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あ Ｉ’ｍ　ｈｏｍｅ（アイムホーム） 商店建築社 隔月 建築・インテリア ３年
ＡＥＲＡ（アエラ） 朝日新聞出版 週 一般週刊誌 ５年 １年
ＡＥＲＡ　ｗｉｔｈ Ｋｉｄｓ（アエラウィズキッズ） 朝日新聞出版 季 子育て ３年
明日の友 婦人之友社 隔月 生活･健康･福祉 ２年
アニメージュ 徳間書店 月 芸術･映画･音楽・写真 ２年
アニメディア 学研パブリッシング 月 芸術･映画･音楽・写真 ２年
ａｎ・ａｎ（アンアン） マガジンハウス 週 男性・女性情報誌 １年
安心 マキノ出版 月 生活･健康･福祉 ２年
＆ Ｐｒｅｍｉｕｍ(アンド・プレミアム） マガジンハウス 月 男性・女性情報誌 ３年

い 囲碁講座 ＮＨＫ出版 月 趣味・娯楽 ２年
一個人 ＫＫベストセラーズ 隔月 総合誌 ２年
一冊の本 寄贈 朝日新聞出版 月 出版・メディア・図書館 ３年
田舎暮らしの本 宝島社 月 生活･健康･福祉 ２年
ＥＮＧＬＩＳＨ　ＪＯＵＲＮＡＬ
（イングリッシュジャーナル）

アルク 月 語学・言語 ３年

う ｗｉｔｈ（ウィズ） 講談社 不定期 ファッション・美容 ２年
ＷｉＬＬ（ウィル） ワック 月 総合誌 ３年
ＷＥＤＧＥ（ウェッジ） 寄贈 ウェッジ 月 法律・経営・経済・ビジネス ３年 １年 １年
ＶＥＲＹ（ヴェリィ） 光文社 月 男性・女性情報誌 ２年
潮 潮出版社 月 総合誌 ３年

え 栄養と料理 女子栄養大学出版部 月 生活･健康･福祉 ２年 ３年
エコノミスト 毎日新聞出版 週 法律・経営・経済・ビジネス ３年
ＳＦマガジン 早川書房 隔月 文学･文芸 ３年
ＥＳＳＥ（エッセ） フジテレビジョン 月 男性・女性情報誌 ２年 ２年 ２年
Ｎ．（エヌ） イカロス出版 隔月 趣味・娯楽 ３年
ＮＨＫガッテン！ 主婦と生活社 季 生活･健康･福祉 ３年
ＮＨＫ短歌 ＮＨＫ出版 月 文学･文芸 ２年
ＮＨＫ俳句 ＮＨＫ出版 月 文学･文芸 ２年
ＮＨＫみんなの手話 ＮＨＫ出版 年２ 生活･健康･福祉 ５年
ＦＱ　Ｊａｐａｎ（エフキュージャパン） アクセスインターナショナル 季 子育て ３年
ＥＬＬＥ　ｇｏｕｒｕｍｅｔ（エル　グルメ） ハースト婦人画報社 年５ 男性・女性情報誌 ５年
ＬＤＫ（エルディーケー） 晋遊舎 月 生活･健康･福祉 ２年 　２年
ＥＬＬＥ　ＤＥＣＯＲ（エルデコ） ハースト婦人画報社 年５ 建築・インテリア ３年
園芸ガイド 主婦の友社 季 園芸・ペット ３年
演劇界 演劇出版社 月 芸術･映画･音楽・写真 ３年

お ＯＺ　ｍａｇａｇｉｎｅ（オズ　マガジン） スターツ出版 月 男性・女性情報誌 ５年
Ｏｇｇｉ（オッジ） 小学館 月 ファッション・美容 ２年
男の隠れ家 三栄書房 月 男性・女性情報誌 ２年
おとなの週末 講談社ビーシー 月 男性・女性情報誌 ３年
オール讀物 文芸春秋 年10 文学･文芸 ３年 ２年
オレンジページ オレンジページ 月２ 男性・女性情報誌 ２年 １年
音楽の友 音楽之友社 月 芸術･映画･音楽・写真   ３年

か 岳人 ネイチュアエンタープライズ 月 スポーツ・アウトドア ３年
ＣＡＳＡ　ＢＲＵＴＵＳ（カーサブルータス） マガジンハウス 月 建築・インテリア ２年
かぞくのじかん 婦人之友社 季 生活･健康･福祉 ３年 ３年
学校図書館 全国学校図書館協議会 月 出版メディア図書館 １０年
家庭画報 世界文化社 月 男性・女性情報誌 ２年
上沼恵美子のおしゃべりクッキング ワン・パブリッシング 月 生活･健康･福祉 ２年

