
ア タイトル 所蔵図書館 刊行頻度 出版者
Ｉ／Ｏ　（アイオー） 県立 敦賀 鯖江 月 工学社
あいち 県立 年 愛知県
アイデア 今立 季 誠文堂新光社

ＡＥＲＡ
県立 若狭Ｃ 福井 みどり 桜木 敦賀 小浜 大野 鯖江 越前市中
央 坂井 永平寺 高浜町中央 大飯 名田庄

週 朝日新聞出版

ＡＥＲＡ　Ｅｎｇｌｉｓｈ 越前市中央 季 朝日新聞出版
ＡＥＲＡ　ｗｉｔｈ　Ｋｉｄｓ 鯖江 春江 季 朝日新聞出版
アクアライフ 県立 春江 月 マリン企画
ＡＸＩＳ みどり 越前市中央 隔月 アクシス

週刊朝日
県立 若狭Ｃ 福井 みどり 桜木 敦賀 小浜 鯖江 金津 越前市中
央 丸岡 三国 春江 坂井 永平寺 河野 大飯

週 朝日新聞出版

アサヒカメラ 県立 みどり 敦賀 大野 勝山 鯖江 越前市中央 丸岡 南条 月 朝日新聞出版
ａｓｔａ 県立 月 ポプラ社
明日の友 県立 みどり 敦賀 鯖江 丸岡 春江 池田 隔月 婦人之友社
月刊アニメージュ 桜木 鯖江 越前市中央 丸岡 三国 春江 月 徳間書店
アニメディア 坂井 月 学研プラス
ＡＦＦ　（アフ） 県立 越前市中央 春江 月 農林水産省大臣官房
あまから手帖 美浜 月 クリエテ関西
ａｒ（アール） 上志比 月 主婦と生活社

ａｎ・ａｎ
県立 小浜 勝山 越前市中央 丸岡 三国 春江 坂井 越前町 高浜
町中央 大飯 名田庄 リブラ

週 マガジンハウス

アングリング・ソルト 鯖江 隔月 コスミック出版
安心 みどり 桜木 勝山 越前市中央 丸岡 三国 春江 越前町 大飯 月 マキノ出版
＆Ｐｒｅｍｉｕｍ 小浜 鯖江 春江 丸岡 月 マガジンハウス
＆ｈｏｍｅ 越前市中央 美浜 季 双葉社
アントレ 敦賀 季 リクルート

イ タイトル 所蔵図書館 刊行頻度 出版社
いいね 越前市中央　リブラ（図書扱） 隔月 クレヨンハウス

家づくりナビ
県立 福井 みどり 清水 敦賀 大野 金津 越前市中央 今立 三国
春江 坂井 名田庄

隔月 カラフルカンパニー

家の光 県立 大野 越前市中央 南条 織田 パレア 月 家の光協会
囲碁講座：ＮＨＫテレビテ
キスト

三国 名田庄 月 ＮＨＫ出版

囲碁未来 若狭Ｃ 月 日本棋院
ｉｊｕ　ｉｎｆｏ 県立 季 全国農業会議所
一個人 県立 福井 みどり 桜木 今立 丸岡 三国 宮崎 月 ＫＫベストセラーズ
一枚の繪 県立 敦賀 丸岡 月 一枚の繪
田舎暮らしの本 県立 桜木 池田 月 宝島社
いぬのきもち 鯖江 越前市中央 丸岡 三国 春江 月 ベネッセコーポレーション
ＩＬＬＵＳＴＲＡＴＩＯＮ
（イラストレーション）

鯖江 隔月 玄光社

ＥＮＧＬＩＳＨ　ＪＯＵＲＮＡＬ 若狭Ｃ 福井 みどり 美浜 月 アルク
ＩｎＲｅｄ 桜木 越前市中央 春江 坂井 上志比 大飯 月 宝島社

ウ タイトル 所蔵図書館 刊行頻度 出版社
Ｗｉｔｈ 県立 福井 小浜 大野 鯖江 金津 坂井 永平寺 高浜町青郷分館 月 講談社
月刊ＷｉＬＬ 県立 越前市中央 月 ワック出版
ＷＥＤＧＥ 県立 月 ウェッジ
Ｗｅｂ　Ｄｅｓｉｇｎｉｎｇ 越前市中央 月 毎日コミュニケーション
Ｕｏｍｏ 丸岡 パレア 月 集英社

うかたま
福井 小浜 大野 鯖江 金津 越前市中央 春江 池田 南条 今庄 名
田庄

季 農山漁村文化協会

潮 県立 月 潮出版社
美しいキモノ 県立 みどり 桜木 敦賀 鯖江 越前市中央 三国 春江 坂井 南条 季 ハースト婦人画報社
馬の科学 県立 季 日本中央競馬会

月刊ＵＲＡＬＡ
県立 若狭Ｃ 福井 みどり 清水 桜木 美山 敦賀 小浜 大野 勝山
鯖江 芦原 金津 越前市中央 今立 丸岡 三国 春江 坂井 永平寺
永平寺館 池田 南条 今庄 河野 越前町 織田 美浜 大飯 リブラ

月 ウララコミュニケーションズ

運転協会誌 県立 月 日本鉄道運転協会
運輸と経済 県立 月 運輸調査局

エ タイトル 所蔵図書館 刊行頻度 出版社
月刊ＡＩＲＬＩＮＥ 県立 桜木 月 イカロス出版
ＡＥＡＪ 県立 季 日本アロマ環境協会
ＡＣＥ 県立 月 日本土木工業協会
ＡＶ　ＲＥＶＩＥＷ みどり 隔月 音元出版
ＡＦＣフォーラム 県立 月 日本政策金融公庫農林水産事業本部

英語教育 県立 月 大修館書店

栄養と料理
県立 若狭Ｃ 福井 みどり 桜木 敦賀 鯖江 金津 越前市中央 丸
岡 三国 春江 坂井 永平寺 上志比 パレア

月 女子栄養大学出版部

ＥＸＰＥＲＴ　ＮＵＲＳＥ 若狭Ｃ 春江 月 照林社
ｅｃｌａｔ　（エクラ） 桜木 鯖江 三国 月 集英社

県内公共図書館　所蔵雑誌一覧

　県内公共図書館が所蔵している雑誌を50音順に並べました。(平成30年4月末現在)。
　各図書館のＨＰも併せてご確認ください。



Ｅｃｏ ＆ ＣＳＲ ｎａｖｉ（エコ&
社会貢献活動誌）

県立 年 ブレインズ・ネットワーク

週刊エコノミスト
県立 若狭Ｃ 福井 みどり 桜木 敦賀 勝山 大野 越前市中央 永
平寺

週 毎日新聞社

ＳＥＣ ｊｏｕｒｎａｌ 県立 季 情報処理推進機構
ＳＦ（sports facilities） 県立 月 体育施設出版
ＳＦマガジン 県立 みどり 月 早川書房

ＥＳＴＲＥＬＡ（エストレーラ） 県立 月 統計情報研究開発センター

ＥＳＳＥ
県立 福井 みどり 清水 敦賀 小浜 大野 鯖江 芦原 金津 越前市
中央 今立 丸岡 三国 春江 坂井 永平寺 河野 越前分館 美浜 大
飯

月 フジテレビジョン

絵手紙 敦賀 月 日本絵手紙協会
ＮＨＫ技研Ｒ＆Ｄ 県立 月 日本放送協会放送技術研究所

NHKガッテン！
桜木 小浜 勝山 鯖江 金津 越前市中央 丸岡 三国 春江 坂井 永
平寺館 名田庄

季 主婦と生活社

ＮＨＫ短歌 小浜 越前市中央 名田庄 月 ＮＨＫ出版
ＮＨＫのおかあさんといっ
しょ

小浜 勝山 三国 春江 隔月 講談社

ＮＨＫ俳句 小浜 越前市中央 月 ＮＨＫ出版
ＮＴＴ技術ジャーナル 県立 月 電気通信協会
季報エネルギー総合工学 県立 季 エネルギー総合工学研究所
エネルギーレビュー 県立 月 エネルギーレビューセンター
ＦＦＩジャーナル 県立 月 ＦＦＩジャーナル編集委員会
FQ JAPAN 桜木 季 アクセスインターナショナル
ＭＪ　無線と実験 県立 越前市中央 月 誠文堂新光社
ＭｄＮ（エムディエヌ） 越前市中央 坂井 月 インプレス
ＬＲＧ 県立（図書扱） 越前市中央 季 アカデミック・リソース・ガイド
ＥＬＬＥ　ＪＡＰＯＮ 県立 桜木 月 ハースト婦人画報社
エルダー 県立 月 高齢・障害者雇用支援機構 
LDK(エルディーケィ) 小浜 丸岡 三国 月 晋遊舎
ＥＬＬＥ　ＤＥＣＯ（エルデ
コ）

若狭Ｃ 敦賀 越前市中央 今立 隔月 ハースト婦人画報社

ＥＬＬＥ　ｇｏｕｒｍｅｔ（エル
グルメ）

春江 今立
隔月(8
月は休

刊)
ハースト婦人画報社

園芸ガイド 県立 桜木 敦賀 越前市中央 坂井 池田 季 主婦の友社
演劇界 県立 みどり 桜木 敦賀 越前市中央 月 演劇出版社
園と家庭をむすぶ　げ・
ん・き

大野 隔月 エイデル研究所

えんぶ(旧:演劇ぶっく) 若狭Ｃ みどり 越前市中央 隔月 えんぶ
オ タイトル 所蔵図書館 刊行頻度 出版社

大相撲ジャーナル 鯖江 月 アプリスタイル
ＯＣＥＡＮＳ パレア 月 インターナショナルラグジュアリーメディア

おそい・はやい・ひくい・た
かい

若狭Ｃ 隔月 ジャパンマシニスト社

Ｏｇｇｉ 鯖江 越前市中央 三国 春江 月 小学館
男の隠れ家 県立 福井 みどり 春江 永平寺館 月 三栄書房
大人のおしゃれ手帖 春江 上志比 月 宝島社
大人のおしゃれ手帖 大飯 月 宝島社
おとなの週末 福井 桜木 敦賀 小浜 春江 月 講談社
おとなの健康 若狭Ｃ 季 オレンジページ
オートバイ 県立 月 モーターマガジン社
おはよう２１ 大野 鯖江 越前市中央 月 中央法規出版
ＯＨＭ 県立 福井 月 オーム社
おりがみ 若狭Ｃ みどり 清水 桜木 敦賀 越前市中央 丸岡 月 日本折紙協会

