
雑誌名順 雑　誌　目　録 令和4年4月1日現在

雑誌名 雑誌名ヨミ 出版者 刊行頻度 分類 分類表記 完結 注記 中央 吉祥寺 プレイス

IRONMAN アイアンマン フィットネススポーツ 月刊 10 スポーツ 継続 プレイス:2021.07- １年

I/O アイオー 工学社 月刊 7 機械 継続 １年 １年

愛犬の友 アイケン ノ トモ 誠文堂新光社 隔月刊 9 趣味 休刊 -2020.07休刊 ２年

EYESCREAM アイスクリーム
スペースシャワー
ネットワーク

季刊 1 総合 継続 ２年

アイデア アイデア 誠文堂新光社 季刊 9 趣味 継続 ２年

I'm　home アイム ホーム 商店建築社 隔月刊 7 機械 継続 ２年

AERA アエラ 朝日新聞出版 週刊 1 総合 継続 １０年 ３ヶ月 １年

AERA　with　Kids アエラ ウィズ キッズ 朝日新聞出版 季刊 8 生活 継続 中央:2022.03春号- ２年 ２年 ２年

赤ちゃんと！ アカチャン ト 赤ちゃんとママ社 月刊 8 生活 継続
2022.05-誌名変更：旧誌名「赤
ちゃんとママ」

１年

赤ちゃんとママ アカチャン ト ママ 赤ちゃんとママ社 月刊 8 生活 変更
-2022.04誌名変更：新誌名「赤
ちゃんと！」

１年

AXIS アクシス アクシス 隔月刊 7 機械 継続 ２年

ACT4 アクト フォー インプレザリオ 隔月刊 1 総合 継続 ２年

アサヒカメラ アサヒ カメラ 朝日新聞出版 月刊 9 趣味 休刊 -2020.07休刊 ３年

朝日ジャーナル アサヒ ジャーナル 朝日新聞社 週刊 1 総合 休刊

-1992.06.30終刊
中央:1959.03.15(1巻1号)-
1992.05.29,1992.06.30(臨時増刊
号),1992.08.30(SPECIAL)

永年

亞洲週刊(中国語)
アジア ウィーク アシュウ
シュウカン 亜州週刊 週刊 13 外国語雑誌 継続 １年 １年

味の手帖 アジ ノ テチョウ 味の手帖 月刊 8 生活 継続 ５年

asta* アスタ ポプラ社 月刊 2 出版 変更

2021.10-刊行頻度変更:月刊→
季刊
2021.10-誌名変更:新誌名「季刊
アスタ」

２年
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明日の友 アス ノ トモ 婦人之友社 隔月刊 6 健康福祉 継続 ３年 ２年

ARTnews(英語) アートニュース ARTnews 隔月刊 13 外国語雑誌 継続 プレイス:2021.06/07- ２年

アニメージュ アニメージュ 徳間書店 月刊 9 趣味 継続 １年 １年

アニメディア アニメディア イード 月刊 9 趣味 継続 １年

ABITARE(イタリア語) アビターレ
EDITRICE
SEGESTA　S.P.A.

月刊 13 外国語雑誌 継続 ３年

ar アール 主婦と生活社 月刊 8 生活 継続 吉祥寺:2021.07- １年

ALBATROSS-VIEW アルバトロス ビュー
グローバルゴルフメ
ディアグループ

月２回刊 10 スポーツ 継続 付録DVD貸出不可 １年 ６ヶ月

アルプ アルプ 創文社 月刊 12 文学 休刊 中央:1965.02-1983.02休刊 永年

an・an アンアン マガジンハウス 週刊 8 生活 継続 付録DVD貸出不可 １年 ６ヶ月 １年

安心 アンシン マキノ出版 月刊 6 健康福祉 継続 １年

and　E アンド イー
JR東日本旅客鉄道
株式会社広報部

季刊 7 機械 継続 中央:2021.01(vol.3)- ２年

&Premium アンド プレミアム マガジンハウス 月刊 8 生活 継続 中央:2022.05- ２年 １年 ２年

いいね イイネ クレヨンハウス 隔月刊 8 生活 継続 ２年 ２年

いただきますごちそうさま イタダキマス ゴチソウサマ
キッズエクスプレス
21

季刊 8 生活 継続 ２年

1・2・3歳 イチ ニ サン サイ 赤ちゃんとママ社 季刊 8 生活 継続 ２年

一枚の繪 イチマイ ノ エ 一枚の繪 隔月刊 9 趣味 継続 ２年

一個人 イッコジン ベストセラーズ 季刊 1 総合 継続
2020.06/07/08-刊行頻度変更:
月刊→季刊

３年 ２年

一冊の本 イッサツ ノ ホン 朝日新聞出版 月刊 2 出版 継続 １年

田舎暮らしの本 イナカグラシ ノ ホン 宝島社 月刊 8 生活 継続 ２年 １年
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いぬのきもち イヌノキモチ
ベネッセコーポレー
ション

月刊 9 趣味 継続 プレイス:2021.07- １年 １年

illustration イラストレーション 玄光社 季刊 9 趣味 継続 ２年 ２年

ENGLISH　JOURNAL イングリッシュ ジャーナル アルク 月刊 11 語学 継続 付録CDは、最新号を除き貸出可 ３年 １年 １年

飲食店経営 インショクテン ケイエイ アール・アイ・シー 月刊 4 政治経済 継続 １年

Interface インターフェース CQ出版 月刊 7 機械 継続 付録CD-ROM貸出不可 １年

InRed イン レッド 宝島社 月刊 8 生活 継続 １年

Weeklyファミ通 ウィークリー ファミツウ
KADOKAWA　Game
Linkage

週刊 9 趣味 継続 １年 １年

with ウィズ 講談社 月刊 8 生活 休刊 -2022.05休刊 １年

WiLL ウィル ワック 月刊 1 総合 継続 １年 １年

Wedge ウェッジ ウェッジ 月刊 1 総合 継続 １年

WEB+DB　PRESS ウェブ ディービー プレス 技術評論社 隔月刊 7 機械 継続 ２年

WD ウェブ デザイニング マイナビ出版 隔月刊 7 機械 継続 ２年 ２年

UOMO ウオモ 集英社 月刊 8 生活 継続 １年

ウォロ ウオロ
大阪ボランティア協
会

隔月刊 8 生活 継続 ２年

うかたま ウカタマ 農山漁村文化協会 季刊 8 生活 継続 ２年 ２年

潮 ウシオ 潮出版社 月刊 1 総合 継続 １年 １年

美しいキモノ ウツクシイ キモノ ハースト婦人画報社 季刊 8 生活 継続 ３年 ２年 ２年

UMA　LIFE ウマ ライフ メトロポリタンプレス 月刊 10 スポーツ 継続 １年

AIRLINE エアライン イカロス出版 月刊 7 機械 継続 １年 １年

a+u エー アンド ユー エー・アンド・ユー 月刊 7 機械 継続 １年
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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 8 生活 継続 １年 １年 ２年

éclat エクラ 集英社 月刊 8 生活 継続 １年

THE　ECONOMIST(英語) エコノミスト
ECONOMIST
NEWSPAPER

週刊 13 外国語雑誌 継続 ３年 １年

S-Fマガジン エスエフ マガジン 早川書房 隔月刊 12 文学 継続 ３年 ２年 ２年

Esquire　(英語) エスクァイア
Hearst
Communications

月刊 13 外国語雑誌 継続 ２年

ESTRELA エストレーラ
統計情報研究開発
センター

月刊 4 政治経済 継続 １年

ESSE エッセ フジテレビジョン 月刊 8 生活 継続 プレイス:2021.07- ２年 ２年 ２年

NHKガッテン! エヌエイチケー ガッテン 主婦と生活社 季刊 6 健康福祉 休刊

2020.12-刊行頻度変更:隔月刊
→季刊
中央:2021.03春-
-2022.03春休刊

２年 ２年

NHKきょうの健康
エヌエイチケー キョウ ノ
ケンコウ NHK出版 月刊 6 健康福祉 継続 １年 １年 １年

NHKきょうの料理
エヌエイチケー キョウ ノ
リョウリ NHK出版 月刊 8 生活 継続 ２年 １年 ２年

NHKきょうの料理ビギナーズ
エヌエイチケー キョウ ノ
リョウリ ビギナーズ NHK出版 月刊 8 生活 継続 ２年 １年 ２年

NHK趣味の園芸
エヌエイチケー シュミ ノ
エンゲイ NHK出版 月刊 9 趣味 継続 ２年 １年 １年

NHK趣味の園芸やさいの時間
エヌエイチケー シュミ ノ
エンゲイ ヤサイ ノ ジカン NHK出版 隔月刊 9 趣味 継続 ２年

NHKすてきにハンドメイド
エヌエイチケー ステキ ニ
ハンドメイド NHK出版 月刊 8 生活 継続

中央:2020.07-保存年限変更(1年
→2年)

２年 １年 ２年

NHKみんなのうた
エヌエイチケー ミンナ ノ
ウタ NHK出版 隔月刊 9 趣味 継続 ２年 ２年
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NHKみんなの手話
エヌエイチケー ミンナ ノ
シュワ NHK出版 年２回刊 6 健康福祉 継続 ５年 ２年

エネルギーフォーラム エネルギー フォーラム
エネルギーフォーラ
ム

月刊 4 政治経済 継続 １年

エネルギーレビュー エネルギー レビュー
エネルギーレビュー
センター

月刊 5 自然科学 継続 １年

FQ　Kids エフキュー キッズ
アクセスインターナ
ショナル

季刊 8 生活 継続 プレイス:2021.夏号- ２年

FQ　JAPAN エフキュー ジャパン
アクセスインターナ
ショナル

季刊 8 生活 継続 ２年

MJ エムジェー 誠文堂新光社 月刊 9 趣味 継続 １年

ELLE(英語) エル ELLE　PUBLISHING 月刊 13 外国語雑誌 継続 １年

ELLE エル ハースト婦人画報社 月刊 8 生活 継続 １年

ELLE　gourmet エル グルメ ハースト婦人画報社 隔月刊 8 生活 継続 中央:2021.05- ２年 ２年

LDK エルディーケー 晋遊舎 月刊 8 生活 継続 吉祥寺:2021.07- ２年 ２年 ２年

ELLE　DECOR エル デコ ハースト婦人画報社 その他 8 生活 継続 刊行頻度:年5回刊 ２年 ２年

ELLE　DECOR(英語) エル デコ
Hearst
Communications

その他 13 外国語雑誌 継続 刊行頻度:年10回刊 ２年

園芸ガイド エンゲイ ガイド 主婦の友社 季刊 9 趣味 継続 ３年 ２年

演劇界 エンゲキカイ 演劇出版社 月刊 9 趣味 休刊 -2022.04休刊 ３年 １年 １年

ENGINE エンジン 新潮社 月刊 7 機械 継続 付録DVD貸出可 １年 １年

えんぶ エンブ えんぶ 隔月刊 9 趣味 継続 ２年 ２年

おおきなポケット オオキナ ポケット 福音館書店 月刊 1 総合 休刊 中央:1993.04-2011.03休刊 永年

OCEANS オーシャンズ ライトハウスメディア 月刊 8 生活 継続 １年

OZ　magazine オズ マガジン スターツ出版 月刊 1 総合 継続 １年 １年
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おそい・はやい・ひくい・たかい
オソイ ハヤイ ヒクイ タカ
イ

ジャパンマシニスト
社

年２回刊 8 生活 継続
2020.07(109号)-刊行頻度変更:
季刊→年2回刊

２年

Oggi オッジ 小学館 月刊 8 生活 継続 １年 １年

AUTO　CAMPER オート キャンパー 八重洲出版 月刊 9 趣味 継続 １年

男の隠れ家 オトコ ノ カクレガ 三栄 月刊 1 総合 継続 １年 １年

おとなの健康 オトナ ノ ケンコウ オレンジページ 季刊 6 健康福祉 休刊 -2020.11休刊 ２年

おとなの週末 オトナ ノ シュウマツ 講談社ビーシー 月刊 1 総合 継続 １年 １年 １年

オートバイ オートバイ モーターマガジン社 月刊 7 機械 継続 １年 １年

おはよう21 オハヨウ ニジュウイチ 中央法規出版 月刊 6 健康福祉 継続 １年

OHM オーム オーム社 月刊 7 機械 継続 １年

おりがみ オリガミ 日本折紙協会 月刊 9 趣味 継続 ２年 ２年 ２年

alterna オルタナ オルタナ 季刊 4 政治経済 継続 ２年 ２年

オール讀物 オール ヨミモノ 文藝春秋 月刊 12 文学 継続 １年 １年 １年

オレンジページ オレンジ ページ オレンジページ 月２回刊 8 生活 継続 ２年 ２年

音楽の友 オンガク ノ トモ 音楽之友社 月刊 9 趣味 継続 ３年 ６ヶ月 １年

CAR　AND　DRIVER(英語) カー アンド ドライバー
Hachette　Filipacchi
Magazines

月刊 13 外国語雑誌 継続 １年

CAR　and　DRIVER カー アンド ドライバー
カー・アンド・ドライ
バー

月刊 7 機械 継続 １年

Cahiers　du　Cinema(フランス語) カイエ デュ シネマ Editions　du　l'etoile 月刊 13 外国語雑誌 継続 ２０年

外交 ガイコウ 外務省 隔月刊 4 政治経済 継続 ３年

介護ビジョン カイゴ ビジョン 日本医療企画 月刊 6 健康福祉 継続 １年

会社四季報 カイシャ シキホウ 東洋経済新報社 季刊 4 政治経済 継続 中央:図書扱いもあり １年 １年 １年
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改造 カイゾウ 改造社 月刊 12 文学 休刊
-1955.02休刊
中央:1946.07-1954.12　劣化資料
のため全号館内閲覧のみ

