
雑誌スポンサー制度 対象雑誌一覧 2018年10月
八尾市立龍華図書館

ジャンル 雑誌名 出版者 刊行頻度 単価
年間費用
（目安）

朝日新聞出版 月刊 ¥490 ¥5,880

誠文堂新光社 月刊 ¥700 ¥8,400

子どもの本棚社 月刊 ¥430 ¥5,160

本の雑誌社 月刊 ¥756 ¥9,072

日本児童文学者協会 隔月刊 ¥1,000 ¥6,000

公募ガイド社 月刊 ¥630 ¥7,560

PHP研究所 月刊 ¥680 ¥8,160

交通新聞社 月刊 ¥596 ¥7,152

旅行読売出版社 月刊 ¥510 ¥6,120

文藝春秋 季刊 ¥648 ¥2,592

京阪神エルマガジン社 月刊 ¥600 ¥7,200

朝日新聞出版  週刊 ¥390 ¥18,720

青土社 月刊 ¥1,404 ¥16,848

新潮社 月刊 ¥880 ¥10,560

創出版 月刊 ¥700 ¥8,400

岩波書店 月刊 ¥918 ¥11,016

中央公論新社 月刊 ¥930 ¥11,160

有斐閣 月刊 ¥1,440 ¥17,280

日本評論社 月刊 ¥1,512 ¥18,144

日経BP社 月刊 ¥690 ¥8,280

18

法律

ジュリスト 法律実務家や公務員、団体職員、研究者、学生などを対象した、日常業務に
生かせる法律情報誌。

19 法学セミナー 司法試験など各種資格試験をめざす受験者に向けた、リーガル・マインドの修
得のための教養誌。

20 金融・財政 日経マネー 貯蓄・投資情報からローン、保険までお金に関する情報を幅広く掲載する、マ
ネー&ライフプランニングマガジン。

15 創
マスメディア批評を中心に、現代のマスカルチャーを問う総合月刊誌。

16 世界 事実を正確に報道し日本の代表的意見を紹介するほか、現代の諸問題を世
界的視野で論ずる総合雑誌。

12

総合誌

AERA 政治、経済からライフスタイルまで、新聞ではカバーできない読者のニーズに
対応する本格的ニュース週刊誌。

13 現代思想
思想と哲学を扱った総合情報誌。

14 新潮４５
タブーを恐れず、現代社会のあらゆる問題を根底から読む本格的総合教養雑誌。

17 中央公論
団塊世代などを対象に、世の通説・俗説にチャレンジする総合誌。

10 旅行 CREA Traveller
日本初のヴァカンス総合ビジュアル誌。国内外の話題の街を紹介する。

11 国内タウン誌 SAVVY 京阪神にスポットを当てたライフマガジン。グルメ・ショッピング・カルチャーなど
の旬な情報が満載。

8

国内旅行

旅の手帖 質の高い旅の情報を掲載する、オールカラーの旅行雑誌。大人が満足できる
旅を提案。

9 旅行読売 現地徹底取材による旅行・レジャーニュースを掲載。旅の醍醐味と最新情報
満載の旅行情報ガイド。

7 歴史 歴史街道 現代からの視点で日本の歴史を中心に取り上げ、ビジュアルな誌面で歴史を
読む。

3

書評

子どもの本棚 子どもの本の新刊案内や書評、一年間の出版動向、乳幼児から中学生まで、
子どもの本の出会いの場からの報告や、小中学校の学校図書館の様子など
を紹介する雑誌。

4 本の雑誌 書評とブックガイドを中心に、本や活字に関するありとあらゆる話題を詰め込
んだ月刊の本の情報誌。

5 日本児童文学
児童文学を通して子ども世界を考える、児童文学の評論・創作誌。

1

子ども向け

ジュニアエラ 政治経済から科学、文化、スポーツまで、毎日のニュースを朝日新聞の専門
記者らがジュニア向けにわかりやすく解説する。社会科学習に、中学・高校受
験にも役立つ、親子で読める雑誌。

2 子供の科学 小学校5、6年生と中学生を対象に、新しいトピックを色刷の図表やグラフで説
明する科学雑誌。

6 懸賞・公募 公募ｶﾞｲﾄﾞ
文芸賞、アート公募展など幅広いジャンルの公募情報を掲載。

★スポンサー決定 
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雑誌スポンサー制度 対象雑誌一覧 2018年10月
八尾市立龍華図書館

