
平成30年度 豊岡市立図書館　所蔵雑誌一覧

雑誌名 刊行 ジャンル 雑誌名 刊行 ジャンル

アクアライフ 月刊 熱帯魚 ＣＮＮ ｅｎｇｌｉｓｈ　ｅｘｐｒｅｓｓ 月刊 語学テキスト

アニメージュ 月刊 アニメ JTB時刻表 月刊 鉄道・交通

一枚の繪 月刊 芸術 自家用車 月刊 自動車

With PETs（ウィズペッツ） 隔月 ペット 思想 月刊 哲学・社会科学

Wedge(ウェッジ） 月刊 経済・ビジネス 週刊朝日 週刊 総合誌

うかたま 季刊 暮らし・料理 週刊文春 週刊 総合誌

美しいキモノ 季刊 女性ファッション誌 自遊人 季刊 生活総合誌

エコノミスト 週刊 経済・ビジネス 趣味の山野草 月刊 園芸

ESSE 月刊 生活情報誌 ジュリスト 月刊 法律

園芸ガイド 季刊 ガーデニング 将棋世界 月刊 将棋

OCEANS（オーシャンズ） 月刊 男性ファッション誌 小説現代 月刊 文芸誌

おそい・はやい・ひくい・たかい 隔月 教育 小説すばる 月刊 文芸誌

オートバイ 月刊 オートバイ 新潮 月刊 文芸誌

オール讀物 月刊 文芸・小説 新幼児と保育 隔月 幼児教育

オレンジページ 月２ 生活情報・料理 SCREEN（スクリーン） 月刊 映画・芸能

会社四季報 季刊 企業情報 ＳＴＯＲＹ（ストーリー） 月刊 女性ファッション誌

会社四季報　未上場会社版 年２ 企業情報 すばる 月刊 文芸誌

岳人 月刊 山岳・登山 住まいの設計　Sumai 隔月 インテリア・住宅

かぞくのじかん 季刊 生活総合誌 墨 隔月 書道

学校図書館 月刊 図書館 正論 月刊 総合誌

Kansai Walker（カンサイウォーカー） 隔週 旅行・タウン情報 世界 月刊 総合誌

季刊 地域 季刊 農林水産業 Seventeen（セブンティーン） 月刊 女性ファッション誌（中高生）

きょうの健康 月刊 健康 大法輪 月刊 宗教

きょうの料理 月刊 料理 ダ・ヴィンチ 月刊 書籍情報

キルトジャパン 季刊 手芸 卓球王国 月刊 スポーツ

CLasism (クラシズム) 季刊 生活総合誌 旅の手帖 月刊 国内旅行

暮しの手帖 隔月 生活総合誌 たまごクラブ 月刊 出産・育児

群像 月刊 文芸誌 短歌 月刊 文芸・短歌

芸術新潮 月刊 芸術 CHANTO（チャント） 月刊 生活情報誌

蛍雪時代 月刊 受験ガイド 中央公論 月刊 総合誌

毛糸だま 季刊 手芸 つり人 月刊 釣り

GOETHE（ゲーテ） 月刊 男性総合誌 鉄道ジャーナル 月刊 鉄道・交通

健康３６５ 月刊 健康 テニスマガジン 月刊 スポーツ

現代農業 月刊 農業 特選街 月刊 生活情報誌

現代の図書館 季刊 図書館 図書館界 隔月 図書館

剣道時代 月刊 スポーツ 図書館雑誌 月刊 図書館

考古学ジャーナル 月刊 歴史・文化 なごみ 月刊 文化・茶道

皇室 季刊 皇室 ナショナルジオグラフィック日本版 月刊 総合誌

こどもとしょかん 季刊 図書館 日経ウーマン 月刊 女性総合誌

この本読んで！ 季刊 絵本・読み聞かせ 日経サイエンス 月刊 自然科学

GOLF DIGEST（ゴルフダイジェスト） 月刊 スポーツ 日経トップリーダー 月刊 経営・ビジネス

碁ワールド 月刊 囲碁 日経パソコン 月２ パソコン・通信

サッカーマガジン 月刊 スポーツ 日経マネー 月刊 金融・経済

SAVVY（サヴィ） 月刊 旅行・タウン情報 日本カメラ 月刊 写真・カメラ

THE ２１ 月刊 ビジネス 日本教育 月刊 教育

サライ 月刊 生活総合誌 NEWS WEEK JAPAN 週刊 総合誌

◆豊岡本館（一般）



平成30年度 豊岡市立図書館　所蔵雑誌一覧

雑誌名 刊行 ジャンル 雑誌名 刊行 ジャンル

俳句界 月刊 文芸・俳句 文藝春秋 月刊 総合誌

バスケットボール 月刊 スポーツ Pen 月２ 生活総合誌

母の友 月刊 子育て・絵本 MAMOR（マモル） 月刊 自衛隊

バレーボール 月刊 スポーツ ミセス 月刊 女性総合誌

Piano 月刊 音楽・楽譜 みんなの図書館 月刊 図書館

ひととき 月刊 旅行・タウン情報 モーストリー・クラシック 月刊 音楽・クラシック

