
選定候補雑誌一覧（５０音順） 沼津市立図書館

No. 雑誌名 ジャンル 出版社 刊行頻度
定価

（税込）

年間購読料

（参考価格）
本館 戸田 備　考

1 I/O パソコン 工学社 月刊 ¥980 ¥11,760 ○

2 愛犬の友 ペット 誠文堂新光社 隔月刊 ¥1,008 ¥6,048

3 AERA 総合誌 朝日新聞出版 週刊 ¥390 ¥20,280 ○

4 AQUA　LIFE ペット エムピージェー 月刊 ¥980 ¥11,760

5 アサヒカメラ 写真・カメラ 朝日新聞出版 月刊 ¥900 ¥10,800 ○

6 アニメージュ ゲーム・アニメーション 徳間書店 月刊 ¥890 ¥10,680

7 一枚の絵 美術・工芸 一枚の絵 月刊 ¥880 ¥10,560 ○

8 一個人 男性総合誌 ベストセラーズ 月刊 ¥700 ¥8,400

9 ENGLISH JOURNAL 語学テキスト アルク 月刊 ¥1,512 ¥18,144 ○

10 with 女性総合誌 講談社 月刊 ¥690 ¥8,280 ○

11 Web Designing インターネット マイナビ 月刊 ¥1,530 ¥18,360

12 潮 総合誌 潮出版社 月刊 ¥637 ¥7,644 ○

13 栄養と料理 料理／健康 女子栄養大学出版部 月刊 ¥700 ¥8,400 ○

14 S-Fマガジン 文芸・読み物 早川書房 隔月刊 ¥1,296 ¥7,776 ○

15 ＥＳＳＥ　エッセ 生活情報・生活総合誌 フジテレビジョン 月刊 ¥500 ¥6,000 ○ ○ スポンサー決定済

16 ＮＨＫきょうの健康 健康 ＮＨＫ出版 月刊 ¥545 ¥6,540 ○

17 ＮＨＫきょうの料理 料理 ＮＨＫ出版 月刊 ¥545 ¥6,540 ○ ○

18 ＮＨＫ趣味の園芸 園芸/ガーデニング ＮＨＫ出版 月刊 ¥545 ¥6,540 ○

19 ＮＨＫすてきにハンドメイド 手芸・服飾 ＮＨＫ出版 月刊 ¥617 ¥7,404 ○ ○

20 MJ　無線と実験 音楽・オーディオ 誠文堂新光社 月刊 ¥1,132 ¥13,584

21 演劇界 演劇・映画・芸能 演劇出版社 月刊 ¥1,450 ¥17,400 ○

22 おとなの週末 国内旅行　料理 講談社 月刊 ¥700 ¥8,400

23 オリ☆スタ　ONLY☆STAR 音楽・オーディオ オリコン・エンタテインメント 週刊 ¥450 ¥23,400 ○

24 オール読物 文芸・読み物 文芸春秋 月刊 ¥980 ¥11,760 ○

25 オレンジページ 生活情報・生活総合誌 オレンジページ 月２回刊 ¥320 ¥7,680 ○ ○ スポンサー決定済
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26 音楽の友 音楽・オーディオ 音楽之友社 月刊 ¥998 ¥11,976 ○

