
雑誌雑誌雑誌雑誌スポンサースポンサースポンサースポンサー対象雑誌対象雑誌対象雑誌対象雑誌リストリストリストリスト

金額金額金額金額はははは概算概算概算概算ですですですです。。。。年度年度年度年度によりによりによりにより金額金額金額金額のののの変動変動変動変動がありますがありますがありますがあります。。。。
【【【【児童児童児童児童・・・・学生学生学生学生】】】】

東図書館東図書館東図書館東図書館 西図書館西図書館西図書館西図書館

1  アニメージュ アニメージュ アニメージュ アニメージュ  徳間書店 徳間書店 徳間書店 徳間書店 AAAA4444変変変変 月月月月 680680680680 8,1608,1608,1608,160 ○○○○ ゲームゲームゲームゲーム・・・・アニメアニメアニメアニメ

2  おひさま おひさま おひさま おひさま  小学館 小学館 小学館 小学館 ABABABAB 隔月隔月隔月隔月 590590590590 3,5403,5403,5403,540 ○○○○ 児童児童児童児童・・・・学生学生学生学生////幼児幼児幼児幼児

3  かがくのとも かがくのとも かがくのとも かがくのとも  福音館書店 福音館書店 福音館書店 福音館書店 ABABABAB 月月月月 410410410410 4,9204,9204,9204,920 ○○○○ ○○○○ 児童児童児童児童・・・・学生学生学生学生////幼児幼児幼児幼児

4  こどものとも こどものとも こどものとも こどものとも  福音館書店 福音館書店 福音館書店 福音館書店 BBBB5555横長横長横長横長 月月月月 410410410410 4,9204,9204,9204,920 ○○○○ ○○○○ 児童児童児童児童・・・・学生学生学生学生////幼児幼児幼児幼児

5  こどものとも こどものとも こどものとも こどものとも（（（（００００・・・・１１１１・・・・２２２２））））  福音館書店 福音館書店 福音館書店 福音館書店 BBBB5555変変変変 月月月月 410410410410 4,9204,9204,9204,920 ○○○○ ○○○○ 児童児童児童児童・・・・学生学生学生学生////幼児幼児幼児幼児

6  こどものとも こどものとも こどものとも こどものとも（（（（年少年少年少年少））））  福音館書店 福音館書店 福音館書店 福音館書店 BBBB5555変変変変 月月月月 410410410410 4,9204,9204,9204,920 ○○○○ ○○○○ 児童児童児童児童・・・・学生学生学生学生////幼児幼児幼児幼児

7  こどものとも こどものとも こどものとも こどものとも（（（（年中年中年中年中））））  福音館書店 福音館書店 福音館書店 福音館書店 B5B5B5B5 月月月月 410410410410 4,9204,9204,9204,920 ○○○○ ○○○○ 児童児童児童児童・・・・学生学生学生学生////幼児幼児幼児幼児

8  たくさんのふしぎ たくさんのふしぎ たくさんのふしぎ たくさんのふしぎ  福音館書店 福音館書店 福音館書店 福音館書店 B5B5B5B5 月月月月 700700700700 8,4008,4008,4008,400 ○○○○ 児童児童児童児童・・・・学生学生学生学生////幼年幼年幼年幼年

9  めばえ めばえ めばえ めばえ  小学館 小学館 小学館 小学館 ABABABAB 月月月月 550550550550 6,6006,6006,6006,600 ○○○○ 児童児童児童児童・・・・学生学生学生学生////幼児幼児幼児幼児

10  幼稚園 幼稚園 幼稚園 幼稚園  小学館 小学館 小学館 小学館 ABABABAB 月月月月 600600600600 7,2007,2007,2007,200 ○○○○ 児童児童児童児童・・・・学生学生学生学生////幼児幼児幼児幼児

【【【【女性女性女性女性】】】】

東図書館東図書館東図書館東図書館 西図書館西図書館西図書館西図書館

11  美 美 美 美しいしいしいしいキモノキモノキモノキモノ　　　　　　　　  婦人画報社 婦人画報社 婦人画報社 婦人画報社 AAAA4444変変変変 季季季季 1,8501,8501,8501,850 7,4007,4007,4007,400 ○○○○ ○○○○ 服飾服飾服飾服飾

12  Ｏｇｇｉ（ Ｏｇｇｉ（ Ｏｇｇｉ（ Ｏｇｇｉ（オッジオッジオッジオッジ））））  小学館 小学館 小学館 小学館 AAAA4444変変変変 月月月月 670670670670 8,0408,0408,0408,040 ○○○○ ファッションファッションファッションファッション

13  クロワツサン クロワツサン クロワツサン クロワツサン  マガジンハウス マガジンハウス マガジンハウス マガジンハウス AAAA4444変変変変 月月月月２２２２ 400400400400 9,6009,6009,6009,600 ○○○○ ○○○○ 女性一般女性一般女性一般女性一般

14  ＫＥＬＬＹ（ ＫＥＬＬＹ（ ＫＥＬＬＹ（ ＫＥＬＬＹ（ｹﾘｰｹﾘｰｹﾘｰｹﾘｰ））））  ㈱ ㈱ ㈱ ㈱ゲインゲインゲインゲイン AAAA4444変変変変 月月月月 480480480480 5,7605,7605,7605,760 ○○○○ ○○○○ 女性教養女性教養女性教養女性教養

15
 こども こども こども こどもブティックブティックブティックブティック　　　　CUCITOCUCITOCUCITOCUCITO（（（（ｸｸｸｸ
ﾁｰﾄﾁｰﾄﾁｰﾄﾁｰﾄ））））

 ブティック ブティック ブティック ブティック社社社社 AAAA4444変変変変 季季季季 880880880880 3,5203,5203,5203,520 ○○○○ ○○○○ 服飾服飾服飾服飾

