
　令和３年　三郷市図書館受入雑誌一覧   ※色がついている雑誌はスポンサーが決まっています。

番号 雑誌名 出版社 分野 刊行頻度 冊数 年額(参考） 市立 早稲田 北部

1 ア ＡＥＲＡ 朝日新聞出版 総合・週刊 週刊 50 20,000 ○

2 AERA with Kids 朝日新聞出版 育児・教育 季刊 4 4,000 ○

3 アニメディア 学研 美・芸・音 月刊 12 9,780 ○

4 ＡＬＢＡＴＲＯＳＳ‐ＶＩＥＷ プレジデント社 スポーツ 隔週刊 24 15,600 ○

5 ａｎ・ａｎ マガジンハウス 女性誌 週刊 49 34,300 ○

6 安心 マキノ出版 医学・健康 月刊 12 8,580 ○

7 ＆Ｐｒｅｍｉuｍ　 マガジンハウス 家庭・生活 月刊 12 10,560 ○

8 イ 囲碁講座 NHK出版 囲・将・茶 月刊 12 7,200 ○

9 一個人 ベストセラーズ 男性誌 季刊 4 3,960 ○

10 イラストレーション 玄光社 美・芸・音 季刊 4 7,040 ○

11 Ｅｎｇｌｉｓｈ　ｊｏｕｒｎａｌ アルク 語学 月刊 12 18,480 ○

12 ウ Ｗｉｔｈ 講談社 女性誌 月刊 12 8,770 ○

13 潮 潮出版社 総合・週刊 月刊 12 7,920 ○

14 エ 栄養と料理 女子栄養大学出版部 家庭・生活 月刊 12 9,000 ○ ○

15 ｅｃｌａｔ（エクラ） 集英社 女性誌 月刊 12 12,600 ○

16 ＥＳＳＥ フジテレビジョン 家庭・生活 月刊 12 6,360 ○ ○

17 ＮＨＫガッテン！ 主婦と生活社 医学・健康 季刊 4 3,560 ○

18 ＮＨＫ短歌 NHK出版 文芸 月刊 12 8,760 ○

19 ＮＨＫ俳句 NHK出版 文芸 月刊 12 8,400 ○

20 ＬＤＫ 晋遊舎 家庭・生活 月刊 12 8,800 ○

21 ＬＤＫ　the Beauty 晋遊舎 家庭・生活 月刊 12 8,280 ○

22 園芸ガイド 主婦の友社 園芸・農業 季刊 4 5,060 ○

23 オ OCEANS（オーシャンズ） ライトハウスメディア 男性誌 月刊 12 11,760 ○

24 Ｏｇｇｉ［オッジ］ 小学館 女性誌 月刊 12 10,740 ○

25 Ｏｚマガジン スターツ出版 女性誌 月刊 12 10,200 ○

26 おとなの週末 講談社 歴史・旅行 月刊 12 11,640 ○

27 オール讀物 文芸春秋 文芸 月刊 10 10,000 ○ ○

28 オレンジページ オレンジページ 家庭・生活 月二回刊 24 13,000 ○ ○

29 音楽の友 音楽之友社 美・芸・音 月刊 12 13,272 ○

30 カ ＣＡＲ　ａｎｄ　ＤＲＩＶＥＲ 毎日新聞出版 乗り物 月刊 12 8,520 ○

31 会社四季報 東洋経済新報社 法・経・社 季刊 4 9,200 ○ ○

32 岳人 ネイチュアエンタープライズ スポーツ 月刊 12 11,616 ○

33 Casa　BRUTUS マガジンハウス 工・建・産 月刊 12 11,760 ○

34 かぞくのじかん 婦人之友社 家庭・生活 季刊 4 3,360 ○

35 CUT ロッキング・オン 美・芸・音 月刊 12 9,720 ○

36 家庭画報 世界文化社 家庭・生活 月刊 12 16,800 ○

37 家電批評 晋遊社 工・建・産 月刊 12 9,480 ○

38 からだにいいこと 祥伝社 医学・健康 隔月刊 6 3,984 ○

39 関東東北　じゃらん リクルート 歴史・旅行 隔月刊 6 2,950 ○

40 キ キネマ旬報 キネマ旬報社 美・芸・音 月二回刊 24 22,440 ○

三郷市図書館雑誌スポンサー用雑誌リスト 令和３年１0月現在

　※年額は参考価格（税込）です。定価の変更もあるため、契約時の状況で支払額を算出いたします。

対象：一般 受入館
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41 きょうの健康 NHK出版 医学・健康 月刊 12 7,080 ○

