
三島市立図書館　購入雑誌一覧（令和4年度）

雑誌名 出版者
刊行
頻度

本館
中郷
分館

備考

ＡＥＲＡ 朝日新聞出版 週刊 永年 半年

ＡＥＲＡ ｗｉｔｈ Ｋｉｄｓ 朝日新聞出版 季刊 ５年

赤ちゃんとママ 赤ちゃんとママ社 月刊 ５年 2017年4月号から

朝日（週刊） 朝日新聞出版 週刊 半年

アサヒカメラ 朝日新聞出版 月刊 ２年 2020年7月号で休刊

明日の友 婦人之友社 隔月 ３年

家の光 家の光協会 月刊 ２年

1・2・3歳 赤ちゃんとママ社 季刊 ５年 2017年春から

今すぐ使えるかんたんシリーズ 技術評論社 不定期 １０年 2021年4月から

ENGLISH JOURNAL アルク 月刊 ３年

Ｗｉｔｈ 講談社 月刊 １年

うかたま 農山漁村文化協会 季刊 ３年 スポンサー提供雑誌

美しいキモノ ハースト婦人画報社 季刊 ３年 スポンサー提供雑誌

栄養と料理 女子栄養大学出版部 月刊 ２年

エコノミスト 毎日新聞出版 週刊 半年 2021年4月号から

ＳＦマガジン 早川書房 隔月 ３年

ＥＳＳＥ（エッセ） フジテレビジョン 月刊 ３年

ＮＨＫ囲碁講座 日本放送出版協会 月刊 ３年 ２年

ＮＨＫきょうの健康 日本放送出版協会 月刊 ３年 ２年 スポンサー提供雑誌

ＮＨＫきょうの料理 日本放送出版協会 月刊 ３年 ２年 スポンサー提供雑誌

ＮＨＫ趣味の園芸 日本放送出版協会 月刊 ３年 ２年 スポンサー提供雑誌

ＮＨＫ将棋講座 日本放送出版協会 月刊 ３年 ２年

ＮＨＫすてきにハンドメイド 日本放送出版協会 月刊 ３年 ２年 スポンサー提供雑誌

ＮＨＫやさいの時間 日本放送出版協会 隔月 ３年 2021年4・5月号から

ＥＬＬＥ　ＤＥＣＯＲ（エルデコ） ハースト婦人画報社 隔月 ５年

えんぶ えんぶ 隔月 ３年

おそい・はやい・ひくい・たかい ジャパンマシニスト社 隔月 ４年 2018年2月号で購読中止

オール読物 文芸春秋 月刊 １年 １年

オレンジページ オレンジページ 月２回 ２年

音楽の友 音楽之友社 月刊 １年

会社四季報 東洋経済新報社 季刊 １年

会社四季報ワイド版 東洋経済新報社 季刊 １年

会社四季報未上場会社版 東洋経済新報社 年刊 １年

会社四季報プロ500 東洋経済新報社 季刊 １年 2021年夏号から

化学 化学同人 月刊 ３年

かがくのとも 福音館書店 月刊 ５年

岳人 ネイチュアエンタープライズ 月刊 ２年 2021年5月号から

かぞくのじかん 婦人之友社 季刊 ５年

学校図書館 全国学校図書館協議会 月刊 永年

家庭画報 世界文化社 月刊 ２年

ガーデン&ガーデン エフジー武蔵 季刊 ５年 2017年夏号から

キネマ旬報 キネマ旬報社 月２回 永年

教育ジャーナル 学研 月刊 ４年 2020年3月号で休刊
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金曜日（週刊） 金曜日 週刊 半年