16  J J J J・・・・JJJJ　（　（　（　（ｼｼｼｼﾞ゙゙゙ｪｲｼｪｲｼｪｲｼｪｲｼﾞ゙゙゙ｪｲｪｲｪｲｪｲ））））  光文社 光文社 光文社 光文社 AAAA4444変変変変 月月月月 650650650650 7,8007,8007,8007,800 ○○○○ ファッションファッションファッションファッション

17  So So So So----enenenen　　　　装苑装苑装苑装苑  文化出版局 文化出版局 文化出版局 文化出版局 AAAA4444変変変変 月月月月 580580580580 6,9606,9606,9606,960 ○○○○ ○○○○ ファッションファッションファッションファッション

18  ２５ ２５ ２５ ２５anananan''''ssss　（　（　（　（ｳｳｳｳﾞ゙゙゙ｧﾝｻﾝｶﾝｧﾝｻﾝｶﾝｧﾝｻﾝｶﾝｧﾝｻﾝｶﾝ））））  婦人画報社 婦人画報社 婦人画報社 婦人画報社 AAAA4444変変変変 月月月月 780780780780 9,3609,3609,3609,360 ○○○○ ファッションファッションファッションファッション

19  ｎｏｎ ｎｏｎ ｎｏｎ ｎｏｎ・・・・ｎｏ　（ｎｏ　（ｎｏ　（ｎｏ　（ﾉﾝﾉﾉﾝﾉﾉﾝﾉﾉﾝﾉ））））  集英社 集英社 集英社 集英社 AAAA4444変変変変 月月月月 600600600600 7,2007,2007,2007,200 ○○○○ ○○○○ ファッションファッションファッションファッション

20
 FIGARO JAPON FIGARO JAPON FIGARO JAPON FIGARO JAPON
 （ （ （ （ﾌｨｶﾌｨｶﾌｨｶﾌｨｶﾞ゙゙゙ﾛﾛﾛﾛ　　　　ｼｼｼｼﾞ゙゙゙ｬﾎｬﾎｬﾎｬﾎﾟ゚゚゚ﾝﾝﾝﾝ））））

阪急阪急阪急阪急コミュニケーションズコミュニケーションズコミュニケーションズコミュニケーションズ AAAA4444変変変変 月月月月 650650650650 7,8007,8007,8007,800 ○○○○ 女性教養女性教養女性教養女性教養

21  婦人公論 婦人公論 婦人公論 婦人公論  中央公論社 中央公論社 中央公論社 中央公論社 AAAA4444変変変変 月月月月２２２２ 550550550550 13,20013,20013,20013,200 ○○○○ ○○○○ 女性教養女性教養女性教養女性教養

22  婦人之友 婦人之友 婦人之友 婦人之友  婦人之友社 婦人之友社 婦人之友社 婦人之友社 A5A5A5A5 月月月月 710710710710 8,5208,5208,5208,520 ○○○○ 女性教養女性教養女性教養女性教養

23  PS  PS  PS  PS （（（（プリティスタイルプリティスタイルプリティスタイルプリティスタイル））））  小学館 小学館 小学館 小学館 AAAA4444変変変変 月月月月 450450450450 5,4005,4005,4005,400 ○○○○ ファッションファッションファッションファッション

24  Ｍａｒｉｓｏｌ（ Ｍａｒｉｓｏｌ（ Ｍａｒｉｓｏｌ（ Ｍａｒｉｓｏｌ（マリソルマリソルマリソルマリソル））））  集英社 集英社 集英社 集英社 AAAA4444変変変変 月月月月 780780780780 9,3609,3609,3609,360 ○○○○ ファッションファッションファッションファッション

25  ミセス ミセス ミセス ミセス  文化出版 文化出版 文化出版 文化出版 AAAA4444変変変変 月月月月 1,0001,0001,0001,000 12,00012,00012,00012,000 ○○○○ ○○○○ ファッションファッションファッションファッション

26  ミセス ミセス ミセス ミセスののののスタイルブックスタイルブックスタイルブックスタイルブック  文化出版 文化出版 文化出版 文化出版 AAAA4444変変変変 季季季季 880880880880 3,5203,5203,5203,520 ○○○○ 服飾服飾服飾服飾

27  ＭＯＲＥ　（ ＭＯＲＥ　（ ＭＯＲＥ　（ ＭＯＲＥ　（モアモアモアモア））））  集英社 集英社 集英社 集英社 AAAA4444変変変変 月月月月 600600600600 7,2007,2007,2007,200 ○○○○ ○○○○ ファッションファッションファッションファッション

28  ＬＥＥ　（ ＬＥＥ　（ ＬＥＥ　（ ＬＥＥ　（リーリーリーリー））））  集英社 集英社 集英社 集英社 AAAA4444変変変変 月月月月 630630630630 7,5607,5607,5607,560 ○○○○ ○○○○ 女性教養女性教養女性教養女性教養

【【【【家庭家庭家庭家庭】】】】

東図書館東図書館東図書館東図書館 西図書館西図書館西図書館西図書館

29  栄養 栄養 栄養 栄養とととと料理料理料理料理  女子栄養大学出版局 女子栄養大学出版局 女子栄養大学出版局 女子栄養大学出版局 B5B5B5B5 月月月月 680680680680 8,1608,1608,1608,160 ○○○○ ○○○○ 料理料理料理料理

30  オレンジページ オレンジページ オレンジページ オレンジページ  オレンジページ オレンジページ オレンジページ オレンジページ AAAA4444変変変変 月月月月２２２２ 290290290290 6,9606,9606,9606,960 ○○○○ ○○○○ 生活一般生活一般生活一般生活一般

31  きょうの きょうの きょうの きょうの健康健康健康健康  日本放送出版協会 日本放送出版協会 日本放送出版協会 日本放送出版協会 B5B5B5B5 月月月月 530530530530 6,3606,3606,3606,360 ○○○○ 健康健康健康健康

32  きょうの きょうの きょうの きょうの料理料理料理料理  日本放送出版協会 日本放送出版協会 日本放送出版協会 日本放送出版協会 ABABABAB 月月月月 530530530530 6,3606,3606,3606,360 ○○○○ ○○○○ 料理料理料理料理

