
雑　誌　一　覧

雑誌名 刊行 所蔵 内容 ジャンル

２５ans(ヴァンサンカン) 月刊 中央館４階 ワンランク上のエレガンススタイルを提案する、国際性豊かなクラスマガジン 女性誌

３分クッキング 月刊 中部地区図書館 豊かな食生活をめざす料理番組のテキスト 料理

＆ｈｏｍｅ（アンドホーム） 季刊 中央館４階 家づくりの豊富な実例やアイディアを紹介するインテリアハウジング誌 住宅

A AERA（アエラ） 週刊 東部地区図書館 「時代」をキーワードに独自の切り口で描くニュース週刊誌 週刊誌

Animage(アニメージュ) 月刊 中央館４階 日本のアニメの「いま」がわかる！アニメ雑誌のパイオニア アニメーション

an an(アン　アン） 週刊 中部地区図書館 芸能も占いもカバーするおしゃれなファッション週刊誌 女性誌

anglingFan (アングリングファン） 隔月刊 中央館５階 ビギナーからベテランアングラーまで楽しめる釣り雑誌 釣り

B Baby-mo（ベビモ） 季刊 西部地区図書館 赤ちゃんのいる生活をもっと楽しく過ごすための雑誌 育児

Begin(ビギン) 月刊 中部地区図書館 ファッション・時計・デジタルなど、敏感なグッズ情報満載の雑誌 男性誌

BE-PAL（ビーパル） 月刊 中部・阿寒 アウトドアライフマガジン アウトドア

BIRDER（バーダー） 月刊 中央館５階 日本で唯一のバードウォッチングマガジン。野鳥観察愛好者必携！ 鳥

Breakeaway （ブレイクアウェイ） 不定期 中央館５階 アイスホッケー情報誌 アイスホッケー

BRUTUS(ブルータス) 月2刊 中央館５階 ファッション、アート、FOOD、トラベル、本、映画…新しく、かつ深い特集を持つ雑誌 男性誌

C Carトップ 月刊 東部地区図書館 自動車情報マガジン 車

ＣａｓａＢＲＵＴＵＳ （カーサブルータス） 月刊 中部地区図書館 住む、食べる、着るなどの情報が満載のライフスタイル・マガジン 生活

CLASSY（クラッシー） 月刊 中央館４階 流行を取り入れた自分らしいスタイルを提供するライフスタイルマガジン 女性誌

CLUEL(クルーエル） 月刊 中央館４階 上品と上質がキーワード。スマートな女性のためのハイファッション誌 女性誌

COTTONTIME （コットンタイム） 隔月刊 中部地区図書館 布のある居心地のいい暮らしを楽しむためのハンドメイドマガジン 手芸

ＣＲＥＡ（クレア） 月刊 西部地区図書館 「欲張り女」が美しい。生活をより楽しくする女性誌 女性誌

D danctu（ダンチュウ） 月刊 中央館５階 20〜40代の、「食」にこだわる人のための情報誌 料理

ＤＩＭＥ（ダイム） 月刊 中央館５階
世の中を構成するあらゆるものをいろいろな角度から取材する、ビジネスマンのためのト
レンドマガジン

男性誌

E eclat(エクラ) 月刊 中央館４階 ４０代後半からのライフスタイルマガジン 女性誌

ELLEgurmet(エル・グルメ） 隔月刊 中央館５階 「食」が主役のライフスタイルマガジン 料理

ESSE（エッセ） 月刊 東部・音別 暮らしに役立つ女性のための生活情報誌 女性誌

F ｆａｕｒａ（ファウラ） 季刊 中央館５階・阿寒 北海道の自然を伝える写真雑誌
北海道
自然

G GOETHE(ゲーテ) 月刊 中部地区図書館 仕事を愛する洗練された男たちに向けた新しいライフスタイル誌 男性誌

ＧＯＬＦ ＴＯＤＡＹ （ゴルフトゥデイ） 月刊 中央館５階
最新のスイング理論やギア情報、トーナメント、ファッション、ショップ情報などのゴルフライ
フを楽しむための雑誌

