
令和４年度 雑誌一覧

【市立図書館】
№ 誌名（アイウエオ順） 発行頻度 № 誌名（アイウエオ順） 発行頻度
1 ＡＥＲＡ(ｱｴﾗ) 週刊 41 現代の図書館 季刊
2 アニメージュ 月刊 42 航空ファン 月刊
3 an・an(ｱﾝ･ｱﾝ) 週刊 43 こどもとしょかん 季刊
4 ＆ Premium(ｱﾝﾄﾞﾌﾟﾚﾐｱﾑ) 月刊 44 子供の科学 月刊
5 家の光 月刊 45 こどものとも 月刊
6 with(ｳｨｽﾞ) 月刊 46 こどものとも（年少版） 月刊
7 うかたま 季刊 47 こどものとも（年中向き） 月刊
8 栄養と料理 月刊 48 この本読んで！ 季刊
9 ESSE(ｴｯｾ) 月刊 49 ゴルフダイジェスト 月刊
10 ＦＱ ＪＡＰＡＮ(ｴﾌｷｭｰｼﾞｬﾊﾟﾝ) 季刊 50 碁ワールド 月刊
11 ＬＤＫ(ｴﾙﾃﾞｨｰｹｰ) 月刊 51 Cycle Sports（ｻｲｸﾙｽﾎﾟｰﾂ） 月刊
12 園芸ガイド 季刊 52 サライ 月刊
13 オートメカニック 季刊 53 サンデー毎日 週刊
14 オール読物 月刊 54 3分クッキング 月刊
15 OZ magazine(ｵｽﾞﾏｶﾞｼﾞﾝ) 月刊 55 CQハムラジオ 月刊
16 Ｏggi(ｵｯｼﾞ) 月刊 56 JR時刻表 月刊
17 男の隠れ家 月刊 57 JAZZ LIFE(ｼﾞｬｽﾞﾗｲﾌ) 月刊
18 オレンジページ 月２回 58 週刊朝日 週刊
19 音楽の友 月刊 59 週刊エコノミスト 週刊
20 会社四季報（ワイド版）  季刊 60 週刊新潮 週刊
21 かがくのとも 月刊 61 週刊東洋経済 週刊
22 かぞくのじかん 季刊 62 週間読書人 週刊
23 からだにいいこと 隔月 63 週刊文春 週刊
24 GARVY（ｶﾞﾙｳﾞｨ） 年５回 64 住民と自治 月刊
25 キネマ旬報 月２回 65 趣味の園芸 月刊
26 きょうの健康 月刊 66 ジュリスト 月刊
27 きょうの料理 月刊 67 将棋世界 月刊
28 暮しの手帖  隔月 68 小説新潮 月刊
29 クララ 月刊 69 新建築住宅特集 月刊
30 CRUISE(ｸﾙｰｽﾞ) 年３回 70 新聞ダイジェスト 月刊
31 クロワッサン 月２回 71 SCREEN(ｽｸﾘｰﾝ) 月刊
32 群像 月刊 72 すてきにハンドメイド 月刊
33 芸術新潮 月刊 73 ｓｔｅｒｅｏ(ｽﾃﾚｵ) 月刊
34 月刊 おりがみ 月刊 74 STORY(ｽﾄｰﾘｰ) 月刊
35 月刊 剣道時代 月刊 75 すばる 月刊
36 SOCCER MAGAZINE(ｻｯｶｰﾏｶﾞｼﾞﾝ) 隔月 76 Sports Graphic Number

（スポーツ  グラフィック  ナンバー）

隔週
37 月刊 ジュニアエラ 月刊 77 墨(ｽﾐ） 隔月
38 月刊ニュースがわかる 月刊 78 世界 月刊
39 現代詩手帖 月刊 79 装苑 隔月
40 現代農業 月刊 80 壮快  月刊

