
　提供希望雑誌リスト ※単価及び年間購読料は変更されることがあります。

令和４年７月１日現在
[一般総合誌] ※提供希望雑誌を○で示しています（●、■は既に提供有）。

価　格 年間購読料
焼　津 大井川 (円) （円）

ＡＥＲＡ（アエラ） 週刊 ○ ○ 440 21,120 一般週刊誌
一個人 季刊 ○ 990 3,960 一般総合誌
サンデー毎日 週刊 ○ 410 19,680 一般週刊誌
週刊金曜日 週刊 ○ 580 27,840 一般週刊誌
週刊新潮 週刊 ○ 440 21,120 一般週刊誌
週刊文春 週刊 ○ 420 20,160 一般週刊誌
中央公論 月刊 ○ ○ 950 11,400 一般総合誌
Discover　Japan（ディスカバージャパン） 月刊 ○ 780 9,360 文化・エンタテインメント

Newsweek（ニューズウィーク） 週刊 ○ ○ 480 23,040 一般週刊誌
ＰＨＰ（ピーエイチピー） 月刊 ○ ○ 250 3,000 一般総合誌
文藝春秋 月刊 ○ ○ 1,000 12,000 一般総合誌

[女性誌]
価　格 年間購読料

焼　津 大井川 (円) （円）

＆Premium（アンドプレミアム） 月刊 ○ 880 10,560 女性総合誌

Oggi（オッジ） 月刊 ○ 850 10,200 女性総合誌

家庭画報 月刊 ○ 1,450 17,400 女性総合誌

ＣａｎＣａｍ（キャンキャン） 月刊 ○ 780 9,360 ファッション情報

STORY（ストーリー） 月刊 ○ 820 9,840 女性総合誌
日経WOMAN（ウーマン） 月刊 ○ 730 8,760 女性総合誌
non・no（ノンノ） 月刊 ○ 730 8,760 女性総合誌
美的 月刊 ○ 660 7,920 美容情報
婦人公論 月刊 ○ ○ 780 9,360 女性総合誌
婦人の友 月刊 ○ 770 9,240 女性総合誌
MORE（モア） 月刊 ○ 780 9,360 女性総合誌
ゆうゆう 月刊 ○ 700 8,400 女性総合誌
LEE（リー） 月刊 ○ 770 9,240 女性総合誌
リンネル 月刊 ■ 890 10,680 女性総合誌

[男性誌]
価　格 年間購読料

焼　津 大井川 (円) （円）

OCEANS（オーシャンズ） 月刊 ○ 780 9,360 男性総合誌
男の隠れ家 月刊 ○ 800 9,600 男性総合誌
ＢＲＵＴＵＳ（ブルータス） 月2回 ○ 800 19,200 男性総合誌

pen（ペン） 月刊 〇 800 19,200 男性総合誌

MEN'S　NON-NO（メンズノンノ） 月刊 ○ ○ 710 8,520 男性ファッション

[子ども向き]
価　格 年間購読料

焼　津 大井川 (円) （円）

かがくのとも 月刊 ○ ○ 440 5,280 幼児・児童対象誌

月刊Newsがわかる 月刊 ■ 450 5,400 ニュース
子供の科学 月刊 ■ ○ 770 9,240 小・中学生対象誌

こどものとも 月刊 ■ ○ 440 5,280 幼児・児童対象誌

こどものとも０１２ 月刊 ■ ○ 440 5,280 幼児・児童対象誌

こどものとも年少版 月刊 ■ ○ 440 5,280 幼児・児童対象誌

こどものとも年中向き 月刊 ■ ○ 440 5,280 幼児・児童対象誌

ジュニアエラ 月刊 ○ 499 5,988 小・中学生対象誌

たくさんのふしぎ 月刊 ■ ○ 770 9,240 幼児・児童対象誌

ちいさなかがくのとも 月刊 ■ ○ 440 5,280 幼児・児童対象誌

nicola（ニコラ） 月刊 ○ 560 6,720 ファッション情報
Popteen（ポップティーン） 月刊 〇 670 8,040 10代女性対象誌

分　野

雑誌の名称 刊行の形態 分　野

雑誌の名称 刊行の形態 分　野

雑誌の名称 刊行の形態 分　野

雑誌の名称 刊行の形態

寄贈先図書館

寄贈先図書館

寄贈先図書館

寄贈先図書館



[文芸、文学]
価　格 年間購読料

焼　津 大井川 (円) （円）

ＮＨＫ短歌 月刊 ○ 730 8,760 短歌
ＮＨＫ俳句 月刊 ○ 700 8,400 俳句
オール読物 年10回 ○ 1,000 10,000 小説・文学
こどもとしょかん 季刊 ○ 766 3,064 図書館
子どもの本棚 月刊 ○ 370 4,440 書評
この本読んで！ 季刊 ○ 1,110 4,440 書評
新潮 月刊 ○ 980 11,760 文学・文学総合
ダ・ヴィンチ 月刊 ● ● 730 8,760 出版情報・書評
短歌研究 月刊 ○ 1,000 12,000 短歌
俳句 月刊 ○ 920 11,040 俳句
文學界 月刊 ○ 1,100 13,200 小説・文学
MOE（モエ） 月刊 ○ 930 11,160 絵本・キャラクター

