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湖南市立図書館で読んでいただける雑誌  

２０２０年４月  

週刊誌・情報誌 

  ♪☆週刊朝日（週刊）       

♪☆週刊新潮（週刊）             

♪☆週刊文春（週刊）       ････････････････････････新聞社系・出版社系などの週刊誌 

☆サンデー毎日（週刊）            

☆ＡＥＲＡ［アエラ］（週刊）         

☆週刊金曜日（週刊） 

☆ニューズウィーク日本版（週刊）･･････････････････････アメリカの代表的週刊誌（日本語版） 

   ☆関西ウォーカー（隔週）･･････････････････････････････････関西圏の最新の流行情報を紹介 

     ☆ＴＶｎａｖｉ［テレビナビ］（月刊）    

  ♪ ザ・テレビジョン（月刊）      ････････････････････テレビ番組などに関する情報誌 

総合誌 

  ☆世界 （月刊） 

  ☆正論（月刊）     ･････････････････････････････政治・経済・社会を考える総合月刊誌 

  ☆中央公論 （月刊）            

  ♪☆文藝春秋 （月刊） 

   ☆ガバナンス（月刊）････････････････････････････２１世紀の地方自治を創造する総合情報誌 

  ♪☆市政     （月刊）･･･････････････････････････････････････都市行政を考えるための総合誌 

☆まちむら （季刊）･････････････････････････････････自治会・町内会を考えるための情報誌 

   ☆思想     （月刊）･･･････････････････････････人文・社会・自然科学を横断する学術総合誌 

  ☆サライ（月刊）････････････････････社会の本物化に向けて、人生を楽しむための情報を提供 

☆ＢＲＵＴＵＳ[ブルータス]（月 2 回刊）････････････････今の生活を楽しむための情報を提供 

☆Ｐｅｎ［ペン］（月２回刊）･･･････････････････････････独自の生活スタイルを提示する雑誌 

☆アジェンダ （季刊）･･･････････････････････････現代社会の問題を考え未来への課題を提示 

   ☆総務省（月刊）･･････････････････････････････････････････写真で紹介する総務省の広報誌 

☆広報（月刊）････････････････････････････････広報をキーワードに市町村行政の今を伝える 

☆ファイナンス（月刊）･･････････････････････････････････････････････財務省発行の情報誌 

☆毎日フォーラム（月刊）････････････････････････････････････････････････････政府情報誌 

☆メディア展望（月刊）･･･････････････････････････････････････‥･新聞通信調査会の会報誌 

☆Ｗｅｄｇｅ［ウェッジ］（月刊）･････････････････････ＪＲ東海発行のビジネスマン向け雑誌 

♪は石部図書館・☆は甲西図書館の所蔵です。なお、♯は石部図書館所蔵で最新号から貸出をしてい

ます。★は甲西図書館所蔵で最新号から貸出をしています。 
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★みーな（季刊）･･････････････････････････････････････････････湖北発信地元密着の情報誌 