オール讀物
県立 若狭Ｃ 福井 みどり 桜木 敦賀 大野 勝山 鯖江 越前市中
央 丸岡 三国 春江 永平寺 パレア

月 文藝春秋

オレンジページ

県立 福井 みどり 清水 桜木 美山 小浜 大野 勝山 鯖江 芦原 金
津 越前市中央 今立 丸岡 三国 春江 坂井 永平寺 永平寺館 池
田 南条 今庄 河野 越前町 織田 宮崎 美浜 高浜町中央 大飯 名
田庄 リブラ

月２回 オレンジページ

オレンジページ　クッキン
グ

南条 年４回 オレンジページ

音楽と人 桜木 南条 月 音楽と人
音楽の友 県立 みどり 鯖江 越前市中央 美浜 パレア 月 音楽之友社

カ タイトル 所蔵図書館 刊行頻度 出版社
ＣＡＲ　ＡＮＤ　ＤＲＩＶＥＲ 南条 月２回 ダイヤモンド社
海外漁業協力 県立 年３回 海外漁業協力財団
海外事情 県立 月 拓殖大学海外事業研究所
会計検査研究 県立 年２回 会計検査院
外国の立法 県立 季 国立国会図書館調査及び立法考査局

介護ビジョン 桜木 月 日本医療企画
月刊介護保険 県立 月 法研

会社四季報
県立 福井 みどり 桜木 敦賀 小浜 大野 勝山 越前市中央 今立
春江

季 東洋経済新報社

会社四季報　［ワイド版］ 若狭C　鯖江 季 東洋経済新報社



会社四季報　未上場会社
版

県立 年２回 東洋経済新報社

海洋 若狭Ｃ 年５回 海洋会
海洋と生物 若狭Ｃ 隔月 生物研究社
科学 県立 桜木 敦賀 月 岩波書店
化学 若狭Ｃ 月 化学同人
化学工業 県立 月 化学工業社
科学史研究 県立 季 日本科学史学会
化学と生物 県立 月 日本農芸化学会

かがくのとも
県立 若狭Ｃ 福井 みどり 桜木 清水 敦賀 大野 勝山 鯖江 越前
市中央 丸岡 春江 坂井（図書扱）永平寺 今庄 越前分館 美浜
(図書扱) 高浜町中央 大飯 名田庄

月 福音館書店

学術の動向 県立 月 日本学術協力財団
岳人 若狭Ｃ みどり 桜木 勝山 永平寺館 月 東京新聞出版局
學燈 みどり 季 丸善
カーグラフィック 敦賀 月 カーグラフィック

Ｃａｓａ　ＢＲＵＴＵＳ
県立 みどり 敦賀 鯖江 越前市中央 今立 三国 丸岡 春江 美浜
高浜町中央

月 マガジンハウス

ＫＡＺＩ 若狭Ｃ 敦賀 月 舵社
果実日本 県立 月 日本園芸農業協同組合連合会

河川 県立 月 日本河川協会
かぞくのじかん みどり 清水 桜木 鯖江 越前市中央 春江 坂井 池田 季 婦人之友社
花鳥 県立（郷） 福井 月 花鳥発行所
かつくら 鯖江 越前市中央 季 新紀元社
月刊学校教育相談 県立 月 ほんの森出版
学校図書館 県立 福井 月 全国学校図書館協議会
ＣＵＴ 桜木 永平寺 南条 月 ロッキング・オン

家庭画報
県立 若狭Ｃ 福井 みどり 桜木 美山 敦賀 大野 勝山 金津 越前
市中央 今立 三国 春江 坂井 河野 高浜町中央 大飯

月 世界文化社

ガーデン＆ガーデン 桜木 春江 永平寺 季 エフジー武蔵
家電批評 桜木 勝山 三国 坂井 丸岡 月 晋遊舎
華道 県立 福井 月 華道家元池坊編集室
金澤 桜木 芦原 月 金沢倶楽部
ガバナンス 県立 越前市中央 月 ぎょうせい
ｃａｆｅ　ｓｗｅｅｔｓ パレア 月 柴田書店
ＣＡＲトップ 丸岡 月 交通タイムス社
CAFERES(旧：Cafe &
Restaurant)

桜木 月 旭屋出版

ＣＡＲ　ＭＡＧＡＺＩＮＥ 敦賀 月 ネコ・ﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ
からだにいいこと 小浜 丸岡 上志比 池田 宮崎 パレア 月 祥伝社
ガルヴィ 大野 春江 隔月 実業之日本社
眼鏡 県立 月 眼鏡光学出版
かんきょうかがくえほん 県立 月 学研教育みらい
環境と公害 県立 季 岩波書店
観光とまちづくり 県立 桜木 季 日本観光協会
看護技術 県立 月 メヂカルフレンド社
関西ウォーカー 小浜 鯖江 高浜町中央 内浦分館 大飯 月２回 KADOKAWA
関西・中国・四国じゃらん 小浜 月 リクルート

キ タイトル 所蔵図書館 刊行頻度 出版社
機械設計 県立 月 日刊工業新聞社
企業実務 桜木 越前市中央 月 日本実業出版社
企業診断 県立 桜木 月 同友館
企業と知的財産 県立 不定期 日本科学振興財団
技術士 県立 月 日本技術士会
きずな 県立 月 車両整備協会
ＧＵＩＴＥＲ　ＭＡＧＡＺＩＮＥ 敦賀 鯖江 月 リットーミュージック
キネマ旬報 県立 若狭Ｃ 桜木 敦賀 鯖江 越前市中央 美浜 高浜町中央 月２回 キネマ旬報社
木の建築 県立 年３回 風土社
ＣＡＰＡ 鯖江 高浜町中央 月 学研マーケティング
キャパシティ 県立 月 ゼネラル企画
ＣａｎＣａｍ 桜木 坂井 月 小学館
教育 県立 月 国土社
教育ジャーナル 県立 越前市中央 月 学研教育みらい
季刊教育法 県立 季 エイデル研究所
行政＆情報システム 県立 月 行政情報システム研究所
月刊京都 県立 月 白川書院
共同参画 県立 月 内閣府

きょうの健康：ＮＨＫテレビ
テキスト

県立 若狭Ｃ 福井 みどり 清水 桜木 美山 敦賀 小浜 大野 鯖江
芦原 越前市中央 今立 丸岡 三国 春江 坂井 永平寺 南条 今庄
河野 織田 宮崎 美浜 高浜町中央 大飯 パレア

月 ＮＨＫ出版

きょうの料理：ＮＨＫテレビ
テキスト

県立 若狭Ｃ 福井 みどり 清水 桜木 美山 敦賀 小浜 大野 勝山
鯖江 芦原 金津 越前市中央 今立 丸岡 三国 春江 坂井 永平寺
今庄 河野 越前町 織田 美浜 高浜町中央 大飯 名田庄 リブラ

月 ＮＨＫ出版

きょうの料理ビギナーズ：
ＮＨＫテレビテキスト

県立 桜木 鯖江 金津 越前市中央 丸岡 三国 坂井 永平寺館 河
野

月 ＮＨＫ出版

キルトジャパン みどり 大野 越前市中央 春江 季 日本ヴォーグ社



金属 県立 月 アグネ技術センター
近代建築 みどり 月 近代建築社
近代食堂 県立 敦賀 月 旭屋出版
近代盆栽 桜木 敦賀 月 近代出版
金融研究 県立 季 日本銀行金融研究所
週刊金曜日 若狭Ｃ みどり 敦賀 鯖江 越前市中央 今立 週 金曜日

ク タイトル 所蔵図書館 刊行頻度 出版社
ｋｕ：ｎｅｌ（クウネル） みどり 越前市中央 三国 永平寺 池田 今庄 高浜町内浦分館 隔月 マガジンハウス
月刊　Ｇｏｏｄｓ　Ｐｒｅｓｓ 大飯 パレア 月 徳間書店

月刊クーヨン
若狭Ｃ みどり 桜木 敦賀 勝山 越前市中央 丸岡 三国 春江 坂
井 永平寺館 池田 今庄 越前町 織田 美浜 高浜 名田庄 パレア

月 クレヨンハウス

Ｃｌａｓｉｓｍ（クラシズム） 県立 敦賀 名田庄 季 ゆめディア

暮しの手帖
県立 若狭Ｃ 福井 みどり 清水 桜木 美山 敦賀 小浜 大野 勝山
鯖江 芦原 金津 越前市中央 今立 丸岡 三国 春江 今庄 河野 越
前町 美浜 高浜町内浦分館 名田庄 リブラ(1年後図書扱)

隔月 暮しの手帖社

ＣＬＡＳＳＹ　（クラッシィ） 福井 敦賀 名田庄 リブラ 月 光文社
Ｃｌｕｂｉｓｍ　（クラビズム） 県立 福井 桜木 大野 鯖江 越前市中央 丸岡 坂井 永平寺 月 金沢倶楽部
Ｃｌara　（クララ） みどり 桜木 月 新書館
ＣＲＵＩＳE 桜木 越前市中央 隔月 海事プレス社
ＣＲＥＡ 福井 パレア 月 文藝春秋
ＣＲＥＡ　Ｔｒａｖｅｌｌｅｒ（クレア
トラベラー）

桜木 越前市中央 三国 季 文藝春秋

ＧＬＯＷ（グロー） 勝山 三国 月 宝島社
クローバー 県立 越前市中央 今立 季 ジェイ・ブロード
ＧＬＯＢＡＬ　ＥＤＧＥ 県立 季 電源開発
クロワゼ 桜木 季 新書館

クロワッサン
若狭Ｃ みどり 清水 桜木 敦賀 勝山 鯖江 金津 越前市中央 丸
岡 三国 春江 坂井 永平寺 池田 南条 越前町 織田 美浜 高浜町
中央 名田庄 リブラ

月２回 マガジンハウス

軍事研究 県立 月 ジャパン・ミリタリーレビュー
群像 県立 福井 みどり 敦賀 鯖江 越前市中央 丸岡 月 講談社

ケ タイトル 所蔵図書館 刊行頻度 出版社
月刊ケアマネジメント 桜木 月 環境新聞社
経 県立 月 ダイヤモンド社
経営者通信 県立 隔月 幕末
経済界 県立 福井 月 経済界
経済研究 県立 季 岩波書店
経済産業統計 県立 月 経済産業調査会
経済セミナー 県立 みどり 隔月 日本評論社
経済調査研究レビュー 県立 半年 経済調査会
経済統計研究 県立 季 経済産業統計協会