42 きょうの料理 NHK出版 家庭・生活 月刊 12 7,080 ○ スポ

43 きょうの料理ビギナーズ NHK出版 家庭・生活 月刊 12 6,600 ○

44 キルトジャパン 日本ヴォーグ社 美・芸・音 季刊 4 6,160 ○

45 ク ｋｕ：ｎｅｌ マガジンハウス 家庭・生活 隔月刊 6 4,800 ○

46 Ｇｏｏｄｓ　Ｐｒｅｓｓ 徳間書店 家庭・生活 月刊 10 8,040 ○

47 クーヨン／月刊 クレヨンハウス 育児・教育 月刊 12 10,560 ○

48 暮しの手帖 暮しの手帖社 家庭・生活 隔月刊 6 5,990 ○ ○

49 ＣＲＥＡ［クレア］ 文芸春秋 女性誌 季刊 4 3,100 ○

50 ＣＲＥＡ TRAVELLER 文芸春秋 歴史・旅行 季刊 4 5,400 ○

51 クロワッサン マガジンハウス 家庭・生活 月二回刊 24 11,520 ○ ○

52 ケ 芸術新潮 新潮社 美・芸・音 月刊 12 18,840 ○

53 健康 主婦の友社 医学・健康 季刊 4 2,960 ○

54 現代農業 農山漁村文化協会 園芸・農業 月刊 12 10,056 ○

55 コ 航空ファン 文林堂 乗り物 月刊 12 16,344 ○

56 COTTON　TIME 主婦と生活社 家庭・生活 隔月刊 6 6,120 ○

57 こどもとしょかん 東京子ども図書館 児童書研究 季刊 4 3,124 ○

58 子どもと本 子ども文庫の会 児童書研究 季刊 4 2,596 ○

59 子どもの本棚 日本子どもの本研究会 児童書研究 月刊 12 5,000 ○

60 この本読んで！ 出版文化産業振興財団 児童書研究 季刊 4 4,400 ○

61 ＧＯＬＦ　ＤＩＧＥＳＴ ゴルフダイジェスト社 スポーツ 月刊 12 8,280 ○

62 サ ＣＹＣＬＥ　ＳＰＯＲＴＳ 八重洲出版 スポーツ 月刊 12 10,560 ○

63 サッカーマガジン ベースボールマガジン社 スポーツ 隔月刊 6 9,180 ○

64 ＴＨＥ２１ ＰＨＰ研究所 総合・週刊 月刊 12 8,400 ○

65 サライ 小学館 総合・週刊 月刊 12 10,200 ○

66 サンキュ！ ベネッセコーポレーション 家庭・生活 月刊 12 5,976 ○

67 サンデー毎日 毎日新聞出版 総合・週刊 週刊 49 22,050 ○ ○

68 ３分クッキング KADOKAWA 家庭・生活 月刊 12 7,176 ○

69 散歩の達人 交通新聞社 歴史・旅行 月刊 12 8,400 スポ

70 シ 自家用車／月刊 内外出版社 乗り物 月刊 12 10,560 ○ ○

71 時刻表／ＪＴＢ ＪＴＢパブリッシング 乗り物 月刊 12 14,460 ○ ○ ○

72 ＣＧ／ＣＡＲ　ＧＲＡＰＨＩＣ カーグラフィック 乗り物 月刊 12 15,600 ○

73 週刊朝日 朝日新聞出版 総合・週刊 週刊 50 25,500 ○ ○

74 週刊エコノミスト 毎日新聞出版 法・経・社 週刊 49 34,300 ○

75 週刊新潮 新潮社 総合・週刊 週刊 50 26,500 ○ ○

76 週刊ダイヤモンド ダイヤモンド社 法・経・社 週刊 50 36,500 ○

77 週刊　東洋経済 東洋経済新報社 法・経・社 週刊 50 36,500 スポ

78 週刊文春 文芸春秋 総合・週刊 週刊 50 24,500 ○ ○

79 週刊ベースボール ベースボール・マガジン社 スポーツ 週刊 51 26,775 ○

80 趣味の園芸 NHK出版 園芸・農業 月刊 12 7,680 ○ ○

81 将棋講座 NHK出版 囲・将・茶 月刊 12 6,666 ○

82 将棋世界 マイナビ出版 囲・将・茶 月刊 12 9,840 ○

83 小説新潮 新潮社 文芸 月刊 12 14,280 ○

84 小説すばる 集英社 文芸 月刊 12 12,060 ○
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85 新潮 新潮社 文芸 月刊 12 13,080 ○