き キネマ旬報 キネマ旬報社 月２ 芸術･映画･音楽・写真 ２年   
ＣＡＰＡ（キャパ） 学研プラス 月 芸術･映画･音楽・写真 ２年
きょうの健康 ＮＨＫ出版 月 生活･健康･福祉 ２年 ２年

東村山市立図書館雑誌所蔵リスト　令和４年度（五十音順）

保　存　期　間
雑　　　誌　　　名 出　　版　　社 頻度 ジャンル

令和４年４月以降に継続して受入しているもの

1



中央 富士見 萩山 秋津 廻田

東村山市立図書館雑誌所蔵リスト　令和４年度（五十音順）

保　存　期　間
雑　　　誌　　　名 出　　版　　社 頻度 ジャンル

令和４年４月以降に継続して受入しているもの

きょうの料理 ＮＨＫ出版 月 生活･健康･福祉 ２年 ３年
きょうの料理ビギナーズ ＮＨＫ出版 月 生活･健康･福祉 ２年

く クウネル マガジンハウス 隔月 男性・女性情報誌 ５年
暮しの手帖 暮しの手帖社 隔月 生活･健康･福祉 ３年 ３年
クローバー 寄贈 （株）ジェイ・ブロード 季 生活･健康･福祉 ３年
クロワッサン マガジンハウス 月２ 男性・女性情報誌 １年 ２年
群像 講談社 月 文学･文芸 ３年

け 芸術新潮 新潮社 月 芸術･映画･音楽・写真 ３年
ＧＯＥＴＨＥ（ゲーテ） 幻冬舎 月 男性・女性情報誌 ２年   
月刊クーヨン クレヨンハウス 月 子育て ３年
月刊碁ワールド 日本棋院 月 趣味・娯楽 ２年
月刊自家用車 内外出版社 月 趣味・娯楽 ２年
月刊ジュニアエラ 朝日新聞出版 月 総合誌 ２年
月刊新聞ダイジェスト 新聞ダイジェスト社 月 出版・メディア・図書館 ３年
月刊天文ガイド 誠文堂新光社 月 自然科学・天文  ２年
月刊ＮＥＷＳがわかる 毎日新聞社 月 出版・メディア・図書館 ３年
月刊ピアノ ヤマハミュージックメディア 月 芸術･映画･音楽・写真 永年
月刊武道 寄贈 日本武道館 月 スポーツ・アウトドア １年
月刊リベラルタイム 寄贈 リベラルタイム出版社 月 総合誌 ２年
月刊留学生 寄贈 大悟 年５ 外国語雑誌 ２年
ＧｅｔＮａｖｉ（ゲット・ナビ） 学研パブリッシング 月 生活･健康･福祉 ２年
健康 主婦の友インフォス情報社 月 生活･健康･福祉 ３年
現代詩手帖 思潮社 月 文学･文芸 ２年
現代の図書館 寄贈 日本図書館協会 季 出版・メディア・図書館 １０年

こ 航空ファン 文林堂 月 旅行･交通 ２年
国立国会図書館月報 寄贈 国立国会図書館 月 出版・メディア・図書館 ３年
こころの科学 日本評論社 隔月 歴史・思想・教育 ３年
ｋｏｄｏｍｏｅ（コドモエ） 白泉社 隔月 子育て ３年
子供の科学 誠文堂新光社 月 自然科学・天文 ３年
こどもの本 日本児童図書出版協会 月 出版・メディア・図書館 ２年
ＧＯＬＦ　ＤＩＧＥＳＴ（ゴルフダイジェスト） ゴルフダイジェスト社 月 スポーツ・アウトドア ２年

さ サーナ 寄贈 イフ 年２ 生活･健康･福祉 ３年
ＣＹＣＬＥ　ＳＰＯＲＴＳ（サイクルスポーツ） 八重洲出版 月 スポーツ・アウトドア ２年
サッカーダイジェスト 日本スポーツ企画出版社 週 スポーツ・アウトドア １年
ＴＨＥ２１ ＰＨＰ研究所 月 法律・経営・経済・ビジネス ２年
サライ 小学館 月 男性・女性情報誌 ２年
サンキュ！ ベネッセコーポレーション 月 生活･健康･福祉 ２年
サンデー毎日 毎日新聞出版 週 一般週刊誌 １年 １年 １年
３分クッキング ＫＡＤＯＫＡＷＡ 月 生活･健康･福祉 ２年
散歩の達人 交通新聞社 月 旅行・交通 ３年

