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和光市図書館雑誌一覧表　【所蔵館別（本館）】 2020.5更新

欄外に★印のある雑誌は、「雑誌スポンサー制度」を実施している雑誌です。

本館 分館 公民館

1 野性時代 やせいじだい A-01 文芸・読み物 角川書店 月刊 12日

2 小説新潮 しょうせつしんちょう A-02 文芸・読み物 新潮社 月刊 22日

3 小説推理 しょうせつすいり A-03 文芸・読み物 双葉社 月刊 27日

4 小説現代（2020.3リニューアル） しょうせつげんだい A-04 文芸・読み物 講談社 月刊 22日

5 短歌 たんか A-05 和歌・短歌・俳句・詩集 角川文化振興財団 月刊 25日

6 詩と思想 しとしそう A-06 和歌・短歌・俳句・詩集 土曜美術社出版販売 月刊 28日

7 オール讀物 おーるよみもの A-07 文芸・読み物 文藝春秋 その他 1,2,4～8,10～12月各22日

8 俳句 はいく A-08 和歌・短歌・俳句・詩集 角川文化振興財団 月刊 25日

9 文學界 ぶんがくかい A-09 文芸・読み物 文藝春秋 月刊 7日

10 俳句界 はいくかい A-10 和歌・短歌・俳句・詩集 文學の森 月刊 25日

11 群像 ぐんぞう A-12 文芸・読み物 講談社 月刊 7日

12 小説宝石 しょうせつほうせき Ａ-13 文芸・読み物 光文社 月刊 22日

13 新潮 しんちょう A-14 文芸・読み物 新潮社 月刊 7日

14 小説ＮＯＮ しょうせつのん Ａ-15 文芸・読み物 祥伝社 月刊 22日

15 小説幻冬 しょうせつげんとう A-17 文芸・読み物 幻冬舎 月刊 27日

16 本の雑誌 ほんのざっし A-18 書評・出版・読書 本の雑誌社 月刊 10日

17 ダ・ヴィンチ だびんち A-19 書評・出版・読書 KADOKAWA 月刊 6日

18 Hanako はなこ A-20 国内タウン誌・地域誌 マガジンハウス 月刊 28日

19 with うぃず A-21 女性総合誌 講談社 月刊 28日

20 an･an あんあん A-22 女性総合誌 マガジンハウス 週刊 水曜日

21 SPRiNG すぷりんぐ A-23 女性ファッション誌 宝島社 月刊 23日

22 non-no のんの A-24 女性総合誌 集英社 月刊 20日

23 FIGARO japon ふぃがろじゃぽん A-25 女性総合誌 CCCメディアハウス 月刊 20日

24 装苑 そうえん A-26 女性ファッション誌 文化学園文化出版局 その他 奇数月28日

25 25ans ばんさんかん（ヴァンサンカン） A-27 女性ファッション誌 ハースト婦人画報社 月刊 28日

26 PRESIDENT WOMAN　Premier ぷれじでんとうーまん A-28 経営・ビジネス プレジデント社 季刊 3,6,9,12月各28日

27 日経WOMAN にっけいうーまん A-29 女性総合誌 日経ＢＰ社 月刊 7日

28 CREA くれあ A-30 女性総合誌 文藝春秋 その他 1,3～7,9～12月

29 家庭画報 かていがほう A-31 女性総合誌 世界文化社 月刊 1日

30 &Premium あんどぷれみあむ A-32 女性総合誌 マガジンハウス 月刊 20日