33  暮 暮 暮 暮らしとらしとらしとらしと健康健康健康健康  保健同人社 保健同人社 保健同人社 保健同人社 AAAA4444変変変変 月月月月 600600600600 7,2007,2007,2007,200 ○○○○ 健康健康健康健康

34  暮 暮 暮 暮しのしのしのしの手帖手帖手帖手帖  暮 暮 暮 暮しのしのしのしの手帖社手帖社手帖社手帖社 AAAA4444変変変変 隔月隔月隔月隔月 900900900900 5,4005,4005,4005,400 ○○○○ ○○○○ 生活一般生活一般生活一般生活一般

受入館受入館受入館受入館
分類分類分類分類

No

No 雑雑雑雑　　　　誌誌誌誌　　　　名名名名 出 版 社出 版 社出 版 社出 版 社

雑雑雑雑　　　　誌誌誌誌　　　　名名名名 出 版 社出 版 社出 版 社出 版 社

No 雑雑雑雑　　　　誌誌誌誌　　　　名名名名 出 版 社出 版 社出 版 社出 版 社 単価単価単価単価（（（（円円円円））））
受入館受入館受入館受入館

分類分類分類分類刊別刊別刊別刊別

単価単価単価単価（（（（円円円円）））） 年額年額年額年額（（（（円円円円））））

刊別刊別刊別刊別

刊別刊別刊別刊別

北名古屋市図書館北名古屋市図書館北名古屋市図書館北名古屋市図書館

単価単価単価単価（（（（円円円円））））

年額年額年額年額（（（（円円円円））））

年額年額年額年額（（（（円円円円）））） 分類分類分類分類
受入館受入館受入館受入館

判型判型判型判型

判型判型判型判型

判型判型判型判型



35  すてきな すてきな すてきな すてきな奥奥奥奥さんさんさんさん  主婦 主婦 主婦 主婦とととと生活社生活社生活社生活社 AAAA4444変変変変 月月月月 580580580580 6,9606,9606,9606,960 ○○○○ ○○○○ 生活一般生活一般生活一般生活一般

36  すてきに すてきに すてきに すてきにハンドメイドハンドメイドハンドメイドハンドメイド  NHK NHK NHK NHK出版出版出版出版 AAAA4444変変変変 月月月月 600600600600 7,2007,2007,2007,200 ○○○○ 生活一般生活一般生活一般生活一般

37  SUMAI SUMAI SUMAI SUMAI　　　　no SEKKEIno SEKKEIno SEKKEIno SEKKEI  扶桑社 扶桑社 扶桑社 扶桑社 AAAA4444変変変変 隔月隔月隔月隔月 1,2001,2001,2001,200 14,40014,40014,40014,400 ○○○○ リビングリビングリビングリビング

38  壮快 壮快 壮快 壮快  マイヘルス マイヘルス マイヘルス マイヘルス社社社社 B5B5B5B5 月月月月 680680680680 8,1608,1608,1608,160 ○○○○ 健康健康健康健康

39  たまご たまご たまご たまごクラブクラブクラブクラブ  ベネッセコーポレーション ベネッセコーポレーション ベネッセコーポレーション ベネッセコーポレーション AAAA4444変変変変 月月月月 600600600600 7,2007,2007,2007,200 ○○○○ 育児育児育児育児

40  特撰街 特撰街 特撰街 特撰街  マキノ マキノ マキノ マキノ出版出版出版出版 B5B5B5B5 月月月月 590590590590 7,0807,0807,0807,080 ○○○○ ○○○○ 生活一般生活一般生活一般生活一般

41  ひよこ ひよこ ひよこ ひよこクラブクラブクラブクラブ  ベネッセコーポレーション ベネッセコーポレーション ベネッセコーポレーション ベネッセコーポレーション AAAA4444変変変変 月月月月 600600600600 7,2007,2007,2007,200 ○○○○ ○○○○ 育児育児育児育児

42
 ＰＬＵＳ  ＰＬＵＳ  ＰＬＵＳ  ＰＬＵＳ １ １ １ １ LIVINGLIVINGLIVINGLIVING
 ( ( ( (ﾌﾌﾌﾌﾟ゚゚゚ﾗｽ  ﾜﾝﾗｽ  ﾜﾝﾗｽ  ﾜﾝﾗｽ  ﾜﾝ　　　　ﾘﾋﾘﾋﾘﾋﾘﾋﾞ゙゙゙ﾝｸﾝｸﾝｸﾝｸﾞ゙゙゙））））

 主婦 主婦 主婦 主婦のののの友社友社友社友社 AAAA4444変変変変 隔月隔月隔月隔月 1,2801,2801,2801,280 7,6807,6807,6807,680 ○○○○ ○○○○ リビングリビングリビングリビング

43  ゆうゆう ゆうゆう ゆうゆう ゆうゆう  主婦 主婦 主婦 主婦のののの友社友社友社友社 AAAA4444変変変変 月月月月 690690690690 8,2808,2808,2808,280 ○○○○ 女性教養女性教養女性教養女性教養

44  レタスクラブ レタスクラブ レタスクラブ レタスクラブ  ＳＳ ＳＳ ＳＳ ＳＳコミュニケーションズコミュニケーションズコミュニケーションズコミュニケーションズ AAAA4444変変変変 月月月月２２２２ 290290290290 6,9606,9606,9606,960 ○○○○ 生活一般生活一般生活一般生活一般

【【【【大衆大衆大衆大衆】】】】

東図書館東図書館東図書館東図書館 西図書館西図書館西図書館西図書館

45  UOMO UOMO UOMO UOMO（（（（ｳｫﾓｳｫﾓｳｫﾓｳｫﾓ））））  集英社 集英社 集英社 集英社 AAAA4444変変変変 月月月月 650650650650 7,8007,8007,8007,800 ○○○○ 男性男性男性男性////ファッションファッションファッションファッション