永年

怪と幽 カイトユウ 角川書店 季刊 12 文学 継続 ２年

科学 カガク 岩波書店 月刊 5 自然科学 継続 ２年

化学 カガク 化学同人 月刊 5 自然科学 継続 ３年 ２年

かがくのとも カガク ノ トモ 福音館書店 月刊 5 自然科学 継続 中央:1972.07- 永年 ３年 ３年

かがくのとも(復刻版) カガク ノ トモ フッコクバン 福音館書店 月刊 5 自然科学 中止 中央:1969.04-1973.05 永年

がくしゅうおおぞら ガクシュウ オオゾラ フレーベル館 月刊 1 総合 継続 １年 ３年

岳人 ガクジン
ネイチュアエンター
プライズ

月刊 10 スポーツ 継続 １年

歌劇 カゲキ
宝塚クリエイティブ
アーツ

月刊 9 趣味 継続 ２年

Casa　BRUTUS カーサ ブルータス マガジンハウス 月刊 7 機械 継続 ３年 １年 １年

Kazi カジ 舵社 月刊 10 スポーツ 継続 １年

かぞくのじかん カゾク ノ ジカン 婦人之友社 季刊 8 生活 継続 ２年 ２年 ２年

歌壇 カダン 本阿弥書店 月刊 12 文学 継続 １年

学校図書館 ガッコウ トショカン
全国学校図書館協
議会

月刊 2 出版 継続 ２０年

CUT カット ロッキング・オン 月刊 9 趣味 継続 １年 １年 １年

家庭画報 カテイ ガホウ 世界文化社 月刊 8 生活 継続 １年 １年 １年

家庭と防犯 カテイ ト ボウハン
東京防犯協会連合
会

月刊 8 生活 継続 １年

ガーデン&ガーデン ガーデン アンド ガーデン エフジー武蔵 季刊 9 趣味 継続 ２年

家電批評 カデン ヒヒョウ 晋遊舎 月刊 8 生活 継続 プレイス:2022.02- １年
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華道 カドウ 日本華道社 月刊 9 趣味 継続 １年

ガバナンス ガバナンス ぎょうせい 月刊 4 政治経済 継続
中央:2021.02-保存年限変更（1
年→3年）

３年 １年

cafe　sweets カフェ スイーツ 柴田書店 隔月刊 8 生活 継続 ２年

株主手帳 カブヌシ テチョウ 青潮出版 月刊 4 政治経済 継続 １年

からだにいいこと カラダ ニ イイ コト からだにいいこと 隔月刊 6 健康福祉 継続

付録DVD貸出可　-2020.10休刊
2021.02-復刊　2021.02-刊行頻
度変更:月刊→隔月刊
吉祥寺:202１.02-2021.04欠号
プレイス:2021.02-保存年限変更
(1年→2年)

２年 ２年 ２年

GARVY ガルヴィ 実業之日本社 その他 9 趣味 継続 刊行頻度:年5回刊 ２年 ２年

環境ビジネス カンキョウ ビジネス
事業構想大学院大
学出版部

季刊 4 政治経済 継続 ２年

韓国語学習ジャーナル　hana
カンコクゴ ガクシュウ
ジャーナル ハナ 株式会社HANA 季刊 11 語学 継続 付録DVD貸出不可 ２年 ２年

季刊アスタ キカン アスタ ポプラ社 季刊 2 出版 継続

2021.10-刊行頻度変更:月刊→
季刊
2021.10-誌名変更:旧誌名
「asta*」

２年

季刊考古学 キカン コウコガク 雄山閣 季刊 3 哲学歴史 継続 ２年

季刊Self　Doctor キカン セルフ ドクター
ジャパンライフデザ
インシステムズ

季刊 6 健康福祉 休刊 -2021.冬号休刊 ２年

季刊みみ　MIMI キカン ミミ 全日本ろうあ連盟 季刊 6 健康福祉 継続 ３年

企業会計 キギョウ カイケイ 中央経済社 月刊 4 政治経済 継続 １年

企業家倶楽部 キギョウカ クラブ 企業家倶楽部 隔月刊 4 政治経済 休刊 -2021.11休刊 ２年

企業実務 キギョウ ジツム 日本実業出版社 月刊 4 政治経済 継続 １年

企業診断 キギョウ シンダン 同友館 月刊 4 政治経済 継続 １年
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雑誌名順 雑　誌　目　録 令和4年4月1日現在

雑誌名 雑誌名ヨミ 出版者 刊行頻度 分類 分類表記 完結 注記 中央 吉祥寺 プレイス

GiGS ギグス
シンコーミュージッ
ク・エンタテイメント

月刊 9 趣味 継続 １年

聴く中国語 キク チュウゴクゴ HSJ 月刊 11 語学 継続 付録DVD貸出可 ３年 １年 １年

キネマ旬報 キネマ ジュンポウ キネマ旬報社 月２回刊 9 趣味 継続 ５年 ６ヶ月 １年

CAPA キャパ ワン・パブリッシング 月刊 9 趣味 継続
プレイス:2022.02-
中央:2022.04-

２年 １年

GALAC ギャラク 放送批評懇談会 月刊 2 出版 継続 ２年

CanCam キャンキャン 小学館 月刊 8 生活 継続 １年

教育 キョウイク 旬報社 月刊 8 生活 継続 １０年

QUILTS　JAPAN キルト ジャパン 日本ヴォーグ社 季刊 8 生活 継続 ２年 ２年

GINZA ギンザ マガジンハウス 月刊 8 生活 継続 プレイス:2021.07- １年

近代建築 キンダイ ケンチク 近代建築社 月刊 7 機械 継続 １年

近代柔道 キンダイ ジュウドウ
ベースボール・マガ
ジン社

月刊 10 スポーツ 継続 １年

近代盆栽 キンダイ ボンサイ 近代出版 月刊 9 趣味 継続 １年

キンダーおはなしえほん キンダー オハナシ エホン フレーベル館 月刊 12 文学 継続 ３年

KINFOLK　Japan　edition
キンフォーク ジャパン エ
ディション エン・プランニング 季刊 8 生活 継続 ２年

金融経済統計月報
キンユウ ケイザイ トウケ
イ ゲッポウ サンパートナーズ 月刊 4 政治経済 継続 １０年

クイック・ジャパン クイック ジャパン 太田出版 隔月刊 1 総合 継続 ２年

ku:nel クウネル マガジンハウス 隔月刊 8 生活 継続 ２年 ２年

薬のチェック クスリ ノ チェック
医薬ビジランスセン
ター

隔月刊 6 健康福祉 継続 プレイス:2022.01欠号 ２年

Goods　Press グッズ プレス 徳間書店 月刊 8 生活 継続 １年 １年
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雑誌名順 雑　誌　目　録 令和4年4月1日現在

雑誌名 雑誌名ヨミ 出版者 刊行頻度 分類 分類表記 完結 注記 中央 吉祥寺 プレイス

暮しの手帖 クラシ ノ テチョウ 暮しの手帖社 隔月刊 8 生活 継続

中央:1954.03-　　「美しい暮しの
手帖」(中央:1948.09-1953.12)の
改題
中央:別冊号も継続収集　「暮らし
の手帖　別冊」(中央:1969.04-)
吉祥寺:別冊号も継続収集

永年 ２年 ２年

CLASSY クラッシィ 光文社 月刊 8 生活 継続 １年

CLUTCH　Magazine クラッチ マガジン ヘリテージ 隔月刊 1 総合 継続 ２年

グリーン・エージ グリーン エージ 日本緑化センター 月刊 4 政治経済 継続 １年 １年

CREA クレア 文藝春秋 季刊 8 生活 継続
2021.03-刊行頻度変更:年10回
刊→季刊

２年 ２年

CREA　Traveller クレア トラベラー 文藝春秋 季刊 9 趣味 継続 ３年 ２年 ２年

クレスコ クレスコ 大月書店 月刊 8 生活 継続 ５年

GLOW グロー 宝島社 月刊 8 生活 継続 １年

クローバー クローバー ジェイ・ブロード 季刊 6 健康福祉 継続 2021年夏(№61)号欠号 １年

GLOBAL　VISION グローバル ヴィジョン GV　Group 隔月刊 1 総合 継続 ２年

Croise クロワゼ 新書館 季刊 10 スポーツ 継続 付録DVD貸出可 ２年

クロワッサン クロワッサン マガジンハウス 月２回刊 8 生活 継続 ２年 １年 １年

軍事研究 グンジ ケンキュウ
ジャパン・ミリタリー・
レビュー

月刊 4 政治経済 継続 ５年

群像 グンゾウ 講談社 月刊 12 文学 継続 １年 １年 １年

経済 ケイザイ 新日本出版社 月刊 4 政治経済 継続 １年

経済界 ケイザイカイ 経済界 月刊 4 政治経済 継続 １年 １年

経済セミナー ケイザイ セミナー 日本評論社 隔月刊 4 政治経済 継続 ２年 ２年 ２年

経済評論 ケイザイ ヒョウロン 日本評論社 月刊 4 政治経済 休刊 -1993.05休刊　中央:1953.05- 永年

芸術新潮 ゲイジュツ シンチョウ 新潮社 月刊 9 趣味 継続 ３年 １年 ２年
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雑誌名順 雑　誌　目　録 令和4年4月1日現在

雑誌名 雑誌名ヨミ 出版者 刊行頻度 分類 分類表記 完結 注記 中央 吉祥寺 プレイス

螢雪時代 ケイセツ ジダイ 旺文社 月刊 8 生活 継続 １年 １年 １年

芸大・美大をめざす人へ　アトリエ
別冊

ゲイダイ ビダイ オ メザス
ヒト エ アトリエ ベッサツ ハースト婦人画報社 不定期 9 趣味 休刊

-2015.05休刊　刊行頻度:年5回
刊

１０年

毛糸だま ケイト ダマ 日本ヴォーグ社 季刊 8 生活 継続 ３年 ２年 ２年

激流 ゲキリュウ 国際商業出版 月刊 4 政治経済 継続 １年

月刊アクアライフ ゲッカン アクア ライフ エムピージェー 月刊 9 趣味 継続 １年

月刊e・コロンブス ゲッカン イー コロンブス
ティ・エー・シー企画
(発売)

月刊 4 政治経済 継続 １年

月刊石垣 ゲッカン イシガキ 日本商工会議所 月刊 4 政治経済 継続 １年

月刊絵手紙 ゲッカン エテガミ 日本絵手紙協会 月刊 9 趣味 継続 １年

月刊江戸楽 ゲッカン エドガク エー・アール・ティ 月刊 1 総合 継続 ２年 ２年

月刊カラオケファン ゲッカン カラオケ ファン ミューズ 月刊 9 趣味 継続 ２年

月刊ギャラリー ゲッカン ギャラリー
ギャラリーステーショ
ン

月刊 9 趣味 継続 １年

月刊弓道 ゲッカン キュウドウ 全日本弓道連盟 月刊 10 スポーツ 継続 １年

月刊京都 ゲッカン キョウト 白川書院 月刊 9 趣味 継続 １年

月刊切抜き速報社会版
ゲッカン キリヌキ ソクホウ
シャカイバン ニホン・ミック 月刊 2 出版 継続

中央:2021.04-
プレイス:2021.07-

２年 １年

月刊金融ジャーナル
ゲッカン キンユウ ジャー
ナル 金融ジャーナル社 月刊 4 政治経済 継続 １年

月刊クーヨン ゲッカン クーヨン クレヨンハウス 月刊 8 生活 継続 １年 １年 １年

月刊広報会議 ゲッカン コウホウ カイギ 宣伝会議 月刊 2 出版 継続 １年

月刊碁ワールド ゲッカン ゴ ワールド 日本棋院 月刊 9 趣味 継続 １年 １年 １年

月刊自家用車 ゲッカン ジカヨウシャ 内外出版社 月刊 7 機械 継続 １年 １年
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雑誌名順 雑　誌　目　録 令和4年4月1日現在

雑誌名 雑誌名ヨミ 出版者 刊行頻度 分類 分類表記 完結 注記 中央 吉祥寺 プレイス

月刊事業構想 ゲッカン ジギョウ コウソウ
事業構想大学院大
学出版部

月刊 4 政治経済 継続 １年

月刊社会教育
ゲッカン シャカイ キョウイ
ク 旬報社 月刊 8 生活 継続 １年

月刊ジュニアエラ ゲッカン ジュニアエラ 朝日新聞出版 月刊 1 総合 継続 ３年 １年 １年

月刊食堂 ゲッカン ショクドウ 柴田書店 月刊 4 政治経済 継続 １年

月刊新聞ダイジェスト
ゲッカン シンブン ダイジェ
スト 新聞ダイジェスト社 月刊 2 出版 継続 １年 １年

月刊たくさんのふしぎ
ゲッカン タクサン ノ フシ
ギ 福音館書店 月刊 1 総合 継続 中央:1985.04(1号)- 永年 ３年 ３年

月刊朝鮮　(朝鮮語) ゲッカン チョウセン 朝鮮日報社 月刊 13 外国語雑誌 継続 ２年

月刊天文ガイド ゲッカン テンモン ガイド 誠文堂新光社 月刊 5 自然科学 継続 １年 １年 １年

月刊Newsがわかる
ゲッカン ニュース ガ ワカ
ル 毎日新聞出版 月刊 1 総合 継続 １年 １年 １年

月刊廃棄物 ゲッカン ハイキブツ 日報ビジネス 月刊 4 政治経済 継続 １年

月刊バスケットボール ゲッカン バスケットボール 日本文化出版 月刊 10 スポーツ 継続 付録DVD貸出不可 １年 １年 １年

月刊ピアノ ゲッカン ピアノ
ヤマハミュージック
エンタテインメント
ホールディングス

月刊 9 趣味 継続 ３年 １年 １年

月刊美術 ゲッカン ビジュツ サン・アート 月刊 9 趣味 継続 １年

月刊秘伝 ゲッカン ヒデン BABジャパン 月刊 10 スポーツ 継続 付録DVD貸出不可 １年

月刊福祉 ゲッカン フクシ
全国社会福祉協議
会

月刊 6 健康福祉 継続 １０年 １年

月刊文化財 ゲッカン ブンカザイ 第一法規 月刊 3 哲学歴史 継続 １年

月刊ホビージャパン ゲッカン ホビー ジャパン ホビージャパン 月刊 9 趣味 継続 １年 １年

月刊みんぱく ゲッカン ミンパク
人間文化研究機構
国立民族学博物館

月刊 3 哲学歴史 継続 １年
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雑誌名順 雑　誌　目　録 令和4年4月1日現在