ゴルフ

H ＨＥＲＳ（ハーズ） 月刊 中部地区図書館
40代後半からの本物を知っている女性たちへ。ファションからコスメ、インテリア、カル
チャーに至るまで、ビジュアルと内容で紹介する

女性誌

ＨＯ（ほ） 月刊 中央館５階・西部
北海道の旬な情報、おすすめスポットなどを、独自 の視点で紹介する北海道の総合情報
誌

北海道

HOUSING(ハウジング） 月刊 中部地区図書館
注文住宅を建てる人のために、豊富な商品情報と家づくりに関する各種のノウハウをまと
めた住宅情報雑誌

住宅

J JTB時刻表 月刊 中央館５階 JR各社の時刻表はもちろん、国内線航空各社の時刻表も正確に掲載 時刻表

K kodomoe（コドモエ） 隔月刊 中央館４階 MOEがつくる子どもにいいもの情報誌 育児

ku:nel(クウネル） 隔月刊 中央館５階 スロースタイルな食・インテリア・ライフスタイル情報誌 ライフスタイル

L Lala Begin(ララビギン) 隔月刊 西部地区図書館 こだわり派の女性の暮らしを充実させるモノ＆ファッション誌 女性誌

LDK(エルディーケー) 月刊 中央館４階 女性が使う様々な商品をテストし批評する雑誌 女性誌

M Ｍａｒｔ（マート） 月刊 中央館４階 主婦のための読者発生活情報マガジン 女性誌

MEN'S CLUB （メンズクラブ） 月刊 中央館５階 日本人にフィットする最も歴史ある正統派男性ファッション誌 男性誌

MEN'S NON-NO （メンズノンノ） 月刊 中部地区図書館 男性ファッション雑誌 男性誌

MONOQLO(モノクロ） 月刊 西部地区図書館 家電から食品、雑貨、薬品などあらゆるモノを批評する雑誌 モノ情報

MORE（モア） 月刊 中部地区図書館 若い女性のクオリティライフマガジン 女性誌

MOSTLY CLASSIC （モーストリー・クラシック）隔月刊 中央館５階 クラシック音楽をもっと楽しむための情報誌 音楽

Ｍｒ．ＰＣ（ミスターピーシー） 月刊 中央館５階 パソコンを使いこなすための話題＆便利なテクニックを掲載 パソコン

N
NATIONAL GIOGRAPHIC
（ナショナルジオグラフィック）

月刊 中央館５階
美しくて迫力に富む写真と徹底した取材から、人々の暮らしや文化、驚くべき科学的成果
を紹介

写真
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雑　誌　一　覧

雑誌名 刊行 所蔵 内容 ジャンル

Newsweek(ニューズウィーク) 日本版 週刊 中部地区図書館 ビジネスにライフスタイルに役立つナビゲーター誌 経済

NEWTON(ニュートン） 月刊 中央館５階 第一線の研究者に取材した正確でわかりやすいレポートの科学雑誌 科学

NHKきょうの健康 月刊 中央館４階・音別・阿寒 わかりやすく、確かな情報で最新の健康の話題を解説 健康

NHKきょうの料理 月刊 中央館４階・西部・中部 東部・阿寒楽しみながら料理の基礎と応用が学べる 料理

NHKきょうの料理ビギナーズ 月刊 中央館４階
おいしそう！ できそう！ つくってみよう！まったくの初めてさんにも、基礎から料理をやり
直したい人にもうれしい、やさしくて頼りになる「ていねいレシピ」

料理

NHK趣味の園芸 月刊 中央館４階・阿寒・音別 「園芸」の全ジャンルに渡る幅広い知識とノウハウを伝えます 園芸

NHK趣味の園芸やさいの時間 隔月刊 中央館４階 育てて楽しい、育てておいしいを伝える野菜の総合誌 園芸

NHKすてきにハンドメイド 月刊 中央館４階・西部・中部 東部・阿寒
編み物、ソーイング、キルト、粘土、ビーズ、フェルト、スケッチなど、ありとあらゆるハンド
メイドを紹介