し ＣＮＮ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＥＸＰＲＥＳＳ
（シーエヌエヌイングリッシュエクスプレス） 朝日出版社 月 語学・言語 ２年

ＪＲ時刻表 交通新聞社 月 旅行･交通 １年
ＪＴＢ時刻表（大型） ＪＴＢパブリッシング 月 旅行･交通 １年 １年 １年  １年
視覚障害 障害者団体定期刊行物協会 月 生活･健康･福祉 ３年
司法の窓 寄贈 最高裁判所事務総局 年１ 法律・経営・経済・ビジネス ３年
終活読本ソナエ 産経新聞出版 季 生活･健康･福祉 ３年
週刊朝日 朝日新聞出版 週 一般週刊誌 ５年 １年 １年
週刊金曜日 金曜日 週 一般週刊誌 ２年
週刊現代 講談社 週 一般週刊誌 １年
週刊新潮 新潮社 週 一般週刊誌 １年 １年 １年
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週刊ダイヤモンド ダイヤモンド社 週 法律・経営・経済・ビジネス １年 １年
週刊東洋経済 東洋経済新報社 週 法律・経営・経済・ビジネス ３年 １年  
週刊文春 文芸春秋 週 一般週刊誌 １年 １年 １年
週刊ベースボール ベースボール・マガジン社 週 スポーツ・アウトドア １年
趣味の園芸 NHK出版 月 園芸・ペット ２年 ３年
ジュリスト 有斐閣 月 法律・経営・経済・ビジネス 永年
将棋講座 NHK出版 月 趣味・娯楽 ２年
将棋世界 日本将棋連盟 月 趣味・娯楽 ２年
小説現代 講談社 月 文学･文芸 ３年
小説幻冬 幻冬舎 月 文学･文芸 ３年
小説新潮 新潮社 月 文学･文芸 ３年 ３年
小説推理 双葉社 月 文学･文芸 ３年
小説すばる 集英社 月 文学･文芸 ３年
小説トリッパー 朝日新聞出版 季 文学･文芸 ３年
新ゼロからスタートＥｎｊｏｙ英会話 Ｊリサーチ出版 季 語学・言語 ３年
新潮 新潮社 月 文学･文芸 ２年  
人民日報　海外版　日本月刊 寄贈 日本新華僑通信社 月 総合誌 ２年
人民文学 人民文学雑誌社 月 外国語雑誌 ３年

す ＳＣＲＥＥＮ（スクリーン） 近代映画社 月 芸術･映画･音楽・写真 ２年  
すてきにハンドメイド NHK出版 月 生活･健康･福祉 ３年 ３年
ＳＴＥＲＥＯ（ステレオ） 音楽之友社 月 芸術･映画･音楽・写真 ２年
すばる 集英社 月 文学･文芸 ３年
Ｓｐｏｒｔ　Ｇｒａｐｈｉｃ　Ｎｕｍｂｅｒ
（スポーツグラフィックナンバー）

文芸春秋 隔週 スポーツ・アウトドア １年  

住まいの設計 扶桑社 隔月 建築・インテリア ２年
墨 芸術新聞社 隔月 芸術･映画･音楽・写真 ３年
住む。 泰文館 季 建築・インテリア ５年

せ 正論 産経新聞社 月 総合誌 ３年
世界 岩波書店 月 総合誌 ３年 ２年  
選択 選択出版 月 総合誌 ３年

そ 蕎麦春秋 寄贈 リベラルタイム出版社 季 生活･健康･福祉 ２年

た ＴＩＭＥ（タイム） タイム・インク 週 外国語雑誌 １年
ダイヤモンド・ザイ ダイヤモンド社 月 法律・経営・経済・ビジネス ２年
ダ・ヴィンチ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 月 出版・メディア・図書館 ２年
Ｔａｒｚａｎ（ターザン） マガジンハウス 月２ スポーツ・アウトドア ３年
多聴多読マガジン ｃｃｃメディアハウス 隔月 語学・言語 ５年
旅の手帖 交通新聞社 月 旅行･交通 ２年
多磨 寄贈 全生互恵会 月 生活･健康･福祉 ５年 永年
短歌 角川文化振興財団 月 文学･文芸 ２年
ｄａｎｃｙｕ（ダンチュウ） プレジデント社 月 生活･健康･福祉 ３年