27 Casa　BRUTUS 生活情報・生活総合誌 マガジンハウス 月刊 ¥950 ¥11,400

28 海外経済データ 経済・ビジネス ブルーホップ 月刊 ¥1,132 ¥13,584 ○

29 かがくのとも 児童総合誌 福音館書店 月刊 ¥420 ¥5,040 ○

30 ＣＧ　-CAR　GRAPHIC- 自動車 カーグラフィック 月刊 ¥1,240 ¥14,880 ○ スポンサー決定済

31 家庭画報 女性総合誌 世界文化社 月刊 ¥1,200 ¥14,400 ○

32 がんサポート 医学 エビデンス社 月刊 ¥1,200 ¥14,400

33 関東東北じゃらん 国内旅行 リクルートホールディングス 月刊 ¥690 ¥8,280 ○

34 キネマ旬報 演劇・映画・芸能 キネマ旬報社 月２回刊 ¥918 ¥22,032 ○

35 教育ジャーナル 教育 学研教育みらい 月刊 ¥540 ¥6,480 ○

36 金融経済統計月報 金融・財政 サンパートナーズ 月刊 ¥720 ¥8,640 ○

37 ku：nel 生活情報・生活総合誌 マガジンハウス 隔月刊 ¥700 ¥4,200

38 暮しの手帖 生活情報・生活総合誌 暮しの手帖社 隔月刊 ¥926 ¥5,556 ○ ○

39 クロワッサン 女性総合誌 マガジンハウス 月２回刊 ¥400 ¥9,600 ○

40 経済界 経済・ビジネス 経済界 隔週刊 ¥630 ¥16,380 ○

41 経済産業統計 産業 経済産業調査会 月刊 ¥3,078 ¥36,936 ○

42 芸術新潮 アート（芸術） 新潮社 月刊 ¥1,440 ¥17,280 ○

43 月刊クーヨン 出産・育児 クレヨンハウス 月刊 ¥700 ¥8,400

44 月刊碁ワールド 囲碁・将棋 日本棋院 月刊 ¥885 ¥10,620 ○

45 月刊ジュニアエラ 小中学生向けの学習テキスト 朝日新聞出版 月刊 ¥490 ¥5,880

46 月刊ピアノ 音楽・オーディオ ヤマハミュージックメディア 月刊 ¥670 ¥8,040

47 月刊福祉 社会福祉 全国社会福祉協議会 月刊 ¥1,049 ¥12,588 ○

48 GetNavi 生活情報・生活総合誌 学研パブリッシング 月刊 ¥610 ¥7,320

49 現代思想 哲学・思想 青土社 月刊 ¥1,404 ¥16,848 ○

50 現代農業 農林水産業 農山漁村文化協会 月刊 ¥823 ¥9,876 ○
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51 公募ガイド 懸賞･公募 公募ガイド社 月刊 ¥630 ¥7,560 ○