雑誌名 雑誌名ヨミ 出版者 刊行頻度 分類 分類表記 完結 注記 中央 吉祥寺 プレイス

月刊むし ゲッカン ムシ むし社 月刊 5 自然科学 継続 １年

月刊ゆたかなくらし ゲッカン ユタカ ナ クラシ 本の泉社 月刊 6 健康福祉 継続 １年

GOETHE ゲーテ 幻冬舎 月刊 1 総合 継続 １年 １年 １年

ケトル ケトル 太田出版 隔月刊 1 総合 休刊 -2020.12休刊 ２年

健康 ケンコウ 主婦の友社 季刊 6 健康福祉 継続
付録DVD貸出不可　2020.10-刊
行頻度変更:月刊→季刊

２年 ２年

健康365 ケンコウ サンロクゴ エイチアンドアイ 月刊 6 健康福祉 継続 １年

現代ギター ゲンダイ ギター 現代ギター社 月刊 9 趣味 継続 付録DVD貸出可 １年

現代思想 ゲンダイ シソウ 青土社 月刊 3 哲学歴史 継続
中央:臨時増刊号も継続収集
吉祥寺:臨時増刊号も継続収集

１０年 １年 １年

現代詩手帖 ゲンダイシ テチョウ 思潮社 月刊 12 文学 継続 １年 １年

現代農業 ゲンダイ ノウギョウ 農山漁村文化協会 月刊 5 自然科学 継続 １年

現代の図書館 ゲンダイ ノ トショカン 日本図書館協会 季刊 2 出版 継続 ２０年

建築技術 ケンチク ギジュツ 建築技術 月刊 7 機械 継続 １年

建築知識 ケンチク チシキ エクスナレッジ 月刊 7 機械 継続 付録CD-ROM・DVD貸出不可 ３年

剣道時代 ケンドウ ジダイ
体育とスポーツ出版
社

月刊 10 スポーツ 継続 付録DVD貸出可 １年

後期のたまごクラブ コウキ ノ タマゴ クラブ
ベネッセコーポレー
ション

季刊 8 生活 継続
2022.04春号-刊行頻度変更:月刊
→季刊、分割、誌名変更:旧誌名
『たまごクラブ』

２年

後期のひよこクラブ コウキ ノ ヒヨコ クラブ
ベネッセコーポレー
ション

年２回刊 8 生活 継続
2022.04春夏号-刊行頻度変更:月
刊→年２回刊、分割、誌名変更:旧
誌名『ひよこクラブ』

２年 ２年

航空ファン コウクウ ファン 文林堂 月刊 7 機械 継続 ３年 １年 １年

考古学ジャーナル コウコガク ジャーナル
ニュー・サイエンス
社

月刊 3 哲学歴史 継続 １年
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雑誌名順 雑　誌　目　録 令和4年4月1日現在

雑誌名 雑誌名ヨミ 出版者 刊行頻度 分類 分類表記 完結 注記 中央 吉祥寺 プレイス

厚生労働 コウセイ ロウドウ 日本医療企画 月刊 6 健康福祉 継続 １年 １年

広報東京都(点字版)　[点字資料]
コウホウ トウキョウト テン
ジバン

東京都生活文化ス
ポーツ局　広報広聴
部　広報課

月刊 6 健康福祉 継続 中央:号外も継続収集 １年

公募ガイド コウボ ガイド 公募ガイド社 季刊 1 総合 継続

2022.春号-刊行頻度変更:月刊
→季刊
中央・プレイス保存年限変更(1年
→2年)

２年 ２年

國語と國文學 コクゴ ト コクブンガク 明治書院 月刊 12 文学 継続 ２０年

国際開発ジャーナル
コクサイ カイハツ ジャー
ナル

国際開発ジャーナ
ル社

月刊 4 政治経済 継続 １年

国際経済研究
コクサイ ケイザイ ケン
キュウ

国際経済研究セン
ター

月刊 4 政治経済 休刊 中央:1995.01-2007.06休刊 永年

国際問題 コクサイ モンダイ
日本国際問題研究
所

隔月刊 4 政治経済 継続
2021.04-刊行頻度変更:その他
(年10回刊)→隔月刊

５年

國文學 コクブンガク 學燈社 月刊 12 文学 休刊 -2009.07休刊 ２０年

国文学解釈と鑑賞
コクブンガク カイシャク ト
カンショウ ぎょうせい 月刊 12 文学 休刊 -2011.10休刊 ２０年

国立国会図書館月報
コクリツ コッカイ トショカン
ゲッポウ 国立国会図書館 月刊 2 出版 継続 ２０年

GOGGLE ゴーグル モーターマガジン社 季刊 7 機械 継続 ２年 ２年

co-co　Life　女子部 ココ ライフ ジョシブ NPO法人施無畏 季刊 6 健康福祉 継続 ２年

こころ ココロ 平凡社 隔月刊 1 総合 休刊 -2020.10(57号)休刊 ３年 ２年

こころの科学 ココロ ノ カガク 日本評論社 隔月刊 6 健康福祉 継続 ２年

こころの元気+ ココロ ノ ゲンキ プラス
地域精神保健福祉
機構

月刊 6 健康福祉 継続 １年

COSMOPOLITAN　US版　(英語) コスモポリタン
Hearst
Communications

月刊 13 外国語雑誌 継続 １年
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雑誌名順 雑　誌　目　録 令和4年4月1日現在

雑誌名 雑誌名ヨミ 出版者 刊行頻度 分類 分類表記 完結 注記 中央 吉祥寺 プレイス

コーチング・クリニック コーチング クリニック
ベースボール・マガ
ジン社

月刊 10 スポーツ 継続 １年

COTTON　TIME コットン タイム 主婦と生活社 隔月刊 8 生活 継続 ２年

コトノネ コトノネ
はたらくよろこびデ
ザイン室

季刊 6 健康福祉 継続 ３年 ２年

kotoba コトバ 集英社 季刊 1 総合 継続 中央:2022.03Ｓｐｒｉｎｇ　Ｉｓｓｕｅ- ３年 ２年

ことぶき コトブキ 寿出版 月刊 6 健康福祉 継続 １年

kodomoe コドモエ 白泉社 隔月刊 8 生活 継続 ２年 ２年

子どもと読書 コドモ ト ドクショ
親子読書地域文庫
全国連絡会

隔月刊 2 出版 継続 ５年 ２年 ２年

子供の科学 コドモ ノ カガク 誠文堂新光社 月刊 5 自然科学 継続 ５年 １年 ２年

こどものくに　ひまわり版 コドモノクニ ヒマワリバン 鈴木出版 月刊 12 文学 継続 ２年

子どものしあわせ コドモ ノ シアワセ 本の泉社 月刊 8 生活 継続 １年

こどものとも コドモ ノ トモ 福音館書店 月刊 12 文学 継続 中央:1971.05- 永年 ３年 ３年

こどものとも0.1.2 コドモ ノ トモ ゼロ イチ ニ 福音館書店 月刊 12 文学 継続 中央:1995.04(1号)- 永年 ３年 ３年

こどものとも年少版
コドモ ノ トモ ネンショウバ
ン 福音館書店 月刊 12 文学 継続 中央:1980.05- 永年 ３年 ３年

こどものとも年中向き
コドモ ノ トモ ネンチュウム
キ 福音館書店 月刊 12 文学 継続 中央:1988.04- 永年 ３年 ３年

子どもの文化 コドモ ノ ブンカ
子どもの文化研究
所

月刊 8 生活 継続 １年

こどもの本 コドモ ノ ホン
日本児童図書出版
協会

月刊 2 出版 継続 １年

子どもの本棚 コドモ ノ ホンダナ
日本子どもの本研
究会

月刊 2 出版 継続 中央:1号(1971.01)- 永年 １年

ことりっぷMagazine コトリップ マガジン 昭文社 季刊 1 総合 継続
中央:2022.04Ｓｐｒｉｎｇ-
中央:分類09趣味

３年 ２年 ２年
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雑誌名順 雑　誌　目　録 令和4年4月1日現在

雑誌名 雑誌名ヨミ 出版者 刊行頻度 分類 分類表記 完結 注記 中央 吉祥寺 プレイス

この本読んで! コノ ホン ヨンデ
出版文化産業振興
財団

季刊 1 総合 継続 ５年 ３年 ３年

珈琲時間 コーヒー ジカン 大誠社 季刊 9 趣味 継続 吉祥寺:2021.08- ２年

COMMERCIAL　PHOTO コマーシャル フォト 玄光社 月刊 2 出版 継続 １年

coyote コヨーテ
スイッチ・パブリッシ
ング

季刊 9 趣味 継続 ２年

Koreana　日本語版 コリアナ 韓国国際交流財団 季刊 4 政治経済 継続 2020年春号欠号 ２年

GOLF　DIGEST ゴルフ ダイジェスト
ゴルフダイジェスト
社

月刊 10 スポーツ 継続 １年

コロンブス コロンブス 東方通信社 月刊 4 政治経済 継続 １年

昆虫と自然 コンチュウ ト シゼン ニューサイエンス社 月刊 5 自然科学 継続 １年

Conde　Nast　Traveler(英語) コンデ ナスト トラベラー
Conde　Nast
International　INC.

その他 13 外国語雑誌 継続 刊行頻度:年8回刊 ３年

コンフォルト コンフォルト
建築資料研究社出
版部

隔月刊 8 生活 継続 ２年 ２年

SCIENTIFIC　AMERICAN(英語)
サイエンティフィック アメリ
カン

Scientific　American
Inc

月刊 13 外国語雑誌 継続 ５年

財界 ザイカイ 財界研究所 隔週刊 4 政治経済 継続 １年

Cycle　Sports サイクル スポーツ 八重洲出版 月刊 10 スポーツ 継続 １年 １年 １年

サイゾー サイゾー サイゾー 月刊 1 総合 継続 １年

ZAITEN ザイテン 財界展望新社 月刊 4 政治経済 継続 １年 １年
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雑誌名順 雑　誌　目　録 令和4年4月1日現在

雑誌名 雑誌名ヨミ 出版者 刊行頻度 分類 分類表記 完結 注記 中央 吉祥寺 プレイス

サッカーマガジン サッカー マガジン
ベースボール・マガ
ジン社

隔月刊 10 スポーツ 継続

2021.09-刊行頻度変更(月刊→
隔月刊)
中央:2020.06-保存年限変更(1年
→2年)
吉祥寺:2021.01-保存年限変更(1
年→2年)
プレイス:2020.12-保存年限変更
(1年→2年)

２年 ２年 ２年

ザテレビジョン ザ テレビジョン KADOKAWA 週刊 1 総合 継続 ３ヶ月

サーナ サーナ イフ総合研究所 不定期 6 健康福祉 継続 刊行頻度:年2回刊 ３年 ２年

THE　21 ザ ニジュウイチ PHP研究所 月刊 1 総合 継続 １年

SURFIN'LIFE サーフィン ライフ ダイバー 隔月刊 10 スポーツ 継続 付録DVD貸出可 ２年

Surftrip　JOURNAL サーフ トリップ ジャーナル 枻出版社 年３回刊 10 スポーツ 中止
付録DVD貸出可
プレイス:-2020.09(96号)収集中
止

２年

サライ サライ 小学館 月刊 1 総合 継続 ２年 １年 １年

THE　WORLD　OF
INTERIORS(英語)

ザ ワールド オブ インテリ
ア

Conde　Nast
Publications

月刊 13 外国語雑誌 継続 ２年

サンキュ! サンキュ
ベネッセコーポレー
ション

月刊 8 生活 継続 ２年

サンチャイルド　ビッグサイエンス
サン チャイルド ビッグ サ
イエンス チャイルド本社 月刊 5 自然科学 継続 ２年

サンデー毎日 サンデー マイニチ 毎日新聞出版 週刊 1 総合 継続 ３年 ３ヶ月 １年

散歩の達人 サンポ ノ タツジン 交通新聞社 月刊 9 趣味 継続 中央:2022.05- ２年 １年 １年

JSTnews ジェイエスティ ニュース
国立研究開発法人
科学技術振興機構

月刊 5 自然科学 継続 １年

JKFan ジェイケイ ファン チャンプ 月刊 10 スポーツ 継続 １年
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雑誌名順 雑　誌　目　録 令和4年4月1日現在