芸術新潮
県立 福井 みどり 桜木 敦賀 小浜 大野 勝山 鯖江 越前市中央
丸岡 三国 春江 永平寺 越前町 織田 高浜町中央 パレア

月 新潮社

蛍雪時代　増刊・臨時増
刊

県立 若狭Ｃ 敦賀 不定期 旺文社

毛糸だま 福井 桜木 季 日本ヴォーグ社
激流 県立 月 国際商業出版

結婚ｓａｎｋａ（北陸版）
県立 福井 みどり 清水 敦賀 芦原 金津 越前市中央 今立 三国
春江 坂井 上志比 今庄 河野 名田庄

季 ＫＣＣ

GOETHE（ゲーテ） 福井 永平寺館 月 幻冬舎
Ｇｅｔ　Ｎａｖｉ 三国 春江 小浜 高浜町中央 月 学研プラス
健康 福井 みどり 敦賀 春江 高浜町青郷分館 月 主婦の友インフォス情報社
健康３６５ 県立 月 エイチアンドアイ
県広報とやま 県立 月 富山県
原子力文化 県立 月 日本原子力文化振興財団
週刊現代 三国 河野 リブラ 週 講談社
現代化学 県立 桜木 月 東京化学同人
現代思想 若狭Ｃ 福井 桜木 月 青土社
現代詩手帖 県立 若狭Ｃ みどり 鯖江 月 思潮社

現代農業
県立 若狭Ｃ みどり 清水 敦賀 大野 勝山 鯖江 越前市中央 今
立 坂井 永平寺 池田 南条 今庄 大飯 名田庄 パレア（1年後図
書扱） リブラ（1年後図書扱）

月 農山漁村文化協会

現代の図書館 県立 みどり 越前市中央 春江 季 日本図書館協会
現代林業 県立 池田 月 全国林業改良普及協会
建築コスト研究 県立 季 建築コスト管理システム研究所 

コ タイトル 所蔵図書館 刊行頻度 出版社
公営企業 県立 月 地方財務協会
航空技術 県立 月 日本航空技術協会
航空情報 敦賀 月 酣燈社
航空と文化 県立 年２回 日本航空協会
航空ファン 若狭Ｃ 越前市中央 丸岡 月 文林堂
高校サッカーダイジェスト 丸岡 不定期 日本スポーツ企画出版社
考古学ジャーナル 県立 敦賀 月 ニュー・サイエンス社
皇室 県立 敦賀 大野 越前市中央 丸岡 三国 季 扶桑社
公衆衛生 県立 月 医学書院
工場管理 県立 月 日刊工業新聞社



更正保護 県立 月 日本更正保護協会
厚生労働 県立 月 中央法規出版
交通科学 県立 年２回 大阪交通科学研究会
広報 県立 月 日本広報協会
月刊広報会議 桜木 月 宣伝会議
公募ガイド 桜木 月 公募ガイド社
交流ふくい 県立 桜木 年３回 福井県国際交流協会
国語国文 県立 月 中央図書出版
国語と国文学 県立 月 明治書院
国際開発学研究 県立 半年 拓殖大学国際開発研究所
国際人流 桜木 月 入管協会
国際文化研修 県立 季 全国市町村国際文化研究所
国土交通 県立 隔月 国土交通省大臣官房
国立国会図書館月報 県立 越前市中央 月 国立国会図書館
ＧＯＧＧＬＥ　（ゴーグル） 福井 隔月 モーターマガジン社
湖国と文化 県立 季 滋賀県文化振興事業団
こころ 敦賀 大野 隔月 平凡社
こころの科学 県立 若狭Ｃ 越前市中央 隔月 日本評論社
個人企業経済調査報告
動向編

県立 季 総務省統計局

古代史の海 県立（図書扱） 大野 季 季刊「古代史の海」の会
コーチング・クリニック 大野 月 ベースボール・マガジン社
ＣＯＴＴＯＮ　ＴＩＭＥ 三国 春江 坂井 美浜 大飯 名田庄 隔月 主婦と生活社
コットンフレンド 三国 上志比 季 ブティック社
kodomoe（コドモエ） 敦賀 芦原 越前市中央 春江 池田 南条 名田庄 隔月 白泉社

こどもとしょかん
県立 若狭Ｃ 福井 みどり 桜木 敦賀 鯖江 丸岡 美浜 越前市中
央

季 東京子ども図書館

子どもと読書 鯖江 越前市中央 丸岡 隔月 親子読書地域文庫全国連絡会
季刊こどもと本 県立（図書扱） みどり 季 子ども文庫の会
子どもと昔話 県立（図書扱） 桜木 敦賀 季 小澤昔ばなし研究所

子供の科学
県立 若狭Ｃ 福井 みどり 桜木 鯖江 越前市中央 丸岡 春江 パレ
ア（1年後図書扱）

月 誠文堂新光社

こどものとも
県立 若狭Ｃ 福井 みどり 清水 桜木 敦賀 大野 勝山 鯖江 越前
市中央 今立 丸岡（図書扱） 三国 春江 坂井（図書扱） 永平寺
池田 今庄 河野 美浜(図書扱) 高浜町中央

月 福音館書店

こどものとも　０・１・２
県立 若狭Ｃ 福井 みどり 清水 桜木 敦賀 小浜 鯖江 金津（図書
扱） 越前市中央 丸岡(図書扱) 三国 春江 坂井(図書扱) 宮崎(図
書扱) 美浜(図書扱) 高浜町中央 パレア（1年後図書扱）

月 福音館書店

こどものとも　年少版
県立 若狭Ｃ 福井 みどり 清水 桜木 敦賀 大野 鯖江 芦原 越前
市中央 今立 三国 春江 坂井（図書扱） 永平寺館 池田 美浜(図
書扱) 高浜町中央 大飯

月 福音館書店

こどものとも　年中向き
県立 若狭Ｃ 福井 みどり 清水 桜木 敦賀 大野 鯖江 越前市中
央 丸岡 三国（図書扱） 春江 坂井（図書扱） 美浜(図書扱) 高浜
町中央

月 福音館書店

こどもの本 県立 みどり 越前市中央 春江 月 日本児童図書出版協会
子どもの本棚 県立 みどり 鯖江 越前市中央 月 日本子どもの本研究会
ことりっぷマガジン 鯖江 丸岡 名田庄 季 昭文社

この本読んで
県立（図書扱） 若狭Ｃ 敦賀 金津 越前市中央 丸岡 三国 春江
坂井 美浜（図書扱）

季 出版文化産業振興財団

コミュニティ 県立 年２回 地域社会研究所
古文書研究 県立 年２回 日本古文書学会
ゴルフクラシック 大飯 月 日本文化出版

ゴルフダイジェスト
若狭Ｃ みどり 敦賀 勝山 越前市中央 三国 坂井 永平寺 南条
美浜 パレア

月 ゴルフダイジェスト社

週刊ゴルフダイジェスト 県立 敦賀 週 ゴルフダイジェスト社
ゴルフトゥデイ 福井 桜木 月 三栄書房
月刊碁ワールド 県立 福井 みどり 桜木 敦賀 大野 勝山 鯖江 越前市中央 丸岡 月 日本棋院
昆虫と自然 県立 敦賀 月 ニューサイエンス社
Ｃｏｍｐａｓｓ 県立 季 リックテレコム

サ タイトル 所蔵図書館 刊行頻度 出版社
Ｓｃｉｅｎｃｅ Ｗｉｎｄｏｗ 春江 季 科学技術振興機構
財界 桜木 隔週 財界研究所
菜果フォーラム 県立 越前市中央 季 一般社団法人日本青果物輸入安全推進協会

ＣＹＣＬＥ　ＳＰＯＲＴＳ 福井 敦賀 月 八重洲出版
ｓａｉｔａ 小浜 越前市中央 越前町 隔週 セブン＆アイ出版
ＺＡＩＴＥＮ 県立 月 財界展望新社
サッカーダイジェスト 桜木 丸岡 隔週 日本スポーツ企画出版社
サッカーマガジン 県立 敦賀 勝山 越前市中央 美浜 月 ベースボール・マガジン社
週刊ザ・テレビジョン 敦賀 勝山 越前市中央 永平寺 週 角川マーケティング
茶道雑誌 県立 月 河原書店
ＴＨＥ　２１ 県立 若狭Ｃ みどり 桜木 三国 春江 月 ＰＨＰ研究所
ＳＡＶＶＹ　（サヴィ） 敦賀 小浜 大飯 月 京阪神ｴﾙﾏｶﾞｼﾞﾝ社
ＳＡＰＩＯ 県立 福井 敦賀 月 小学館

サライ
県立 若狭Ｃ 福井 桜木 清水 敦賀 大野 勝山 鯖江 芦原 越前市
中央 今立 丸岡 三国 春江 坂井 永平寺 池田 今庄 河野 越前町
織田 美浜 高浜町青郷分館 名田庄

月 小学館

百日紅 県立 福井 越前市中央 月 百日紅社



サンキュ！
清水 桜木 小浜 大野 丸岡 三国 春江 坂井 上志比 宮崎 美浜
名田庄 パレア

月 ベネッセコーポレーション

傘松 県立 福井 永平寺 永平寺館 月 永平寺傘松会
サンチャイルド　ビッグサ
イエンス

福井 みどり 桜木 月 チャイルド本社

サンデー毎日
県立 若狭Ｃ 福井 みどり 桜木 鯖江 越前市中央 丸岡 大飯 パレ
ア

週 毎日新聞社出版局

３分クッキング 越前市中央 丸岡 三国 春江 坂井 高浜町青郷分館 月 KADOKAWA
シ タイトル 所蔵図書館 刊行頻度 出版社

シアターガイド 春江 月 モーニングデスク
ＪＲ　ＥＡＳＴ 県立 月 ＪＲ東日本企画
ＪＲ時刻表 県立 みどり 桜木 敦賀 勝山 坂井 月  交通新聞社
ＪＪ みどり 敦賀 鯖江 越前市中央 月 光文社

ＪＴＢ時刻表
若狭Ｃ 福井 清水 小浜 大野 越前市中央 今立 丸岡 三国 春江
永平寺

月 ＪＴＢパブリッシング

ＧＡ　ＪＡＰＡＮ 県立 隔月 エーディエー・エディタ・トーキョー

ＧＳＪ地質ニュース 県立 月 産業技術総合研究所地質調査総合センター

ＣＮＮ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＥＸＰ
ＲＥＳＳ

桜木 鯖江 丸岡 春江 月 朝日出版社

史学雑誌 県立 敦賀 月 山川出版社
滋賀プラスワン 県立 月 滋賀県

月刊自家用車
若狭Ｃ 福井 みどり 清水 桜木 敦賀 大野 勝山 鯖江 越前市中
央 永平寺 河野 高浜町中央 大飯

月 内外出版社

ＧＱ　ＪＡＰＡＮ 桜木 月 コンデナスト・ジャパン

ＣＱ　Ｈａｍ　Ｒａｄｉｏ 県立 みどり 敦賀 大野 月 ＣＱ出版
時空旅人 鯖江 隔月 三栄書房
思想 県立 月 岩波書店
自治体学 県立 半年 自治体学会
自治体国際化フォーラム 県立 月 自治体国際化協会
視聴覚教育 県立 敦賀 月 日本視聴覚教育協会
実業界 桜木 月 実業界
自転車日和 桜木 鯖江 季 辰巳出版
児童心理 県立 月 金子書房
詩と思想 県立 月 土曜美術社出版
シニア・コミュミティ 桜木 隔月 ヒューマンヘルスケアシステム
Ｃｉｖｉｌ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ
Ｃｏｎｓｕｌｔａｎｔ