ジャンル 雑誌名 出版者 刊行頻度 単価
年間費用
（目安）

★スポンサー決定 経済界 月刊 ¥850 ¥10,200

東洋経済新報社 週刊 ¥690 ¥33,120

部落問題研究所 月刊 ¥648 ¥7,776

解放出版社 月刊 ¥648 ¥7,776

全国老人福祉問題
研究会

月刊 ¥756 ¥9,072

草土文化 月刊 ¥510 ¥6,120

金子書房 月刊 ¥916 ¥10,992

旺文社 月刊 ¥972 ¥11,664

日経ナショナルジオ
グラフィック社

月刊 ¥1,010 ¥12,120

ニュートンプレス 月刊 ¥1,200 ¥14,400

誠文堂新光社 月刊 ¥802 ¥9,624

エビデンス社 月刊 ¥1,200 ¥14,400

八重洲出版 月刊 ¥660 ¥7,920

新建築社 月刊 ¥2,057 ¥24,684

モーターマガジン社 月刊 ¥930 ¥11,160

枻出版社 月刊 ¥905 ¥10,860

CQ出版 月刊 ¥970 ¥11,640

幻冬舎 月刊 ¥800 ¥9,600

枻出版社 月刊 ¥880 ¥10,560

より楽しく心豊かに暮らすための方法を紹介する、こだわりのある男のための
ライフスタイル提案マガジン

37 無線 CQ ham radio
アマチュア無線の最新技術やニュースを紹介する専門誌。

38

男性
総合誌

GOETHE 男が本当に輝いてみえるのは、ひたむきに仕事と向き合っている姿だけだ…。
仕事を楽しむことで人生を愉しむ「ビジネスホリック」たちを応援するライフスタ
イルマガジン

39 ライトニング

32 健康 がんサポート
良質の医療情報を提供する、がん実用専門誌。

35

オートバイ

オートバイ
スクープ&最新情報満載のバイク総合誌。

36 RIDERS CLUB 試乗レポート、ライディング・テクニックなどを掲載。スポーツバイクの楽しみを
探求する、大人のためのバイクマガジン

33 ラジコン RC magazine
RCカーに関する豊富な情報を掲載。夢を現実にするラジコン総合誌。

34 建築 新建築 建築界の最新情報や諸問題、建築思潮を、写真、図面などにより紹介解説す
る総合雑誌。

28 受験ガイド 蛍雪時代 最新の入試情報や学力アップ策など、受験生のためのキメ細やかな情報を提
供する受験対策誌。

29

自然科学

NATIONAL
GEOGRAPHIC 「地球の今」を伝えて、世界の環境・文化・動植物を守ってきた雑誌の日本版。

美しくて迫力に富む写真と徹底した取材から、人々の暮らしや文化、驚くべき
科学的成果を紹介する。

30 ニュートン 子どもから大人まで幅広い読者を対象に、自然や科学の話題をビジュアルな
誌面で解説する。

31 天文ガイド 広範囲の読者に向けて、毎月の天文現象を国内外の最新データと共に紹介
する天文情報誌。

週刊東洋経済

25 福祉 ゆたかなくらし
ゆたかな高齢期を迎えるためには何が必要で、どうしなければならないのかを
一緒に考える雑誌。

26

教育

子どものしあわせ 子どもの声をとりあげ、交流しあい、共感したり、議論するために…。小学生を
めぐる問題で親と教師が考えあう本。

27 児童心理 教育現場の諸問題に理論と実践の両面からアプローチ。教師と親のための専
門誌。

ビジネスリーダー向けに、日本企業情報のデファクトスタンダードを紹介する
本格派総合経済誌。

23

部落問題

人権と部落問題 同和行政、解放運動、同和教育など、人権問題と部落問題に関する総合的な
専門誌。

24 部落解放
部落差別の現実と解放への諸問題の研究内容を伝える総合誌。

21

経済

経済界
人物中心の記事を掲載する、主張する経済誌。

22

★スポンサー決定 

★スポンサー決
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雑誌スポンサー制度 対象雑誌一覧 2018年10月
八尾市立龍華図書館