ku:nel(クウネル) マガジンハウス 隔月 ２年 2021年7月号から

クーヨン クレヨンハウス 月刊 ３年 ２年

暮しの手帖 暮しの手帖社 隔月 永年 ３年

Ｇｒｅｅｎ　Ｒｅｐｏｒｔ 地域環境ネット 月刊 永年

クロワッサン マガジンハウス 月２回 ２年 １年 スポンサー提供雑誌

群像 講談社 月刊 １年

経済セミナー 日本評論社 隔月 ５年

芸術新潮 新潮社 月刊 永年

蛍雪時代 旺文社 月刊 １年

蛍雪時代臨時増刊号 旺文社 不定期 １年

現代農業 農山漁村文化協会 月刊 ２年

現代の図書館 日本図書館協会 季刊 永年

航空ファン 文林堂 月刊 １年

工場管理 日刊工業新聞社 月刊 ２年

こころの科学 日本評論社 隔月 ５年 2017年5月号から

コットンフレンド ブティック社 季刊 ３年

コドモエ 白泉社 隔月 ３年 2019年11月号から

こどもとしょかん 東京子ども図書館 季刊 永年

子供の科学 誠文堂新光社 月刊 ３年

こどものとも 福音館書店 月刊 ５年

こどものとも　０.１．２ 福音館書店 月刊 ５年

こどものとも年少版 福音館書店 月刊 ５年

こどものとも年中向き 福音館書店 月刊 ５年 2017年5月号から

子どもの本棚 子供の本棚社 月刊 ５年

この本読んで！ 出版文化産業振興財団 季刊 ３年

ゴルフダイジェスト ゴルフダイジェスト社 月刊 １年 １年

サイクルスポーツ 八重洲出版 月刊 １年

サッカーダイジェスト 日本スポーツ企画出版社 月２回 １年

サッカーマガジン ベースボールマガジン社 隔月 ２年 (旧誌名ZONE）

サライ 小学館 月刊 ２年 １年

ＪＴＢ時刻表 ＪＴＢパブリッシング 月刊 １年

自家用車 内外出版社 月刊 １年

静岡県近代史研究 静岡県近代史研究会 年刊 永年

静岡経済研究所調査月報 静岡経済研究所 年11回 永年

静岡ビジネスレポート 静岡ビジネス社 月２回 永年

ＣＤジャーナル 音楽出版社 季刊 ２年

児童心理 金子書房 月刊 ３年 2019年3月号で休刊

社会教育 国土社 月刊 ４年

ジュニアエラ 朝日新聞出版 月刊 ５年

ジュリスト 有斐閣 月刊 永年

商業界 商業界 月刊 ２年 2020年5月号で休刊

小説現代 講談社 月刊 １年 2021年5月号から
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小説新潮 新潮社 月刊 １年

情報管理 科学技術振興機構 月刊 ５年 2018年3月号で休刊

新建築　住宅特集 新建築社 月刊 ２年

新潮 新潮社 月刊 １年

新潮（週刊） 新潮社 週刊 半年

スイミング・マガジン ベースボールマガジン社 月刊 ３年

数学セミナー 日本評論社 月刊 ５年 スポンサー提供雑誌
2017年4月号から

スクリーン 近代映画社 月刊 １年

すばる 集英社 月刊 １年

住まいの設計 扶桑社 隔月 ２年 ３年

墨 芸術新聞社 隔月 ４年

住む。 農山漁村文化協会 季刊 ５年

相撲 ベースボールマガジン社 月刊 １年

正論 産経新聞社 月刊 １年

世界 岩波書店 月刊 １年

宣伝会議 宣伝会議 月刊 ３年 2021年5月号から

専門図書館 専門図書館協議会 隔月 永年

装苑 文化出版局 隔月 １年

ダイヤモンド（週刊） ダイヤモンド社 週刊 半年 半年

ダ・ヴィンチ メディアファクトリー 月刊 ３年 スポンサー提供雑誌

たくさんのふしぎ 福音館書店 月刊 ３年

旅の手帖 交通新聞社 月刊 ２年

旅と鉄道 天夢人 隔月 ５年

短歌 角川書店 月刊 ２年

淡交 淡交社 月刊 ２年

Dance Magazine （ダンスマガジン） 新書館 月刊 １年

dancyu（ダンチュウ） プレジデント社 月刊 ２年

地域 農山漁村文化協会 季刊 ３年

地方自治 ぎょうせい 月刊 ５年

チャイルドヘルス 診断と治療社 月刊 ３年

CHANTO（チャント） 主婦と生活社 月刊 ３年 2020年4月号で休刊

中央公論 中央公論新社 月刊 １年

治療 南山堂 月刊 ３年 2018年4月号から

つり人 つり人社 月刊 ２年

デジタルカメラマガジン インプレス 月刊 ２年 2021年5月号から

Dスポ 静岡第一テレビ 不定期 永年

鉄道ジャーナル 鉄道ジャーナル社 月刊 ２年

鉄道ファン 交友社 月刊 ３年

テルミ 日本児童教育振興財団 隔月 ５年

天然生活 地球丸 月刊 ３年

天文ガイド 誠文堂新光社 月刊 １年

東洋経済（週刊） 東洋経済新報社 週刊 １年

トコトコ 第一プログレス 季刊 ５年 2019年11月号で休刊
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図書館界 日本図書館研究会 隔月 永年