[旅行、歴史]
価　格 年間購読料

焼　津 大井川 (円) （円）

OZ magazine TRIP（オズマガジントリップ） 季刊 ● 800 3,200 旅行・観光
CREA　Traveller（クレアトラベラー） 季刊 ○ 1,350 5,400 旅行・観光
サライ 月刊 ○ ○ 1,300 15,600 一般総合誌
旅の手帖 月刊 ● ○ 800 9,600 旅行・観光
地方史研究 隔月刊 ○ 1,234 7,404 地方史
旅行読売 月刊 ○ 540 6,480 旅行情報ガイド
歴史街道 月刊 ○ 790 9,480 歴史一般
歴史人 月刊 ○ 720 8,640 歴史一般

[暮らし、料理、子育て]
価　格 年間購読料

焼　津 大井川 (円) （円）

AERA with Kids 季刊 ○ 998 3,992 子育て
うかたま 季刊 ○ 802 3,208 料理
美しいキモノ 季刊 ○ 2,100 8,400 着物
ＥＳＳＥ（エッセ） 月刊 ○ 600 7,200 女性総合誌
ＥＬＬＥ　ＤＥＣＯＲ（エルデコ） 年５回 ○ 1,650 8,250 インテリア情報誌
LDK（エルディーケー） 月刊 ○ ○ 650 7,800 モノ情報誌
オレンジページ 月2回 ○ 510 12,240 暮らし・健康
栄養と料理 月刊 ○ ○ 880 10,560 料理・栄養
きょうの料理 月刊 ● ○ 590 7,080 料理・栄養
きょうの料理ビギナーズ 月刊 ○ ○ 550 6,600 料理
ｋｕ：ｎｅｌ（クウネル） 隔月刊 ○ 980 5,880 暮らし・モノ
暮しの手帖 隔月刊 ○ ○ 998 5,988 生活情報
クロワッサン 隔週刊 ○ 500 12,000 暮らし・健康
クーヨン 月刊 ○ 699 8,388 保育
kodomoe（コドモエ） 季刊 ■ 690 2,760 育児
サンキュ！ 月刊 ○ 719 8,628 生活情報
SUMAInoSEKKEI（スマイノセッケイ） 隔月刊 ○ 1,250 7,500 住居・インテリア
装苑 隔月刊 ○ 858 5,148 ファッション
dancyu（ダンチュ） 月刊 ○ 880 10,560 料理
天然生活 月刊 ○ 800 9,600 暮らし
母の友 月刊 ■ 545 6,540 育児・家庭教育
プレジデントFamily（ファミリィ） 月刊 ■ 980 11,760 家庭教育
Ｂａｂｙ－mo（ベビモ） 季刊 ● ○ 790 3,160 育児
ゆうゆう 月刊 ○ 770 9,240 暮らし・健康
レタスクラブ 月2回 ○ 580 13,920 女性総合誌
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[健康、福祉]
価　格 年間購読料

焼　津 大井川 (円) （円）

明日の友 隔月刊 ○ 730 4,380 生活情報
安心 月刊 ○ 620 7,440 家庭医学・健康
からだにいいこと 隔月刊 〇 750 4,500 健康
きょうの健康 月刊 ○ 590 7,080 医学・健康

[政治、経済、ビジネス]
価　格 年間購読料

焼　津 大井川 (円) （円）

会社四季報 季刊 ○ 2,570 10,280 証券・投資
週刊ダイヤモンド 週刊 ○ 710 34,080 経営・経済
週刊東洋経済 週刊 ○ 730 35,040 経済情報誌
正論 月刊 ○ 840 10,080 一般総合誌
世界 月刊 ○ 918 11,016 一般総合誌
ダイヤモンドＺＡｉ 月刊 ○ 730 8,760 一般総合誌
日経トレンディ 月刊 ○ 700 8,400 一般総合誌
日経マネ－ 月刊 ○ 800 9,600 経済情報誌
プレジデント 月2回 ○ 780 18,720 経営・経済・ビジネス

[趣味、娯楽、芸術、音楽]
価　格 年間購読料

焼　津 大井川 (円) （円）

アニメ－ジュ 月刊 ○ 1,080 12,960 アニメ
アニメディア 月刊 ■ 900 10,800 アニメ
一枚の繪 隔月刊 ○ 1,000 6,000 美術・絵画
音楽の友 月刊 ○ 1,020 12,240 音楽
Casa BRUTUS（カーサ　ブルータス） 月刊 ○ 990 11,880 一般総合誌
クリール 月刊 ○ 820 9,840 スポーツ（ランニング）

