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雑誌名 出版者 刊行頻度 所蔵館

あ AERA 朝日新聞出版 週刊 中央・長島

AERA with Kids 朝日新聞出版 季刊 多度

AERA with Baby 朝日新聞出版 隔月刊 多度

葵　徳川美術館だより 徳川美術館企画情報部 季刊 中央

アサヒカメラ 朝日新聞出版 月刊 中央・長島

明日の友 婦人之友社 隔月刊 中央

アニメージュ 徳間書店 月刊 中央・多度・長島

aff 農林水産省 月刊 多度

安心 マキノ出版 月刊 多度

い 家の光 家の光協会 月刊 長島

生きがい研究 長寿社会開発センター 年刊 中央

イセラ 中広 月刊 長島

う with 講談社 月刊 長島

WEDGE ウェッジ 月刊 中央

美しいキモノ ハースト婦人画報社 季刊 長島

海　文芸同人誌 『海』同人会 年２ 中央

え HRI　Report 百五経済研究所 隔月刊 中央

栄養と料理 女子栄養大学出版部 月刊 中央・長島

ESSE フジテレビジョン 月刊 多度・長島

金雀枝 金雀枝短歌社 月刊 中央

ＮＨＫきょうの健康 ＮＨＫ出版 月刊 中央・多度・長島

ＮＨＫきょうの料理 ＮＨＫ出版 月刊 中央・多度・長島

ＮＨＫ趣味の園芸 ＮＨＫ出版 月刊 中央・多度・長島

ＮＨＫすてきにハンドメイド ＮＨＫ出版 月刊 中央・多度・長島

ＮＨＫテレビプレキソ英語 ＮＨＫ出版 月刊 中央

ＮＨＫラジオラジオ英会話 ＮＨＫ出版 月刊 中央

ＮＨＫラジオ基礎英語１ ＮＨＫ出版 月刊 中央

ＮＨＫラジオ基礎英語２ ＮＨＫ出版 月刊 中央

ＮＨＫラジオ基礎英語３ ＮＨＫ出版 月刊 中央

ＮＨＫラジオ実践ビジネス英語 ＮＨＫ出版 月刊 中央

ＮＨＫラジオ英会話タイムトライアル ＮＨＫ出版 月刊 中央

園芸ガイド 主婦の友社 季刊 中央

演劇界 演劇出版社 月刊 中央

えんぶ えんぶ 隔月刊 長島

お オウティ 中広 月刊 長島

オートバイ モーターマガジン社 月刊 多度・長島

オール読物 文藝春秋 月刊 中央・多度

おさかな瓦版 国立研究開発法人水産研究・教育機構 月刊 中央

おそい・はやい・ひくい・たかい ジャパンマシニスト社 季刊 中央

Oggi 小学館 月刊 長島

おひさま 小学館 隔月刊 中央

オレンジページ オレンジページ 月２ 中央・長島

音楽の友 音楽之友社 月刊 中央
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か ＣＧ カーグラフィック 月刊 中央

Casa BRUTUS　 マガジンハウス 月刊 長島

会社四季報 東洋経済新報社 季刊 中央・多度・長島

かがくのとも 福音館書店 月刊 中央・長島

岳人 ネイチュアエンタープライズ 月刊 中央

家庭画報 世界文化社 月刊 中央・多度・長島

カメラマン モーターマガジン社 月刊 多度

からっと 中広 月刊 長島

環境研究 日立環境財団 季刊 中央

き 季刊考古学 雄山閣 季刊 中央

ＫＩＳＳＯ 国土交通省中部地方整備局木曽川下流河川事務所 季刊 多度

キネマ旬報 キネマ旬報社 月２ 中央

CanCam 小学館 月刊 多度

く 暮しの手帖 暮しの手帖社 隔月刊 中央・多度・長島

クロワッサン マガジンハウス 月２ 中央・多度・長島

くわな社協だより 社会福祉法人桑名市社会福祉協議会 隔月刊 多度

桑名商工会議所報 桑名商工会議所 月刊 中央

群像 講談社 月刊 中央

け 景況調査 百五経済研究所 年２ 中央

芸術新潮 新潮社 月刊 中央・多度・長島

月刊おりがみ 日本折紙協会 月刊 長島

月刊クーヨン クレヨンハウス 月刊 中央・長島

月刊碁ワールド 日本棋院 月刊 中央・多度・長島

月刊自家用車 内外出版社 月刊 多度・長島

月刊ジュニアエラ 朝日新聞出版 月刊 長島

月刊新聞ダイジェスト 新聞ダイジェスト社 月刊 中央

月刊たくさんのふしぎ 福音館書店 月刊 中央

月刊天文ガイド 誠文堂新光社 月刊 中央

月刊Ｎｅｗｓがわかる 毎日新聞社 月刊 中央

月刊バスケットボール 日本文化出版 月刊 多度

VOLLEYBALL　月刊バレーボール 日本文化出版 月刊 多度

月刊ピアノ ヤマハミュージックメディア 月刊 長島

KELLY ゲイン 月刊 多度

県政だより　みえ 三重県広聴広報チーム 月刊 中央・多度

現代詩手帖 思潮社 月刊 中央

現代農業 農山漁村文化協会 月刊 中央

現代の図書館 日本図書館協会 季刊 多度・長島

こ 煌星 煌星俳句会 月刊 中央

広報くわな 桑名市ブランド推進課 月刊 中央・多度・長島

国際開発ジャーナル 国際開発ジャーナル社 月刊 中央

国立国会図書館月報 国立国会図書館 月刊 中央

子供の科学 誠文堂新光社 月刊 中央・多度

こどものとも 福音館書店 月刊 中央・多度・長島
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こどものとも０．１．２ 福音館書店 月刊 中央・長島

