
鹿嶋市立中央図書館広告掲載【資料】

所蔵館別雑誌一覧

中央図書館所蔵 2022.12.14現在

雑誌名 ジャンル 発行周期 発売日 参考価格

1 サンデー毎日 総合 週刊 毎週火曜日 430円

2 ＰＨＰ 総合 月刊 毎月10日 220円

3 月刊ＮＥＷＳがわかる 児童総合誌 月刊 毎月15日 490円

4 めばえ 児童総合誌 月刊 毎月1日 850円

5 幼稚園 児童総合誌 月刊 毎月1日 1,100円

6 ｋｕ：ｎｅｌ［クウネル］ 女性総合誌 隔月刊 奇数月20日 950円

7 婦人公論 女性総合誌 月刊 毎月15日 650円

8 ＬＤＫ 生活情報・生活総合誌 月刊 毎月28日 650円

9 Casa BRUTUS 生活情報・生活総合誌 月刊 毎月９日 990円

10 ＰＨＰくらしラク～る♪ 生活情報・生活総合誌 月刊 毎月10日 389円

11 Ｍａｒｔ 生活情報・生活総合誌 季刊 3,6,9,12月の28日 900円

12 ＮＨＫきょうの料理ビギナーズ 料理 月刊 毎月21日 524円

13 ｄａｎｃｙｕ 料理 月刊 毎月6日 980円

14 ゆうゆう 女性総合誌 月刊 毎月1日 770円

15 ｋｏｄｏｍｏｅ 出産・育児 隔月刊 奇数月7日 710円

16 ひよこクラブ 出産・育児 月刊 毎月15日 770円

17 田舎暮らしの本 インテリア・収納・住宅 月刊 毎月3日 850円

18 住まいの設計 インテリア・収納・住宅 隔月刊 奇数月15日 1,280円

19 ＮＨＫ趣味の園芸 園芸・ガーデニング 月刊 毎月21日 640円

20 ＮＨＫ趣味の園芸　やさいの時間 園芸・ガーデニング 隔月刊 奇数月21日 913円

21 ＳＴＯＲＹ 女性ファッション 月刊 毎月1日 840円

22 ＮＯＮ・ＮＯ 女性ファッション 月刊 毎月20日 650円

23 ＬＥＥ 女性ファッション 月刊 毎月7日 770円

24 Ｓｗｅｅｔ 女性ファッション 月刊 毎月12日 1,350円

発売日と価格は前後することがあります。



雑誌名 ジャンル 発行周期 発売日 参考価格

25 Ｐｏｐｔｅｅｎ 女性ファッション 月刊 毎月1日 670円

26 ＯＣＥＡＮＳ 男性ファッション 月刊 毎月25日 880円

27 ＯＺ　ｍａｇａｚｉｎｅ 旅行・観光 月刊 毎月12日 700円

28 散歩の達人 旅行・観光 月刊 毎月21日 750円

29 サライ 旅行・観光 月刊 毎月10日頃 1,000円

30 ＪＲ時刻表 旅行・観光 月刊 毎月20日 1,205円

31 旅の手帖 旅行・観光 月刊 毎月10日 650円

32 山と渓谷 旅行・観光 月刊 毎月15日 1,200円

33 ＣＡＲ　ＧＲＡＰＨＩＣ 乗り物 月刊 毎月1日 1,300円

34 鉄道ジャーナル 乗り物 月刊 毎月21日 1,020円

35 Ｍｏｔｏｒｃｙｃｌｉｓｔ 乗り物 月刊 毎月1日 990円

36 大相撲ジャーナル スポーツ 月刊 毎月1日前後 1,000円

37 週刊ベースボール スポーツ 週刊 毎週水曜日 520円

38 スポーツ・グラフィック　ナンバー スポーツ 隔週刊 隔週木曜日 640円

39 卓球王国 スポーツ 月刊 毎月21日 800円

40 ＤＵＮＫ　ＳＨＯＯＴ スポーツ 月刊 毎月25日 950円

41 ＢＩＣＹＣＬＥ　ＣＬＵＢ スポーツ 隔月刊 隔月20日 1,700円

42 ランナーズ スポーツ 月刊 毎月22日 780円

43 ワールドサッカーダイジェスト スポーツ 月２回刊 毎月第1,3木曜日 790円

44 芸術新潮 アート（芸術） 月刊 毎月25日 1,500円

45 Ａｎｉｍａｇｅ 趣味 月刊 毎月10日 1,080円

46 ＮＨＫ囲碁講座 趣味 月刊 毎月16日 556円

47 ＮＨＫ将棋講座 趣味 月刊 毎月16日 556円

48 ＮＨＫすてきにハンドメイド 趣味 月刊 毎月21日 628円

49 ＡＵＴＯ　ＣＡＭＰＥＲ 趣味 月刊 毎月15日 990円

50 月刊アクアライフ 趣味 月刊 毎月11日 1,000円

51 月刊ホビージャパン 趣味 月刊 毎月25日 1,100円

52 コットンタイム 趣味 隔月刊 偶数月7日 1,100円



雑誌名 ジャンル 発行周期 発売日 参考価格

53 ＳＣＲＥＥＮ 趣味 月刊 毎月21日 980円

54 ダンスビュウ 趣味 月刊 毎月27日 1,100円

55 つり人 趣味 月刊 毎月25日 1,100円

56 ドゥーパ 趣味 隔月刊 奇数月８日 1,100円

57 日経エンタテインメント！ 趣味 月刊 毎月4日 780円

58 Ｐｅｎ 趣味 月刊 毎月28日 800円