52 GO　OUT 男性・女性ファッション誌 三栄書房 月刊 ¥680 ¥8,160

53 子供の科学 自然科学 誠文堂新光社 月刊 ¥700 ¥8,400 ○

54 こどものせかい 幼児･児童 至光社 月刊 ¥370 ¥4,440 ○

55 こどものとも 乳幼児 福音館書店 月刊 ¥420 ¥5,040 ○

56 こどものとも０・１・２ 乳幼児 福音館書店 月刊 ¥420 ¥5,040 ○

57 こどものとも年少版 乳幼児 福音館書店 月刊 ¥420 ¥5,040 ○

58 こどものとも年中向き 乳幼児 福音館書店 月刊 ¥420 ¥5,040 ○

59 子どもの本棚 出版・読書・図書館 日本子どもの本研究会 月刊 ¥400 ¥4,800 ○

60 GOLF　DIGEST 球技 ゴルフダイジェスト社 月刊 ¥690 ¥8,280 ○

61 CYCLE　SPORTS 自転車・サイクリング 八重洲出版 月刊 ¥670 ¥8,040 ○

62 財政金融統計月報 国会・行政 中和印刷 月刊 ¥1,307 ¥15,684 ○

63 THE　SAX 音楽・オーディオ アルソ出版 隔月刊 ¥1,000 ¥6,000

64 THE　FLUTE 音楽・オーディオ アルソ出版 隔月刊 ¥1,000 ¥6,000

65 サライ 総合誌 小学館 月刊 ¥700 ¥8,400 ○

66 サンデー毎日 総合誌 毎日新聞社 週刊 ¥410 ¥21,320 ○

67 ＣＤ Ｊｏｕｒｎａｌ 音楽・オーディオ 音楽出版社 月刊 ¥802 ¥9,624 ○

68 ＪＴＢ時刻表 鉄道 ＪＴＢパブリッシング 月刊 ¥1,183 ¥14,196 ○

69 視聴覚教育 教育 日本視聴覚教育協会 月刊 ¥648 ¥7,776 ○

70 児童心理 教育 金子書房 月刊 ¥916 ¥10,992

71 ジャズ批評 音楽・オーディオ 松坂 隔月刊 ¥1,296 ¥7,776 ○

72 週刊朝日 総合誌 朝日新聞出版 週刊 ¥410 ¥21,320 ○

73 週刊エコノミスト 経済・ビジネス 毎日新聞社 週刊 ¥620 ¥32,240 ○

74 週刊金曜日 総合誌 金曜日 週刊 ¥580 ¥30,160 ○

75 週刊ダイヤモンド 経済・ビジネス ダイヤモンド社 週刊 ¥710 ¥36,920 ○
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76 週刊東洋経済 経済・ビジネス 東洋経済新報社 週刊 ¥690 ¥35,880 ○

77 週刊プロレス 武道・格闘技 ベースボール・マガジン社 週刊 ¥500 ¥26,000

78 週刊文春 総合誌 文芸春秋 週刊 ¥400 ¥20,800 ○ スポンサー決定済

79 ジュリスト 法律・法務 有斐閣 月刊 ¥1,440 ¥17,280 ○

80 将棋世界 囲碁・将棋 日本将棋連盟 月刊 ¥800 ¥9,600 ○

81 小説すばる 文芸・読み物 集英社 月刊 ¥920 ¥11,040

82 小説野性時代 大衆文芸 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 月刊 ¥860 ¥10,320 ○

83 商店建築 建設・建築・土木 商店建築社 月刊 ¥2,100 ¥25,200

84 ＣＨＯＰＩＮ　ショパン 音楽・オーディオ ハンナ 月刊 ¥860 ¥10,320 ○

85 新建築 建設・建築・土木 新建築社 月刊 ¥2,057 ¥24,684

86 新潮 文芸・読み物 新潮社 月刊 ¥930 ¥11,160 ○

87 ＳＫＩ　GRAPHIC ウィンタースポーツ スキージャーナル 月刊 ¥1,080 ¥12,960

88 ＳＣＲＥＥＮ 演劇・映画・芸能 近代映画社 月刊 ¥860 ¥10,320 ○

89 Ｓｔｅｒｅｏ　ステレオ 音楽・オーディオ 音楽之友社 月刊 ¥926 ¥11,112 ○

90 すばる 文芸・読み物 集英社 月刊 ¥950 ¥11,400

91 Sports　Graphic　Ｎｕｍｂｅｒ スポーツ 文芸春秋 隔週刊 ¥550 ¥14,300 ○ ○

92 ｓｍａｒｔ 男性ファッション誌 宝島社 月刊 ¥750 ¥9,000 ○

93 住まいの設計 インテリア・収納・住宅 扶桑社 隔月刊 ¥1,250 ¥7,500 ○

94 スマッシュ 球技 日本スポーツ企画出版社 月刊 ¥670 ¥8,040 ○

95 墨 書道 芸術新聞社 隔月刊 ¥2,417 ¥14,502 ○

96 相撲 武道・格闘技 ベースボール・マガジン社 月刊 ¥930 ¥11,160

97 正論 総合誌 産経新聞社 月刊 ¥780 ¥9,360 ○

98 世界 総合誌 岩波書店 月刊 ¥864 ¥10,368 ○

99 Ｓｅｖｅｎｔｅｅｎ 女性総合誌 集英社 月刊 ¥500 ¥6,000 ○

100 SENSE 男性ファッション誌 センス 月刊 ¥820 ¥9,840
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101 装苑 女性ファッション誌 文化学園文化出版局 月刊 ¥596 ¥7,152 ○

