
令和３年度岩国市図書館雑誌スポンサー雑誌リスト 定価及び年間購読料は変わる場合があります。

中央 岩国 麻里布 玖珂 周東 由宇 美和 錦

1 Ｉ／Ｏ 工学社 月刊 パソコン 980 11,760 ○

2 ＡＥＲＡ 朝日新聞出版 週刊 総合 400 19,200 ○ ○

3 明日の友 婦人之友社 隔月 健康 730 4,380 〇

4 Ａｔｈｅｌｅｔｅ（アスリート） サンフィールド 月刊 スポーツ 900 10,800 〇

5 アルバトロス・ビュー 毎日新聞社 月2 スポーツ 690 16,560 〇

6 ａｎ・ａｎ マガジンハウス 週刊 女性 660 32,340 ○

7 ＆ｐｒｅｍｉｕｍ マガジンハウス 月刊 女性 880 10,560 ○ ○

8 囲碁講座 ＮＨＫ出版 月刊 囲碁 556 6,672 ○

9 一個人 ｋｋベストセラーズ 月刊 趣味 990 3,960 ○

10 一枚の絵 一枚の絵 隔月 絵画 970 5,820 ○ ○

11 イングリッシュ・ジャーナル アルク 月刊 語学 1,540 18,480 ○

12 ｗｉｔｈ 講談社 月刊 女性 720 8,640 ○

13 ＷＩＬＬ ワック・マガジンズ 月刊 総合 928 11,136 ○

14 うかたま 農山漁村文化協会 季刊 生活 817 3,268 ○ 〇

15 美しいキモノ ハースト婦人画報社 季刊 和服 2,100 8,400 ○

16 栄養と料理 女子栄養大学出版部 月刊 料理 750 9,000 ○

17 エクステリア＆ガーデン ブティック社 季刊 園芸 1,350 5,400 ○

18 ｅｃｌａｔ（エクラ） 集英社 月刊 女性 1,020 12,240 ○

19 エコノミスト 毎日新聞出版 週刊 経済 700 34,300 ○

20 ＳＦマガジン 早川書房 隔月 文芸 1,366 8,196 ○

21 ＥＳＳＥ 扶桑社 月刊 女性 650 7,800 ○ ○ ○

22 ＮＨＫガッテン 主婦と生活社 隔月 生活 790 4,740 〇 ○ 〇

23 ＮＨＫ短歌 ＮＨＫ出版 月刊 文芸 696 8,352 ○

24 ＮＨＫ俳句 ＮＨＫ出版 月刊 文芸 669 8,028 ○

25 ＬＤＫ 普遊舎 月刊 総合 650 7,800 ○ 〇 〇

26 園芸ガイド CCCメディアハウス 季刊 園芸 1,280 5,120 〇 ○ 〇

27 えんぶ えんぶ 隔月 演劇 600 3,600 ス

28 オーシャンズ インターナショナルラグジュアリーメディア 月刊 男性 880 10,560 ○

29 オートバイ モーターマガジン社 月刊 モーター 1,130 13,560 ○

30 オートメカニック 内外出版 季刊 モーター 1,375 5,500 ○

31 オール読物 文藝春秋 年10 文芸 1,020 10,200 ○

32 Ｏｇｇｉ（オッジ） 小学館 月刊 女性 805 9,660 ○

33 おとなの週末 講談社 月刊 趣味 770 9,240 ○

34 おとなのｔｅａｔｉｍｅ MizuiroInc. 隔月 タウン情報 638 3,828 〇

35 おはよう21 中央法規出版 月刊 健康・介護 996 11,952 ○

36 おりがみ 日本折紙協会 月刊 児童 801 9,612 ス

37 オレンジページ オレンジページ 月２ 料理 550 13,200 ○ ○ 〇 ○ 〇 〇

38 ＣＧ（ＣＡＲ　ＧＲＡＰＨＩＣ） カーグラフィック 月刊 モーター 1,300 15,600 ○

39 会社四季報 東洋経済新報社 季刊 経済 2,300 9,200 ○ ○

40 かがくのとも 福音館書店 月刊 児童 440 5,280 ス

41 Ｃａｓａ　ＢＲＵＴＵＳ マガジンハウス 月刊 総合 1,080 12,960 〇

42 かぞくのじかん 婦人之友社 季刊 育児 840 3,360 ス ○

43 学校図書館 全国学校図書館協議会 月刊 図書館 770 9,240 ○

44 家庭画報 世界文化社 月刊 女性 1,416 16,992 ○
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45 家電批評 晋遊舎 月刊 家電 700 8,400 ○ ○