PC-Webzine（ピーシーウェッブジン） 月刊 パソコン・通信 yoga JOURNAL（ヨガジャーナル） 隔月 ヨガ

BE-PAL（ビーパル） 月刊 アウトドア ランナーズ 月刊 スポーツ

兵庫教育 月刊 教育 LEE（リー） 月刊 女性ファッション誌

ひよこクラブ 月刊 出産・育児 レディブティック 月刊 手芸

Fishing Café（フィッシングカフェ） 年３ 釣り

婦人公論 月２ 女性総合誌

武道 月刊 武道・文化

PRESIDENT（プレジデント） 月２ 経営・ビジネス

プレジデントFamily 季刊 子育て・教育

文學界 月刊 文芸誌

文藝 季刊 文芸・小説

雑誌名 刊行 ジャンル 雑誌名 刊行 ジャンル

かがくのとも 月刊 幼児絵本 ジュニアエラ 月刊 児童総合誌

こどものとも 月刊 幼児絵本 たくさんのふしぎ 月刊 児童総合誌

こどものとも０・１・２ 月刊 乳児絵本

こどものとも　年少版 月刊 幼児絵本

こどものとも　年中向き 月刊 幼児絵本

雑誌名 刊行 ジャンル 雑誌名 刊行 ジャンル

いいね 隔月 女性総合誌 チルチンびと 季刊 住宅・暮らし

VERY（ヴェリイ） 月刊 女性総合誌 飛ぶ教室 季刊 児童文学誌

おかずのクッキング 隔月 料理 日経おとなのOFF 月刊 生活情報誌

大人のおしゃれ手帖 月刊 女性ファッション誌 日経ヘルス 月刊 健康・美容

おりがみ 月刊 折り紙 ノジュール 月刊 旅・暮らし

温泉博士 月刊 旅行・温泉 のびのび子育て 月刊 子育て・教育

皇室 季刊 皇室 １００分de名著 月刊 文学

COTTON  TIME（コットンタイム）　 隔月 手芸・服飾 婦人之友 月刊 女性総合誌

コットンフレンド 季刊 手芸・服飾 プラス１リビング 季刊 インテリア・住宅

ｋｏｄｏｍｏｅ （コドモエ） 隔月 子育て・生活情報 PRESIDENT WOMAN（プレジデントウーマン） 月刊 女性総合誌

サンキュ！ 月刊 生活情報誌 ベビモ 季刊 出産・育児

小説新潮 月刊 文芸・小説 MONOQLO（モノクロ） 月刊 生活情報誌

ソトコト 月刊 生活総合誌 ゆうゆう 月刊 ライフスタイル

雑誌名 刊行 ジャンル 雑誌名 刊行 ジャンル

こどものとも 月刊 幼児絵本 こどものとも　年中向き 月刊 幼児絵本

こどものとも０・１・２ 月刊 乳児絵本 ニュースがわかる 月刊 児童総合誌

●城崎分館（児童）

◆城崎分館（一般）

●豊岡本館（児童）

◆豊岡本館（一般）



平成30年度 豊岡市立図書館　所蔵雑誌一覧

雑誌名 刊行 ジャンル 雑誌名 刊行 ジャンル

アエラ 週刊 総合誌 ナンバー 隔週 スポーツ

with（ウィズ） 月刊 女性ファッション誌 日経エンタテインメント！ 月刊 生活情報誌

ESSE（エッセ） 月刊 生活情報誌 日経ＰＣ２１ 月刊 パソコン・通信

ＮＨＫガッテン！ 季刊 健康・生活総合誌 ニナーズ 隔月 暮らし・子育て

LDK（エルディーケー） 月刊 生活情報誌 non-no（ノンノ） 月刊 女性ファッション誌

おとなスタイル 季刊 女性ファッション誌 毎日が発見 月刊 ライフスタイル

CasaBRUTUS（カーサブルータス） 月刊 建築・生活総合誌 旅行読売 月刊 旅行

上沼恵美子のおしゃべりクッキング 月刊 料理 LEON（レオン） 月刊 男性総合誌

からだにいいこと 月刊 健康 歴史街道 月刊 歴史・文化

GLOW（グロー） 月刊 女性ファッション誌 レタスクラブ 月刊 生活情報誌

ケトル 隔月 総合誌 和楽 隔月 女性総合誌

雑誌名 刊行 ジャンル 雑誌名 刊行 ジャンル

こどものとも 月刊 幼児絵本 たくさんのふしぎ 月刊 児童総合誌

ジュニアエラ 月刊 児童総合誌

雑誌名 刊行 ジャンル 雑誌名 刊行 ジャンル

アエラ 週刊 総合誌 旅と鉄道 隔月 旅行

栄養と料理 月刊 料理・健康 Discover Japan（ディスカバージャパン） 月刊 生活総合誌

家庭画報 月刊 女性総合誌 ニュートン 月刊 自然科学

クウネル 隔月 生活総合誌 母の友 月刊 子育て・絵本

