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2020 年 1 月 25 日現在 

【一般】 

No. タイトル 出版者 刊行頻度 

1 アイデア 誠文堂新光社 季刊 

2 AERA（アエラ） 朝日新聞出版 週刊 

3 アサヒカメラ 朝日新聞出版 月刊 

4 明日への希望をつなぐがん治療情報 アイロムグループ 季刊 

5 明日の友 婦人之友社 偶数月 

6 アニメージュ 徳間書店 月刊 

7 家づくりナビ カラフルカンパニ

ー 

偶数月 

8 石川自治と教育 石川自治と教育研

究会 

奇数月 

9 医心 プロジェクト医心 偶数月 

10 飲食店経営 アール・アイ・シー 月刊 

11 With（ウィズ） 講談社 月刊 

12 うかたま 農山漁村文化協会 季刊 



13 美しいキモノ ハースト婦人画報

社 

季刊 

14 NHK 囲碁講座 ＮＨＫ出版 月刊 

15 NHK きょうの健康 ＮＨＫ出版 月刊 

16 NHK きょうの料理 ＮＨＫ出版 月刊 

17 NHK 趣味の園芸 やさいの時間 ＮＨＫ出版 奇数月 

18 NHK 趣味の園芸 ＮＨＫ出版 月刊 

19 NHK 将棋講座 ＮＨＫ出版 月刊 

20 NHK すてきにハンドメイド ＮＨＫ出版 月刊 

21 オール読物 文藝春秋 月刊 

22 オレンジページ オレンジページ 月２回 

23 音楽の友 音楽之友社. 月刊 

24 CasaBRUTUS(カーサブルータス) マガジンハウス 月刊 

25 かぞくのじかん 婦人之友社 季刊 

26 家庭画報 世界文化社 月刊 

27 金澤 金沢倶楽部 月刊 



28 加能人 加能人社 月刊 

29 キルトジャパン（Quilts Japan） 日本ヴォーグ社 季刊 

30 暮しの手帖 暮しの手帖社 奇数月 

31 Clubism（クラビズム） 金沢倶楽部 月刊 

32 クロワッサン マガジンハウス 月２回 

33 芸術新潮 新潮社 月刊 

34 激流 国際商業出版株式

会社 

月刊 

35 月刊天文ガイド 誠文堂新光社 月刊 

36 月刊ピアノ ヤマハミュージッ

クエンタテインメ

ントホールディン

グス 

月刊 

37 月刊北國アクタス 北國新聞社 月刊 

38 結婚 SANKA カラフルカンパニ

ー 

年２回 

39 現代農業 農山漁村文化協会 月刊 

40 公募ガイド 公募ガイド社 月刊 

41 kodomoe（コドモエ） 白泉社 奇数月 



42 サライ 小学館 月刊 

43 CNN ENGLISH EXPRESS（CD 付き） 朝日出版社 月刊 

44 JR 時刻表 交通新聞社 月刊 

45 事業構想 事業構想大学院大

学出版部 

月刊 

46 JAZZ LIFE（ジャズライフ） ジャズライフ 月刊 

47 週刊朝日 朝日新聞出版 週刊 

48 週刊エコノミスト 毎日新聞社 週刊 

49 週刊新潮 新潮社 週刊 

50 週刊ダイヤモンド ダイヤモンド社 週刊 

51 週刊東洋経済 東洋経済新報社 週刊 

52 週刊文春 文藝春秋 週刊 

53 商業界 商業界 月刊 

54 商店建築 商店建築社 月刊 

55 新聞からできた本 医療と健康 クマノミ出版 月刊 

56 新聞ダイジェスト 新聞ダイジェスト

社 

月刊 



57 SCREEN（スクリーン） 近代映画社 月刊 

58 STORY（ストーリィ） 光文社 月刊 

59 Sports Graphic Number（ｽﾎﾟｰﾂｸﾞﾗﾌｨｯｸﾅﾝ

ﾊﾞｰ） 

文藝春秋 隔週刊 

60 住まいの設計 扶桑社 奇数月 

61 住む。 農山漁村文化協会 季刊 

62 川柳マガジン 新葉館出版 月刊 

63 Tarzan（ターザン） マガジンハウス 月２回 

64 ダ・ヴィンチ KADOKAWA 月刊 

65 旅の手帖 交通新聞社 月刊 

66 短歌 KADOKAWA 月刊 

67 CHANTO（チャント） 主婦と生活社 月刊 

