
雑誌一覧（２０１６年５月１日現在） 

※受入時期は図書館に登録される日で、実際の発売日とは異なります。 

あ行 

雑 誌 名 出 版 社 所蔵館 受入時期 

ＡＥＲＡ ｗｉｔｈ Ｂａｂｙ 朝日出版社 本館 隔月 奇数月１５日頃 

ＡＥＲＡ ｗｉｔｈ Ｋｉｂｓ 朝日出版社 本館 隔月 偶数月１５日頃 

ａｎ－ａｎ マガジンハウス 来夢 週刊 毎週水曜日 

アントレ リクルート 本館 季刊 ３、６、９、12月 27日頃 

ＥＮＧＬＩＳＨ ＪＯＵＲＮＡＬ アルク 本館 月刊 毎月１０頃 

Ｗｉｔｈ 講談社 本館 月刊 毎月２８日頃 

うかたま 農林漁村文化協会 季刊 来夢 ３、６、９、12月５日頃 

栄養と料理 女子栄養大学出版部 本館 月刊 毎月１０日頃 

エコノミスト 毎日新聞社 本館 週刊 毎週火曜日 

エッセ 扶桑社 本館 月刊 毎月７日頃 

ＥＬＬＥ・ＤＥＣＯ （ｴﾙ ﾃﾞｺ） アシェット婦人画報社 本館 隔月 奇数月７日頃 

Ｏｇｇｉ 小学館 本館 月刊 毎月２８日頃 

Ｏ．ｔｏｎｅ  （ｵﾄﾝ） あるた出版 本館 月刊 毎月１５日頃 

おはよう２１ 中央法規出版 本館 月刊 毎月１日頃 

おひさま 小学館 来夢 月刊 毎月１６日頃 



オール読物 文藝春秋 本館・来夢 月刊 毎月２５日頃 

オレンジページ オレンジページ 来夢・北村 月２ 毎月２、１７日頃 

音楽の友 音楽之友社 本館 月刊 毎月２１日頃 

 

 

か行 

雑 誌 名 出 版 社 所蔵館 受入時期 

かがくのとも 福音館書店 本館 月刊 毎月５日頃 

かぞくのじかん 婦人之友社 本館 季刊 ３、６、９、12 月５日頃 

家庭画報 世界文化社 本館・来夢 月刊 毎月２５日頃 

からだにいいこと 祥伝社 本館 月刊 毎月１６日頃 

きものＳａｌｏｎ 世界文化社 本館 年２ ２，８月 ２２日頃 

教育 国土社 本館 月刊 毎月１２日頃 

きょうの健康 日本放送出版協会 本館・来夢 月刊 毎月２１日頃 

きょうの料理 日本放送出版協会 本館 月刊 毎月２１日頃 

キルトジャパン 日本ヴォーグ社 本館 季刊 ３、６、９、12 月５日頃 

ｋｕ：ｎｅｌ (ｸｳﾈﾙ) マガジンハウス 来夢 隔月 奇数月２０日頃 

クォリティ 太陽 本館・来夢 月刊 毎月１４日頃 

クーヨン クレヨンハウス 本館・来夢 月刊 毎月３日頃 

クラッシィ 光文社 来夢 月刊 毎月２８日頃 



暮しの手帖 暮らしの手帖社 本館・来夢 隔月 奇数月２５日頃 

クロワッサン マガジンハウス 本館・来夢 月２ 毎月１０，２５日頃 

群像 講談社 本館 月刊 毎月１０日頃 

芸術新潮 新潮社 本館 月刊 毎月２５日頃 

毛糸だま 日本ヴォーグ社 本館 季刊 ２，５，８，11月 11日頃 

蛍雪時代 旺文社 本館 月刊 毎月１４日頃 

健康３６５ Ｈ＆Ｉ 本館 月刊 毎月１６日頃 

現代農業 農林漁村文化協会 本館 月刊 毎月７日頃 

こころの科学 日本評論社 本館 隔月 奇数月２日頃 

こどものとも 福音館書店 本館 月刊 毎月５日頃 

この本読んで！ 出版文化産業振興財団 本館・来夢 季刊 ２、５、８、11月 28日頃 

ゴルフダイジェスト ゴルフダイジェスト社 本館 
６～１１

月号のみ 
４～９月２４日頃 

碁ワールド 日本棋院 来夢 月刊 毎月２０日頃 

 

