
出    版    社 刊行
提供先
図書館

平均価格
年間
冊数

年刊金額
（目安）

１ ＡＥＲＡ（アエラ） 朝日新聞出版 週刊 砺波 ¥440 50 ¥22,000
２ ＡＥＲＡ（アエラ） 朝日新聞出版 週刊 庄川 ¥440 50 ¥22,000
３ 週刊朝日 朝日新聞出版 週刊 砺波 ¥440 50 ¥22,000
４ 週刊エコノミスト 毎日新聞社 週刊 砺波 ¥700 50 ¥35,000
５ 週刊 金曜日 金曜日 週刊 砺波 ¥600 50 ¥30,000
６ 週刊 金曜日 金曜日 週刊 庄川 ¥600 50 ¥30,000
７ 週刊サンデー毎日 毎日新聞社 週刊 庄川 ¥550 50 ¥27,500
８ 週刊女性自身 光文社 週刊 庄川 ¥450 50 ¥22,500
９ 週刊新潮 新潮社 週刊 砺波 ¥440 50 ¥22,000
１０ 週刊ダイヤモンド ダイヤモンド社 週刊 砺波 ¥730 50 ¥36,500
１１ 日経ビジネス 日経ＢＰ社 週刊 砺波 ¥740 50 ¥37,000
１２ 週刊文春 文藝春秋 週刊 砺波 ¥440 50 ¥22,000
１３ 週刊文春 文藝春秋 週刊 庄川 ¥440 50 ¥22,000

１４ ＩｎＲｅｄ（インレッド） 宝島社 月刊 庄川 ¥1,240 12 ¥14,880
１５ ＬＤＫ（エル・ディー・ケー） 晋遊舎 月刊 砺波 ¥690 12 ¥8,280
１６ 家庭画報 世界文化社 月刊 砺波 ¥1,450 12 ¥17,400
１７ 装苑 文化出版局 隔月刊 砺波 ¥858 6 ¥5,148
１８ ｎｏｎ・ｎｏ（ノンノ） 集英社 月刊 庄川 ¥750 12 ¥9,000
１９ 美ＳＴ（ビスト） 光文社 月刊 砺波 ¥870 12 ¥10,440
２０ ＶＥＲＹ（ヴェリィ） 光文社 月刊 砺波 ¥890 12 ¥10,680
２１ ｍｉｎａ（ミーナ） 主婦の友社 月刊 砺波 ¥750 12 ¥9,000
２２ Ｍｙｏｊｏ（明星） 集英社 月刊 庄川 ¥750 12 ¥9,000
２３ ＬＥＥ（リー） 集英社 月刊 砺波 ¥840 12 ¥10,080
２４ リンネル 宝島社 月刊 庄川 ¥1,200 12 ¥14,400

２５ 家づくりナビ カラフルカンパニー 隔月刊 砺波 ¥450 6 ¥2,700
２６ 家の光 家の光協会 月刊 砺波 ¥1,085 12 ¥13,020
２７ 家の光 家の光協会 月刊 庄川 ¥1,085 12 ¥13,020
２８ 栄養と料理 女子栄養大学出版部 月刊 砺波 ¥880 12 ¥10,560
２９ 栄養と料理 女子栄養大学出版部 月刊 庄川 ¥880 12 ¥10,560
３０ ＥＳＳＥ（エッセ） 扶桑社 月刊 砺波 ¥650 12 ¥7,800
３１ ＥＳＳＥ（エッセ） 扶桑社 月刊 庄川 ¥650 12 ¥7,800
３２ オレンジページ オレンジページ 月２ 庄川 ¥510 24 ¥12,240
３３ 暮しの手帖 暮しの手帖社 隔月刊 砺波 ¥998 6 ¥5,988
３４ 暮しの手帖 暮しの手帖社 隔月刊 庄川 ¥998 6 ¥5,988
３５ クロワッサン マガジンハウス 月２ 砺波 ¥480 24 ¥11,520
３６ コトノネ コトノネ生活 季刊 砺波 ¥1,100 4 ¥4,400
３７ ｋｏｄｏｍｏｅ（コドモエ） 白泉社 隔月刊 砺波 ¥710 6 ¥4,260
３８ ｋｏｄｏｍｏｅ（コドモエ） 白泉社 隔月刊 庄川 ¥710 6 ¥4,260
３９ 住まいの設計Ｓｕｍａｉ 扶桑社 隔月刊 砺波 ¥1,480 6 ¥8,880
４０ 住まいの設計Ｓｕｍａｉ 扶桑社 隔月刊 庄川 ¥1,480 6 ¥8,880
４１ ソトコト ソトコト・プラネット 隔月刊 砺波 ¥1,019 6 ¥6,114
４２ ｄａｎｃｙｕ（ダンチュウ） プレジデント社 月刊 庄川 ¥900 12 ¥10,800
４３ チルチンびと 風土社 季刊 砺波 ¥990 4 ¥3,960
４４ 天然生活 地球丸 月刊 庄川 ¥820 12 ¥9,840
４５ ノジュール ＪＴＢパブリッシング 月刊 砺波 ¥900 12 ¥10,800
４６ 母の友 福音館書店 月刊 砺波 ¥580 12 ¥6,960
４７ 婦人公論 中央公論新社 月刊 砺波 ¥780 12 ¥9,360
４８ 婦人公論 中央公論新社 月刊 庄川 ¥780 12 ¥9,360
４９ 毎日が発見 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 月刊 砺波 ¥792 12 ¥9,504
５０ 毎日が発見 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 月刊 庄川 ¥792 12 ¥9,504

