
2022．１現在
番号 雑誌名 雑誌ヨミ 出版社 発行の別 ジャンル

1 かがくのとも ｶｶﾞｸﾉﾄﾓ 福音館書店 月刊 幼児
2 こどものとも ｺﾄﾞﾓﾉﾄﾓ 福音館書店 月刊 幼児
3 こどものとも０・１・２ ｺﾄﾞﾓﾉﾄﾓ ｾﾞﾛ･ｲﾁ･ﾆ 福音館書店 月刊 幼児
4 こどものとも（年少版） ｺﾄﾞﾓﾉﾄﾓ ﾈﾝｼｮｳﾊﾞﾝ 福音館書店 月刊 幼児
5 こどものとも（年中向き） ｺﾄﾞﾓﾉﾄﾓ ﾈﾝﾁｭｳﾑｷ 福音館書店 月刊 幼児
6 ちいさなかがくのとも ﾁｲｻﾅｶｶﾞｸﾉﾄﾓ 福音館書店 月刊 幼児
7 この本読んで！ ｺﾉﾎﾝﾖﾝﾃﾞ 出版文化産業振興財団 季刊 幼児
8 子供の科学 ｺﾄﾞﾓﾉｶｶﾞｸ 誠文堂新光社 月刊 児童学習
9 たくさんのふしぎ ﾀｸｻﾝﾉﾌｼｷﾞ 福音館書店 月刊 児童学習
10 婦人画報 ﾌｼﾞﾝｶﾞﾎｳ ハースト婦人画報社 月刊 婦人誌
11 和樂 ﾜﾗｸ 小学館 隔月刊 婦人誌
12 婦人公論 ﾌｼﾞﾝｺｳﾛﾝ 中央公論新社 月２回刊 女性教養
13 ゆうゆう ﾕｳﾕｳ 主婦の友社 月刊 女性教養
14 ＬＥＥ ﾘｰ 集英社 月刊 女性教養
15 クロワッサン ｸﾛﾜｯｻﾝ マガジンハウス 月２回刊 女性一般
16 ｋｕ：ｎｅｌ ｸｳﾈﾙ マガジンハウス 隔月刊 女性一般
17 サヴィー ｻｳﾞｨｰ 京阪神エルマガジン社 月刊 女性一般
18 ＣａｎＣａm ｷｬﾝｷｬﾝ 小学館 月刊 ファッション
19 Story ｽﾄｰﾘｨ 光文社 月刊 ファッション
20 ＶＥＲＹ ｳﾞｪﾘｨ 光文社 月刊 ファッション
21 住まいの設計 ｽﾏｲﾉｾｯｹｲ 扶桑社 隔月刊 リビング
22 おかずのクッキング ｵｶｽﾞﾉｸｯｷﾝｸﾞ テレビ朝日 隔月刊 料理
23 きょうの料理 ｷｮｳﾉﾘｮｳﾘ 日本放送出版協会 月刊 料理
24 きょうの料理ビギナーズ ｷｮｳﾉﾘｮｳﾘﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞ ＮＨＫ出版 月刊 料理
25 安心 ｱﾝｼﾝ マキノ出版 月刊 健康
26 心理臨床の広場 ｼﾝﾘﾘﾝｼｮｳﾉﾋﾛﾊﾞ 日本心理臨床学会 年2回刊 健康
27 きょうの健康 ｷｮｳﾉｹﾝｺｳ 日本放送出版協会 月刊 健康
28 ベビモ ﾍﾞﾋﾞﾓ 主婦の友社 季刊 育児
29 クーヨン ｸｰﾖﾝ クレヨンハウス 月刊 育児
30 プレジデントファミリー ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄﾌｧﾐﾘｰ プレジデント社 季刊 育児
31 NHKガッテン! ｴﾇｴｲﾁｹｰｶﾞｯﾃﾝ 主婦と生活社 季刊 生活一般
32 オレンジページ ｵﾚﾝｼﾞﾍﾟｰｼﾞ オレンジページ 月２回刊 生活一般
33 暮らしの手帖 ｸﾗｼﾉﾃﾁｮｳ 暮らしの手帖社 隔月刊 生活一般
34 毎日が発見 ﾏｲﾆﾁｶﾞﾊｯｹﾝ 角川マガジンズ 月刊 生活一般
35 ALPS ｱﾙﾌﾟｽ 一般財団法人地域社会ライフプラン協会 季刊 生活一般
36 CLASISM ｸﾗｼｽﾞﾑ (株)編集工房XYZ 季刊 生活一般
37 ザ・テレビジョン ｻﾞ･ﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ 角川 月刊 テレビ
38 Wan ﾜﾝ 緑書房 隔月刊 ペット
39 モノ・マガジン ﾓﾉ･ﾏｶﾞｼﾞﾝ ワールドフォトプレス 月２回刊 ヤング
40 メンズノンノ ﾒﾝｽﾞﾉﾝﾉ 集英社 月刊 男性ファッション
41 一個人 ｲｯｺｼﾞﾝ ﾍﾞｽﾄｾﾗｰｽﾞ 季刊 総合
42 週刊朝日 ｼｭｳｶﾝｱｻﾋ 朝日新聞社 週刊 総合
43 週刊新潮 ｼｭｳｶﾝｼﾝﾁｮｳ 新潮社 週刊 総合
44 週刊文春 ｼｭｳｶﾝﾌﾞﾝｼｭﾝ 文藝春秋 週刊 総合
45 ＰＨＰ ﾋﾟｰｴｯﾁﾋﾟｰ ＰＨＰ研究所 月刊 総合
46 文藝春秋 ﾌﾞﾝｹﾞｲｼｭﾝｼﾞｭｳ 文藝春秋 月刊 総合
47 歴史人 ﾚｷｼｼﾞﾝ ｋｋベストセラーズ 月刊 総合
