
令和4年度　直方市立図書館　所蔵雑誌・新聞一覧
保存年限・・・1年間 ※令和4年5月現在

雑誌一覧 合計 117誌 雑誌名 刊行 備考

雑誌名 刊行 備考 54 つり人 月刊
一般誌 計 94誌 55 鉄道ファン 月刊

1 ア ar 月刊 56 点字ジャーナル 月刊
2 アニメージュ 月刊 57 天然生活 月刊
3 家づくりの本ふくおか・さが 季刊 58 図書館雑誌 月刊 保存
4 エクラ 月刊 59 図書館の学校 月刊 保存
5 ＮＨＫ囲碁講座 月刊 60 ナ NATIONAL　GEOGRAPHIC 月刊
6 ＮＨＫきょうの健康 月刊 61 Number 隔週
7 NHKきょうの料理 月刊 62 Newton 月刊
8 NHKきょうの料理ビギナーズ 月刊 63 日経ＰＣ２１ 月刊
9 NHK趣味の園芸 月刊 64 日経WOMAN 月刊
10 NHK趣味の園芸やさいの時間 隔月 65 日経エンタテインメント！ 月刊
11 NHK将棋講座 月刊 66 日経トレンディ 月刊
12 NHKすてきにハンドメイド 月刊 67 日経ヘルス 季刊
13 NHKガッテン!（R4.5月号で休刊） 季刊 68 日経マネー 月刊
14 NHK短歌 月刊 69 猫びより 隔月
15 NHK俳句 月刊 70 のぼろ 季刊
16 LDK 月刊 71 non・no 月刊
17 Oggi 月刊 72 ハ 母の友 月刊
18 ＯＣＥＡＮＳ 月刊 73 BACKSTAGE・ＰＡＳＳ 月刊
19 オール読物 月刊 74 BE-PAL 月刊
20 オレンジページ 月2回 75 ピアノ 月刊
21 カ CUT 月刊 76 Hir@ganaTimes 月刊
22 CARトップ 月刊 77 ひよこクラブ（R4.4月号まで） 月刊
23 CAPA 月刊 78 ふくおか経済 月刊
24 くらしと教育をつなぐWe 隔月 79 婦人画報 月刊
25 暮しの手帖 隔月 保存（県） 80 婦人公論 月刊
26 クロワッサン 月2回 81 BRUTUS 月2回
27 芸術新潮 月刊 82 PRESIDENT 隔週
28 月刊クーヨン 月刊 83 文芸春秋 月刊
29 現代の図書館 季刊 保存 84 ベースボールマガジン 月刊
30 コットンフレンド 季刊 85 Pen 月刊
31 この本読んで！ 季刊 86 Popteen 月刊
32 ゴルフダイジェスト 月刊 87 マ 毎日が発見 月刊
33 サ サライ 月刊 88 Mac Fan 月刊
34 サンキュ！ 月刊 89 MEN'S Non-no 月刊
35 JR時刻表（7月号、10月号、3月号のみ） 月刊 90 MORE 月刊
36 シティ情報Ｆｕｋｕｏｋａ 月刊 91 ラ リベラシオン 季刊 保存
37 じゃらん九州 隔月 92 ＬＥＯＮ 月刊
38 週刊新潮 週刊 93 歴史街道 月刊
39 週刊東洋経済 週刊 94 ワ ワールドサッカーダイジェスト 隔週
40 週刊文春 週刊
41 JUNON 月刊
42 小説新潮 月刊
43 ＳＣＲＥＥＮ 月刊
44 STORY 月刊
45 住まいの設計 隔月 児童雑誌 計 10誌
46 相撲 月刊 保存 1 カ かがくのとも 月刊 保存（図書）

47 壮快 月刊 2 月刊ニュースがわかる 月刊
48 ソワニエプラス 隔月 3 こどものとも 月刊 保存（図書）

49 タ TIME　ジャパン版 週刊 4 こどものとも0.1.2 月刊 保存（図書）

50 Tarzan 月2回 5 こどものとも年少版 月刊 保存（図書）

51 ダ・ヴィンチ 月刊 6 こどものとも年中向き 月刊 保存（図書）

52 旅の手帖 月刊 7 子供の科学 月刊
53 たまごクラブ（R4.4月号まで） 月刊 8 タ たくさんのふしぎ 月刊 保存（図書）

9 ちいさなかがくのとも 月刊 保存（図書）

10 テルミ 隔月

mailto:Hir@ganaTimes


令和4年度　直方市立図書館　所蔵雑誌・新聞一覧

保存（県）・・・県分担保存雑誌 保存（図書）・・・・・１年後、図書として受入
保存・・・・・当館独自保存雑誌

寄贈雑誌 計 13誌 購入新聞一覧 合計 9誌
刊行 備考 　　　　　　　紙名 刊行 備考

1 カ 群炎(H30.12月号で終刊） 月刊 保存 1 朝日新聞 朝 保存(県）

2 健康３６５ 月刊 2 朝日小学生新聞 朝
3 皇室 季刊 3 産経新聞 朝
4 サ 宇宙（そら）のとびら 季刊 4 スポーツニッポン 朝
5 タ 点字　厚生 隔月 5 西日本新聞 朝・夕

6 ナ 西日本文化 季刊 保存 6 日本経済新聞 朝

7 菜殻火（H27.5月号まで） 月刊 保存 7 日本聴力障害新聞 月刊

8 日本の民藝 隔月 保存（県） 8 毎日新聞 朝・夕

9 ハ 武道 月刊 9 読売新聞 朝・夕

10 マ 万燈（H30.5月号まで） 月刊 保存
11 水城野（H30.5月号まで） 月刊 保存
12 南の風 隔月 保存
13 MOE(国際ソロプチミスト直方より） 月刊

保存年限・・・１年間

その他
紙名 備考

官報
保存年限・・・１年間

保存（県）・・・県分担保存新聞

雑誌名