手芸

NHK短歌 月刊 中央館６階 初心者にもよくわかる添削教室や実作の基本記事も充実 短歌

NHK俳句 月刊 中央館６階 巻頭名句、俳句紀行などで、豊かな俳句の世界が味わえます 俳句

nonno（ノンノ） 月刊 西部・阿寒 女性ファッション雑誌 女性誌

ＮｏｒｔｈＡｎｇｌｅｒ‘ｓ （ノースアングラーズ） 月刊 西部地区図書館 北海道エリアのルアー・フライを中心とした釣り総合誌 釣り

Number（ナンバー） 隔週刊 中央館５階 幅広く様々なスポーツを対象とした総合スポーツ誌 スポーツ

O oggi（オッジ） 月刊 東部地区図書館 ２０代後半からの女性のためのライフスタイル・ファッション誌 女性誌

P Pen（ペン） 月刊 中央館５階 「上質な 日常はすぐそこにある」をコンセプトに、さまざまな情報を発信する情報誌 男性誌

ＰＨＰ 月刊 阿寒
身も心も豊かになって、平和で幸福な生活をおくる方策を提案し、考えあう、人生の応援
誌

教養

ｐｏｒｏｃｏ（ポロコ） 月刊 中央館４階 札幌のグルメ・ショップ・エンタメ情報誌 北海道

POWER Watch (パワーウォッチ) 隔月刊 中央館５階 欲しい時計が必ず見つかる最強のバイヤーズガイド モノ情報

Pre-mo(プレモ) 季刊 西部地区図書館 「自分らしく」プレママ･ライフを過ごすための新しい雑誌 育児

Q Quilts Japan （キルトジャパン） 季刊 中央館４階 パッチワーク・キルトをもっと楽しみ、作って、学び、世界を広げる雑誌 手芸

R Replan(リプラン)北海道 季刊 中央館５階 進化する北海道の家が読んで楽しくわかる住宅誌 住宅

S Safari(サファリ) 月刊 西部地区図書館 男性のための総合ライフスタイル誌 男性誌

STORY（ストーリー） 月刊 西部地区図書館
ファッション、ビューティ、ヘルスなどの情報を掲載。40歳前後の女性のためのファッション
&生活誌

女性誌

Sweet(スウィート) 月刊 中央館４階 20代女性のファッション誌。おしゃれガールズの必須アイテム情報が満載 女性誌

T Tarzan（ターザン） 隔週刊 西部地区図書館
健康や自分の生活にこだわる知的で行動派の人々を対象に、カラダづくりの情報を提供
するライフスタイルマガジン

健康

THE21 月刊 中央館６階 時代を一歩先行くビジネスマンへ送る先見性豊かな情報誌 ビジネス

U UOMO(ウオモ) 月刊 中央館５階 30代後半〜40代の男性を対象とした、ファッション&ライフスタイルマガジン 男性誌

V VERY（ベリィ） 月刊 中部・阿寒 生活を豊かにする30代女性向けの生活誌 女性誌

WORLD SOCCER DIGEST 　(ワールドサッカーダイジェスト)隔週刊 中央館５階 初心者からマニアまで満足できる、独自企画満載のサッカー誌 サッカー

あ 安心 月刊 中部地区図書館 自分の体を自分で守り、いつまでも若さを保つための実用健康雑誌 健康

いいね 隔月刊 阿寒
ちいさなことでもひとつ新しくするだけで、毎日がフレッシュでたのしくなります。毎号ワン
テーマのみを扱うライフスタイル提案誌

生活

うかたま 季刊 中央館４階 食べることを中心にした健康な暮らしについて紹介する 食生活

美しいキモノ 季刊 中央館４階 着物を着る楽しさがより深まる、きもの専門誌 着物

栄養と料理 月刊 中央館４階・阿寒 栄養バランスの取れた料理を手伝います 料理

園芸ガイド 季刊 阿寒 花やハーブ、野菜を育て、楽しむガーデニングを美しい写真でお見せします 園芸

オール読物 月刊 中央館６階・西部 上質なエンタテイメント小説誌 小説

男の隠れ家 月刊 中央館５階 さまざまな角度から豊富な情報を網羅している「快適空間マガジン」 男性誌

おとなの週末 月刊 東部地区図書館 「食を愛する、街を楽しむ、旅に恋する」を毎号、大きな写真と見やすい文字で大特集 旅行

オレンジページ 隔週刊 西部・阿寒 暮らしがもっと楽しくなる生活便利マガジン 女性誌

か かがくのとも 月刊 中央館４階・西部・音別 幼児向け科学絵本雑誌 児童向

岳人 月刊 東部地区図書館 日本を代表する登山専門誌 登山

かぞくのじかん 季刊 西部地区図書館 子育て世代の 暮らす、育てる、働くを考えるファミリーマガジン 育児

家庭画報 月刊 中央館４階 衣食住、旅、文化など、夢と美を楽しむための内外の情報を展開する総合誌 女性誌
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雑　誌　一　覧