46
 Tokai Walker Tokai Walker Tokai Walker Tokai Walker
((((東海東海東海東海ウォーカーウォーカーウォーカーウォーカー））））

 角川書店 角川書店 角川書店 角川書店 AAAA4444判判判判 隔週隔週隔週隔週 330330330330 7,9207,9207,9207,920 ○○○○ 情報情報情報情報・・・・PRPRPRPR

47  ｐｅｎ　（ ｐｅｎ　（ ｐｅｎ　（ ｐｅｎ　（ﾍﾍﾍﾍﾟ゚゚゚ﾝﾝﾝﾝ））））  阪急 阪急 阪急 阪急コミュニケーションズコミュニケーションズコミュニケーションズコミュニケーションズ AAAA4444変変変変 月月月月２２２２ 600600600600 14,40014,40014,40014,400 ○○○○ 総合総合総合総合

48
 MEN’S MEN’S MEN’S MEN’S　 　 　 　 CLUBCLUBCLUBCLUB
 （ （ （ （ﾒﾝｽﾒﾝｽﾒﾝｽﾒﾝｽﾞ゙゙゙ｸﾗﾌｸﾗﾌｸﾗﾌｸﾗﾌﾞ゙゙゙））））

 婦人画報社 婦人画報社 婦人画報社 婦人画報社 A4A4A4A4 月月月月 780780780780 9,3609,3609,3609,360 ○○○○ 男性男性男性男性////ファッションファッションファッションファッション

49
 ＭＥＮ ＭＥＮ ＭＥＮ ＭＥＮ’’’’Ｓ ｎｏｎ－ｎｏＳ ｎｏｎ－ｎｏＳ ｎｏｎ－ｎｏＳ ｎｏｎ－ｎｏ
 （ （ （ （ﾒﾝｽﾒﾝｽﾒﾝｽﾒﾝｽﾞ゙゙゙　　　　ﾉﾝﾉﾉﾝﾉﾉﾝﾉﾉﾝﾉ））））

 集英社 集英社 集英社 集英社 AAAA4444変変変変 月月月月 650650650650 7,8007,8007,8007,800 ○○○○ 男性男性男性男性////ファッションファッションファッションファッション

50  ＭＯＮＯ ＭＯＮＯ ＭＯＮＯ ＭＯＮＯマガジンマガジンマガジンマガジン  ワールドフォトプレス ワールドフォトプレス ワールドフォトプレス ワールドフォトプレス AAAA4444変変変変 月月月月２２２２ 620620620620 14,88014,88014,88014,880 ○○○○ 男性男性男性男性////ヤングヤングヤングヤング

【【【【総合総合総合総合・・・・文芸文芸文芸文芸】】】】

東図書館東図書館東図書館東図書館 西図書館西図書館西図書館西図書館

51  オール オール オール オール讀物讀物讀物讀物  文藝春秋 文藝春秋 文藝春秋 文藝春秋 A5A5A5A5 月月月月 950950950950 11,40011,40011,40011,400 ○○○○ 小説小説小説小説

52  サライ サライ サライ サライ  小学館 小学館 小学館 小学館 AAAA4444変変変変 月月月月 650650650650 7,8007,8007,8007,800 ○○○○ 総合総合総合総合

53  小説現代 小説現代 小説現代 小説現代  講談社 講談社 講談社 講談社 A5A5A5A5 月月月月 940940940940 11,28011,28011,28011,280 ○○○○ 小説小説小説小説

54  小説新潮 小説新潮 小説新潮 小説新潮  新潮社 新潮社 新潮社 新潮社 A5A5A5A5 月月月月 900900900900 10,80010,80010,80010,800 ○○○○ 小説小説小説小説

55  小説宝石 小説宝石 小説宝石 小説宝石  光文社 光文社 光文社 光文社 A5A5A5A5 月月月月 860860860860 10,32010,32010,32010,320 ○○○○ 小説小説小説小説

56  新潮 新潮 新潮 新潮  新潮社 新潮社 新潮社 新潮社 A5A5A5A5 月月月月 900900900900 10,80010,80010,80010,800 ○○○○ 文芸文芸文芸文芸

57  短歌 短歌 短歌 短歌  角川書店 角川書店 角川書店 角川書店 A5A5A5A5 月月月月 830830830830 9,9609,9609,9609,960 ○○○○ 随筆随筆随筆随筆・・・・短歌短歌短歌短歌・・・・俳句俳句俳句俳句

58  短歌研究 短歌研究 短歌研究 短歌研究  短歌研究社 短歌研究社 短歌研究社 短歌研究社 A5A5A5A5 月月月月 1,0001,0001,0001,000 12,00012,00012,00012,000 ○○○○ 随筆随筆随筆随筆・・・・短歌短歌短歌短歌・・・・俳句俳句俳句俳句

59  ダ ダ ダ ダ・・・・ヴィンチヴィンチヴィンチヴィンチ  メディアファクトリー メディアファクトリー メディアファクトリー メディアファクトリー A4A4A4A4 月月月月 490490490490 5,8805,8805,8805,880 ○○○○ 総合総合総合総合

60  中央公論 中央公論 中央公論 中央公論  中央公論社 中央公論社 中央公論社 中央公論社 A5A5A5A5 月月月月 900900900900 10,80010,80010,80010,800 ○○○○ ○○○○ 総合総合総合総合

61  俳句 俳句 俳句 俳句  角川書店 角川書店 角川書店 角川書店 A5A5A5A5 月月月月 890890890890 10,68010,68010,68010,680 ○○○○ ○○○○ 随筆随筆随筆随筆・・・・短歌短歌短歌短歌・・・・俳句俳句俳句俳句

62  プレジデント プレジデント プレジデント プレジデント  プレジデント プレジデント プレジデント プレジデント社社社社 AAAA4444変変変変 月月月月２２２２ 690690690690 16,56016,56016,56016,560 ○○○○ 総合総合総合総合

63  文藝春秋 文藝春秋 文藝春秋 文藝春秋  文藝春秋 文藝春秋 文藝春秋 文藝春秋 A5A5A5A5 月月月月 820820820820 9,8409,8409,8409,840 ○○○○ ○○○○ 総合総合総合総合