県立 月 建設コンサルタンツ協会

月報司法書士 県立 月 日本司法書士連合会
司法の窓 県立 年２回 最高裁判所
社会学評論 県立 季 日本社会学会
社会教育 県立 桜木 敦賀 月 全日本社会教育連合会
若越郷土研究 県立 若狭C  福井 みどり 桜木 年２回 福井県郷土誌懇談会
若越習字 県立 若狭Ｃ 福井 みどり 清水 大野 芦原 越前市中央 今立 月 若越書道会
若越の林業 県立 月 福井県山林協会
Ｊａｚｚ　Ｊａｐａｎ 県立 みどり 桜木 パレア(１年後図書扱) 月 ヤマハミュージックメディア
Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　ｆｉｎａｎｃｉａｌ
ｐｌａｎｎｉｎｇ

県立 月 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会

ジャパトラ 県立 名田庄 パレア リブラ 月 住まい教育推進協会
自遊人 鯖江 春江 季 自遊人
季報住宅金融 県立 季 住宅金融支援機構
自由と正義 県立 月 日本弁護士連合会
月刊住民と自治 若狭Ｃ 月 自治体研究社
出版ニュース 県立 福井 桜木 旬 出版ニュース社
ジュニアエラ みどり 桜木 丸岡 月 朝日新聞出版
ジュニアサッカーを応援し
よう

丸岡 季 カンゼン

ＪＵＮＯＮ 県立 敦賀 越前市中央 美浜 月 主婦と生活社
ＳＰＵＲ 桜木 大野 月 集英社

趣味の園芸：ＮＨＫテレビ
テキスト

県立 若狭Ｃ 福井 みどり 清水 桜木 美山 敦賀 小浜 大野 勝山
鯖江 芦原 金津 越前市中央 今立 丸岡 三国 春江 坂井 永平寺
南条 今庄 河野 越前町 越前分館 美浜 高浜町中央 大飯 パレ
ア

月 ＮＨＫ出版

趣味の園芸やさいの時
間：ＮＨＫテレビテキスト

みどり 敦賀 鯖江 芦原 越前市中央 丸岡 三国 春江 永平寺館
池田 織田 美浜 高浜町中央 名田庄

隔月 ＮＨＫ出版

趣味の山野草 県立 敦賀 美浜 月 栃の葉書房
ジュリスト 県立 みどり 桜木 敦賀 鯖江 越前市中央 月 有斐閣
旬の里ふくい 越前市中央 不定期 福井県農林水産部
Ｊｏｉｎ 県立 季 日本劇団協議会
省エネルギー 県立 月 省エネルギーセンター
将棋講座：ＮＨＫテレビテ
キスト

若狭Ｃ 月 ＮＨＫ出版

将棋世界 県立 福井 みどり 桜木 敦賀 勝山 鯖江 越前市中央 今立 丸岡 月 日本将棋連盟
商業界 県立 若狭Ｃ みどり 桜木 越前市中央 月 商業界
商工金融 県立 月 商工総合研究所
小説現代 県立 若狭Ｃ みどり 桜木 敦賀 小浜 鯖江 三国 春江 月 講談社
小説幻冬 坂井 月 幻冬舎



小説新潮
県立 若狭Ｃ 福井 みどり 桜木 敦賀 勝山 鯖江 越前市中央 丸
岡 坂井 永平寺

月 新潮社

小説推理 県立 みどり 桜木 越前市中央 月 双葉社
小説すばる 県立 若狭Ｃ 福井 桜木 敦賀 越前市中央 春江 永平寺館 月 集英社
小説宝石 桜木 月 光文社
消費と生活 桜木 隔月 消費と生活社
食品商業 若狭Ｃ 月 商業界
食品と科学 県立 月 食品と科学社
書香 県立 若狭Ｃ 福井 みどり 清水 月 日本墨書会（日硯商事）
書斎の窓 県立 福井 みどり 月 有斐閣
女性自身 三国 河野 週 光文社
書道 福井 桜木 月 五禾書房
月刊シルバー人材セン
ター

県立 福井 みどり 清水 越前市中央 今立 月 労務行政研究所

新田舎人 県立 季 ふるさと保全ネットワーク
新幹線ＥＸ（エクスプロー
ラー）

鯖江 季 イカロス出版

新建築 県立 若狭Ｃ 福井 桜木 月 新建築社
新建築住宅特集 県立 福井 月 新建築社
人権と部落問題 県立 若狭Ｃ 月 部落問題研究所
人事院月報 県立 月 日経印刷

週刊新潮
県立 若狭Ｃ 福井 みどり 桜木 敦賀 大野 勝山 鯖江 越前市中
央 今立 丸岡 三国 春江 上志比 河野 越前町 大飯 リブラ

週 新潮社

新刊ニュース 丸岡 月 トーハン

新潮
県立 若狭Ｃ 福井 みどり 桜木 敦賀 鯖江 越前市中央 丸岡 美
浜

月 新潮社

新潮４５ 若狭Ｃ 福井 みどり 桜木 三国 春江 月 新潮社
新電気 みどり 月 オーム社
しんびよう 県立 月 新美容出版
新聞研究 県立 月 日本新聞協会
新聞ダイジェスト 若狭C みどり 月 新聞ダイジェスト社
人文地理 県立 隔月 人文地理学会
人民中国 県立 月 東方書店
新幼児と保育 県立 福井 みどり 隔月 小学館
心理学研究 県立 隔月 日本心理学会
心理臨床の広場 県立 大野 年２回 日本心理臨床学会

ス タイトル 所蔵図書館 刊行頻度 出版社
水産界 若狭Ｃ 桜木 月 大日本水産会
水産技術 県立 年２回 水産総合研究センター
ＳＷＩＴＣＨ 県立 みどり 越前市中央 春江 月 スイッチ・パブリッシング
Ｓｗｅｅｔ 敦賀 月 宝島社
ＳＷＩＭＭＩＮＧ　ＭＡＧＡＺＩ
ＮＥ

県立 月 ベースボール・マガジン社

数学 県立 季 岩波書店
数学セミナー 県立 若狭Ｃ 越前市中央 月 日本評論社
数理科学 県立 月 サイエンス社
スキーグラフィック 県立 月 芸文社
スクウェア２１ 県立 隔月 全国経営者団体連合会
ｓｃｒｉｐｔａ 県立 季 紀伊國屋書店
ＳＣＲＥＥＮ 県立 福井 みどり 敦賀 大野 勝山 鯖江 越前市中央 今庄 リブラ 月 近代映画社
Ｓｃａｌｅ　Ａｖｉａｔｉｏｎ 県立 隔月 大日本絵画
すこやかライフ 県立 半年 環境再生保全機構
月刊すこーれ 桜木 月 スコーレ出版

すてきにハンドメイド：ＮＨ
Ｋテレビテキスト

県立 若狭Ｃ 福井 みど 清水り 桜木 美山 敦賀 小浜 大野 勝山
鯖江 芦原 金津 越前市中央 今立 丸岡 三国 春江 坂井 永平寺
永平寺館 池田 南条 今庄 河野 越前町 宮崎 越前分館 美浜 高
浜町中央 大飯 名田庄 パレア（1年後図書扱）

月 ＮＨＫ出版

ステラ 越前市中央 丸岡 週 ＮＨＫサービスセンター
ｓｔｅｒｅｏ 福井 月 音楽之友社

ＳＴＯＲＹ
福井 敦賀 大野 越前市中央 丸岡 春江 永平寺館 今庄 美浜 パ
レア

月 光文社

すばる 県立 若狭Ｃ 福井 越前市中央 月 集英社
ｓｐｒｉｎｇ 越前市中央 月 宝島社

Sumai（住まいの設計）
県立 福井 みどり 桜木 敦賀 大野 勝山 鯖江 芦原 金津 越前市
中央 今立 丸岡 三国 春江 坂井 永平寺 越前町 高浜町中央

隔月 扶桑社

スマッシュ 福井 桜木 越前市中央 美浜 月 日本スポーツ企画
墨 県立 みどり 春江 隔月 芸術新聞社
住む。 県立 小浜 春江 永平寺 季 泰文館
ＳＵＵＭＯリフォーム 桜木 越前市中央 丸岡 三国 春江 隔月 リクルートホールディングス
相撲 若狭Ｃ 福井 みどり 桜木 敦賀 勝山 月 ベースボール・マガジン社

セ タイトル 所蔵図書館 刊行頻度 出版社
税経通信 桜木 月 税務経理協会
青春と読書 県立 みどり 越前市中央 月 集英社
生物科学 県立 季 岩波書店
西洋史学 県立 年２回 日本西洋史学会
税理 県立 月 ぎょうせい



清流 越前市中央 隔月 清流出版
正論 県立 福井 みどり 敦賀 大野 勝山 鯖江 春江 月 産経新聞社
世界 県立 若狭Ｃ 福井 みどり 桜木 敦賀 大野 鯖江 今立 月 岩波書店
世界の艦船 県立 若狭Ｃ 敦賀 月 海人社
２ｎｄ（セカンド） 高浜町中央 月 枻（エイ）出版社
ゼクシィ富山・石川・福井 桜木 月 リクルート
雪炎 県立 福井 みどり 月 青玄俳句会福井支部
浙江学刊　（中国語雑誌） 県立 隔月 浙江省社会科学院
浙江社会科学　（中国語
雑誌）

県立 隔月 浙江社会科学界連合会

設備と管理 県立 桜木 月 オーム社
雪嶺文学 県立 年２回 雪垣社
ＳＥＶＥＮＴＥＥＮ 若狭Ｃ 小浜 清水 桜木 越前市中央 丸岡 春江 美浜 月 集英社
セメント・コンクリート 県立 月 セメント協会
ＣＥＬ 県立 季 大阪ガスエネルギー・文化研究所

繊維科学 県立 月 日本繊維センター
繊維学会誌 県立 月 繊維学会
全国高体連ジャーナル 県立 年２回 全国高等学校体育連盟
選択 県立 月 選択出版
CENTURY(センチュリー) 県立 桜木 月 現代画報社
月刊専門料理 県立 月 柴田書店
戦略経営者 桜木 月 ＴＫＣ
川柳マガジン 鯖江 月 新葉館出版