雑誌名 刊行 所蔵 内容 ジャンル

からだにいいこと 隔月刊 阿寒 キレイと健康に敏感な女性たちのための情報誌 健康

環境ビジネス 季刊 中央館５階 今だからこそ読んでおきたい環境推進のための実務誌 環境

キネマ旬報 月２刊 中央館５階 シネマライフのスタンダード誌 映画

クォリティ 月刊 中央館５階 政治・経済をはじめ北海道のすべてがわかる総合月刊誌 北海道

暮しの手帖 隔月刊 中央館４階・中部・阿寒 暮らしの中に役立つ情報を紹介している生活総合雑誌 生活

クロワッサン 隔週刊 西部・阿寒 おいしくて健康にいい食生活を基本に、家庭ですぐにでも参考になる記事がいっぱい 女性誌

群像 月刊 中央館６階 純文学の雄として、伝統を誇る月刊文芸誌 小説

芸術新潮 月刊 中央館５階・阿寒 幅広い読者を持つ代表的な芸術総合雑誌 芸術

螢雪時代 月刊 中央館４階 最新の入試情報と学力アップ策を毎月提供 受験

毛糸だま 季刊 中央館４階 着る喜び、編む編む楽しさを提案する編み物の雑誌 手芸

月刊クーヨン 月刊 東部地区図書館 子どもにとって本当に大切なことを考え、育児をするあなたを元気にする、育児雑誌 育児

月刊自家用車 月刊 中央館５階 新車のバイヤーズガイド誌 車

月刊MOE(モエ) 月刊 中央館４階・阿寒 大人向け絵本雑誌 絵本

健康 季刊 東部地区図書館 治せる、防げる、楽になる健康情報誌 健康

健康365 月刊 中央館４階・音別 体・脳・心が若返る人生応援マガジン 健康

子供の科学 月刊 中央館４階 小・中学生を対象にしたやさしい科学情報誌 児童向

こどものとも 月刊 中央館４階・阿寒・音別 常に日本の絵本界をリードし、出版し続けてきた絵本 児童向

こどものとも（少年版） 月刊 中央館４階・西部・阿寒 絵本に興味をもちはじめる2才から4才児に最適の月刊絵本 児童向

こどものとも（年中向） 月刊 中央館４階・阿寒 幅広い絵本の楽しさが味わえるバラエティーに富んだ内容の絵本 児童向

こどものとも0.1.2. 月刊 中央館４階・阿寒 赤ちゃんがいい気持ちになれる絵本 児童向

子どもの本棚 月刊 西部地区図書館 子どもの本の新刊案内や書評、子どもと本の出会いの場からの報告などを紹介する雑誌 絵本・児童書

この本読んで！ 季刊 中央館４階 "読みきかせ"や絵本の情報が盛りだくさん！ 絵本

ゴルフダイジェスト 月刊 阿寒 本格派ゴルファーのためのゴルフマガジン ゴルフ

碁ワールド 月刊 中央館６階 常に囲碁ファンの疑問に応える総合情報誌 囲碁

さ 財界さっぽろ 月刊 中央館５階・音別 北海道経済の最新情報を毎月発信している総合情報誌 経済

サライ 月刊 中部地区図書館 大人のための生活実用情報 生活

サンキュ 月刊 中部地区図書館 ３０代前半の主婦を中心とした生活情報誌 女性誌

サンデー毎日 週刊 中央館６階 日本の「ど真ん中中世代」を応援する、最も歴史のある総合週刊誌 週刊誌

実業界 月刊 中央館６階 ホットな経済情報をタイムリーに提供 経済

社会教育 月刊 中央館５階 生涯学習の時代をひらく、市民の手による社会教育総合誌 教育

ジャズ批評 隔月刊 中央館５階 楽しくバラエティに富んだ特集が話題のジャズ専門誌 音楽

週刊朝日 週刊 中央館６階・西部 ニュース、コラム、生活情報までカバーし、家族みんなで楽しめる総合週刊誌 週刊誌

