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62 文芸誌 　詩とファンタジー 　かまくら春秋社 年２回刊
75 文芸誌 　小説すばる 　集英社 月刊
74 文芸誌 　ＳＦマガジン 　早川書房 隔月刊
73 文芸誌 　文藝春秋 　文藝春秋 月刊
68 文芸誌 　オール讀物 　文藝春秋 月刊
67 文芸誌 　文學界 　文藝春秋 月刊
84 福祉 　点字ジャーナル 　東京ヘレンケラー協会 月刊
50 総合誌 　サライ 　小学館 月刊
54 総合誌 　ＡＥＲＡ 　朝日新聞出版 週刊
108 総合誌 　月刊PHP 　ＰＨＰ研究所 月刊
91 総合誌 　婦人公論 　中央公論新社 月２回刊
80 総合誌 　週刊文春 　文藝春秋 週刊
81 総合誌 　週刊新潮 　新潮社 週刊
79 総合誌 　週刊金曜日 　株式会社金曜日 週刊
83 総合誌 　ニューズウィーク（日本語）版 　ＣＣＣメディアハウス 週刊
82 総合誌 　Newsweek（英語版） 　ニューズウィーク・インターナショナル 週刊
47 女性誌 　ハルメク 　ハルメク 月刊
92 女性誌 　暮しの手帖 　暮しの手帖社 隔月刊
93 女性誌 　ミセス 　文化出版局 月刊
94 女性誌 　ＣＨＡＮＴＯ 　主婦と生活社 月刊
97 女性誌 　ＬＤＫ 　晋遊舎 月刊
98 女性誌 　LEE 　集英社 月刊
99 女性誌 　日経WOMAN 　日経ＢＰ社 月刊
104 女性誌 　MORE 　集英社 月刊
105 女性誌 　ｎｏｎ-ｎｏ 　集英社 月刊
106 女性誌 　天然生活 　地球丸 月刊
25 社会科学 　ジュリスト 　有斐閣 月刊
9 健康 　Ｔａｒｚａｎ 　マガジンハウス 月２回刊

100 健康 　日経ヘルス 　日経ＢＰ社 月刊
48 健康 　ＮＨＫきょうの健康 　ＮＨＫ出版 月刊
89 学習 　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＪＯＵＲＡＮＬ 　アルク 月刊
90 学習 　留学ジャーナル 　留学ジャーナル 月刊
53 歴史 　歴史街道 　ＰＨＰ研究所 月刊
37 料理 　ｄａｎｃｙｕ（ダンチュウ） 　プレジデント社 月刊
38 料理 　オレンジページ 　オレンジページ 月２回刊
39 料理 　レタスクラブ 　ＫＡＤＯＫＡＷＡ 月２回刊
40 料理 　クロワッサン 　マガジンハウス 月２回刊
41 料理 　栄養と料理 　女子栄養大学出版部 月刊
21 ペット 　いぬのきもち 　ベネッセコーポレーション 月刊
22 ペット 　ねこのきもち 　ベネッセコーポレーション 月刊
23 ペット 　ｗｉｔｈＰＥＴｓ 　日本愛玩動物協会 隔月刊
24 ペット 　アクアライフ 　エムピージエー 月刊
5 美術 　芸術新潮 　新潮社 月刊
27 美術 　キネマ旬報 　キネマ旬報社 月２回刊
28 美術 　ＳＣＲＥＥＮ 　近代映画社 月刊
31 ビジネス 　日経トレンディ 　日経ＢＰ社 月刊
32 ビジネス 　ＢＩＧ　ｔｏｍｏｒｒｏｗ 　青春出版 月刊
33 ビジネス 　日経マネー 　日経ＢＰ社 月刊
34 ビジネス 　週刊エコノミスト 　毎日新聞社 週刊
35 ビジネス 　ＰＲＥＳＩＤＥＮＴ 　プレジデント社 月２回刊
36 ビジネス 　ＴＨＥ２１ 　ＰＨＰ研究所 月刊
85 図書館 　図書館雑誌 　日本図書館協会 月刊
86 図書館 　図書館の学校 　図書館振興財団 季刊
87 図書館 　現代の図書館 　日本図書館協会 季刊
88 図書館 　学校図書館 　全国学校図書館協議会 月刊
