
和光市図書館所蔵雑誌　　２２４誌

発行所 発刊 発売日 所蔵場所

AERA 朝日新聞出版 週刊 月曜日 B-24

アサヒカメラ 朝日新聞出版 月刊 20日 C-26

アニメージュ 徳間書店 月刊 10日 Y-01

an･an マガジンハウス 週刊 水曜日 A-22

&Premium マガジンハウス 月刊 20日 A-32

田舎暮らしの本 宝島社 月刊 3日 C-16

with 講談社 月刊 28日 A-21

Wedge ウェッジ 月刊 20日 F-15

美しいキモノ ハースト婦人画報社 季刊 2,5,8,11月各20日 A-37

映画秘宝 洋泉社 月刊 21日 C-04

栄養と料理 女子栄養大学出版部 月刊 9日 A-51

週刊エコノミスト 毎日新聞出版 週刊 月曜日 Ｆ-01

ＥＳＳＥ フジテレビジョン 月刊 7日 南

ＦＱ ＪＡＰＡＮ アクセスインターナショナル 季刊 3,6,9,12月各1日 B-34

ELLE DECOR ハースト婦人画報社 その他 3,5,7,9,11月各7日 C-23

演劇界 演劇出版社 月刊 5日 C-08

えんぶ えんぶ 隔月 奇数月9日 C-09

オール讀物 文藝春秋 その他 1,2,4～8,10～12月各22日 A-07 ★

男の隠れ家 三栄書房 月刊 27日 B-38

音楽の友 音楽之友社 月刊 18日 C-10

CAR GRAPHIC（ＣＧ） カーグラフィック 月刊 1日 C-31

会社四季報 東洋経済新報社 季刊 3,6,9,12月各中旬 F-17

会社四季報　プロ500 東洋経済新報社 季刊 3,6,9,12月各中旬 F-19

会社四季報　未上場会社版 東洋経済新報社 年刊 9月 F-18

かがくのとも 福音館書店 月刊 3日 E-03

かぞくのじかん 婦人之友社 季刊 3,6,9,12月各5日 D-03・坂下

家庭画報 世界文化社 月刊 1日 A-31

家電批評 晋遊舎 月刊 3日 B-53

ガバナンス ぎょうせい 月刊 1日 F-09

GARVY 実業之日本社 その他 3,5,7,9,11月各10日 C-33

関東・東北じゃらん リクルート 月刊 1日 C-37 ★

キネマ旬報 キネマ旬報社 月２ 5日,20日 C-０2

NHKきょうの健康 ＮＨＫ出版 月刊 21日 C-43

NHKきょうの料理 ＮＨＫ出版 月刊 21日 A-50

NHKきょうの料理ビギナーズ NHK出版 月刊 21日 A-52

Ku:nel マガジンハウス 隔月 奇数月20日 A-44

月刊クーヨン クレヨンハウス 月刊 3日 D-01

暮しの手帖 暮しの手帖社 隔月 奇数月25日 A-38

CREA 文藝春秋 その他 1,3～7,9～12月 A-30
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クローバー ジェイ・ブロード 季刊 春､夏､秋､冬 U-05

