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としょかんの広場 

千葉や習志野に関する雑誌 

『ぐるっと千葉』 

（千葉県） 

出版社：ちばマガジン 

刊行頻度：月刊 

所蔵館：大久保・東習志野 

新習志野・谷津 

ジャンル：旅・鉄道 

 

 
『KIRACO（きらこ）』 

（習志野市） 

出版社：KIRACO 編集室 

刊行頻度：隔月刊 

所蔵館：全館 

ジャンル：生活 

 

最近、図書館の雑誌の切り取りが多発しています。次に読む方への迷惑になりますのでご遠慮ください。 

今回は大久保図書館で収集している雑誌を紹介します 

雑誌

大久保図書館で収集している雑誌（全１５１タイトル・５０音順） 

【一般向け雑誌】あ行 AERA (アエラ)  AERA with Kids(アエラウィズキッズ)  aff(あふ) ＆home(アンドホーム)  

一枚の絵 WEDGE(ウェッジ) VERY(ヴェリィ)  VOGUE(ヴォーグ)  ESSE(エッセ)  Air Line(エアライン)   

栄養と料理 S－F マガジン EMAC(エマック) 園芸ガイド 演劇ぶっく オール讀物 オレンジページ 音楽の友  

か行 会社四季報 科研費 NEWS Katsukura(カツクラ) 家庭画報 NHK ガッテン！ NHK きょうの健康  

NHK きょうの料理 KIRACO(きらこ) キルトジャパン 暮しの手帖 クロワッサン ぐるっと千葉 月刊碁ワールド  

月刊自家用車 月刊福祉 芸術新潮 現代詩手帖 現代の図書館 国立国会図書館月報 子どもと昔話 こどもとしょかん  

この本読んで！ ゴルフダイジェスト さ行 saita(咲いた)  SAPIO(サピオ) サライ サンデー毎日 散歩の達人 

THE21 週刊朝日 週刊現代 週刊新潮 週刊東洋経済 週刊文春 週刊ポスト NHK 趣味の園芸 将棋世界 小説新潮 

小説すばる 書斎の窓 CDジャーナル 四季の味 新潮  新潮４５ 新聞ダイジェスト ジュリスト JTB時刻表 自遊人 

スクリーン スティグマ NHK すてきにハンドメイド STORY(ストーリィ) 世界 Seventeen(セブンティーン) 壮快  

た行 短歌 DIME(ダイム) ダイヤモンド ZAi ダ・ヴィンチ dancyu(ダンチュウ)  CHANTO(ちゃんと) 中央公論 

Chio (チオ) つり人 鉄道ジャーナル TennisMagazine(テニスマガジン) 天然生活 東京ウォーカー 特選街 図書 

図書館の学校 図書館雑誌  ドゥーパ な行 ナショナルジオグラフィック日本版 Number(ナンバー)   

Newton(ニュートン) 日経Woman(ウーマン) 日経エンタテインメント 日経サイエンス 日経 TRENDY(トレンディ) 

日経パソコン 日経マネー 日本児童文学 non・no(ノンノ) は行 俳句 Housing Toribune(ハウジングトリビューン) 

母の友 ハルメク BACKSTAGE PASS(バックステージパス)  BE-PAL(ビーパル)  BISES(ビズ)  ビデオサロン 

フォトコン 婦人公論 フローリスト 武道 文学 文學界 文藝春秋 プレジデント Pre-mo(プレモ)  

ベースボールマガジン ベストカー Baby-mo(ベビモ) ぼうさい ま行 Mart(マート)   MAMOR(マモル)  

Mr.PC(ミスター・ピーシー)  水とともに  ミセス  未来 みんなの図書館 Men'ｓEx(メンズイーエックス)   

モーストリー・クラシック モーターサイクリスト MORE(モア) モダンリビング や行 野性時代  山と渓谷  

ら行 LA MER(ラメール) 旅行読売 LEE(リー) 歴史街道 歴博 わ行 ワールドサッカーダイジェスト  

【児童向け雑誌】 かがくのとも  子供の科学  こどものとも   こどものとも 0・1・2   こどものとも(年少版)   