48 市政 ｼｾｲ 財団法人全国市町村会館 月刊 総合
49 すてきにハンドメイド ｽﾃｷﾆﾊﾝﾄﾞﾒｲﾄﾞ 日本放送出版協会 月刊 総合
50 ＭＯＥ（モエ） ﾓｴ 白泉社 月刊 文芸
51 小説すばる ｼｮｳｾﾂｽﾊﾞﾙ 集英社 月刊 小説
52 NHK俳句 ｴﾇｴｯﾁｹｰﾊｲｸ ＮＨＫ出版 月刊 随筆・短歌・俳句
53 図書(岩波書店) ﾄｼｮ 岩波書店 月刊 情報・PR
54 シルバー人材センター ｼﾙﾊﾞｰｼﾞﾝｻﾞｲｾﾝﾀｰ ｼﾙﾊﾞｰ人材センター事業協会 月刊 情報・PR
55 読楽 ﾄﾞｸﾗｸ 徳間書店 月間 情報・PR
56 通信文化 ﾂｳｼﾝﾌﾞﾝｶ 通信文化協会 月刊 情報・PR
57 将棋講座 ｼｮｳｷﾞｺｳｻﾞ 日本放送出版協会 月刊 趣味一般
58 猫ぐらし ﾈｺｸﾞﾗｼ アスペクト 季刊 趣味一般
59 囲碁講座 ｲｺﾞｺｳｻﾞ 日本放送出版協会 月刊 趣味一般
60 おりがみ ｵﾘｶﾞﾐ 日本折紙協会 月刊 趣味一般
61 ゴルフダイジェスト ｺﾞﾙﾌﾀﾞｲﾞｼｪｽﾄ ゴルフダイジェスト社 月刊 スポーツ
62 相撲 ｽﾓｳ ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝ社 月刊 スポーツ
63 ベースボールマガジン ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝ ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝ社 隔月刊 スポーツ
64 レイクスマガジン ﾚｲｸｽﾏｶﾞｼﾞﾝ 株式会社滋賀ﾚｲｸｽﾀｰｽﾞ 月刊 スポーツ
65 月刊自家用車 ｹﾞｯｶﾝｼﾞｶﾖｳｼｬ 内外出版社 月刊 モーター

石部図書館で読んでいただける雑誌



66 モーターマガジン ﾓｰﾀｰﾏｶﾞｼﾞﾝ モーターマガジン社 月刊 モーター
67 バイクジン ﾊﾞｲｸｼﾞﾝ 枻出版社 月刊 モーター
68 ＪＲ時刻表 ｼﾞｴｲｱｰﾙｼﾞｺｸﾋｮｳ 交通新聞社 月刊 旅・鉄道
69 鉄道ジャーナル ﾃﾂﾄﾞｳｼﾞｬｰﾅﾙ 鉄道ジャーナル社 月刊 旅・鉄道
70 ノジュール ﾉｼﾞｭｰﾙ ＪＴＢパブリッシング 月刊 旅・鉄道
71 おでかけmoa ｵﾃﾞｶｹ　ﾓｱ ㈱インデンクリエイティブ 月刊 旅・鉄道
72 芸術新潮 ｹﾞｲｼﾞｭﾂｼﾝﾁｮｳ 新潮社 月刊 芸術・カメラ
73 CAPA ｷｬﾊﾟ 学研プラス 月刊 芸術・カメラ
74 湖国と文化 ｺｺｸﾄﾌﾞﾝｶ 滋賀県文化振興事業団 季刊 芸術・カメラ
75 スクリーン ｽｸﾘｰﾝ 近代映画社 月刊 芸能・音楽
76 趣味の園芸 ｼｭﾐﾉｴﾝｹﾞｲ 日本放送出版協会 月刊 園芸
77 趣味の園芸　やさいの時間 ﾔｻｲﾉｼﾞｶﾝ 日本放送出版協会 隔月刊 園芸
78 岳人 ｶﾞｸｼﾞﾝ 東京新聞出版局 月刊 アウトドア・釣り
79 ＢＥ－ＰＡＬ〔ビーパル〕 ﾋﾞｰﾊﾟﾙ 小学館 月刊 アウトドア・釣り
80 フィッシング･カフェ ﾌｨｼﾝｸﾞ･ｶﾌｪ ㈱シマノ 季刊 アウトドア・釣り
81 ダイヤモンド ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ ダイヤモンド社 週刊 法律・経済
82 日経トレンディ ﾆｯｹｲﾄﾚﾝﾃﾞｨ 日本経済新聞社 月刊 社会時局
83 日経ＰＣ２１ ﾆｯｹｲﾋﾟｰｼｰ 日本経済新聞社 月刊 工学・パソコン
84 Ｍｒ．ＰＣ ﾐｽﾀｰﾋﾟｰｼｰ 晋遊舎 季刊 工学・パソコン
85 ｍｕｎｄｉ ﾑﾝﾃﾞｨ 国際協力機構 隔月刊 その他専門誌
86 ヒューマンライツ ﾋｭｰﾏﾝﾗｲﾂ 部落解放人権研究所 月刊 その他専門誌
87 地域づくり ﾁｲｷﾂﾞｸﾘ 財団法人地域活性化センター 月刊 その他専門誌

2022.１現在
番号 雑誌名 雑誌ヨミ 出版社 発行の別 ジャンル

1 かがくのとも ｶｶﾞｸﾉﾄﾓ 福音館書店 月刊 幼児