砺波市立図書館雑誌スポンサー制度

雑誌リスト

※網掛け雑誌はスポンサー予約もしくは決定済みですので、お申し込みはできません。
令和４年１２月現在

雑     誌     名

週刊誌

女性情報

暮らし・生活
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５１ ミセスのスタイルブック 文化出版局 季刊 砺波 ¥1,100 4 ¥4,400
５２ ゆうゆう 主婦の友社 月刊 庄川 ¥850 12 ¥10,200
５３ レタスクラブ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 月刊 砺波 ¥670 12 ¥8,040

５４ ＮＨＫ大河ドラマストーリー ＮＨＫ出版 不定 砺波 ¥1,210 3 ¥3,630
５５ ＮＨＫ大河ドラマストーリー ＮＨＫ出版 不定 庄川 ¥1,210 3 ¥3,630
５６ ＮＨＫドラマガイド ＮＨＫ出版 不定 砺波 ¥1,320 4 ¥5,280
５７ 音楽の友 音楽之友社 月刊 砺波 ¥1,050 12 ¥12,600
５８ キネマ旬報 キネマ旬報社 月２ 砺波 ¥935 24 ¥22,440
５９ ＳＷＩＴＣＨ(スイッチ) スイッチ・パブリッシング 月刊 砺波 ¥990 12 ¥11,880
６０ 日経エンタテインメント！ 日経ＢＰ社 月刊 庄川 ¥780 12 ¥9,360
６１ ムジカノーヴァ 音楽之友社 月刊 砺波 ¥922 12 ¥11,064

６２ 月刊陸上競技 講談社 月刊 砺波 ¥1,150 12 ¥13,800
６３ ゴルフダイジェスト ゴルフダイジェスト社 月刊 砺波 ¥690 12 ¥8,280
６４ Ｎｕｍｂｅｒ（ナンバー） 文藝春秋 隔週 砺波 ¥640 25 ¥16,000
６５ 陸上競技マガジン ベースボール・マガジン社 月刊 砺波 ¥980 12 ¥11,760

６６ いぬのきもち ベネッセコーポレーション 月刊 砺波 ¥1,105 12 ¥13,260
６７ Ｗｈｉｓｋｙ Ｇａｌｏｒｅ（ウイスキーガロア） ウイスキー文化研究所 隔月刊 砺波 ¥1,320 6 ¥7,920
６８ 月刊おりがみ 日本折紙協会 月刊 砺波 ¥801 12 ¥9,612
６９ 月刊碁ワールド 日本棋院 月刊 砺波 ¥990 12 ¥11,880
７０ 趣味の山野草 栃の葉書房 月刊 砺波 ¥1,100 12 ¥13,200
７１ 旅の手帖 交通新聞社 月刊 庄川 ¥750 12 ¥9,000
７２ 鉄道ファン 交友社 月刊 砺波 ¥1,250 12 ¥15,000
７３ ベストフラワーアレンジメント フォーシーズンズプレス 季刊 砺波 ¥1,518 4 ¥6,072
７４ やさい畑 家の光協会 隔月刊 砺波 ¥1,172 6 ¥7,032

