
千葉市中央図書館

平成30年度第6回企画展示
『知っていますか? この雑誌』 展示期間：2018年10月19日(金)

～12月19日(水)

図書（展示期間：12月19日(水)まで）

書誌情報 資料種別 タイトルコード請求記号

　図書館のすべてがわかる本　4　図書館をもっと活用しよう　秋田 喜

代美／監修　岩崎書店
児童 1000800907464010//4

　辞書びきえほんもののはじまり　陰山 英男／監修　ひかりのくに 児童 1000800483175031//

　20世紀雑誌の黄金時代　荒俣 宏／著　平凡社 一般 1000010588054050.2/ｱﾗ/

　女性雑誌を解読する　Comparepolitan--日・米・メキシコ比較研究

井上 輝子／著　垣内出版
一般 1000010152387050/ｲﾉ/

　一九七〇年転換期における『展望』を読む　思想が現実だった頃

大澤 真幸／編集委員　筑摩書房
一般 1000800589316051.3//

　源流から未来へ　『思想の科学』五十年　鶴見 俊輔／編　思想の科

学社
一般 1000510084821051.3//

　「明星」50年601枚の表紙　カラー版　集英社新書 0170　明星編集

部／編　集英社
一般 1000210098673051.6//

　活字の奔流　焼跡雑誌篇　塩沢 実信／著　展望社 一般 1000410107280051.6/ｼｵ/

　「週刊文春」編集長の仕事術　新谷 学／著　ダイヤモンド社 一般 1000801548168051.6/ｼﾝ/

　スクープ!　週刊文春エース記者の取材メモ　中村 竜太郎／著　文藝

春秋
一般 1000801485985051.6/ﾅｶ/

　何が週刊誌を凋落させたのか!?　体験的出版ジャーナリズム論　堀田

貢得／著　大村書店
一般 1000610036281051.6/ﾎﾂ/

　裁かれた捏造報道　創価学会に謝罪した『週刊新潮』の大罪　潮ラ

イブラリー　前原 政之／著　潮出版社
一般 1000310077075051.6/ﾏｴ/

　「週刊コウロン」波乱・短命顚末記　水口 義朗／著　中央公論新社 一般 1000801385267051.6/ﾐｽﾞ/

　週刊誌は死なず　朝日新書 192　元木 昌彦／著　朝日新聞出版 一般 1000800411721051.6/ﾓﾄ/

　『女性自身』が伝えたアメリカの戦争　ベトナムからイラクまで　松

田 優／編著　大正大学出版会
一般 1000800041065051.7//

　雑誌タイトルコピー大全　女性誌編　雷鳥社編集部／企画・編集

雷鳥社
一般 1000410019920051.7//

　戦争と女性雑誌　1931年～1945年　近代女性文化史研究会／著　ド

メス出版
一般 1000110049346051.7//

　それいゆ　No.36　女性のくらしを新しく美しくする　暮しとおしゃ

れ　国書刊行会
一般 1000010851187051.7//36

　それいゆ　No.48　女性のくらしを新しく美しくする　よろこびのあ

る暮しをつくる　国書刊行会
一般 1000010851189051.7//48

　「アンアン」1970　平凡社新書 358　赤木 洋一／著　平凡社 一般 1000710002955051.7/ｱｶ/

　an・anの噓　酒井 順子／著　マガジンハウス 一般 1000801552521051.7/ｻｶ/

　女性誌の源流　女の雑誌、かく生まれ、かく競い、かく死せり　浜

崎 広／著　出版ニュース社
一般 1000410040145051.7/ﾊﾏ/

　少女の友　創刊100周年記念号　実業之日本社／編　実業之日本社 一般 1000800352594051.8//

　少年画報大全　昭和23年▷昭和46年　本間 正幸／監修　少年画報社 一般 1000110063844051.8//

　『少女の友』とその時代　編集者の勇気内山基　遠藤 寛子／著　本

の泉社
一般 1000410002854051.8/ｴﾝ/

　「R25」のつくりかた　日経プレミアシリーズ 033　藤井 大輔／著

日本経済新聞出版社
一般 1000800341542051.9/ﾌｼﾞ/

　ジュニアそれいゆ　No.11　十代のひとの美しい心と暮しを育てる

特集・素晴らしいジュニアになろう　中原 蒼二／監修　国書刊行会
一般 1000010115254051//
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平成30年度第6回企画展示
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書誌情報 資料種別 タイトルコード請求記号