46 からだにいいこと 祥伝社 隔月 健康 750 4,500 ○

47 ＧＡＲＶＹ（ガルヴィ） 実業之日本社 年5 モーター 968 4,840 ○

48 キネマ旬報 キネマ旬報社 月２ 映画 1,080 25,920 ○

49 ＣＡＰＡ（キャパ） 学研プラス 月刊 写真 1,000 12,000 〇

50 ＣａｎＣａｍ 小学館 月刊 女性 690 8,280 ○

51 きょうの健康 ＮＨＫ出版 月刊 健康 556 6,672 ○ ○ ○ 〇

52 きょうの料理 ＮＨＫ出版 月刊 料理 556 6,672 ○ ○ ○ ○ 〇 〇

53 きょうの料理ビギナーズ ＮＨＫ出版 月刊 料理 524 6,288 ○ ○ ○

54 Ｋｕ：ｎｅｌ（くうねる） マガジンハウス 隔月 生活 950 5,700 ○ ○

55 暮しの手帖 暮しの手帖社 隔月 女性 1,015 6,090 ○ ○ ○

56 ＣＲＥＡ 文藝春秋 年10 女性 900 3,600

57 クロワッサン マガジンハウス 月２ 女性 580 6,960 ○ ○ 〇

58 群像 講談社 月刊 文芸 1,300 7,800 ○

59 ＧＯＥＴＨＥ（ゲーテ） 幻冬舎 月刊 男性 850 10,200 ○

60 芸術新潮 新潮社 月刊 芸術 1,525 18,300 ○

61 毛糸だま 日本ヴォーグ社 季刊 服飾 1,650 6,600 ○ 〇

62 月刊アクアライフ エムピージェー 月刊 ペット 1,024 12,288 ○

63 月刊エアライン イカロス出版 月刊 航空 1,500 18,000 ○

64 月刊ガバナンス ぎょうせい 月刊 地方自治 1,100 13,200 ○

65 月刊近代盆栽 近代出版 月刊 園芸 1,210 14,520 ○

66 月刊クーヨン クレヨンハウス 月刊 育児 880 10,560 ス 〇

67 月刊碁ワールド 日本棋院 月刊 囲碁 917 11,004 ○

68 月刊サッカーマガジン ベースボールマガジン 月刊 スポーツ 1,010 12,120 ○

69 月刊自家用車 内外出版社 月刊 モーター 889 10,668 ○

70 月刊川柳マガジン 新葉館 月刊 文芸 1,027 12,324 ○

71 月刊バスケットボール 日本文化出版 月刊 スポーツ 900 10,800 ○

72 月刊バレーボール 日本文化出版 月刊 スポーツ 940 11,280 ○

73 月刊Ｐｉａｎｏ ヤマハミュージックメディア 月刊 音楽 763 9,156 ○

74 月刊Ｈａｎａｄａ 飛鳥新社 月刊 総合 950 11,400 〇

75 月刊ＭＯＥ 白泉社 月刊 ファンタジー 920 11,040 ○

76 ＧＥＴ　ＮＡＶＩ 学習研究社 月刊 生活 990 11,880 〇

77 健康 主婦の友インフォス 月刊 健康 990 3,960 ○

78 現代農業 農山漁村文化協会 月刊 農業 838 10,056 ○ ○ 〇 〇

79 剣道時代 体育とスポーツ出版社 月刊 スポーツ 1,100 13,200 ○

80 ゴーグル モーターマガジン社 季刊 オートバイ 1,240 4,960 ○

81 航空ファン 文林堂 月刊 航空 1,362 16,344 ○

82 ＣＯＴＴＯＮ　ＴＩＭＥ 主婦と生活社 隔月 手芸 1,100 6,600 ○

83 コットンフレンド ブティック社 季刊 手芸 1,000 4,000 ○

84 こどもとしょかん 東京こども図書館 季刊 図書館 781 3,124 ○

85 子どもと読書 親子読書地域全国連絡会 隔月 読書 560 3,360 ○

86 子供の科学 誠文堂新光社 月刊 児童 800 9,600 ス

87 こどものとも 福音館書店 月刊 児童 440 5,280 ス

88 こどものとも０･１･２ 福音館書店 月刊 児童 440 5,280 ス
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89 こどものとも年少版 福音館書店 月刊 児童 440 5,280 ス