ソ タイトル 所蔵図書館 刊行頻度 出版社
装苑 県立 若狭Ｃ 桜木 敦賀 大野 越前市中央 隔月 文化出版局
壮快 県立 福井 大野 今立 坂井 永平寺 月 マキノ出版
ソトコト 桜木 大野 鯖江 越前市中央 高浜町中央 月 木楽舎
蕎麦春秋 県立 丸岡 季 リベラルタイム出版社
Ｓｏｆｔｗａｒｅ　Ｄｅｓｉｇｎ 桜木 月 技術評論社
ソフトテニスマガジン 県立 丸岡 月 ベースボール・マガジン社
ソフトボールマガジン 県立 月 ベースボール・マガジン社
ソルティ パレア 月 交通タイムズ

タ タイトル 所蔵図書館 刊行頻度 出版社
体育の科学 県立 月 杏林書院
大乗 県立 月 大乗刊行会
Ｄｉｖｅｒ 敦賀 月 サンエイティ
大法輪 県立 若狭Ｃ 福井 桜木 敦賀 鯖江 南条 月 大法輪閣
ＴＩＭＥ　［Ａｓｉａ版］ 県立 福井 桜木 大野 越前市中央 週 タイム・インク
ＤＩＭＥ 県立 福井 桜木 敦賀 小浜 越前市中央 三国 坂井 上志比 月 小学館

週刊ダイヤモンド
県立 若狭Ｃ みどり 桜木 敦賀 小浜 越前市中央 丸岡 三国 春
江 坂井 美浜 大飯

週 ダイヤモンド社

Ｄｉａｍｏｎｄ　ＺＡｉ 小浜 越前市中央 今立 丸岡 三国 春江 月 ダイヤモンド社

ダ・ヴィンチ
県立 若狭Ｃ 福井 みどり 清水 桜木 敦賀 小浜 大野 勝山 鯖江
金津 越前市中央 丸岡 三国 春江 坂井 永平寺 南条 越前町 美
浜 高浜町中央 大飯 名田庄 パレア

月 KADOKAWA

月刊たくさんのふしぎ
県立 若狭Ｃ 福井 みどり 清水 桜木 敦賀 大野 勝山 鯖江 越前
市中央 今立 丸岡 春江 坂井（図書扱） 今庄 河野 越前分館 美
浜（図書扱）

月 福音館書店

Ｔａｒｚａｎ
みどり 桜木 鯖江 越前市中央 丸岡 三国 春江 高浜町中央 パレ
ア

月２回 マガジンハウス

卓球王国 県立 桜木 敦賀 月 卓球王国
旅と鉄道 桜木 隔月 天夢人

旅の手帖
県立 福井 みどり 桜木 敦賀 小浜 大野 鯖江 芦原 越前市中央
三国 春江 坂井 池田 南条 今庄 河野 名田庄

月 交通新聞社

食べもの文化 桜木 月 芽ばえ社

たまごクラブ
県立 福井 桜木 敦賀 勝山 越前市中央 三国 春江 美浜 大飯 パ
レア

月 ベネッセコーポレーション

談 県立 年３回 たばこ総合研究センター
短歌 県立 若狭Ｃ 福井 みどり 桜木 敦賀 大野 勝山 鯖江 丸岡 月 角川学芸出版
短歌研究 県立 春江 月 短歌研究社
ＤＵＮＫ　ＳＨＯＯＴ（ダンク
シュート）

越前市中央 月 日本スポーツ企画出版社

淡交 県立 みどり 越前市中央 月 淡交社
TURNS 若狭Ｃ 季 第一プログレス
ＤＡＮＣＥ　ＭＡＧＡＺＩＮＥ 県立 みどり 月 新書館

ｄａｎｃｙｕ
若狭Ｃ みどり 桜木 小浜 鯖江 越前市中央 三国 春江 南条 大
飯

月 プレジデント社

タンデムスタイル 鯖江 月 クレタ・パブリッシング
チ タイトル 所蔵図書館 刊行頻度 出版社

季刊地域 越前市中央 池田 パレア（図書扱） 季 農山漁村文化協会
地域開発 県立 月 日本地域開発センター
地域人 大野 越前市中央 月 大正大学出版会
地域づくり 県立 池田 月 地域活性化センター
ちいさい　おおきい
よわい　つよい（Ｃｈｉｏ）

若狭Ｃ みどり（図書扱） パレア(図書扱) 季 ジャパンマシニスト社

ちいさいなかま 若狭Ｃ 月 全国保育団体連絡会



ちいさなかがくのとも
県立 福井 みどり 清水 桜木 敦賀 大野 鯖江 芦原 越前市中央
丸岡 三国 春江

月 福音館書店

Ｃｈａｍｂｅｒ（福井商工会議
所会報）

県立 福井 みどり 清水 月 福井商工会議所

地学雑誌 県立 隔月 東京地学協会
地球環境 県立 不定期 国際環境研究協会
ちくま 県立 みどり 月 筑摩書房
地質学雑誌 県立 月 日本地質学会
地図中心 桜木 月 日本地図センター
致知 越前市中央 今立 月 致知出版社
地方財務 県立 月 ぎょうせい
地方史研究 県立 隔月 地方史研究協議会
地方自治 県立 月 ぎょうせい
チャイルドヘルス 県立 月 診断と治療社
ちゃぐりん 鯖江 月 家の光協会

CHANTO
福井 清水 敦賀 勝山 越前市中央 今立 丸岡 春江 坂井 永平寺
池田 美浜 高浜町中央 名田庄

月 主婦と生活社

中央公論
県立 若狭Ｃ 福井 みどり 清水 桜木 敦賀 大野 勝山 鯖江 越前
市中央 丸岡 三国 春江 永平寺 越前町 大飯

月 中央公論新社

中部圏研究 県立 季 中部産業・地域活性化センター
調査季報 県立 不定期 横浜市企画財務局
跳龍 県立 月 曹洞宗大本山総持寺
地理 県立 敦賀 月 古今書院
地理学評論 県立 季 日本地理学会
チルチンびと 県立 春江 季 風土社

ツ タイトル 所蔵図書館 刊行頻度 出版社
月刊創 県立 坂井 月 創出版
つり情報 坂井 河野 月２回 辰巳出版
つり人 福井 みどり 桜木 敦賀 越前市中央 春江 月 つり人社

テ タイトル 所蔵図書館 刊行頻度 出版社
ＤＡＹＳ　ＪＡＰＡＮ 県立 敦賀 越前市中央 月 デイズジャパン
ディスカバージャパン 桜木 敦賀 丸岡 春江 月 枻（エイ）出版社
ＤＩＳＮＥＹ　ＦＡＮ 小浜 丸岡 坂井 月 講談社
ＤＡＹＴＯＮＡ（デイトナ） 丸岡 月 ネコ・パブリッシング
ＴＩＰＯ　（ティーポ） 越前市中央 月 ネコ・パブリッシング
テクノふくい 福井 大野 越前市中央 年２回 福井産業支援センター技術開発部

デジタルカメラマガジン 桜木 春江 月 インプレス
鉄道ジャーナル 若狭Ｃ 鯖江 今立 三国 春江 大飯 月 鉄道ジャーナル社
鉄道ファン 県立 桜木 敦賀 勝山 越前市中央 丸岡 月 交友社
テニスマガジン 県立 みどり 敦賀 月 ベースボール・マガジン社
テルミ 福井 丸岡 隔月 日本児童教育振興財団
てれびくん 小浜 月 小学館
電気化学 県立 季 電気化学会
電気と工事 県立 越前市中央 月 オーム社

天然生活
みどり 清水 桜木 敦賀 小浜 鯖江 越前市中央 丸岡 三国 春江
上志比 今庄 河野 美浜 高浜 大飯 名田庄 パレア

月 地球丸

月刊天文ガイド 若狭Ｃ みどり 桜木 越前市中央 月 誠文堂新光社
ト タイトル 所蔵図書館 刊行頻度 出版社

道 県立 季 合気ニュース

ドゥーパ！
敦賀 大野 鯖江 丸岡 春江 坂井 高浜町中央 パレア(1年後図書
扱)

隔月 学研プラス

東海釣りガイド 若狭Ｃ 月 東海釣りガイド
東京ウォーカー 県立 月 KADOKAWA
統計科学与実践（中国語
雑誌）

県立 月 浙江省統計局

陶工房 敦賀 越前市中央 春江 季 誠文堂新光社
投資経済 若狭Ｃ みどり 月 投資経済社
投資手帖 桜木 敦賀 月 日本株式新聞社
灯台 春江 月 第三文明社
同朋 県立 月 真宗大谷派宗務所
陶遊 県立 隔月 エスプレス・メディア出版

週刊東洋経済
県立 若狭Ｃ 福井 みどり 桜木 敦賀 鯖江 春江 美浜 名田庄 パ
レア

週 東洋経済新報社

東洋史研究 県立 季 東洋史研究会
道路建設 県立 月 日本道路建設業協会

特選街
県立 若狭Ｃ 福井 みどり 桜木 敦賀 大野 勝山 鯖江 越前市中
央 今立 永平寺 河野 大飯

月 マキノ出版

ｔｏｃｏｔｏｃｏ（トコトコ） 春江 季 第一プログレス
図書 県立 みどり 越前市中央 月 岩波書店
図書館界 県立 隔月 日本図書館研究会
図書館雑誌 県立  福井 みどり 桜木 敦賀 大野 金津 越前市中央 春江 月 日本図書館協会出版事業部
図書館の学校 鯖江 季 図書館振興財団
ＤＯＳ／Ｖ　ＰＯＷＥＲ　ＲＥ
ＰＯＲＴ

敦賀 月 インプレス

特許研究 県立 年２回 工業所有権情報・研修館特許研究室

鳥取ＮＯＷ 県立 季 鳥取県



Ｔｏｂａ　ｓｕｐｅｒ　ａｑｕａｒｉｕ
ｍ

県立 年２回 鳥羽水族館

飛ぶ教室 県立（図書扱） みどり 鯖江 坂井 季 光村図書出版
土木技術 敦賀 月 土木技術社
土木施工 県立 月 オフィス・スペース
ＤＲＩＶＥＲ 桜木 春江 美浜 月 八重洲出版
トランジスタ技術 県立 桜木 月 ＣＱ出版

ナ タイトル 所蔵図書館 刊行頻度 出版社
なごみ 桜木 大野 月 淡交社
和（なごみ） 県立 和歌山県
ナショナルジオグラフィック
日本版

県立 福井 みどり 桜木 大野 鯖江 越前市中央 パレア(1年後図
書扱)