ジャンル 雑誌名 出版者 刊行頻度 単価
年間費用
（目安）

★スポンサー決定 三栄書房 月刊 ¥880 ¥10,560

プレジデント社 季刊 ¥907 ¥3,628

集英社 月刊 ¥870 ¥10,440

ライトハウスメディア 月刊 ¥780 ¥9,360

日之出出版 月刊 ¥820 ¥9,840

日之出出版 月刊 ¥550 ¥6,600

ベストセラーズ 月刊 ¥670 ¥8,040

集英社 月刊 ¥690 ¥8,280

マガジンハウス 月刊 ¥760 ¥9,120

集英社 月刊 ¥500 ¥6,000

文藝春秋 月刊 ¥780 ¥9,360

光文社 月刊 ¥850 ¥10,200

婦人之友社 月刊 ¥750 ¥9,000

世界文化社 月刊 ¥1,200 ¥14,400

文化学園文化出版局 月刊 ¥1,132 ¥13,584

集英社 月刊 ¥690 ¥8,280

日経BP社
日経BPマーケティング

月2回刊 ¥528 ¥12,672

集英社 月刊 ¥570 ¥6,840

小学館 月刊 ¥670 ¥8,040

宝島社 月刊 ¥740 ¥8,880

自分らしい生き方を探す女性たちのため、知的でジャーナリスティックな記事
を提供する雑誌。

57

女性
ファッション

ノンノ
20代前半のための「HAPPY!」になれるファッショナブルマガジン。

58 ＣａｎＣａｍ 学生、OL向けに好奇心を刺激するファッション&ライフスタイルの情報を提供
する総合誌。

59 インレッド トレンドリーダー的役割を果たしてきた30代女性のためのファッション・美容・
生活全般をカバーする情報誌。

49

女性総合誌

ＳＥＶＥＮＴＥＥＮ ファッション、ビューティー、恋愛、プリクラ、TVドラマなど、女の子のおしゃれラ
イフに密着した記事を掲載する。

50 CREA
「欲張り女」が美しい。生活をより楽しくする女性誌。

51 HERS 40代後半からの本物を知っている女性たちへ。ファションからコスメ、インテリ
ア、カルチャーに至るまで、ビジュアルと内容で紹介する。

54 ミセス
おしゃれな暮らしを提案する婦人教養総合誌。

55 MORE 生活の中の幅広いテーマを取り上げる、ワンランク上をめざす女性を対象にし
たライフマガジン。

52 婦人之友 衣・食・住・家計、子どもの教育、世界の動き、環境・資源問題など、広い視野
にたって考え、実践するには。生活を足元から見直し、簡素で心豊かな暮らし
を目ざした雑誌。

53 家庭画報
衣食住、旅、文化など、夢と美を楽しむための内外の情報を展開する総合誌。

56 婦人公論

42

男性
ファッション

ウォモ
30代後半〜40代の男性を対象とした、ファッション&ライフスタイルマガジン

43 オーシャンズ
30代〜40代の男性向けライフスタイル提案誌。ファッションを中心として扱う。

44 サファリ サーファーが未知なる波を探し求めるように、新しい世界を探しに出かけてみ
ませんか? 大人の男のオフタイム活性化マガジン。

47 メンズノンノ 男の日常生活を快適に、洗練されたものにする情報を提供。感性を刺激する
メンズファッション・マガジン。

48 POPEYE ファッション、クルマ、デジタルグッズなどの最新情報を発信。都会型の若者に
焦点を絞ったファッション・マガジン。

45 ファインボーイズ ファッションを中心に、インテリアやヘアスタイルなどの最新情報を掲載する、
若い男性向けファッションマガジン。

46 メンズジョーカー ファッションを中心に、インテリアやヘアスタイルなどの最新情報を掲載する、
若い男性向けファッションマガジン。

40

男性
総合誌

男の隠れ家 「隠れ家」=ひとりになれる世界・時間・場所…。男のこだわりと情報が満載の
団塊世代向け男性誌。

41 プレジデントFamily 「子供を元気にする、親も元気になる」をモットーに、身近なテーマを“父親目
線”で取り上げる。
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雑誌スポンサー制度 対象雑誌一覧 2018年10月
八尾市立龍華図書館