59 ＭＯＮＯＱＬＯ 趣味 月刊 毎月19日 700円

60 歴史街道 趣味 月刊 毎月6日 790円

61 猫びより ペット 季刊 3,6,9,12月の12日 1,100円

62 Ｗａｎ ペット 季刊 3,6,9,12月の14日 1,375円

63 エコノミスト 経済・ビジネス 週刊 毎週月曜日 700円

64 週刊東洋経済 経済・ビジネス 週刊 毎週月曜日 730円

65 日経ビジネス 経済・ビジネス 週刊 毎週月曜日 710円

66 プレジデント 経済・ビジネス 月2回 毎月第2,4金曜日 780円

67 天文ガイド 自然科学 月刊 毎月5日 979円

68 ＮＨＫ短歌 文芸・読み物 月刊 毎月20日 692円

69 オール讀物 文芸・読み物 月刊 毎月22日 1,000円

70 小説推理 文芸・読み物 月刊 毎月27日 860円

71 小説宝石 文芸・読み物 月刊 毎月22日 900円

72 新潮 文芸・読み物 月刊 毎月7日 1,200円

73 青春と読書 文芸・読み物 月刊 毎月20日 91円

74 １００分ｄｅ名著 文芸・読み物 月刊 毎月25日 576円

75 文学界 文芸・読み物 月刊 毎月7日 990円

76 ＭＯＥ 文芸・読み物 月刊 毎月3日 930円

77 正論 書評・出版・読書 月刊 毎月1日 900円

78 ダ・ヴィンチ 書評・出版・読書 月刊 毎月6日 700円

79 中央公論 書評・出版・読書 月刊 毎月10日 950円

80 学校図書館 図書館 月刊 毎月1日 770円



雑誌名 ジャンル 発行周期 発売日 参考価格

81 図書館界 図書館 隔月刊 奇数月不確定 1,500円

82 みんなの図書館 図書館 月刊 毎月10日 825円

大野分館所蔵
雑誌名 ジャンル 発行周期 発売日 参考価格

1 アエラ 総合 週刊 毎週月曜日 500円

2 週刊新潮 総合 週刊 毎週木曜日 460円

3 ｅｃｌａｔ 女性総合誌 月刊 毎月1日 980円

4 CREA 女性総合誌 季刊 3,6,9,12月の7日 820円

5 Ｈａｎａｋｏ 女性総合誌 月刊 毎月28日 840円

6 ハルメク 女性総合誌 月刊 毎月10日 690円

7 婦人公論 女性総合誌 月刊 毎月15日 650円

8 ＩｎＲｅｄ 女性ファッション 月刊 毎月7日 1,080円

9 ＶＥＲＹ 女性ファッション 月刊 毎月7日 780円

10 ２ｎｄ 男性ファッション 月刊 毎月１６日 780円

11 本の雑誌 書評・出版・読書 月刊 毎月10日前後 734円

12 ＥＳＳＥ 生活情報・生活総合誌 月刊 毎月2日 570円

13 かぞくのじかん 生活情報・生活総合誌 季刊 3,6,9,12月の5日 840円

14 クロワッサン 生活情報・生活総合誌 月２回刊 毎月10,25日 550円

15 天然生活 生活情報・生活総合誌 月刊 毎月20日 820円

16 Ｍａｒｔ 生活情報・生活総合誌 季刊 3,6,9,12月の28日 900円

17 ＮＨＫきょうの料理 料理 月刊 毎月21日 556円

18 オレンジページ 料理 月２回刊 毎月2、17日 550円

19 ｖｅｇｇｙ 料理 隔月刊 奇数月10日 1,009円

20 Ｂａｂｙ-ｍｏ 出産・育児 季刊 3,6,9,12月の15日 690円

21 関東・東北じゃらん 旅行・観光 隔月刊 奇数月1日 490円

22 サライ 旅行・観光 月刊 毎月10日頃 1,000円

23 旅と鉄道 旅行・観光 隔月刊 奇数月21日 1,100円

24 Ｄｉｓｃｏｖｅｒ　Ｊａｐａｎ 旅行・観光 月刊 毎月6日 1,100円



雑誌名 ジャンル 発行周期 発売日 参考価格

25 文字の大きな時刻表 旅行・観光 季刊 2,５,8,10の25日 1,080円

26 ＥＮＧＩＮＥ　　エンジン 乗り物 月刊 毎月26日 1,100円

27 ＧＯＬＦ ＴＯＤＡＹ スポーツ 月刊 毎月5日 690円

28 アニメディア 趣味 月刊 毎月10日 1,070円

29 ガルヴィ 趣味 年５回刊 ３,５,７,９,１１月の10日 1,078円

30 コットンフレンド 趣味 季刊 2,5,8,11月の7日 890円

31 陶遊 趣味 隔月刊 偶数月23日 1,320円

32 ＢＲＵＴＵＳ 趣味 月２回刊 毎月1,15日 700円

33 園芸ガイド 園芸・ガーデニング 季刊 3,5,9,12月の8日 1,080円

34 野菜だより 園芸・ガーデニング 隔月刊 偶数月3日 1,060円

35 一枚の絵 アート（芸術） 隔月刊 奇数月21日 900円

36 日経ＰＣ２１ パソコン 月刊 毎月24日 730円

37 日経マネー 経済・ビジネス 月刊 毎月21日 750円