☆Ｌａ Ｃｏｌｌｉｎａ［ラ・コリーナ］（年２回）･･･････････滋賀県の魅力がつまった情報誌 

   ☆ｉｉｃｈｉｋｏ［イイチコ］（季刊）･････････････････････日常生活・文化を取り上げて紹介 

   ☆ＣａｓａＢＲＵＴＵＳ[カーサブルータス]（月刊）･･････美しい暮らしをデザインする情報誌 

経済・法律 

   ☆週刊エコノミスト（週刊） 

☆週刊東洋経済（週刊）   ････････････････････････････････････････････････経済週刊誌               

  ♪☆週刊ダイヤモンド（週刊） 

   ☆日経マネー（月刊）････････････････････････････････････････････株の一般向け利殖情報誌 

  ♪☆日経トレンディ（月刊）･･････････････････････････････････個人生活を刺激する流行情報誌 

   ☆プレジデント（月２回刊）･･････････････････････････････････････ビジネス新時代の情報誌 

   ☆判例時報（月３回刊）････････････････････････････････････最新の判例と判決録などを紹介 

   ☆時の法令（月２回刊）････････････････････････････話題性のある新法律をわかりやすく解説 

   ☆ジュリスト（月刊）･･････････････････････････‥‥社会現象と法律実務とを結ぶ法律総合誌 

☆事業構想（月刊）･･･････行政・NPO 法人・企業家等の事業構想に役立つ情報を提供する雑誌 

女性誌 

   ☆ニコラ（月刊）････････････････････････････････････････････１０代の女の子向け情報誌 

   ☆ｍｉｎｉ（月刊） 

   ☆ａｒ[アール]（月刊）             １０代～２０代の女性向けファッション誌 

  ♪ Ｓｅｖｅｎｔｅｅｎ[セブンティーン]（月刊） 

☆ａｎ・ａｎ（週刊）･･････････････････････････････････ファッション情報満載の女性週刊誌 

  ♪ ＣａｎＣａｍ（月刊）  

   ☆ｎｏｎ・ｎｏ（月刊）  ･････････････････････････････若い女性向けファッション情報誌  

☆ＪＪ（月刊）  

☆ＶｏＣＥ［ヴォーチェ］（月刊）･･･････････････２０代～３０代女性向けメイク、美容情報誌 

♪ Ｄｏｍａｎｉ［ドマーニ］（隔月刊）･････････････････働く女性のためのファッション情報誌 

☆ＣＬＡＳＳＹ［クラッシィ］（月刊）･･･････････････････････ＯＬ主役のファッション情報誌 

☆ＩｎＲｅｄ［インレッド］（月刊）･･･････････････････３０代向け女性のファッション情報誌 

♪ ＳＴＯＲＹ［ストーリー］（月刊）･･･････････････････４０代向け女性のファッション情報誌 

 ☆ＨＥＲＳ［ハーズ］（月刊）･･･････････････････････５０代向け女性のファッション＆生活誌 

☆日経ＷＯＭＡＮ （月刊）･･････････････････････････････････････働く女性のための情報誌 

  ♪☆ＣＨＡＮＴＯ（月刊）   2020 年４月号より休刊 

☆Ｍａｒｔ［マート］(月刊)   

☆サンキュ（月刊）             ･･･････････････････････････グラビアを生かした生活実用誌 

♪☆ＬＥＥ［リー］（月刊）                   

☆ｗｉｔｈ［ウィズ］（月刊）               

   ☆ＭＯＲＥ［モア］（月刊） 

   ☆リンネル（月刊）･･････････････････････････････････････やさしい生活、ファッション雑誌 
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   ☆＆Ｐｒｅｍｉｕｍ［アンドプレミアム］（月刊）･････････････大人の女性のための生活情報誌 

☆ミセス（月刊） 

☆家庭画報（月刊）  ･･････････････････････････････････････豊かさ、美しさを楽しむ雑誌 

♪ 婦人画報（月刊） 

   ☆婦人之友（月刊）････････････････････････････････････････伝統ある生活全般の家庭総合誌 

  ♪☆婦人公論（月２回刊）･･････････････････････････････････････････････女性の生き方を提案 

  ♪ ゆうゆう（月刊）････････････････････････････････････５０代の女性を応援する総合情報誌 

 服飾 

☆装苑（隔月刊） 

   ☆ミセスのスタイルブック（季刊）  ･･････････････手作り派のためのファッションマガジン 

   ☆レディブティック（月刊） 

   ☆美しいキモノ（季刊）････････････････････････････キモノ美を紹介する着物ファッション誌 

 建築・すまい 

 ♪☆住まいの設計（隔月刊）･･････････････････････････豊富な住宅実例で住まいづくりに役立つ 

   ☆モダンリビング（隔月刊）･･････････････････住まいの設計からｲﾝﾃﾘｱ･ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄまでの情報誌 