図書館雑誌 日本図書館協会 月刊 永年

ナショナルジオグラフィック日本語版
日経ナショナルジオグラフィッ
ク社

月刊 永年

ナーシング 学研メディカル秀潤社 月刊 ３年

Number－Sports Graphic－(ナンバー) 文芸春秋 隔週 １年 １年

日経ＷＯＭＡＮ 日経ＢＰ社 月刊 ２年

日経エンタテインメント！ 日経ＢＰ社 月刊 ２年

日経コンストラクション 日経ＢＰ社 月刊 ３年

日経サイエンス 日経サイエンス社 月刊 １年

日経トレンディ 日経ＢＰ社 月刊 ２年

日経ネットワーク 日経ＢＰ社 月刊 ３年 2020年4月号から

日経パソコン 日経ＢＰ社 隔週 ２年

日経ＰＣ２１ 日経ＢＰ社 月刊 ３年

日経ビジネス 日経ＢＰ社 週刊 半年

日経マネー 日経ＢＰ社 月刊 ２年 １年

日経ものづくり 日経ＢＰ社 月刊 ３年

日本児童文学 日本児童文学者協会 隔月 永年

日本百名山 朝日新聞社 週刊 永年

ﾆｭｰｽﾞｳｨｰｸ日本語版 CCCメディアハウス 週刊 永年

Newton(ニュートン) ニュートンプレス 月刊 ２年 １年

庭 建築資料研究社 季刊 ３年

農耕と園芸 誠文堂新光社 季刊 ２年 スポンサー提供雑誌

ノジュール ＪＴＢパブリッシング 月刊 ２年

non-no(ノンノ) 集英社 月刊 １年 １年

俳句 KADOKAWA 月刊 ２年

バスケットボール 日本文化出版 月刊 １年

パッチワーク教室 ブティック社 季刊 ５年

ハーバードビジネスレビュー ダイヤモンド社 月刊 ３年

母の友 福音館書店 月刊 ４年

バレーボール 日本文化出版 月刊 永年

判例時報 判例時報社 月３回 永年

ＰＨＰ ＰＨＰ研究所 月刊 １年

ＢＵＳＩＮＥＳＳ　ＬＡＷ　ＪＯＵＲＮＡＬ
（ビジネスロージャーナル）

レクシスネクシス・ジャパン 月刊 ３年 2021年2月号で休刊

美術(月刊） サン・アート 月刊 ３年

美術手帖 美術出版社 季刊 ３年

福祉 全国社会福祉協議会 月刊 ３年

婦人画報 ハースト婦人画報社 月刊 １年

婦人公論 中央公論新社 月刊 １年 １年

婦人之友 婦人之友社 月刊 ２年

プラスワンリビング 主婦の友社 季刊 ３年 2019年夏号で休刊

ＢＲＵＴＵＳ（ブルータス） マガジンハウス 月２回 １年

ＰＲＥＳＩＤＥＮＴ（プレジデント） プレジデント社 月２回 １年

文学界 文藝春秋 月刊 １年
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文藝 河出書房新社 季刊 １年 2021年夏季号から

文芸春秋 文藝春秋 月刊 １年 １年

文春（週刊） 文藝春秋 週刊 半年

ベーシックマスターシリーズ 秀和システム 不定期 10年 ５年

ベースボール（週刊） ベースボールマガジン社 週刊 半年 半年

Better Care（ベターケア） 芳林社 季刊 ５年

Ｂａｂｙ－ｍｏ（ベビモ） 主婦の友社 季刊 ３年

Ｐｅｎ（ペン） CCCメディアハウス 月刊 １年

法律のひろば ぎょうせい 月刊 永年

本の雑誌 本の雑誌社 月刊 １年 スポンサー提供雑誌

マップルマガジン 昭文社 不定期 ３年 ２年

ミステリマガジン 早川書房 隔月 ３年

ミセス 文化出版局 月刊 ２年 2021年4月号で休刊

みんなの図書館 教育史料出版会 月刊 永年

MEN'S CLUB (メンズ クラブ) ハースト婦人画報社 月刊 １年

MEN'S NON-NO(メンズノンノ) 集英社 月刊 １年

ＭＯＲＥ（モア） 集英社 月刊 １年

ＭＯＥ（モエ） 白泉社 月刊 ３年 ２年

文字の大きな時刻表 交通新聞社 季刊 半年

モダンリビング ハースト婦人画報社 隔月 ２年

モノ・マガジン ワールドフォトプレス 月２回 １年

野菜だより 学習研究社 隔月 ３年

やさい畑 家の光協会 隔月 ５年 スポンサー提供雑誌

山と渓谷 山と渓谷社 月刊 ３年

ゆうゆう 主婦の友社 月刊 ３年 スポンサー提供雑誌

ユリイカ 青土社 月刊 ２年

ランナーズ ランナーズ 月刊 １年

LEE(リー) 集英社 月刊 ２年 2021年5月号から

旅行読売 旅行読売出版 月刊 １年

るるぶ情報版（国内） ＪＴＢパブリッシング 不定期 ３年

るるぶ情報版（海外） ＪＴＢパブリッシング 不定期 ３年

Ｌｅｏｎ(レオン) 主婦と生活社 月刊 １年

歴史街道 ＰＨＰ研究所 月刊 ２年

歴史人 ベストセラーズ 月刊 ３年 2019年11月号から

レディブティック ブティック社 隔月 １年

ロッキング・オン・ジャパン ロッキング・オン 月刊 １年

和楽 小学館 隔月 ２年

ONE COMPUTER MOOK ワン・パブリッシング 不定期 １０年 ５年 (旧誌名GAKKEN COMPUTER MOOK）

ワンダーフォーゲル 山と渓谷社 年６回 ２年 2021年6月号で休刊

外国語雑誌

雑誌名 出版者
刊行
頻度

本館
中郷
分館

備考

ESQUIRE　USA ESQUIRE 年8回 １年 2021年5月号から
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人民画報（中国語） 人民画報社 月刊 ２年

ＴＩＭＥ（英語） Time 週刊 半年

ひらがなタイムズ（日英） ヤック企画 月刊 ２年

ＶＯＧＵＥ（英語） A Conde Nast Publication 月刊 １年
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