ジャンル 雑誌名 出版者 刊行頻度 単価
年間費用
（目安）

★スポンサー決定 小学館 月刊 ¥730 ¥8,760

文化学園文化出版局 月刊 ¥596 ¥7,152

ハースト婦人画報社 月刊 ¥800 ¥9,600

マガジンハウス 月刊 ¥880 ¥10,560

主婦と生活社 月刊 ¥540 ¥6,480

晋遊舎 月刊 ¥680 ¥8,160

徳間書店 月刊 ¥690 ¥8,280

光文社 月刊 ¥640 ¥7,680

ヤック企画 月刊 ¥500 ¥6,000

日経ＢＰ社 月刊 ¥700 ¥8,400

特選街出版 月刊 ¥680 ¥8,160

晋遊舎 月刊 ¥630 ¥7,560

日経BP社 月刊 ¥600 ¥7,200

主婦の友社 隔月刊 ¥1,219 ¥7,314

ブティック社 月刊 ¥860 ¥10,320

NHK出版 月刊 ¥514 ¥6,168

クリエテ関西 月刊 ¥800 ¥9,600

女子栄養大学出版部 月刊 ¥700 ¥8,400

白泉社 月刊 ¥690 ¥8,280

ベネッセコーポ
レーション

月刊 ¥620 ¥7,440

福音館書店 月刊 ¥545 ¥6,540

78

出産・育児

kodomoe
「親子時間」をもっと楽しみたいママのための、育児情報誌

79 たまごクラブ

読者の実体験を取り入れた、わくわく妊娠生活アドバイスマガジン。

80 母の友 幼児期の子どもをもつお母さん、お父さんを応援する情報が満載の子育て雑
誌。

75

料理

きょうの料理
ビギナーズ 初心者向けに料理方法を懇切丁寧に解説。NHK教育テレビの放送番組のテ

キスト。

76 あまから手帖 関西圏のおすすめの店と料理を紹介する「食」の専門誌。食と味を掘り下げ
る。

77 栄養と料理 自分や家族の健康を対象に、四群点数法を中心とした栄養バランスのとれた
料理作りを提案する。

外国人のために、日本の生活と日本人とのコミュニケーションについて日本
語・英語で紹介。日本のありのままを外国人に紹介するタウン誌。

73 PLUS 1 LIVING
30代の元気なミセスを主な対象とした、おしゃれなインテリアマガジン。

74 手芸・服飾 レディブティック
若々しいミセスのためのスタイルブック。型紙付き。

71 LDK モノ批評誌「MONOQLO」の女性版。実際に購入しテストした辛口批評を掲載
する。

72 日経エンタテインメント! 映画・音楽・本・テレビを中心に全てのエンタテインメントのヒットがわかる流行
情報マガジン。

66 Goods Press
20〜40代を対象としたライフスタイル“モノ”情報誌。

62 25ans さあ、ゴージャスを楽しもう! 成熟した大人への入り口に立つおしゃれに敏感な
女性を対象にしたファッション誌。

63

生活情報

ＣＡＳＡ
ＢＲＵＴＵＳ 住む、食べる、着るなどの情報が満載のライフスタイル・マガジン。「旬の暮ら

し」を提案。

64 CHANTO 忙しくても、家事も育児も自分のことも“ちゃんと”したい。働く女性のそんな思
いをかなえます。家事や子育てが今よりもっとラクになるアイデアや商品、自
分の時間を増やすための工夫を紹介。

69
日経

おとなのＯＦＦ 30〜50代のビジネスマンを対象にしたOFF生活情報誌。「旅」「食」「遊」をテー
マに、アフターファイブ・休暇の時間をより楽しくする為のノウハウを紹介。

70 特選街 各分野の専門家が消費者の立場であらゆる角度から比較検討し、本当にい
い物を選んで発掘する商品情報誌。

67 Mart
主婦が「私の時間」を充実させるための生活情報マガジン。

68 ひらがなタイムズ

60

女性
ファッション

オッジ
「自分磨き」のための、女性向けライフスタイル・ファッション誌。

61 装苑
おしゃれが大好きな人のために、最新のファッション情報を満載したマガジン。

65 MONOQLO
家電から食品、雑貨、薬品などあらゆるモノを批評する雑誌

★スポンサー決定 
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雑誌スポンサー制度 対象雑誌一覧 2018年10月
八尾市立龍華図書館