   ☆ハウジング（隔月刊）･･････････････････････････････････住まいづくりに関する住宅情報誌 

   ☆新建築（月刊）････････････････････････････････････建築界の情報を掲載した建築総合雑誌 

   ★しびる（年１回）････････････････････････････････日本建設業連合会関西支部発行の広報誌 

くらし 

  ♪☆クロワッサン（月２回刊）･･････････････････････････女の生き方、暮らし方に焦点をあてる 

  ♪☆オレンジページ（月２回刊）  

   ☆レタスクラブ（月刊）       ･････････････････････････････料理・商品情報などを掲載 

   ☆ＥＳＳＥ［エッセ］（月刊）   

   ☆ハルメク（月刊）･･････････････････････････････････５０代からの生き方・暮らし方を提案 

☆ハルメク健康と暮らし（月刊）  

☆ハルメクおしゃれ（月刊）    ･･････････暮らしを楽しむ生活カタログ（「ハルメク」別冊） 

♪ 毎日が発見（月刊）･･健康、料理、旅など、５０代から楽しく生きるための暮しの知恵が満載 

♪☆ＮＨＫすてきにハンドメイド（月刊）････････････････暮らしに彩を与える手作り手芸を紹介 

  ♪☆暮しの手帖（隔月刊）････････････････････････暮らしの知恵、商品テストなどの内容を掲載 

  ♪☆モノ・マガジン（月２回刊）････････････････････････････････････････････新製品の情報誌 

   ☆特選街（月刊）････････････････････････････････････････････････商品を選ぶための情報源 

   ☆通販生活（年４回刊）･･････････････････････暮らしの商品研究にも役立つ、通信販売の情報 

♪ ｋｕ：ｎｅｌ［クウネル］（隔月刊）･･･････････････････････････モノと暮らしを考える雑誌 

☆ＣＬａｓｉｓｍ［クラシズム］（季刊）･････････････････････････趣味の生活を楽しむ情報誌 

 ☆天然生活（月刊）･･････････････････････････････ていねいな暮らしを楽しむ人の生活情報誌 

♪☆おでかけ mｏa（月刊）･･･････････････････････････････････滋賀県内の飲食等の情報を掲載 

☆チェキポン（月刊）･･･････････････････････滋賀県内の飲食やヘアサロン情報を掲載 
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☆Ｌｅａｆ［リーフ］（月刊）････････････････････････････････････京都・滋賀のグルメ雑誌 

料理 

  ♪☆ＮＨＫきょうの料理（月刊）･･････････････毎日の献立に役立つ料理や健康づくり料理を紹介 

☆栄養と料理（月刊）･･････････････････････････････････栄養から食生活を考える料理の雑誌 

☆あまから手帖（月刊）･･････････････････････････････････････関西の食文化を紹介する雑誌 

健康 

♪ 安心（月刊）･･････････････････････････････････自分の体を自分で守るための実用健康雑誌 

  ♪☆ＮＨＫきょうの健康（月刊）････････････････････心と体をすこやかに保つ、読む「総合病院」 

☆壮快（月刊）････････････････････････････････････････････････働き盛りの心と体の健康誌 

☆明日の友（隔月刊）････････････････････････････････････中高年の健康と生活を共に考える 

♪☆心理臨床の広場（年２回刊）････････････････････････････････････････…心理臨床の情報誌 

♪ ガッテン！（季刊）‥‥‥‥‥‥‥‥‥･･ＮＨＫで放映されている番組と連動した生活情報誌 

 ☆食べもの通信（月刊）･･････････････････････････････････食べ物と健康について考える雑誌 

 ☆日経ヘルス（隔月刊）･･････････････････････････････････････女性の健康と美を考える雑誌 

育児・教育・福祉 

  ♪ Ｐｒｅ－ｍｏ［プレモ］（季刊）･･･････････････「自分らしく」妊婦生活をおくるための雑誌 

☆たまごクラブ（月刊）･･････････････････････････････････････夫婦で読む妊娠、出産の雑誌 

♪ Ｂａｂｙ－ｍｏ［ベビモ］（季刊）･････････････････････赤ちゃんの子育てをたのしむ情報誌 

   ☆ひよこクラブ（月刊）････････････････････････････････････････････････夫婦で読む育児誌 

☆母の友（月刊）･･････････････････････････････････････育児や生活を考える親のための雑誌 

  ♪ クーヨン（月刊）････････････････････････････････････････子どもと大人をつなぐ教育雑誌 

   ☆ＰｒｉＰｒｉ［プリプリ］（月刊）･････････遊びのアイデアなどを掲載している保育の総合誌 

   ☆社会教育（月刊）････････････････････････････････････････ 社会教育・生涯学習の総合誌 

   ☆育てる（月刊）･･････････山村留学を通して豊かな自然の中で子どもたちを育てる活動を紹介 

   ☆かぞくのじかん（季刊）        

  ♪ プレジデントファミリー（季刊） ････子育て世代の「暮らす・育てる・働く」を考える雑誌 

  

