
岩出図書館（本館） 令和元年10月現在
№ タ　　イ　　ト　　ル 出　　版　　者 形　態
1 ＡＥＲＡ 朝日新聞出版 週刊
2 アサヒカメラ 朝日新聞出版 月刊
3 明日の友 婦人之友社 隔月刊
4 アニメージュ 徳間書店 月刊
5 あまから手帖 クリエテ関西 月刊
6 安心 マキノ出版 月刊
7 一個人 ベストセラーズ 月刊
8 ＥＮＧＬＩＳＨ ＪＯＵＲＮＡＬ アルク 月刊
9 Ｗｉｔｈ 講談社 月刊
10 ＶＥＲＹ 光文社 月刊
11 うかたま 農山漁村文化協会 季刊
12 歌の手帖 マガジンランド 月刊
13 美しいキモノ ハースト婦人画報社 季刊
14 ＡＩＲ ＬＩＮＥ イカロス出版 月刊
15 栄養と料理 女子栄養大学出版部 月刊
16 ＮＨＫきょうの健康 ＮＨＫ出版 月刊
17 ＮＨＫきょうの料理 ＮＨＫ出版 月刊
18 ＮＨＫ趣味の園芸 ＮＨＫ出版 月刊
19 ＮＨＫすてきにハンドメイド ＮＨＫ出版 月刊
20 LDK（エルディーケー） 普遊舎 月刊
21 演劇界 演劇出版社 月刊
22 オーシャンズ ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾗｸﾞｼﾞｭｱﾘｰﾒﾃﾞｨｱ 月刊
23 オール讀物 文藝春秋社 月刊
24 オレンジページ オレンジページ 月２回
25 音楽の友 音楽の友社 月刊
26 会社四季報 東洋経済新報社 季刊
27 かがくのとも 福音館書店 月刊
28 家庭画報 世界文化社 月刊
29 ガバナンス ぎょうせい 月刊
30 関西ウォーカー KADOKAWA 隔週刊
31 キネマ旬報 キネマ旬報社 月２回
32 暮しの手帖 暮しの手帖社 隔月刊
33 クロワッサン マガジンハウス 月２回
34 群像 講談社 月刊
35 芸術新潮 新潮社 月刊
36 毛糸だま 日本ヴォーグ社 季刊
37 月刊ＴＶガイド関西版 東京ニュース通信社 月刊
38 月刊自家用車 内外出版社 月刊
39 月刊新聞ダイジェスト 新聞ダイジェスト社 月刊
40 月刊福祉 福）全国社会福祉協議会 月刊
41 現代農業 農山漁村文化協会 月刊
42 現代の図書館 社）日本図書館協会 季刊
43 公募ガイド 公募ガイド社 月刊
44 ｋｏｄｏｍｏｅ 白泉社 隔月刊
45 子供の科学 誠文堂新光社 月刊
46 こどものとも 福音館書店 月刊
47 こどものとも０．１．２． 福音館書店 月刊
48 こどものとも年中向き 福音館書店 月刊
49 こどものとも年少版 福音館書店 月刊
50 こどもの本 日本児童図書出版協会 月刊
51 この本読んで！ 財)出版文化産業振興財団 季刊
52 ＧＯＬＦ　ＤＩＧＥＳＴ ゴルフダイジェスト社 月刊
53 碁ワールド 日本棋院出版部 月刊
54 サライ 小学館 月刊
55 サンキュ！ ベネッセコーポレーション 月刊
56 サンデー毎日 毎日新聞社 週刊
57 ＣＤジャーナル 音楽出版社 月刊



岩出図書館（本館）
№ タ　　イ　　ト　　ル 出　　版　　者 形　態
58 ＪＴＢ時刻表 ＪＴＢパブリッシング 月刊
59 週刊朝日 朝日新聞社 週刊
60 週刊新潮 新潮社 週刊
61 週刊東洋経済 東洋経済新報社 週刊
62 ジュニアエラ 朝日新聞出版 月刊
63 将棋世界 日本将棋連盟 月刊
64 小説新潮 新潮社 月刊
65 新　幼児と保育 小学館 隔月刊
66 新潮 新潮社 月刊
67 ＳＵＵｍｏリフォーム リクルート 隔月刊
68 すばる 集英社 月刊
69 ＳＵＭＡＩ ｎｏ ＳＥＫＫＥＩ 扶桑社 隔月刊
70 墨 芸術新聞社 隔月刊
71 相撲 ベースボール・マガジン社 月刊
72 正論 産経新聞社 月刊
73 世界 岩波書店 月刊
74 Ｓｅｖｅｎｔｅｅｎ 集英社 月刊
75 装苑 文化出版局 月刊
76 ソトコト 木楽舎 月刊
77 ＴＩＭＥ（英語） タイムインク 月刊
78 ダイヤモンドZAi(ザイ) ダイヤモンド社 月刊
79 ダ・ヴィンチ メディアファクトリ－ 月刊
80 たくさんのふしぎ 福音館書店 月刊
81 たまごクラブ ベネッセコーポレーション 月刊
82 短歌研究 短歌研究社 月刊
83 ｄａｎｃｙｕ プレジデント社 月刊
84 ちいさなかがくのとも 福音館書店 月刊
85 地方自治職員研修 公職研 月刊
86 ＣＨＡＮＴＯ 主婦と生活社 月刊
87 中央公論 中央公論新社 月刊
88 チルチンびと 風土社 隔月刊
89 つり人 釣り人社 月刊
90 鉄道ジャーナル 鉄道ジャーナル社 月刊
91 テニスマガジン ベースボール・マガジン社 月刊
92 点字ジャーナル（点字） 福）東京へレンケラー協会 月刊
93 天然生活 扶桑社 月刊
94 天文ガイド 誠文堂新光社 月刊
95 ＤＯＭＡＮＩ 小学館 月刊
96 図書館界 日本図書館研究会 隔月刊
97 図書館雑誌 社）日本図書館協会 月刊
98 飛ぶ教室 光村図書出版 季刊