ジャンル 雑誌名 出版者 刊行頻度 単価
年間費用
（目安）

★スポンサー決定 NHK出版 月刊 ¥545 ¥6,540

ブティック社 季刊 ¥1,204 ¥4,816

エムピージェー 月刊 ¥980 ¥11,760

イカロス出版 月刊 ¥1,296 ¥15,552

JTBパブリッシング 月刊 ¥1,183 ¥14,196

鉄道ジャーナル社 月刊 ¥1,000 ¥12,000

電気車研究会 月刊 ¥980 ¥11,760

美術出版社 月刊 ¥1,728 ¥20,736

一枚の繪 月刊 ¥880 ¥10,560

リットーミュージック 月刊 ¥823 ¥9,876

朝日新聞出版 月刊 ¥900 ¥10,800

学研プラス 月刊 ¥700 ¥8,400

音楽出版社 月刊 ¥880 ¥10,560

音楽之友社 月刊 ¥1,389 ¥16,668

音楽之友社 月刊 ¥998 ¥11,976

リットーミュージック 月刊 ¥926 ¥11,112

ヤマハミュージック
メディア

月刊 ¥670 ¥8,040

ロッキング・オン 月刊 ¥669 ¥8,028

ロッキング・オン 月刊 ¥617 ¥7,404

ジャズライフ 月刊 ¥950 ¥11,400

新書館 月刊 ¥1,500 ¥18,000

101 バレエ ダンスマガジン 国内外の公演写真や舞台パフォーマンス動向などを紹介する、バレエ・ダンス
マガジン。

98

ロック音楽

ロッキン・オン
洋楽ロックの最新情報やインタヴューなどを掲載する洋楽ロック専門誌。

99
ロッキン・オン

・ジャパン 国内のミュージシャンのインタヴューなどを掲載する音楽雑誌。

96 ドラム
リズム＆

ドラムスマガジン ドラマーとパーカッショニストのための専門誌。注目のドラマー紹介や、テク
ニック解説、楽器の紹介などの記事が満載。

97 ピアノ ピアノ

ピアノを楽しむ人の為の楽譜付き情報誌。

100 ジャズ ジャズライフ 国内外のプレイヤーとリスナーのため、ジャズの現場からの生の声をとりあげ
るジャズ音楽専門誌。

93

音楽情報誌

CDジャーナル
オールジャンルのCD、DVD&音と映像の情報誌。

94 レコード芸術 クラシック・リスナーのための総合雑誌。新譜批評、作曲家や演奏家の知識な
どを掲載。

95 音楽の友 国内外の楽壇の動きや、演奏会情報等を掲載する、クラシック・ファンのため
の総合音楽誌。

90 ギター ギター・マガジン
ギタリストのためにあらゆるハウトゥ&情報&アイディアを掲載したギター専門誌。

91

写真・カメラ

アサヒカメラ アマチュア、専門家を対象とした写真・カメラ関係の総合誌。機材や撮影技術
の情報も紹介する。

92 CAPA カメラ・レンズの撮影テクニックのほか、新製品情報や写真コンテストなども充
実させる写真専門雑誌。

88 美術 美術手帖
世界のアートの最新トレンドを、いつも敏感な読者に届ける美学情報・批評誌。

89 絵画 一枚の繪 購入できる絵画を掲載するほか、絵の描き方の技法、名画鑑賞、スケッチ旅
行ガイドなどを収録。

85

鉄道

JTB時刻表
国内の乗り物一般の時刻表と日本発着の国際線ダイヤを収録。

86 鉄道ジャーナル 交通政策や経済的、政治的な視点から鉄道界を見る記事で、鉄道関係全般
の話題をグラフで紹介していく。

87 鉄道ピクトリアル 鉄道マニアからメーカー関係者までを対象に、内外の鉄道情報や専門研究な
ど紹介。

83 鑑賞魚 アクアライフ 鑑賞魚を中心とした、水の生物についての総合情報誌。魚とのコミュニケー
ションを楽しむ生活を提案。

84 航空 エアライン
充実した最新情報で定評ある民間航空ファン向け雑誌。

81

園芸

趣味の園芸 育てる! 咲かせる! 花と緑で生活上手をめざそう! NHK教育テレビの放送番組
のテキスト。季節に即した園芸を解説する。

82 エクステリア&ガーデン 新築でもリフォームでも、これから庭づくりをするのに役立つヒントやアイデア
がつまった、エクステリア&ガーデン実用誌。
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雑誌スポンサー制度 対象雑誌一覧 2018年10月
八尾市立龍華図書館