旅行 

  ☆旅の手帖（月刊） 

  ☆西Ｎａｖｉ（月刊） ････････････････････････････････････････季節に応じた旅行ガイド誌 

  ☆翼の王国（月刊） 

☆ひととき（月刊）･･････････････････････ＪＲ東海発行。知る、遊ぶ、和の心を楽しむ旅雑誌 

  ♪ ノジュール（月刊）････････････旅の情報を中心に５０代からの様々なライフスタイルを提案 

♪ ＪＲ時刻表（月刊）       

 ☆ＪＴＢ時刻表（月刊） ･･････････････････････････････････････各種交通時刻を詳しく掲載 

  ♪ ＳＡＶＶＹ［サヴィ］（月刊）･･･････････････････････････････京阪神中心のおでかけ情報誌 
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趣味   

♪ ＮＨＫ囲碁講座（月刊）･･････････････････････初心者から高段者まで棋力アップを図る雑誌 

☆碁ワールド（月刊）･･････････････････････････････････囲碁の上達する秘訣と名勝負の解説 

♪ ＮＨＫ将棋講座（月刊）････････････････････････････････････将棋・必勝の戦法を伝授する 

☆将棋世界（月刊）････････････････････････････楽しみながら強くなりたい人のための情報誌 

   ☆なごみ（月刊）･･････････････････････････････････････････茶道を志す、初心者向け専門誌 

☆ラジオ深夜便（月刊）････････････････････････････････････ＮＨＫラジオ深夜便を誌上再録 

   ☆愛犬の友（隔月刊）    

  ♪ Ｗａｎ［ワン］（隔月刊） ･･･････････････････････････････････････犬好きのための情報誌 

   ☆猫びより（隔月刊）  

  ♪ 猫ぐらし（季刊）  ････････････････････････････････････････････猫好きのための情報誌 

園芸・農業 

  ☆家の光 （月刊）･･････････････････････････････････････生活の知恵、暮らしの情報を掲載 

♪☆ＮＨＫ趣味の園芸（月刊）      

 ☆園芸ガイド（季刊）    ････････････････････････････････季節に応じた園芸情報を掲載 

   ☆園芸新知識 はなとやさい（月刊）･････････････････････花と野菜づくりのための情報を掲載 

  ☆園芸新知識 タキイ最前線（年 2 回刊）･････････････････････野菜づくりのための情報を掲載 

☆やさい畑（隔月刊）･･････････････････････････････････季節に応じた家庭菜園の情報を掲載 

   ☆現代農業（月刊）････････････････････････････････････････生きた農業がわかる農業技術誌 

   ☆ミルククラブ（季刊）･･････････････････････････････････････消費者と酪農家を結ぶ情報誌 

 ♪ ＮＨＫ趣味の園芸やさいの時間（隔月刊）･･毎月の野菜の育て方から収穫した野菜のレシピ 

まで幅広く掲載 

☆農耕と園藝（季刊）･･････････････技術指導員・生産者のための野菜・花・果樹の総合園芸誌 

☆Garden＆Garden［ｶﾞｰﾃﾞﾝｱﾝﾄﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ］（季刊）･････豊かな暮らしを提案するガーデン専門誌 

☆うかたま（季刊）･･･････････････････････「まるごと、食べごと。」農業と食に関する情報誌 

 

自動車・バイク 

  ♪ モーターマガジン（月刊）････････････････軽自動車から高級車まで幅広くとりあげる情報誌 

♪☆月刊自家用車（月刊） 

   ☆ＣＧ    （月刊）        ････････････国産車や外車の情報がいっぱいの専門誌 

   ☆ｄｒｉｖｅｒ［ドライバー］（月刊）     

   ☆オートバイ（月刊）････････････････････････････････････････････････オートバイの情報誌 

 

スポーツ・アウトドア 

☆Ｎｕｍｂｅｒ（隔週刊）････････････････････････････････････････スポーツ界の話題を特集 

☆サッカーマガジン（月刊）･･････････････････････････････国内のみならず世界の情報も提供 
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☆週刊パーゴルフ（週刊） 