月 日経ﾅｼｮﾅﾙｼﾞｵｸﾞﾗﾌｨｯｸ社

七緒 今立 丸岡 季 プレジデント社
波 県立 みどり 月 新潮社

Ｎｕｍｂｅｒ
県立 若狭Ｃ 福井 みどり 清水 桜木 敦賀 大野 勝山 鯖江 越前
市中央 丸岡 春江 坂井 永平寺 南条 今庄 越前町 高浜町中央
大飯 名田庄

隔週 文藝春秋

ニ タイトル 所蔵図書館 刊行頻度 出版社
ニコプチ 三国 隔月 新潮社
ｎｉｃｏｌａ（ニコラ） 小浜 丸岡 三国 春江 名田庄 月 新潮社
日事連 県立 月 日本建築士事務所協会連合会

日ロ交流 県立 月 日ロ交流協会
日経アーキテクチュア 県立 隔週 日経ＢＰ社
日経ＥＳＧ 若狭Ｃ 月 日経ＢＰ社

日経ＷＯＭＡＮ
県立 みどり 桜木 敦賀 小浜 勝山 鯖江 越前市中央 丸岡 春江
坂井 永平寺館

月 日経ＢＰ社

日経エレクトロニクス 県立 桜木 越前市中央 月 日経ＢＰ社
日経エンタテインメント！ 県立 若狭Ｃ 桜木 敦賀 鯖江 越前市中央 坂井 大飯 月 日経ＢＰ社

日経おとなのＯＦＦ
若狭Ｃ みどり 清水 桜木 敦賀 勝山 越前市中央 今立 丸岡 春
江 坂井 パレア

月 日経ＢＰ社

日経キャリアマガジン 桜木 年２回 日経人材情報
日経コンピュータ みどり 隔週 日経ＢＰ社
日経サイエンス 県立 若狭Ｃ みどり 桜木 敦賀 鯖江 越前市中央 丸岡 月 日経サイエンス
ＮＩＫＫＥＩ　ＤＥＳＩＧＮ 県立 越前市中央 月 日経ＢＰ社
日経トップリーダー 県立 桜木 月 日経ＢＰ社

日経ＴＲＥＮＤＹ
若狭Ｃ 福井 みどり 桜木 小浜 勝山 金津 今立 三国 春江 坂井
今庄 美浜 大飯 名田庄 パレア

月 日経ＢＰ社

日経パソコン 県立 若狭Ｃ みどり 桜木 今立 春江 南条 月２回 日経ＢＰ社

日経ＰＣ２１
福井 桜木 小浜 大野 勝山 鯖江 金津 丸岡 三国 春江 坂井 永
平寺館 高浜町中央 大飯

月 日経ＢＰ社

日経ビジネス 県立 若狭Ｃ 福井 みどり 桜木 敦賀 越前市中央 三国 春江 週 日経ＢＰ社
日経ビジネス　Ａｓｓｏｃｉｅ 県立 みどり 桜木 敦賀 丸岡 春江 坂井 越前町 パレア 月 日経ＢＰ社

日経ヘルス
敦賀 小浜 鯖江 越前市中央 今立 三国 春江 丸岡 永平寺館 美
浜 リブラ

月 日経ＢＰ社

日経マネー
若狭Ｃ みどり 桜木 敦賀 勝山 鯖江 越前市中央 坂井 上志比
越前町

月 日経ＢＰ社

日経ものづくり 桜木 越前市中央 月 日経ＢＰ社
日整広報Ｆｅｅｌ！Ｇｏ！ 県立 隔月 日本柔道整復師会
ｎｉｎａ’ｓ　（ニナーズ） 上志比 隔月 祥伝社
日本医師会雑誌 県立 月 日本医師会
日本学刊（中国語雑誌） 県立 隔月 中華日本学会
日本カメラ 若狭Ｃ 福井 春江 坂井 永平寺 月 日本カメラ社
日本銀行政策委員会月報 県立 月 日本銀行
日本研究 県立 季 遼寧大学日本研究所
日本語学 県立 月 明治書院
日本古書通信 県立 月 日本古書通信社
日本史研究 県立 若狭Ｃ 月 日本史研究会
季刊日本思想史 県立 年３回 ペリカン社
日本児童文学 県立 若狭Ｃ みどり 隔月 日本児童文学者協会
日本写真家協会会報 県立 年３回 日本写真家協会
日本獣医師会雑誌 県立 月 日本獣医師会
日本醸造協会誌 県立 月 日本醸造協会
日本消防 県立 月 日本消防協会
日本書法 越前市中央 季 書道芸術社
日本政策金融公庫調査月
報

県立 月 中小企業リサーチセンター

日本の参考図書　四季版 県立 季 日本図書館協会
日本貿易会月報 県立 月 日本貿易会
日本民俗学 県立 季 日本民俗学会
日本歴史 県立 みどり 敦賀 月 吉川弘文館
ＮＥＷＳＷＥＥＫ　［日本
版］

県立 若狭Ｃ 福井 みどり 桜木 敦賀 勝山 鯖江 越前市中央 永
平寺

週 CCCメディアハウス

月刊ニュースがわかる みどり 桜木 敦賀 鯖江 越前市中央 春江 坂井 上志比 月 毎日新聞社
月刊ニュータイプ 若狭Ｃ 月 KADOKAWA



Ｎｅｗｔｏｎ
県立 若狭Ｃ 福井 みどり 清水 桜木 敦賀 大野 勝山 鯖江 越前
市中央 今立 三国 春江 坂井 永平寺 池田 今庄 越前町 織田 美
浜 大飯

月 ニュートンプレス

ニューモデルマガジンＸ 丸岡 月 ムックハウス
庭 県立 みどり 今立 季 建築資料研究社
Ｎｉｎｔｅｎｄｏ　ＤＲＥＡＭ 三国 月 アンビット

ネ タイトル 所蔵図書館 刊行頻度 出版社
Ｎｅｘｔｃｏｍ 県立 季 ＫＤＤＩ総研
ねこのきもち 越前市中央 丸岡 三国 春江 月 ベネッセコーポレーション
猫びより 鯖江 隔月 日本出版社
ネットワークビジネス 県立 月 サクセスマーケティング

ノ タイトル 所蔵図書館 刊行頻度 出版社
農業 県立 季 大日本農会
農業経済研究 県立 季 岩波書店
農耕と園芸 福井 桜木 月 誠文堂新光社
農薬グラフ 県立 季 バイエルクロップサイエンス
ノジュール 大野 丸岡 美浜 月 ＪＴＢパブリッシング
のびゆく農業 県立 月 農政調査委員会
ノーマライゼーション 県立 月 日本障害者リハビリテーション協会

のらのら 大野 パレア(1年後図書扱) 季 農山漁村文化協会

ｎｏｎ・ｎｏ
県立 福井 清水 桜木 敦賀 小浜 勝山 芦原 金津 越前市中央 三
国 春江 坂井 永平寺 今庄 河野 越前町 美浜 高浜町中央 名田
庄 パレア

月 集英社

ハ タイトル 所蔵図書館 刊行頻度 出版社
月刊廃棄物 県立 月 日報アイ・ビー
俳句 県立 若狭Ｃ 福井 みどり 美山 敦賀 大野 鯖江 丸岡 坂井 月 角川学芸出版
俳句あるふぁ 三国 隔月 毎日新聞社
俳句界 県立 福井 敦賀 大野 芦原 金津 越前市中央 坂井 月 文学の森
ＢＩＣＹＣＬＥ　ＣＬＵＢ みどり 桜木 越前市中央 月 枻（エイ）出版社
ＢＡＩＬＡ 敦賀 月 集英社
Ｈｉ　Ｖｉ　（ハイ・ヴィ） 桜木 鯖江 月 ステレオサウンド
月刊ＨＯＵＳＩＮＧ 若狭Ｃ 福井 みどり 桜木 大飯 月 リクルート
Ｈｏｕｓｉｎｇ　Ｔｒｉｂｕｎｅ 県立 隔週 創樹社

はうすくらぶ
県立 福井 みどり 清水 美山 敦賀 越前市中央 丸岡 三国 春江
坂井 池田 河野 美浜 高浜町中央

月 シー・エス・ケー

博物館研究 県立 若狭Ｃ 月 日本博物館協会
白門 県立 月 中央大学通信教育部
Pargolf 春江 週 Pargolf & Company
ＨＥＲＳ 丸岡 坂井 美浜 パレア 月 光文社
月刊バスケットボール 県立 桜木 月 日本文化出版
Ｈｅｒ　ｓｔｏｒｙ 県立 月 ノートルモンド
ＢＩＲＤＥＲ 県立 桜木 月 文一総合出版
働く広場 県立 月 高齢・障害者雇用支援機構
発達 若狭Ｃ 季 ミネルヴァ書房
バドミントンマガジン 県立 月 ベースボール・マガジン社
発明 県立 みどり 月 発明協会
はつらつ元気 桜木 月 芸文社
バドミントンマガジン 県立 福井 敦賀 勝山 月 ベースボール・マガジン社
Ｈａｎａｋｏ 若狭Ｃ 隔週 マガジンハウス
花時間 県立 季 KADOKAWA

母の友
県立 若狭Ｃ 福井 みどり 桜木 敦賀 大野 鯖江 芦原 金津 越前
市中央 丸岡 春江 池田

月 福音館書店

パリティ 県立 月 丸善
ｈａｒｕ＿ｍｉ 越前市中央 越前町 季 扶桑社
ハルメク 桜木 丸岡 三国 月 ハルメク
月刊バレーボール 県立 みどり 美山 敦賀 丸岡 月 日本文化出版
版画芸術 県立 季 阿部出版
番傘 敦賀 月 番傘川柳
２５ＡＮＳ（ヴァンサンカン） 敦賀 月 アシェット婦人画報社
ばんば／川柳 県立 福井 みどり 敦賀 大野 越前市中央 月 番傘ばんば川柳社
販売革新 桜木 月 商業界
判例時報 県立 敦賀 旬 判例時報社
判例タイムズ 若狭Ｃ 月２回 判例タイムズ

ヒ タイトル 所蔵図書館 刊行頻度 出版社
月刊Ｐｉａｎｏ 桜木 敦賀 鯖江 越前市中央 丸岡 春江 永平寺 美浜 月 ヤマハミュージックメディア
ＰＨＰ みどり 桜木 春江 越前町 月 ＰＨＰ研究所
ＰＨＰくらしラク～る 坂井 丸岡 月 ＰＨＰ研究所
ＰＨＰのびのび子育て 丸岡 三国 月 ＰＨＰ研究所
Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　Ｗｅｅｋ 県立 週 Mcgraw-Hill