暮しの手帖 隔月 生活総合誌 文化財 不定期 歴史・文化

CLASSY． 月刊 女性ファッション誌 文藝春秋 月刊 総合誌

クロワッサン 月２ 女性総合誌 POPEYE（ポパイ） 月刊 男性総合誌

趣味の園芸　やさいの時間 隔月 園芸・ガーデニング Mart（マート） 月刊 生活情報誌

スキーグラフィック 月刊 スポーツ 野性時代 月刊 文芸誌

すてきにハンドメイド 月刊 手芸・服飾 山と渓谷 月刊 山岳・登山

雑誌名 刊行 ジャンル 雑誌名 刊行 ジャンル

子供の科学 月刊 児童誌（自然科学） こどものとも　年少版 月刊 幼児絵本

こどものとも 月刊 幼児絵本 こどものとも　年中向き 月刊 幼児絵本

雑誌名 刊行 ジャンル 雑誌名 刊行 ジャンル

アエラ 週刊 総合誌 新潮４５ 月刊 総合誌

あまから手帖 月刊 地域情報・食 すてきにハンドメイド 月刊 手芸・服飾

一個人 月刊 男性総合誌 CHANTO（チャント） 月刊 生活情報誌

eclat（エクラ） 月刊 女性ファッション誌 ハルメク 月刊 ライフスタイル

えんぶ 隔月 演劇・芸能 PHP（ピーエイチピー） 月刊 総合誌

CUT（カット） 月刊 芸能・映画 FINE BOYS（ファインボーイズ） 月刊 男性ファッション誌

きょうの料理 月刊 料理 MORE（モア） 月刊 女性ファッション誌

クーヨン 月刊 暮らし・子育て MOE（モエ) 月刊 絵本・書籍情報

現代農業 月刊 農業 リンネル 月刊 女性ファッション誌

子どもと昔話 季刊 昔話・ストーリーテリング レタスクラブ 月刊 生活情報誌

趣味の園芸 月刊 園芸・ガーデニング

◆竹野分館（一般）

◆出石分館（一般）

●日高分館（児童）

◆日高分館（一般）

●竹野分館（児童）



平成30年度 豊岡市立図書館　所蔵雑誌一覧

雑誌名 刊行 ジャンル 雑誌名 刊行 ジャンル

こどものとも 月刊 幼児絵本 こどものとも　年中向き 月刊 幼児絵本

こどものとも０・１・２ 月刊 乳児絵本

こどものとも　年少版 月刊 幼児絵本

雑誌名 刊行 ジャンル 雑誌名 刊行 ジャンル

オレンジページ 月２ 生活情報誌 婦人公論 月２ 女性総合誌

カジカジ 隔月 男性ファッション誌 BRUTUS（ブルータス） 月２ 生活情報誌

SAVVY（サヴィ） 月刊 地域情報誌 ベースボール 週刊 スポーツ

SAPIO（サピオ） 隔月 国際情報 mamagirl（ママガール） 季刊 女性総合誌

小説幻冬 月刊 文芸・小説 men's FUDGE（メンズファッジ） 年１０ 男性ファッション誌

小説推理 月刊 文芸・小説 やさい畑 隔月 家庭菜園

天然生活 月刊 生活総合誌 ゆほびか 月刊 暮らし・健康

日経トレンディ 月刊 生活情報誌 ラジオ深夜便 月刊 芸能・総合誌

ピコロ 月刊 保育 LEE（リー） 月刊 女性ファッション誌

美術手帖 月刊 芸術

雑誌名 刊行 ジャンル 雑誌名 刊行 ジャンル

子供の科学 月刊 児童誌（自然科学） ちいさなかがくのとも 月刊 幼児絵本

館　名 児童誌

豊岡本館 7

城崎分館 4

竹野分館 3

日高分館 4

出石分館 4

但東分館 2

豊岡本館

城崎分館

竹野分館

日高分館

出石分館

但東分館

出石町内町1 TEL：21-9010　FAX：52-6191

但東町出合150 TEL：21-9036　FAX：54-1025

※市外からおかけの際は局番「0796」をお付けください。　　　　　　　　　　　　　　　　　

城崎町桃島1057-1 TEL：21-9072　FAX：32-2714

竹野町竹野1585-1 TEL：21-9078　FAX：47-1548

日高町祢布920

20 24

TEL：21-9060　FAX：42-6006

21 25

19 21

豊岡市立図書館  （兵庫県豊岡市）

TEL：23-6151　FAX：24-1819豊岡市京町5-28

119 126

26 30

22 25

●出石分館（児童）

計一般誌

各館所蔵タイトル数　（2018年5月現在）

●但東分館（児童）

◆但東分館（一般）