  ♪ ゴルフダイジェスト（月刊） ････････････････････････････････････････ゴルフ情報を掲載 

☆週刊ベースボール（週刊）････････････････････････････････････････････球界の情報を掲載 

  ♪ ベースボールマガジン（隔月刊）････････････････････毎号テーマを絞った球界の特集を掲載 

   ☆月刊バレーボール（月刊）･･････････････････バレーボール界の動向と最近の試合結果を掲載 

☆月刊バスケットボール（月刊）････････････････････試合情報から技術解説までの情報を掲載 

   ☆ラグビーマガジン（月刊）･･････････････････････････････････････ラグビーに関する情報誌 

♪ 相撲（月刊）････････････････････････････････････････････････各場所の特集を中心に掲載 

   ☆ランナーズ（月刊）･･････････････････････････初心者からベテランまでの走る仲間の情報誌 

   ☆陸上競技マガジン（月刊）･･････････････････････････････全国の陸上競技のスナップと情報 

  ♪☆ＬａｋｅｓＭａｇａｚｉｎｅ［レイクスマガジン］（月刊）･･･････････滋賀のスポーツ情報誌 

   ☆ボクシング・マガジン（月刊）････････････････････････････････ボクシング界の情報を掲載 

   ☆テニスマガジン（月刊）･･････････････････････････････テニスの技術面を中心とした情報誌 

   ☆ソフトテニス・マガジン（月刊）･･････････････････････････プレイヤー、指導者向け情報誌 

   ☆バドミントン・マガジン（月刊）････････････････････････････････技術向上のための情報誌 

   ☆卓球王国（月刊）･･････････････････････････････････････････････････卓球界の情報を掲載 

   ☆近代柔道（月刊）･･････････････････････････････････････大会情報を中心とした柔道専門誌 

☆剣道日本（月刊）････････････････････････････････････････幅広い技術習得のための専門誌 

   ☆山と渓谷（月刊）････････････････････････････････････････山登りの話題と情報がいっぱい 

  ♪ 岳人（月刊）････････････････････････････････････････････････････登山についての専門誌 

♪☆ＢＥ－ＰＡＬ［ビーパル］（月刊）･･･････････････････････自然と遊ぶアウトドア・マガジン 

   ☆サイクルスポーツ（月刊）･･････････････････････････自転車とサイクリングに関する情報誌 

☆Ｋａｚｉ［カジ］（月刊）･･･････････････････････････････ヨットとモーターボートの専門誌 

  ♪☆Ｆｉｓｈｉｎｇ Ｃａｆé［フィッシング・カフェ］（季刊）･････釣りに関するエッセイや情報 

   ☆つり人（月刊）･･････････････････････････････････････････････釣りの楽しさを伝える雑誌 

 

 文芸・読書 

   ☆文學界（月刊）･･････････････････････････････････････････日本文学界の代表的な純文学誌 

   ☆群像（月刊）･･････････････････････････････････現代文学の最新の成果を掲載する純文学誌 

   ☆すばる（月刊）･･････････････････････････････････････現代的感覚で編集する柔軟な文芸誌 

   ☆新潮（月刊）････････････････････････････････････････創刊 100 年を超える代表的な文芸誌 

   ☆文藝（季刊）････････････････････････････････････････巨視的に文学をとらえる文芸総合誌 

   ☆オール讀物（月刊）････････････････････････････直木賞発表誌。伝統ある代表的中間小説誌 

   ☆小説新潮（月刊）････････････････････････････････････小説、エッセイを中心とした文芸誌 

  ☆小説現代（月刊）･･････････････････････････････････････作家や新人作家の最新作品を掲載 

   ☆野性時代（月刊）･･････････････････････････････今話題の人の紹介や人気作家の作品を掲載 

♪ 小説すばる（月刊）･･････････････････････････････幅広い読者向けエンタテイメント小説誌 

☆ミステリマガジン（隔月刊）･･････････････海外の傑作や情報を掲載する代表的ミステリー誌 

   ☆ＳＦマガジン（隔月刊）････････････････････････････最新の作品や特集が魅力のＳＦ専門誌 



7 

 