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1 男性誌 　Ollie（オーリー） 　三栄書房 月刊
2 男性誌 　MEN'S NON-NO 　集英社 月刊
3 男性誌 　ＭＥＮ’Ｓ　ＣＬＵＢ 　ハースト婦人画報社 月刊
4 男性誌 　Ｐｅｎ 　ＣＣＣメディアハウス 月２回刊
7 男性誌 　GOETHE(ゲーテ) 　幻冬舎 月刊
8 男性誌 　ＢＲＵＴＵＳ 　マガジンハウス 月２回刊
10 スポーツ 　Number（ナンバー） 　文藝春秋 隔週刊
11 スポーツ 　月刊ゴルフダイジェスト 　ゴルフダイジェスト社 月刊
12 スポーツ 　ランナーズ 　ランナーズ 月刊
13 スポーツ 　月刊武道 　日本武道館 月刊
14 スポーツ 　週刊ベースボール 　ベースボール・マガジン社 週刊
15 スポーツ 　サッカーマガジンＺＯＮＥ 　ベースボール・マガジン社 月刊
16 スポーツ 　月刊バスケットボール 　日本文化出版 月刊
61 書評 　本の雑誌 　本の雑誌社 月刊
76 書評 　ダ・ヴィンチ 　メディアファクトリー 月刊
77 書評 　月刊ＭＯＥ 　白泉社 月刊
78 書評 　この本読んで！ 　出版文化産業振興財団 季刊
6 趣味 　アサヒカメラ 　朝日新聞出版社 月刊
17 趣味 　月刊碁ワールド 　日本棋院 月刊
18 趣味 　将棋世界 　日本将棋連盟 月刊
26 趣味 　月刊自家用車 　内外出版社 月刊
42 趣味 　ＮＨＫすてきにハンドメイド 　ＮＨＫ出版 月刊
49 趣味 　ＢＥ-ＰＡＬ 　小学館 月刊
51 趣味 　旅の手帖 　交通新聞社 月刊
52 趣味 　島へ。 　海風舎 隔月刊
60 趣味 　月刊ムー 　学研プラス 月刊
19 住宅 　住まいの設計 　扶桑社 隔月刊
20 住宅 　ELLE DECOR(エル・デコ) 　ハースト婦人画報社 隔月刊
57 自然科学 　月刊天文ガイド 　誠文堂新光社 月刊
58 自然科学 　Ｎｅｗｔｏｎ(ニュートン) 　ニュートンプレス 月刊
59 自然科学 　ナショナルジオグラフィック日本版 　日経ナショナルジオグラフィック社 月刊
55 コンピュータ 　日経ＰＣ２１ 　日経ＢＰ社 月刊
56 コンピュータ 　Mac Fan 　マイナビ 月刊
43 ガーデニング 　やさい畑 　家の光協会 隔月刊
44 ガーデニング 　近代盆栽 　近代出版 月刊
45 ガーデニング 　園芸ガイド 　主婦の友社 季刊
46 ガーデニング 　ＮＨＫ趣味の園芸 　ＮＨＫ出版 月刊
29 音楽 　音楽の友 　音楽之友社 月刊
30 音楽 　ＣＤジャーナル 　音楽出版社 月刊
63 沖縄関係 　ｍｏｍｏｔｏ（モモト） 　東洋企画 季刊
64 沖縄関係 　オキナワグラフ 　新星出版 月刊
65 沖縄関係 　おきなわ野球大好き 　イーストライン 月刊
66 沖縄関係 　おきなわ釣王国 　おきなわ釣王国社 隔月刊
69 沖縄関係 　ｕｃｈｉｎａ（うちな） 　沖縄教販 隔月刊
70 沖縄関係 　おきなわいちば 　光文堂印刷 季刊
71 沖縄関係 　ｐｏｒｔｅ（ポルト） 　東洋企画 不定期刊
72 沖縄関係 　おきなわ倶楽部 　ダイオキ 月刊
95 育児 　ひよこクラブ 　ベネッセコーポレーション 月刊
96 育児 　たまごクラブ 　ベネッセコーポレーション 月刊
101 育児 　月刊クーヨン 　クレヨンハウス 月刊
102 育児 　PHPのびのび子育て 　ＰＨＰ研究所 月刊
103 育児 　プレジデントｆａｍｉｌｙ 　プレジデント社 季刊
107 育児 　母の友 　福音館書店 月刊