68 中央公論 中央公論新社 月刊 

69 つり人 つり人社 月刊 

70 鉄道ファン 交友社 月刊 

71 ドゥーパ！ 学研プラス 奇数月 



72 陶工房 誠文堂新光社 季刊 

73 図書館雑誌 日本図書館協会 月刊 

74 図書館の学校 公益財団法人図書

館振興財団  

季刊 

75 driver（ドライバー） 八重洲出版 月刊 

76 なごみ 淡交社 月刊 

77 ナショナルジオグラフィック日本版 日経ナショナルジ

オグラフィック社 

月刊 

78 ナチュリラ 主婦と生活社 季刊 

79 日経 WOMAN（ウーマン） 日経ＢＰ社 月刊 

80 日経エンタテインメント！ 日経ＢＰ社 月刊 

81 日経トレンディ  日経ＢＰ社 月刊 

82 日経 PC21 日経ＢＰ社 月刊 

83 日経ビジネス 日経ＢＰ社 週刊 

84 日経ヘルス 日経ＢＰ社 奇数月 

85 日経マネー 日経ＢＰ社 月刊 

86 日経ものづくり 日経 BP 社 月刊 



87 ニ ュ ー ズ ウ ィ ー ク 日 本 版  Newsweek 

Japan 

CCC メディアハウ

ス 

週刊 

88 Newton（ニュートン） ニュートンプレス 月刊 

89 能登 地産地消文化情報

誌『能登』編集室 

季刊 

90 non･no（ノンノ） 集英社 月刊 

91 俳句 KADOKAWA 月刊 

92 販売革新 株式会社商業界 月刊 

93 PHP のびのび子育て PHP 研究所 月刊 

94 BE-PAL（ビーパル） 小学館 月刊 

95 美術手帖 美術出版社 奇数月 

96 美術の窓 生活の友社 月刊 

97 ひよこクラブ ベネッセコーポレ

ーション 

月刊 

98 ひらがなタイムズ（Hiragana Times） ヤック企画 月刊 

99 婦人公論 中央公論新社 月２回 

100 婦人之友 婦人之友社 月刊 

101 PriPri（プリプリ） 世界文化社 月刊 



102 BRUTUS(ブルータス) マガジンハウス 月２回 

103 PRESIDENT(プレジデント) プレジデント社 月２回 

104 プレジデント Family（ファミリー） プレジデント社 季刊 

105 Pre-mo（プレモ） 主婦の友社 季刊 

106 文藝春秋 文藝春秋 月刊 

107 Baby-mo（ベビモ） 主婦の友社 季刊 

108 Pen（ペン） CCC メディアハウ

ス 

月２回 

109 北國文華 北國新聞社 季刊 

110 MAMOR（マモル） 扶桑社 月刊 

111 目の眼 目の眼 月刊 

112 MEN’S CLUB (メンズクラブ) ハースト婦人画報

社 

月刊 

113 MEN’S NON-NO（メンズノンノ） 集英社 月刊 

114 MOE（モエ） 白泉社 月刊 

115 山と渓谷 山と渓谷社 月刊 

116 ゆうゆう 主婦の友社 月刊 



117 ラジオ深夜便 NHK サービスセン

ター 

月刊 

118 LEE（リー）  集英社 月刊 

119 歴史街道 PHP 研究所 月刊 

120 歴史人 ＫＫベストセラー

ズ 

月刊 

121 和樂(和楽) 小学館 奇数月 

【ヤングアダルト】 

1 蛍雪時代 旺文社 月刊 

2 Seventeen（セブンティーン） 集英社 月刊 

3 nicola（ニコラ） 新潮社 月刊 

4 FINE BOYS（ファインボーイズ） 日之出出版 月刊 

【児童】 

1 かがくのとも 福音館書店 月刊 

2 子供の科学 誠文堂新光社 月刊 

3 こどものとも 福音館書店 月刊 

4 こどものとも年少版 福音館書店 月刊 



5 こどものとも年中向き 福音館書店 月刊 

6 ジュニアエラ （juniorAERA） 朝日新聞出版 月刊 

7 たくさんのふしぎ 福音館書店 月刊 

8 テルミ 小学館 偶数月 

※雑誌の保存期間は原則２年です。所蔵の有無などお気軽にお問い合わせください。 