ち ちくま 筑摩書房 月 出版・メディア・図書館 ３年
中央公論 中央公論新社 月 総合誌 ３年 ３年 ３年
チルチンびと 風土社 季 建築・インテリア ５年

つ つり人 つり人社 月 スポーツ・アウトドア ２年

て 鉄おも ネコ・パブリッシング 月 趣味・娯楽 ３年
鉄道ファン 交友社 月 旅行･交通 ２年  
テニスマガジン ベースボール・マガジン社 年４ スポーツ・アウトドア ２年
天然生活 扶桑社 月 生活･健康･福祉 ３年 ２年

と ドゥーパ！ 学研プラス 隔月 生活･健康･福祉 ３年
東京カレンダー 東京カレンダー 月 地域情報誌 ２年
東京人 都市出版 月 地域情報誌 永年
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図書 寄贈 岩波書店 月 出版・メディア・図書館 ３年
図書館雑誌 寄贈 日本図書館協会 月 出版・メディア・図書館 １０年  
ｄｒｉｖｅｒ（ドライバー） 八重洲出版 月 趣味・娯楽 ２年
ＤＲＡＧＯＮ　ＭＡＧＡＺＩＮＥ
（ドラゴンマガジン）

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 隔月 文学･文芸 ３年

な 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 自然科学・天文 ３年
波 新潮社 月 出版・メディア・図書館 ３年

に ｎｉｃｏｌａ（ニコラ） 新潮社 月 ファッション・美容 ２年
日経ＷＯＭＡＮ 日経ＢＰ社 月 男性・女性情報誌 ２年 ３年
日経エンタテインメント！ 日経ＢＰ社 月 芸術･映画･音楽・写真 ２年
日経サイエンス 日経サイエンス社 月 自然科学・天文 ２年
日経ＴＲＥＮＤＹ 日経ＢＰ社 月 生活･健康･福祉 ２年
日経ＰＣ２１ 日経ＢＰ社 月 技術・パソコン ２年 ２年
日経ビジネス 日経ＢＰ社 週 法律・経営・経済・ビジネス １年
日経マネー 日経ＢＰ社 月 法律・経営・経済・ビジネス ２年 １年
ＮＩＢＥＮ　Ｆｒｏｎｔｉｅｒ（二弁フロンティア） 寄贈 第二東京弁護士会 月 法律・経営・経済・ビジネス ３年
Ｎｅｗｓｗｅｅｋ　日本版 ｃｃｃメディアハウス 週 一般週刊誌 ２年  
Newｔｙｐｅ（ニュータイプ） ＫＡＤＯＫＡＷＡ 月 芸術･映画･音楽・写真 ２年
Ｎｅｗｔｏｎ（ニュートン） ニュートンプレス 月 自然科学・天文 ２年

ね 猫びより 辰巳出版 隔月 園芸・ペット ３年

の ノジュール ＪＴＢパブリッシング 月 旅行・交通 ３年
ｎｏｎ・ｎｏ（ノンノ） 集英社 月２ ファッション・美容 ２年

は 俳句 角川文化振興財団 月 文学･文芸 ２年
ＢｉＣＹＣＬＥ　ＣＬＵＢ（バイシクルクラブ） 枻出版社 隔月 スポーツ・アウトドア ２年
ハウジング リクルートホールディングス 月 建築・インテリア ２年
初めてのたまごクラブ ベネッセコーポレーション 季 子育て ２年
初めてのひよこクラブ ベネッセコーポレーション 季 子育て ２年
Ｈａｎａｋｏ（ハナコ） マガジンハウス 月 男性・女性情報誌 ３年
母の友 福音館書店 月 子育て ３年
ハルメク ハルメク 月 生活･健康･福祉 ２年
判例タイムズ 判例タイムズ社 月 法律・経営・経済・ビジネス 永年

ひ ＰＨＰ 寄贈 ＰＨＰ研究所 月 歴史・思想・教育 ２年
ＢＥ－ＰＡＬ（ビーパル） 小学館 月 スポーツ・アウトドア ２年
美術手帖 美術出版社 季 芸術･映画･音楽・写真 ３年
美的 小学館 月 ファッション・美容 ３年
ひととき 寄贈 ウェッジ 月 旅行･交通 １年 １年
Ｈｉｒａｇａｎａ Ｔｉｍｅｓ（ひらがなタイムズ） ヤック企画 月 外国語雑誌 ３年

ふ ＦＡＣＴＡ（ファクタ） ファクタ出版 月 総合誌 ２年
ファミ通 エンターブレイン 週 趣味・娯楽 １年
ＦＩＧＡＲＯ　ｊａｐｏｎ（フィガロジャポン） ｃｃｃメディアハウス 月 ファッション・美容 ５年
Ｆｏｒｅｉｇｎ Ａｆｆａｉｒｅｓ
（フォーリン　アフェアーズ）