ＢＥ－ＰＡＬ
若狭Ｃ 福井 みどり 桜木 敦賀 勝山 鯖江 越前市中央 丸岡 三
国 春江 永平寺 池田 南条 美浜 名田庄 パレア

月 小学館

柊 県立 月 柊発行所
Ｐｉｃｃｏｌｏ（ピコロ） 若狭Ｃ 桜木 月 学習研究社
Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　ｉ　ＥＮＥＣＯ 県立 月 日刊工業新聞社
ビジネスガイド 県立 桜木 月 日本法令
ビジネスチャンス 桜木 月 サクセスマーケティング



Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　ｌａｂｏｒ　ｔｒｅｎｄ 県立 月 労働政策研究・研修機構

月刊美術 桜木 月 サン・アート
美術手帖 若狭Ｃ 福井 みどり 敦賀 鯖江 越前市中央 隔月 美術出版社
美術の窓 県立 みどり 越前市中央 月 生活の友社
美術屋百兵衛 県立 季 麗人社
美人百花 小浜 月 角川春樹事務所
ＢｉＧ　　ＭＡＣＨＩＮＥ 丸岡 月 内外出版社
美的 小浜 月 小学館
一橋ビジネスレビュー 桜木 季 東洋経済新報社
非文字資料研究センター
ＮｅｗｓＬｅｔｔｅｒ

県立 季 神奈川大学

百万塔 県立 年３回 紙の博物館
100分de名著 丸岡 坂井 月 ＮＨＫ出版
標準化と品質管理 桜木 月 日本規格協会

ひよこクラブ
県立 福井 桜木 敦賀 勝山 芦原 越前市中央 今立 三国 春江 坂
井 河野 美浜 大飯

月 ベネッセコーポレーション

フ タイトル 所蔵図書館 刊行頻度 出版社
ファイナンシャル・アドバイ
ザー

桜木 季月 近代セールス社

ファイナンス 県立 月 財務省大臣官房
Ｆｉｎｅ 春江 月 日之出出版
ＦＩＮＥＢＯＹＳ 桜木 鯖江 越前市中央 名田庄 月 日之出出版
ＦＡＣＴＡ 県立 月 ファクタ出版
F-ACT（ファクト） 県立 福井 みどり 大野 越前市中央 今立 春江 隔月 ふくい産業支援センター
ファッション販売 桜木 月 商業界
週刊ファミ通 春江 週 KADOKAWA
ＦＩＧＡＲＯ　ＪＡＰＯＮ 県立 みどり 月 CCCメディアハウス
Ｆｉｓｈｉｎｇ　ｃａｆｅ 県立 みどり 清水 敦賀 越前市中央 今立 季 シマノ
ｆｕ 県立 若狭Ｃ 福井 みどり 大野 三国 春江 越前市中央 月 福井新聞社
風景写真 越前市中央 隔月 風景写真出版
月刊フェスク 県立 月 日本消防設備安全センター
フォトコン 三国 美浜 月 日本写真企画
福井県医師会だより 県立 福井 月 福井県医師会
フクイ繊協ニュース 県立 福井 月 福井県繊維協会
福井の科学者 県立 福井 不定期 日本科学者会議福井支部
月刊福祉 県立 みどり 桜木 越前市中央 月 全国社会福祉協議会

福楽
県立 若狭Ｃ 福井 みどり 清水 美山 敦賀 小浜 大野 勝山 鯖江
芦原 金津 越前市中央 今立 永平寺 池田 丸岡 三国 春江 坂井
上志比 南条 今庄 河野 美浜 パレア

季 エクシート

婦人画報 みどり 桜木 小浜 鯖江 越前市中央 三国 春江 南条 名田庄 月 ハースト婦人画報社

婦人公論
県立 若狭Ｃ 福井 みどり 清水 桜木 美山 敦賀 小浜 大野 勝山
鯖江 芦原 金津 越前市中央 今立 丸岡 三国 春江 坂井 永平寺
池田 南条 今庄 越前町 織田 美浜 名田庄 リブラ

月２回 中央公論新社

婦人之友 県立 福井 みどり 敦賀 鯖江 今立 丸岡 春江 月 婦人之友社
武道 県立 福井 桜木 敦賀 越前市中央 南条 月 日本武道館
Ｆｕｔｕｒｅ 県立 半年 全国地域情報化推進協会
ＦＲＡＵ 桜木 月 講談社
部落解放 県立 若狭Ｃ 高浜町中央 月 解放出版社
プラス１（ワン）リビング 若狭Ｃ 桜木 小浜 鯖江 越前市中央 丸岡 三国 春江 坂井 大飯 季 主婦の友社
ふらんす 県立 月 白水社
ＰｒｉＰｒｉ 丸岡 春江 月 世界文化社
Ｂｌｕｅ　Ｅａｒｔｈ 県立 隔月 海洋研究開発機構横浜研究所
Ｂｌｕｅ　ｓｉｇｎａｌ 県立 隔月 西日本旅客鉄道広報室
ＢＲＵＴＵＳ 県立 若狭Ｃ 福井 みどり 敦賀 丸岡 三国 春江 上志比 大飯 月２回 マガジンハウス

プレジデント
県立 みどり 清水 桜木 敦賀 大野 勝山 鯖江 芦原 金津 越前市
中央 今立 丸岡 春江 坂井 永平寺 今庄 越前町 美浜 高浜 大飯
名田庄

月２回 プレジデント社

プレジデントＦａｍｉｌｙ 県立 みどり 丸岡 春江 南条 越前町 リブラ 季 プレジデント社
Ｐｒｅｃｉｏｕｓ 福井 月 小学館
Ｐｒｅ－ｍｏ 若狭Ｃ みどり 大野 鯖江 越前市中央 永平寺 季 主婦の友社
ブレーン 県立 月 宣伝会議
フローリスト みどり 敦賀 月 誠文堂新光社
週刊プロレス 勝山 週 ベースボール・マガジン社

文学界
県立 若狭Ｃ 福井 みどり 桜木 敦賀 大野 鯖江 越前市中央 丸
岡 美浜

月 文芸春秋

月刊文化財 県立 越前市中央 月 第一法規出版
文藝 県立 若狭Ｃ みどり 大野 越前市中央 季 河出書房新社

文藝春秋

県立 若狭Ｃ 福井 みどり 清水 桜木 美山 敦賀 小浜 大野 勝山
鯖江 芦原 金津 越前市中央 今立 丸岡 三国 春江 坂井 永平寺
池田 南条 今庄 河野 越前町 織田 美浜 高浜町中央 大飯 名田
庄 リブラ

月 文藝春秋

週刊文春
県立 若狭Ｃ 福井 みどり 清水 桜木 敦賀 小浜 大野 勝山 鯖江
芦原 越前市中央 丸岡 三国 春江 坂井 永平寺 名田庄 パレア

週 文藝春秋

文蔵 桜木 月 ＰＨＰ研究所
ｂｕｎｔｅｎ 県立 季 フィネス

ヘ タイトル 所蔵図書館 刊行頻度 出版社



ヘアモード 桜木 月 女性モード社
Ｂａｂｙーｍｏ みどり 敦賀 大野 鯖江 越前市中央 永平寺 南条 季 主婦の友社
Ｖｅｇｇｙ（ベジィ） 坂井 隔月 キラジェンヌ
Ｖｅｓｔａ　（ヴェスタ） 若狭Ｃ 季 味の素食の文化センター
ベストカー 県立 三国 春江 今庄 月２回 講談社ビーシー
週刊ベースボール 県立 若狭Ｃ 福井 みどり 敦賀 鯖江越前市中央 丸岡 春江 週 ベースボール・マガジン社
Ｂａｓｅｂａｌｌ　Ｔｉｍｅｓ 桜木 季 エス・アイ・ジェイ
ベースボールマガジン 勝山 美浜 月 ベースボール・マガジン社
別冊太陽 鯖江 不定期 平凡社
ＶＥＲＹ みどり 清水 桜木 小浜 鯖江 三国 春江 坂井 月 光文社
ｐｅｎ 県立 みどり 鯖江 今立 三国 春江 坂井 今庄 月２回 CCCメディアハウス
ベンチャー通信 県立 不定期 ベンチャー通信

ホ タイトル 所蔵図書館 刊行頻度 出版社
保育の友 県立 月 全国社会福祉協議会
ＶＯＩＣＥ 県立 若狭Ｃ 桜木 越前市中央 春江 月 ＰＨＰ研究所
法学教室 県立 月 有斐閣
法学セミナー 県立 桜木 月 日本評論社
邦楽の友 みどり 月 邦楽の友社
放送研究と調査 県立 月 ＮＨＫ出版
ほうてらす 県立 季 日本司法支援センター本部
法律時報 県立 敦賀 月 日本評論社
法律のひろば 県立 月 ぎょうせい
北陸経済研究 県立 福井 越前市中央 月 北陸経済研究所
北陸政界 越前市中央 季 北陸政界社
北陸電気と工業 県立 季 北陸電気協会
月刊星ナビ 県立 桜木 敦賀 大野 月 アストロアーツ
Hostelling Magazine 県立 季 日本ユースホステル協会
週刊ポスト 春江 週 小学館
Ｖｏｔｅｒｓ（ボーターズ） 県立 隔月 明るい選挙推進協会
ＶｏＣＥ（ヴォーチェ） 上志比 月 講談社
月刊北國アクタス 桜木 月 北國新聞社
POTATO 坂井 月 学研プラス
ホトトギス 県立 月 ホトトギス社
炎芸術 みどり 越前市中央 季 阿部出版
ＰＯＰＥＹＥ 県立 敦賀 大野 永平寺 南条 月 マガジンハウス
ＨＯＢＢＹ　ＪＡＰＡＮ 若狭Ｃ 越前市中央 月 ホビージャパン
本 県立 福井 みどり 月 講談社
本郷 県立 越前市中央 隔月 吉川弘文館
盆栽世界 県立 みどり 月 エスプレス・メディア出版
本の雑誌 若狭Ｃ みどり 桜木 敦賀 春江 月 本の雑誌社
本の旅人 県立 みどり 月 KADOKAWA
本の窓 県立 月 小学館

マ タイトル 所蔵図書館 刊行頻度 出版社
Ｍｙ　ＧＡＲＤＥＮ 県立 鯖江 芦原 春江 季 マルモ出版
毎日が発見 みどり 桜木 敦賀 金津 今立 丸岡 三国 春江 月 KADOKAWA
毎日フォーラム 県立 月 毎日新聞社
ＭＡＳＴＥＲＳ（マスターズ） 県立 月　 国際通信社
まち・むら 県立 季 あしたの日本を創る協会
Ｍａｃ　　Ｆａｎ 福井 みどり 桜木 敦賀 鯖江 月 毎日コミュニケーションズ
Ｍａｒｔ（マート） みどり 清水 敦賀 小浜 丸岡 三国 美浜 リブラ 月 光文社
ＭＡＭＯＲ 県立 越前市中央 月 扶桑社
ｍａｒｉｓｏｌ 越前市中央 月 集英社
Ｍａｒｉｎｅ　Ｄｉｖｉｎｇ 若狭Ｃ 月 水中造形センター