雑誌名 雑誌名ヨミ 出版者 刊行頻度 分類 分類表記 完結 注記 中央 吉祥寺 プレイス

GA　JAPAN ジーエー ジャパン
エーディーエー・エ
ディタ・トーキョー

隔月刊 7 機械 継続 ２年

JTB時刻表
ジェーティービー ジコク
ヒョウ JTBパブリッシング 月刊 9 趣味 継続 １年 ６ヶ月 ６ヶ月

CNN　ENGLISH　EXPRESS
シーエヌエヌ イングリッ
シュ エクスプレス 朝日出版社 月刊 11 語学 継続 ２年 ２年

史学雑誌 シガク ザッシ 史学会 月刊 3 哲学歴史 継続 中央:1994.12- ３０年

視覚障害 シカク ショウガイ
障害者団体定期刊
行物協会

月刊 6 健康福祉 継続 １年

GQ ジーキュー
コンデナスト・ジャパ
ン

月刊 8 生活 継続 付録DVD貸出可 １年

CQ　ham　radio シーキュー ハム ラジオ CQ出版 月刊 7 機械 継続 １年

時空旅人 ジクウ タビビト 三栄 隔月刊 3 哲学歴史 継続 プレイス:2022.03- ２年 ２年 ２年

しぜん　キンダーブック シゼン キンダー ブック フレーベル館 月刊 5 自然科学 継続 ３年

自然保護 シゼン ホゴ 日本自然保護協会 隔月刊 5 自然科学 継続 ３年

思想 シソウ 岩波書店 月刊 3 哲学歴史 継続 中央:1969.04- 永年

自治研究 ジチ ケンキュウ 第一法規 月刊 4 政治経済 継続 １０年

実践みんなの特別支援教育
ジッセン ミンナ ノ トクベツ
シエン キョウイク 学研教育みらい 月刊 6 健康福祉 継続 １年

CD　Journal シーディー ジャーナル
シーディージャーナ
ル

季刊 9 趣味 継続 ２年

児童心理 ジドウ シンリ 金子書房 月刊 8 生活 休刊 -2019.03休刊 ５年

詩と思想 シ ト シソウ
土曜美術社出版販
売

月刊 12 文学 継続 １年 １年

詩とファンタジー シ ト ファンタジー かまくら春秋社 年２回刊 12 文学 継続 ２年

シナリオ シナリオ
日本シナリオ作家協
会

月刊 12 文学 継続 １年 １年
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雑誌名順 雑　誌　目　録 令和4年4月1日現在

雑誌名 雑誌名ヨミ 出版者 刊行頻度 分類 分類表記 完結 注記 中央 吉祥寺 プレイス

シニア・コミュニティ シニア コミュニティ
ヒューマン・ヘルス
ケア・システム

隔月刊 6 健康福祉 休刊 -2020.06休刊 ２年

島へ。 シマ エ 海風舎 隔月刊 9 趣味 継続 ２年

JiCA　Magazine ジャイカ マガジン 国際協力機構 隔月刊 4 政治経済 継続

2021.06-刊行頻度変更:月刊→
隔月刊
中央:2020.03-保存年限変更(1年
→2年)
プレイス:2020.05-保存年限変更
(1年→2年)
2021.06-誌名変更:旧誌名
「mundi」

２年 ２年

社会教育 シャカイ キョウイク 日本青年館 月刊 8 生活 継続 ５年 １年 １年

JaZZ　JAPAN ジャズ ジャパン ジャズジャパン 月刊 9 趣味 継続 １年 １年

ジャズ批評 ジャズ ヒヒョウ 松坂 隔月刊 9 趣味 継続 ３年 ２年

JAZZ　LIFE ジャズ ライフ ジャズライフ 月刊 9 趣味 継続 ３年 １年

Journalism ジャーナリズム 朝日新聞出版 月刊 2 出版 継続 １年

終活読本ソナエ シュウカツドクホン ソナエ 産経新聞出版 季刊 6 健康福祉 継続 プレイス:2022.新春号- ２年 ２年

週刊朝日 シュウカン アサヒ 朝日新聞出版 週刊 1 総合 継続 ３年 ３ヶ月 １年

週刊エコノミスト シュウカン エコノミスト 毎日新聞出版 週刊 4 政治経済 継続 ３年 ３ヶ月 １年

週刊金曜日 シュウカン キンヨウビ 金曜日 週刊 1 総合 継続 ３年 ３ヶ月 １年

週刊新潮 シュウカン シンチョウ 新潮社 週刊 1 総合 継続 ３年 ３ヶ月 １年

週刊ダイヤモンド シュウカン ダイヤモンド ダイヤモンド社 週刊 4 政治経済 継続 ３年 ３ヶ月 １年

週刊東洋経済
シュウカン トウヨウ ケイザ
イ 東洋経済新報社 週刊 4 政治経済 継続 ３年 ３ヶ月 １年

週刊プロレス シュウカン プロレス
ベースボール・マガ
ジン社

週刊 10 スポーツ 継続 １年

週刊文春 シュウカン ブンシュン 文藝春秋 週刊 1 総合 継続 ３年 ３ヶ月 １年
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雑誌名順 雑　誌　目　録 令和4年4月1日現在

雑誌名 雑誌名ヨミ 出版者 刊行頻度 分類 分類表記 完結 注記 中央 吉祥寺 プレイス

週刊ベースボール シュウカン ベースボール
ベースボール・マガ
ジン社

週刊 10 スポーツ 継続 １年 ３ヶ月 １年

自遊人 ジユウジン 自遊人 季刊 1 総合 中止
プレイス:-2020.05収集中止
中央:-2020.05収集中止

２年 ２年

住宅建築 ジュウタク ケンチク 建築資料研究社 隔月刊 7 機械 継続 ２年

住民と自治 ジュウミン ト ジチ 自治体研究社 月刊 4 政治経済 継続 １年 １年

出版月報 シュッパン ゲッポウ
全国出版協会出版
科学研究所

月刊 2 出版 継続 １年

JUNON ジュノン 主婦と生活社 月刊 9 趣味 継続 １年

趣味の山野草 シュミ ノ サンヤソウ 栃の葉書房 月刊 9 趣味 継続 １年

ジュリスト ジュリスト 有斐閣 月刊 4 政治経済 継続
2012.01(1436号)-刊行頻度変更:
月2回刊→月刊

３０年 １年 ２年

ジュリスト　増刊 ジュリスト ゾウカン 有斐閣 不定期別冊 4 政治経済 継続 ３０年

ジュリスト　別冊 ジュリスト ベッサツ 有斐閣 不定期別冊 4 政治経済 継続 ３０年

将棋世界 ショウギ セカイ 日本将棋連盟 月刊 9 趣味 継続 １年 １年 １年

小説WINGS ショウセツ ウィングス 新書館 季刊 12 文学 休刊
付録CD貸出不可
-2021.秋休刊

２年

小説現代 ショウセツ ゲンダイ 講談社 月刊 12 文学 継続 １年

小説幻冬 ショウセツ ゲントウ 幻冬舎 月刊 12 文学 継続 ３年 １年 １年

小説新潮 ショウセツ シンチョウ 新潮社 月刊 12 文学 継続 ３年 １年 １年

小説推理 ショウセツ スイリ 双葉社 月刊 12 文学 継続 １年 １年

小説すばる ショウセツ スバル 集英社 月刊 12 文学 継続 １年 １年

小説トリッパー ショウセツ トリッパー 朝日新聞出版 季刊 12 文学 継続 ２年

小説NON ショウセツ ノン 祥伝社 月刊 12 文学 継続 １年

小説宝石 ショウセツ ホウセキ 光文社 月刊 12 文学 継続 １年 １年
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雑誌名順 雑　誌　目　録 令和4年4月1日現在

雑誌名 雑誌名ヨミ 出版者 刊行頻度 分類 分類表記 完結 注記 中央 吉祥寺 プレイス

商店建築 ショウテン ケンチク 商店建築社 月刊 7 機械 継続 ３年 １年

消費と生活 ショウヒ ト セイカツ 消費と生活社 隔月刊 8 生活 継続 ２年

食楽 ショクラク 徳間書店 季刊 8 生活 継続 ２年

書斎の窓 ショサイ ノ マド 有斐閣 隔月刊 2 出版 継続 ２年 ２年

女性情報 ジョセイ ジョウホウ
パド・ウィメンズ・オ
フィス

月刊 4 政治経済 継続 ３年

ショパン ショパン ハンナ 月刊 9 趣味 継続 １年

新建築 シンケンチク 新建築社 月刊 7 機械 継続 １０年 １年

新建築住宅特集
シンケンチク ジュウタク ト
クシュウ 新建築社 月刊 7 機械 継続 １年

人権と部落問題
ジンケン ト ブラク モンダ
イ 部落問題研究所 月刊 3 哲学歴史 継続 １年

新潮 シンチョウ 新潮社 月刊 12 文学 継続 １年 １年 １年

新潮45 シンチョウ ヨンジュウゴ 新潮社 月刊 1 総合 休刊
付録DVD貸出可
-2018.10休刊

５年

新電気 シンデンキ オーム社 月刊 5 自然科学 継続 １年

新聞研究 シンブン ケンキュウ 日本新聞協会 月刊 2 出版 継続 ５年

人民画報(中国語) ジンミン ガホウ 人民画報社 月刊 13 外国語雑誌 継続 ５年 ２年

人民中国 ジンミン チュウゴク 東方書店 月刊 4 政治経済 継続 吉祥寺:-2022.03受入中止 ５年 １年 １年

新幼児と保育 シン ヨウジ ト ホイク 小学館 隔月刊 8 生活 継続 付録DVD貸出不可 ２年

SWITCH スイッチ
スイッチ・パブリッシ
ング

月刊 1 総合 継続 ２年 １年

SWIMMING　MAGAZINE スイミング マガジン
ベースボール・マガ
ジン社

月刊 10 スポーツ 継続 １年 １年

数学 スウガク 日本数学会 季刊 5 自然科学 継続 １０年
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数学セミナー スウガク セミナー 日本評論社 月刊 5 自然科学 継続 ３年 １年 １年

数理科学 スウリ カガク サイエンス社 月刊 5 自然科学 継続 １年

SKI　GRAPHIC スキー グラフィック 芸文社 月刊 10 スポーツ 継続 付録DVD貸出可 １年 １年 １年

scripta スクリプタ
紀伊國屋書店出版
部

季刊 2 出版 継続 ２年

SCREEN スクリーン 近代映画社 月刊 9 趣味 継続 付録DVD貸出可 １年 １年

steady ステディ 宝島社 月刊 8 生活 継続 １年

stereo ステレオ 音楽之友社 月刊 9 趣味 継続 １年 １年

STORY ストーリィ 光文社 月刊 8 生活 継続 １年 １年

STORY　BOX ストーリー ボックス 小学館 月刊 12 文学 継続 １年

すばる スバル 集英社 月刊 12 文学 継続 ５年 １年 １年

SPRiNG スプリング 宝島社 月刊 8 生活 継続 １年

Spectator スペクテイター
エディトリアル・デ
パートメント

年２回刊 1 総合 継続 ２年

スポーツイベント・ハンドボール
スポーツ イベント ハンド
ボール スポーツイベント 月刊 10 スポーツ 継続 １年

Sports　Illustrated(英語)
スポーツ イラストレイ
ティッド Time　inc 月刊 13 外国語雑誌 継続 ２年 １年

Sports　Graphic　Number
スポーツ グラフィック ナン
バー 文藝春秋 隔週刊 10 スポーツ 継続

中央:別冊、臨時増刊号も継続収
集

３年 ６ヶ月 １年

住まいの設計 スマイ ノ セッケイ 扶桑社 隔月刊 8 生活 継続 ２年 ２年 ２年

スマッシュ スマッシュ
日本スポーツ企画
出版社

月刊 10 スポーツ 継続 １年 １年

smart スマート 宝島社 月刊 8 生活 継続 １年

墨 スミ 芸術新聞社 隔月刊 9 趣味 継続 ２年 ２年
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Smithsonian(英語) スミソニアン
Smithsonian
Associates

月刊 13 外国語雑誌 継続 ２年

住む。 スム 泰文館 季刊 8 生活 継続 ２年

相撲 スモウ
ベースボール・マガ
ジン社

月刊 10 スポーツ 継続 １年 １年

suumoリフォーム スーモ リフォーム リクルート 隔月刊 8 生活 休刊 -2021.03休刊 ２年

SLIDER スライダー ネコ・パブリッシング 季刊 10 スポーツ 休刊 -2020.03(42号)休刊 ２年

Slugger スラッガー
日本スポーツ企画
出版社

隔月刊 10 スポーツ 継続 ２年

青春と読書 セイシュン ト ドクショ 集英社 月刊 2 出版 継続 １年 １年

生物科学 セイブツ カガク
日本生物科学者協
会

季刊 5 自然科学 休刊 -2019.04休刊 １０年

声優グランプリ セイユウ グランプリ 主婦の友社 月刊 9 趣味 継続 １年

正論 セイロン 産経新聞社 月刊 1 総合 継続 ３年 １年 １年

世界 セカイ 岩波書店 月刊 1 総合 継続
中央:別冊号も継続収集
中央:1946.07-

永年 １年 １年

世界経済評論 セカイ ケイザイ ヒョウロン
国際貿易投資研究
所

隔月刊 4 政治経済 継続 ２年

世界の艦船 セカイ ノ カンセン 海人社 月刊 7 機械 継続 付録DVD貸出可 １年 １年

sesame セサミ 朝日新聞出版 季刊 8 生活 休刊 -2021.03休刊 ２年

SAFETY　LIFE　TOKYO
セーフティ ライフ トウキョ
ウ 東京防災救急協会 季刊 4 政治経済 継続 ２年

Seventeen セブンティーン 集英社 月刊 8 生活 休刊 -2021.10休刊 １年

セラピスト セラピスト BABジャパン 隔月刊 6 健康福祉 継続 ２年

選択 センタク 選択出版 月刊 1 総合 継続 １年 １年

宣伝会議 センデン カイギ 宣伝会議 月刊 2 出版 継続 １年 １年
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専門料理 センモン リョウリ 柴田書店 月刊 8 生活 継続 １年