クロワッサン マガジンハウス 月２ 10日,25日 A-34

群像 講談社 月刊 7日 A-12

経済セミナー 日本評論社 隔月 奇数月27日 F-16

芸術新潮 新潮社 月刊 25日 C-07

毛糸だま 日本ヴォーグ社 季刊 2,5,8,11月各5日 A-41

月刊美術 サン・アート 月刊 20日 C-06

月刊福祉 全国社会福祉協議会 月刊 10日 U-11

現代の図書館 日本図書館協会 季刊 1,4,7,10月各28日 C-49

航空ファン 文林堂 月刊 21日 C-44

国立国会図書館 日本図書館協会 月刊 28日 C-54

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

子どもと読書 親子読書地域文庫全国連絡会 隔月 20日 D-18

子どもと本 子ども文庫の会 季刊 1,4,7,10月 D-16

子どもと昔話 小澤昔ばなし研究所 季刊 1,4,7,10月各20日 D-11

子供の科学 誠文堂新光社 月刊 10日 E-01

子どものしあわせ 日本子どもの守る会 月刊 1日 D-07

こどものとも 福音館書店 月刊 3日 E-06

こどものとも0.1.2 福音館書店 月刊 3日 E-07

こどものとも年少版 福音館書店 月刊 3日 E-08

こどものとも年中向き 福音館書店 月刊 3日 E-09

子どもの本棚 日本子どもの本研究会 月刊 1日 D-17

子どもの本を選ぶ ライブラリー・アド・サービス 季刊 20日 C-58

この本読んで！ 出版文化産業振興財団 季刊 2,5,8,11月下旬 D-04

月刊碁ワールド 日本棋院 月刊 20日 C-27

サーナ イフ 年3回 3,7,12月 U-04

ｓaita セブン＆アイ出版 不定期 不定 A-46

埼玉県議会だより　点字版 埼玉県議会事務局 季刊 定例会閉会日の約１か月後 U-01

彩の国だより　点字版 埼玉県民生活部広聴広報課 月刊 月初 U-02

サッカーマガジン ベースボール・マガジン社 月刊 24日 B-02 ★

サライ 小学館 月刊 9日 B-42

サンキュ！ ベネッセコーポレーション 月刊 2日 A-45

サンデー毎日 毎日新聞社出版局 週刊 火曜日 B-22 ★

ＣＤジャーナル シーディージャーナル 季刊 20日 C-15

ＪＴＢ時刻表 ＪＴＢパブリッシング 月刊 20日 C-35

詩と思想 土曜美術社 月刊 28日 A-06

社会教育 日本青年館 月刊 2日 C-51

週刊朝日 朝日新聞社出版局 週刊 火曜日 B-20

週刊金曜日 金曜日 週刊 金曜日 B-26
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週刊新潮 新潮社 週刊 木曜日 B-18