102 壮快 健康 マキノ出版 月刊 ¥620 ¥7,440 ○

103 ZONE　-SOCCER　MAGAZINE- 球技 ベースボール・マガジン社 月刊 ¥860 ¥10,320 ○

104 Tarzan 生活情報・生活総合誌 マガジンハウス 月2回刊 ¥550 ¥13,200

105 大法輪 宗教 大法輪閣 月刊 ¥940 ¥11,280 ○

106 ダ・ヴィンチ 書評・出版・読書 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 月刊 ¥600 ¥7,200 ○

107 たくさんのふしぎ 児童総合誌 福音館書店 月刊 ¥720 ¥8,640 ○

108 卓球王国 球技 卓球王国 月刊 ¥720 ¥8,640 ○

109 旅の手帖 国内旅行 交通新聞社 月刊 ¥596 ¥7,152 ○ ○ スポンサー決定済

110 たまごクラブ 出産・育児 ベネッセコーポレーション 月刊 ¥620 ¥7,440 ○ スポンサー決定済

111 短歌研究 和歌・短歌/俳句・詩集 短歌研究社 月刊 ¥1,028 ¥12,336 ○

112 ダンスファン スポーツ<その他> 白夜書房 月刊 ¥1,000 ¥12,000 ○ 2017.10.27刊行終了

113 ＤＡＮＣＥ　ＭＡＧＡＺＩＮＥ 演劇・映画・芸能 新書館 月刊 ¥1,500 ¥18,000 ○

114 dancyu 料理 プレジデント社 月刊 ¥880 ¥10,560

115 ちいさい・おおきい・よわい・つよい 育児・家庭教育 ジャパンマシニスト 隔月刊 ¥1,260 ¥7,560

116 ちいさなかがくのとも 乳幼児 福音館書店 月刊 ¥420 ¥5,040 ○

117 地方自治 地方自治 ぎょうせい 月刊 ¥918 ¥11,016 ○

118 中央公論 総合誌 中央公論新社 月刊 ¥930 ¥11,160 ○

119 つり人 釣り つり人社 月刊 ¥1,010 ¥12,120 ○

120 テアトロ 演劇・映画・芸能 カモミール社 月刊 ¥1,300 ¥15,600 ○

121 鉄道ファン 鉄道 交友社 月刊 ¥1,130 ¥13,560 ○

122 天然生活 生活情報・生活総合誌 地球丸 月刊 ¥710 ¥8,520

123 天文ガイド 地球・宇宙科学 誠文堂新光社 月刊 ¥802 ¥9,624 ○

124 ドゥーパ！ ホビークラフト・日曜大工 学研パブリッシング 隔月刊 ¥970 ¥5,820

125 特選街 生活情報・生活総合誌 特選街出版 月刊 ¥610 ¥7,320 ○
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126 都市問題 地方自治 後藤・安田記念東京都市研究所 月刊 ¥771 ¥9,252 ○

127 ｄｒｉｖｅｒ 自動車 八重洲出版 月刊 ¥570 ¥6,840 ○ スポンサー決定済

128 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ･ｼﾞｬｰﾅﾙ スポーツ一般/陸上競技 ブックハウスHD 月刊 ¥756 ¥9,072 ○