こどものとも年少版 福音館書店 月刊 中央・多度

こどものとも年中向き 福音館書店 月刊 中央

この本読んで！ 一般財団法人出版文化産業振興財団 季刊 中央

Como 主婦の友社 隔月刊 多度

GOLF　DIGEST ゴルフダイジェスト社 月刊 中央・多度・長島

さ CYCLE SPORTS 八重洲出版 月刊 多度

サッカーマガジン ベースボール・マガジン社 月刊 中央・多度・長島

サーナ　障害者のための就職情報誌 イフ 季刊 中央

THE２１ PHP研究所 月刊 多度

さみっとくらぶ 中広 月刊 長島

サライ 小学館 月刊 中央・多度・長島

し JR時刻表 交通新聞社 月刊 中央

JTB時刻表 JTBパブリッシング 月刊 多度・長島

JAXA’S JAXA 隔月刊 中央

週刊朝日 朝日新聞出版 週刊 中央・多度

週刊エコノミスト 毎日新聞出版 週刊 中央

週刊金曜日 金曜日 週刊 中央・長島

週刊現代 講談社 週刊 多度

週刊新潮 新潮社 週刊 多度・長島

週刊ダイヤモンド ダイヤモンド社 週刊 多度・長島

週刊東洋経済 東洋経済新報社 週刊 中央

週刊ファミ通 KADOKAWA 週刊 多度・長島

週刊文春 文藝春秋 週刊 中央・多度・長島

週刊ベースボール ベースボール・マガジン社 週刊 中央・多度・長島

ジュリスト 有斐閣 月刊 中央

将棋世界 日本将棋連盟 月刊 中央・多度・長島

小説現代 講談社 月刊 長島

小説宝石 光文社 月刊 多度

女性セブン 小学館 週刊 多度

シルバー人材センター 全国シルバー人材センター事業協会 月刊 中央

新潮 新潮社 月刊 中央

新潮４５ 新潮社 月刊 中央

す SKI journal スキージャーナル 月刊 多度

SCREEN 近代映画社 月刊 多度・長島

鈴屋学会報 鈴屋学会 不定期 中央

すばらしき”みえ” 百五銀行 隔月刊 中央

すばる 集英社 月刊 中央

Sports Graphic Number 文藝春秋 隔週刊 中央

住まいの設計 扶桑社 隔月刊 中央・長島

スマッシュ 日本スポーツ企画出版社 月刊 多度

墨 芸術新聞社 隔月刊 中央

相撲 ベースボール・マガジン社 月刊 多度
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せ 世界 岩波書店 月刊 中央

Seventeen 集英社 月刊 中央・多度

選択 選択出版 月刊 中央

そ 壮快 マキノ出版 月刊 中央・長島

た Tarzan マガジンハウス 月２ 中央

TIME（英語版） Time Warner INC. 週刊 中央

ダ・ヴィンチ KADOKAWA 月刊 中央・長島

旅の手帖 交通新聞社 月刊 中央

たまごクラブ ベネッセコーポレーション 月刊 中央・長島

短歌 角川文化振興財団 月刊 中央

dancyu プレジデント社 月刊 中央

ち 地域づくり 地域活性化センター 月刊 中央・多度・長島

ちいさなかがくのとも 福音館書店 月刊 中央

ちゃぐりん 家の光協会 月刊 長島

中央公論 中央公論新社 月刊 中央

中部ペン 中部ペンクラブ事務局 年刊 中央

つ つうぴーす 中広 月刊 長島

つり人 つり人社 月刊 中央

て 鉄道ジャーナル 鉄道ジャーナル社 月刊 中央

鉄道ファン 交友社 月刊 多度・長島

Tennis Magazine ベースボール・マガジン社 月刊 中央

teniteo ファーストテック 月刊 長島

点字ジャーナル 東京ヘレン・ケラー協会点字出版所 月刊 中央

天然生活 地球丸 月刊 長島

と Tokai Walker KADOKAWA 月刊 中央・長島

東海じゃらん リクルートホールディングス 月刊 多度

陶工房 双葉社 季刊 中央

同和教育　であい 全国同和教育研究協議会 月刊 多度

図書 岩波書店 月刊 多度

図書館界 日本図書館研究会 隔月刊 中央・多度・長島

図書館雑誌 日本図書館協会 月刊 中央・多度・長島

図書館の学校 図書館振興財団 季刊 中央

ドットアビ 昭和印刷 年刊 中央

Domani 小学館 月刊 中央

な NATIONAL GEOGRAPHIC 日経ナショナルジオグラフィック社 月刊 中央

に nicola 新潮社 月刊 多度

日経WOMAN 日経BP社 月刊 中央・長島

日経サイエンス 日経サイエンス社 月刊 中央

日経トレンディ 日経BP社 月刊 中央・多度・長島

日経パソコン 日経BP社 月２ 中央

日経PC２１ 日経BP社 月刊 中央・多度・長島

日経ビジネス　Associé 日経BP社 月刊 中央

日経マネー 日経BP社 月刊 長島
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日展ニュース 日展 不定期 中央