週刊エコノミスト 週刊 中央館６階  鋭いニュースセンスと深みのある解説で、日本経済の真実を伝える本格派経済誌 週刊誌

週刊金曜日 週刊 中央館６階 人権、市民運動、護憲、平和、環境、身近な生活を考える、タブーのない硬派週刊誌 週刊誌

週刊新潮 週刊 中央館６階・中部 ゆるがぬ論調とあざやかな切り口で、変遷する社会の真実を裁断する本格派週刊誌 週刊誌

週刊ダイヤモンド 週刊 中央館６階
中堅管理職以上のビジネスマンを対象に、直接仕事に役立つ情報を提供するビジネス
リーダーの雑誌

週刊誌

週刊東洋経済 週刊 中央館６階
ビジネスリーダー向けに、日本企業情報のデファクトスタンダードを紹介する本格派総合
経済誌

週刊誌

週刊文春 週刊 東部地区図書館 週刊トピックスや長編ルポなど、知識層ビジネスマン向け情報を掲載する総合週刊誌 週刊誌

ジュニアエラ 月刊 中部地区図書館 小中学生向けに世の中のニュースをわかりやすく解説するニュースマガジン 社会

ジュリスト 月刊 中央館５階 法律問題を法律・実務の双方から客観的・専門的に掘り下げて解説 法律

ジュリスト増刊 不定期 中央館５階 法律問題を法律・実務の双方から客観的・専門的に掘り下げて解説 法律

将棋世界 月刊 中央館６階 プロ・アマ問わず将棋会のすべてがわかる将棋総合雑誌 将棋

小説現代 月刊 中部地区図書館 トップクラスの作家が登場する新鮮な小説雑誌 小説

3



雑　誌　一　覧

雑誌名 刊行 所蔵 内容 ジャンル

小説新潮 月刊 中央館６階 旬の作家の旬の作品を掲載し続ける文芸誌 小説

小説すばる 月刊 中央館６階 人気連載から、エッセイ&フォト、漫画、小説家の足跡や歴史まで、幅広く楽しめる小説誌 小説

小説宝石 月刊 中央館６階 推理、時代、恋愛などの読みきり小説を中心とする、大人向けの文芸誌 小説

新潮 月刊 中央館６階 現代日本文学の最先端を行き、高いクオリティを追求する文芸雑誌 小説

スクリーン 月刊 西部地区図書館 最新作・話題作などの情報満載、洋画雑誌 映画

素敵なあの人 月刊 西部地区図書館 60代からの「マチュア世代」に送るファッション&ライフスタイル誌 女性誌

すばる 月刊 中央館６階 良質な文芸を特集する総合誌 小説

住まいの設計 隔月刊 中央館４階 豊富な住宅実例とともに、住まいづくりに役立つ情報を満載した住宅専門誌 住宅

相撲 月刊 中部地区図書館 あらゆる相撲ファンのニーズに応える専門誌 相撲

スロウ 季刊 中央館５階・阿寒
北海道で暮らす私たちが、北国の暮らしや人、モノ、お話などを見つめ直し、楽しむため
の本

北海道

世界 月刊 中央館６階 現代の諸問題を世界的視野で論ずる総合雑誌 文芸

川柳展望 季刊 中央館６階 川柳誌 川柳

川柳マガジン 月刊 中央館６階 全国の川柳を網羅した業界唯一の総合雑誌 川柳

装苑 月刊 中央館４階 おしゃれに夢中な女の子を応援するファッション情報誌 女性誌

た ダイヤモンドZai 月刊 中央館６階 金融や投資の知識について誰にでもわかるように工夫した初心者のためのマネー誌 金融

ダヴィンチ 月刊 中央館６階・西部 新刊や話題の本とコミックを紹介する書籍情報誌 本

たくさんのふしぎ 月刊 中央館４階 子どもにはもちろん、おとなも楽しめる、身の回りのあらゆる”ふしぎ”にせまります 児童向