129 NATIONAL　GEOGRAPHIC日本版 総合誌 日経ナショナルジオグラフィック社 月刊 ¥1,010 ¥12,120 ○

130 日経ＷＯＭＡＮ 女性総合誌 日経ＢＰ社 月刊 ¥580 ¥6,960 ○

131 日経おとなのOFF 生活情報・生活総合誌 日経BP社 月刊 ¥700 ¥8,400

132 日経サイエンス 自然科学 日経サイエンス社 月刊 ¥1,440 ¥17,280 ○

133 日経トレンディ 生活情報・生活総合誌 日経BP社 月刊 ¥580 ¥6,960 スポンサー決定済

134 日経マネー 金融・財政 日経ＢＰ社 月刊 ¥690 ¥35,880 ○

135 日本児童文学 文学 日本児童文学者協会 隔月刊 ¥1,080 ¥6,480 ○

136 Newsweek日本版 総合誌 CCCメディアハウス 週刊 ¥460 ¥23,920 ○

137 Newton 自然科学 ニュートンプレス 月刊 ¥1,200 ¥14,400 ○

138 猫びより ペット 辰巳出版 隔月刊 ¥977 ¥5,862

139 ノジュール 旅行 JTBパブリッシング 月刊 ¥750 ¥9,000

140 non.no 女性総合誌 集英社 月刊 ¥690 ¥8,280 ○

141 BIRDER 生物学 文一総合出版 月刊 ¥1,080 ¥12,960

142 俳句 和歌・短歌・俳句・詩集 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 月刊 ¥920 ¥11,040 ○

143 パイパーズ 音楽・オーディオ 杉原書店 月刊 ¥918 ¥11,016 ○

144 バスケットボール 球技 日本文化出版 月刊 ¥792 ¥9,504 ○

145 Hａｎａｋｏ 国内タウン誌 マガジンハウス 月２回刊 ¥570 ¥13,680 ○

146 母の友 出産・育児 福音館書店 月刊 ¥545 ¥6,540 ○ スポンサー決定済

147 バレーボール 球技 日本文化出版 月刊 ¥751 ¥9,012 ○

148 バンドジャーナル 音楽・オーディオ 音楽之友社 月刊 ¥977 ¥11,724 ○

149 判例時報 法律・法務 判例時報社 旬刊 ¥830 ¥29,880 ○

150 PHP 総合誌 PHP研究所 月刊 ¥205 ¥2,460 ○
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151 ビジネスアイ　エネコ 環境問題・エコロジー 日本工業新聞社 月刊 ¥1,440 ¥17,280 ○

