
 2017　学生用雑誌購読誌一覧

誌　　名 内　　容 参考URL 備　　考

文学 文芸 https://www.iwanami.co.jp/book/b274055.html ※現在、休刊中

文學界 文芸 https://www.fujisan.co.jp/product/2336/

文芸春秋 文芸 https://www.fujisan.co.jp/product/1281679597/ 増刊含む

中央公論 文芸 https://www.fujisan.co.jp/product/1643/

現代詩手帖 文芸（詩） https://www.fujisan.co.jp/product/817/

群像 文芸 https://www.fujisan.co.jp/product/627/

新潮 文芸 https://www.fujisan.co.jp/product/1265/

ユリイカ 文芸（詩・評論） https://www.fujisan.co.jp/product/1163539/

ダ・ヴィンチ 書評 https://www.fujisan.co.jp/product/1613/

現代思想 哲学・思想 https://www.fujisan.co.jp/product/816/

理想 哲学・思想 https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784650006995

思想 哲学・思想 https://www.fujisan.co.jp/product/1090/

ふらんす フランス総合 https://www.fujisan.co.jp/product/2309/

AERA ニュース https://www.fujisan.co.jp/product/25/

週刊金曜日 ジャーナリズム https://www.fujisan.co.jp/product/5723/

世界 ジャーナリズム https://www.fujisan.co.jp/product/1484/

ナショナル・ジオグラフィック 日本版 総合 https://www.fujisan.co.jp/product/1281679756/

Newsweek 日本版 国際ニュース https://www.fujisan.co.jp/product/5766/

Time: U.S. Edition. 国際ニュース https://www.fujisan.co.jp/product/1281679826/

ビッグイシュー日本版 総合・雇用問題 https://www.bigissue.jp/backnumber/

Posse 雇用問題 https://www.fujisan.co.jp/product/1281692431/

月刊福祉 福祉 https://www.fujisan.co.jp/product/782/

エコノミスト 経済 https://www.fujisan.co.jp/product/214/
過去1年分はデータベース「Japan Knowledge Lib」で利用できます。
http://japanknowledge.com/library/　→　「本棚」をクリック。

経済 経済 https://www.fujisan.co.jp/product/635/

経済セミナー 経済 https://www.fujisan.co.jp/product/1281679578/

日経ビジネス ビジネス https://www.fujisan.co.jp/product/1934/

週刊ダイヤモンド ビジネス https://www.fujisan.co.jp/product/5771/

法学セミナー 法律 https://www.fujisan.co.jp/product/1281679581/ 別冊含む

（時の法令） 法律 https://www.fujisan.co.jp/product/1833/ 新聞扱い

初等教育資料 教育 https://www.fujisan.co.jp/product/1248/

中等教育資料 教育 https://www.fujisan.co.jp/product/1281680124/

英語教育 教育 https://www.fujisan.co.jp/product/188/

教育 教育 https://www.fujisan.co.jp/product/515/

受験ジャ－ナル 就職
http://jitsumu.hondana.jp/search/g203.html?_ga=2.253827915.2115
627744.1508894184-366101930.1508894184

教員養成セミナー 就職（教職） https://www.fujisan.co.jp/product/1281681718/

月刊教職課程 就職（教職） https://www.fujisan.co.jp/product/536/

大学ランキング 大学情報 https://publications.asahi.com/ecs/detail/?item_id=17996

アサヒカメラ 写真専門 https://www.fujisan.co.jp/product/45/

美術手帖 美術総合 https://www.fujisan.co.jp/product/2196/ 増刊含む

デザインノート https://www.fujisan.co.jp/product/1281682700/

芸術新潮 美術総合 https://www.fujisan.co.jp/product/692/

太陽別冊 美術総合 https://www.fujisan.co.jp/product/1281683206/

演劇界 歌舞伎 https://www.fujisan.co.jp/product/1281679658/

キネマ旬報 映画 https://www.fujisan.co.jp/product/495/

音楽の友 クラシック総合 https://www.fujisan.co.jp/product/1281679619/

現代化学 化学総合 https://www.fujisan.co.jp/product/813/

文芸・思想

芸術

教育

法学

経済・ビジネス

ニュース・ジャーナリズム・社会

科学
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化学 化学総合 https://www.fujisan.co.jp/product/366/