2 こどものとも０･１･２ ｺﾄﾞﾓﾉﾄﾓ ｾﾞﾛ･ｲﾁ･ﾆ 福音館書店 月刊 幼児
3 こどものともｰ年少版 ｺﾄﾞﾓﾉﾄﾓ ﾈﾝｼｮｳﾊﾞﾝ 福音館書店 月刊 幼児
4 こどものともｰ年中向き ｺﾄﾞﾓﾉﾄﾓ ﾈﾝﾁｭｳﾑｷ 福音館書店 月刊 幼児
5 こどものとも（年長） ｺﾄﾞﾓﾉﾄﾓ ﾈﾝﾁｮｳ 福音館書店 月刊 幼児
6 ちいさなかがくのとも ﾁｲｻﾅｶｶﾞｸﾉﾄﾓ 福音館書店 月刊 幼児
7 宇宙のとびら ｳﾁｭｳﾉﾄﾋﾞﾗ 日本宇宙少年団（YAC） 季刊 幼年
8 月刊Ｎｅｗｓがわかる ｹﾞｯｶﾝﾆｭｰｽｶﾞﾜｶﾙ 毎日新聞社 月刊 中学学習
9 子供の科学 ｺﾄﾞﾓﾉｶｶﾞｸ 誠文堂新光社 月刊 児童学習
10 たくさんのふしぎ ﾀｸｻﾝﾉﾌｼｷﾞ 福音館書店 月刊 児童学習
11 ニコラ ニコラ 新潮社 月刊 ティーンズ
12 美しいキモノ ｳﾂｸｼｲｷﾓﾉ 講談社 季刊 婦人誌
13 家庭画報 ｶﾃｲｶﾞﾎｳ 世界文化社 月刊 婦人誌
14 婦人之友 ﾌｼﾞﾝﾉﾄﾓ 婦人之友社 月刊 婦人誌
15 ハルメク ﾊﾙﾒｸ (株)ハルメク 月刊 婦人誌
16 ＆premium ｱﾝﾄﾞﾌﾟﾚﾐｱﾑ マガジンハウス 月刊 女性教養
17 エクラ ｴｸﾗ 集英社 月刊 女性教養
18 日経ＷＯＭＡＮ ﾆｯｹｲｳｰﾏﾝ 日経BP社 月刊 女性教養
19 婦人公論 ﾌｼﾞﾝｺｳﾛﾝ 中央公論新社 月２回刊 女性教養
20 ＬＥＥ ﾘｰ 集英社 月刊 女性教養
21 リンネル ﾘﾝﾈﾙ 宝島社 月刊 女性教養
22 ﾐｾｽのｽﾀｲﾙﾌﾞｯｸ ﾐｾｽﾉｽﾀｲﾙﾌﾞｯｸ 文化出版局 季刊 服飾
23 レディブティック ﾚﾃﾞｨﾌﾞﾃｨｯｸ ブテック社 月刊 服飾
24 ar ｱｰﾙ 主婦と生活社 月刊 女性一般
25 ａｎ・ａｎ ｱﾝｱﾝ マガジンハウス 週刊 女性一般
26 クロワッサン ｸﾛﾜｯｻﾝ マガジンハウス 月２回刊 女性一般
27 HERS ﾊｰｽﾞ 光文社 季刊 ファッション
28 InRed ｲﾝﾚｯﾄﾞ 宝島社 月刊 ファッション
29 Ｗｉｔｈ ｳｲｽﾞ 講談社 月刊 ファッション
30 ＣＬＡＳＳＹ〔クラッシィ〕 ｸﾗｯｼｨ 光文社 月刊 ファッション
31 装苑〔ソーエン〕 ｿｰｴﾝ 文化出版局 隔月刊 ファッション
32 ｎｏｎ・ｎｏ ﾉﾝﾉ 集英社 月刊 ファッション
33 ｍｉｎｉ ﾐﾆ 宝島社 月刊 ファッション
34 ＭＯＲＥ ﾓｱ 集英社 月刊 ファッション
35 VoCE ｳﾞｫｰﾁｪ 講談社 月刊 ビューティー
36 住まいの設計 ｽﾏｲﾉｾｯｹｲ 扶桑社 隔月刊 リビング
37 月刊ハウジング ｹﾞｯｶﾝﾊｳｼﾞﾝｸﾞ リクルート 月刊 リビング
38 しびる ｼﾋﾞﾙ 日本建設業連合会関西支部 年１回 リビング
39 栄養と料理 ｴｲﾖｳﾄﾘｮｳﾘ 女子栄養大学出版部 月刊 料理
40 きょうの料理 ｷｮｳﾉﾘｮｳﾘ 日本放送出版協会 月刊 料理
41 明日の友 ｱｽﾉﾄﾓ 婦人之友社 隔月刊 健康
42 きょうの健康 ｷｮｳﾉｹﾝｺｳ 日本放送出版協会 月刊 健康
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43 壮快 ｿｳｶｲ マキノ出版 月刊 健康
44 からだにいいこと ｶﾗﾀﾞﾆｲｲｺﾄ 世界文化社 隔月刊 健康
45 食べもの通信 ﾀﾍﾞﾓﾉﾂｳｼﾝ 食べもの通信社 月刊 健康
46 たまごクラブ ﾀﾏｺﾞｸﾗﾌﾞ ﾍﾞﾈｯｾｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 月刊 育児
47 母の友 ﾊﾊﾉﾄﾓ 福音館書店 月刊 育児
48 ひよこクラブ ﾋﾖｺｸﾗﾌﾞ ﾍﾞﾈｯｾｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 月刊 育児
49 育てる ｿﾀﾞﾃﾙ (財)育てる会 月刊 育児
50 暮しの手帖 ｸﾗｼﾉﾃﾁｮｳ 暮しの手帖社 隔月刊 生活一般