31 婦人公論 ふじんこうろん A-33 南 女性総合誌 中央公論新社 月２ 2,4火曜日

32 クロワッサン くろわっさん A-34 女性総合誌 マガジンハウス 月２ 10日,25日 ★

33 婦人之友 ふじんのとも A-35 女性総合誌 婦人之友社 月刊 12日 ★

34 和樂 わらく A-36 女性総合誌 小学館 隔月 奇数月1日

35 美しいキモノ うつくしいきもの A-37 女性ファッション誌 ハースト婦人画報社 季刊 2,5,8,11月各20日

36 暮しの手帖 くらしのてちょう A-38 B-08 生活情報・生活総合誌 暮しの手帖社 隔月 奇数月25日

37 ミセス みせす A-39 女性総合誌 文化出版局 月刊 7日

38 VERY べりー A-40 坂下 女性総合誌 光文社 月刊 7日

39 毛糸だま けいとだま A-41 手芸 日本ヴォーグ社 季刊 2,5,8,11月各5日

40 LEE りー A-42 女性総合誌 集英社 月刊 7日

41 Ｍａｒｔ まーと A-43 坂下 生活情報・生活総合誌 光文社 月刊 28日

42 Ku:nel くうねる A-44 生活情報・生活総合誌 マガジンハウス 隔月 奇数月20日

所蔵館
No. 雑誌名 雑誌名よみ ジャンル 出版・発行 発刊 発売予定日



- 2/6 -

和光市図書館雑誌一覧表　【所蔵館別（本館）】 2020.5更新

欄外に★印のある雑誌は、「雑誌スポンサー制度」を実施している雑誌です。

本館 分館 公民館

所蔵館
No. 雑誌名 雑誌名よみ ジャンル 出版・発行 発刊 発売予定日

43 サンキュ！ さんきゅ A-45 生活情報・生活総合誌 ベネッセコーポレーション 月刊 2日

44 ｓaita（2018.８で休刊） さいた A-46 女性総合誌 セブン＆アイ出版 不定期 不定

45 CHANTO ちゃんと A-47 生活情報・生活総合誌 主婦と生活社 月刊 7日

46 レタスクラブ れたすくらぶ A-48 生活情報・生活総合誌 KADOKAWA 月刊 25日

47 NHKすてきにハンドメイド すてきにはんどめいど A-49 南 手芸・服飾 NHK出版 月刊 21日

48 NHKきょうの料理 きょうのりょうり A-50 A-16 料理 ＮＨＫ出版 月刊 21日

49 栄養と料理 えいようとりょうり A-51 料理・健康 女子栄養大学出版部 月刊 9日

50 NHKきょうの料理ビギナーズ きょうのりょうりびぎなーず A-52 料理 NHK出版 月刊 21日

51 日経ヘルス にっけいへるす A-53 女性ファッション誌・健康 日経ＢＰ社 隔月 奇数月2日

52 ラグビーマガジン らぐびーまがじん B-01 球技 ベースボール・マガジン社 月刊 25日

53 サッカーマガジン さっかーまがじん B-02 球技 ベースボール・マガジン社 月刊 24日

54 マリンダイビング まりんだいびんぐ B-03 スポーツ 水中造形センター 月刊 10日

55 Tennis Magazine てにすまがじん B-05 球技 ベースボール・マガジン社 月刊 21日

56 Sports Graphic Number すぽーつぐらふぃっくなんばー B-06 スポーツ 文藝春秋 隔週 木曜日 ★

