書房

160 社会思想史研究 藤原書店

161 環 別冊 藤原書店

162 東洋文庫 平凡社

163 歴史と民俗　（神奈川大学日本常民文化研究所論集） 平凡社

164 社会保障統計年報 法研

165 法制史研究　法制史学会年報 法制史学会

166 イスラーム文化叢書 法政大学出版局

167 叢書ウニベルシタス 法政大学出版局

168 ものと人間の文化史 法政大学出版局

169 最高裁判所判例解説 法曹会 刑事篇・民事篇

170 女性白書 ほるぷ出版

171 理科年表（机上版） 丸善

172 中井久夫集（全11巻） みすず書房

173 土地白書 ミツバ綜合印刷

174 原子力白書 ミツバ綜合印刷

175 シリーズ・21世紀の社会福祉 ミネルヴァ書房

176 ミネルヴァ日本評伝選 ミネルヴァ書房

177 Minerva現代経営学叢書 ミネルヴァ書房

178 Minerva人文・社会科学叢書 ミネルヴァ書房

179 近代ヨーロッパの探究 ミネルヴァ書房

180 雑誌新聞総かたろぐ ﾒﾃﾞｨｱ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ

181 レヴァイアサン 木鐸社
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令和２年度　継続図書一覧（一括購入） 別紙

№ 叢書名 出版社 備考

182 世界国勢図会 矢野恒太記念会
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令和２年度　継続図書一覧（一括購入） 別紙

№ 叢書名 出版社 備考

183 日本史リブレット 山川出版社 日本史リブレット　人も含む

184 世界史リブレット 山川出版社 世界史リブレット　人も含む

185 新体系日本史　（全１８巻・別２） 山川出版社

186 有斐閣判例六法 有斐閣

187 ジュリスト増刊 有斐閣
「論究ジュリスト」シリーズを除く
臨時増刊「重要判例解説」を除く

188 法哲学年報 有斐閣

189 国際条約集 有斐閣

190 哲学雑誌 有斐閣

191 日本教育法学会年報 有斐閣

192 法社会学 有斐閣

193 人物叢書 吉川弘文館

194 歴史文化ライブラリー 吉川弘文館

195 読売年鑑 読売新聞社

196 日本労働年鑑 労働旬報社

197 賃金センサス 労働法令協会

198 毎月勤労統計要覧 労働法令協会

199 租税及び印紙収入予算の説明 ワープ
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