51 オレンジページ ｵﾚﾝｼﾞﾍﾟｰｼﾞ オレンジページ 月２回刊 生活一般
52 うかたま ｳｶﾀﾏ 農山漁村文化協会 季刊 生活一般
53 ＥＳＳＥ〔エッセ〕 ｴｯｾ 扶桑社 月刊 生活一般
54 かぞくのじかん ｶｿﾞｸﾉｼﾞｶﾝ 婦人之友社 季刊 生活一般
55 サンキュ ｻﾝｷｭ ﾍﾞﾈｯｾｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 月刊 生活一般
56 すてきにハンドメイド ｽﾃｷﾆﾊﾝﾄﾞﾒｲﾄﾞ 日本放送出版協会 月刊 生活一般
57 天然生活 ﾃﾝﾈﾝｾｲｶﾂ 扶桑社 月刊 生活一般
59 Ｍａｒｔ ﾏｰﾄ 光文社 月刊 生活一般
60 レタスクラブ ﾚﾀｽｸﾗﾌﾞ 角川SSｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 月刊 生活一般
61 モダンリビング ﾓﾀﾞﾝﾘﾋﾞﾝｸﾞ ｱｼｪｯﾄ婦人画報社 隔月刊 生活一般
62 チェキポン ﾁｪｷﾎﾟﾝ （株）チェキポン 月刊 生活一般
63 ALPS ｱﾙﾌﾟｽ 一般財団法人地域社会ライフプラン協会 季刊 生活一般
64 CLASISM ｸﾗｼｽﾞﾑ (株)編集工房XYZ 季刊 生活一般
65 Tvnavi ﾃﾚﾋﾞﾅﾋﾞ 産経新聞出版 月刊 テレビ
66 ＡＥＲＡｗｉｔｈＫｉｄｓ［アエラウィズキッズ］ ｱｴﾗｳｨｽﾞｷｯｽﾞ 朝日新聞出版 季刊 家庭教育誌
67 事業構想 ｼﾞｷﾞｮｳｺｳｿｳ 事業構想大学院大学 隔月刊 ビジネス
68 ＷＥＤＧＥ ｳｴｯｼﾞ ㈱ウェッジ 月刊 ビジネス
69 モノ・マガジン ﾓﾉ･ﾏｶﾞｼﾞﾝ ﾜｰﾙﾄﾞﾌｫﾄﾌﾟﾚｽ 月２回刊 ヤング
70 メンズクラブ ﾒﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ ハースト婦人画報社 月刊 男性ファッション
71 ＡＥＲＡ［アエラ］ ｱｴﾗ 朝日新聞出版 週刊 総合
72 歴史街道 ﾚｷｼｶｲﾄﾞｳ PHP研究所 月刊 総合
74 プレジデント ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ プレジデント社 月２回刊 総合
75 ＣａｓａＢＲＵＴＵＳ ｶｰｻﾌﾞﾙｰﾀｽ マガジンハウス 月刊 総合
76 MAMOR ﾏﾓﾙ 防衛省 月刊 総合
77 サライ ｻﾗｲ 小学館 月刊 総合
78 サンデー毎日 ｻﾝﾃﾞｰﾏｲﾆﾁ 毎日新聞社 週刊 総合
79 週刊朝日 ｼｭｳｶﾝｱｻﾋ 朝日新聞出版 週刊 総合
80 週刊金曜日 ｼｭｳｶﾝｷﾝﾖｳﾋﾞ 金曜日 週刊 総合
81 週刊新潮 ｼｭｳｶﾝｼﾝﾁｮｳ 新潮社 週刊 総合
82 週刊文春 ｼｭｳｶﾝﾌﾞﾝｼｭﾝ 文藝春秋 週刊 総合
83 正論 ｾｲﾛﾝ 産経新聞社 月刊 総合
84 世界 ｾｶｲ 岩波書店 月刊 総合
85 ダ・ヴィンチ ﾀﾞ･ｳﾞｨﾝﾁ ﾒﾃﾞｨｱﾌｧｸﾄﾘｰ 月刊 総合
86 中央公論 ﾁｭｳｵｳｺｳﾛﾝ 中央公論新社 月刊 総合
87 ブルータス ﾌﾞﾙｰﾀｽ マガジンハウス 月2回刊 総合
88 文藝春秋 ﾌﾞﾝｹﾞｲｼｭﾝｼﾞｭｳ 文藝春秋 月刊 総合
89 アジェンダ ｱｼﾞｪﾝﾀﾞ アジェンダ・プロジェクト 季刊 総合
90 市政 ｼｾｲ 公益財団法人全国市長会館 月刊 総合
91 毎日フォーラム ﾏｲﾆﾁﾌｫｰﾗﾑ 毎日新聞社 月刊 総合
92 ｉｉｃｈｉｋｏ ｲｲﾁｺ 三和酒類㈱ 季刊 総合
93 月刊 広報 ｺｳﾎｳ 日本広報協会 月刊 総合
94 総務省 ｿｳﾑｼｮｳ 総務省 広報室 月刊 総合
95 ファイナンス ﾌｧｲﾅﾝｽ 財務省 月刊 総合
96 まちむら ﾏﾁﾑﾗ (財)あしたの日本を創る協会 季刊 総合
97 みーな ﾐｰﾅ 長浜み～な協会 季刊 総合
73 ニューズウィーク日本版 ﾆｭｰｽﾞｳｨｰｸﾆﾎﾝﾊﾞﾝ 阪急ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 週刊 総合