86 ス SCREEN 近代映画社 美・芸・音 月刊 12 10,740 ○

87 すてきにハンドメイド NHK出版 家庭・生活 月刊 12 7,920 ○

88 STORY 光文社 女性誌 月刊 12 11,100 ○

89 住まいの設計 扶桑社 工・建・産 隔月刊 6 7,680 ○ ○

90 相撲 ベースボール・マガジン社 スポーツ 月刊 12 11,400 ○

91 セ 正論 産経新聞社 総合・週刊 月刊 12 10,800 ○

92 ソ 装苑 文化出版局 女性誌 隔月刊 6 4,490 ○

93 壮快 マキノ出版 医学・健康 月刊 12 8,580 ○

94 タ ＤＩＭＥ 小学館 男性誌 月刊 10 9,800 ○

95 ダイヤモンドＺＡｉ（ザイ） ダイヤモンド社 法・経・社 月刊 12 9,000 ○

96 Ｔａｒｚａｎ マガジンハウス スポーツ 月二回刊 23 12,790 ○ ○

97 旅と鉄道 天夢人 乗り物 隔月刊 6 6,100 ○

98 旅の手帖 交通新聞社 歴史・旅行 月刊 12 7,800 ○

99 ダ・ヴィンチ メディアファクトリー 文芸 月刊 12 8,400 ○

100 たまごクラブ ベネッセコーポレーション 育児・教育 月刊 12 9,000 ○

101 短歌 KADOKAWA 文芸 月刊 12 11,400 ○

102 ダンスビュウ モダン出版 スポーツ 月刊 12 13,200 ○

103 ｄａｎｃｙｕ［ダンチュウ］ プレジデント社 家庭・生活 月刊 12 10,800 ○

104 チ 中央公論 中央公論新社 総合・週刊 月刊 12 11,400 ○

105 テ Ｄｉｓｃｏｖｅｒ　Ｊａｐａｎ ディスカバージャパン 歴史・旅行 月刊 12 13,200 ○

106 ＤＩＳＮＥＹ　ＦＡＮ 講談社 その他 月刊 12 10,320 ○

107 鉄道ジャーナル 鉄道ジャーナル社 乗り物 月刊 12 12,240 ○

108 鉄道ファン 交友社 乗り物 月刊 12 15,500 ○ ○

109 テニスマガジン ベースボール・マガジン社 スポーツ 季刊 4 4,750 ○

110 天然生活 扶桑社 家庭・生活 月刊 12 9,840 ○

111 ト 東京カレンダー 東京カレンダー 家庭・生活 月刊 12 9,780 ○

112 ドゥーパ！ キャンプ 男性誌 隔月刊 6 6,600 ○

113 特選街（１１月号にて休刊） マキノ出版 工・建・産 月刊 12 8,160 ○

114 ナ Ｎｕｍｂｅｒ／Ｓｐｏｒｔｓ 文芸春秋 スポーツ 隔週刊 25 16,000 ○

115 日経ＷＯＭＡＮ 日経ＢＰ社 女性誌 月刊 12 7,800 ○ ○

116 ニ 日経エンタティンメント！ 日経ＢＰ社 総合・週刊 月刊 12 7,800 ○

117 日経サイエンス 日経サイエンス社 自然科学 月刊 12 17,592 ○

118 日経TRENDY 日経ＢＰ社 総合・週刊 月刊 12 9,000 スポ ○

119 日経パソコン 日経ＢＰ社 コンピュータ 月二回刊 24 38,800 ○

120 日経ＰＣ２１ 日経ＢＰ社 コンピュータ 月刊 12 8,520 ○

121 日経ビジネス 日経ＢＰ社 法・経・社 週刊 50 43,600 ○

122 日経マネー 日経ＢＰ社 法・経・社 月刊 12 9,000 ○

123 Ｎｅｗｔｏｎ ニュートンプレス 自然科学 月刊 12 14,520 ○

124 ネ 猫びより 辰巳出版 動物・ペット 隔月刊 6 6,270 ○

125 ノ ノジュール ＪＴＢパブリッシング 歴史・旅行 月刊 12 8,844 ○

126 ｎｏｎ‐ｎｏ 集英社 女性誌 月刊 12 7,800 ○

127 ハ 母の友 福音館書店 児童書研究 月刊 12 8,700 ○

128 ハルメク 株式会社ハルメク 家庭・生活 月刊 12 8,280 ○
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129 ヒ ＰＨＰ ＰＨＰ研究所 総合・週刊 月刊 12 2,460 ○