こどものとも(年中向き)  たくさんのふしぎ  ちいさなかがくのとも 

 

雑誌の主な保存期間

（一部例外あり） 

週刊：１年 

月刊：２年 

隔月：３年 

季刊：５年 

 

雑誌の保存期間は次のとお

りです。（一部例外あり） 

週刊：１年  月刊：２年 

隔月：３年  季刊：５年 

 

習志野市の図書館では、全部で２７８タイトルの雑誌を

収集しており、そのうち大久保図書館では１５１タイトル

の雑誌を収集しています（平成２８年８月末現在）。市内の

図書館で所蔵している雑誌は、図書館のホームページで検

索し予約することができます。 

〈雑誌の貸出しと予約〉 

 最新号以外のバックナンバーは貸出ししています。な

お、バックナンバーの中でも古い号は書庫にしまって

いますので、御利用の際はお気軽に職員にお声をおか

けください。  

 雑誌の予約は発売日から受付しています。ホームペー

ジからの予約は、雑誌をコンピュータに登録後から可

能になりますので、お急ぎの場合は、カウンターまた

は電話でお申し込みください。 



 

 ◇◆イベントのご案内◆◇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 大久保図書館報 としょかんの広場 
                 第２7 号 (通巻６7 号) 
発行日：平成 2８年 9月１日 

編集・発行：習志野市立大久保図書館 

電 話：047-475-3213 

https://www.narashino-lib.jp 

 

祝日開館日：９月 1９日・２２日、１０月１０日 

おはなし会：９月７日・１４日・2１日・2８日 

１０月５日・1２日・１９日・２６日 

えほんのじかん：９月１４日、１０月 1２日 

図書館カレンダー（色の付いた日が休館日です） 

 

成人講座「中世の天皇家」を開催します 

天皇制という権力のあり方を平安・鎌倉・室町時

代から読み解きます。 
 

講 師：今谷 明氏 

（帝京大学特任教授・元都留文科大学学長） 

日 時：１０月２９日（土）午後２時から４時 

場 所：大久保公民館 

対 象：高校生以上の市民（在勤・在学可） 

定 員：先着４０人 

申込み：１０月２日（日）から大久保図書館で受付 

◇◆◇特集展示コーナーのご案内◇◆◇ 

ぬいぐるみのおとまり会を開催しました 

子ども講座「ぬいぐるみのおとまり会」を、

６月１８日（土）と７月２日（土）に開催しま

した。人気の講座のため、今年は開催数を増や

しました。子どもたちはお気に入りのぬいぐる

みと一緒におはなし会に参加。その後、ぬいぐ

るみだけが図書館におとまりしました。ぬいぐ

るみが図書館で過ごした様子をアルバムにし

て、お迎えのときにお渡ししました。大切なぬ

いぐるみとの思い出の１冊になったでしょう。 

『おなかがすく本 －深夜の読書にご用心－』（展示期間：９月３日～１０月６日） 
 

“食欲の秋”にちなみ、おいしい食べ物の描写がたっぷりの本を、小説とエッセイを中心

にご紹介します。夜中に読むとおなかがすいて眠れなくなってしまうかもしれませんので

ご注意を。 

児童向け講座「音ってなに？～実験してみよう あそんでみよう！～」 

音の実験と、鳴き声コップや風船電話などの科学 

あそびをします。 
 

講 師：増本 裕江氏（科学読物研究会） 

日 時：１０月１５日（土）午後２時から４時 

場 所：大久保公民館 

対 象：小学１年生～小学６年生 

持ち物：はさみ 

定 員：先着２０人 

申込み：９月１７日（土）から大久保図書館で受付 

 

夏休み子ども１日図書館員を開催しました 

 今年も７月から８月にかけての４日間で全８

回開催しました。計１４名の小学生がカウンタ

ーでの貸出・返却業務や、返架など、図書館の

業務を体験しました。いつも利用している子か

らは、「この本読んだことある！」「この言葉 

いつもカウンターで

言われるよ」といっ

た声が聞かれまし

た。普段とは一味違 

った図書館での体験 

ができたようです。 