99 日本児童文学 ﾆﾎﾝｼﾞﾄﾞｳﾌﾞﾝｶﾞｸ 小峰書店 隔月刊 文芸
100 群像 ｸﾞﾝｿﾞｳ 講談社 月刊 文芸
101 現代詩手帖 ｹﾝﾞﾀﾞｲｼﾃﾁｮｳ 思潮社 月刊 文芸
102 新潮 ｼﾝﾁｮｳ 新潮社 月刊 文芸
103 すばる ｽﾊﾞﾙ 集英社 月刊 文芸
104 文學界 ﾌﾞﾝｶﾞｸｶｲ 文藝春秋 月刊 文芸
105 文藝 ﾌﾞﾝｹﾞｲ 河出書房新社 季刊 文芸
106 ＭＯＥ〔モエ〕 ﾓｴ 白泉社 月刊 文芸
107 月刊 子どもの本棚 ｹﾞｯｶﾝｺﾄﾞﾓﾉﾎﾝﾀﾞﾅ 日本子どもの本研究会 月刊 文芸
108 こどもの図書館 ｺﾄﾞﾓﾉﾄｼｮｶﾝ 児童図書館研究会 月刊 文芸
109 ビランジ ﾋﾞﾗﾝｼﾞ 竹内オサム 年２刊 文芸
110 子どもと読書 ｺﾄﾞﾓﾄﾄﾞｸｼｮ 親子読書地域文庫全国連絡会 隔月刊 文芸
111 こどもとしょかん ｺﾄﾞﾓﾄﾄｼｮｶﾝ 東京子ども図書館 季刊 文芸
112 飛ぶ教室 ﾄﾌﾞｷｮｳｼﾂ 光村図書 季刊 文芸
113 みんなの図書館 ﾐﾝﾅﾉﾄｼｮｶﾝ 教育史料出版会 月刊 文芸
115 ＳＦマガジン ｴｽｴﾌﾏｶﾞｼﾞﾝ 早川書房 隔月刊 小説
116 オール讀物 ｵｰﾙﾖﾐﾓﾉ 文藝春秋 月刊 小説



117 小説現代 ｼｮｳｾﾂｹﾞﾝﾀﾞｲ 講談社 月刊 小説
118 小説新潮 ｼｮｳｾﾂｼﾝﾁｮｳ 新潮社 月刊 小説
119 ミステリマガジン ﾐｽﾃﾘﾏｶﾞｼﾞﾝ 早川書房 隔月刊 小説
120 短歌 ﾀﾝｶ 角川学芸出版 月刊 随筆・短歌・俳句
121 俳句 ﾊｲｸ 角川学芸出版 月刊 随筆・短歌・俳句
122 川柳びわこ ｾﾝﾘｭｳﾋﾞﾜｺ びわこ番傘川柳会 月刊 随筆・短歌・俳句
123 花藻 ﾊﾅﾓ 花藻社 月刊 随筆・短歌・俳句
124 滋賀作家 ｼｶﾞｻｯｶ 滋賀作家クラブ 季刊 随筆・短歌・俳句
125 滋賀詩人 ｼｶﾞｼｼﾞﾝ 滋賀詩人会議 年１回 随筆・短歌・俳句
126 青春と読書(集英社) ｾｲｼｭﾝﾄﾄﾞｸｼｮ 集英社 月刊 情報・ＰＲ
128 図書(岩波書店) ﾄｼｮ 岩波書店 月刊 情報・ＰＲ
129 波(新潮社) ﾅﾐ 新潮社 月刊 情報・ＰＲ
130 ちくま(筑摩書房) ﾁｸﾏ 筑摩書房 月刊 情報・ＰＲ
131 アスタ(ﾎﾟﾌﾟﾗ社) ｱｽﾀ ポプラ社 季刊 情報・ＰＲ
132 一冊の本(朝日新聞社) ｲｯｻﾂﾉﾎﾝ 朝日新聞社 月刊 情報・ＰＲ
133 書斎の窓(有斐閣) ｼｮｻｲﾉﾏﾄﾞ 有斐閣 隔月刊 情報・ＰＲ
134 通信文化 ﾂｳｼﾝﾌﾞﾝｶ 通信文化協会 月刊 情報・PR
135 ＴＯＴＯ通信 ﾄｰﾄｰﾂｳｼﾝ ＴＯＴＯ出版 季刊 情報・PR
136 ＢＯＯＫＭＡＲＫ ﾌﾞｯｸﾏｰｸ ㈱ライブラリー・アド・サービス 季刊 情報・PR
137 ＢＬＵＥ ＳＩＧＮＡＬ ﾌﾞﾙｰｼｸﾞﾅﾙ ＪＲ西日本 隔月刊 情報・PR
138 本郷 ﾎﾝｺﾞｳ ㈱吉川弘文館 隔月刊 情報・PR
139 読楽 ﾄﾞｸﾗｸ 徳間書店 月間 情報・ＰＲ
140 本の雑誌 ﾎﾝﾉｻﾞｯｼ 本の雑誌社 月刊 情報・ＰＲ
141 Ｐｅｎ ﾍﾟﾝ 阪急ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 月２回刊 ライフスタイル
142 あまから手帖 ｱﾏｶﾗﾃﾁｮｳ クリエテ関西 月刊 趣味一般
143 航空ファン ｺｳｸｳﾌｧﾝ 文林堂 月刊 趣味一般
144 碁ワールド ｺﾞﾜｰﾙﾄﾞ 日本棋院 月刊 趣味一般
145 なごみ ﾅｺﾞﾐ 淡交社 月刊 趣味一般
146 猫びより ﾈｺﾋﾞﾖﾘ 日本出版社 隔月刊 趣味一般
147 ラジオ深夜便 ﾗｼﾞｵｼﾝﾔﾋﾞﾝ NHK出版 月刊 趣味一般
148 Ｌｅａｆ ﾘｰﾌ ﾘｰﾌﾊﾟﾌﾞﾘｹｰｼｮﾝｽﾞ 月刊 趣味一般
192 将棋世界 ｼｮｳｷﾞｾｶｲ 毎日ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 月刊 趣味一般