57 ワッグル -GOLF- わっぐる B-07 球技 実業之日本社 月刊 21日

58 相撲 すもう B-09 武道・格闘技 ベースボール・マガジン社 月刊 毎月末日

59 週刊ベースボール しゅうかんべーすぼーる B-10 球技 ベースボール・マガジン社 週刊 水曜日

60 陸上競技マガジン りくじょうまがじん B-11 陸上競技・団体機関誌 ベースボール・マガジン社 月刊 14日

61 Bicycle21 ばいしくるにじゅういち B-13 自転車・サイクリング ライジング出版 隔月 奇数月20日

62 ランナーズ らんなーず B-14 陸上競技 アールビーズ 月刊 22日

63 世界 せかい B-15 総合誌 岩波書店 月刊 8日

64 週刊文春 しゅうかんぶんしゅん B-16 G-04 総合誌 文藝春秋 週刊 木曜日

65 正論 せいろん B-17 総合誌 産経新聞社 月刊 1日 ★

66 週刊新潮 しゅうかんしんちょう B-18 G-05 総合誌 新潮社 週刊 木曜日

67 中央公論 ちゅうおうこうろん B-19 総合誌 中央公論新社 月刊 10日

68 文藝春秋 ぶんげいしゅんじゅう Ｂ-20 G-06 総合誌 文藝春秋 月刊 10日

69 月刊新聞ダイジェスト しんぶんだいじぇすと Ｂ-21 総合誌 新聞ダイジェスト社 月刊 21日

70 週刊朝日 しゅうかんあさひ B-21B G-03 総合誌 朝日新聞出版 週刊 火曜日

71 サンデー毎日 さんでーまいにち B-22 G-02 総合誌 毎日新聞社出版局 週刊 火曜日

72 歴史街道 れきしかいどう B-23 歴史 PHP研究所 月刊 6日

73 AERA あえら B-24 G-01 総合誌 朝日新聞出版 週刊 月曜日

74 TIME たいむ B-25 英文誌 メレディス 週刊 火曜日

75 週刊金曜日 しゅうかんきんようび B-26 総合誌 金曜日 週刊 金曜日

76 mono　magazine もの（モノマガジン） B-27 生活情報誌・生活総合誌 ワールドフォトプレス 月２ 2日,16日

77 NATIONAL GEOGRAPHIC日本版 なしょなるじおぐらふぃっく B-28 G-19 総合誌 日経ナショナルジオグラフィック社 月刊 30日

78 Men's Ex めんずいーえっくす B-29 男性ファッション誌 世界文化社 月刊 6日

79 Newsweek日本版 にゅーずうぃーく B-30 総合誌 CCCメディアハウス 週刊 火曜日

80 MEN'S CLUB めんずくらぶ B-31 男性ファッション誌 ハースト婦人画報社 その他 ２～6,8～12月各25日

81 Begin びぎん B-32 生活情報・生活総合誌・男性ファッション誌 世界文化社 月刊 16日

82 MEN'S NON･NO めんずのんの B-33 男性ファッション誌 集英社 月刊 9日

83 ＦＱ ＪＡＰＡＮ えふきゅーじゃぱん B-34 出産・育児 アクセスインターナショナル 季刊 3,6,9,12月各1日 ★

84 BRUTUS ぶるーたす B-36 生活情報・生活総合誌 マガジンハウス 月２ 1日,15日
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85 pen ぺん B-37 男性総合誌 CCCメディアハウス 月２ 1日,15日