芸術新潮 月刊 ○ 1,440 17,280 美術
月刊・碁ワールド 月刊 ○ ○ 990 11,880 囲碁
写真ライフ 季刊 ○ 838 3,352 写真
将棋世界 月刊 ○ ○ 820 9,840 将棋
SCREEN（スクリーン） 月刊 ○ ○ 930 11,160 映画・芸能
すてきにハンドメイド 月刊 ○ ○ 660 7,920 服飾・手芸
ステレオ 月刊 ○ 972 11,664 オーディオ
日経エンタテインメント！ 月刊 ○ 790 9,480 エンタテインメント・芸能

Ｂ-ＰＡＳＳ（バックステージパス） 月刊 ○ 990 11,880 音楽
Fielder（フィールダー） 季刊 ○ 810 3,240 男性総合誌
フォトコン 月刊 ○ 1,320 15,840 写真
MUSIC　MAGAZINE（ミュージックマガジン） 月刊 ○ 823 9,876 音楽情報
MONOQLO（モノクロ） 月刊 〇 700 2,800 モノ情報誌
モノ・マガジン 月2回 ○ 700 16,800 一般総合誌
レコード芸術 月刊 ○ 1,404 16,848 音楽
和楽 月刊 ○ 1,500 18,000 文化
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[乗り物、スポーツ]
価　格 年間購読料

焼　津 大井川 (円) （円）

ALBATROSS-VIEW（アルバトロスビュウ） 月2回 ○ 690 16,560 スポーツ（ゴルフ）

大相撲ジャーナル 月刊 ○ 980 11,760 スポーツ（相撲）
ＧOLF  DIGEST（ゴルフダイジェスト） 月刊 ■ 690 8,280 スポーツ（ゴルフ）

サッカーダイジェスト 月2回 ○ 650 15,600 スポーツ（サッカー）

SOCCER　MAGAZINE（サッカーマガジン）　 月刊 ■ 840 10,080 スポーツ（サッカー）

JR時刻表 月刊 ○ 1,183 14,196 交通時刻表
JTB時刻表 月刊 ○ 1,205 14,460 交通時刻表
自家用車 月刊 ○ 880 10,560 自動車
スポーツ・グラフィック・ナンバー 隔週刊 ○ ○ 700 16,800 スポーツ総合
スマッシュ 月刊 ○ 670 8,040 スポーツ（テニス）

Tarzan（ターザン） 隔週刊 ○ 580 13,920 健康・ライフスタイル

つり人 月刊 ○ 1,010 12,120 釣り
鉄道ファン 月刊 ○ ○ 1,150 13,800 鉄道
ｄｒｉｖｅｒ（ドライバー） 月刊 ○ 690 8,280 自動車
ＢＥ－PAL（ビーパル） 月刊 ○ 1,100 13,200 アウトドア
ベースボール 週刊 ○ 490 23,520 スポーツ（野球）
ベースボールマガジン 隔月刊 ○ 1,390 8,340 スポーツ（野球）
山と渓谷 月刊 ○ ○ 1,210 14,520 アウトドア
ランナーズ 月刊 ○ 780 9,360 スポーツ（ランニング）

[園芸、ペット]
価　格 年間購読料

焼　津 大井川 (円) （円）

園芸ガイド 季刊 ○ 1,080 4,320 園芸
現代農業 月刊 ○ 823 9,876 農業経営
趣味の園芸 月刊 ● ○ 640 7,680 園芸
猫びより 隔月刊 ● ○ 1,210 7,260 動物（猫）
My  GARDEN（マイ　ガーデン） 季刊 ○ 1,200 4,800 造園
やさいの時間 隔月刊 ○ 913 5,478 家庭菜園
やさい畑 隔月刊 ○ 922 5,532 家庭菜園
Wan（ワン） 隔月刊 ○ ○ 1,375 8,250 動物（犬）

[コンピュータ]
価　格 年間購読料

焼　津 大井川 (円) （円）

日経ＰＣ（ピーシー）２１ 月刊 ● ○ 890 10,680 パソコン
Ｍｒ．ＰＣ（ミスターピーシー） 隔月刊 ● 900 5,400 パソコン

[自然科学]
価　格 年間購読料

焼　津 大井川 (円) （円）

月刊・天文ガイド 月刊 ○ ○ 1,100 13,200 天文
ナショナルジオグラグラフィック日本版 月刊 ○ 1,210 14,520 生物・サイエンス情報

Ｎｅｗｔｏｎ（ニュートン） 月刊 ○ ○ 1,190 14,280 自然科学

[その他]
価　格 年間購読料

焼　津 大井川 (円) （円）

現代の図書館 季刊 ○ ○ 1,430 5,720 図書館
図書館雑誌 月刊 ○ ○ 1,026 12,312 図書館
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