
和光市図書館下新倉分館所蔵雑誌　　１３５誌

発行所名 発刊 発売日 所蔵場所

愛犬の友 誠文堂新光社 隔月 偶数月の25日 D-16

AERA 朝日新聞出版 週刊 月曜日 G-01

AERA with Kids 朝日新聞出版 季刊 3.6.9.12月の5日 K-01

月刊アクアライフ エムピージェー 月刊 毎月-11日 D-09

明日の友 婦人之友社 隔月 偶数月5日 A-12

aff（あふ） 農林水産省 月刊 毎月-1日 D-03

iichiko（季刊） 文化科学高等研究院出版局 季刊 季刊 D-01

囲碁講座（NHK) ＮＨＫ出版 月刊 毎月-16日 F-08

一枚の繪 一枚の絵 月刊 毎月-21日 F-12

一個人 ＫＫベストセラーズ 月刊 毎月-9日 A-01

イラストレーション 玄光社 季刊 1.4.7.10月の18日 F-06

ENGLISH JOURNAL アルク 月刊 毎月-６日 C-17

with PETs 日本愛玩動物協会 隔月 奇数月の15日 D-04

江戸楽 エー・アール・ティ 月刊 毎月-20日 C-04

LDK 晋遊舎 月刊 毎月-28日 A-15

OCEANS ライトハウスメディア 月刊 毎月-24日 A-13

OZmagazine スターツ出版 月刊 毎月-12日 B-12

おそい・はやい・ひくい・たかい ジャパンマシニスト 季刊 2.5.8.11月の25日 K-07

大人のおしゃれ手帖 宝島社 月刊 毎月-7日 B-15

おとなの週末 講談社 月刊 毎月-15日 C-10

オレンジページ オレンジページ 月２ 毎月-2.17日 B-07

CASABRUTUS マガジンハウス 月刊 毎月-10 D-17

GARDEN & GARDEN エフジー武蔵 季刊 1.4.7.10月の16日 D-06

カーネル（ＣarNeru） 地球丸 隔月 奇数月の9日 C-09

会社四季報 東洋経済新報社 季刊 3.6.9.12月 G-20

かぞくのじかん 婦人之友社 季刊 3.6.9.12月の5日 K-04

学校図書館 全国学校図書館協議会 月刊 毎月-7日 G-15

cafe sweets 柴田書店 隔月 偶数月の5日 A-11

NHKきょうの料理 ＮＨＫ出版 月刊 毎月-21日 A-16

GoodsPress 徳間書店 年10 1.3.4.5.6.7.9.10.11.12月の6日 A-09

暮しの手帖 暮しの手帖社 隔月 奇数月25日 B-08

ＣＬＡＳＳＹ． 光文社 月刊 毎月-28日 B-17

クローバー　 ジェイ・ブロード 年4 年4回 G-18

GOETHE 幻冬舎 月刊 毎月‐24日 A-07

健康 主婦の友社 月刊 毎月-2日 A-17

建築知識 エクスナレッジ 月刊 毎月-20日 D-11

Coffee Break 全日本コーヒー協会 年３ 3.7.12月 A-05

COTTONTIME 主婦と生活社 隔月 偶数月の7日 B-18

kodomoe 白泉社 隔月 奇数月の7日 K-03
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子供の科学 誠文堂新光社 月刊 毎月-10日 H-10