130 ＰＨＰ　スペシャル ＰＨＰ研究所 総合・週刊 月刊 12 4,620 ○

131 ＢＥ‐ＰＡＬ 小学館 スポーツ 月刊 12 10,800 ○

132 ひよこクラブ ベネッセコーポレーション 育児・教育 月刊 12 9,000 ○

133 Ｈｉｒ＠ｇａｎａ　Ｔｉｍｅｓ ヤック企画 語学 月刊 12 6,012 ○

134 フ フィガロジャポン CCCメディアハウス 女性誌 月刊 12 10,560 ○

135 婦人公論 中央公論新社 女性誌 月二回刊 24 15,600 ○ ○ ○

136 婦人之友 婦人之友社 家庭・生活 月刊 12 9,360 ○

137 BRUTUS マガジンハウス 男性誌 月二回刊 24 16,800 ○

138 プレジデント プレジデント社 法・経・社 月二回刊 24 18,750 スポ ○

139 プレジデント　Ｆａｍｉｌｙ プレジデント社 育児・教育 季刊 4 4,000 ○

140 文学界 文芸春秋 文芸 月刊 12 11,880 ○

141 文藝春秋 文芸春秋 文芸 月刊 12 11,520 ○ ○ ○

142 ヘ Ｂaｂｙ‐ｍｏ［ベビモ］ 主婦の友社 育児・教育 季刊 4 3,000 ○

143 ＶＥＲＹ 光文社 女性誌 月刊 12 9,360 ○

144 ｐｅｎ CCCメディアハウス 男性誌 月刊 12 9,800 ○

145 ホ 星ナビ アストロアーツ 自然科学 月刊 12 12,000 ○

146 本の雑誌 本の雑誌社 文芸 月刊 12 8,808 ○

147 マ Ｍａｒｔ 光文社 家庭・生活 月刊 12 8,520 ○

148 毎日が発見 毎日が発見 家庭・生活 月刊 12 7,992 ○

149 ミ Ｍｒ．ＰＣ 晋遊社 コンピュータ 季刊 4 3,600 ○

150 ミステリマガジン 早川書房 文芸 隔月刊 6 7,920 ○

151 メ ＭＥＮ＇Ｓ　ＣＬＵＢ ハースト婦人画報社 男性誌 月刊 10 9,000 ○

152 モ ＭＯＲＥ 集英社 女性誌 月刊 12 10,920 ○

153 ＭＯＥ 白泉社 美・芸・音 月刊 12 11,160 ○

154 モーターサイクリスト 八重洲出版 乗り物 月刊 12 11,880 ○

155 MONOQLO 晋遊社 家庭・生活 月刊 12 9,480 ○

156 ｍｏｎｏ［モノ・マガジン］ ワールドフォトプレス 総合・週刊 月二回刊 22 15,400 ○

157 ヤ 山と溪谷 山と溪谷社 スポーツ 月刊 12 14,520 ○ ○

158 ユ ゆうゆう 主婦の友社 家庭・生活 月刊 12 9,240 ○

159 ラ ラグビーマガジン ベースボール・マガジン社 スポーツ 月刊 12 12,000 ○

160 ラジオ深夜便 NHKサービスセンター 文芸 月刊 12 4,800 ○

161 ランナーズ ランナーズ スポーツ 月刊 12 10,560 ○

162 リ ＬＥＥ 集英社 女性誌 月刊 12 10,500 ○

163 陸上競技マガジン ベースボールマガジン社 スポーツ 月刊 12 12,360 ○

164 旅行読売 旅行読売出版社 歴史・旅行 月刊 12 9,000 ○

165 レ 歴史街道 ＰＨＰ研究所 歴史・旅行 月刊 12 9,480 ○

166 歴史群像 ワン・パブリッシング 歴史・旅行 隔月刊 6 6,550 ○

167 歴史人 ABCアーク 歴史・旅行 月刊 12 11,160 ○

168 レタスクラブ KADOKAWA 家庭・生活 月刊 12 5,900 ○

169 ワ 和樂 小学館 総合・週刊 隔月刊 6 8,790 ○

　【外国語雑誌】

170 ＴＩＭＥ（英語） 総合・週刊 週刊 52 16,200 ○
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179 かがくのとも／月刊 福音館書店 児童 月刊 12 5,280 ○ ○ ○

180 子供の科学 誠文堂新光社 児童 月刊 12 10,440 ○

181 こどものとも 福音館書店 児童 月刊 12 5,280 ○ ○ ○

182 こどものとも　０．１．２． 福音館書店 児童 月刊 12 5,280 ○ ○ ○

183 こどものとも／年少版 福音館書店 児童 月刊 12 5,280 ○ ○

184 こどものとも／年中向き 福音館書店 児童 月刊 12 5,280 ○ ○

185 たくさんのふしぎ／月刊 福音館書店 児童 月刊 12 9,240 ○ ○

186 ちいさなかがくのとも／月刊 福音館書店 児童 月刊 12 5,280 ○ ○

187 Ｎｅｗｓがわかる／月刊 毎日新聞出版 児童 月刊 12 5,880 ○
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