週刊ダイヤモンド ダイヤモンド社 週刊 月曜日 F-04

週刊東洋経済 東洋経済新報社 週刊 月曜日 F-10

週刊文春 文藝春秋 週刊 木曜日 B-16

週刊ベースボール ベースボール・マガジン社 週刊 水曜日 B-10

自遊人 自遊人 季刊 3,6,9,12月各26日 Ｂ-48

趣味の園芸 ＮＨＫ出版 月刊 21日 C-20

ジュリスト 有斐閣 月刊 25日 B-49

将棋世界 日本将棋連盟 月刊 3日 C-25
小説現代（2020.2リニューアル予定） 講談社 月刊 22日 A-04

小説幻冬 幻冬舎 月刊 27日 A-17

小説新潮 新潮社 月刊 22日 A-02

小説推理 双葉社 月刊 27日 A-03

小説ＮＯＮ 祥伝社 月刊 22日 Ａ-15

小説宝石 光文社 月刊 22日 Ａ-13
消費者の窓（広報わこう）　点字版 和光市秘書広報課 月刊 『広報わこう』は月初発行 U-12

新潮 新潮社 月刊 7日 A-14

月刊新聞ダイジェスト 新聞ダイジェスト社 月刊 21日 Ｂ-21

suumoリフォーム リクルート 隔月 奇数月16日 C-21

SCREEN 近代映画社 月刊 21日 C-03

NHKすてきにハンドメイド NHK出版 月刊 21日 A-49・南

stereo 音楽之友社 月刊 19日 C-13

SPRiNG 宝島社 月刊 23日 A-23

Sports Graphic Number 文藝春秋 隔週 木曜日 B-06

墨 芸術新聞社 隔月 奇数月1日 C-01

相撲 ベースボール・マガジン社 月刊 毎月末日 B-09

生活と福祉 全国社会福祉協議会 月刊 24日 B-52

正論 産業新聞社 月刊 1日 B-17

世界 岩波書店 月刊 8日 B-15

セブンティーン 集英社 月刊 1日 Y-03

装苑 文化学園文化出版局 月刊 奇数月28日 A-26
蕎麦春秋（リベラルタイム増刊） リベラルタイム出版社 季刊 3.6.9.12月各24日 F-14

Ｔａｒｚａｎ マガジンハウス 月2 第2､第4木曜日 B-43

TIME タイム社 週刊 火曜日 B-25

DIME 小学館 月刊 16日 B-41

たくさんのふしぎ 福音館書店 月刊 3日 E-04

旅の手帖 交通新聞社 月刊 10日 C-38

ダ・ヴィンチ KADOKAWA 月刊 6日 A-19

短歌 角川文化振興財団 月刊 25日 A-05
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dancyu プレジデント社 月刊 6日 B-40
ちいさい・おおきい・よわい・つよい ジャパンマシニスト社 季刊 1,4,7,10月各25日 D-08

ちいさなかがくのとも 福音館書店 月刊 3日 E-05

CHANTO 主婦と生活社 月刊 7日 A-47

中央公論 中央公論新社 月刊 10日 B-19

つり人 つり人社 月刊 25日 C-36

DVD＆動画配信でーた ムービーウォーカー 月刊 20日 C-11

鉄道ジャーナル 鉄道ジャーナル社 月刊 21日 C-41

鉄道ファン 交友社 月刊 21日 C-42

Tennis Magazine ベースボール・マガジン社 月刊 21日 B-05

テルミ 日本児童教育振興財団 隔月 偶数月1日 U-09

点字厚生 日本盲人会連合 隔月 20日 U-03

点字の友 東京点字出版所 月刊 10日 U-06

点字毎日 毎日新聞社 週刊 日曜日 U-08

天然生活 扶桑社 月刊 20日 南・坂下

天文ガイド 誠文堂新光社 月刊 5日 C-46

東京ウォーカー KADOKAWA 月刊 20日 B-54

東京人 都市出版 月刊 3日 B-46

読書推進運動 読書推進運動協議会 月刊 15日 C-55

特選街 マキノ出版 月刊 3日 B-47

toco toco 第一プログレス 季刊 1,4,7,10月各15日 南・坂下

図書 岩波書店 月刊 28日 C-53

図書館雑誌 日本図書館協会 月刊 20日 C-50
NATIONAL GEOGRAPHIC日本版 日経ナショナルジオグラフィック社 月刊 30日 B-28

nicola 新潮社 月刊 1日 Ｙ-02

日経WOMAN 日経ＢＰ社 月刊 7日 A-29

日経サイエンス 日経サイエンス 月刊 25日 C-47 ★

日経トレンディ 日経ＢＰ社 月刊 4日 B-39

日経パソコン 日経ＢＰ社 隔週 第2,4月曜日 C-29

日経PC21 日経ＢＰ社 月刊 24日 C-30

日経ビジネス 日経ＢＰ社 週刊 月曜日 F-03

日経ヘルス 日経ＢＰ社 隔月 奇数月2日 A-53

日経マネー 日経ＢＰ社 月刊 21日 F-06

日本児童文学 日本児童文学者協会 隔月 奇数月9日 D-14

Newsweek日本版 CCCメディアハウス 週刊 火曜日 B-30

月刊Newsがわかる 毎日新聞出版 月刊 15日 E-02

Ｎｅｗｔｏｎ ニュートンプレス 月刊 26日 C-45 ★

猫びより 辰巳出版 隔月 遇数月12日 C-18

ネットワーク資料保存 日本図書館協会 年2 不定期 C-57
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ノジュール ＪＴＢﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ 月刊 28日 C-40

