
小山町立図書館　雑誌スポンサー制度対象雑誌リスト

一般総合

№ ジャンル 誌名 出版者 刊行頻度 内容 参考価格

1 総合 文藝春秋 文藝春秋 月刊
日本と世界の政治経済、社会問題を幅広く取り上げるほか、エッセイ、小説なども多数掲載する

総合誌
880

2 総合 世界 岩波書店 月刊
事実を正確に報道し日本の代表的意見を紹介するほか、現代の諸問題を世界的視野で論ずる総合

雑誌
918

家庭・生活

№ ジャンル 誌名 出版者 刊行頻度 内容 参考価格

3 健康・医療 NHKきょうの健康 NHK出版 月刊 よむ「総合病院」。心と体、すこやかに 545

4 健康・医療 栄養と料理 女子栄養大学出版部 月刊 栄養バランスの良いお料理作りをおてつだい 700

5 建設・住宅 住まいの設計 扶桑社 隔月 豊富な住宅実例とともに、住まいづくりに役立つ情報を満載した住宅専門誌 1250

6 総合（女性） 婦人公論 中央公論新社 月2 女を活きる。私の活力。自分らしい生き方を探す女性たちとともに 570

7 総合（生活） ＥＳＳＥ 扶桑社 月刊 暮らしに役立つ女性のための生活情報誌 500

8 料理 オレンジページ オレンジページ 月2 暮らしがもっと楽しくなる生活便利マガジン 380

9 総合（生活） 暮しの手帖 暮しの手帖社 隔月 あなたの毎日を豊かに、美しく「暮し提案誌」 926

10 女性 Spring 宝島社 月刊 大人のストリートカジュアルファッション誌 880

11 女性 家庭画報 世界文化社 月刊 衣食住、旅、文化など、夢と美を楽しむための内外の情報を展開する総合誌 1300

12 女性 VERY 光文社 月刊 基盤のある女性は、強く、優しく、美しい 720

13 料理 NHKきょうの料理 NHK出版 月刊 おいしい料理、献立、健康づくりに 545

14 育児 Baby-mo 主婦の友社 季刊
家族みんなで子育てを楽しむ育児総合誌。ママと赤ちゃんのファッションやインテリア、お出か

け、パパの育児力アップ応援などの情報を掲載
780

レジャー・趣味・スポーツ

№ ジャンル 誌名 出版者 刊行頻度 内容 参考価格

15 旅行 旅行読売 旅行読売出版社 月刊 日本全国の宿の検索、期間限定特集等、こだわりの旅をご案内 540

16 趣味 サライ 小学館 月刊 大人のための生活実用情報誌 700

17 運輸・交通 モーターマガジン モーターマガジン社 月刊 輸入車・国産車最新情報の自動車総合誌 1000

18 手芸 NHKすてきにハンドメイド NHK出版 月刊
さまざまなジャンルのハンドメイドを、わかりやすく丁寧な解説とすぐに使える図案や型紙でサ

ポートします
617

19 農業・園芸 NHK趣味の園芸 NHK出版 月刊 身近な植物の手入れの仕方をやさしく丁寧にお伝えし、暮らしを花いっぱいに 545



20 運輸・交通 JR時刻表 交通新聞社 月刊 全国の交通情報を網羅した正確と信頼の時刻表 1183

21 運輸・交通 鉄道ファン 交友社 月刊 一般鉄道愛好家向けに、豊富なビジュアルで最新情報を紹介 1130

22 芸術 芸術新潮 新潮社 月刊 幅広い読者を持つ代表的な芸術総合雑誌 1440

23 映画・演劇 スクリーン 近代映画社 月刊 最新洋画情報を満載した洋画ファン誌 860

24 スポーツ Number 文藝春秋 隔週 今年も絶好調、総合スポーツ誌の雄 590

25 スポーツ ランナーズ R-bies 月刊 走る仲間のスポーツ・マガジン 780

26 スポーツ ゴルフダイジェスト ゴルフダイジェスト社 月刊 いつも読者主義！本格派ゴルファーのためのゴルフ雑誌 690

27 アウトドア BE-PAL 小学館 月刊 アウトドア&ナチュラルリビングマガジン 780

28 登山 山と渓谷 山と渓谷社 月刊 日本の登山界をリードしつづける総合山岳雑誌 1028

29 釣り つり人 つり人社 月刊 自然との触れあいを大切にする釣りの総合誌 1010

30 囲碁 NHK囲碁講座 NHK出版 月刊 人気トッププロが実力アップをお手伝い 545

31 将棋 将棋世界 日本将棋連盟 月刊 タイトル戦の解説や将棋界の最新ニュースなどを掲載する将棋総合誌 800

32 文芸 NHK短歌 NHK出版 月刊 全国の短歌愛好家の方へ 679

33 文芸 NHK俳句 NHK出版 月刊 著名俳人、講師陣による懇切丁寧な指導 648

ビジネス

№ ジャンル 誌名 出版者 刊行頻度 内容 参考価格

34 経済 エコノミスト 毎日新聞出版 週刊 日本経済の真実を伝える本格派経済誌 620

35 企業 会社四季報 東洋経済新報社 季刊 全国の上場会社・店等登録銘柄を収録 2060

科学・天文

№ ジャンル 誌名 出版者 刊行頻度 内容 参考価格

36 自然科学 Newton ニュートンプレス 月刊 子どもから大人まで幅広い読者を対象に、自然や科学の話題をビジュアル的な誌面で解説する 1200

37 天文 天文ガイド 誠文堂新光社 月刊 毎月の天文現象を国内外の最新データと共に照会 961

児童

№ ジャンル 誌名 出版者 刊行頻度 内容 参考価格

38 こども 子供の科学 誠文堂新光社 月刊 小学5、6年生と中学生を対象に、新しいトピックを説明する科学雑誌 700

39 こども たくさんのふしぎ 福音館書店 月刊
自然や環境、人間の生活・歴史・文化から、数学・哲学まで、あらゆるふしぎを小学生向きにお

届けする科学雑誌
720

※参考価格は月単位の価格です。変動となる可能性もございます。

※上記以外の雑誌でも、協議の上提供していただくことが出来ます