64  ＭＯＥ（ ＭＯＥ（ ＭＯＥ（ ＭＯＥ（モエモエモエモエ））））  白泉社 白泉社 白泉社 白泉社 AAAA4444変変変変 月月月月 800800800800 9,6009,6009,6009,600 ○○○○ 文芸文芸文芸文芸

65  歴史街道 歴史街道 歴史街道 歴史街道  PHP PHP PHP PHP研究所研究所研究所研究所 B5B5B5B5 月月月月 630630630630 7,5607,5607,5607,560 ○○○○ 総合総合総合総合

【【【【趣味趣味趣味趣味】】】】

東図書館東図書館東図書館東図書館 西図書館西図書館西図書館西図書館

66  AV AV AV AVレビューレビューレビューレビュー  音元出版 音元出版 音元出版 音元出版 B5B5B5B5 月月月月 980980980980 11,76011,76011,76011,760 ○○○○ 芸能芸能芸能芸能・・・・音楽音楽音楽音楽

67  アサヒカメラ アサヒカメラ アサヒカメラ アサヒカメラ  朝日新聞社 朝日新聞社 朝日新聞社 朝日新聞社 B5B5B5B5 月月月月 840840840840 10,08010,08010,08010,080 ○○○○ 芸術芸術芸術芸術・・・・カメラカメラカメラカメラ

68  演劇界 演劇界 演劇界 演劇界  演劇出版社 演劇出版社 演劇出版社 演劇出版社（（（（小学館小学館小学館小学館）））） AAAA4444変変変変 月月月月 1,4001,4001,4001,400 16,80016,80016,80016,800 ○○○○ 芸能芸能芸能芸能・・・・音楽音楽音楽音楽

刊別刊別刊別刊別 分類分類分類分類

刊別刊別刊別刊別 分類分類分類分類

受入館受入館受入館受入館

受入館受入館受入館受入館

受入館受入館受入館受入館

分類分類分類分類

No 雑雑雑雑　　　　誌誌誌誌　　　　名名名名 出 版 社出 版 社出 版 社出 版 社 単価単価単価単価（（（（円円円円）））） 年額年額年額年額（（（（円円円円））））

単価単価単価単価（（（（円円円円）））） 年額年額年額年額（（（（円円円円））））刊別刊別刊別刊別判型判型判型判型No 雑雑雑雑　　　　誌誌誌誌　　　　名名名名 出 版 社出 版 社出 版 社出 版 社

No 雑雑雑雑　　　　誌誌誌誌　　　　名名名名 出 版 社出 版 社出 版 社出 版 社 単価単価単価単価（（（（円円円円）））） 年額年額年額年額（（（（円円円円））））

判型判型判型判型

判型判型判型判型



69  オートバイ オートバイ オートバイ オートバイ  モーターマガジン モーターマガジン モーターマガジン モーターマガジン社社社社 B5B5B5B5 月月月月 790790790790 9,4809,4809,4809,480 ○○○○ モーターモーターモーターモーター

70  音楽 音楽 音楽 音楽のののの友友友友  音楽之友社 音楽之友社 音楽之友社 音楽之友社 AAAA4444変変変変 月月月月 970970970970 11,64011,64011,64011,640 ○○○○ 芸能芸能芸能芸能・・・・音楽音楽音楽音楽

71
 CAR and DRIVER CAR and DRIVER CAR and DRIVER CAR and DRIVER
 （ （ （ （ｶｰｱﾝﾄｶｰｱﾝﾄｶｰｱﾝﾄｶｰｱﾝﾄﾞ゙゙゙ﾄﾗｲﾊﾄﾗｲﾊﾄﾗｲﾊﾄﾗｲﾊﾞ゙゙゙ｰーーー））））

 ダイヤモンド ダイヤモンド ダイヤモンド ダイヤモンド社社社社 AAAA4444変変変変 月月月月 590590590590 7,0807,0807,0807,080 ○○○○ モーターモーターモーターモーター

72  キネマ キネマ キネマ キネマ旬報旬報旬報旬報  キネマ キネマ キネマ キネマ旬報社旬報社旬報社旬報社 B5B5B5B5 月月月月２２２２ 890890890890 21,36021,36021,36021,360 ○○○○ 芸能芸能芸能芸能・・・・音楽音楽音楽音楽

73  芸術新潮 芸術新潮 芸術新潮 芸術新潮  新潮社 新潮社 新潮社 新潮社 A4A4A4A4 月月月月 1,4001,4001,4001,400 16,80016,80016,80016,800 ○○○○ ○○○○ 芸術芸術芸術芸術・・・・カメラカメラカメラカメラ

74  航空 航空 航空 航空ファンファンファンファン  文林堂 文林堂 文林堂 文林堂 B5B5B5B5 月月月月 1,3001,3001,3001,300 15,60015,60015,60015,600 ○○○○ ○○○○ 趣味一般趣味一般趣味一般趣味一般

75  子供 子供 子供 子供のののの科学科学科学科学  誠文堂新光社 誠文堂新光社 誠文堂新光社 誠文堂新光社 B5B5B5B5 月月月月 680680680680 8,1608,1608,1608,160 ○○○○ 児童学習児童学習児童学習児童学習

76
 GOLF DIGEST GOLF DIGEST GOLF DIGEST GOLF DIGEST
 ( ( ( (ゴルフダイジェストゴルフダイジェストゴルフダイジェストゴルフダイジェスト))))

 ゴルフダイジェスト ゴルフダイジェスト ゴルフダイジェスト ゴルフダイジェスト社社社社 AAAA4444変変変変 月月月月 650650650650 7,8007,8007,8007,800 ○○○○ ○○○○ スポーツスポーツスポーツスポーツ

77  碁 碁 碁 碁ワールドワールドワールドワールド  日本棋院 日本棋院 日本棋院 日本棋院 B5B5B5B5 月月月月 860860860860 10,32010,32010,32010,320 ○○○○ ○○○○ ゲームゲームゲームゲーム・・・・アニメアニメアニメアニメ