86 男の隠れ家 おとこのかくれが B-38 男性総合誌 三栄 月刊 27日

87 日経トレンディ にっけいとれんでぃ B-39 生活情報・生活総合誌 日経ＢＰ社 月刊 4日

88 dancyu だんちゅう B-40 料理 プレジデント社 月刊 6日

89 DIME だいむ B-41 生活情報・生活総合誌 小学館 月刊 16日

90 サライ さらい B-42 総合誌 小学館 月刊 9日

91 Ｔａｒｚａｎ たーざん B-43 生活情報・生活総合誌 マガジンハウス 月2 第2､第4木曜日

92 MAMOR まもる B-45 G-20 国防・軍事・機関誌・広報誌 扶桑社 月刊 21日

93 東京人 とうきょうじん B-46 国内タウン誌・地域誌 都市出版 月刊 3日

94 特選街 とくせんがい B-47 生活情報・生活総合誌 マキノ出版 月刊 3日

95 自遊人 じゆうじん Ｂ-48 生活情報・生活総合誌 自遊人 季刊 3,6,9,12月各26日

96 ジュリスト じゅりすと B-49 法律・法務 有斐閣 月刊 25日

97 法学セミナー ほうがくせみなー B-50 法律・法務 日本評論社 月刊 12日

98 生活と福祉 せいかつとふくし B-52 社会福祉 全国社会福祉協議会 月刊 24日

99 家電批評 かでんひひょう B-53 生活情報・生活総合誌・電気・電子 晋遊舎 月刊 3日

100 墨 すみ C-01 書道 芸術新聞社 隔月 奇数月1日

101 キネマ旬報 きねまじゅんぽう C-０2 演劇・映画・芸能 キネマ旬報社 月２ 5日,20日

102 SCREEN すくりーん C-03 演劇・映画・芸能 近代映画社 月刊 21日

103 映画秘宝 えいがひほう C-04 演劇・映画・芸能 双葉社 月刊 21日

104 美術手帖（BT） びじゅつてちょう C-05 美術・工芸 美術出版社 隔月 奇数月7日

105 月刊美術 げっかんびじゅつ C-06 美術・工芸 サン・アート 月刊 20日 ★

106 芸術新潮 げいじゅつしんちょう C-07 アート（芸術） 新潮社 月刊 25日

107 演劇界 えんげきかい C-08 演劇・映画・芸能 演劇出版社 月刊 5日

108 えんぶ えんぶ C-09 演劇・映画・芸能 えんぶ 隔月 奇数月9日 ★

109 音楽の友 おんがくのとも C-10 音楽・オーディオ 音楽之友社 月刊 18日

110 DVD＆動画配信でーた でぃーぶいでぃーあんどどうがはいしんでーた C-11 演劇・映画・芸能 ムービーウォーカー 月刊 20日

111 レコードコレクターズ れこーどこれくたーず C-12 音楽・オーディオ ミュージック・マガジン社 月刊 15日

112 stereo すてれお C-13 音楽・オーディオ 音楽之友社 月刊 19日

113 BIRDER ばーだー C-14 生物学 文一総合出版 月刊 16日

114 ＣＤジャーナル しーでぃーじゃーなる C-15 音楽・オーディオ シーディージャーナル 季刊 ３,６,９,１２月各20日

115 田舎暮らしの本 いなかぐらしのほん C-16 生活情報・生活総合誌 宝島社 月刊 3日

116 wan わん C-17 ペット 緑書房 隔月 偶数月14日

117 猫びより ねこびより C-18 ペット 辰巳出版 隔月 遇数月12日

118 フローリスト ふろーりすと C-19 商業 誠文堂新光社 月刊 8日

119 趣味の園芸 しゅみのえんげい C-20 園芸・ガーデニング ＮＨＫ出版 月刊 21日

120 suumoリフォーム すーもりふぉーむ C-21 インテリア・収納・住宅 リクルート 隔月 奇数月16日

121 HOUSING はうじんぐ C-22 インテリア・収納・住宅 リクルート 隔月 偶数月21日

122 ELLE DECOR えるでこ C-23 インテリア・収納・住宅 ハースト婦人画報社 その他 3,5,7,9,11月各7日

123 モダンリビング もだんりびんぐ C-24 インテリア・収納・住宅 ハースト婦人画報社 隔月 偶数月7日

124 将棋世界 しょうぎせかい C-25 囲碁・将棋 日本将棋連盟 月刊 3日

125 アサヒカメラ あさひかめら C-26 写真・カメラ 朝日新聞出版 月刊 20日

126 月刊碁ワールド ごわーるど C-27 囲碁・将棋 日本棋院 月刊 20日
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127 ビデオサロン びでおさろん C-28 写真・カメラ 玄光社 月刊 20日