　ジュニアそれいゆ　No.9　十代のひとの美しい心と暮しを育てる

特集・ジュニアの魅力　中原 蒼二／監修　国書刊行会
一般 1000010115253051//

　それでも雑誌は不滅です!　愛と怒りのマガジン時評100　ASAHI

PAPERBACKS　中沢 明子／著　朝日新聞出版
一般 1000800356662051//

　ひまわり　[第1巻第8号(昭和22年11・12月合併号)]　国書刊行会 一般 1000010135156051//

　ひまわり　第1巻第7号(昭和22年10月号)　国書刊行会 一般 1000010135155051//

　ミリオンセラー誕生へ!　明治・大正の雑誌メディア　印刷博物館／

編著　東京書籍
一般 1000800287352051//

　雑誌で読む戦後史　新潮選書　木本 至／著　新潮社 一般 1000010095840051//

　雑誌の死に方　“生き物”としての雑誌、その生態学　浜崎 広／著

出版ニュース社
一般 1000010556281051//

　雑誌の目次大百科　様々な雑誌より、四季折々、バラエティー豊か

な目次が大集合!　ピエ・ブックス
一般 1000310010327051//

　雑誌メディアの文化史　変貌する戦後パラダイム　吉田 則昭／編

森話社
一般 1000800837498051//

　雑誌メディアの文化史　変貌する戦後パラダイム　吉田 則昭／編

森話社
一般 1000801563648051//

　青年と雑誌の黄金時代　若者はなぜそれを読んでいたのか　佐藤 卓

己／編　岩波書店
一般 1000801326055051//

　創刊号のパノラマ　近代日本の雑誌・岩波書店コレクションより

うらわ美術館／編　岩波書店
一般 1000410086562051//

　復刻「少年マガジン」カラー大図解　ヴィジュアルの魔術師・大伴昌

司の世界　週刊少年マガジン編集部／編　講談社
一般 1000010019685051//

　雑誌は見ていた。　戦後ジャーナリズムの興亡　植田 康夫／著　水

曜社
一般 1000800448208051/ｳｴ/

　古雑誌探究　小田 光雄／著　論創社 一般 1000800371953051/ｵﾀﾞ/

　この雑誌を盗め!　亀和田 武／著　二見書房 一般 1000610086248051/ｶﾒ/

　ターゲット・メディア主義　雑誌礼讃　吉良 俊彦／著　宣伝会議 一般 1000610029647051/ｷﾗ/

　大正期の女性雑誌　近代女性文化史研究会／著　大空社 一般 1000010469884051/ｷﾝ/

　男性誌探訪　斎藤 美奈子／著　朝日新聞社 一般 1000310113499051/ｻｲ/

　雑誌よ、甦れ　「情報津波」時代のジャーナリズム　高橋 文夫／著

晶文社
一般 1000800339466051/ﾀｶ/

　私の体を通り過ぎていった雑誌たち　坪内 祐三／著　新潮社 一般 1000510014740051/ﾂﾎﾞ/

　雑誌倶楽部　出久根 達郎／著　実業之日本社 一般 1000801040977051/ﾃﾞｸ/

　雑誌の人格　[1冊目]　能町 みね子／著　文化学園文化出版局 一般 1000801006044051/ﾉｳ/

　雑誌をデザインする人と現場とセンスの秘密　藤本 やすし／著　ピ

エ・ブックス
一般 1000610101071051/ﾌｼﾞ/

　雑誌のカタチ　編集者とデザイナーがつくった夢　山崎 浩一／著

工作舎
一般 1000610093925051/ﾔﾏ/

　雑誌記者　中公文庫 R・16　池島 信平／著　中央公論新社 一般 1000610012432B051.3/ｲｹ

　編集者の時代　雑誌作りはスポーツだ　マガジンハウス文庫 ま1-1

マガジンハウス／編　マガジンハウス
一般 1000800377392B051.6//

　麗しき男性誌　文春文庫 さ36-5　斎藤 美奈子／著　文藝春秋 一般 1000800052281B051/ｻｲ/

　スゴい雑誌　「業界誌」の底知れない魅力　講談社文庫 ほ36-1　堀

田 純司／[著]　講談社
一般 1000800531265B051/ﾎﾂ/
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書誌情報 資料種別 タイトルコード請求記号