川柳研究 センリュウ ケンキュウ 川柳研究社 月刊 12 文学 継続 ３年

川柳マガジン センリュウ マガジン 新葉館出版 月刊 12 文学 継続 １年

装苑 ソウエン
文化学園文化出版
局

隔月刊 8 生活 継続 2020.07号発売中止 ２年 ２年

壮快 ソウカイ マイヘルス社 月刊 6 健康福祉 継続 共同出版者:マキノ出版 １年 １年

総務省 ソウムショウ 総務省 月刊 1 総合 継続 １年

ソトコト ソトコト ソトコト・プラネット 隔月刊 8 生活 継続
2020.04-刊行頻度変更:月刊→
隔月刊

２年 ２年

Software　Design ソフトウェア デザイン 技術評論社 月刊 7 機械 継続 １年

Softball　magazine ソフトボール マガジン
ベースボール・マガ
ジン社

月刊 10 スポーツ 継続 １年

宇宙のとびら ソラ ノ トビラ
宇宙航空研究開発
機構宇宙教育セン
ター

季刊 5 自然科学 継続 中央:2020.03　Spring(051)- ５年

SALT　WORLD ソルト ワールド 枻出版社 隔月刊 9 趣味 継続 ２年

大学への数学 ダイガク エノ スウガク 東京出版 月刊 5 自然科学 継続 １年

DIVER ダイバー ダイバー 隔月刊 10 スポーツ 休刊 -2020.11休刊 ２年

大法輪 ダイホウリン 大法輪閣 月刊 3 哲学歴史 休刊 ‐2020.07休刊 ３年

TIME(英語) タイム Time　Inc 隔週刊 13 外国語雑誌 継続
Asia　edition
2020.06-刊行頻度変更(週刊→
隔週刊)

２０年 ６ヶ月 １年

DIME ダイム [小学館] 月刊 1 総合 継続 １年

TIME　FOR　KIDS(英語) タイム フォー キッズ Time　Inc 隔週刊 13 外国語雑誌 継続 ２年

ダイヤモンドZAi ダイヤモンド ザイ ダイヤモンド社 月刊 4 政治経済 継続 ２年 １年 １年

Taiwan　Panorama(中国語) タイワン パノラマ 光華画報雑誌社 月刊 13 外国語雑誌 継続 ３年 ２年
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Tarzan ターザン マガジンハウス 月２回刊 8 生活 継続 １年 １年

多聴多読Magazine タチョウ タドク マガジン コスモピア 隔月刊 11 語学 継続 ２年 ２年

卓球王国 タッキュウ オウコク 卓球王国 月刊 10 スポーツ 継続 １年 １年

旅の手帖 タビ ノ テチョウ 交通新聞社 月刊 9 趣味 継続 １年 １年 １年

ダ・ヴィンチ ダ ヴィンチ KADOKAWA 月刊 2 出版 継続 １年 １年 １年

食べもの文化 タベモノ ブンカ 芽ばえ社 月刊 8 生活 継続 １年

たまごクラブ タマゴ クラブ
ベネッセコーポレー
ション

月刊 8 生活 変更

2022.04春号-分割、誌名変更:新誌
名『初めてのたまごクラブ』　、『中
期のたまごクラブ』、『後期のたまご
クラブ』

２年

短歌 タンカ 角川文化振興財団 月刊 12 文学 継続 １年 １年

短歌研究 タンカ ケンキュウ 短歌研究社 月刊 12 文学 継続 １０年

淡交 タンコウ 淡交社 月刊 9 趣味 継続 ３年

TURNS ターンズ 第一プログレス 隔月刊 8 生活 継続 ２年

ダンスビュウ ダンス ビュウ モダン出版 月刊 10 スポーツ 継続 付録DVD貸出不可 １年 １年

DANCE　MAGAZINE ダンス マガジン 新書館 月刊 10 スポーツ 継続 付録DVD貸出可 １年

dancyu ダンチュウ プレジデント社 月刊 8 生活 継続 ２年 １年 １年

地域開発 チイキ カイハツ
日本地域開発セン
ター

季刊 4 政治経済 継続 ３年

地域人 チイキジン 大正大学出版会 月刊 1 総合 継続 ２年 １年 １年

地域リハビリテーション チイキ リハビリテーション 三輪書店 隔月刊 6 健康福祉 休刊 -2021.01休刊 ２年

ちいさい・おおきい・よわい・つよ
い

チイサイ オオキイ ヨワイ
ツヨイ

ジャパンマシニスト
社

年２回刊 6 健康福祉 継続
2020.04(127号)-刊行頻度変更:
季刊→年2回刊

２年 ２年

ちいさいなかま チイサイ ナカマ ちいさいなかま社 月刊 8 生活 継続 １年

ちいさなかがくのとも チイサナ カガク ノ トモ 福音館書店 月刊 5 自然科学 継続 中央:1号(2002.04)- 永年 ３年 ３年
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地球温暖化 チキュウ オンダンカ 日報アイ・ビー 隔月刊 4 政治経済 継続 ２年

ちくま チクマ 筑摩書房 月刊 2 出版 継続 １年 １年

地図中心 チズ チュウシン 日本地図センター 月刊 3 哲学歴史 継続 ２年

致知 チチ 致知出版社 月刊 1 総合 継続 １年

地方史研究 チホウシ ケンキュウ 地方史研究協議会 隔月刊 3 哲学歴史 継続 ２年

地方自治 チホウ ジチ ぎょうせい 月刊 4 政治経済 継続 １０年 １年

チャイルドヘルス チャイルド ヘルス 診断と治療社 月刊 6 健康福祉 継続 １年

ちゃぐりん チャグリン 家の光協会 月刊 8 生活 継続 ３年 １年

茶道雑誌 チャドウ ザッシ 河原書店 月刊 9 趣味 継続 ３年

CHANTO チャント 主婦と生活社 月刊 8 生活 休刊 -2020.04休刊 ２年

中央公論 チュウオウ コウロン 中央公論新社 月刊 1 総合 継続 ３０年 １年 １年

中央公論　文芸特集
チュウオウ コウロン ブン
ゲイ トクシュウ 中央公論新社 季刊 1 総合 休刊 -1995.09(秋季号)休刊 ３０年

中期のたまごクラブ
チュウキ ノ タマゴ クラ
ブ

ベネッセコーポレー
ション

年２回刊 8 生活 継続
2022.04春夏号-刊行頻度変更:月
刊→年２回刊、分割、誌名変更:旧
誌名『たまごクラブ』

２年

中期のひよこクラブ
チュウキ ノ ヒヨコ クラ
ブ

ベネッセコーポレー
ション

季刊 8 生活 継続
2022.04春号-刊行頻度変更:月刊
→季刊、分割、誌名変更:旧誌名
『ひよこクラブ』

２年 ２年

地理 チリ 古今書院 月刊 3 哲学歴史 継続 ５年 １年 １年

地理学評論 チリガク ヒョウロン 日本地理学会 隔月刊 3 哲学歴史 継続 中央:1953.05- 永年

チルチンびと チルチンビト 風土社 季刊 8 生活 継続 ２年 ２年

賃金と社会保障
チンギン ト シャカイ ホショ
ウ 賃社編集室 月２回刊 4 政治経済 継続 １年
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通訳翻訳ジャーナル
ツウヤク ホンヤク ジャー
ナル イカロス出版 季刊 11 語学 継続 ３年 ２年

創 ツクル 創出版 月刊 1 総合 継続 １年 １年

つり人 ツリビト つり人社 月刊 9 趣味 継続 １年 １年 １年

DER　SPIEGEL(ドイツ語) デア シュピーゲル Spiegel 週刊 13 外国語雑誌 継続 １年

テアトロ テアトロ カモミール社 月刊 9 趣味 継続 ５年 １年

Discover(英語) ディスカバー Kalmbach　Media その他 13 外国語雑誌 継続 プレイス:2022.01/02- ２年

Discover　Japan ディスカバー ジャパン 枻出版社 月刊 1 総合 継続 ２年 １年

DISNEY　FAN ディズニー ファン 講談社 月刊 9 趣味 継続 １年

DDD ディーディーディー フラックス 季刊 10 スポーツ 中止 プレイス:-2020.04収集中止 ２年

ディテール ディテール 彰国社 季刊 7 機械 継続 ３年

D-file ディー ファイル イマジン出版 月２回刊 4 政治経済 継続 １年

デジタルカメラ・マガジン デジタル カメラ マガジン インプレス 月刊 9 趣味 継続 １年 １年

鉄おも! テツオモ ネコ・パブリッシング 月刊 9 趣味 継続 ２年

鉄道ジャーナル テツドウ ジャーナル 鉄道ジャーナル社 月刊 7 機械 継続 １年 １年

鉄道ダイヤ情報
テツドウ ダイヤ ジョウホ
ウ 交通新聞社 月刊 7 機械 継続 ２年

鉄道ピクトリアル テツドウ ピクトリアル 電気車研究会 月刊 7 機械 継続 付録CD-ROM貸出不可 ３年 １年

鉄道ファン テツドウ ファン 交友社 月刊 7 機械 継続 付録DVD貸出不可 １年 １年 １年

鉄道模型趣味 テツドウ モケイ シュミ 機芸出版社 月刊 9 趣味 継続 １年 １年

Tennis　Magazine テニス マガジン
ベースボール・マガ
ジン社

その他 10 スポーツ 継続

2021.11-刊行頻度変更:月刊→
年4回
吉祥寺:2020.11-保存年限変更(1
年→2年)
プレイス:2020.12-保存年限変更
(1年→2年)

２年 ２年
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THEMIS テーミス テーミス 月刊 4 政治経済 継続 １年

テルミ　[点字資料・児童用] テルミ テンジ シリョウ
日本児童教育振興
財団

隔月刊 6 健康福祉 継続 ３年

TVガイド テレビ ガイド
東京ニュース通信
社

週刊 1 総合 継続 １年 ３ヶ月

点字ジャーナル　[点字資料]
テンジ ジャーナル テンジ
シリョウ

東京ヘレンケラー協
会

月刊 6 健康福祉 継続 中央:号外も継続収集 １年

点字毎日　[点字資料]
テンジ マイニチ テンジ シ
リョウ 毎日新聞社 週刊 6 健康福祉 継続 中央:号外も継続収集 １年

天然生活 テンネン セイカツ 扶桑社 月刊 8 生活 継続 中央:2021.05- ２年 ２年 ２年

東亜 トウア 霞山会 月刊 4 政治経済 継続 １年

Tokyo　Weekender(英語)
トウキョウ ウィークエン
ダー ENGAWA出版社 月刊 13 外国語雑誌 継続 １年

東京カレンダー トウキョウ カレンダー 東京カレンダー 月刊 1 総合 継続 ２年 １年

東京かわら版 トウキョウ カワラバン 東京かわら版 月刊 9 趣味 継続 １年

TOKYO　GRAFFITI トウキョウ グラフィティ グラフィティ 季刊 8 生活 継続
2020.12-刊行頻度変更:隔月刊
→季刊

２年 ２年

東京人 トウキョウジン 都市出版 月刊 1 総合 継続 ２年 １年 １年

投資手帖 トウシ テチョウ 日本株式新聞社 月刊 4 政治経済 継続 １年

ドゥーパ! ドゥーパ キャンプ 隔月刊 8 生活 継続 付録DVD貸出不可 ２年 ２年

動物たち ドウブツタチ 日本動物愛護協会 季刊 5 自然科学 継続 ３年

どうぶつと動物園 ドウブツ ト ドウブツエン 東京動物園協会 季刊 5 自然科学 継続 ２年

陶遊 トウユウ
エスプレス・メディア
出版

隔月刊 9 趣味 継続 吉祥寺:2020.11(181号)- ２年

都議会だより(点字版)　[点字資
料]

トギカイダヨリ テンジバン 東京都議会広報課 不定期 6 健康福祉 継続 １年
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時の法令 トキ ノ ホウレイ 朝陽会 月２回刊 4 政治経済 休刊 -2022.3.30休刊 １年

特選街 トクセンガイ 特選街出版 月刊 8 生活 休刊 -2021.11休刊 ３年 １年 １年

読楽 ドクラク 徳間書店 月刊 12 文学 継続 １年

都市問題 トシ モンダイ
後藤・安田記念東京
都市研究所

月刊 4 政治経済 継続 ５年

図書 トショ 岩波書店 月刊 2 出版 継続 １年 １年

図書館界 トショカンカイ 日本図書館研究会 隔月刊 2 出版 継続 ２０年

図書館雑誌 トショカン ザッシ 日本図書館協会 月刊 2 出版 継続 中央:1941.02- 永年 １年

図書館雑誌　複製版(1907年-
1944年)

トショカン ザッシ フクセイ
バン 学術文献普及会 不定期 2 出版 中止

中央:1907.10(1号)-1944.08(294
号)

永年

図書館の学校 トショカン ノ ガッコウ 図書館振興財団 季刊 2 出版 継続 ２年

Top　Promotions　販促会議
トップ プロモーションズ ハ
ンソク カイギ 宣伝会議 月刊 4 政治経済 継続 ２年

TOP　POINT トップ ポイント パーソナルブレーン 月刊 2 出版 継続 １年

飛ぶ教室 トブ キョウシツ 光村図書 季刊 12 文学 継続 中央:2022.04(通巻69)- ５年 ２年

Triathlon　Lumina トライアスロン ルミナ セロトーレ 季刊 10 スポーツ 継続 ２年

ドラマ ドラマ 映人社 月刊 12 文学 継続 １年

TRANSIT トランジット euphoria　FACTORY 季刊 9 趣味 継続 ２年

なごみ ナゴミ 淡交社 月刊 9 趣味 継続 １年 １年 １年

NATIONAL　GEOGRAPHIC(英語)
ナショナル ジオグラフィッ
ク

National
Geographic　Society

月刊 13 外国語雑誌 継続 ３０年 ２年

NATIONAL　GEOGRAPHIC
ナショナル ジオグラフィッ
ク

日経ナショナルジオ
グラフィック社

月刊 5 自然科学 継続 付録DVD貸出不可 １年 １年 １年

NATIONAL　GEOGRAPHIC
KIDS(英語)

