
雑誌一覧
雑　　　　誌　　　　名 内　　　　　容 刊行頻度 雑　　　　誌　　　　名 内　　　　　容 刊行頻度

出版・本 文学

ダ・ヴィンチ 本とコミックの情報雑誌 月刊 小説新潮
旬の作家の旬の作品を掲載し
続ける文芸誌 月刊

図書 読書のための雑誌 月刊 園芸・生物

書斎の窓 読書のための雑誌 隔月刊 現代農業
農業・農村、食の今を伝える
総合実用誌 月刊

総合 趣味の園芸
植物を育てる、咲かせる情報
誌 月刊

クオリティ 北海道の総合月刊誌 月刊 ガーデン＆ガーデン ガーデニング雑誌 季刊

サライ 生活実用情報誌 月刊 BIRDER（バーダー） バードウオッチング雑誌 月刊

文藝春秋 総合月刊誌 月刊 MILK　CLUB 中央酪農会議 季刊

モノマガジン グッズ専門雑誌 月２回 健康

週刊 朝日 総合週刊誌 週刊 きょうの健康 健康・医療情報誌 月刊

週刊 文春 総合週刊誌 週刊 家

クローバー
障がい者のためも就職
情報誌

季刊 住まいの設計　Sumai 住まいづくりに役立つ雑誌 隔月刊

歴史・地理 ライフスタイル

じゃらん北海道発 旅行専門雑誌 月刊 ハルメク 生き方、暮らし方応援雑誌 月刊

歴史人 歴史雑誌 月刊 サンキュ！ 女性のための生活情報誌 月刊

北海道時刻表・ＪＲ時刻表 北海道内ＪＲ時刻表 年４回受入 婦人画報
日本のよきヒト・モノ・コトをお
届けする情報誌 月刊

政治・経済・法律 クロワッサン
生活のあらゆる場面に役立つ
情報誌 月２回

Wedge（ウエッジ） ビジネス総合情報誌 月刊 婦人公論 女性向けの情報雑誌 月刊

財界さっぽろ 北海道経済等の総合情報誌 月刊 暮しの手帖 暮らしの提案誌 隔月刊

日経マネー 経済総合情報誌 月刊 手芸

PRESIDENT(プレジデント) ビジネス総合情報誌 月２回 すてきにハンドメイド
作って、使って楽しい手作り作
品の雑誌 月刊

科学・工学 レディブティック
季節の流行を取り入れた
洋裁誌 月刊

NATIONAL GEOGRAPHIC
(ﾅｼｮﾅﾙ ｼﾞｵｸﾞﾗﾌｨｯｸ日本版)

自然、歴史、宇宙、科学雑誌 月刊 COTTON TIME(コットンタイム) 布で楽しむ手作り情報誌 隔月刊

Newton(ニュートン) 科学の面白さが分かる雑誌 月刊 キルトジャパン
布、生地、手芸を楽しむ専門
雑誌 季刊

日経ＰＣ２１ ビジネスマンのパソコン雑誌 月刊 毛糸だま
毛編みとﾆｰﾄﾞﾙﾜｰｸのための
雑誌 季刊

育児 料理

クーヨン 育児・子育て雑誌 月刊 栄養と料理 食と健康をﾃｰﾏにした雑誌 月刊

母の友 育児・子育て雑誌 月刊 きょうの料理 手作り家庭料理などの雑誌 月刊

えほん オレンジページ
アイデア献立や生活便利情報
誌 月２回

かがくのとも
日々の遊びや暮らしの疑問を
集めた子どもの科学絵本 月刊 ファッション

こどものとも
日本や世界の昔話、動物、冒
険など色々な内容の絵本 月刊 ＬＥＥ(リー)