128 日経パソコン にっけいぱそこん C-29 パソコン 日経ＢＰ社 隔週 第2,4月曜日

129 日経PC21 にっけいぴーしーにじゅういち C-30 パソコン 日経ＢＰ社 月刊 24日

130 CAR GRAPHIC（ＣＧ） かーぐらふぃっく C-31 自動車 カーグラフィック 月刊 1日

131 モーターサイクリスト もーたーさいくりすと C-32 オートバイ 八重洲出版 月刊 1日

132 GARVY がるびぃ（ガルヴィ） C-33 登山・バイキング・アウトドア 実業之日本社 その他 3,5,7,9,11月各10日

133 BE-PAL びーぱる C-34 登山・ハイキング・アウトドア 小学館 月刊 9日

134 ＪＴＢ時刻表 じぇいてぃーびーじこくひょう C-35 C-13 鉄道 ＪＴＢパブリッシング 月刊 20日

135 つり人 つりびと C-36 釣り つり人社 月刊 25日

136 関東・東北じゃらん かんとうとうほくじゃらん C-37 国内旅行 リクルート 月刊 1日

137 旅の手帖 たびのてちょう C-38 国内旅行 交通新聞社 月刊 10日

138 山と渓谷 やまとけいこく C-39 登山・バイキング・アウトドア 山と渓谷社 月刊 15日

139 ノジュール のじゅーる C-40 暮らし・健康・趣味・旅行 ＪＴＢﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ 月刊 28日

140 鉄道ジャーナル でつどうじゃーなる C-41 運輸・交通・鉄道 鉄道ジャーナル社 月刊 21日

141 鉄道ファン てつどうふぁん C-42 運輸・交通・鉄道 交友社 月刊 21日

142 NHKきょうの健康 きょうのけんこう C-43 健康 ＮＨＫ出版 月刊 21日

143 航空ファン こうくうふぁん C-44 飛行機・運輸・交通・通信 文林堂 月刊 21日

144 Ｎｅｗｔｏｎ にゅーとん C-45 自然科学 ニュートンプレス 月刊 26日

145 天文ガイド てんもんがいど C-46 地球・宇宙科学 誠文堂新光社 月刊 5日

146 日経サイエンス にっけいさいえんす C-47 自然科学 日経サイエンス 月刊 25日

147 現代の図書館 げんだいのとしょかん C-49 図書館 日本図書館協会 季刊 1,4,7,10月各28日

148 図書館雑誌 としょかんざっし C-50 図書館、団体機関紙 日本図書館協会 月刊 不定日

149 社会教育 しゃかいきょういく C-51 教育 日本青年館 月刊 2日

150 みんなの図書館 みんなのとしょかん C-52 図書館機関紙 教育史料出版会 月刊 10日

151 図書 としょ C-53 書評・出版・読書・企業広報誌 岩波書店 月刊 28日 ★

152 国立国会図書館 こくりつこっかいとしょかん C-54 図書館 日本図書館協会 月刊 28日

153 読書推進運動 どくしょすいしんうんどう C-55 機関紙 読書推進運動協議会 月刊 15日

154 本を選ぶ ほんをえらぶ C-56 書評・出版・読書 ライブラリー・アド・サービス 月刊 20日

155 ネットワーク資料保存 ねっとわーくしりょうほぞん C-57 図書館機関紙 日本図書館協会 年2 不定期

156 子どもの本を選ぶ こどものほんをえらぶ C-58 書評・出版・読書 ライブラリー・アド・サービス 季刊 20日

157 月刊クーヨン くーよん D-01 出産・育児 クレヨンハウス 月刊 3日

158 かぞくのじかん かぞくのじかん D-03 K-05 坂下 生活情報・生活総合誌 婦人之友社 季刊 3,6,9,12月各5日

159 この本読んで！ このほんよんで D-04 書評・出版・読書 出版文化産業振興財団 季刊 2,5,8,11月下旬

160 Pre-mo ぷれも D-05 出産・育児 主婦の友社 季刊 1,4,7,10月各15日

161 Baby-mo べいびーもー D-06 出産・育児 主婦の友社 季刊 3,6,9,12月各15日

162 子どものしあわせ こどものしあわせ D-07 教育 日本子どもを守る会 月刊 28日

163 ちいさい・おおきい・よわい・つよい ちいさいおおきいよわいつよい D-08 育児 ジャパンマシニスト社 季刊 1,4,7,10月各25日

164 母の友 ははのとも D-09 出産・育児 福音館書店 月刊 3日

165 MOE もえ D-10 書評・出版・読書・美術・工芸 白泉社 月刊 3日

166 子どもと昔話 こどもとむかしばなし D-11 書評・出版・読書 小澤昔ばなし研究所 季刊 1,4,7,10月各20日

167 PHPのびのび子育て のびのびこそだて D-12 育児 PHP研究所 月刊 8日

168 プレジデントファミリー ぷれじでんとふぁみりー D-13 生活情報・生活総合誌・出産・育児 プレジデント社 季刊 3,6,9,12月各5日
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169 日本児童文学 にほんじどうぶんがく D-14 文学 日本児童文学者協会 隔月 奇数月9日