ミ タイトル 所蔵図書館 刊行頻度 出版社
幹 県立 福井 みどり 季 幹俳句会
みすず 県立 福井 みどり 月 みすず書房
ｍｒ　ｐａｒｔｎｅｒ（ミスター
パートナー)

敦賀 月 ミスター・パートナー

Mr.PC(ミスターピーシー) 三国 月 晋遊舎
ミステリーズ 桜木 隔月 東京創元社
ミステリマガジン 県立 福井 みどり 越前市中央 月 早川書房
Ｍｉｚｕ　ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ 県立 季 日本ヘルス工業広報室
ミセス 県立 若狭Ｃ 福井 みどり 清水 桜木 敦賀 越前市中央 永平寺 月 文化出版局
ミセスのスタイルブック 福井 みどり 桜木 鯖江 越前市中央 季 文化出版局
ｍｉｎｉ 春江 月 宝島社
ＭＩＭＩ 県立 季 全日本ろうあ連盟
ＭＵＳＥＵＭ 県立 隔月 東京国立博物館
ミュージック・マガジン 敦賀 越前市中央 月 ミュージック・マガジン
Ｍｙｏｊｏ 県立 越前市中央 丸岡 月 集英社
未来 県立 福井 みどり 月 未来社
ミルククラブ 県立 春江 季 中央酪農会議
ミルシル 県立 隔月 国立科学博物館
民具マンスリー 県立 月 神奈川大学日本常民文化研究所

民藝 越前市中央 月 日本民藝協会
みんてつ 県立 越前市中央 季 日本民営鉄道協会
みんなねっと 大野 月 全国精神保健福祉会連合会



みんなのうた：ＮＨＫテキス
ト

県立 敦賀 坂井 隔月 ＮＨＫ出版

みんなの図書館 県立 敦賀 月 教育史料出版会
月刊みんぱく 県立 月 人間文化研究機構国立民族学博物館

ム タイトル 所蔵図書館 刊行頻度 出版社
むし 桜木 月 むし社
ＭＵＳＩＣＡ(ムジカ) 美浜 月 ＦＡＣＴ
mundi 県立 越前市中央 今立 春江 月 国際協力機構

メ タイトル 所蔵図書館 刊行頻度 出版社
目の眼 県立 桜木 月 里文出版
ｍｅｒ（メル） 大野 月 学研プラス
Ｍｅｎ’ｓ　ＥＸ 県立 敦賀 鯖江 月 世界文化社
ＭＥＮ’Ｓ　ＣＬＵＢ 県立 若狭Ｃ 桜木 敦賀 大野 三国 月 ハースト婦人画報社
Ｍｅｎ’ｓ　ｊｏｋｅｒ みどり 月 ＫＫベストセラーズ
ＭＥＮ’Ｓ　ＮＯＮ・ＮＯ 若狭Ｃ 敦賀 越前市中央 坂井 月 集英社
ｍｅｎ’ｓ　ＦＵＤＧＥ（メンズ
ファッジ）

桜木 敦賀 月 三栄書房

モ タイトル 所蔵図書館 刊行頻度 出版社

ＭＯＲＥ
若狭Ｃ みどり 清水 美山 敦賀 勝山 芦原 越前市中央 上志比
南条 河野 美浜 リブラ

月 集英社

ＭＯＥ
県立 若狭Ｃ みどり 桜木 敦賀 小浜 勝山 鯖江 金津 越前市中
央 丸岡 三国 春江 坂井 永平寺 今庄 美浜 大飯

月 白泉社

文字の大きな時刻表 鯖江 隔月 交通新聞社
モーターサイクリスト 桜木 敦賀 勝山 春江 月 八重洲出版
ＭＯＴＯＲ　ＭＡＧＡＺＩＮＥ 福井 みどり 桜木 三国 パレア 月 モーターマガジン社
モダンリビング みどり 越前市中央 春江 隔月 ハースト婦人画報社
モデルアート 県立 月 モデルアート社
モデルグラフィックス 越前市中央 月 大日本絵画
ＭＯＮＯＱＬＯ 丸岡 月 晋遊舎
モノ・マガジン 県立 清水 勝山 鯖江 越前市中央 春江 美浜 名田庄 月２回 ワールドフォトプレス
ＭｏｎｏＭａｘ 小浜 月 宝島社

ヤ タイトル 所蔵図書館 刊行頻度 出版社
野菜だより 福井 永平寺 名田庄 隔月 学研プラス
やさい畑 若狭Ｃ みどり 清水 桜木 鯖江 丸岡 坂井 上志比 隔月 家の光協会
野性時代 県立 桜木 敦賀 小浜 月 KADOKAWA
やまかわうみ 大野 季 アーツアンドクラフツ

山と渓谷
県立 福井 みどり 桜木 敦賀 大野 勝山 鯖江 越前市中央 丸岡
三国 春江 永平寺 南条 今庄 河野 美浜 大飯 パレア

月 山と渓谷社

ユ タイトル 所蔵図書館 刊行頻度 出版社

ゆうゆう
福井 清水 敦賀 小浜 鯖江 越前市中央 丸岡 三国 春江 坂井 上
志比 池田 越前町 美浜 大飯 リブラ

月 主婦の友社

ゆきのした 県立 月 ゆきのした文化協会
ＵＰ 県立 福井 月 東京大学出版会
ユリイカ 県立 福井 月 青土社
Ｅｕｎａｒａｓｉａ　Ｑ（ユーロ・
ナラジア・キュー）

県立 不定期 奈良県立大学ユーラシア研究センター事務局

ヨ タイトル 所蔵図書館 刊行頻度 出版社
幼児教育じほう 県立 月 全国国公立幼稚園・こども園長会事務局「時報部」

養殖ビジネス 若狭Ｃ 月 緑書房
Yoga JOURNAL 丸岡 隔月 セブン＆アイ出版

ラ タイトル 所蔵図書館 刊行頻度 出版社
ＬＩＶＥＳ （ライヴス） 鯖江 隔月 第一プログレス
Ｌｉｆｅ　Ｄｅｓｉｇｎ　Ｒｅｐｏｒｔ 県立 月 ライフデザイン研究所
ラグビーマガジン 若狭Ｃ 月 ベースボール・マガジン社
Ｒａｄｉｏ　Ｉｓｏｔｏｐｅｓ 県立 月 日本アイソトープ協会
ラジオ深夜便 県立 福井 桜木 鯖江 越前市中央 丸岡 春江 月 ＮＨＫサービスセンター
ラジコン技術 越前市中央 月 電波実験社
ランティエ 桜木 月 角川春樹事務所
ランナーズ 若狭Ｃ 桜木 敦賀 勝山 鯖江 越前市中央 丸岡 今庄 美浜 月 アールビーズ

リ タイトル 所蔵図書館 刊行頻度 出版社

ＬＥＥ
県立 若狭Ｃ 福井 清水 敦賀 小浜 鯖江 芦原 越前市中央 今立
丸岡 三国 春江 坂井 永平寺 今庄 名田庄 パレア

月 集英社

Ｒｅａｌｐａｒｔｎｅｒ 県立 月 全国宅地建物取引業協会連合会

Ｒｉｋａｔａｎ 敦賀 越前市中央 隔月 文一総合出版
陸上競技マガジン 県立 みどり 敦賀 大野 月 ベースボール・マガジン社
理想 県立 年２回 理想社
リーダーズ 県立 月 報道通信社
Ｌｅａｆ 若狭Ｃ 小浜 名田庄 パレア 月 リーフ・パブリケーションズ
Ｌｉｂｅｒａｌ　ＴＩＭＥ 県立 月 タイムライフ出版社
留学ジャーナル 県立 桜木 季 留学ジャーナル
流通とシステム 県立 季 流通システム開発センター
旅行読売 県立 大飯 丸岡 月 旅行読売出版社
林業新知識 桜木 池田 月 全国林業改良普及協会
臨床栄養 春江 月 医歯薬出版
リンネル 敦賀 小浜 名田庄 月 宝島社
Ｒｉｎｙａ 県立 月 林野庁



ル タイトル 所蔵図書館 刊行頻度 出版社
ＬＥ　ＶＯＬＡＮＴ（ル・ボラ
ン）

鯖江 月 学研プラス

レ タイトル 所蔵図書館 刊行頻度 出版社
ＬＥＯＮ みどり 敦賀 越前市中央 月 主婦と生活社

歴史街道
県立 福井 みどり 桜木 美山 敦賀 小浜 勝山 鯖江 越前市中央
丸岡 三国 春江 坂井 永平寺 池田 南条 美浜 大飯

月 ＰＨＰ研究所

歴史学研究 県立 福井 月 青木書店
歴史群像 春江 隔月 学研プラス
歴史研究 県立 月 歴研
歴史人 若狭Ｃ 丸岡 月 ＫＫベストセラーズ
歴史評論 若狭Ｃ 月 校倉書房
歴史ＲＥＡＬ 永平寺館 隔月 洋泉社ＭＯＯＫ
歴博 県立 隔月 国立歴史民俗博物館
レクリエ 桜木 隔月 世界文化社
レコード芸術 みどり 越前市中央 月 音楽之友社
レタスクラブ 若狭Ｃ 桜木 越前市中央 三国 春江 美浜 パレア 月 KADOKAWA
レディブティック 桜木 今立 丸岡 三国 春江 月 ブティック社

ロ タイトル 所蔵図書館 刊行頻度 出版社
Ｒｏｗｉｎｇ（ローイング） 美浜 隔月 日本ボート協会
老健 県立 月 全国老人保健施設協会
ロータリーの友 県立 越前市中央 月 ロータリーの友事務所
ＲＯＣＫＩＮ’ＯＮ みどり 月 ロッキング・オン
ＲＯＣＫＩＮ’ＯＮ　ＪＡＰＡＮ 県立 月 ロッキング・オン
ROBOCON MAGAZINE
（ロボコンマガジン）

春江 隔月 オーム社

ワ タイトル 所蔵図書館 刊行頻度 出版社
ＷＢ（Ｗａｓｅｄａ　ｂｕｎｇａｋ
ｕ　ｆｒｅｅ　ｐａｐｅｒ）

県立 季 早稲田文学会・早稲田文学編集室

私のカントリー 敦賀 越前市中央 三国 季 主婦と生活社
Warm TOPIC 県立 桜木 隔月 北陸環日本海経済交流促進協議会

和楽 若狭Ｃ 桜木 敦賀 鯖江 越前市中央 春江 隔月 小学館
WORLD SOCCER
DIGEST

みどり 月２回 日本スポーツ企画出版社