ナショナル ジオグラフィッ
ク キッズ

National
Geographic　Society

その他 13 外国語雑誌 継続 刊行頻度:年10回刊 ３年
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雑誌名順 雑　誌　目　録 令和4年4月1日現在

雑誌名 雑誌名ヨミ 出版者 刊行頻度 分類 分類表記 完結 注記 中央 吉祥寺 プレイス

ナチュリラ ナチュリラ 主婦と生活社 季刊 8 生活 休刊
プレイス:2021.夏号-
-2021/2022.冬号休刊

２年

七緒 ナナオ プレジデント社 季刊 8 生活 継続 ２年

波 ナミ 新潮社 月刊 2 出版 継続 １年

nicola ニコラ 新潮社 月刊 8 生活 継続 １年

日経アーキテクチュア ニッケイ アーキテクチュア 日経BP社 月２回刊 7 機械 継続 ３年

日経ESG ニッケイ イー エス ジー 日経BP社 月刊 4 政治経済 継続 １年

日経WOMAN ニッケイ ウーマン 日経BP社 月刊 8 生活 継続 ２年 １年 ２年

日経エレクトロニクス ニッケイ エレクトロニクス 日経BP社 月刊 7 機械 継続 中央:2021.05- ２年

日経エンタテインメント! ニッケイ エンタテインメント 日経BP社 月刊 1 総合 継続 付録DVD貸出可 １年 １年 １年

日経グローカル ニッケイ グローカル
日本経済新聞社
産業地域研究所

月２回刊 4 政治経済 継続 ２年 １年

日経クロストレンド ニッケイ クロス トレンド 日経BP社 月刊 4 政治経済 継続 １年

日経コンピュータ ニッケイ コンピュータ 日経BP社 隔週刊 7 機械 継続 １年

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 5 自然科学 継続 ３年 １年 １年

日経デザイン ニッケイ デザイン 日経BP社 月刊 7 機械 継続 １年

日経トップリーダー ニッケイ トップ リーダー 日経BP社 月刊 4 政治経済 継続 １年 １年

日経トレンディ ニッケイ トレンディ 日経BP社 月刊 1 総合 継続 ３年 １年 １年

日経Network ニッケイ ネットワーク 日経BP社 月刊 7 機械 継続 １年

日経パソコン ニッケイ パソコン 日経BP社 月２回刊 7 機械 継続 １年 １年

日経PC21
ニッケイ ピーシー ニジュ
ウイチ 日経BP社 月刊 7 機械 継続 ２年 １年 １年

日経ビジネス ニッケイ ビジネス 日経BP社 週刊 4 政治経済 継続 １年 ３ヶ月 １年
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雑誌名順 雑　誌　目　録 令和4年4月1日現在

雑誌名 雑誌名ヨミ 出版者 刊行頻度 分類 分類表記 完結 注記 中央 吉祥寺 プレイス

日経ヘルス ニッケイ ヘルス 日経BP社 年３回刊 6 健康福祉 継続
付録DVD貸出可　2021.04-刊行
頻度変更:隔月刊→不定期
プレイス:-2021.04収集中止

２年 ２年

日経マネー ニッケイ マネー 日経BP社 月刊 4 政治経済 継続 １年 １年 １年

日経ものづくり ニッケイ モノズクリ 日経BP社 月刊 4 政治経済 継続 １年

日経Linux ニッケイ リナックス 日経BP社 隔月刊 7 機械 継続 付録DVD-ROM貸出可 ２年

日本カメラ ニッポン カメラ 日本カメラ社 月刊 9 趣味 休刊 -2021.05休刊 １年 １年

日本語学 ニホンゴガク 明治書院 季刊 11 語学 継続 ２年 ２年

日本児童文学 ニホン ジドウ ブンガク
日本児童文学者協
会

隔月刊 12 文学 継続 中央:1959.02- 永年 ２年 ２年

日本文学 ニホン ブンガク 日本文学協会 月刊 12 文学 継続 １年

日本歴史 ニホン レキシ 吉川弘文館 月刊 3 哲学歴史 継続 １０年 １年

NEWSWEEK(英語) ニューズ ウィーク Newsweek 週刊 13 外国語雑誌 継続

-2012.12.31休刊　　2014.03.14-
復刊　-2018.12.07国内流通中止
2018.12.14-2019.05.24/31欠号
2019.06.07-国内流通再開

２０年

Newsweek ニューズ ウィーク CCCメディアハウス 週刊 1 総合 継続 ３年 ６ヶ月 １年

Newtype ニュー タイプ KADOKAWA 月刊 9 趣味 継続 付録DVD貸出不可 １年 １年

Newton ニュートン ニュートンプレス 月刊 5 自然科学 継続 ３年 １年 １年

THE　NEW　YORKER(英語) ニューヨーカー
CONDE　NAST
PUBLICATIONS

週刊 13 外国語雑誌 継続 １年 ３ヶ月 １年

人間 ニンゲン 目黒書店 月刊 12 文学 休刊
中央:1946.08-1951.06
-1951.08休刊　劣化資料のため
全号館内閲覧のみ

永年

Numéro　TOKYO ヌメロ トウキョウ 扶桑社 月刊 8 生活 継続 １年

Nature(英語) ネイチャー ネイチャージャパン 週刊 13 外国語雑誌 継続 ２０年

Nature　digest　日本語編集版 ネイチャー ダイジェスト ネイチャージャパン 月刊 5 自然科学 継続 中央:別冊号も継続収集 ５年
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雑誌名順 雑　誌　目　録 令和4年4月1日現在

雑誌名 雑誌名ヨミ 出版者 刊行頻度 分類 分類表記 完結 注記 中央 吉祥寺 プレイス

猫びより ネコビヨリ 辰巳出版 隔月刊 9 趣味 継続 ２年 ２年 ２年

ネットワーク ネットワーク
東京ボランティア・市
民活動センター

隔月刊 8 生活 継続 ２年

ネットワークビジネス ネットワーク ビジネス
サクセスマーケティ
ング

月刊 4 政治経済 継続 １年

熱風 ネップウ ジブリ
スタジオジブリ出版
社

月刊 1 総合 継続 １０年 １年

ノジュール ノジュール JTBパブリッシング 月刊 9 趣味 継続 ２年 １年 １年

ノスタルジックヒーロー ノスタルジック ヒーロー 芸文社 隔月刊 7 機械 継続 付録DVD貸出可 ２年

non・no ノンノ 集英社 月刊 8 生活 継続 １年 １年 １年

のんびる ノンビル
パルシステム生活
協同組合連合会

隔月刊 8 生活 継続 ２年

俳句 ハイク 角川文化振興財団 月刊 12 文学 継続 プレイス:2021.07- １０年 １年 １年

俳句αあるふぁ ハイク アルファ 毎日新聞出版 季刊 12 文学 休刊 -2021.春号休刊 ２年

俳句四季 ハイク シキ 東京四季出版 月刊 12 文学 継続 １年

Bicycle　Club バイシクル クラブ ピークス 隔月刊 10 スポーツ 継続

2022.03-刊行頻度変更:月刊→
隔月刊
プレイス:2020.12-保存年限変更
(1年→2年)

２年

俳壇 ハイダン 本阿弥書店 月刊 12 文学 継続 ３年

HiVi ハイヴィ ステレオサウンド 月刊 7 機械 継続 １年

HOUSING ハウジング リクルート 隔月刊 8 生活 継続
2020.06-刊行頻度変更:月刊→
隔月刊

２年 ２年

HOUSE　&　GARDEN(英語) ハウス アンド ガーデン
Conde　Nast
Publications

月刊 13 外国語雑誌 継続 ３年
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雑誌名順 雑　誌　目　録 令和4年4月1日現在

雑誌名 雑誌名ヨミ 出版者 刊行頻度 分類 分類表記 完結 注記 中央 吉祥寺 プレイス

初めてのたまごクラブ
ハジメテ ノ タマゴ クラ
ブ

ベネッセコーポレー
ション

季刊 8 生活 継続
2022.04春号-刊行頻度変更:月刊
→季刊、分割、誌名変更:旧誌名
『たまごクラブ』

２年

初めてのひよこクラブ ハジメテ ノ ヒヨコ クラブ
ベネッセコーポレー
ション

季刊 8 生活 継続
2022.04春号-刊行頻度変更:月刊
→季刊、分割、誌名変更:旧誌名
『ひよこクラブ』

２年 ２年

HERS ハーズ 光文社 季刊 8 生活 継続

-2020.07休刊　2020.11-復刊
2020.11-刊行頻度変更:月刊→
季刊
プレイス:2020.11-保存年限変更
(1年→2年)

２年

BIRDER バーダー 文一総合出版 月刊 5 自然科学 継続 １年 １年 １年

働く広場-障害者と雇用
ハタラク ヒロバ ショウガイ
シャ ト コヨウ

高齢・障害・求職者
雇用支援機構

月刊 6 健康福祉 継続 ５年

BACKSTAGE　PASS　B-PASS バックステージ パス
シンコーミュージッ
ク・エンタテイメント

月刊 9 趣味 継続 １年

発達 ハッタツ ミネルヴァ書房 季刊 8 生活 継続 ２年

はつらつ元氣 ハツラツ ゲンキ 芸文社 隔月刊 6 健康福祉 継続
2021.02-刊行頻度変更:月刊→
隔月刊

２年

Badminton　MAGAZINE バドミントン マガジン
ベースボール・マガ
ジン社

月刊 10 スポーツ 継続 １年 １年

Hanako ハナコ マガジンハウス 月刊 1 総合 継続 １年 １年 １年

Hanada ハナダ 飛鳥新社 月刊 1 総合 継続 １年 １年

HARPER'S　MAGAZINE(英語) ハーパーズ マガジン
Harper's　Magazine
Foundation

月刊 13 外国語雑誌 継続 ２年

Harvard　Business　Review
ハーバード ビジネス レ
ビュー ダイヤモンド社 月刊 4 政治経済 継続 ３年 １年 １年

母の友 ハハ ノ トモ 福音館書店 月刊 8 生活 継続 中央:1995.01- 永年 １年 ２年
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雑誌名順 雑　誌　目　録 令和4年4月1日現在

雑誌名 雑誌名ヨミ 出版者 刊行頻度 分類 分類表記 完結 注記 中央 吉祥寺 プレイス

ハヤカワミステリマガジン
ハヤカワ ミステリ マガジ
ン 早川書房 隔月刊 12 文学 継続 ３年 ２年 ２年

パラスポーツマガジン パラスポーツ マガジン 実業之日本社 不定期 10 スポーツ 継続 プレイス:2021.08(9号)- ３年 ２年 ２年

ハルメク ハルメク ハルメク 月刊 8 生活 継続 中央:2021.05- ２年 １年

VOLLEYBALL バレーボール 日本文化出版 月刊 10 スポーツ 継続 １年 １年

25ans ヴァンサンカン ハースト婦人画報社 月刊 8 生活 継続 １年

Band　Journal バンド ジャーナル 音楽之友社 月刊 9 趣味 継続 １年 １年

pumpkin パンプキン 潮出版社 月刊 6 健康福祉 継続 １年

判例時報 ハンレイ ジホウ 判例時報社 旬刊 4 政治経済 継続

中央:臨時増刊号、別冊号も継続
収集
吉祥寺:臨時増刊号、別冊号も継
続収集

３０年 １年 ２年

判例タイムズ ハンレイ タイムズ 判例タイムズ社 月刊 4 政治経済 継続
中央:1995.01.15-
中央:別冊号も継続収集

３０年

判例地方自治 ハンレイ チホウ ジチ ぎょうせい 月刊 4 政治経済 継続
中央:1995.02-
中央:索引・解説号も継続収集

３０年

PHP ピーエイチピー PHP研究所 月刊 1 総合 継続 １年

PHPスペシャル
ピーエイチピー スペシャ
ル PHP研究所 月刊 1 総合 継続 １年

PHPのびのび子育て
ピーエイチピー ノビノビ コ
ソダテ PHP研究所 月刊 8 生活 休刊 -2021.06休刊 ２年

BIOCITY ビオ シティ ブックエンド 季刊 4 政治経済 継続 ２年

Begin ビギン Begin 月刊 8 生活 継続 １年

PEAKS ピークス ピークス 月刊 10 スポーツ 継続 プレイス:2022.02- １年 １年

悲劇喜劇 ヒゲキ キゲキ 早川書房 隔月刊 9 趣味 継続 ２年

ビジネスガイド ビジネス ガイド 日本法令 月刊 4 政治経済 継続 １年
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雑誌名 雑誌名ヨミ 出版者 刊行頻度 分類 分類表記 完結 注記 中央 吉祥寺 プレイス