こどものとも 福音館書店 月刊 毎月-３～5日 J-02

こどものとも0.1.2 福音館書店 月刊 毎月-３～5日 I-02

こどものとも年少版 福音館書店 月刊 毎月-３～5日 I-03

こどものとも年中向き 福音館書店 月刊 毎月-３～5日 J-03

CYCLESPORTS 八重洲出版 月刊 毎月-20日 E-06

埼玉りそな経済情報 埼玉りそな銀行 月刊 毎月-20日 G-21

サッカーダイジェスト 日本スポーツ企画出版社 月２ 第2、第4木曜日 E-10

サンデー毎日 毎日新聞社 週刊 毎週火曜日 G-02

散歩の達人 交通新聞社 月刊 毎月-21日 C-15

シアターガイド モーニングデスク 月刊 毎月-2日 F-18

ＪＴＢ時刻表 ＪＴＢパブリッシング 月刊 毎月-20日 C-13

児童心理 金子書房 月刊 毎月-12日 G-13

Jineko ジネコ 季刊 季刊 A-06

jazzlife ジャズライフ 月刊 毎月-14日 F-10

週刊朝日 朝日新聞社 週刊 毎週-火曜日 G-03

週刊ゴルフダイジェスト ゴルフダイジェスト社 週刊 毎週-火曜日 E-17

週刊新潮 新潮社 週刊 毎週-木曜日 G-05

週刊ダイヤモンド ダイヤモンド社 週刊 毎週-月曜日 G-09

週刊東洋経済 週刊東洋経済新報社 週刊 毎週-月曜日 G-08

週刊文春 文藝春秋社 週刊 毎週-木曜日 G-04

月刊ジュニアエラ 朝日新聞出版 月刊 毎月-15日 H-08

将棋講座（NHK) ＮＨＫ出版 月刊 毎月-16日 F-14

小説すばる 集英社 月刊 毎月-17日 D-15

縄文ZINE ニルソンデザイン 年３ 1.5.9月 C-18

書写書道 月刊 毎月-１日 F-05

初等教育資料 東洋館出版社 月刊 毎月-28日 G-11

新幼児と保育 小学館 隔月 奇数月の2日 G-12

NHKすてきにハンドメイド ＮＨＫ出版 月刊 毎月-21日 B-16

STORY 光文社 月刊 毎月-1日 B-05

スポーツ報知大相撲ジャーナル アプリスタイル 月刊 毎月-1日前後 E-13

ソトコト 木楽舎 月刊 毎月-5日 A-08

蕎麦春秋 リベラルタイム出版社 季刊 3.6.9.12月の1日 A-04

ダイヤモンド・ザイ ダイヤモンド社 月刊 毎月-21日 G-10

月刊たくさんのふしぎ 福音館書店 月刊 毎月-3～5 J-01

卓球王国 卓球王国　 月刊 毎月-21日 E-14

たのしい授業 仮説社 月刊 毎月-2日 G-14

たまごクラブ ベネッセコーポレーション 月刊 毎月-15日 K-05

ダンスビュウ モダン出版 月刊 毎月-27日 F-15

ちいさなかがくのとも 福音館書店 月刊 毎月-3～5 I-01チ

39
１０ 逐次刊行物

雑誌（下新倉分館）

コ

サ

ス

ソ

タ

シ



つり情報 辰巳出版 月２ 毎月1.15日 E-18

デジタルカメラマガジン インプレス 月刊 毎月-20日 F-04

鉄道ダイヤ情報 交通新聞社 月刊 毎月-15日 C-07

テニスクラシック・ブレーク 日本文化出版 月刊 毎月-5日 E-11

道（どう） どう出版 季刊 1.4.7.10月 E-07

東京カレンダー 東京カレンダー 月刊 毎月-21日 C-16

ドライバー（Driver) 八重洲出版 月刊 毎月‐20日 C-08

ドラゴンマガジン ＫＡＤＯＫＡＷＡ 隔月 奇数月の20日 D-07

NATIONAL GEOGRAPHIC 日経ナショナルジオグラフィック社 月刊 毎月-1日 G-16

七緒 プレジデント社 季刊 3.6.9.12月の7日 B-14 ★

ニコ☆プチ 新潮社 隔月 偶数月の22日 H-12

日経エンタテインメント 日経ＢＰ社 月刊 毎月-4日 F-17

nina's 祥伝社 隔月 偶数月の7日 K-02

月刊Newsがわかる 朝日新聞出版 月刊 毎月-15日 H-09

ニューモデルマガジンX ムックハウス 月刊 毎月-26日 C-08

猫ぐらし アスペクト 季刊 2.5.8.11月の12日 D-10

農業応援隊 季刊 3.6.9.12月 D-12

HERS 光文社 月刊 毎月-12日 B-10

月刊バスケットボール 日本文化出版 月刊 毎月-25日 E-08

Badminton MAGAZINE ベースボール・マガジン社 月刊 毎月-22日 E-09

月刊バレーボール 日本文化出版 月刊 毎月-15日 E-04

バンドジャーナル 音楽之友社 月刊 毎月-10日 F-09

月刊ピアノ ヤマハミュージックエンタテイメント 月刊 毎月-20日 F-11

ひよこクラブ ベネッセコーポレーション 月刊 毎月-15日 K-06

ＰＥＡＫＳ（ピークス） エイ出版社 月刊 毎月‐15日 F-07

Fishing Cafe シマノ 年3回 4.8.12月 E-12

武州路 冨士フォルム 月刊 毎月-20日 C-03

婦人画報 ハースト婦人画報者 月刊 毎月-1日 B-02

月刊武道 日本武道館 月刊 毎月-28日 E-02

ふれあいらしんばん 内閣府政府広報室 月刊 毎月 G-17

文藝 河出書房新社 季刊 1.4.7.10月の7日 D-08

文芸春秋 文藝春秋社 月刊 毎月-10日 G-06

ベースボール・クリニック ベースボール・マガジン社 月刊 毎月-17日 E-16

BOWLING MAGAZINE ベースボール・マガジン者 月刊 毎月-12日 E-15

popeye マガジンハウス 月刊 毎月-10日 A-14

月刊Hobbyjapan ホビージャパン 月刊 毎月-25日 D-13

本郷 吉川弘文館 隔月 奇数月の1日 C-06

毎日が発見 KADOKAWA 月刊 毎月-28日 B-13

MAMOR（マモル） 扶桑社 月刊 毎月-21日 G-07

ハヤカワミステリマガジン 早川書房 月刊 奇数月の25日 D-14
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MORE 集英社 月刊 毎月-28日 B-09

やさい畑 家の光協会 隔月 奇数月の3日 D-18

ゆうゆう 主婦の友社 月刊 毎月-1日 A-18

Yogini エイ出版社 隔月 奇数月の20日 F-13

ラ・クラ（rakra) 川口印刷工業 隔月 偶数月の20日 C-02

ランニングマガジンcourir ベースボール・マガジン 月刊 毎月-22日 F-01

REFORM GUIDE 良質住まいのネットワーク 年２ 4.10月 D-05

月刊リベラルタイム リベラルタイム出版 月刊 毎月-1日 G-19

留学ジャーナル 留学ジャーナル 季刊 2.5.8.11月 C-11

料理通信 料理通信社 月刊 毎月-6日 A-10

旅行読売 旅行読売出版 月刊 毎月-28日 C-14

リンネル 宝島社 月刊 毎月-20日 B-11

歴史人 ＫＫベストセラーズ 月刊 毎月-6日 C-12

歴博 国立歴史民俗博物館 隔月 奇数月 C-05

ロッキング・オン・ジャパン ロッキング・オン 月刊 毎月-30日 F-16

私のカントリー 主婦と生活社 季刊 3.6.9.11の15日 A-02

★が記載されている雑誌は雑誌スポンサー（個人）から提供いただいています。
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