90 こどものとも年中向き 福音館書店 月刊 児童 440 5,280 ス

91 子どもの本棚 子どもの本棚社 月刊 読書(児童） 450 5,400 ○

92 この本読んで！ 出版文化産業振興財団 季刊 読書(親子） 1,100 4,400 ○ 〇

93 ゴルフダイジェスト ゴルフダイジェスト社 月刊 スポーツ 690 8,280 ○ ○

94 ＴＨＥ２１ PHP研究所 月刊 経済 700 8,400 ○

95 ｓａｆａｒｉ 日之出出版 月刊 男性 920 11,040 ○

96 サライ 小学館 月刊 総合 1,020 12,240 〇 ○ ○

97 サンキュ！ ベネッセコーポレーション 月刊 女性 530 6,360 ○ ○ 〇 ○

98 サンデー毎日 毎日新聞出版 週刊 総合 440 21,120 ○ ○

99 ３分クッキング 日本テレビ 月刊 料理 598 7,176 ○ ○

100 ＣＱ　ｈａｍ　ｒａｄｉｏ ＣＱ出版 月刊 無線 990 11,880 ○

101 ＪＲ時刻表 交通新聞社 月刊 旅行 1,205 14,460 ○ ○

102 ＪＴＢ時刻表 日本交通公社 月刊 旅行 1,205 14,460 ○ ○

103 じゃらん関西・中国・四国 リクルート 月刊 旅行 560 6,720 ○

104 じゃらん九州 リクルート 月刊 旅行 430 5,160 ○

105 週刊朝日 朝日新聞出版 週刊 総合 420 20,160 ○ ○

106 週刊金曜日 金曜日 週刊 総合 600 28,800 ○

107 週刊現代 講談社 週刊 総合 540 25,920 〇 ○

108 週刊女性 主婦と生活社 週刊 総合 420 20,160 ○

109 週刊新潮 新潮社 週刊 総合 450 21,600 ○ ○ ○ ○ 〇

110 週刊ダイヤモンド ダイヤモンド社 週刊 経済 735 35,280 ○

111 週刊東洋経済 東洋経済新報社 週刊 経済 740 35,520 ○

112 週刊プロレス ベースボールマガジン 週刊 スポーツ 565 28,815 ○

113 週刊文春 文藝春秋 週刊 総合 443 21,264 ○ ○ ○ ○ ○

114 週刊ベースボール ベースボールマガジン 週刊 スポーツ 570 29,070 ○ ○

115 週刊ポスト 小学館 週刊 総合 500 24,000 ○

116 自遊人 自遊人 季刊 趣味 1,200 4,800 ○

117 ジュニアエラ 朝日新聞出版 月刊 児童 510 6,120 ス

118 趣味の園芸 ＮＨＫ出版 月刊 園芸 640 7,680 ○ ○ ○

119 趣味の園芸やさいの時間 ＮＨＫ出版 隔月 園芸 913 5,478 ○ ○

120 趣味の山野草 栃の葉書房 月刊 園芸 1,100 13,200 ○

121 ジュリスト 有斐閣 月刊 法律 1,569 18,828 ○

122 小学一年生 小学館 月刊 児童 980 11,760 ○

123 将棋世界 マイナビ 月刊 将棋 820 9,840 ○

124 小説現代 講談社 月刊 文芸 1,000 12,000 〇

125 小説幻冬 幻冬舎 月刊 文芸 900 10,800 ○

126 小説新潮 新潮社 月刊 文芸 1,050 12,600 ○ ○

127 小説推理 双葉社 月刊 文芸 880 10,560 ○

128 小説すばる 集英社 月刊 文芸 960 11,520 ○

129 小説ＮＯＮ 祥伝社 月刊 文芸 540 6,480 ○

130 小説宝石 光文社 月刊 文芸 900 10,800 ○

131 女性自身 光文社 週刊 女性 450 21,600 ○ ○ 〇

132 新潮 新潮社 月刊 文芸 1,200 14,400 ○
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133 スキーグラフィック 芸文社 月刊 スポーツ 1,320 15,840 ○