170 こどもとしょかん こどもとしょかん D-15 書評・出版・読書 東京こども図書館 季刊 1,4,7,10月各20日

171 子どもと本 こどもとほん D-16 書評・出版・読書 子ども文庫の会 季刊 1,4,7,10月 ★

172 子どもの本棚 こどものほんだな D-17 G-17 書評・出版・読書 日本子どもの本研究会 月刊 1日

173 子どもと読書 こどもとどくしょ D-18 書評・出版・読書 親子読書地域文庫全国連絡会 隔月 20日

174 子供の科学 こどものかがく E-01 H-10 自然科学 誠文堂新光社 月刊 10日

175 月刊Newsがわかる にゅーすがわかる E-02 H-09 小学生・中学生向けの学習テキスト 毎日新聞出版 月刊 15日

176 かがくのとも かがくのとも E-03 I-07 児童総合誌 福音館書店 月刊 3日

177 たくさんのふしぎ たくさんのふしぎ E-04 I-05 児童総合誌 福音館書店 月刊 3日

178 ちいさなかがくのとも ちいさなかがくのとも E-05 I-06 乳幼児 福音館書店 月刊 3日

179 こどものとも こどものとも E-06 I-04 乳幼児 福音館書店 月刊 3日

180 こどものとも0.1.2 こどものともぜろいちに E-07 I-01 乳幼児 福音館書店 月刊 3日

181 こどものとも年少版 こどものともねんしょうばん E-08 I-02 乳幼児 福音館書店 月刊 3日

182 こどものとも年中向き こどものともねんちゅうむき E-09 I-03 乳幼児 福音館書店 月刊 3日

183 週刊エコノミスト えこのみすと Ｆ-01 経済・ビジネス 毎日新聞出版 週刊 月曜日

184 日経ビジネス にっけいびじねす F-03 経営・ビジネス 日経ＢＰ社 週刊 月曜日

185 週刊ダイヤモンド しゅうかんだいやもんど F-04 G-08 経済・ビジネス ダイヤモンド社 週刊 月曜日 

186 日経マネー にっけいまねー F-06 生活情報・生活総合誌 日経ＢＰ社 月刊 21日

187 ガバナンス がばなんす F-09 地方自治 ぎょうせい 月刊 1日

188 週刊東洋経済 しゅうかんとうようけいざい F-10 G-07 経済・ビジネス 東洋経済新報社 週刊 月曜日

189 Voice ぼいす F-12 総合誌 ＰＨＰ研究所 月刊 10日

190 リベラルタイム りべられるたいむ F-13 G-10 経営・ビジネス リベラルタイム出版社 月刊 3日

191 蕎麦春秋（リベラルタイム増刊） そばしゅんじゅう（りべらるたいむぞうかん） F-14 A-04 料理 リベラルタイム出版社 季刊 3,6,9,12月各24日