ジャンル 雑誌名 出版者 刊行頻度 単価
年間費用
（目安）

★スポンサー決定 演劇出版社 月刊 ¥1,450 ¥17,400

ロッキング・オン 月刊 ¥710 ¥8,520

アールビーズ 月刊 ¥780 ¥9,360

ベースボール・
マガジン社

月刊 ¥860 ¥10,320

ゴルフダイジェスト社 月刊 ¥690 ¥8,280

スキージャーナル 月刊 ¥910 ¥10,920

ベースボール・
マガジン社

月刊 ¥930 ¥11,160

ベースボール・
マガジン社

月刊 ¥990 ¥11,880

日本文化出版 月刊 ¥792 ¥9,504

卓球王国 月刊 ¥720 ¥8,640

タッチダウン 月刊 ¥885 ¥10,620

ベースボール・
マガジン社

月刊 ¥950 ¥11,400

日本スポーツ
企画出版社

月刊 ¥670 ¥8,040

ベースボール・
マガジン社

月刊 ¥900 ¥10,800

ベースボール・
マガジン社

月刊 ¥820 ¥9,840

陸上競技社 月刊 ¥990 ¥11,880

舵社 月刊 ¥1,132 ¥13,584

ベースボール・
マガジン社

月刊 ¥860 ¥10,320

ダイバー 月刊 ¥980 ¥11,760

マリンスポーツ

118

マリンスポーツ

Kazi ニューモデルの紹介から、レース、クルージングなどの多彩な情報、メンテナン
スや修理の方法の解説をするヨット、モーターボートの総合月刊誌。

119 スイミング　マガジン
国内外の水泳界の状況を紹介するほか、水泳上達のための指導記事を掲載
する水泳競技専門誌。

116

陸上

ランニングマガジン
クリール

快適で楽しい走りを目指すランナーに向けたランニング専門誌。

117 陸上競技 全国中学校体育連盟、高等学校体育連盟など4団体の機関誌。日本の陸上
競技会の充実、発展に寄与する。

120 ダイバー 海中のロマンを美しい写真で紹介するグラフィック・マガジン。ビギナーからベ
テランまで、ダイバーに役立つ情報も掲載。

113 ラグビーマガジン
日本ラグビーの発展とともに歩んできた専門誌。ラグビー技術、話題、ニュー
ス、チーム紹介などを掲載。

114 スマッシュ

技術アップ情報や、選手のインタビューなどを紹介するテニス誌。

110

球技

バスケットボール バスケットに関するあらゆる情報を提供する、競技者及びファン向けの総合
誌。

111 卓球王国 国内外の試合速報やテクニック解説、ラケットなどの道具の最新情報など、卓
球のすべてが詰まった専門誌。

112 Touchdown
国内外のフットボール情報、データを満載。写真とともに紹介する。

115 テニスマガジン

試合、技術等をプレーヤーに向けてわかりやすく解説したテニス情報誌。

108 相撲 相撲

番付や相撲に関するニュースなどを掲載する、角界の「今」を伝える専門誌。

109 ボクシング
ボクシング
マガジン

ボクシング界の出来事、ボクサーの動向を、豊富な写真で紹介する。

106 ゴルフ ゴルフダイジェスト
ゴルフマインドに火がつくヒントがいっぱいの情報誌。

107 スキー スキージャーナル
技術、用具、リゾート、大会情報などを掲載するスキー専門誌。

104 ランニング ランナーズ ランニングの方法、栄養や食事などを解説する、ランナーのためのスポーツ・
マガジン。

105 サッカー ＺＯＮＥ
サッカー界のニュースや話題、技術の紹介記事などを掲載。日本中のサッ
カーファンに贈る専門誌。

102 歌舞伎 演劇界
歌舞伎を中心とし、文楽の舞台などを紹介する総合演劇月刊誌。

103 映画 Cut 映画&カルチャーの動向と的確な批評を紹介する、エンターテインメント・マガ
ジン。
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雑誌スポンサー制度 対象雑誌一覧 2018年10月
八尾市立龍華図書館

