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和光市図書館雑誌一覧表　【所蔵館別（下新倉分館）】 2023.1月更新

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 FINEBOYS ふぁいんぼーいず A-01 男性ファッション誌 日之出出版 月刊 9日

2 一個人 いっこじん A-02 男性総合誌 KKベストセラーズ 季刊 1,4,7,10月各3日

3 MONOQLO ものくろ A-03 生活情報・生活総合誌 晋遊舎 月刊 19日

4 うかたま うかたま A-04 料理 農山漁村文化協会 季刊 3,6,9,12月各5日

5 Jineko じねこ A-06 健康 ジネコ 季刊 2,5,8,11月各25日

6 GOETHE げーて A-07 男性総合誌 幻冬舎 月刊 25日

7 ソトコト そとこと A-08 生活情報・生活総合誌 ソトコト・プラネット 隔月 偶数月5日

8 GoodsPress ぐっずぷれす A-09 生活情報・生活総合誌 徳間書店 年10 2,3,4,5,6,7,9,10,
11,12月各6日

9 オレンジページ おれんじぺーじ A-10 生活情報・生活総合誌 オレンジページ 月２ 2,17日

10 cafe-sweets かふぇすうぃーつ A-11 料理 柴田書店 隔月 偶数月5日

11 明日の友 あすのとも A-12 生活情報・生活総合誌 婦人之友社 隔月 偶数月5日

12 OCEANS おーしゃんず A-13 男性ファッション誌 ライトハウスメディア 月刊 25日 ★

13 POPEYE ぽぱい A-14 男性ファッション誌 マガジンハウス 月刊 9日

14 LDK- Living Dining Kitchen- えるでぃーけー A-15 生活情報・生活総合誌 晋遊舎 月刊 28日

15 （NHK）きょうの料理 きょうのりょうり A-46 A-16 料理 ＮＨＫ出版 月刊 21日

16 健康 けんこう A-18 健康 主婦の友社 季刊 3,6,9,12月各2日

17 婦人画報 ふじんがほう B-02 女性総合誌 ハースト婦人画報社 月刊 1日

18 美的 びてき B-03 女性ファッション誌 小学館 月刊 22日

19 STORY すとーりー B-04 女性総合誌 光文社 月刊 1日

20 ゆうゆう ゆうゆう B-07 生活情報・生活総合誌 主婦の友社 月刊 1日

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

22 MORE もあ B-09 女性ファッション誌 集英社 月刊 28日

23 HERS はーず B-10 女性総合誌 光文社 不定期 不定期

24 リンネル りんねる B-11 女性ファッション誌 宝島社 月刊 20日

25 OZ magazine おずまがじん B-12 女性総合誌 スターツ出版 月刊 12日

26 毎日が発見 まいにちがはっけん B-13 生活情報・生活総合誌 KADOKAWA 月刊 28日

27 七緒 ななお B-14 女性ファッション誌 プレジデント社 季刊 3,6,9,12月各7日 ★

28 大人のおしゃれ手帖 おとなのおしゃれてちょう B-15 生活情報・生活総合誌 宝島社 月刊 7日

29 CLASSY. くらっしぃ B-16 女性ファッション誌 光文社 月刊 28日 ★

30 ミセスのスタイルブック みせすのすたいるぶっく A-47 B-17 手芸・服飾 文化出版社 季刊 2,4,6,10月各12日

31 COTTON TIME こっとんたいむ B-18 手芸・服飾 主婦と生活社 隔月 偶数月7日

32 旅行読売 りょこうよみうり C-01 旅行・観光 旅行読売出版社 月刊 28日

33 カーネル かーねる C-02 登山・ハイキング
アウトドア・自動車 八重洲出版 隔月 偶数月9日

34 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 C-04 料理 リベラルタイム出版社 季刊 3,6,9,12月の下旬

35 （月刊）武州路 ぶしゅうじ C-05 国内タウン誌・地域誌 冨士フォルム 月刊 20日

36 本郷 ほんごう C-06 歴史・広報誌 吉川弘文館 隔月 奇数月1日

37 鉄道ダイヤ情報 てつどうだいやじょうほう C-07 鉄道 交通新聞社 月刊 15日

38 ニューモデルマガジンX－MAG X- にゅーもでるまがじんえっくす Ｃ-08 自動車 ムックハウス 月刊 26日

39 rakra（ラ・クラ） らくら C-09 国内タウン誌・地域誌 川口印刷工業 隔月 偶数月25日

40 おとなの週末 おとなのしゅうまつ C-10 男性総合誌 講談社ビーシー 月刊 15日

41 歴史人 れきしじん C-12 歴史 ABCアーク 月刊 6日

42 ＪＴＢ時刻表 じぇーてぃーびーじこくひょう C-33 C-13 鉄道 ＪＴＢパブリッシング 月刊 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
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43 driver どらいばー C-14 自動車 八重洲出版 月刊 20日