R４.5.15現在



№ 誌名（アイウエオ順） 発行頻度 № 誌名（アイウエオ順） 発行頻度
81 ソトコト 隔月 121 Ｐｒｅ−ｍｏ(ﾌﾟﾚﾓ) 年２回
82 Tarzan(ﾀｰｻﾞﾝ) 月２回 122 文学界 月刊
83 ダ・ヴィンチ 月刊 123 文藝春秋 月刊
84 たくさんのふしぎ 月刊 124 ベースボールマガジン 隔月
85 旅の手帖 月刊 125 Ｂａｂｙ−ｍｏ(ﾍﾞﾋﾞﾓ) 季刊
86 短歌 月刊 126 Ｐｅｎ(ﾍﾟﾝ) 月刊
87 ｄａｎｃｙｕ(ﾀﾞﾝﾁｭｰ) 月刊 127 Voice(ｳﾞｫｲｽ) 月刊
88 ちいさなかがくのとも 月刊 128 盆栽世界 月刊
89 中央公論 月刊 129 みんなの図書館 月刊
90 つり人 月刊 130 ＭＥＮʼＳ ＣＬＵＢ(ﾒﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ) 月刊
91 鉄道ジャーナル 月刊 131 Motorcyclist（ﾓｰﾀｰｻｲｸﾘｽﾄ） 月刊
92 テニスマガジン 季刊 132 MOTER MAGAZINE（ﾓｰﾀｰﾏｶﾞｼﾞﾝ）月刊
93 天然生活 月刊 133 モノ・マガジン 月２回
94 天文ガイド 月刊 134 山と渓谷 月刊
95 ドゥーパ 隔月 135 ラジオ技術 月刊
96 図書 月刊 136 ランナーズ 月刊
97 図書館雑誌 月刊 137 ＬＥＥ(ﾘｰ) 月刊
98 図書新聞 週刊 138 陸上競技マガジン 月刊
99 driver(ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ) 月刊 139 歴史人 月刊
100 日経WOMＡN 月刊 140 レコード・コレクターズ 月刊
101 日経エンタテインメント! 月刊 141 レディブティック 隔月
102 日経サイエンス 月刊 142 私のカントリー 年２回
103 日経パソコン 隔週 143 歴史研究 月刊
104 日経PC21 月刊
105 日経マネー 月刊
106 ニュ-ズウィ-ク日本版 週刊
107 Ｎｅｗｔｏｎ(ﾆｭｰﾄﾝ) 月刊 【なしの花図書室】
108 non・no(ﾉﾝ･ﾉ) 月刊 1 一個人 季刊
109 俳句 月刊 2 健康 季刊
110 バスケットボール 月刊 3 趣味の園芸 やさいの時間 隔月
111 バレーボール 月刊 4 週刊新潮 週刊
112 バンドジャーナル 月刊 5 週刊文春 週刊
113 ＢＥ−ＰＡＬ(ﾋﾞｰﾊﾟﾙ) 月刊 6 レタスクラブ 月刊
114 美術の窓 月刊
115 フォトコン 月刊
116 婦人公論 月刊
117 婦人之友 月刊
118 BRUTUS（ﾌﾞﾙｰﾀｽ） 月２回
119 プレジデント 月２回
120 プレジデント ＦＡＭＩＬＹ 季刊



【高坂図書館】
№ 誌名（アイウエオ順） 発行頻度 № 誌名（アイウエオ順） 発行頻度
1 明日の友 隔月 41 正論 月刊
2 ＡＬＢＡＴＴＲＯＳＳ VＩＥＷ

（アルバトロス ビュー）
月２回 42 ダンスビュウ 月刊

3 安心 月刊 43 中央公論 月刊
4 囲碁講座 月刊 44 鉄道ファン 月刊
5 美しいキモノ 季刊 45 日経トレンディ 月刊
6 ＥＳＳＥ(ｴｯｾ) 月刊 46 Ｎｅｗｔｏｎ(ﾆｭｰﾄﾝ) 月刊
7 NHKのおかあさんといっしょ 季刊 47 ハウジング 隔月
8 オール読物 月刊 48 Ｈａｎａｋｏ(ﾊﾅｺ) 月刊
9 オレンジページ 月２回 49 母の友 月刊
10 岳人 月刊 50 ＢＩＲＤＥＲ(ﾊﾞｰﾀﾞｰ) 月刊
11 家庭画報 月刊 51 美術手帳 隔月
12 ＣＡＰＡ(ｷｬﾊﾟ) 月刊 52 ＶｉＶｉ(ｳﾞｨｳﾞｨ) 月刊
13 きょうの健康 月刊 53 Ｖジャンプ 月刊
14 きょうの料理 月刊 54 婦人画報 月刊
15 クーヨン 月刊 55 婦人公論 月刊
16 暮らしの手帖 隔月 56 Ｐｒｅ−ｍｏ(ﾌﾟﾚﾓ) 年２回
17 ＣＲＥＡ(ｸﾚｱ) 季刊 57 文藝春秋 月刊
18 クロワッサン 月２回 58 Ｂａｂｙ−ｍｏ(ﾍﾞﾋﾞﾓ) 季刊
19 子供の科学 月刊 59 ＶＥＲＹ(ﾍﾞﾘｨ) 月刊
20 こどものとも０．１．２． 月刊 60 ＭＯＲＥ(ﾓｱ) 月刊
21 サッカーダイジェスト 月２回 61 ＭＯＥ(ﾓｴ) 月刊
22 サライ 月刊 62 やさい畑 隔月
23 サンキュ！ 月刊 63 ゆうゆう 月刊
24 サンデー毎日 週刊 64 旅行読売 月刊
25 散歩の達人 月刊 65 レタスクラブ 月刊
26 ＪＴＢ時刻表 月刊 66 私のカントリー 年２回
27 自家用車 月刊 67 Ｗａｎ(ﾜﾝ) 隔月

28 週刊朝日 週刊
29 週刊新潮 週刊
30 週刊ダイヤモンド 週刊
31 週刊文春 週刊
32 趣味の園芸 月刊
33 趣味の山野草 月刊
34 将棋世界 月刊
35 小説すばる 月刊
36 新潮 月刊
37 スキーグラフィック 月刊
38 すてきにハンドメイド 月刊
39 Sports Graphic Number

（スポーツ  グラフィック  ナンバー）

隔週

40 SUMAI no SEKKEI（ｽﾏｲﾉｾｯｹｲ） 隔月