７５ ナショナルジオグラフィック 日経ナショナルジオグラフィック社 月刊 砺波 ¥1,210 12 ¥14,520
７６ Ｎｅｗｔｏｎ（ニュートン） ニュートンプレス 月刊 砺波 ¥1,190 12 ¥14,280

７７ つり人 つり人社 月刊 砺波 ¥1,100 12 ¥13,200
７８ ＢＥ－ＰＡＬ（ビーパル） 小学館 月刊 庄川 ¥880 12 ¥10,560
７９ 山と渓谷 山と渓谷社 月刊 砺波 ¥1,320 12 ¥15,840

８０ 一個人（いっこじん） ベストセラーズ 季刊 庄川 ¥990 4 ¥3,960
８１ 会社四季報 東洋経済新報社 季刊 砺波 ¥2,300 4 ¥9,200
８２ ＧＯＥＴＨＥ（ゲーテ） 幻冬舎 月刊 砺波 ¥1,100 12 ¥13,200
８３ 致知 致知出版社 月刊 砺波 ¥1,100 12 ¥13,200
８４ 日経トレンディ 日経ＢＰ社 月刊 庄川 ¥690 12 ¥8,280
８５ ＢＲＵＴＵＳ（ブルータス） マガジンハウス 月２ 砺波 ¥800 24 ¥19,200
８６ プレジデント プレジデント社 月２ 砺波 ¥780 24 ¥18,720
８７ プレジデント プレジデント社 月２ 庄川 ¥780 24 ¥18,720
８８ Ｍａｃ　Ｆａｎ（マックファン） マイナビ 月刊 砺波 ¥950 12 ¥11,400
８９ ＭＯＮＯＱＬＯ（モノクロ） 晋遊舎 月刊 砺波 ¥770 12 ¥9,240

９０ ＪＴＢ時刻表 ＪＴＢパブリッシング 月刊 砺波 ¥1,205 12 ¥14,460

９１ ＷｉＬＬ（ウィル） ワック 月刊 庄川 ¥980 12 ¥11,760
９２ 群像 講談社 月刊 砺波 ¥1,500 12 ¥18,000
９３ 月刊北國アクタス 北國新聞社 月刊 砺波 ¥820 12 ¥9,840
９４ 月刊北國アクタス 北國新聞社 月刊 庄川 ¥820 12 ¥9,840
９５ サライ 小学館 月刊 砺波 ¥1,100 12 ¥13,200
９６ 世界 岩波書店 月刊 砺波 ¥935 12 ¥11,220
９７ Tａｋｔ（タクト） シー・エー・ピー 月刊 砺波 ¥550 12 ¥6,600
９８ Tａｋｔ（タクト） シー・エー・ピー 月刊 庄川 ¥550 12 ¥6,600
９９ ダ・ヴィンチ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 月刊 砺波 ¥700 12 ¥8,400
１００ ダ・ヴィンチ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 月刊 庄川 ¥700 12 ¥8,400
１０１ 短歌 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 月刊 砺波 ¥1,000 12 ¥12,000
１０２ 中央公論 中央公論新社 月刊 砺波 ¥950 12 ¥11,400

アウトドア・釣り

情報・ビジネス

情報誌

総合文芸

ホビー・サイエンス

音楽・芸能・映画

スポーツ

趣味
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１０３ 俳句 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 月刊 砺波 ¥1,000 12 ¥12,000
１０４ 文藝春秋 文藝春秋 月刊 砺波 ¥960 12 ¥11,520
１０５ 文藝春秋 文藝春秋 月刊 庄川 ¥960 12 ¥11,520
１０６ 北國文華 北國新聞社 季刊 砺波 ¥1,760 4 ¥7,040
１０７ 月刊ＭＯＥ（モエ） 白泉社 月刊 砺波 ¥930 12 ¥11,160
１０８ 歴史群像 学研マーケティング 隔月刊 庄川 ¥1,080 6 ¥6,480