ジャンル 雑誌名 出版者 刊行頻度 単価
年間費用
（目安）

★スポンサー決定 枻出版社 月刊 ¥720 ¥8,640

山と溪谷社 月刊 ¥1,028 ¥12,336

枻出版社 月刊 ¥880 ¥10,560

日本棋院 月刊 ¥885 ¥10,620

日本将棋連盟 月刊 ¥800 ¥9,600

アルク 月刊 ¥1,512 ¥18,144

集英社 月刊 ¥920 ¥11,040

新潮社 月刊 ¥930 ¥11,160

文藝春秋 月刊 ¥970 ¥11,640

角川書店 月刊 ¥860 ¥10,320

講談社 月刊 ¥1,000 ¥12,000

新潮社 月刊 ¥930 ¥11,160

集英社 月刊 ¥950 ¥11,400

青土社 月刊 ¥1,404 ¥16,848

早川書房 隔月刊 ¥1,200 ¥7,200

角川文化振興財団 月刊 ¥930 ¥11,160

NHK出版 月刊 ¥679 ¥8,148

角川文化振興財団 月刊 ¥920 ¥11,040

NHK出版 月刊 ¥648 ¥7,776

138

俳句

俳句
現代俳句の動向を展望する俳句総合誌。

139 NHK俳句 NHKテレビ「NHK俳句」のテキスト。巻頭名句、俳句紀行などで、豊かな俳句の
世界が味わえます。

小説現代 サラリーマンからミセスまで幅広い読者層を誇り、新人作家の育成にも力を入
れる文芸誌。

132 小説新潮 山本周五郎賞などの発表舞台としても注目される、旬の作家の旬の作品を掲
載する文芸誌。

135 S-Fマガジン SF界のすべてがわかる! 年間ベストや新人作家紹介など、SFに関する幅広い
話題を提供する専門誌。

136

短歌

短歌
伝統的な作品から現代的な作品までを掲載する、短歌・短文詩専門の文芸誌。

137 NHK短歌 NHKテレビ「NHK短歌」のテキスト。短歌の深さ・広さ・楽しさをわかりやすく、よ
り身近な存在にする

現代日本文学の最先端を行き、高いクオリティを追求する文芸雑誌。

129 文學界
小説、戯曲、文学・映画・哲学評論と、幅広い誌面構成による月刊文芸誌。

130 野性時代 「物語の王道は小説だ。」をキャッチコピーにした、エンタメ好き読者に向けた
文芸雑誌。

126 英語
ＥＮＧＬＩＳＨ
ＪＯＵＲＮＡＬ 世界の政治や文化のインタビュー記事と実用的連載学習記事などを掲載す

る、ひとクラス上の英語を目指す人の英語総合誌。CD付き。

127

文芸

小説すばる
広く文壇に門戸を開放し、わが国の純文学界をリードする正統派文芸誌。

128 新潮

133 すばる
いま知性が刺激的! 良質の作品を掲載する文芸総合誌。

134 ユリイカ 内外のアート、思想、詩人、小説家、音楽家、画家などを取り上げ、その現実
的意味を追求していく、現代詩と批評の専門誌。

131

124 囲碁 碁ワールド
囲碁の総合情報誌。プロ棋戦、上達講座等を収録する。

125 将棋 将棋世界
タイトル戦の解説や将棋界の最新ニュースなどを掲載する将棋総合誌。

122

 登山

山と溪谷 日本全国の山登りの話題と情報を多数掲載。日本の登山界をリードする総合
山岳雑誌。

123 ランドネ 女子のアウトドアを応援するマガジン。外あそびの楽しみ方や、かわいいアウ
トドアファッションを紹介する。

121 自転車 バイシクルクラブ ビギナーからベテランまで幅広い層に向け、海外レース情報や自転車選びな
どを紹介する自転車総合誌。

7