78
 CYCLE SPORTS CYCLE SPORTS CYCLE SPORTS CYCLE SPORTS
 （ （ （ （サイクルスポーツサイクルスポーツサイクルスポーツサイクルスポーツ））））

 八重洲出版 八重洲出版 八重洲出版 八重洲出版 AAAA4444変変変変 月月月月 620620620620 7,4407,4407,4407,440 ○○○○ スポーツスポーツスポーツスポーツ

79  ＣＤ ＣＤ ＣＤ ＣＤジャーナルジャーナルジャーナルジャーナル  音楽出版社 音楽出版社 音楽出版社 音楽出版社 B5B5B5B5 月月月月 780780780780 9,3609,3609,3609,360 ○○○○ 芸能芸能芸能芸能・・・・音楽音楽音楽音楽

80  趣味 趣味 趣味 趣味のののの園芸園芸園芸園芸  日本放送出版協会 日本放送出版協会 日本放送出版協会 日本放送出版協会 ABABABAB 月月月月 530530530530 6,3606,3606,3606,360 ○○○○ ○○○○ 園芸園芸園芸園芸

81  将棋世界 将棋世界 将棋世界 将棋世界
 日本将棋連盟 日本将棋連盟 日本将棋連盟 日本将棋連盟
（（（（毎日毎日毎日毎日ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ゙゙゙））））

A5A5A5A5 月月月月 750750750750 9,0009,0009,0009,000 ○○○○ ○○○○ ゲームゲームゲームゲーム・・・・アニメアニメアニメアニメ

82  ＪＴＢ ＪＴＢ ＪＴＢ ＪＴＢのののの時刻表時刻表時刻表時刻表  日本交通公社 日本交通公社 日本交通公社 日本交通公社 B5B5B5B5 月月月月 1,1501,1501,1501,150 13,80013,80013,80013,800 ○○○○ ○○○○ 旅旅旅旅・・・・鉄道鉄道鉄道鉄道

83
 SKI SKI SKI SKI　　　　journaljournaljournaljournal
 スキージャーナル スキージャーナル スキージャーナル スキージャーナル

 スキージャーナル スキージャーナル スキージャーナル スキージャーナル A4A4A4A4 月月月月 830830830830 9,9609,9609,9609,960 ○○○○ スポーツスポーツスポーツスポーツ

84  スクリーン スクリーン スクリーン スクリーン  近代映画社 近代映画社 近代映画社 近代映画社 AAAA4444変変変変 月月月月 720720720720 8,6408,6408,6408,640 ○○○○ 芸能芸能芸能芸能・・・・音楽音楽音楽音楽

85  ストライカー ストライカー ストライカー ストライカー　　　　DXDXDXDX  学研 学研 学研 学研 AAAA4444変変変変 隔月隔月隔月隔月 600600600600 3,6003,6003,6003,600 ○○○○ スポーツスポーツスポーツスポーツ

86
 ＳｐｏｒｔｓＧｒａｐｈｉｃＮｕｍｂｅｒ ＳｐｏｒｔｓＧｒａｐｈｉｃＮｕｍｂｅｒ ＳｐｏｒｔｓＧｒａｐｈｉｃＮｕｍｂｅｒ ＳｐｏｒｔｓＧｒａｐｈｉｃＮｕｍｂｅｒ
 （ （ （ （ｽﾎｽﾎｽﾎｽﾎﾟ゚゚゚ｰﾂ ｸｰﾂ ｸｰﾂ ｸｰﾂ ｸﾞ゙゙゙ﾗﾌｨｯｸ ﾅﾝﾊﾗﾌｨｯｸ ﾅﾝﾊﾗﾌｨｯｸ ﾅﾝﾊﾗﾌｨｯｸ ﾅﾝﾊﾞ゙゙゙ｰーーー））））

 文藝春秋 文藝春秋 文藝春秋 文藝春秋 AAAA4444変変変変 隔週隔週隔週隔週 550550550550 13,20013,20013,20013,200 ○○○○ ○○○○ スポーツスポーツスポーツスポーツ

87  相撲 相撲 相撲 相撲  ベースボール ベースボール ベースボール ベースボール・・・・マガジンマガジンマガジンマガジン社社社社 B5B5B5B5 月月月月 900900900900 10,80010,80010,80010,800 ○○○○ スポーツスポーツスポーツスポーツ

88  旅 旅 旅 旅のののの手帖手帖手帖手帖 交通新聞社交通新聞社交通新聞社交通新聞社 AAAA4444変変変変 月月月月 580580580580 6,9606,9606,9606,960 ○○○○ 旅旅旅旅・・・・鉄道鉄道鉄道鉄道

89  鉄道 鉄道 鉄道 鉄道ファンファンファンファン  交友社 交友社 交友社 交友社 BBBB5555変変変変 月月月月 1,1001,1001,1001,100 13,20013,20013,20013,200 ○○○○ ○○○○ 旅旅旅旅・・・・鉄道鉄道鉄道鉄道

90  テニスマガジン テニスマガジン テニスマガジン テニスマガジン  ベースボール ベースボール ベースボール ベースボール・・・・マガジンマガジンマガジンマガジン社社社社 AAAA4444変変変変 月月月月 780780780780 9,3609,3609,3609,360 ○○○○ ○○○○ スポーツスポーツスポーツスポーツ

91  東海 東海 東海 東海じゃらんじゃらんじゃらんじゃらん  リクルート リクルート リクルート リクルート AAAA4444変変変変 月月月月 480480480480 5,7605,7605,7605,760 ○○○○ 旅旅旅旅・・・・鉄道鉄道鉄道鉄道

92  東海釣 東海釣 東海釣 東海釣りりりりガイドガイドガイドガイド  東海釣 東海釣 東海釣 東海釣りりりりガイドガイドガイドガイド ABABABAB 月月月月 670670670670 8,0408,0408,0408,040 ○○○○ ○○○○ アウトドアアウトドアアウトドアアウトドア・・・・釣釣釣釣りりりり