134 スクリーン 近代映画社 月刊 映画 930 11,160 ○

135 すてきにハンドメイド ＮＨＫ出版 月刊 手芸 628 7,536 ○ ○ ○ ○ 〇

136 STEREO 音楽の友 月刊 音楽 1,100 13,200 ○

137 STORY 光文社 月刊 女性・生活 840 10,080 ○

138 すばる 集英社 月刊 文芸 970 11,640 ○

139 スポーツイベントハンドボール スポーツイベント 月刊 スポーツ 1,320 15,840 ス

140 墨 芸術新聞社 隔月 美術 2,462 14,772 ○

141 住む 農山漁村文化協会 季刊 住宅 1,257 5,028 ○

142 相撲 ベースボールマガジン 月刊 スポーツ 1,050 12,600 ○

143 正論 産経新聞社 月刊 総合 920 11,040 ○

144 世界 岩波書店 月刊 総合 935 11,220 ○

145 壮快 マキノ出版 月刊 健康 720 8,640 ○ ○

146 ＤＩＭＥ 小学館 月刊 総合 990 11,880 ○ ○

147 タウン情報ひろしま ひろしまタウン情報 月刊 タウン情報 520 6,240 ○ ○ ○ 〇

148 たくさんのふしぎ 福音館書店 月刊 児童 770 9,240 ス

149 卓球王国 卓球王国 月刊 スポーツ 800 9,600 ○

150 旅の手帖 交通新聞社 月刊 旅行 700 8,400 ○ ○ ○

151 ダ・ヴィンチ KADOKAWA 月刊 文芸 700 8,400 ○

152 たまごクラブ ベネッセコーポレーション 月刊 育児 760 9,120 ス

153 短歌 角川書店 月刊 文芸 950 11,400 ○

154 ダンスマガジン 新書館 月刊 バレエ 1,700 20,400 ○

155 ちいさいおおきいよわいつよい ジャパンマシニスト 年2 育児 1,760 10,560 ス

156 ちいさなかがくのとも 福音館書店 月刊 児童 440 5,280 ス

157 ちゃぐりん 家の光協会 月刊 児童 540 6,480 〇

158 中央公論 中央公論新社 月刊 総合 950 11,400 ○

159 釣り画報 ミリオンエコー出版 月刊 スポーツ 906 10,872 ○ ○

160 Discover　Japan Discover　Japan 月刊 総合 1,100 13,200 〇

161 デジタルカメラマガジン インプレス 月刊 写真 1,100 13,200 ○

162 鉄道ジャーナル 鉄道ジャーナル 月刊 鉄道 1,020 12,240 ○

163 テニスマガジン ベースボールマガジン 月刊 スポーツ 930 11,160 ○

164 天然生活 扶桑社 月刊 生活 900 10,800 〇 〇 　 〇

165 天文ガイド 誠文堂新光社 月刊 天文 1,000 12,000 ○

166 ドゥーパ！ 学習研究社 隔月 趣味 1,100 6,600 〇 〇

167 陶遊 エスプレス・メディア出版 隔月 趣味 1,320 60,720 ○

168 飛ぶ教室 光村図書出版 季刊 文芸 1,100 4,400 ○

169 ＴＲＮＳＩＴ ユーフォリアファクトリー 季刊 旅行 1,980 7,920 ○

170 ｄｒｉｖｅｒ 八重洲出版 月刊 自動車 680 8,160 〇

171 なごみ 淡交社 月刊 芸術 880 10,560 ○

172 ﾅｼｮﾅﾙｼﾞｵｸﾞﾗﾌｨｯｸ 日経ナショナルジオグラフィック 月刊 自然科学 1,210 14,520 ○

173 七緒 プレジデント社 年４ 和服 1,650 6,600 ○

174 Ｎｕｍｂｅｒ 文藝春秋 月２ スポーツ 645 15,480 ○

175 日経Ｗｏｍａｎ 日経ＢＰ社 月刊 女性 700 8,400 ○

176 日経ＴＲＥＮＤＹ 日経ＢＰ社 月刊 商業 700 8,400 ○ ○
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177 日経ＰＣ２１ 日経ＢＰ社 月刊 パソコン 780 9,360 ○