１０９ きょうの健康 ＮＨＫ出版 月刊 砺波 ¥590 12 ¥7,080
１１０ きょうの健康 ＮＨＫ出版 月刊 庄川 ¥590 12 ¥7,080
１１１ きょうの料理 ＮＨＫ出版 月刊 砺波 ¥590 12 ¥7,080
１１２ きょうの料理 ＮＨＫ出版 月刊 庄川 ¥590 12 ¥7,080
１１３ きょうの料理ビギナーズ ＮＨＫ出版 月刊 砺波 ¥550 12 ¥6,600
１１４ 趣味の園芸 ＮＨＫ出版 月刊 砺波 ¥640 12 ¥7,680
１１５ 趣味の園芸 ＮＨＫ出版 月刊 庄川 ¥640 12 ¥7,680
１１６ 趣味の園芸　やさいの時間 ＮＨＫ出版 隔月刊 庄川 ¥913 6 ¥5,478
１１７ 将棋講座 ＮＨＫ出版 月刊 砺波 ¥600 12 ¥7,200
１１８ すてきにハンドメイド ＮＨＫ出版 月刊 砺波 ¥660 12 ¥7,920
１１９ すてきにハンドメイド ＮＨＫ出版 月刊 庄川 ¥660 12 ¥7,920

１２０ 芸術新潮 新潮社 月刊 砺波 ¥1,600 12 ¥19,200
１２１ 墨 芸術新聞社 隔月刊 砺波 ¥2,700 6 ¥16,200

１２２ アイデア 誠文堂新光社 季刊 砺波 ¥3,300 4 ¥13,200
１２３ 学校図書館 全国学校図書館協議会 月刊 砺波 ¥770 12 ¥9,240
１２４ 蛍雪時代 旺文社 不定 砺波 ¥3,190 7 ¥22,330
１２５ 月刊文化財 第一法規 月刊 砺波 ¥785 12 ¥9,420
１２６ 現代農業 農山漁村文化協会 月刊 砺波 ¥838 12 ¥10,056
１２７ 現代の図書館 公益社団法人日本図書館協会 季刊 砺波 ¥1,300 4 ¥5,200
１２８ デザインノート Premium 誠文堂新光社 不定期 砺波 ¥1,980 3 ¥5,940
１２９ 図書館雑誌 公益社団法人日本図書館協会 月刊 砺波 ¥1,026 12 ¥12,312
１３０ 図書館の学校 公益社団法人図書館振興財団 季刊 砺波 ¥1,100 4 ¥4,400
１３１ 日経アーキテクチュア 日経ＢＰ社 月２ 砺波 ¥1,900 24 ¥45,600
１３２ 日経コンストラクション 日経ＢＰ社 月刊 砺波 ¥2,400 12 ¥28,800
１３３ ＋DESIGNING（プラスデザイニング） マイナビ出版 不定期 砺波 ¥1,980 3 ¥5,940

１３４ ジュリスト 有斐閣 月刊 砺波 ¥1,760 12 ¥21,120

１３５ 月刊Newsがわかる 毎日新聞社 月刊 砺波 ¥490 12 ¥5,880
１３６ こどもとしょかん 東京子ども図書館 季刊 砺波 ¥900 4 ¥3,600
１３７ 子供の科学 誠文堂新光社 月刊 砺波 ¥870 12 ¥10,440
１３８ 子どもの本棚 日本子どもの本研究会 月刊 砺波 ¥450 12 ¥5,400
１３９ この本読んで！ 出版文化産業振興財団 季刊 砺波 ¥1,320 4 ¥5,280
１４０ ちゃぐりん 家の光協会 月刊 砺波 ¥800 12 ¥9,600
１４１ ちゃぐりん 家の光協会 月刊 庄川 ¥800 12 ¥9,600

１４２ こころの科学 日本評論社 隔月刊 砺波 ¥1,496 6 ¥8,976
１４３ そだちの科学 日本評論社 年２ 砺波 ¥1,650 2 ¥3,300

　　　　・同一の雑誌に複数のお申し込みがあった場合は、先着順とさせていただきます。
　　　

　　　　・雑誌の価格は変動する場合がありますので、価格及び年額は目安としてください。

NHK テキスト

芸術

専門（商業・教育・工学・法律・建築・その他）

法律・経済

児童

その他

（注）　・リストの中からご希望の雑誌をお選びいただきます。
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