   ☆短歌（月刊）･･････････････････････････････････････････現代短歌を中心とした総合短歌誌 

   ☆俳句（月刊）･･････････････････････････････････…現代俳句を展望する伝統ある総合俳句誌 

   ☆川柳びわこ(月刊) ････････････････････････････････････････川柳会「びわこ番傘」の同人誌 

   ☆現代詩手帖（月刊）････････････････････････････････････････････････････現代詩の総合誌 

☆花藻（月刊）････････････････････････････････････････････････････････････投稿俳句雑誌 

  ♯★滋賀作家（季刊）･･････････････････････････････････････････････滋賀作家クラブの同人誌 

  ♯★滋賀詩人（年１回刊）････････････････････････････････････････････滋賀詩人会議の同人誌 

   ☆歴史街道（月刊）････････････････････････ビジネス感覚でつくる新しいスタイルの歴史雑誌 

  ♪ 歴史人（月刊）･･･････････････････････‥‥‥‥･歴史好きのためのエンターテイメント雑誌 

   ☆本の雑誌（月刊）･･････････････････････････････本好き人間のためのユニークな本の批評誌 

   ☆ダ・ヴィンチ（月刊）･･････････････････････････････分野を問わず話題の本を紹介した雑誌 

   ☆日本児童文学（隔月刊）･･････････････････････児童文学についての新しい情報や作品を紹介 

   ☆子どもと読書（隔月刊）･･････････････････････文庫の仲間たちが編集する子どもと本の雑誌 

☆こどもとしょかん（季刊）････････････････････････子どもと本に関心を持つ人のための雑誌 

☆こどもの図書館（月刊）････････････････････････････････図書館での子どもの読書を考える 

☆子どもの本棚（月刊）･･････････････････････････････････････････････子どもの本の書評誌 

  ♪ この本読んで！（季刊）･･････････････････････････････････････絵本と読み聞かせの情報誌 

☆図書館雑誌（月刊）･･････････････････････････････････････図書館活動の紹介、館界の情報 

☆現代の図書館（季刊）･･････････････････････････図書館を巡る状況を特集形式で取り上げる 

☆一冊の本（月刊）････････････････････････････････朝日新聞社の本の紹介を主にしたＰＲ誌 

   ☆書斎の窓（隔月刊）･･････････････････････････････････有斐閣の本の紹介を主にしたＰＲ誌 

   ☆青春と読書（月刊）･･････････････････････････････････集英社の本の紹介を主にしたＰＲ誌 

   ☆ちくま（月刊）････････････････････････････････････筑摩書房の本の紹介を主にしたＰＲ誌 

  ♪☆図書（月刊）･･････････････････････････････････････岩波書店の本の紹介を主にしたＰＲ誌 

   ☆波（月刊）･･････････････････････････････････････････新潮社の本の紹介を主にしたＰＲ誌 

   ☆本郷（隔月刊）･･････････････････････････････････吉川弘文館の本の紹介を主にしたＰＲ誌 

   ☆本の窓（月刊）･･････････････････････････････････････小学館の本の紹介を主にしたＰＲ誌 

   ☆みすず（月刊）･･････････････････････････････････みすず書房の本の紹介を主にしたＰＲ誌 

   ☆ａｓｔａ［アスタ］（月刊）･････････････････････････ポプラ社の本の紹介を主にしたＰＲ誌 

☆読楽（月刊）･････････････････････････････････････徳間書店の本の紹介を主にしたＰＲ誌 

★ビランジ（年２回刊）･･････････････････････････マンガ文化・児童文化と風俗の評論研究誌 

科学・工学 

  ♪ Ｍｒ．ＰＣ［ミスター.ピーシー］（月刊）･････････････パソコン初心者から活用できる情報誌 

    ♪ 日経ＰＣ２１（月刊）････････････････････「仕事に使うこと」を中心としたパソコン情報誌 

   ☆日経パソコン（月２回刊）･･････････････････主にビジネスマンを対象としたパソコン情報誌 

   ☆Ｎｅｗｔｏｎ［ニュートン］（月刊）･････････････････････科学をビジュアルにとらえた雑誌 

   ☆日経サイエンス（月刊）･･････････････････････････科学の最前線を広く一般向けに語る雑誌 

   ☆発明（月刊）････････････････････････････････日本のモノづくりと知財部を応援する情報誌 

   ☆ナショナルジオグラフィック（月刊）･･････････････地球の素顔を伝えるビジュアルマガジン 
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   ☆ＯＨＭ［オーム］（月刊）･････････････････････････最新技術の紹介を主眼とする総合技術誌 

   ☆ＪＳＴ Ｎｅｗｓ［ジェイエスティ ニュース］（月刊）････科学技術振興機構・発行の情報誌 

   ☆ＦＦＩジャーナル［エフエフアイジャーナル］（季刊）･･･････････食品・食品添加物の研究誌 

   ★ＮＥＣ技報（年２回刊）･･････････････････････････････････････日本電気の研究技術を紹介 

   ★ＣＥＬ［セル］（季刊）････････大阪ｶﾞｽ ｴﾈﾙｷﾞｰ・文化研究所発行。文化、ｴﾈﾙｷﾞｰ､生活を語る 

☆天文ガイド（月刊）････････････････････････････星についての情報を毎月わかりやすく提供 

♪ 鉄道ジャーナル（月刊）････････････････････････････････ 鉄道の将来を考える専門情報誌 

☆鉄道ファン（月刊）････････････････････････････････････････国内の鉄道情報を中心に掲載 

☆航空ファン（月刊）････････････････････････････････････飛行機マニアのための航空情報誌 

自然・動物 

   ☆ＦＲＡＮＥＷＳ［フラニュース］（隔月刊）･････････････････････水産業に関する情報を掲載 

 