ｻﾞ ｶｳﾝｼﾙ ﾌｫｰﾘ
ﾝﾘﾚｰｼｮﾝｽﾞ ｲﾝｸ

隔月 外国語雑誌 ２年

婦人画報 ハースト婦人画報社 月 男性・女性情報誌 ３年
婦人公論 中央公論新社 月 男性・女性情報誌  ２年  
婦人之友 婦人之友社 月 男性・女性情報誌 ２年  
ＢＲＵＴＵＳ（ブルータス） マガジンハウス 隔週 男性・女性情報誌 ２年
ＰＲＥＳＩＤＥＮＴ（プレジデント） プレジデント社 月２ 法律・経営・経済・ビジネス ３年 ３年
プレジデントｆａｍｉｌｙ プレジデント社 季 子育て ３年 ３年
文學界 文芸春秋 月 文学･文芸 ３年  
文藝 河出書房新社 季 文学･文芸 ３年
文藝春秋 文芸春秋 月 総合誌 ３年 ２年  ３年 ３年
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東村山市立図書館雑誌所蔵リスト　令和４年度（五十音順）

保　存　期　間
雑　　　誌　　　名 出　　版　　社 頻度 ジャンル

令和４年４月以降に継続して受入しているもの

文蔵 ＰＨＰ研究所 月 文学･文芸 ５年

へ ベースボールマガジン ベースボール・マガジン社 隔月 スポーツ・アウトドア ５年
ベストカー 講談社 月２ 趣味・娯楽 ２年
Ｂａｂｙ－ｍｏ（ベビモ） 主婦の友社 季 子育て ２年 ２年
Ｐｅｎ(ペン） ｃｃｃメディアハウス 月 男性・女性情報誌 ２年

ほ Ｖｏｉｃｅ（ボイス） ＰＨＰ研究所 月 総合誌 ３年
法学教室 有斐閣 月 法律・経営・経済・ビジネス 永年
ＨＯＢＢＹ　ＪＡＰＡＮ（ホビージャパン） ホビージャパン 月 趣味・娯楽 ２年
本の雑誌 本の雑誌社 月 出版・メディア・図書館 ２年

ま 毎日が発見 毎日が発見 月 生活･健康･福祉 ２年
Ｍａｒｔ（マート） 光文社 季 男性・女性情報誌 ２年
ＭＡＭＯＲ（マモル） 寄贈 扶桑社 月 趣味・娯楽 ２年

み ミステリマガジン 早川書房 隔月 文学･文芸 ３年
みんなの図書館 教育史料出版会 月 出版・メディア・図書館 １０年

も ＭＯＲＥ（モア） 集英社 月 ファッション・美容 ２年
ＭＯＥ（モエ） 白泉社 月 文学･文芸 ２年
モーターサイクリスト 八重洲出版 月 趣味・娯楽 ２年
モデルアート モデルアート社 月 趣味・娯楽 ２年

や やさい畑 家の光協会 隔月 園芸・ペット ５年
山と渓谷 山と渓谷社 月 スポーツ・アウトドア ２年  

ゆ ＵＰ（ユーピー） 寄贈 東京大学出版会 月 出版・メディア・図書館 ３年
ゆうゆう 主婦の友社 月 男性・女性情報誌 ２年
ユリイカ 青土社 月 文学･文芸 ３年

ら ラジオ深夜便 NHKサービスセンター 月 総合誌 ２年
ランドネ 枻出版社 隔月 スポーツ・アウトドア ３年
ＲＵＮ＋ＴＲＡＩＬ 三栄書房 隔月 スポーツ・アウトドア ３年
ランナーズ アールビーズ 月 スポーツ・アウトドア ２年

り ＬＥＥ（リー） 集英社 月 男性・女性情報誌 ２年
旅行読売 旅行読売出版社 月 旅行･交通 ２年

れ ＬＥＯＮ（レオン） 主婦と生活社 月 男性・女性情報誌 ２年
歴史街道 ＰＨＰ研究所 月 歴史・思想・教育 ２年
歴史人 ＫＫベストセラーズ 月 歴史・思想・教育 ２年
レコード芸術 音楽之友社 月 芸術･映画･音楽・写真 ５年
レタスクラブ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 月 男性・女性情報誌 ２年
レディブティック ブティック社 隔月 ファッション・美容 ３年

ろ
ＲＯＣＫＩＮ’　ＯＮ　ＪＡＰＡＮ
（ロッキングオンジャパン）

ロッキング・オン 月 芸術･映画･音楽・写真 ２年

わ Ｗａｎ（ワン） 緑書房 隔月 園芸・ペット ２年
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