Newsweek　日本版 CCCメディアハウス 週刊 中央・多度・長島

Newton ニュートンプレス 月刊 中央・多度・長島

ね 年輪 坂口緑志 月刊 中央

の ノーマライゼーション 日本障害者リハビリテーション協会 月刊 中央

non・no 集英社 月刊 長島

は 俳句 角川文化振興財団 月刊 中央

俳句界 文學の森 月刊 中央

ハルメク 株式会社ハルメク 月刊 中央

ハヤカワミステリマガジン 早川書房 隔月刊 中央

ひ BE-PAL 小学館 月刊 多度・長島

美術手帖 美術出版社 月刊 中央

BIG tomorrow 青春出版社 月刊 多度

ひととき JR東海エージェンシー 月刊 中央

ひよこクラブ ベネッセコーポレーション 月刊 中央・長島

ふ ふぁみんぐ 中広 月刊 長島

婦人公論 中央公論新社 月２ 中央・長島

婦人之友 婦人之友社 月刊 中央

武道 日本武道館 月刊 中央

部落解放 解放出版社 月刊 長島

プラス 三重プラス 年３ 中央

BRUTUS マガジンハウス 月２ 中央

プレジデント プレジデント社 月２ 中央・長島

プレジデントFamily プレジデント社 季刊 中央

文學界 文藝春秋 月刊 中央

文藝春秋 文藝春秋 月刊 中央・多度・長島

へ Bellve 中広 月刊 長島

ほ 方圓　文芸同人誌 「方圓」同人 年刊 中央

POPEYE マガジンハウス 月刊 多度

ぽろん 中広 月刊 中央・多度・長島

ま MyGARDEN マルモ出版 季刊 中央

毎日が発見 KADOKAWA 月刊 長島

まいぶん津 津市埋蔵文化財センター 不定期 中央

Marisol 集英社 月刊 長島

み 三重県史研究 三重県生活部文化課 年刊 多度

三重トピックス 株式会社三重銀行 月刊 中央

瑞垣 神宮司庁 不定期 中央

ミセス 文化学園文化出版局 月刊 中央・多度

みちしるべ　三重の同和教育 三重県人権センター 月刊 中央・多度

MUSEUM 中央公論事業出版 隔月刊 中央

民具マンスリー 神奈川大学日本常民文化研究所 月刊 中央

め MEN'S　NON-NO 集英社 月刊 中央

MEN'S EX 世界文化社 月刊 長島
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MEN'S　CLUB ハースト婦人画報社 月刊 多度

も MORE 集英社 月刊 中央・多度

MOE 白泉社 月刊 中央・多度・長島

mono　モノ・マガジン ワールドフォトプレス 月２ 多度・長島

や 山と渓谷 山と渓谷社 月刊 中央・多度・長島

山波 山波の会 季刊 中央

ゆ ゆうゆう 主婦の友社 月刊 長島

よ よっかいちAI 中広 月刊 長島

ら ラ・ソージュ 四日市文化振興財団 年刊 中央

ランナーズ アールビーズ 月刊 中央・長島

り LEE 集英社 月刊 多度

リィーガ 中広 月刊 長島

留学ジャーナル 留学ジャーナル 季刊 中央

旅行読売 旅行読売出版社 月刊 長島

れ 歴史街道 PHP研究所 月刊 中央

レタスクラブ KADOKAWA 月２ 多度・長島

レディブティック ブティック社 月刊 長島

わ Wao! 中広 月刊 長島

私のカントリー 主婦と生活社 季刊 長島

和樂 小学館 月刊 長島

※保存期間は各館によって異なりますので、直接お問い合せください。

　　　　　総合紙 朝日新聞 中央・多度・長島

産経新聞 中央

中日新聞 中央・多度・長島

日本経済新聞 中央・多度・長島

毎日新聞 中央・多度・長島

読売新聞 中央・多度・長島

　　　　　地方紙 伊勢新聞 中央・多度・長島

　　　　　経済紙 日経流通新聞MJ 中央

日経産業新聞 中央

中部経済新聞 中央

日刊工業新聞 中央

　　　　　スポーツ紙 中日スポーツ 中央・多度・長島

　　　　　英字新聞 ASAHI　Weekly 中央

The　Japan　Times 中央

　　　　　外国紙 東亜日報 中央

　　　　　こども新聞 毎日小学生新聞 中央

中日こどもウィークリー 中央

　　　　　高校生 高校生新聞 中央

桑名市立図書館　新聞一覧