さ行 

雑 誌 名 出 版 社 所蔵館 受入時期 

財界さっぽろ 財界さっぽろ 本館・来夢 月刊 毎月１４日頃 

サライ 小学館 本館・来夢 月刊 毎月１０日頃 

サンキュ ベネッセコーポレーション 来夢 月刊 毎月２日頃 

サンデー毎日 毎日新聞社 本館 週刊 毎週火曜日 



ＪＴＢ時好表 ＪＴＢ 本館 月刊 毎月２０日頃 

自家用車 内外出版社 本館 月刊 毎月２６日頃 

児童心理 金子書房 本館 月刊 毎月１２日頃 

じゃらん北海道 リクルート 本館・来夢 月刊 毎月２０日頃 

週刊朝日 朝日新聞社 本館・来夢・北村 週刊 毎週火曜日 

週刊新潮 新潮社 本館・来夢 週刊 毎週木曜日 

週刊ダイヤモンド ダイヤモンド社 本館 週刊 毎週土曜日 

週刊文春 文藝春秋 本館・来夢 週刊 毎週木曜日 

週刊ベースボール ベースボールマガジン社 本館 週刊 毎週水曜日 

趣味の園芸 日本放送出版協会 本館・北村 月刊 毎月２０日頃 

ジュリスト 有斐閣 本館 月刊 毎月１日頃 

将棋世界 日本将棋連盟出版部 本館 月刊 毎月３日頃 

商業界 商業界 本館 月刊 毎月１日頃 

小説現代 講談社 本館・来夢 月刊 毎月２４日頃 

小説新潮 新潮社 本館・来夢 月刊 毎月２４日頃 

新潮４５ 新潮社 来夢 月刊 毎月１８日頃 

スキージャーナル スキージャーナル 本館 
 ～  

号のみ 
 ～ 月 日頃 

スクリーン 近代映画社 本館・来夢 月刊 毎月２１日頃 

すてきにハンドメイド 日本放送出版協会 本館・来夢 月刊 毎月２１日頃 



ストライカーＤＸ 学研 本館 隔月 偶数月１２日頃 

相撲 ベースボールマガジン社 本館 月刊 毎月２日頃 

世界 岩波書店 本館 月刊 毎月２４日頃 

ＳＵＭＡＩ （ｽﾏｲ） 扶桑社 本館 隔月 奇数月２１日頃 

 

 

た行 

雑 誌 名 出 版 社 所蔵館 受入時期 

たくさんのふしぎ 福音館書店 本館 月刊 毎月５日頃 

Ｔａｒｚａｎ （ﾀｰｻﾞﾝ） マガジンハウス 本館 月２ 毎月第２、４木曜日 

ダ・ヴィンチ メディアファクトリー 本館 月刊 毎月６日頃 

旅の手帖 交通新聞社 来夢 月刊 毎月１３日頃 

ちいさい・おおきい・よわい・つよい ジャパンアニマシオン社 本館 隔月 偶数月２５日頃 

中央公論 中央公論社 本館 月刊 毎月６日頃 

天然生活 地球丸 北村 月刊 毎月６日頃 

特選街 マキノ出版 本館 月刊 毎月２日頃 

 

 

な行 

雑 誌 名 出 版 社 所蔵館 受入時期 

ナショナル・ジオグラフィック日本版 日経ＢＰセンター 本館 月刊 毎月３日頃 

Ｎｕｍｂｅｒ （ﾅﾝﾊﾞｰ） 文藝春秋 本館・来夢 隔週 毎月第１、３土曜日 



ｎｉｃｏｌａ 新潮社 来夢 月刊 毎月１日頃 

日経おとなのＯＦＦ 日本経済新聞社 来夢 月刊 毎月６日頃 

日経マネー 日経ホーム出版社 本館 月刊 毎月２１日頃 

日経ヘルス 日経ＢＰマーケティング 本館 月刊 毎月２日頃 

日経ＰＣ２１ 日経ＢＰ社 来夢 月刊 毎月２４日頃 

日本カメラ 日本カメラ社 本館 月刊 毎月２０日頃 

日本児童文学 日本児童文学者協会 本館 隔月 奇数月９日頃 

ＮｅｗｓＷｅｅｋ日本版 ＴＢＳブリタニカ 本館 週刊 毎週火曜日 

Ｎｅｗｔｏｎ ニュートンプレス 本館・来夢 月刊 毎月２６日頃 

農家の友 北海道農業改良普及協会 本館 月刊 毎月１日頃 

農業ビジネスマガジン イカロス出版 北村 季刊 １、４、７、１０月２５日頃 

ｎｏｎ・ｎｏ 集英社 本館・来夢 月刊 毎月２０日頃 

 

 