旅の手帖 月刊 中央館５階・東部 旅を「身近な気分転換」ととらえる旅行系情報誌 旅行

たまごクラブ 月刊 中央館４階 読者の実体験を取り入れた、妊娠生活アドバイスマガジン 育児

地域ケアリング 月刊 中央館５階
いのちと生活の質を支えるケアの知識・技術と、その基礎となる理論と情報を提供する総
合雑誌

福祉

ちいさな　かがくのとも 月刊 中央館４階 虫や葉っぱや石ころの気持ちを感じとる力を大切にしたかがく絵本。かがくのともの妹誌 児童向

中央公論 月刊 中央館６階 団塊世代などを対象に、世の通説・俗説にチャレンジする総合誌 文芸

チルチンびと 季刊 中央館５階
自分の生き方・暮らし方をはっきり持つ20代〜40代向けの、環境自然を考える生き方・住
まい総合情報誌

住宅

鉄道ジャーナル 月刊 中央館５階
交通政策や経済的、政治的な視点から鉄道界を見る記事で、鉄道関係全般の話題をグ
ラフで紹介

鉄道

天然生活 月刊 東部地区図書館 ナチュラルな暮らしを楽しむための生活情報誌 生活

ドゥーパ！ 月刊 中央館５階 生活に潤いをもたらす本格DIY情報マガジン 日曜大工

特選街 月刊 中央館５階 ベストの商品を探求するモノ情報＆生活経済誌 生活

な 七緒 季刊 東部地区図書館 ふだんの着物の楽しみを提案するまったく新しい着物の雑誌 着物

日経トレンディ 月刊 東部・音別 個人生活を刺激する流行情報誌 流行

日経PC21 月刊 東部地区図書館 必ず使える必ずわかる、ビジネスマンのパソコン誌 パソコン

日経エンタテイメント 月刊 中央館５階
映画・音楽・本・テレビを中心に全てのエンタテインメントのヒットがわかる流行情報マガジ
ン

エンタテイメント

日本古書通信 月刊 中央館６階
古書の販売や収集に役立つ実利的な記事をはじめ、古書愛好者や研究家・古書店主た
ちの知識や経験談、出版界・学界・図書館界のニュースなど毎号満載

カルチャー

日本児童文学 隔月刊 中央館４階 児童文学を通し、子ども世界を考える広場としての雑誌 児童文学

日本政策金融公庫調査月報 月刊 中央館５階 中小企業に関する調査研究の成果を分かりやすくタイムリーに発信する調査研究雑誌 ビジネス

は 俳句界 月刊 中央館６階 俳句総合誌 俳句

母の友 月刊 中央館４階 子どもに関わるすべての人へ。これからの子育てを提案 育児

ハルメク 月刊 中央館５階・東部 ５０代からの生き方・暮らしかた応援雑誌 女性誌

判例時報 月３刊 中央館５階 旬の重要判例・裁判例が掲載されており、法律で仕事をしている者には必読の雑誌 法律

美術手帖 月刊 中央館５階 美術の専門雑誌という枠組みにとらわれず、様々なジャンルを横断する斬新な内容 芸術

美人百花 月刊 中央館４階 よく働きよく遊ぶ、25歳からの女性向けファッション誌 女性誌

ひよこクラブ 月刊 中央館４階・中部 読者の実体験を取り入れた、育児と生活に役立つ情報を紹介する育児アドバイスマガジ 育児

婦人画報 月刊 東部・阿寒 豊かな｢衣食住」その先を楽しむための成熟世代への雑誌 女性誌

婦人公論 月２刊 西部・阿寒・音別 美しく年を重ねている女性たちのために豊かな艶めく生き方を提案 女性誌
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雑　誌　一　覧