192 Wedge うぇっじ F-15 総合誌 ウェッジ 月刊 20日

193 経済セミナー けいざいせみなー F-16 経済 日本評論社 隔月 奇数月1日

194 会社四季報 かいしゃしきほう F-17 G-12 金融・財政・経営・ビジネス 東洋経済新報社 季刊 3,6,9,12月各中旬

195 会社四季報　未上場会社版 かいしゃしきほうみじょうじょうかいしゃばん F-18 金融・財政・経営・ビジネス 東洋経済新報社 年刊 9月

196 会社四季報　プロ500 かいしゃしきほうぷろごひゃく F-19 金融・財政・経営・ビジネス 東洋経済新報社 季刊 3,6,9,12月各中旬

197 プレジデント ぷれじでんと F-7 経営・ビジネス プレジデント社  月２ 2,4金曜日

198 埼玉県議会だより　点字版 さいたまけんぎかいだよりてんじばん U-01 点字 埼玉県議会事務局 季刊 定例会閉会日の約１か月後

199 彩の国だより　点字版 さいのくにだよりてんじばん U-02 点字 埼玉県民生活部広聴広報課 月刊 月初

200 点字厚生 てんじこうせい U-03 点字・厚生労働省広報 日本盲人会連合 隔月 20日

201 サーナ さーな U-04 医療・福祉 イフ 年2回 3,7月

202 クローバー くろーばー U-05 G-21 福祉・雇用 ジェイ・ブロード 季刊 春､夏､秋､冬

203 点字の友 てんじのとも U-06 点字・医学 東京点字出版所 月刊 10日

204 ライト＆ライフ らいとあんどらいふ U-07 点字・生活情報誌 東京へレン・ケラー協会 月２ 1日,15日 ★

205 点字毎日 てんじまいにち U-08 点字新聞 毎日新聞社 週刊 日曜日

206 テルミ てるみ U-09 点字・さわる学習絵本 日本児童教育振興財団 隔月 偶数月1日

207 ふれあいらしんばん ふれあいらしんばん U-10 G-22 点字・大活字広報誌 内閣府政府広報室 年6 １,3,6,7,9,11月

208 月刊福祉 げっかんふくし U-11 社会福祉 全国社会福祉協議会 月刊 10日

209 消費者の窓（広報わこう）　点字版 しょうひしゃのまどてんじばん U-12 点字 和光市秘書広報課 月刊 『広報わこう』は月初発行 ★

210 アニメージュ あにめーじゅ Y-01 ゲーム・アニメーション 徳間書店 月刊 10日
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211 nicola にこら Ｙ-02 中学生向けファッション誌 新潮社 月刊 1日

212 セブンティーン せぶんてぃーん Y-03 女性総合誌 集英社 月刊 1日

所蔵館 記号 配架場所

Ａ～Ｃ 一般

Ｄ 子育て

Ｅ 児童

Ｆ ビジネス

Ｕ 点字・福祉

Ｙ ヤングアダルト

所蔵館 記号 配架場所

Ａ～Ｇ 一般

Ｈ

I 

Ｋ

所蔵館 記号 配架場所

　※本館・分館・公民館に所蔵されている雑誌のバックナンバーは、 中央 中央公民館

　　別の館から取り寄せることができます 坂下 坂下公民館

　　（例）分館に所蔵されている雑誌を本館にて受取ることが可能 南 南公民館

　※雑誌は、基本的に１年間分保存しています

場所の説明

入口左手の壁面ブラウジングコーナー

キッズルーム奥

キッズルーム入口

ビジネスコーナーの一角

入口左手の壁面

中高生向けの新着棚付近

場所の説明

奥のブラウジングコーナー

入口右手の学校図書室側児童コーナー

入口左手キッズスペース

入口左手キッズスペース横

場所の説明

中央公民館図書室

坂下公民館図書室

南公民館図書室

本館

分館
児童・子育て

公民館

「雑誌スポンサー」を募集しています！
～身近な図書館で、気軽に社会貢献してみませんか？～

雑誌スポンサー制度とは・・・

　スポンサーに雑誌の購入費を負担していただくことで、

和光市図書館の資料の充実を図ることを目的とした協働事

業です。スポンサーが企業の場合、雑誌の最新号に企業の

PRを表示した透明カバーをかけることができます。

　また、企業だけでなく、個人の方もスポンサーになるこ

とができます（個人の方のPRは実施しません）。

詳しくは、図書館へお問い合わせください。

 和光市図書館（本館）048-463-8723・下新倉分館　048-452-6011