　雑誌新聞総かたろぐ　2016年版　メディア・リサーチ・センター株

式会社／編集　メディア・リサーチ・センター
参考 1000801417817

R027.5//1

6

　週刊誌風雲録　文春新書 486　高橋 呉郎／著　文藝春秋 一般 1000610005293S051.6/ﾀｶ/

　オリーブの罠　講談社現代新書 2288　酒井 順子／著　講談社 一般 1000801164197S051.7/ｻｶ/

雑誌（展示期間：11月14日(水)まで）

書誌情報 資料種別 タイトルコード請求記号

　National Geographic kids(ナショナルジオグラフィックキッズ)[英語

雑誌]　2017年11月号　National Geographic　20171101
児童雑誌 2990800349770K(ｼﾞﾄﾞｳ)

　National Geographic kids(ナショナルジオグラフィックキッズ)[英語

雑誌]　2018年 2月号　National Geographic　20180201
児童雑誌 2990800353488K(ｼﾞﾄﾞｳ)

　National Geographic kids(ナショナルジオグラフィックキッズ)[英語

雑誌]　2018年 4月号　National Geographic　20180401

外国語児

童雑誌
2990800356337K(ｼﾞﾄﾞｳ)

　たくさんのふしぎ　2017年 1月号　福音館書店　20170101 児童雑誌 2990800332591K(ｼﾞﾄﾞｳ)

　たくさんのふしぎ　2017年 3月号　福音館書店　20170301 児童雑誌 2990800336443K(ｼﾞﾄﾞｳ)

　たくさんのふしぎ　2017年 6月号　福音館書店　20170601 児童雑誌 2990800341908K(ｼﾞﾄﾞｳ)

　milsil(ミルシル)[寄贈]　2015年11月（No.6）　国立科学博物館

20151101
児童雑誌 2990800266256YA

　milsil(ミルシル)[寄贈]　2016年 9月（No.5）　国立科学博物館

20160901
児童雑誌 2990800317796YA

　milsil(ミルシル)[寄贈]　2018年 3月（No.2）　国立科学博物館

20180301
児童雑誌 2990800355851YA

　ロボコンマガジン　2017年 5月号　オーム社　20170501 児童雑誌 2990800340981YA

　ロボコンマガジン　2017年 9月号　オーム社　20170901 児童雑誌 2990800346741YA

　ロボコンマガジン　2017年11月号　オーム社　20171101 児童雑誌 2990800349366YA

　月刊新聞ダイジェスト　2016年 6月（'16. 4. 1～'16. 4.25）　新聞ダ

イジェスト社　20160515
一般雑誌 2990800300043Z1

　月刊新聞ダイジェスト　2017年 3月（'16.12.26～'17. 1.25）　新聞

ダイジェスト社　20170215
一般雑誌 2990800337139Z1

　月刊新聞ダイジェスト　2018年 2月（'17.12.1～12.31）　新聞ダイ

ジェスト社　20170515
一般雑誌 2990800353841Z1

　厚生労働　2017年 4月号　日本医療企画　20170401 一般雑誌 2990800340571Z2

　厚生労働　2017年11月号　日本医療企画　20171101 一般雑誌 2990800350607Z2

　厚生労働　2018年 6月号　日本医療企画　20180601 一般雑誌 2990800360149Z2

　コンビニ　2017年 7月号　アール・アイ・シー　20170724 一般雑誌 2990800344617Z3

　コンビニ　2017年12月号　アール・アイ・シー　20171224 一般雑誌 2990800351269Z3

　コンビニ　2018年 3月号　アール・アイ・シー　20180324 一般雑誌 2990800355346Z3

　MILK CLUB（ミルククラブ）[寄贈]　2015年 SPRING　中央酪農会

議　20150331
一般雑誌 2990800248257Z4

　MILK CLUB（ミルククラブ）[寄贈]　2016年 SUMMER　中央酪農

会議　20160701
一般雑誌 2990800309237Z4

　MILK CLUB（ミルククラブ）[寄贈]　2018年 WINTER　中央酪農会

議　20180101
一般雑誌 2990800352987Z4

　with PETs ウィズペッツ[寄贈]　2015年 7月号　日本愛玩動物協会

20150715
一般雑誌 2990800257236Z4
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書誌情報 資料種別 タイトルコード請求記号