雑誌名 刊行 所蔵 内容 ジャンル

婦人之友 月刊 中央館４階 生活を愛し、すべてのいのちの充実と成長を願う家族で楽しめる雑誌 女性誌

武道 月刊 中央館６階・音別 伝統の武道・歴史を紹介する総合武道文化雑誌 武道

プレジデント 月２刊 阿寒 現代の悩めるビジネスリーダーの「問題解決のバイブル」 ビジネス

文學界 月刊 中央館６階 数多くの芥川賞作家を輩出している代表的純文学雑誌 小説

文藝春秋 月刊 中央館６階・阿寒・音別
日本と世界の政治経済、社会問題を幅広く取り上げるほか、エッセー、小説なども多数掲
載する総合誌

文芸

ベースボールマガジン 月刊 東部地区図書館 テーマを絞った特集で野球ファンをうならせる専門誌 野球

別冊ジュリスト 不定期 中央館５階 さまざまな判例の中からとくに重要なものを選択し、整理、解説する 法律

別冊暮しの手帖 不定期 中央館４階
 「暮しの手帖」本誌から発展させたさまざまなテーマを取り上げ、使う側の目線でわかり
やすく紹介する

生活

星ナビ 月刊 中央館５階 星を楽しみ、星と遊ぶための星空のナビゲーションマガジン 天体

北海道じゃらん 月刊 中央館５階・東部 音別・阿寒国内旅行のツアーや旅館・ホテル情報、周辺の観光情報を提供する情報誌 旅行

北海道生活 隔月刊 中央館５階・西部 「移・食・住」をキーワードに、北海道の魅力を伝える情報誌 北海道

北方ジャーナル 月刊 中央館５階 時代を撃つ北の報道・論評誌 北海道

本の雑誌 月刊 中央館６階 書評とブックガイドを中心とした本の情報誌 本

ま 毎日が発見 月刊 中央館５階
「人生で今がいちばん、楽しい」が私たちの合言葉
役立つテーマが満載

生活

丸 月刊 中央館６階 過去、現在、そして未来の陸海空軍を完璧に網羅した総合雑誌 軍事

ミステリマガジン 隔月刊 中央館６階 海外ミステリの高級専門誌 小説

ミュージックマガジン 月刊 中央館５階 ロックを中心に世界の最新の音楽を鋭く評論 音楽

みんなの図書館 月刊 中央館５階 図書館問題研究会の機関紙 図書館

ムー 月刊 阿寒 UFO・超能力・古代文明・超科学・世界の不思議に挑戦する 趣味

モーリー 年２刊 中央館５階 北海道ネイチャーマガジン 北海道

モダンリビング 隔月刊 中央館４階 「住宅建築」と「インテリア」の住宅専門誌 住宅

モノ・マガジン 月２刊 中央館５階 流行や生活を端的に表す新製品情報を中心にあらゆるフィールドを紹介 男性誌

や 山と渓谷 月刊 中央館５階 山岳雑誌の決定版 登山

ゆうゆう 月刊 西部地区図書館 これからを力強く生きていく50代女性に向けての総合誌 女性誌

ら ランドネ 月刊 中央館５階 アクティブな女性のためのアウトドアマガジン アウトドア

旅行読売 月刊 中部地区図書館 「読んで楽しく、すぐに役立つ」旅の情報誌 旅行

リンネル 月刊 阿寒 ナチュナル好きな女子の「ふわっとやさしい暮らし＆おしゃれマガジン」。 女性誌

歴史街道 月刊 西部地区図書館 現代からの視点で日本や外国の歴史をビジュアルでカラフルな誌面とともに提供 歴史

レコード芸術 月刊 中央館５階 クラシックCD・LD・ビデオの総合情報誌 音楽

レタスクラブ 月刊 中央館４階 おいしい情報満載、奥様の強い味方 女性誌

論究ジュリスト 不定期 中央館５階 幅広い法分野、法事象を対象に核心に迫る理論考察を行う法律学究誌 法律
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