178 日経ヘルス 日経ＢＰ社 不定期 健康 780 9,360 〇

179 日経マネー 日経ＢＰ社 月刊 経済 770 9,240 ○ ○

180 ニューズウイーク日本版 CCCメディアハウス 週刊 総合 480 24,000 ○

181 Ｎｅｗｔｙｐｅ 角川書店 月刊 アニメ 840 10,080 ○

182 Ｎｅｗｔｏｎ ニュートンプレス 月刊 科学 1,089 13,068 ○ 〇

183 猫びより 辰巳出版 隔月 ペット 1,054 6,324 ス

184 ノジュール ＪＴＢパプリッシング 月刊 旅行 897 10,764 〇

185 ｎｏｎ．no 集英社 月刊 ヤング 650 7,878 ○

186 俳句 角川学芸出版 月刊 文芸 1,020 12,240 ○

187 BYCICLE CLUB 枻出版社 月刊 スポーツ 1,010 12,120 ○

188 ハウジング リクルート 隔月 住居 510 3,060 ○

189 バドミントン・マガジン ベースボールマガジン 月刊 スポーツ 940 11,280 ○

190 母の友 福音館書店 月刊 育児 580 6,960 ス

191 ＰＨＰ PHP研究所 月刊 総合 220 2,640 ○

192 美術手帖 美術出版社 月刊 芸術 1,760 21,120 ○

193 美的 小学館 月刊 女性 750 9,000 ○

194 ひよこクラブ ベネッセコーポレーション 月刊 育児 840 10,080 ス

195 Ｆｏｒｂｅｓ　Ｊａｐａｎ プレジデント社 月刊 経済 1,200 14,400 ○

196 婦人画報 アシェット婦人画報社 月刊 女性 1,300 15,600 ○

197 婦人公論 中央公論新社 月２ 女性 680 16,320 ○ ○ ○ ○ 〇

198 婦人之友 婦人之友社 月刊 女性 780 9,360 ○

199 プレジデント プレジデント社 月２ ビジネス 780 18,720 ○

200 PRESIDENT　WOMAN プレミア プレジデント社 季刊 女性 900 3,600 ○

201 プレジデントＦａｍｉｌｙ プレジデント社 季刊 教育 1,000 4,000 ス

202 ＢＲＵＴＵＳ マガジンハウス 月２ ヤング 720 17,280 ○

203 文学界 文藝春秋 月刊 文芸 990 11,880 ○

204 文藝 河出書房新社 季刊 文芸 1,485 5,940 ○

205 文藝春秋 文藝春秋 月刊 総合 980 11,760 ○ ○ ○ 〇

206 ベストカー 講談社 月２ 自動車 420 10,080 ○

207 ベストフラワーアレンジメント フォーシーズンズプレス 季刊 趣味 1,480 5,920 ○

208 Ｂａｂｙ-ｍｏ（ベビモ） 主婦の友社 季刊 育児 750 3,000 ○ ○

209 ＶＥＲＹ 光文社 月刊 女性 780 9,360 ○ ○

210 Ｐｅｎ 阪急コミュニケーションズ 月２ 総合 800 19,200 ○

211 ホビージャパン ホビージャパン 月刊 趣味 1,200 14,400 ○

212 本の雑誌 本の雑誌社 月刊 読書 810 9,720 ○

213 Ｍｙ　Ａｇｅ 集英社 季刊 女性 1,100 4,400 ○

214 ＭｙＧＡＲＤＥＮ マルモ出版 季刊 園芸 1,222 4,888 ○

215 Ｍａｃ　Ｆａｎ マイナビ 月刊 パソコン 920 11,040 ○

216 Ｍａｒｔ 光文社 月刊 女性 640 7,680 ○

217 丸 潮書房 月刊 船 1,410 16,920 ○

218 ミセスのスタイルブック 文化出版局 季刊 服飾 990 3,960 ○

219 みんなのうた ＮＨＫ出版 隔月 児童 550 3,300 ス

220 みんなの図書館 教育史料出版社 月刊 図書館 825 9,900 ○
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221 ムー 学習研究社 月刊 心霊研究 900 10,800 ○

222 MEN'S CLUB ハーネスト婦人画報社 年10 趣味 900 9,000 〇

223 モーストリー・クラシック 産経新聞 月刊 芸術 1,080 12,960 ス

224 モダンリビング アシェット婦人画報社 隔月 住宅 1,880 11,280 ○

225 ＭＯＮＯマガジン ワールドフォトプレス 月２ グッズ 700 16,800 ○ ○

226 野菜だより 学習研究社 隔月 園芸 999 5,994 〇

227 やさい畑 家の光協会 隔月 園芸 922 5,532 ○ ○

228 山口県タウン情報トライアングル プランニングルームトライアングル 月刊 タウン情報 396 4,752 ○ ○ ○ ○ 〇

229 山と渓谷 山と渓谷社 月刊 スポーツ 1,150 13,800 ○

230 優駿 日本中央競馬会 月刊 スポーツ 730 8,760 ○

231 ゆうゆう 主婦の友社 月刊 生活 770 9,240 ○ ○ ○ 〇

232 ゆほびか マキノ出版 月刊 健康 770 9,240 ○

233 幼稚園 小学館 月刊 児童 1,100 13,200 ○

234 ラジコンマガジン 八重洲出版 月刊 趣味 1,080 12,960 ○

235 ランナーズ Ｒ－ｂｉｅｓ 月刊 スポーツ 840 10,080 ○

236 ＬＥＥ 集英社 月刊 女性 820 9,840 ○ ○

237 歴史人 ｋｋベストセラーズ 月刊 歴史 850 10,200 ○ 〇

238 レタスクラブ 角川マガジンズ 月刊 女性 580 6,960 ○

239 ＲＯＫＩＮ’ＯＮ ロッキングオン 月刊 音楽 850 10,200 ○

240 Ｗａｎ 緑書房 隔月 ペット 1,375 8,250 ○