芸術・美術・文化 

   ☆美術手帖（隔月刊）･･････････････････････････････････現代アートを中心とした総合美術誌 

♪☆芸術新潮（月刊）･･････････････････････････････････････････････特集形式の美術総合雑誌 

   ☆アイデア（季刊）･･･････････････････…………最先端の作品を紹介する国際的なデザイン誌 

   ☆炎芸術（季刊）････････････････････････････････陶磁器、ガラス器など炎が創る芸術を紹介 

♪☆ＭＯＥ［モエ］（月刊）･･･････････････････････メルヘンをテーマとした絵本、詩などを紹介 

☆墨（隔月刊）････････････････････････････････････････････････････書が楽しくなる情報誌 

☆日本カメラ（月刊）･･････････････････････････････････アマチュア写真家必携のカメラ雑誌 

  ♪ アサヒカメラ（月刊）    2020 年７月号より休刊 

♪ 和樂（隔月刊）･･････････････････････････････････････････････日本文化の入り口マガジン 

♯☆湖国と文化（季刊）･･････････････････････････････････････････････････近江の文化を語る 

☆ギャラリーガイドブック（不定期）･･関西・中部・四国・中国の美術館・博物館などの情報誌 

☆みんぱく（月刊）････････････････････････国立民族学博物館の広報誌。展示物の紹介や解説 

   ☆日本の民芸（隔月刊）････････････････････････日本工芸館発行。様々な角度から民芸を探る 

   ☆日展ニュース（年３回刊）････････････････････････････････････････････日展発行の情報誌 

☆ＨｉｒａｇａｎａＴｉｍｅｓ［ひらがなタイムズ］（月刊）･･･････日英バイリンガルマガジン 

☆アニメージュ（月刊）････････････････････････････････････････････アニメーション情報誌 

 

音楽・映画・演劇 

   ☆音楽の友（月刊）････････････････････クラシックのコンサート情報を中心とした音楽総合誌 

   ☆レコード芸術（月刊）････････････････････････････クラシックのＣＤ・ビデオの総合情報誌 

   ☆ＪａＺＺ ＪＡＰＡＮ ［ジャズ・ジャパン］（月刊）･･･････････････国内外のジャズ情報誌 

☆月刊ピアノ（月刊）･･････････････････････････････････････････････ヒット曲の楽譜が満載 

   ☆みんなのうた（隔月刊）･･････････････････････････････････ＮＨＫ放送の全曲の楽譜を掲載 

   ☆ＣＤジャーナル（季刊）･･････････････････････････各ジャンルのＣＤ・ＤＶＤの新譜を紹介 
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   ☆ＨｉＶｉ［ハイヴィ］（月刊）･･･････････････････････････ＤＶＤやオーディオの情報を紹介 