193 いぬのきもち ｲﾇﾉｷﾓﾁ ベネッセコーポレーシヨン 月刊 趣味一般
149 近代柔道 ｷﾝﾀﾞｲｼﾞｭｳﾄﾞｳ ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝ社 月刊 スポーツ
150 月刊バスケットボール ｹﾞｯｶﾝﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 日本文化出版 月刊 スポーツ
151 月刊バレーボール ｹﾞｯｶﾝﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 日本文化出版 月刊 スポーツ
152 剣道日本 ｹﾝﾄﾞｳﾆﾎﾝ ㈱剣道日本 月刊 スポーツ
153 サイクルスポーツ ｻｲｸﾙｽﾎﾟｰﾂ 八重洲出版 月刊 スポーツ
154 サッカーマガジン　 ｻｯｶｰﾏｶﾞｼﾞﾝ　 ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝ社 月刊 スポーツ
155 週刊パーゴルフ ｼｭｳｶﾝﾊﾟｰｺﾞﾙﾌ 学習研究社 週刊 スポーツ
156 週刊ベースボール ｼｭｳｶﾝﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙ ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝ社 週刊 スポーツ
157 ソフトテニスマガジン ｿﾌﾄﾃﾆｽﾏｶﾞｼﾞﾝ ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝ社 月刊 スポーツ
158 卓球王国 ﾀｯｷｭｳｵｳｺｸ 卓球王国 月刊 スポーツ
159 テニスマガジン ﾃﾆｽﾏｶﾞｼﾞﾝ ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝ社 季刊 スポーツ
160 バドミントンマガジン ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝﾏｶﾞｼﾞﾝ ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝ社 月刊 スポーツ
161 ボクシング・マガジン ﾎﾞｸｼﾝｸﾞﾏｶﾞｼﾞﾝ ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝ社 月刊 スポーツ
162 山と渓谷 ﾔﾏﾄｹｲｺｸ 山と渓谷社 月刊 スポーツ
163 ﾗｸﾞﾋﾞｰﾏｶﾞｼﾞﾝ ﾗｸﾞﾋﾞｰﾏｶﾞｼﾞﾝ ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝ社 月刊 スポーツ
164 ランナーズ ﾗﾝﾅｰｽﾞ ランナーズ 月刊 スポーツ
165 陸上競技マガジン ﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞﾏｶﾞｼﾞﾝ ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝ社 月刊 スポーツ
166 Ｎｕｍｂｅｒ ﾅﾝﾊﾞｰ 文藝春秋 隔週刊 スポーツ
167 レイクスマガジン ﾚｲｸｽﾏｶﾞｼﾞﾝ 株式会社滋賀ﾚｲｸｽﾀｰｽﾞ 月刊 スポーツ
168 月刊自家用車 ｹﾞｯｶﾝｼﾞｶﾖｳｼｬ 内外出版社 月刊 モーター
169 オートバイ ｵｰﾄﾊﾞｲ ﾓｰﾀｰﾏｶﾞｼﾞﾝ社 月刊 モーター
170 ドライバー ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ 八重洲出版 月刊 モーター
171 ＣＧ ｶｰｸﾞﾗﾌｨｯｸ 二玄社 月刊 モーター
172 おでかけmoa ｵﾃﾞｶｹﾓｱ ㈱インデンクリエイティブ 月刊 旅・鉄道
173 ひととき ﾋﾄﾄｷ ㈱ウェッジ 月刊 旅・鉄道
174 ＪＴＢ時刻表 ｼﾞｪｰﾃｨｰﾋﾞｰｼﾞｺｸﾋｮｳ JTBﾊﾟﾌﾟﾘｯｼﾝｸﾞ 月刊 旅・鉄道
