
番号 雑 誌 名 発 行 所 刊行頻度
1 愛 アジア福祉教育教育財団 年刊
2 朝雲 朝雲新聞社 不定期刊
3 アジア研究所所報 亜細亜大学アジア研究所 季刊
4 IKUEI NEWS 電通育英会 季刊
5 海っ子 日本海洋少年団連盟 不定期刊
6 海と安全
7 裏千家グラフ 茶道裏千家淡交会 年２回
8 ESSE 扶桑社 月刊
9 江戸東京博物館NEWS 東京都江戸東京博物館 季刊
10 NHKきょうの健康 NHK出版 月刊
11 NHK技研だより NHK放送技術研究所 月刊
12 NHK技研だより R&D 日本放送協会放送技術研究所 隔月刊
13 NHK趣味の園芸 やさいの時間 NHK出版 月刊
14 大きな目小さな目 農林水産消費安全技術センター 不定期刊
15 大阪大学NewsLetters 大阪大学広報・社学連携オフィス 季刊
16 おさかな瓦版 水産総合研究センター 隔月刊
17 海上保安新聞 海上保安協会 週刊
18 かいほジャーナル 海上保安庁 不定期刊
19 科研費News 日本学術振興会 季刊
20 河川文化 日本河川協会 季刊
21 環境市場新聞 日本テクノ株式会社 季刊
22 季刊行政相談 全国行政相談委員連合協議会 季刊
23 季刊悠久 おうふう 季刊
24 行政＆情報システム 行政情報システム研究所 隔月刊
25 くらし塾きんゆう塾 金融広報中央委員会 季刊
26 暮しの手帖 暮しの手帖社 隔月刊
27 継命 継命新聞社 半月刊
28 月刊ダイバー ダイバー株式会社 月刊
29 月刊フェスタ 日本消防設備安全センター 月刊
30 現代の眼 国立美術館・東京国立近代美術館 隔月刊
31 国土交通 国土交通省 隔月刊
32 国立国会図書館月報 国立国会図書館 月刊
33 GOLF DIGEST ゴルフダイジェスト社 月刊
34 菜果フォーラム 日本青果物輸入安全推進協会 季刊
35 ３４ORCHESTRAS 日本オーケストラ連盟 季刊
36 JR EAST 東日本旅客鉄道株式会社 月刊
37 自治体国際化フォーラム 自治体国際化協会 月刊
38 司法の窓 最高裁判所 年刊
39 社教連会報 全国社会教育委員連合 半年刊
40 Journal of Financial Planning 日本FP協会 月刊
41 週刊朝日 朝日新聞社 週刊
42 週刊新潮 新潮社 週刊
43 週刊文春 文藝春秋 週刊
44 昭和 昭和聖徳記念財団 隔月刊
45 食品安全 内閣府食品安全委員会 季刊
46 書斎の窓 有斐閣 隔月刊
47 新・さぬき野 香川県広聴広報課 季刊
48 神社新報 神社新報社 週刊
49 新潮 新潮社 月刊
50 新婦人しんぶん 新日本婦人の会 週刊
51 人民新聞 人民新聞社 月３回刊
52 水交 水交会 季刊
53 すてきにハンドメイド NHK出版 月刊
54 Sports Graphic Number 文藝春秋 月２回刊
55 生命尊重ニュース 生命尊重センター 月刊
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56 専門店
57 大学時報 日本私立大学連盟 隔月刊
58 大学出版 大学出版部協会 季刊
59 ダ・ヴィンチ KADOKAWAメディアファクトリーブランド 月刊
60 たまごクラブ ベネッセコーポレーション 月刊
61 中央公論 中央公論新社 月刊
62 中小企業振興
63 DePOLA（でぽら） 全国過疎地域自立促進連盟 年２回刊
64 読書推進運動 読書推進運動協議会 月刊
65 図書 岩波書店 月刊
66 図書館雑誌 日本図書館協会 月刊
67 図書館車の窓 村田製作所 季刊
68 NARASIA Q 奈良県 不定期刊
69 にちぎん 日本銀行 季刊
70 日経Trendy 日経BP社 月刊
71 日経ヘルス
72 日展ニュース 日展 季刊
73 日本NPO学会ニューズレター 日本NPO学会 不定期刊
74 日本教育 日本教育会 月刊
75 日本銀行政策委員会月報 日本銀行 月刊
76 日本獣医師会雑誌 日本獣医師会 月刊
77 日本貿易会月報 日本貿易会 月刊
78 農業 大日本農会 月刊
79 博物館研究 日本博物館協会 月刊
80 ひよこクラブ ベネッセコーポレーション 月刊
81 婦人公論 中央公論新社 月２回刊
82 FRANEWS 水産総合研究センター 不定期刊
