
境港市民図書館 :雑誌一覧（令和４年７月現在） 

【児童】                        

雑誌名 出版社 発行頻度 

こどものとも０・１・２ 福音館書店 月刊 

こどものとも年少版 福音館書店 月刊 

こどものとも年中者向き 福音館書店 月刊 

こどものとも 福音館書店 月刊 

ちいさなかがくのとも 福音館書店 月刊 

月刊たくさんのふしぎ 福音館書店 月刊 

ジュニアエラ 朝日新聞出版 月刊 

宇宙のとびら 宇宙航空研究開発機構 季刊 

 

【週刊誌・総合誌】 

雑誌名 出版社 発行頻度 

週刊新潮 新潮社 週刊 

週刊文春 文芸春秋 週刊 

週刊朝日 朝日新聞社 週刊 

ビッグイシュー日本版 ビッグイシュー日本 月 2回 

Pen（ペン） 
阪 急 コ ミ ュ ニ 

ケーションズ 
月刊 

文藝春秋 文芸春秋 月刊 

世界 岩波書店 月刊 

中央公論 中央公論新社 月刊 

PHPスペシャル PHP研究所 月刊 

PHP PHP研究所 月刊 

ソトコト ソトコト・プラネット 隔月 

さんいんキラリ グリーンフィールズ 季刊 

あーもんで ヘイソン・ニャー 年２回 

とっとり NOW 鳥取県広報連絡 

協議会 

季刊 

 

【仕事・産業】 

雑誌名 出版社 発行頻度 

山陰経済ウィークリー 山陰中央新報社 週刊 

週刊ダイヤモンド ダイヤモンド社 週刊 

政経レポート 山陰経済研究所 月 3回 

PRESIDENT（プレジデント） プレジデント社 月 2回 

事業構想 
事業構想大学院

大学出版部 
月刊 

日経デザイン 日経 BP社 月刊 

Forbes JAPAN 

（フォーブスジャパン） 
リンクタイズ 月刊 

水産界 大日本水産会 月刊 

ＦＲＡ ＮＥＷＳ 水産研究・教育機構 季刊 

会社四季報 東洋経済新報社 季刊 

会社四季報 未上場版 東洋経済新報社 年１回 

※『会社四季報』・『会社四季報・未上場版』は「ビジネ 

スヒントの棚」にあります。 

 

【ライフスタイル・ファッション】 

雑誌名 出版社 発行頻度 

ハルメク ハルメク 月刊 

婦人公論 中央公論新社 月刊 

日経ウーマン 日経 BP社 月刊 

& premium（アンド・プ

レミアム） 
マガジンハウス 月刊 

田舎暮らしの本 宝島社 月刊 

nicola（二コラ） 新潮社 月刊 

美的（Biteki） 小学館 月刊 

暮しの手帖  暮しの手帖社 隔月 

七緒 プレジデント社 季刊 

うかたま 農山漁村文化協会 季刊 

チルチンびと 風土社 季刊 

 

【趣味・芸術・文芸】 

雑誌名 出版社 発行頻度 

ファミ通 
KADOKAWA Game 

Linkage 
週刊 

NHKテキスト 

趣味どきっ！ 

日本放送出版協会 年１８冊 

NHKすてきに 

ハンドメイド 
日本放送出版協会 月刊 

将棋世界 日本将棋連盟 月刊 

フォトコン 日本写真企画 月刊 

現代農業 農山漁村文化協会 月刊 

NHK趣味の園芸 日本放送出版協会 月刊 

Myojo（明星） 集英社 月刊 

ミュージックマガジン ミュージックマガジン 月刊 



月刊ピアノ 
ヤマハミュージック

エンタテインメント 
月刊 

アニメージュ 徳間書店 月刊 

CUT（カット） ロッキング・オン 月刊 

芸術新潮 新潮社 月刊 

ダ・ヴィンチ Kadokawa 月刊 

MOE（モエ） 白泉社 月刊 

図書館雑誌 日本図書館協会 月刊 

IMA（イマ） アマナ 年２回 

 

【家庭・料理・保育】 

雑誌名 出版社 発行頻度 

オレンジページ オレンジページ 月 2回 

クロワッサン マガジンハウス 月 2回 

PHPくらし 

ラク～る 
PHP研究所 月刊 

LDK 晋遊舎 月刊 

NHKきょうの料理 日本放送出版協会 月刊 

栄養と料理 女子栄養大学出版部 月刊 

Dancyu（ダンチュウ） プレジデント社 月刊 

ひよこクラブ 
ベネッセ 

コーポレーション 
月刊 

月刊クーヨン クレヨンハウス 月刊 

PriPri（プリプリ） 世界文化社 月刊 

PriPri（プリプリ） 

パレット 
世界文化社 隔月 

 

【福祉・人権・行政・防災】 

雑誌名 出版社 発行頻度 

ヒューマンライツ 
部落解放・人権研

究所 
月刊 

みんなのねがい 
全国障害者問題研

究会 
月刊 

Mimi（みみ） 全日本ろうあ連盟 季刊 

レクリエ 世界文化社 隔月 

ガバナンス ぎょうせい 月刊 

ＭＡＭＯＲ（マモル） 扶桑社 月刊 

J レスキュー イカロス出版 隔月 

地域防災 日本防火・防災協会 隔月 

 

 

 

【旅・歴史・科学・言語】 

雑誌名 出版社 発行頻度 

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 

ＮＥＷＴＯＮ      

（ニュートン） 
ニュートンプレス 月刊 

航空旅行 イカロス出版 季刊 

TRANSIT（トランジット） 
ユーフォリアファ

クトリー 
季刊 

Cruise（クルーズ） 海事プレス社 年３回 

多聴多読マガジン コスモピア 隔月 

歴史研究   戎光祥出版 月刊 

CLasism 編集工房 xyz 季刊 

 

【健康・スポーツ】 

雑誌名 出版社 発行頻度 

Sports graphic 

number（スポーツ グ

ラフィック ナンバー） 

文芸春秋 隔週 

Tarzan（ターザン） マガジンハウス 月 2回 

NHKきょうの健康 日本放送出版協会 月刊 

壮快 マキノ出版 月刊 

山と渓谷 山と渓谷社 月刊 

サイクルスポーツ 八重洲出版 月刊 

ランナーズ ランナーズ 月刊 

釣り画報 ミリオンエコー出版 月刊 

からだにいいこと からだにいいこと 隔月 

月刊糖尿病ライフ

さかえ 

日本糖尿病協会 月刊 

 