93  日本 日本 日本 日本カメラカメラカメラカメラ  日本 日本 日本 日本カメラカメラカメラカメラ社社社社 B5B5B5B5 月月月月 840840840840 10,08010,08010,08010,080 ○○○○ 芸術芸術芸術芸術・・・・カメラカメラカメラカメラ

94  パッチワーク パッチワーク パッチワーク パッチワーク通信通信通信通信  パッチワーク パッチワーク パッチワーク パッチワーク通信社通信社通信社通信社 AAAA4444変変変変 隔月隔月隔月隔月 1,2001,2001,2001,200 7,2007,2007,2007,200 ○○○○ 趣味一般趣味一般趣味一般趣味一般

95
 ＢＥ－ＰＡＬ ＢＥ－ＰＡＬ ＢＥ－ＰＡＬ ＢＥ－ＰＡＬ
 （ （ （ （ﾋﾋﾋﾋﾞ゙゙゙ｰﾊｰﾊｰﾊｰﾊﾟ゚゚゚ﾙﾙﾙﾙ））））

 小学館 小学館 小学館 小学館 ABABABAB 月月月月 530530530530 6,3606,3606,3606,360 ○○○○ アウトドアアウトドアアウトドアアウトドア・・・・釣釣釣釣りりりり

96  ベースボールマガジン ベースボールマガジン ベースボールマガジン ベースボールマガジン  ベースボール ベースボール ベースボール ベースボール・・・・マガジンマガジンマガジンマガジン社社社社 A4A4A4A4 隔月隔月隔月隔月 1,0001,0001,0001,000 4,0004,0004,0004,000 ○○○○ スポーツスポーツスポーツスポーツ

97
 Motor Magazine Motor Magazine Motor Magazine Motor Magazine
 （ （ （ （モーターマガジンモーターマガジンモーターマガジンモーターマガジン））））

 モーターマガジン モーターマガジン モーターマガジン モーターマガジン社社社社 AAAA4444変変変変 月月月月 980980980980 11,76011,76011,76011,760 ○○○○ モーターモーターモーターモーター

98  山 山 山 山とととと渓谷渓谷渓谷渓谷  山 山 山 山とととと渓谷社渓谷社渓谷社渓谷社 AAAA4444変変変変 月月月月 1,0001,0001,0001,000 12,00012,00012,00012,000 ○○○○ スポーツスポーツスポーツスポーツ

99  ラジコン ラジコン ラジコン ラジコン技術技術技術技術  電波実験社 電波実験社 電波実験社 電波実験社 B5B5B5B5 月月月月 1,0001,0001,0001,000 12,00012,00012,00012,000 ○○○○ 趣味一般趣味一般趣味一般趣味一般

【【【【専門専門専門専門】】】】

東図書館東図書館東図書館東図書館 西図書館西図書館西図書館西図書館

100  オール オール オール オール投資投資投資投資  東洋経済新報社 東洋経済新報社 東洋経済新報社 東洋経済新報社 AAAA4444変変変変 月月月月２２２２ 680680680680 16,32016,32016,32016,320 ○○○○ 商業商業商業商業・・・・経営経営経営経営

101  会社四季報 会社四季報 会社四季報 会社四季報  東洋経済新報社 東洋経済新報社 東洋経済新報社 東洋経済新報社 AAAA6666変変変変 季季季季 1,8501,8501,8501,850 7,4007,4007,4007,400 ○○○○ ○○○○ 商業商業商業商業・・・・経営経営経営経営

102  ダイヤモンド ダイヤモンド ダイヤモンド ダイヤモンド　Ｚ　Ｚ　Ｚ　ＺAiAiAiAi  ダイヤモンド ダイヤモンド ダイヤモンド ダイヤモンド社社社社 AAAA4444変変変変 月月月月 650650650650 7,8007,8007,8007,800 ○○○○ マネーマネーマネーマネー

103  ジュリスト ジュリスト ジュリスト ジュリスト  有斐閣 有斐閣 有斐閣 有斐閣 B5B5B5B5 月月月月２２２２ 1,5001,5001,5001,500 36,00036,00036,00036,000 ○○○○ 法律法律法律法律・・・・経済経済経済経済

104  日経 日経 日経 日経サイエンスサイエンスサイエンスサイエンス
 日経 日経 日経 日経サイエンスサイエンスサイエンスサイエンス社社社社
（（（（日本経済新聞出版社日本経済新聞出版社日本経済新聞出版社日本経済新聞出版社））））

A4A4A4A4 月月月月 1,4001,4001,4001,400 16,80016,80016,80016,800 ○○○○ 自然科学自然科学自然科学自然科学

105  日経 日経 日経 日経ＰＣＰＣＰＣＰＣ２１２１２１２１  日経 日経 日経 日経ＢＰＢＰＢＰＢＰ社社社社 AAAA4444変変変変 月月月月 630630630630 7,5607,5607,5607,560 ○○○○ 工学工学工学工学・・・・パソコンパソコンパソコンパソコン

106  日経 日経 日経 日経マネーマネーマネーマネー  日経 日経 日経 日経ＢＰＢＰＢＰＢＰ社社社社 AAAA4444変変変変 月月月月 650650650650 7,8007,8007,8007,800 ○○○○ マネーマネーマネーマネー

107  日本児童文学 日本児童文学 日本児童文学 日本児童文学
 日本児童文学者協会 日本児童文学者協会 日本児童文学者協会 日本児童文学者協会
（（（（小峰書店小峰書店小峰書店小峰書店））））

A5A5A5A5 隔月隔月隔月隔月 1,0501,0501,0501,050 6,3006,3006,3006,300 ○○○○ 文芸文芸文芸文芸

108
 Newton Newton Newton Newton
 ( ( ( (ニュートンニュートンニュートンニュートン））））

 ニュートンプレス ニュートンプレス ニュートンプレス ニュートンプレス AAAA4444変変変変 月月月月 1,0001,0001,0001,000 12,00012,00012,00012,000 ○○○○ ○○○○ 自然科学自然科学自然科学自然科学