は行 

雑 誌 名 出 版 社 所蔵館 受入時期 

バイシクルクラブ エイ出版 本館 月刊 毎月２０日頃 

ｈａｙｕ－ｍｉ (ﾊﾙﾐ) 扶桑社 来夢 季刊 ３、６、９、12 月１日頃 

ハルメク（いきいきから名称変更） ユーリーグ 本館 月刊  毎月６日頃 

ＰＨＰ ＰＨＰ研究所 本館 月刊 毎月１０日頃 



ＢＥ－ＰＡＬ （ﾋﾞｰﾊﾟﾙ） 小学館 本館 月刊 毎月１０日頃 

ＨＩＲＡＧＡＮＡ ＴＩＭＥＳ ヤック企画 本館 月刊 毎月２２日頃 

Ｆａｕｒａ （ﾌｧｳﾗ） ナチュラリー 本館 季刊 ３、６、９、12月頃 25日頃 

美術の窓 生活の友社 本館 月刊 毎月２０日頃 

婦人公論 中央公論社 本館・来夢 月２ 毎月第２、４火曜日 

婦人之友 婦人之友社 本館 月刊 毎月１２日頃 

武道 日本武道館 本館 月刊 毎月２８日頃 

ＰｒｉＰｒｉ（ﾌﾟﾘﾌﾟﾘ） 世界文化社 本館 月刊 毎月２日頃 

プレジデント プレジデント社 本館・来夢 月２ 毎月第２、４火曜日 

ＢＲＵＴＵＳ （ﾌﾞﾙｰﾀｽ） マガジンハウス 本館 月２ 毎月１、１５日頃 

文藝春秋 文藝春秋社 本館・来夢 月刊 毎月１０日頃 

ベストカー 講談社 来夢 月２ 毎月１０、２５日頃 

ＨＯ ぶらんとマガジン社 来夢・北村 月刊 毎月２５日頃 

Ｖｏｉｃｅ ＰＨＰ研究所 本館 月刊 毎月１２日頃 

星ナビ アスキー 本館 月刊 毎月５日頃 

北海道生活 コスモメディア 本館・来夢・北村 季刊 奇数月２８日頃 

北海道のつり 水交社 本館 月刊 毎月２０日頃 

ｐｏｒｏｃｏ  (ﾎﾟﾛｺ) コスモメディア 本館・来夢 月刊 毎月２０日頃 

本の雑誌 本の雑誌社 本館 月刊 毎月２０日頃 



 

 

ま行 

雑 誌 名 出 版 社 所蔵館 受入時期 

マイガーデン マルモ出版 本館 季刊 ３、６、９、12月 16日頃 

毎日が発見 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 北村 月刊 毎月２９日頃 

マイロフェ コスモメディア 本館・来夢・北村 季刊 偶数月２５日頃 

Ｍａｒｔ（ﾏｰﾄ） 光文社 北村 月刊 毎月３０日頃 

ｍａｍａ－ｃｈａ （ﾏﾏﾁｬ） アイ・コミュニケーションズ 本館 季刊 ２、５、８、11月 25日頃 

ＭＡＭＯＲ  (ﾏﾓﾙ) 扶桑社 本館 月刊 毎月２２日頃 

丸 潮書房 本館 月刊 毎月２７日頃 

Ｍｒ.ＰＣ 晋遊社 本館 月刊 毎月２６日頃 

ミセス 文化出版局 本館 月刊 毎月７日頃 

Ｍｙｏｊｙｏ （ﾐｮｳｼﾞｮｳ） 集英社 本館 月刊 毎月２３日頃 

ＭＥＮ‘Ｓ ＮＯＮ－ＮＯ 集英社 本館 月刊 毎月１０日頃 

ＭＯＲＥ 集英社 来夢 月刊 毎月２８日頃 

ＭＯＥ 白泉社 本館・来夢 月刊 毎月３日頃 

モノマガジン ワールドフォトプレス 本館 月２ 毎月２、１７日頃 

 

 

 

 

 



や行 

雑 誌 名 出 版 社 所蔵館 受入時期 

山と渓谷 山と渓谷社 本館 月刊 毎月１４日頃 

ゆうゆう 主婦の友社 来夢 月刊 毎月１日頃 

 

ら行 

雑 誌 名 出 版 社 所蔵館 受入時期 

ＬｉＶＥＳ 第一プログレス 来夢 隔月 ３、６、９、12月 16日頃 

ＬＥＥ 集英社 来夢 月刊 毎月７日頃 

リプラン 札促社 本館 季刊 ３、６、９、12月 28日頃 

リベラルタイム リベラルタイム出版社 本館 月刊 毎月３日頃 

歴史街道 ＰＨＰ研究所 来夢 月刊 毎月７日頃 

歴史群像 学研プラス 本館 隔月 奇数月１０日頃 

レタスクラブ SS コミュニケーションズ 本館・来夢 月２ 毎月１０、２５日頃 

Ｒａｉｌ Ｍａｇａｚｉｎ ネコ・パブリッシング 本館 月刊 毎月２０日頃 

ロッキング・オン・ジャパン ロッキングオン 本館 月刊 毎月３０日頃 

 

わ行 

雑 誌 名 出 版 社 所蔵館 受入時期 

私のカントリー 主婦と生活社 来夢 季刊 ３、６、９、12月 20日頃 

ＷＡＮ  (ﾜﾝ) 緑書房 来夢 隔月 偶数月１４日頃 

 