152 BISES 園芸/ガーデニング 日本インテグレート 隔月刊 ¥1,650 ¥9,900 ○

153 ビデオＳＡＬＯＮ 写真・カメラ 玄光社 月刊 ¥1,296 ¥15,552 ○

154 BE-PAL 登山・ハイキング/アウトドア 小学館 月刊 ¥620 ¥7,440 ○

155 ひよこクラブ 出産・育児 ベネッセコーポレーション 月刊 ¥620 ¥7,440 ○

156 Ｈｉｒ＠ｇａｎａ　Ｔｉｍｅｓ 生活情報・生活総合誌 ヤック企画 月刊 ¥500 ¥6,000 ○

157 Fine 男性ファッション誌 日之出出版 月刊 ¥750 ¥9,000

158 ファッションニュース 女性ファッション誌 INFASパブリケーションズ その他 ¥1,543 ¥9,258

159 FUNRiDE 自転車・サイクリング アールビーズ 月刊 ¥770 ¥9,240

160 FIGARO　japon 女性総合誌 CCCメディアハウス 月刊 ¥670 ¥8,040

161 婦人公論 女性総合誌 中央公論新社 月２回刊 ¥570 ¥13,680 ○ スポンサー決定済

162 婦人之友 女性総合誌 婦人之友社 月刊 ¥750 ¥9,000 ○ スポンサー決定済

163 BRUTUS 生活情報・生活総合誌 マガジンハウス 月2回刊 ¥650 ¥15,600

164 プレジデント 経営・ビジネス プレジデント社 月２回刊 ¥690 ¥16,560 ○

165 フローリスト 園芸/ガーデニング 誠文堂新光社 月刊 ¥985 ¥11,820 ○ スポンサー決定済

166 文学界 文芸・読み物 文芸春秋 月刊 ¥970 ¥11,640 ○

167 文芸春秋 総合誌 文芸春秋 月刊 ¥880 ¥10,560 ○

168 ベースボールマガジン 球技 ベースボール・マガジン社 隔月刊 ¥1,030 ¥6,180 ○

169 pen 男性総合誌 CCCメディアハウス 月2回刊 ¥650 ¥15,600

170 Ｖｏｉｃｅ 総合誌 PHP研究所 月刊 ¥700 ¥8,400 ○

171 邦楽の友 音楽・オーディオ 邦楽の友社 月刊 ¥810 ¥9,720 ○

172 VOGUE　JAPAN 女性ファッション誌 コンデナスト・ジャパン 月刊 ¥700 ¥8,400

173 POPEYE 男性ファッション誌 マガジンハウス 月刊 ¥760 ¥9,120

174 毎日が発見 生活情報・生活総合誌 KADOKAWA 月刊 ¥680 ¥8,160

175 Marine　Diving マリンスポーツ 水中造形センター 月刊 ¥1,008 ¥12,096

176 ミセス 女性総合誌 文化学園文化出版局 月刊 ¥1,132 ¥13,584 ○
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選定候補雑誌一覧（５０音順） 沼津市立図書館

No. 雑誌名 ジャンル 出版社 刊行頻度
定価

（税込）

年間購読料

（参考価格）
本館 戸田 備　考

177 みんなの図書館 出版・読書・図書館 教育史料出版会 月刊 ¥810 ¥9,720 ○

178 ムー 趣味<その他> 学研パブリッシング 月刊 ¥720 ¥8,640 ○

179 目の眼 美術・工芸 目の眼 月刊 ¥1,080 ¥12,960 ○

180 MEN'S　CLUB 男性ファッション誌 ハースト婦人画報社 月刊 ¥810 ¥9,720 ○

181 ＭＯＥ　モエ 書評・出版・読書/美術・工芸 白泉社 月刊 ¥860 ¥10,320 ○

182 Motorcyclist　モーターサイクリスト オートバイ 八重洲出版 月刊 ¥800 ¥9,600 ○

183 山と渓谷 登山・ハイキング/アウトドア 山と渓谷社 月刊 ¥1,028 ¥12,336 ○

184 ユリイカ 詩 青土社 月刊 ¥1,404 ¥16,848 ○

185 yoga　JOURNAL 健康 セブン＆アイ出版 隔月刊 ¥1,000 ¥6,000

186 Rugby　magazine　ラグビーマガジン 球技 ベースボール・マガジン社 月刊 ¥950 ¥11,400 ○

187 LaTina　ラティーナ 音楽・オーディオ ラティーナ 月刊 ¥620 ¥7,440 ○

188 ランナーズ 陸上競技 アールビーズ 月刊 ¥780 ¥9,360 ○

189 RUNNING　style 陸上競技 枻出版社 月刊 ¥741 ¥8,892

190 LE　VOLANT　ル・ボラン 自動車 学研パブリッシング 月刊 ¥1,010 ¥12,120 ○ スポンサー決定済

191 LEON 男性ファッション誌 主婦と生活社 月刊 ¥930 ¥11,160

192 歴史街道 歴史 PHP研究所 月刊 ¥648 ¥7,776 ○

193 歴史人 歴史 ベストセラーズ 月刊 ¥700 ¥8,400

194 レコード芸術 音楽・オーディオ 音楽之友社 月刊 ¥1,389 ¥16,668 ○

195 レタスクラブ 生活情報・生活総合誌 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 月２回刊 ¥310 ¥7,440 ○ スポンサー決定済

196 rockin'on 音楽・オーディオ ロッキング・オン 月刊 ¥669 ¥8,028

197 ROCKIN'ON　JAPAN 音楽・オーディオ ロッキング・オン 月刊 ¥617 ¥7,404 ○

198 和樂 女性総合誌 小学館 月刊 ¥1,300 ¥15,600

199 ワンダーフォーゲル 登山・ハイキング/アウトドア 山と渓谷社 隔月刊 ¥1,000 ¥6,000 ○
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