  ♪ ＳＣＲＥＥＮ［スクリーン］（月刊）･････････････････････邦画・洋画の紹介。映画の総合誌 

☆キネマ旬報（月２回刊）･･････････････････････････邦画・洋画の紹介、批評。映画の総合誌 

☆演劇界（月刊）････････････････････････････美しい写真とともに歌舞伎を楽しむための雑誌 

☆バンドジャーナル（月刊）････････････････････････････吹奏楽・管楽器界を紹介する専門誌 

   ☆ｒｏｃｋｉｎ’ｏｎ[ロッキングオン]（月刊）･･･････････････････････････洋楽ロック情報誌 

幼児・児童 

  ♯☆こどものとも０・１・２（月刊）･･････････････････お母さんから赤ちゃんへ語りかける絵本 

  ♯☆こどものとも－年少版 （月刊）･･････････････････絵本に興味を持ち始める幼い子向け絵本 

♯☆こどものとも－年中向き（月刊）･･････････････････３・４歳に最適の内容を持つお話の絵本 

♯☆こどものとも（月刊）････････････････････････････････････････伝統ある幼児向け物語絵本 

♯☆かがくのとも（月刊）････････････････････････････････････････････････幼児向け科学絵本 

♯☆ちいさなかがくのとも （月刊）････････････････････････････････３・４歳向けの科学絵本 

♯☆たくさんのふしぎ（月刊）････････････････････････････科学絵本｢かがくのとも｣の小学生版 

♪☆子供の科学（月刊）････････････････････工作、自然、天体など科学全般をわかりやすく説明 

☆月刊Ｎｅｗｓがわかる（月刊）･･････････････････････１ヶ月のニュースをわかりやすく整理 

♪ おりがみ（月刊）･･････････････････毎月のその月にちなんだ折紙の折り方などを詳しく紹介 

☆飛ぶ教室（季刊）･････････････････････････････････････････････････････児童文学の総合誌 

その他 

  ♪ 一個人（月刊）……………･･････････････････････････自分の時間を楽しむための情報を提供 

  ♪ ＭEN’Ｓ ＮＯＮ-ＮＯ［メンズノンノ］（月刊）･･･････････････男性向けファッション情報誌 

   ☆ＭEN’S ＣＬＵＢ［メンズクラブ］(月刊)････････････････30～40 代男性向けファッション誌 

   ☆ＭEN’S EX［メンズ・エグゼクティブ］(月刊)･･･････シックで上質な男性向けファッション誌 

  ♪ ＰＨＰ［ピーエイチピー］（月刊）･････････････････････････豊かな人生・幸福を考える雑誌 

  ♪☆ｍｕｎｄｉ［ムンディ］（月刊）･････････････････････････････････国際協力の理解を深める 

   ★防炎ニュース（年３回）･･････････････････････････････････････日本防炎協会発行の情報誌 

   ☆ぼうさい（季刊）････････････････････････････････････････････････内閣府発行の情報誌 

   ☆地域防災（隔月刊）････････････････････････････････････日本防火・防災協会発行の情報誌 

   ★ＴＡＬＫ ＴＡＬＫ［トークトーク］（年１回刊）･････明日の日本を考えるヒューマンネット 

ワークグループ発行の情報誌 

   ☆ＭＡＭＯＲ［マモル］（月刊）･･･････････････････････････国民とともに防衛を考える情報誌 

☆じんけん（月刊） 

   ☆人権と部落問題（月刊） ････････････････････････････････同和問題の解決に向けての雑誌 

   ☆部落解放（月刊） 

♯ ヒューマンライツ（月刊）････････････････････女性差別・民族差別などの解決を考える雑誌 

 ☆週刊新刊全点案内（週刊）････････････････････････････････････････ 新刊書の出版情報誌 

  ♪☆クローバー（季刊）････････････････････････････････････････障がい者のための就職情報誌 

  ♪☆シルバー人材センター（月刊）･･････････シルバー人材センターが発行する高齢者向け情報誌 
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  ♪☆地域づくり（月刊）･･････････････････････････････明日をひらく地域活性化のための情報誌 

 

企業ＰＲ誌 

   ☆ＴＯＴＯ通信（季刊）････････････････････････････････････････････････東陶機器のＰＲ誌 

   ☆Ｂｌｕｅ Ｓｉｇｎａｌ［ブルーシグナル］（隔月刊）･･････････････････ＪＲ西日本のＰＲ誌 

   ☆通信文化（月刊）･･･････････････････････････････････････････････通信文化協会のＰＲ誌 

（＊移動図書館車には、次の雑誌を載せています。（「こどものとも ０・１・２」） 

 

 

 

 

 

新聞 

 ♪☆読売新聞・京都新聞・日本経済新聞（朝・夕） 

  ♪☆朝日新聞・毎日新聞・中日新聞・産経新聞（朝）・スポーツニッポン、リビング滋賀 

   ♪  高校生新聞 

 ☆日刊スポーツ、湖国難聴だより 

 

   ○新聞の保存年限について 

新聞は以下の表の期間保存しています。 

開架室にない新聞は書庫にありますので、職員にお申しつけください。 

紙名 石部図書館 甲西図書館 

朝日新聞 １年 ３年 

京都新聞 １年 ３年 

産経新聞 １年 ３年 

中日新聞 １年 ３年 

日本経済新聞 １年 ３年 

毎日新聞 １年 ３年 

読売新聞 １年 ３年 

スポーツニッポン １年 １年 

日刊スポーツ － １年 

高校生新聞 １年 － 

湖国難聴だより － １年 

リビング滋賀 １年 １年 

 

 

 

 