109  Pcfan Pcfan Pcfan Pcfan（（（（ﾋﾋﾋﾋﾟ゚゚゚ｰｼｰﾌｧﾝｰｼｰﾌｧﾝｰｼｰﾌｧﾝｰｼｰﾌｧﾝ））））  ㈱ ㈱ ㈱ ㈱毎日毎日毎日毎日コミュニケーションズコミュニケーションズコミュニケーションズコミュニケーションズ AAAA4444変変変変 月月月月 670670670670 8,0408,0408,0408,040 ○○○○ 工学工学工学工学・・・・パソコンパソコンパソコンパソコン

110  星 星 星 星ナビナビナビナビ
 アストルアーツ アストルアーツ アストルアーツ アストルアーツ
（（（（角川角川角川角川ｸｸｸｸﾞ゙゙゙ﾙｰﾌﾙｰﾌﾙｰﾌﾙｰﾌﾟ゚゚゚ﾊﾊﾊﾊﾟ゚゚゚ﾌﾌﾌﾌﾞ゙゙゙ﾘｯｼﾝｸﾘｯｼﾝｸﾘｯｼﾝｸﾘｯｼﾝｸﾞ゙゙゙））））

ABABABAB 月月月月 800800800800 9,6009,6009,6009,600 ○○○○ 自然科学自然科学自然科学自然科学

受入館受入館受入館受入館
分類分類分類分類単価単価単価単価（（（（円円円円）））） 年額年額年額年額（（（（円円円円））））刊別刊別刊別刊別No 雑雑雑雑　　　　誌誌誌誌　　　　名名名名 出 版 社出 版 社出 版 社出 版 社 判型判型判型判型



【【【【週刊誌週刊誌週刊誌週刊誌】】】】

東図書館東図書館東図書館東図書館 西図書館西図書館西図書館西図書館

111  ＡＥＲＡ　（ ＡＥＲＡ　（ ＡＥＲＡ　（ ＡＥＲＡ　（ｱｴﾗｱｴﾗｱｴﾗｱｴﾗ））））  朝日新聞社 朝日新聞社 朝日新聞社 朝日新聞社 AAAA4444変変変変 週週週週 360360360360 18,00018,00018,00018,000 ○○○○ 総合総合総合総合

112  ａｎ　ａｎ　（ ａｎ　ａｎ　（ ａｎ　ａｎ　（ ａｎ　ａｎ　（ｱﾝｱﾝｱﾝｱﾝｱﾝｱﾝｱﾝｱﾝ））））  マガジンハウス マガジンハウス マガジンハウス マガジンハウス LLLL 週週週週 370370370370 18,50018,50018,50018,500 ○○○○ 女性教養女性教養女性教養女性教養

113  エコノミスト エコノミスト エコノミスト エコノミスト  毎日新聞社 毎日新聞社 毎日新聞社 毎日新聞社 AAAA4444変変変変 週週週週 600600600600 30,00030,00030,00030,000 ○○○○ 法律法律法律法律・・・・経済経済経済経済

114  サンデー サンデー サンデー サンデー毎日毎日毎日毎日  毎日新聞社 毎日新聞社 毎日新聞社 毎日新聞社 B5B5B5B5 週週週週 350350350350 17,50017,50017,50017,500 ○○○○ 総合総合総合総合

115  サッカーマガジン サッカーマガジン サッカーマガジン サッカーマガジン  ベースボール ベースボール ベースボール ベースボール・・・・マガジンマガジンマガジンマガジン社社社社 AAAA4444変変変変 週週週週 430430430430 21,50021,50021,50021,500 ○○○○ スポーツスポーツスポーツスポーツ

116  週刊新潮 週刊新潮 週刊新潮 週刊新潮  新潮社 新潮社 新潮社 新潮社 B5B5B5B5 週週週週 340340340340 17,00017,00017,00017,000 ○○○○ 総合総合総合総合

117  週刊 週刊 週刊 週刊ダイヤモンドダイヤモンドダイヤモンドダイヤモンド  ダイヤモンド ダイヤモンド ダイヤモンド ダイヤモンド社社社社 AAAA4444変変変変 週週週週 690690690690 34,50034,50034,50034,500 ○○○○ 法律法律法律法律・・・・経済経済経済経済

118  週刊東洋経済 週刊東洋経済 週刊東洋経済 週刊東洋経済  東洋経済新報社 東洋経済新報社 東洋経済新報社 東洋経済新報社 AAAA4444変変変変 週週週週 690690690690 34,50034,50034,50034,500 ○○○○ 法律法律法律法律・・・・経済経済経済経済

119  週刊 週刊 週刊 週刊ベースボールベースボールベースボールベースボール  ベースボール ベースボール ベースボール ベースボール・・・・マガジンマガジンマガジンマガジン社社社社 B5B5B5B5 週週週週 380380380380 19,00019,00019,00019,000 ○○○○ スポーツスポーツスポーツスポーツ

120  女性 女性 女性 女性セブンセブンセブンセブン  小学館 小学館 小学館 小学館 ABABABAB 週週週週 350350350350 17,50017,50017,50017,500 ○○○○ 女性教養女性教養女性教養女性教養

121  ニューズウィーク ニューズウィーク ニューズウィーク ニューズウィーク日本版日本版日本版日本版 阪急阪急阪急阪急コミュニケーションズコミュニケーションズコミュニケーションズコミュニケーションズ AAAA4444変変変変 週週週週 450450450450 22,50022,50022,50022,500 ○○○○ 総合総合総合総合

刊別刊別刊別刊別 分類分類分類分類
受入館受入館受入館受入館

No 雑雑雑雑　　　　誌誌誌誌　　　　名名名名 出 版 社出 版 社出 版 社出 版 社 単価単価単価単価（（（（円円円円）））） 年額年額年額年額（（（（円円円円））））判型判型判型判型