ビジネスチャンス ビジネス チャンス ビジネスチャンス 隔月刊 4 政治経済 継続 ２年 ２年

ビジネス法務 ビジネス ホウム 中央経済社 月刊 4 政治経済 継続 プレイス:2022.02- １年

美術手帖 ビジュツ テチョウ 美術出版社 隔月刊 9 趣味 継続 ３年 ２年

美術の窓 ビジュツ ノ マド 生活の友社 月刊 9 趣味 継続 １年

美術屋・百兵衛 ビジュツヤ ヒャクベエ 麗人社 季刊 9 趣味 休刊 -2021.10休刊 ２年

美ST ビスト 光文社 月刊 8 生活 継続 １年

THE　BIG　ISSUE　JAPAN ビッグ イシュー ジャパン ビッグイシュー日本 月２回刊 1 総合 継続 中央:2021.04.01- ２年 １年

VIDEO　SALON ビデオ サロン 玄光社 月刊 9 趣味 継続 １年

美的 ビテキ 小学館 月刊 8 生活 継続 １年 １年

一橋ビジネスレビュー
ヒトツバシ ビジネス レ
ビュー 東洋経済新報社 季刊 4 政治経済 継続 ２年

ひととき ヒトトキ ウェッジ 月刊 9 趣味 継続 １年

VIVARIUM　GUIDE ビバリウム ガイド エムピージェー 季刊 9 趣味 継続 ２年

BE-PAL ビーパル 小学館 月刊 10 スポーツ 継続 １年 １年 １年

表現者クライテリオン
ヒョウゲンシャ クライテリ
オン 啓文社書房 隔月刊 1 総合 継続 ２年

ひよこクラブ ヒヨコ クラブ
ベネッセコーポレー
ション

月刊 8 生活 変更

2022.04春号-分割、誌名変更:新誌
名『初めてのひよこクラブ』　、『中
期のひよこクラブ』、『後期のひよこ
クラブ』

２年 ２年

HIRAGANA　TIMES ヒラガナ タイムズ ひらがなタイムズ 月刊 11 語学 継続 １年 １年 １年

ビリヤード・キューズ ビリヤード キューズ BABジャパン 隔月刊 10 スポーツ 継続 付録DVD貸出不可 ２年

PiNK ピンク
NPO法人　Run　for
the　Cure
Foundation

季刊 6 健康福祉 継続 ２年

Fight　&　Life ファイト アンド ライフ フィットネススポーツ 隔月刊 10 スポーツ 継続 ２年
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雑誌名 雑誌名ヨミ 出版者 刊行頻度 分類 分類表記 完結 注記 中央 吉祥寺 プレイス

FINEBOYS ファイン ボーイズ 日之出出版 月刊 8 生活 継続 １年

FACTA ファクタ ファクタ出版 月刊 4 政治経済 継続 １年

FUDGE ファッジ 三栄 月刊 8 生活 継続 １年 １年

madame　FIGARO　japon フィガロ ジャポン CCCメディアハウス 月刊 8 生活 継続 １年 １年

Fishing　Cafe フィッシング カフェ シマノ 年３回刊 9 趣味 継続 ２年

風景写真 フウケイ シャシン 風景写真出版 隔月刊 9 趣味 継続 ２年

FORTUNE(英語) フォーチュン Time　Inc 月刊 13 外国語雑誌 継続 ３年 １年

フォトコン フォトコン 日本写真企画 月刊 9 趣味 継続 １年 １年

Forbes(英語) フォーブス Forbes その他 13 外国語雑誌 継続 アメリカ版　刊行頻度:年8回刊 ２年

Forbes　JAPAN フォーブズ ジャパン アトミックスメディア 月刊 4 政治経済 継続 １年

FOREIGN　AFFAIRS(英語) フォーリン アフェアーズ
COUNCIL　ON
FOREIGN
RELATIONS

隔月刊 13 外国語雑誌 継続 １０年

Foreign　Affairs　Report
フォーリン アフェアーズ リ
ポート

フォーリン・アフェ
アーズ・ジャパン

月刊 4 政治経済 継続 １年

福祉労働 フクシ ロウドウ 現代書館 年２回刊 6 健康福祉 継続
2021.秋/冬号-刊行頻度変更:季
刊→年2回刊

２年

婦人画報 フジン ガホウ ハースト婦人画報社 月刊 8 生活 継続 付録DVD貸出不可 １年 １年

婦人公論 フジン コウロン 中央公論新社 月刊 8 生活 継続
2022.02-刊行頻度変更:月2回刊
→月刊

３年 １年 １年

婦人通信 フジン ツウシン
日本婦人団体連合
会

月刊 8 生活 継続 １年

婦人之友 フジン ノ トモ 婦人之友社 月刊 8 生活 継続 １年 １年

FRaU フラウ 講談社 不定期 8 生活 継続 ２年

＋act プラス アクト ワニブックス 月刊 9 趣味 継続 １年
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雑誌名順 雑　誌　目　録 令和4年4月1日現在

雑誌名 雑誌名ヨミ 出版者 刊行頻度 分類 分類表記 完結 注記 中央 吉祥寺 プレイス

PLUS　1　LIVING プラス ワン リビング 主婦の友社 季刊 8 生活 休刊 -2019.07Summer休刊 ３年

ふらんす フランス 白水社 月刊 11 語学 継続 音声データダウンロード可 １０年 １年 １年

Bricolage ブリコラージュ 七七舎 隔月刊 6 健康福祉 継続 プレイス:2021.02/03- ２年

FLIX フリックス ビジネス社 隔月刊 9 趣味 継続 ２年

Blue. ブルー ネコ・パブリッシング 隔月刊 10 スポーツ 継続 プレイス:2022.02- ２年

Blue　Earth ブルーアース 海洋研究開発機構 季刊 5 自然科学 継続 ２年 ２年

ブルース&ソウル・レコーズ
ブルース アンド ソウル レ
コーズ

ブルース・インターア
クションズ

隔月刊 9 趣味 継続 ２年

BRUTUS ブルータス マガジンハウス 月２回刊 1 総合 継続 ２年 ６ヶ月 １年

Bloomberg　Businessweek(英語)
ブルームバーグ ビジネス
ウィーク Bloomberg　L.P. 週刊 13 外国語雑誌 中止 中央:-2020.09.28収集中止 ３年

ふれあいケア フレアイ ケア
全国社会福祉協議
会

月刊 6 健康福祉 休刊 -2021.04休刊 ３年

Player プレイヤー
プレイヤー・コーポ
レーション

季刊 9 趣味 継続

2022.03-刊行頻度変更:月刊→
季刊
中央:2020.10-保存年限変更(1年
→2年)
プレイス:2021.01-保存年限変更
(1年→2年)

２年 ２年

プレジデント プレジデント プレジデント社 月２回刊 4 政治経済 継続 １年 ６ヶ月 １年

PRESIDENT　WOMAN　Premier
プレジデント ウーマン プ
レミア プレジデント社 年２回刊 8 生活 継続

2020.09-刊行頻度変更:季刊→
年2回刊

２年

プレジデントFamily プレジデント ファミリー プレジデント社 季刊 8 生活 継続 ３年 ２年 ２年

Precious プレシャス 小学館 月刊 8 生活 継続 １年

Pre‐mo プレモ 主婦の友社 季刊 8 生活 休刊 -2021.秋/冬号休刊 ２年

ブレーン ブレーン 宣伝会議 月刊 7 機械 継続 １年
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雑誌名順 雑　誌　目　録 令和4年4月1日現在

雑誌名 雑誌名ヨミ 出版者 刊行頻度 分類 分類表記 完結 注記 中央 吉祥寺 プレイス

フローリスト フローリスト 誠文堂新光社 隔月刊 9 趣味 継続
2021.06-刊行頻度変更:月刊→
隔月刊

２年

文學界 ブンガクカイ 文藝春秋 月刊 12 文学 継続 ３年 １年 １年

文藝 ブンゲイ 河出書房新社 季刊 12 文学 継続 ３年 ２年 ２年

文藝春秋 ブンゲイ シュンジュウ 文藝春秋 月刊 1 総合 継続 ２０年 １年 １年

文藝春秋SPECIAL
ブンゲイ シュンジュウ ス
ペシャル 文藝春秋 季刊別冊扱 1 総合 休刊 -2017.秋号休刊 ５年

veggy ベジィ キラジェンヌ 隔月刊 8 生活 継続 ２年

vesta ヴェスタ
味の素食の文化セ
ンター

季刊 1 総合 継続 ２年

BEST　STAGE ベスト ステージ 音楽と人 月刊 9 趣味 継続 １年

BEST　FLOWER
ARRANGEMENT

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 9 趣味 継続 ２年

BASS　MAGAZINE ベース マガジン リットーミュージック 季刊 9 趣味 継続
2020.05-刊行頻度変更:月刊→
季刊

２年

BETTER　CARE ベター ケア 芳林社 季刊 6 健康福祉 継続 ５年 ２年

Better　Homes　&　Gardens(英
語)

ベター ホームズ アンド
ガーデンズ Meredith 月刊 13 外国語雑誌 継続 ２年

PAPER　SKY ペーパー スカイ
ニーハイメディア・
ジャパン

年２回刊 9 趣味 継続
2020.04(62号)-刊行頻度変更:年
3回刊→年2回刊

２年

Baby‐mo ベビモ 主婦の友社 季刊 8 生活 継続 ２年

VERY ヴェリィ 光文社 月刊 8 生活 継続 プレイス:2022.02- １年 １年

へるすあっぷ21
ヘルス アップ ニジュウイ
チ 法研 月刊 6 健康福祉 継続 １年

ヘルス・グラフィックマガジン
ヘルス グラフィック マガジ
ン

アイセイ薬局コーポ
レート

季刊 6 健康福祉 継続 プレイス:2022.03(43号)- ２年

ヘルスケア・レストラン ヘルスケア レストラン 日本医療企画 月刊 6 健康福祉 継続 プレイス:2022.02- １年
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雑誌名順 雑　誌　目　録 令和4年4月1日現在

雑誌名 雑誌名ヨミ 出版者 刊行頻度 分類 分類表記 完結 注記 中央 吉祥寺 プレイス

Verdad ベルダ ベストブック 月刊 1 総合 継続 １年

pen ペン CCCメディアハウス 月刊 8 生活 継続
2021.07-刊行頻度変更:月2回刊
→月刊

２年 １年

Voice ボイス PHP研究所 月刊 1 総合 継続 ３年 １年 １年

法学教室 ホウガク キョウシツ 有斐閣 月刊 4 政治経済 継続 ３年

邦楽ジャーナル ホウガク ジャーナル 邦楽ジャーナル社 月刊 9 趣味 継続 １年

法学セミナー ホウガク セミナー 日本評論社 月刊 4 政治経済 継続 ５年 １年 １年

望星 ボウセイ 東海教育研究所 月刊 1 総合 継続 １年

放送レポート ホウソウ レポート メディア総合研究所 隔月刊 2 出版 継続 ２年

訪問看護と介護 ホウモン カンゴ ト カイゴ 医学書院 隔月刊 6 健康福祉 継続

2022.01-刊行頻度変更:月刊→
隔月刊
プレイス:2020.10-保存年限変更
(1年→2年)

２年

法律時報 ホウリツ ジホウ 日本評論社 月刊 4 政治経済 継続 ５年 １年

法律のひろば ホウリツ ノ ヒロバ ぎょうせい 月刊 4 政治経済 継続 １年

BOWLING　magazine ボウリング マガジン
ベースボール・マガ
ジン社

月刊 10 スポーツ 継続 １年

VOGUE　(英語) ヴォーグ Conde　Nast 月刊 13 外国語雑誌 継続 １年

ボクシングマガジン ボクシング マガジン
ベースボール・マガ
ジン社

月刊 10 スポーツ 継続 １年

星ナビ ホシナビ アストロアーツ 月刊 5 自然科学 継続 １年 １年

VoCE ヴォーチェ 講談社 月刊 8 生活 継続 吉祥寺:2021.07- １年

Pot ポット チャイルド本社 月刊 8 生活 継続 １年

Popteen ポップティーン ポップティーン 月刊 8 生活 継続 １年

Boat　CLUB ボート クラブ 舵社 月刊 7 機械 継続 １年
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雑誌名順 雑　誌　目　録 令和4年4月1日現在

雑誌名 雑誌名ヨミ 出版者 刊行頻度 分類 分類表記 完結 注記 中央 吉祥寺 プレイス

BON　APPETIT(英語) ボナ ペティ
Conde　Nast
Publications

月刊 13 外国語雑誌 継続 ２年

炎芸術 ホノオ ゲイジュツ 阿部出版 季刊 9 趣味 継続 ２年

POPEYE ポパイ マガジンハウス 月刊 1 総合 継続 １年 １年

POPULAR　SCIENCE(英語) ポピュラー サイエンス Bonnier 季刊 13 外国語雑誌 休刊 -2020.冬号休刊 ２年

本郷 ホンゴウ 吉川弘文館 隔月刊 2 出版 継続 ２年

盆栽世界 ボンサイ セカイ
エスプレス・メディア
出版

月刊 9 趣味 継続 １年

本の雑誌 ホン ノ ザッシ 本の雑誌社 月刊 2 出版 継続 １年 １年 １年

毎日が発見 マイニチ ガ ハッケン 毎日が発見 月刊 8 生活 継続 １年 １年

毎日フォーラム マイニチ フォーラム 毎日新聞社 月刊 4 政治経済 継続 １年

Mac　Fan マック ファン マイナビ出版 月刊 7 機械 継続 １年 １年 １年

Mart マート 光文社 季刊 8 生活 継続

2022.03-刊行頻度変更:月刊→
季刊
プレイス:2020.10-保存年限変更
(1年→2年)

２年 ２年

mamagirl ママ ガール
エムオン・エンタテイ
ンメント

季刊 8 生活 休刊 -2020.夏号休刊 ２年

MAMOR マモル 扶桑社 月刊 4 政治経済 継続 １年

Marie　Claire　(フランス語) マリ クレール
Marie　Claire
Album　S.A.