PHPのびのび子育て PHP研究所 月刊 8日 D-12

non-no 集英社 月刊 20日 A-24

BIRDER 文一総合出版 月刊 16日 C-14

俳句 角川文化振興財団 月刊 25日 A-08

俳句界 文學の森 月刊 25日 A-10

Bicycle21 ライジング出版 月刊 20日 B-13

HOUSING リクルート 月刊 21日 C-22

Hanako マガジンハウス 月刊 28日 A-20

母の友 福音館書店 月刊 3日 D-09

25ans ハースト婦人画報社 月刊 28日 A-27

BE-PAL 小学館 月刊 9日 C-34

Begin 世界文化社 月刊 16日 B-32

美術手帖（BT） 美術出版社 隔月 奇数月7日 C-05

ビデオサロン 玄光社 月刊 20日 C-28

FIGARO japon CCCメディアハウス 月刊 20日 A-25

婦人公論 中央公論新社 月２ 2,4火曜日 A-33・南

婦人之友 婦人之友社 月刊 12日 A-35

武道 日本武道館 月刊 28日 中央

BRUTUS マガジンハウス 月２ 1日,15日 B-36

ふれあいらしんばん 内閣府政府広報室 不定期 不定 U-10

プレジデント プレジデント社  月２ 2,4金曜日 F-07

PRESIDENT WOMAN プレジデント社 季刊 3,6,9,12月各28日 A-28

プレジデントファミリー プレジデント社 季刊 3,6,9,12月各5日 D-13

Pre-mo 主婦の友社 季刊 1,4,7,10月各15日 D-05

フローリスト 誠文堂新光社 月刊 8日 C-19

文學界 文藝春秋 月刊 7日 A-09

文藝春秋 文藝春秋 月刊 10日 A-11

Baby-mo 主婦の友社 季刊 3,6,9,12月各15日 D-06

VERY 光文社 月刊 7日 A-40・坂下

pen CCCメディアハウス 月２ 1日,15日 B-37

Voice ＰＨＰ研究所 月刊 10日 F-12

法学セミナー 日本評論社 月刊 12日 B-50

本の雑誌 本の雑誌社 月刊 10日 A-18

本を選ぶ ライブラリー・アド・サービス 月刊 20日 C-56

Ｍａｒｔ 光文社 月刊 28日 A-43・坂下

MAMOR 扶桑社 月刊 21日 B-45

マリンダイビング 水中造形センター 月刊 10日 B-03

ミセス 文化出版局 月刊 7日 A-39
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みんなの図書館 教育史料出版会 月刊 10日 C-52

Men's Ex 世界文化社 月刊 6日 B-29

MEN'S CLUB ハースト婦人画報社 その他 1～6,8～12月各25日 B-31

MEN'S NON･NO 集英社 月刊 9日 B-33

MOE 白泉社 月刊 3日 D-10

モーターサイクリスト 八重洲出版 月刊 1日 C-32

モダンリビング ハースト婦人画報社 隔月 偶数月7日 C-24

mono ワールドフォトプレス 月２ 2日,16日 B-27

野性時代 角川書店 月刊 12日 A-01

山と渓谷 山と渓谷社 月刊 15日 C-39

ライト＆ライフ 東京へレン・ケラー協会 月２ 1日,15日 U-07

ラグビーマガジン ベースボール・マガジン社 月刊 25日 B-01

ランナーズ ランナーズ 月刊 22日 B-14

LEE 集英社 月刊 7日 A-42

陸上競技マガジン ベースボール・マガジン社 月刊 14日 B-11

リベラルタイム リベラルタイム出版社 月刊 3日 F-13

歴史街道 PHP研究所 月刊 6日 B-23 ★

レコードコレクターズ ミュージック・マガジン社 月刊 15日 C-12

レタスクラブ KADOKAWA 月刊 25日 A-48

ワッグル -GOLF- 実業之日本社 月刊 21日 B-07

和樂 小学館 隔月 奇数月1日 A-36

wan 緑書房 隔月 偶数月14日 C-17

＜所蔵場所の欄について＞

①「中央」「坂下」「南」 とある雑誌は、公民館図書室に所蔵しています。

②「Ａ」「B」「C」「U」と表示してある雑誌は、本館雑誌コーナーに所蔵しています。

③「Ｄ」「Ｅ」等と表示してある雑誌は、本館キッズルームにあります。

④「Ｆ」と表示してある雑誌は、本館ビジネスコーナーにあります。

⑤「Ｙ」と表示してある雑誌は、本館ＹＡコーナーにあります。

⑥★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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