99 ＮＡＴＩＯＮＡＬ ＧＥＯＧＲＡＰＨＩＣ 日本版 日経ＢＰ出版センター 月刊

100 ナンバー 文藝春秋 隔週刊
101 日経ＷＯＭＡＮ 日経ホーム出版社 月刊
102 日経エンタテインメント！ 日経ＢＰ出版センター 月刊
103 ニューズウィーク日本版 阪急コミュニケーションズ 週刊
104 NＥＷＳがわかる 毎日新聞社 月刊
105 Ｎｅｗｔｏｎ ニュートンプレス 月刊
106 ニューモデルマガジンX 株式会社ムックハウス 月刊
107 ｎｏｎ―ｎｏ 集英社 月刊
108 俳句 KADOKAWA 季刊
109 花時間 KADOKAWA 不定期
110 母の友 福音館書店 月刊
111 ハルメク 株式会社ハルメク 月刊
112 判例タイムズ 判例タイムズ社 月刊
113 ＰＨＰ ＰＨＰ研究所 月刊
114 ＢＥ―ＰＡＬ 小学館 月刊



岩出図書館（本館）
№ タ　　イ　　ト　　ル 出　　版　　者 形　態
115 ビデオサロン 玄光社 月刊
116 美的 小学館 月刊
117 ひよこクラブ ベネッセコーポレーション 月刊
118 ＦＩＮＥＢＯＹＳ 日之出出版 月刊
119 婦人公論 中央公論新社 月２回
120 婦人之友 婦人之友社 月刊
121 プレジデント プレジデント社 月２回
122 文学界 文藝春秋 月刊
123 文藝 河出書房新社 季刊
124 文藝春秋 文藝春秋 月刊
125 ベースボールマガジン ベースボール・マガジン社 隔月刊
126 法学セミナー 日本評論社 月刊
127 ｍａｒｉｓｏｌ 集英社 月刊
128 ミセス 文化出版局 月刊
129 みんなの図書館 教育史料出版会 月刊
130 ＭＥＮ’Ｓ ＮＯＮ―ＮＯ 集英社 月刊
131 ＭＯＲＥ 集英社 月刊
132 ＭＯＥ 白泉社 月刊
133 モーターサイクリスト 八重洲出版 月刊
134 モダンリビング ハースト婦人画報社 隔月刊
135 ｍｏｎｏマガジン ワールドフォトプレス 月２回
136 山と渓谷 山と渓谷社 月刊
137 Ｌｉｇｈｔ＆Ｌｉｆｅ（デイジー版） 福）東京へレンケラー協会 月刊
138 ランナーズ ランナーズ 月刊
139 ＬＥＥ 集英社 月刊
140 ＬＥＯＮ 主婦と生活社 月刊
141 歴史人 ＫＫベストセラーズ 月刊
142 レタスクラブ KADOKAWA 月２回
143 ワールドサッカーダイジェスト 日本スポーツ企画出版社 月２回
144 和樂 小学館 月刊

駅前ライブラリー 令和元年10月現在
№ タ　　イ　　ト　　ル 出　　版　　者 形　態
1 ａｎａｎ マガジンハウス 週刊
2 ＥＳＳＥ 扶桑社 月刊
3 月刊おりがみ 日本折紙協会 月刊
4 ＳＡＶＶＹ 京阪神エルマガジン社 月刊
5 ＳＣＲＥＥＮ 近代映画社 月刊
6 ＤＩＭＥ 小学館 月刊
7 日経ＰＣ２１ 日経ＢＰ出版センター 月刊
8 日経マネー 日経ホーム出版社 月刊
9 婦人画報 ハースト婦人画報社 月刊
10 ＰＬＵＳ１リビング 主婦の友社 隔月刊
11 Ｍａｒｔ 光文社 月刊
12 Ｍｙｏｊｏ 集英社 月刊
13 MEN’S CLUB ハースト婦人画報社 月刊

総合保健福祉センター図書室 令和元年10月現在
№ タ　　イ　　ト　　ル 出　　版　　者 形　態
1 おかあさんといっしょ 講談社 季刊
2 ＮＨＫきょうの料理ビギナーズ ＮＨＫ出版 月刊
3 ＣＯＯＹＯＮ クレヨンハウス 月刊
4 ｓａｉｔａ セブン＆アイ出版 月刊
5 ＦＲａＵ 講談社 月刊
6 ゆうゆう 主婦の友社 月刊



中央公民館図書室 令和元年10月現在
№ タ　　イ　　ト　　ル 出　　版　　者 形　態
1 プレジデントファミリー プレジデント社 季刊

上岩出地区公民館図書室 令和元年10月現在
№ タ　　イ　　ト　　ル 出　　版　　者 形　態
1 ＣａｎＣａm 小学館 月刊
2 ｋｕ：ｎｅｌ マガジンハウス 隔月刊
3 ＣＲＥＡ 文藝春秋 月刊