ファッションからインテリア、料
理まで暮らしの提案雑誌 月刊

こどものとも年少版 ２歳～４歳児に最適の絵本 月刊 non･no(ノンノ) 女性のフッション雑誌 月刊

たくさんのふしぎ
子どもから大人も楽しめる身
の回りについての絵本 月刊 素敵なあの人

大人女性のためのファッション
雑誌 月刊

ちいさなかがくのとも
子どもの感じとる力を大切に
したかがく絵本 月刊 ＰＯＰＥＹＥ（ポパイ）

男性のためのファッション
ライフスタイル雑誌 月刊

児童向け an･an（アンアン）
女性のためのトレンドを発信す
るファッション雑誌 週刊

小学8年生 小学生を対象とした学習雑誌 隔月刊



雑誌一覧

雑　　　　誌　　　　名 内　　　　　容 刊行頻度 雑　　　　誌　　　　名 内　　　　　容 刊行頻度

スポーツ 映画

ゴルフダイジェスト
本格派ゴルファーのための
ゴルフ雑誌 月刊 SCREEN（スクリーン）

最新作・話題作など情報満載
の洋画雑誌 月刊

スキーグラフィック
ゲレンデからオフトレーニングま
で、スキーに関する情報雑誌 月刊 音楽

相撲 角界の情報を伝える相撲雑誌 月刊 音楽と人
アーティストの素顔に迫った音
楽雑誌 月刊

Number（ナンバー）
ｽﾎﾟｰﾂの魅力を伝えるｽﾎﾟｰﾂ
全般情報誌 月2回 アニメ

車 Newtype（ニュータイプ） ビジュアル・アニメ雑誌 月刊

月刊 自家用車
ニューモデルや値引き情報な
ど新車のバイヤーズガイド誌 月刊 絵画

釣り １枚の繪 絵に関する美術月刊誌 隔月刊

North Angler'（ﾉｰｽｱﾝｸﾞﾗｰｽﾞ） 北海道の釣り総合誌 月刊 陶芸

山 陶遊
やきものライフを楽しむ陶芸
情報誌 隔月刊

山と渓谷
登山や自然の魅力を伝える山
岳雑誌 月刊 演劇

北のとびら
北海道文化財団発行の演劇
等の情報誌 季刊

※バックナンバー所蔵雑誌（休刊・雑誌名変更・その他によるもの）

雑　　　　誌　　　　名 内　　　　　容 発行年 雑　　　　誌　　　　名 内　　　　　容 発行年

CANTO（ちゃんと） 女性のための生活情報誌
2019.12～

2020.3 アサヒカメラ 総合カメラ雑誌
2020.1～
2020.7

特選街 モノ＆生活情報誌
2019.12～
2021.10

Rail Magazine（レイルマガジン）
鉄道車両の魅力を満載した総
合鉄道趣味誌

2019.11～
2022.1

My　LoFE（まいろふぇ） ガーデニング雑誌
2018.12～

2021.6 Fishing Café（ﾌｨｯｼﾝｸﾞｶﾌｪ）
自然と人とともに釣りを見つ
める雑誌

2019.12～
2021.8

ミセス
おしゃれやすてきな暮らしに敏
感な女性のための雑誌

2019.12～
2021.3 With(ウィズ)

女性のファッションとビュー
ティーを中心にした雑誌

2020.1～
2022.5

新聞一覧

新　　　聞　　　名 出　　版　　者 刊行頻度 新　　　聞　　　名 出　　版　　者 刊行頻度

北海道新聞 北海道新聞社 日刊 日本経済新聞 日本経済新聞社 日刊

北海道新聞(夕刊) 北海道新聞社 日刊 日本農業新聞 日本農業新聞社 日刊

読売新聞 読売新聞社 日刊 網走タイムズ 網走タイムズ社 日刊

朝日新聞 朝日新聞社 日刊 海上保安新聞 ㈲海交会 月２回

日刊スポーツ 朝日新聞社 日刊 つりしん日刊釣り新聞ほっかいどう 北海道新聞社 週１回

毎日新聞 毎日新聞社 日刊 読売KODOMO新聞 読売新聞社 週１回

経済の伝書鳩 伝書鳩 日刊 読売中高生新聞 読売新聞社 週１回