科学 科学総合 https://www.iwanami.co.jp/kagaku/

Newton 科学総合 https://www.fujisan.co.jp/product/1991/ 別冊含む

日本の科学者 科学総合 http://www.jsa.gr.jp/04pub/

日経サイエンス 科学総合 https://www.fujisan.co.jp/product/1281682555/ 別冊含む

Scientific American. 科学総合 https://www.fujisan.co.jp/product/1281681796/

数理科学 科学総合 https://www.fujisan.co.jp/product/1399/ 別冊含む

遺伝 生命科学
http://www.nts-
book.co.jp/item/detail/summary/bio/20051225_42.html

こころの科学 精神科学・心理学 https://www.fujisan.co.jp/product/1281679577/ 「統合失調症のひろば」、増刊を含む。

そだちの科学 精神科学・発達障害 https://www.fujisan.co.jp/product/1281680666/

数学セミナ－ 数学 https://www.fujisan.co.jp/product/1281679579/

Annual Review of Physiology 生理学 http://www.annualreviews.org/
電子ジャーナルを利用できます。http://www.annualreviews.org/
（当該ページAnnual Reviewは、購読していないタイトルでも5年経過したものは利用可能）

日経ものづくり 技術専門情報 https://www.fujisan.co.jp/product/1281679743/

日経ソフトウェア https://www.fujisan.co.jp/product/1281679732/

情報の科学と技術 情報科学 https://www.jstage.jst.go.jp/browse/jkg/-char/ja/ 電子ジャーナルを利用できます。http://ci.nii.ac.jp/vol_issue/nels/AN10005857_ja.html

Wired https://www.fujisan.co.jp/product/1281691936/

現代農業 農業総合 https://www.fujisan.co.jp/product/819/
「ルーラル電子図書館」で電子ジャーナルを利用できます。
http://libd.ruralnet.or.jp/　（図書館HPからもアクセス可能）

季刊地域 http://kikanchiiki.net/

のらのら（旧・食農教育） 農業教育・食育 https://www.fujisan.co.jp/product/3068/
「ルーラル電子図書館」で電子ジャーナルを利用できます。
http://libd.ruralnet.or.jp/　　※現在、休刊中

BRUTUS https://www.fujisan.co.jp/product/2332/

CUT 総合 https://www.fujisan.co.jp/product/387/ 増刊号「bridge」、「H」 含む

an・an 総合 https://www.fujisan.co.jp/product/103/

日経WOMAN 総合 https://www.fujisan.co.jp/product/1926/

Sports Graphic Number スポーツ総合 https://www.fujisan.co.jp/product/3146/

山と渓谷 登山・アウトドア https://www.fujisan.co.jp/product/5812/ 別冊（「ロック＆スノー」「自転車人」「ヒュッテ」「屋久島ブック」「富士山ブック」など）含む

関東・東北じゃらん 旅行 https://www.fujisan.co.jp/product/1281681353/

栄養と料理 料理 https://www.fujisan.co.jp/product/197/

NHKきょうの料理ビギナーズ 料理 https://www.fujisan.co.jp/product/1281682073/

オレンジページ 生活一般 https://www.fujisan.co.jp/product/331/

日経エンタテインメント！ エンタメ総合 https://www.fujisan.co.jp/product/1281679710/

acute 盛岡情報誌 http://www.acutenet.co.jp/index.html

てくり 盛岡情報誌 http://tekuri.net/category/tekuri/

rakra 北東北エリア情報誌 http://www.rakra.jp/

パハヤチニカ 岩手県遠野情報誌 http://www.pahaya.info/

Standard 岩手のスポーツ https://www.fujisan.co.jp/product/1281691743/

とりら 岩手の芸能とくらし http://www.h3.dion.ne.jp/~iwagei/toriraindex.htm

北の文学 岩手の文芸 http://iwatebook.shop15.makeshop.jp/shopbrand/ct27/

工学

地域情報

趣味

女性誌

男性誌

農学
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