月刊 13 外国語雑誌 継続 中央:ideesも継続収集 １年

Marie　Claire　US版　(英語) マリ クレール Hearst 月刊 13 外国語雑誌 休刊 -2021.Summer休刊 ２年

Marisol マリソル 集英社 月刊 8 生活 休刊 -2021.11休刊 １年

Marine　Diving マリン ダイビング 水中造形センター 月刊 10 スポーツ 休刊 -2021.08休刊 １年

丸 マル 潮書房光人新社 月刊 7 機械 継続 付録DVD貸出可 １年 １年

丸山眞男手帖 マルヤマ マサオ テチョウ 丸山眞男手帖の会 季刊 3 哲学歴史 休刊 中央:2000.04-　-2014.08休刊 永年
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雑誌名順 雑　誌　目　録 令和4年4月1日現在

雑誌名 雑誌名ヨミ 出版者 刊行頻度 分類 分類表記 完結 注記 中央 吉祥寺 プレイス

みづゑ ミズエ 美術出版社 季刊 9 趣味 休刊
中央:1954.01-1992.06(夏号),
2007.03(春号)
-2007.03(春号)休刊

永年

みすず ミスズ みすず書房 その他 2 出版 継続
刊行頻度:年11回刊(1,2月号は合
併号)

１年 １年

mr　partner ミスター パートナー ミスター・パートナー 隔月刊 8 生活 継続 ２年 ２年

Mr.PC ミスター ピーシー 晋遊舎 季刊 7 機械 継続
付録DVD貸出不可
2021.11-刊行頻度変更:隔月刊
→季刊

２年

ミステリーズ! ミステリーズ 東京創元社 隔月刊 12 文学 休刊 -2021.02休刊 ２年

三田文學 ミタ ブンガク 三田文学会 季刊 12 文学 継続 プレイス:2022.冬号- ２年

Meets　Regional ミーツ リージョナル
京阪神エルマガジン
社

月刊 9 趣味 継続 １年

mini ミニ 宝島社 月刊 8 生活 継続 １年

ミュージカル ミュージカル ミュージカル出版社 隔月刊 9 趣味 継続 2020.05月/06月号発売中止 ２年

ミュージック・マガジン ミュージック マガジン
ミュージック・マガジ
ン

月刊 9 趣味 継続 １年 １年

Myojo ミョウジョウ 集英社 月刊 9 趣味 継続 １年

未来 ミライ 未來社 季刊 2 出版 継続 ２年 ２年

milsil ミルシル 国立科学博物館 隔月刊 5 自然科学 継続 ３年 ２年

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 2 出版 継続 ２０年

みんなのねがい ミンナ ノ ネガイ
全国障害者問題研
究会出版部

月刊 6 健康福祉 継続 １年 １年

ムー ムー ワン・パブリッシング 月刊 1 総合 継続 プレイス:2021.07- １年

MUSICA ムジカ FACT 月刊 9 趣味 継続 １年

41



雑誌名順 雑　誌　目　録 令和4年4月1日現在

雑誌名 雑誌名ヨミ 出版者 刊行頻度 分類 分類表記 完結 注記 中央 吉祥寺 プレイス

mundi ムンディ 国際協力機構 隔月刊 4 政治経済 変更

2021.06-誌名変更:新誌名「JiCA
Magazine」
2021.06-刊行頻度変更:月刊→
隔月刊
プレイス:2020.05-保存年限変更
(1年→2年)

２年 ２年

目の眼 メ ノ メ 目の眼 月刊 9 趣味 継続 １年

MEN'S　EX メンズ エグゼクティブ 世界文化社 季刊 8 生活 継続
2021.春/夏号-刊行頻度変更:月
刊→季刊

２年

MEN'S　CLUB メンズ クラブ ハースト婦人画報社 月刊 8 生活 継続 １年 １年 １年

MEN'S　NON-NO メンズ ノンノ 集英社 月刊 8 生活 継続 １年

MEN'S　Precious メンズ プレシャス [小学館] 季刊 8 生活 継続 ２年

MORE モア 集英社 月刊 8 生活 継続 １年

MOE モエ 白泉社 月刊 9 趣味 継続
中央:2020.10-保存年限変更(1年
→2年)

２年 １年 １年

MOSTLY　CLASSIC モーストリー クラシック 神戸クルーザー 月刊 9 趣味 継続 付録DVD貸出可 １年

Motorcyclist モーターサイクリスト 八重洲出版 月刊 7 機械 継続 １年

Motor　Magazine モーター マガジン モーターマガジン社 月刊 7 機械 継続 １年

モダンリビング モダン リビング ハースト婦人画報社 隔月刊 8 生活 継続 ３年 ２年

MODEL　Art モデル アート モデルアート社 月刊 9 趣味 継続 １年

Model　Graphix モデル グラフィックス 大日本絵画 月刊 9 趣味 継続 １年 １年

Moto　NAVI モト ナビ F10　BOOK 季刊 7 機械 継続
2021.07-刊行頻度変更:隔月刊
→季刊

２年

mono モノ ワールドフォトプレス 月２回刊 8 生活 継続 １年 １年

MONOQLO モノクロ 晋遊舎 月刊 8 生活 継続 １年

MONKEY モンキー
スイッチ・パブリッシ
ング

年３回刊 12 文学 継続 プレイス:2021.06(24号)- ２年
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雑誌名順 雑　誌　目　録 令和4年4月1日現在

雑誌名 雑誌名ヨミ 出版者 刊行頻度 分類 分類表記 完結 注記 中央 吉祥寺 プレイス

やさい畑 ヤサイバタケ 家の光協会 隔月刊 9 趣味 継続 ２年

野性時代 ヤセイ ジダイ 角川書店 月刊 12 文学 休刊
-2021.04休刊
2021.12:特別編集2021年冬号
（中央：図書で受入）

１年 １年

野鳥 ヤチョウ 日本野鳥の会 隔月刊 5 自然科学 継続
2020.11/12-刊行頻度変更:月刊
→隔月刊

２年 １年

山と溪谷 ヤマ ト ケイコク 山と溪谷社 月刊 10 スポーツ 継続 付録DVD貸出可 ３年 １年 １年

郵趣 ユウシュ 日本郵趣協会 月刊 9 趣味 継続 ３年 １年

優駿 ユウシュン 日本中央競馬会 月刊 9 趣味 継続 付録DVD貸出可 １年

ゆうゆう ユウユウ 主婦の友社 月刊 6 健康福祉 継続 １年 １年 １年

UP ユーピー ユゥピィ 東京大学出版会 月刊 2 出版 継続 １年 １年

ゆほびか ユホビカ マキノ出版 月刊 6 健康福祉 継続 １年

夢21 ユメ ニジュウイチ わかさ出版 隔月刊 6 健康福祉 休刊 -2020.10休刊 ２年

ユリイカ ユリイカ 青土社 月刊 12 文学 継続
中央:臨時増刊号も継続収集
吉祥寺:臨時増刊号も継続収集

１０年 １年 １年

yoga　JOURNAL ヨガ ジャーナル インタースペース 隔月刊 10 スポーツ 継続
-2020.03一時休刊　2020.08-復
刊

２年 ２年

Yogini ヨギーニ ピークス 隔月刊 10 スポーツ 継続 ３年

Rice ライス ライスプレス 隔月刊 8 生活 継続
2022.03-刊行頻度変更:季刊→
隔月刊

２年

ライターマガジン ライター マガジン イージーゴー 季刊 2 出版 継続 プレイス:2022.01- ２年

RIDING　SPORT ライディング スポーツ オフィスとらくしょん 月刊 10 スポーツ 継続 付録DVD貸出可 １年

LIGHT&LIFE　[点字資料] ライト アンド ライフ
東京ヘレンケラー協
会

月２回刊 6 健康福祉 継続 １年

LiVES ライヴズ 第一プログレス 隔月刊 8 生活 休刊 -2022.04/05休刊 ２年
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雑誌名順 雑　誌　目　録 令和4年4月1日現在

雑誌名 雑誌名ヨミ 出版者 刊行頻度 分類 分類表記 完結 注記 中央 吉祥寺 プレイス

LRG
ライブラリー リソース ガイ
ド

アカデミック・リソー
ス・ガイド

季刊 2 出版 継続 中央;2021.03(通巻34号)- ２０年 ２年

Rugby　magazine ラグビー マガジン
ベースボール・マガ
ジン社

月刊 10 スポーツ 継続 １年 １年 １年

ラジオ深夜便 ラジオ シンヤビン
NHKサービスセン
ター

月刊 1 総合 継続 １年

ラジコン技術 ラジコン ギジュツ 電波社 月刊 7 機械 継続 付録DVD貸出可 １年

ラジコンマガジン ラジコン マガジン 八重洲出版 月刊 9 趣味 継続 １年

ランティエ ランティエ 角川春樹事務所 月刊 12 文学 継続 １年

ランドネ ランドネ ピークス 隔月刊 9 趣味 継続 ２年

ランナーズ ランナーズ アールビーズ 月刊 10 スポーツ 継続 １年 １年

ランニングマガジン　courir
ランニング マガジン ク
リール

ベースボール・マガ
ジン社

月刊 10 スポーツ 継続 １年

RUN+TRAIL ラン プラス トレイル 三栄 隔月刊 10 スポーツ 継続 付録DVD貸出不可 ２年

LEE リー 集英社 月刊 8 生活 継続 １年 １年

陸上競技マガジン
リクジョウ キョウギ マガジ
ン

ベースボール・マガ
ジン社

月刊 10 スポーツ 継続 付録DVD貸出不可 １年 １年 １年

Rhythm　&　Drums　magazine
リズム アンド ドラム マガ
ジン リットーミュージック 季刊 9 趣味 継続

2020.05-刊行頻度変更:月刊→
季刊

２年

Reader's　Digest　(英語) リーダーズ ダイジェスト
Reader's　Digest
Asia

月刊 13 外国語雑誌 継続 ２年

Reader's　Digest　US版　(英語) リーダーズ ダイジェスト
Reader's　Digest
Association

その他 13 外国語雑誌 継続 刊行頻度:年10回刊 ２年

リベラルタイム リベラル タイム
リベラルタイム出版
社

月刊 4 政治経済 継続 １年

留学ジャーナル リュウガク ジャーナル 留学ジャーナル 季刊 8 生活 継続 中央:別冊号も継続収集 ２年 ２年

良寛 リョウカン 全国良寛会 年２回刊 3 哲学歴史 休刊 中央:2000.11-　-2006.12休刊 永年
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料理王国 リョウリ オウコク
JFLAホールディング
ス

隔月刊 8 生活 継続
2020.10-刊行頻度変更:月刊→
隔月刊

２年 ２年

旅行読売 リョコウ ヨミウリ 旅行読売出版社 月刊 9 趣味 継続 １年 １年

relife+ リライフ プラス 扶桑社 季刊 8 生活 継続 ２年

リンネル リンネル 宝島社 月刊 8 生活 継続 吉祥寺:2021.07- １年

LE　VOLANT ル ボラン ネコ・パブリッシング 月刊 7 機械 継続 １年

Rail　Magazine レイル マガジン ネコ・パブリッシング 隔月刊 7 機械 休刊
2020.11-刊行頻度変更:月刊→
隔月刊
-2022.03休刊

３年 ２年

LEON レオン 主婦と生活社 月刊 8 生活 継続 １年

歴史街道 レキシ カイドウ PHP研究所 月刊 3 哲学歴史 継続 １年 １年

歴史学研究 レキシガク ケンキュウ 績文堂出版 月刊 3 哲学歴史 継続 １０年

歴史群像 レキシ グンゾウ ワン・パブリッシング 隔月刊 3 哲学歴史 継続 ２年

歴史人 レキシジン ABCアーク 月刊 3 哲学歴史 継続 １年 １年 １年

歴史評論 レキシ ヒョウロン 歴史科学協議会 月刊 3 哲学歴史 継続 ３０年

REKIHAKU レキハク
国立歴史民俗博物
館

年３回刊 3 哲学歴史 継続 プレイス:2021.06(3号)- ２年

L'EXPRESS(フランス語) レクスプレス Graupe　Express 週刊 13 外国語雑誌 継続 １年

レクリエ レクリエ 世界文化社 隔月刊 6 健康福祉 継続 ２年

レコード芸術 レコード ゲイジュツ 音楽之友社 月刊 9 趣味 継続 付録DVD貸出不可 ３年 １年

レタスクラブ レタス クラブ KADOKAWA 月刊 8 生活 継続 １年

Location　Japan ロケーション ジャパン
地域活性プランニン
グ

隔月刊 9 趣味 継続 ３年 ２年

rockin'on ロッキング オン ロッキング・オン 月刊 9 趣味 継続 １年 １年
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ROCKIN'ON　JAPAN ロッキング オン ジャパン ロッキング・オン 月刊 9 趣味 継続
付録DVD貸出可(不可と明記され
たものを除く)

１年 １年

ROLLING　STONE(英語) ローリング ストーン
STRAIGHT
ARROW
PUBLISHERS　INC

月刊 13 外国語雑誌 継続 １年 １年

論究ジュリスト ロンキュウ ジュリスト 有斐閣 季刊 4 政治経済 継続 中央:2012.春号- ３０年

WIRED ワイアード
コンデナスト・ジャパ
ン

季刊 1 総合 継続 ２年

WINE　WHAT ワイン ワット
INSTYLE
PUBLISHING

隔月刊 8 生活 休刊
-2020.01一時休刊　2020.05-復
刊　-2021.05休刊

２年

Works ワークス リクルート 隔月刊 4 政治経済 継続 プレイス:2022.02/03(170号)- ２年

わたし時間 ワタシ ジカン 世界文化社 隔月刊 6 健康福祉 休刊
吉祥寺：2020.11/12-
-2021.03/04休刊

２年

和樂 ワラク 小学館 隔月刊 8 生活 継続 ２年

WORLD　SOCCER　DIGEST
ワールド サッカー ダイ
ジェスト

日本スポーツ企画
出版社

月２回刊 10 スポーツ 継続 １年 ６ヶ月 １年

Wan ワン 緑書房 隔月刊 9 趣味 継続 ２年

ワンダーフォーゲル ワンダーフォーゲル 山と溪谷社 隔月刊 10 スポーツ 休刊 -2021.06休刊 ２年
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