44 散歩の達人 さんぽのたつじん C-15 国内タウン誌・地域誌 交通新聞社 月刊 21日

45 東京カレンダー とうきょうかれんだー C-16 国内タウン誌・地域誌 東京カレンダー 月刊 21日

46 江戸楽 えどがく C-18 歴史・文化 エー・アール・ティ 月刊 20日

47 （季刊）iichiko いいちこ D-01 人文科学 文化科学高等研究院 季刊 1,4,7,10月各２０日

48 NATIONAL GEOGRAPHIC日本版 なしょなるじおぐらふぃっく B-25 D-02 総合誌 日経ナショナルジオグラフィック社 月刊 30日

49 with PETs うぃずぺっつ D-03 ペット 日本愛玩動物協会 隔月 奇数月15日

50 建築知識 けんちくちしき D-04 建設・建築・土木 エクスナレッジ 月刊 20日

51 ドゥーパ！ どぅーぱ D-05 ホビークラフト・日曜大工 キャンプ 隔月 奇数月8日

52 農業応援隊 のうぎょうおうえんたい D-06 機関紙・広報誌 農商工連携推進本部 年２ 不定期

53 文藝 ぶんげい D-08 文芸・読み物 河出書房新社 季刊 1,4,7,10月各7日

54 AQUA LIFE あくあらいふ D-09 ペット エムピージェー 月刊 11日

55 Casa BRUTUS かーさぶるーたす D-10 生活情報・生活総合誌 マガジンハウス 月刊 9日

56 Garden & Garden がーでんあんどがーでん D-11 園芸・ガーデニング エフジー武蔵 季刊 1,4,7,10月各16日

57 （NHK）趣味の園芸やさいの時間 しゅみのえんげいやさいのじかん D-12 園芸・ガーデニング ＮＨＫ出版 隔月 奇数月21日

58 （月刊）ホビージャパン ほびーじゃぱん D-13 模型 ホビージャパン 月刊 25日

59 ハヤカワミステリマガジン はやかわみすてりまがじん D-14 書評・出版・読書 早川書房 隔月 奇数月25日

60 小説すばる しょうせつすばる D-15 文芸・読み物 集英社 月刊 17日

61 ＆home あんどほーむ Ｄ-16 ｲﾝﾃﾘｱ・収納・住宅 武蔵エフジー 季刊 3,6,9,12月

62 私のカントリー わたしのかんとりー Ｄ-17 インテリア・収納・住宅 主婦と生活社 年２ 4,11月

63 やさい畑 やさいばだけ D-18 園芸・ガーデニング 家の光協会 隔月 奇数月3日

64 （月刊）バレーボール ばれーぼーる E-04 球技 日本文化出版 月刊 15日

65 Cycle Sports さいくるすぽーつ E-06 自転車・サイクリング 八重洲出版 月刊 20日

66 （月刊）武道 ぶどう E-07 中央 武道・格闘技 日本武道館 月刊 28日

67 （月刊）バスケットボール ばすけっとぼーる E-08 球技 日本文化出版 月刊 25日

68 バドミントンマガジン ばどみんとんまがじん E-09 スポーツ ベースボール・マガジン社 月刊 22日

69 サッカーダイジェスト さっかーだいじぇすと E-10 球技 日本スポーツ企画出版社 月２ 第2､第4木曜日

70 Baseball Clinic べーすぼーるくりにっく E-11 球技 ベースボール・マガジン社 月刊 17日

71 大相撲ジャーナル おおずもうじゃーなる E-13 武道・格闘技 アプリスタイル 月刊 毎月1日前後

72 卓球王国 たっきゅうおうこく E-14 球技 卓球王国　 月刊 21日

73 BOWLING magazine ぼうりんぐまがじん E-15 球技 ベースボール・マガジン社 月刊 12日

74 スマッシュ すまっしゅ E-16 球技 日本スポーツ企画出版社 月刊 21日 ★

75 週刊ゴルフダイジェスト しゅうかんごるふだいじぇすと E-17 球技 ゴルフダイジェスト社 週刊 火曜日

76 つり情報 つりじょうほう E-18 釣り 辰巳出版 月２ 毎月1,15日

77 ランニングマガジン courir らんにんぐまがじんくりーる F-01 スポーツ ベースボール・マガジン社 月刊 22日

78 ダンスビュウ だんすびゅう F-02 スポーツ モダン出版 月刊 27日

79 書写書道 しょしゃしょどう F-05 書道 日本武道館 月刊 1日

80 illustration いらすとれーしょん F-06 美術・工芸 玄光社 季刊 1,4,7,10月各18日

81 PEAKS ぴーくす F-07 登山・ハイキング・アウトドア ピークス 隔月 15日

82 （NHK）囲碁講座 いごこうざ F-08 囲碁・将棋 ＮＨＫ出版 月刊 16日

83 Band Journal ばんどじゃーなる F-09 音楽・オーディオ 音楽之友社 月刊 10日

84 jazz Life じゃずらいふ F-10 音楽・オーディオ ジャズライフ 月刊 14日
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85 デジタルカメラ・マガジン でじたるかめらまがじん Ｆ-11 写真・カメラ インプレス 月刊 20日