175 旅の手帖 ﾀﾋﾞﾉﾃﾁｮｳ 交通新聞社 月刊 旅・鉄道
176 鉄道ファン ﾃﾂﾄﾞｳﾌｧﾝ 機芸出版社 月刊 旅・鉄道
177 翼の王国 ﾂﾊﾞｻﾉｵｳｺｸ ANAロジスティックサービス 月刊 旅・鉄道
178 西Navi ﾆｼﾅﾋﾞ JR西日本 月刊 旅・鉄道
179 アイデア ｱｲﾃﾞｱ 誠文堂新光社 季刊 芸術・カメラ
180 芸術新潮 ｹﾞｲｼﾞｭﾂｼﾝﾁｮｳ 新潮社 月刊 芸術・カメラ
181 墨 ｽﾐ 芸術新聞社 隔月刊 芸術・カメラ
182 日本カメラ ﾆﾎﾝｶﾒﾗ 日本カメラ社 月刊 芸術・カメラ
183 美術手帖 ﾋﾞｼﾞｭﾂﾃﾁｮｳ 芸術出版社 隔月刊 芸術・カメラ
184 ギャラリーガイドブック ｷﾞｬﾗﾘｰｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ （有）アートエキスプレス 不定期 芸術・カメラ
185 湖国と文化 ｺｺｸﾄﾌﾞﾝｶ 滋賀県文化振興事業団 季刊 芸術・カメラ
188 日本の民芸 ﾆﾎﾝﾉﾐﾝｹﾞｲ 日本工芸館 隔月刊 芸術・カメラ



189 みんぱく ﾐﾝﾊﾟｸ 国立民族学博物館 月刊 芸術・カメラ
190 炎芸術 ﾎﾉｵｹﾞｲｼﾞｭﾂ 阿部出版 季刊 芸術・カメラ
187 日展ニュース ﾆｯﾃﾝﾆｭｰｽ 社団法人　日展 不定期 芸術・カメラ
191 アニメージュ ｱﾆﾒｰｼﾞｭ 徳間書店 月刊 ゲーム・アニメ
194 みんなのうた ﾐﾝﾅﾉｳﾀ 日本放送出版協会 隔月刊 音楽・芸能
195 演劇界 ｴﾝｹﾞｷｶｲ 演劇出版社 月刊 芸能・音楽
196 音楽の友 ｵﾝｶﾞｸﾉﾄﾓ 音楽之友社 月刊 芸能・音楽
197 キネマ旬報 ｷﾈﾏｼｭﾝﾎﾟｳ キネマ旬報社 月２回刊 芸能・音楽
198 ＣＤジャーナル ｼｰﾃﾞｨｰｼﾞｬｰﾅﾙ 音楽出版社 季刊 芸能・音楽
199 JAZZ  JAPAN ｼﾞｬｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ ヤマハ 月刊 芸能・音楽
200 ＨｉＶｉ〔ハイヴィ〕 ﾊｲｳﾞｨ ステレオサウンド 月刊 芸能・音楽
201 バンドジャーナル ﾊﾞﾝﾄﾞｼﾞｬｰﾅﾙ 音楽之友社 月刊 芸能・音楽
202 月刊Piano ﾋﾟｱﾉ ヤマハ 月刊 芸能・音楽
203 レコード芸術 ﾚｺｰﾄﾞｹﾞｲｼﾞｭﾂ 音楽之友社 月刊 芸能・音楽
204 ｒｏｋｋｉｎｎｇ’ｏｎ ﾛｯｷﾝｸﾞｵﾝ ロッキングオン 月刊 芸能・音楽
205 園芸ガイド ｴﾝｹﾞｲｶﾞｲﾄﾞ 主婦の友社 季刊 園芸
206 ガーデン＆ガーデン ｶﾞｰﾃﾞﾝｱﾝﾄﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ エフジー武蔵 季刊 園芸
207 やさい畑 ﾔｻｲﾊﾞﾀｹ 家の光協会 隔月刊 園芸
208 家の光 ｲｴﾉﾋｶﾘ 家の光協会 月刊 園芸
209 趣味の園芸 ｼｭﾐﾉｴﾝｹﾞｲ 日本放送出版協会 月刊 園芸
210 園芸新知識 ﾀｷｲ最前線 ｴﾝｹﾞｲｼﾝﾁｼｷﾀｷｲｻｲｾﾞﾝｾﾝ タキイ種苗㈱ 年2回 園芸
211 園芸新知識 はなとやさい ｴﾝｹﾞｲｼﾝﾁｼｷﾊﾅﾄﾔｻｲ タキイ種苗㈱ 月刊 園芸
212 つり人 ﾂﾘﾋﾞﾄ つり人社 月刊 アウトドア・釣り
213 ＢＥ－ＰＡＬ〔ビーパル〕 ﾋﾞｰﾊﾟﾙ 小学館 月刊 アウトドア・釣り
214 フィッシング･カフェ ﾌｨｼﾝｸﾞ･ｶﾌｪ ㈱シマノ 季刊 アウトドア・釣り
262 ＫＡＺＩ〔カジ〕 ｶｼﾞ 舵社 月刊 アウトドア・釣り
216 Ｈｉｒ＠ｇａｎａ　Ｔｉｍｅｓ ﾋﾗｶﾞﾅﾀｲﾑｽﾞ ヤック企画 月刊 語学
217 社会教育 ｼｬｶｲｷｮｳｲｸ 全日本社会教育連合会 月刊 教育
218 先端教育 ｾﾝﾀﾝｷｮｳｲｸ 先端教育機構出版社 月刊 教育
219 日本教育 ﾆﾎﾝｷｮｳｲｸ 公益財団法人　日本教育会 月刊 教育
215 日経マネー ﾆｯｹｲﾏﾈｰ 日経BP社 月刊 法律・経済
