
刊行 年間価格 刊行 年間価格

頻度 （概　算） 頻度 （概　算）

★ ＡＥＲＡ（ｱｴﾗ） 週刊 23,972 ＥＮＧＬＩＳＨ ＪＯＵＲＮＡＬ

★ ａｎ ａｎ（ｱﾝｱﾝ） 週刊 36,140 （ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭｼﾞｬｰﾅﾙ）（ＣＤ付き）

★ おりがみ 月刊 9,912 ＥＳＳＥ（ｴｯｾ） 月刊 8,400

★ かがくのとも 月刊 5,448 おとなの週末 月刊 10,560

★ きょうの料理 月刊 7,296 オール讀物 年10 10,000

★ 暮しの手帖 隔月 6,168 家庭画報 月刊 17,400

★ kodomoe（ｺﾄﾞﾓｴ） 隔月 3,990 Ｃａｎ Ｃａｍ（ｷｬﾝｷｬﾝ） 月刊 9,480

★ こどもとしょかん 季刊 3,220 ＣＬＡＳＳＹ．（ｸﾗｯｼｨ） 月刊 9,600

★ 子どもと本 季刊 2,676 クロワッサン 月２ 15,600

★ 子供の科学 月刊 9,792 群像 月刊 19,080

★ こどものとも 月刊 5,448 芸術新潮 月刊 18,000

★ こどものとも０．１．２． 月刊 5,448 螢雪時代 月刊 13,200

★ こどものとも年少版 月刊 5,448 月刊 クーヨン 月刊 11,880

★ サライ 月刊 14,868 月刊 自家用車 月刊 10,800

★ サンキュ！ 月刊 7,656 月刊 ＨＯＢＢＹ ＪＡＰＡＮ

★ ３分クッキング 月刊 7,152 （ﾎﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ）

★ ＪＲ時刻表 月刊 14,904 茶道雑誌 月刊 8,580

★ 週刊 新潮 週刊 23,816 週刊 エコノミスト 週刊 36,400

★ 週刊 東洋経済 週刊 39,676 週刊 ダイヤモンド 週刊 37,960

★ 週刊 文春 週刊 24,024 ジュニアエラ 月刊 5,988

★ 趣味の園芸 月刊 7,920 ＪＵＮＯＮ（ｼﾞｭﾉﾝ） 月刊 9,000

ジュリスト 月刊 21,120

すばる（昴） 月刊 11,640

★ 世界 月刊 11,568 淡交 月刊 10,560

★ ＤＩＭＥ（ﾀﾞｲﾑ） 月刊 14,652 つり人 月刊 13,200

★ たくさんのふしぎ 月刊 9,528 天文ガイド 月刊 13,200

★ Ｔａｒｚａｎ（ﾀｰｻﾞﾝ） 月２ 17,496 日経エンタテインメント！ 月刊 9,480

★ 旅の手帖 月刊 8,916 日経ＴＲＥＮＤＹ（ﾄﾚﾝﾃﾞｨ） 月刊 9,600

★ ダ・ヴィンチ 月刊 9,024 日本児童文学 隔月 6,600

★ 鉄道ファン 月刊 14,712 ニューズウィーク日本版 週刊 24,960

★ てれびくん 月刊 17,856 Ｎｅｗｔｏｎ（ﾆｭｰﾄﾝ） 月刊 14,280

★ 日経ＷＯＭＡＮ（ｳｰﾏﾝ） 月刊 8,856 ｎｏｎ・ｎｏ（ﾉﾝﾉ） 月刊 8,280

★ 日経ＰＣ２１ 月刊 9,924 美的 月刊 8,520

★ 日経マネー 月刊 9,396 プレジデント 月２ 18,720

★ 俳句 月刊 12,312 文學界 月刊 15,600

★ 母の友 月刊 7,788 文藝 季刊 6,160

★ 判例時報 月３ 40,140 ｐｅｎ（ﾍﾟﾝ） 月２ 22,800

★ ＰＨＰ（ﾋﾟｰｴｲﾁﾋﾟｰ） 月刊 3,096 本の雑誌 月刊 9,240

★ 文藝春秋 月刊 12,864 ミステリマガジン 隔月 7,920

★ Baby-mo（ﾍﾞﾋﾞﾓ） 季刊 3,256 ＭＥＮ’Ｓ ＣＬＵＢ（ﾒﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ） 月刊 9,000

★ みんなのうた 隔月 3,402 ＭＥＮ’Ｓ ＮＯＮ-ＮＯ（ﾒﾝｽﾞﾉﾝﾉ） 月刊 8,520

★ 歴史街道 月刊 9,768 モノマガジン 月２ 18,000

ラジオ深夜便 月刊 5,040

ＬＥＥ（ﾘｰ） 月刊 9,480

ｒｏｃｋｉｎ’ｏｎ ＪＡＰＡＮ

（ﾛｯｷﾝｸﾞｵﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ）

和樂 隔月 9,540

※　年間価格は2022年11月時点の単価を参考にしたもので、
　　 実際の購入価格と異なることがあります。

※　★印は現在、図書館で購入（購入予定も含む）している
　　 資料です。

月刊 9,360

★

募  集  雑  誌  一  覧

雑　誌　名 雑　誌　名

月刊

月刊 18,480

13,200

Ｓｐｏｒｔｓ Ｇｒａｐｈｉｃ Ｎｕｍｂｅｒ
（ｽﾎﾟｰﾂｸﾞﾗﾌｨｯｸﾅﾝﾊﾞｰ）

隔週 17,400