83 ふれあいらしんばん 内閣府政府広報室 不定期刊
84 文藝春秋 文藝春秋 月刊
85 防炎ニュース 日本防炎協会 季刊
86 ぼうさい 内閣府（防災担当） 季刊
87 ほうてらす 日本司法支援センター法テラス 季刊
88 Voters 明るい選挙推進協会 隔月刊
89 本郷 吉川弘文館 隔月刊
90 毎日夫人 毎日新聞社 月刊
91 MAMOR 扶桑社 月刊
92 南のつり 南のつり出版 月刊
93 未来 未来社 季刊
94 未来へげんき 日本原子力開発機構 季刊
95 MILK CLUB 中央酪農会議 季刊
96 民具マンスリー 神奈川大学日本常民文化研究所 月刊
97 民俗学研究所ニュース 成城大学民俗学研究所 季刊
98 mundi 国際協力機構 月刊
99 目で見るWHO 日本WHO協会 季刊
100 MORE 集英社 月刊
101 よみうりファミリー プリュ 読売新聞社 月刊
102 LION ライオンズクラブ国際協会 月刊
103 LAMER 日本海事広報協会 隔月刊
104 ランナーズ アールビーズ 月刊
105 ritokei 離島経済新聞社 不定期刊
106 RINYA 林野庁 月刊
107 歴史研究 歴研 月刊
108 歴博 国立歴史民俗博物館 隔月刊
109 Recrew 日本レクリエーション協会 月刊
110 老健 全国老人保健施設協会 月刊
111 （和歌山県立近代美術館）ＮＥＷＳ 和歌山県立近代美術館 不定期刊
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番号 雑誌名 発行所 発行頻度
1 奄美市議会だより 奄美市議会 不定期刊
2 奄美の風だより 奄美野生生物保護センター 不定期刊
3 奄美パークだより 奄美パーク 不定期刊
4 ありば 鹿児島県保健福祉部 年２回刊
5 憩 県文化振興財団 月刊
6 うしお 鹿児島県水産技術開発センター 不定期刊
7 えらぶ郷土研会報 えらぶ郷土研究会 不定期刊
8 大島郡医師会だより 大島郡医師会 年４回刊
9 大島病院広報誌「県病院だより」 県立大島病院 不定期刊
10 大原台 鹿児島県総合教育センター 不定期刊
11 学園通信 志學館学園 不定期刊
12 鹿工技ニュース 鹿児島県工業技術センター 季刊
13 かごしま県議会だより 鹿児島県議会 年２回刊
14 鹿児島県公立武道館協議会会報 鹿児島県公立武道館協議会 年１回刊
15 鹿児島県毎月推計人口調査結果 鹿児島県企画部統計課 月刊
16 鹿児島大学総合研究博物館ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ 鹿児島大学総合研究博物館 不定期刊
17 かごしまの教育 鹿児島県教育委員会 年２回刊
18 鹿大ジャーナル 鹿児島大学広報委員会 年３回刊
19 鹿博だより 鹿児島県立博物館 半年刊
20 共生・協働 鹿児島県共生・協働センター 年２回刊
21 草の花 草の花発行所 隔月刊
22 グラフかごしま 鹿児島県知事公室広報課 隔月刊
23 県政かわら版 県知事公室広報課 隔月刊
24 月刊奄美 南海日日新聞社 月刊
25 ざぼん ざぼん俳句会 月刊
26 自治研かごしま 鹿児島県地方自治研究所 年３回刊
27 てぃーたいむ 南日本新聞社 月刊
28 統計鹿児島 鹿児島県統計協会 月刊
29 南島文化研究所所報 沖縄国際大学南島文化研究所 年１回刊
30 ふくしのひろば 鹿児島県社会福祉協議会 隔月刊
31 文化かごしま 鹿児島県文化協会 年２回刊
32 法政大学沖縄文化研究所所報 法政大学沖縄文化研究所 年２回刊
33 埋文だより 鹿児島県埋蔵文化財センター 年３回刊
34 毎月勤労統計調査地方調査月報 県企画部統計課 月刊
35 まち色マガジン まちいろ編集局 不定期刊
36 屋久島通信 屋久島環境文化財団 不定期刊
37 らくら 沖縄タイムス 隔月刊
39 緑地 鹿児島県農業・農村振興協会 年３回刊
40 黎明 鹿児島県歴史資料センター黎明館 不定期刊
41 労働かごしま 県庁雇用労政課労政係 隔月刊

　　平成29年度　新聞一覧
番号 新聞名
1 南海日日新聞
2 奄美新聞
3 南日本新聞
4 沖縄タイムス
5 朝日新聞
6 毎日新聞
7 読売新聞
8 日本経済新聞
9 西日本スポーツ
10 産経新聞
11 朝日小学生新聞

※『月刊奄美』（南海日日新聞社刊）もあります。