220 ダイヤモンド ｼｭｳｶﾝﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ ダイヤモンド社 週刊 法律・経済
221 週刊東洋経済 ｼｭｳｶﾝﾄｳﾖｳｹｲｻﾞｲ 東洋経済新報社 週刊 法律・経済
222 エコノミスト ｴｺﾉﾐｽﾄ 毎日新聞社 週刊 法律・経済
223 ジュリスト ｼﾞｭﾘｽﾄ 有斐閣 月刊 法律・経済
224 時の法令 ﾄｷﾉﾎｳﾚｲ 朝陽会 月２回刊 法律・経済
225 判例時報 ﾊﾝﾚｲｼﾞﾎｳ 判例時報社 月３回刊 法律・経済
226 ガバナンス ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ ぎょうせい 月刊 社会時局
227 人権と部落問題 ｼﾞﾝｹﾝﾄﾌﾞﾗｸﾓﾝﾀﾞｲ 部落問題研究所 月刊 社会時局
228 日経トレンディ ﾆｯｹｲﾄﾚﾝﾃﾞｨ 日経BP社 月刊 社会時局
229 部落解放 ﾌﾞﾗｸｶｲﾎｳ 解放出版社 月刊 社会時局
230 メディア展望 ﾒﾃﾞｨｱﾃﾝﾎﾞｳ 公益財団法人　新聞通信調査会 月刊 社会時局
235 ＦＲＡＮＥＷＳ ﾌﾗﾆｭｰｽ 独立行政法人水産総合研究センター 隔月刊 自然科学
237 JST News ｼﾞｴｽﾃｲﾆｭｰｽ 独立行政法人　科学技術振興機構 月刊 自然科学
231 ナショナルジオグラフィック ﾅｼｮﾅﾙｼﾞｵｸﾞﾗﾌｨｯｸ ﾅｼｮﾅﾙｼﾞｵｸﾞﾗﾌｨｯｸ協会 月刊 自然科学
232 天文ガイド ﾃﾝﾓﾝｶﾞｲﾄﾞ 誠文堂新光社 月刊 自然科学
233 日経サイエンス ﾆｯｹｲｻｲｴﾝｽ 日経サイエンス社 月刊 自然科学
236 ＦＦＩジャーナル ｴﾌｴﾌｱｲｼﾞｬｰﾅﾙ 三栄源ｴﾌ･ｴﾌ･ｱｲ㈱ 季刊 自然科学
234 Ｎｅｗｔｏｎ〔ニュートン〕 ﾆｭｰﾄﾝ ニュートン プレス 月刊 自然科学
238 ＯＨＭ〔オーム〕 ｵｰﾑ オーム社 月刊 工学・パソコン
239 日経パソコン ﾆｯｹｲﾊﾟｿｺﾝ 日経BP社 隔週刊 工学・パソコン
240 新建築 ｼﾝｹﾝﾁｸ 新建築社 月刊 工学・パソコン
241 ＮＥＣ技報 ｴﾇｲｼｰｷﾞﾎｳ 日本電気㈱ 年３回 工学・パソコン
242 ＣＥＬ ｼｴﾙ (大阪ｶﾞｽ)ｴﾈﾙｷﾞｰ･文化研究所 季刊 工学・パソコン
244 図書館雑誌 ﾄｼｮｶﾝｻﾞｯｼ 公益財団法人日本図書館協会 月刊 その他専門誌
245 現代の図書館 ｹﾞﾝﾀﾞｲﾉﾄｼｮｶﾝ 公益財団法人日本図書館協会 季刊 その他専門誌
246 図書館界 ﾄｼｮｶﾝｶｲ 公益財団法人日本図書館協会 隔月刊 その他専門誌
247 現代農業 ｹﾞﾝﾀﾞｲﾉｳｷﾞｮｳ 農山漁村文化協会 月刊 その他専門誌
248 みすず(みすず書房) ﾐｽｽﾞ みすず書房 月刊 その他専門誌
249 思想 ｼｿｳ 岩波書店 月刊 その他専門誌
250 農耕と園藝 ﾉｳｺｳﾄｴﾝｹﾞｲ 誠文堂新光社 季刊 その他専門誌
251 クローバー ｸﾛｰﾊﾞｰ （株）ジェイ・ブロード 季刊 その他専門誌
252 シルバー人材センター ｼﾙﾊﾞｰｼﾞﾝｻﾞｲｾﾝﾀｰ ｼﾙﾊﾞｰ人材センター事業協会 月刊 その他専門誌
253 地域づくり ﾁｲｷﾂﾞｸﾘ 財団法人地域活性化センター 月刊 その他専門誌
254 防炎ニュース ﾎﾞｳｴﾝﾆｭｰｽ （財）日本防炎協会 季刊 その他専門誌
255 ぼうさい ﾎﾞｳｻｲ 内閣府 季刊 その他専門誌
256 ミルククラブ ﾐﾙｸｸﾗﾌﾞ 中央酪農会議 季刊 その他専門誌
257 mundi（ﾑﾝﾃﾞィ） ﾑﾝﾃﾞィ 国際協力機構 隔月刊 その他専門誌
258 心理臨床の広場 ｼﾝﾘﾘﾝｼｮｳﾉﾋﾛﾊﾞ 日本心理臨床学会 年2回刊 その他専門誌
259 TALK TALK ﾄｰｸﾄｰｸ 経心会　代表　大坪直行 年１回 その他専門誌
260 じんけん ｼﾞﾝｹﾝ 滋賀県人権センター 月刊 その他専門誌



261 地域防災 ﾁｲｷﾎﾞｳｻｲ 一般財団法人日本防火・防災協会振興部 隔月刊 その他専門誌