86 一枚の繪 いちまいのえ F-12 アート（芸術） 一枚の繪 隔月 奇数月21日

87 （NHK）将棋講座 しょうぎこうざ F-14 囲碁・将棋 ＮＨＫ出版 月刊 16日

88 （月刊）ピアノ ぴあの F-15 音楽・オーディオ
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 20日

89 ROCKIN’ON JAPAN ろっきんぐおんじゃぱん F-16 音楽・オーディオ ロッキング・オン 月刊 30日

90 日経エンタテインメント！ にっけいえんたていんめんと F-17 生活情報・生活総合誌 日経ＢＰ 月刊 4日

91 act guide あくとがいど F-18 演劇 東京ニュース通信社 不定期 不定期

92 AERA あえら B-26 G-01 総合誌 朝日新聞出版 週刊 月曜日

93 サンデー毎日 さんでーまいにち B-24 G-02 総合誌 毎日新聞出版 週刊 火曜日

94 週刊朝日 しゅうかんあさひ B-22 G-03 総合誌 朝日新聞出版 週刊 火曜日

95 週刊東洋経済 しゅかんとうようけいざい F-04 G-04 経済・ビジネス 東洋経済新報社 週刊 月曜日

96 週刊ダイヤモンド しゅうかんだいやもんど F-02 G-05 経済・ビジネス ダイヤモンド社 週刊 月曜日 

97 ダイヤモンドZAi だいやもんどざい G-06 経営・ビジネス ダイヤモンド社 月刊 21日

98 週刊文春 しゅうかんぶんしゅん B-16 G-07 総合誌 文藝春秋 週刊 木曜日

99 週刊新潮 しゅうかんしんちょう B-14 G-08 総合誌 新潮社 週刊 木曜日

100 文藝春秋 ぶんげいしゅんじゅう B-20 G-09 総合誌 文藝春秋 月刊 10日

101 リベラルタイム りべられるたいむ F-08 G-10 経営・ビジネス リベラルタイム出版社 月刊 3日

102 埼玉りそな経済情報 さいたまりそなけいざいじょうほう G-11 機関誌・広報誌 埼玉りそな産業経済振興財団 月刊 １日

103 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月の中旬

104 初等教育資料 しょとうきょういくしりょう G-13 教育 東洋館出版社 月刊 28日

105 たのしい授業 たのしいじゅぎょう G-14 教育 仮説社 月刊 2日

106 学校図書館 がっこうとしょかん G-15 図書館 全国学校図書館協議会 月刊 ７日

107 MAMOR まもる B-51 G-17 国防・軍事・機関誌・広報誌 扶桑社 月刊 21日

108 新幼児と保育 しんようじとほいく G-18 教育 小学館 季刊 ３,６,９,１1月各２日

109 子どもの本棚 こどものほんだな D-17 G-19 書評・出版・読書 日本子どもの本研究会 月刊 1日

110 （月刊）おりがみ おりがみ G-20 美術・工芸 日本折紙協会 月刊 １日

111 クローバー くろーばー U-05 G-21 労働 ジェイ・ブロード 季刊 ３,６,９,１２月

112 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

113 Popteen 月刊ポップティーン ぽっぷてぃーん H-04 女性ファッション誌 角川春樹事務所 月刊 １日

114 （月刊）ジュニアエラ じゅにあえら H-05 小学生・中学生向けの学習テキスト 朝日新聞社出版 月刊 15日

115 （月刊）Newsがわかる にゅーすがわかる E-02 H-06 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

116 子供の科学 こどものかがく E-01 H-07 自然科学 誠文堂新光社 月刊 10日

117 ニコ☆プチ にこぷち H-08 少女 新潮社 隔月 偶数月22日

118 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

119 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

120 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

121 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

122 （月刊）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

123 （月刊）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

124 （月刊）かがくのとも かがくのとも E-03 I-13 児童総合誌 福音館書店 月刊 3日

125 初めてのたまごクラブ はじめてのたまごくらぶ J-01 出産・育児 ベネッセコーポレーション 季刊 3,6,9,12月各15日

126 中期のたまごクラブ ちゅうきのたまごくらぶ J-02 出産・育児 ベネッセコーポレーション 季刊 2,5,8,11月各15日
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127 後期のたまごクラブ こうきのたまごくらぶ J-03 出産・育児 ベネッセコーポレーション 季刊 1,4,7,10月各15日

128 Happy-Note はっぴーのーと J-04 出産・育児 ミキハウス子育て総研 年５ 3,6,9,1１,1月

129 kodomoe こどもえ J-05 出産・育児 白泉社 隔月 奇数月7日 ★

130 クーヨン くーよん D-03 J-06 生活情報・生活総合誌 婦人之友社 季刊 3,6,9,12月各5日

131 AERA with Kids あえらうぃずきっず Ｊ-07 出産・育児 朝日新聞出版 季刊 3,6,9,12月各5日

132 ちいさいなかま ちいさいなかま Ｊ-08 教育 ちいさいなかま社 月刊 28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 

J

　※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、 所蔵館 記号 配架場所

　　別の館から取り寄せることができます 中央 中央公民館

　　（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 坂下 坂下公民館

　※雑誌は、基本的に１年間分保存しています 南 南公民館

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

入口左手子育て支援コーナー

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