　with PETs ウィズペッツ[寄贈]　2017年 1月号　日本愛玩動物協会

20170115
一般雑誌 2990800335376Z4

　with PETs ウィズペッツ[寄贈]　2017年 3月号　日本愛玩動物協会

20170315
一般雑誌 2990800339165Z4

　盆栽世界　2017年 2月号　エスプレス・メディア出版　20170201 一般雑誌 2990800334603Z4

　盆栽世界　2017年 9月号　エスプレス・メディア出版　20170901 一般雑誌 2990800346376Z4

　盆栽世界　2017年10月号　エスプレス・メディア出版　20171001 一般雑誌 2990800347606Z4

　緑と水のひろば[寄贈]　2015 SPRING　東京都公園協会　20150401 一般雑誌 2990800248436Z4

　緑と水のひろば[寄贈]　2016 AUTUMN　東京都公園協会 一般雑誌 2990800324957Z4

　緑と水のひろば[寄贈]　2017 SUMMER　東京都公園協会 一般雑誌 2990800344723Z4

　住む。　2013年 8月夏号　泰文館　20130801 一般雑誌 2990800199711Z5

　住む。　2014年11月秋号　泰文館　20141101 一般雑誌 2990800234689Z5

　住む。　2016年 2月冬号　泰文館　20160201 一般雑誌 2990800275362Z5

　余はく[寄贈]　2015年 秋号(Vol.25)　ネクスト･アイズ　20150901 一般雑誌 2990800260537Z5

　余はく[寄贈]　2016年 秋号(Vol.28)　ネクスト･アイズ　20160901 一般雑誌 2990800317537Z5

　余はく[寄贈]　2017年 春夏号(Vol.30)　ネクスト･アイズ　20170420 一般雑誌 2990800341496Z5

　AEAJ [寄贈]　2015年 Spring　日本アロマ環境協会　20150325 一般雑誌 2990800248487Z6

　AEAJ [寄贈]　2015年 Winter　日本アロマ環境協会　20151225 一般雑誌 2990800276656Z6

　AEAJ [寄贈]　2017年 Autumn　日本アロマ環境協会　20170925 一般雑誌 2990800348718Z6

　BIRDER(バーダー)　2016年 8月号　文一総合出版　20160801 一般雑誌 2990800310031Z6

　BIRDER(バーダー)　2017年 5月号　文一総合出版　20170501 一般雑誌 2990800341008Z6

　BIRDER(バーダー)　2018年 1月号　文一総合出版　20180101 一般雑誌 2990800352348Z6

　JAXA's(ジャクサス)[寄贈]　2014年 8月号　宇宙航空研究開発機構

20140801
一般雑誌 2990800231979Z6

　JAXA's(ジャクサス)[寄贈]　2015年 7月号　宇宙航空研究開発機構

20150701
一般雑誌 2990800256936Z6

　JAXA's(ジャクサス)[寄贈]　2016年 4月号　宇宙航空研究開発機構

20160401
一般雑誌 2990800297236Z6

　月刊むし　2017年 1月号　むし社　20170101 一般雑誌 2990800333777Z6

　月刊むし　2017年10月号　むし社　20171001 一般雑誌 2990800348531Z6

　月刊むし　2018年 4月号　むし社　20180401 一般雑誌 2990800356650Z6

　地図中心　2017年 7月号　日本地図センター　20170710 一般雑誌 2990800347955Z7

　地図中心　2018年 1月号　日本地図センター　20180110 一般雑誌 2990800353156Z7

　地図中心　2018年 4月号　日本地図センター　20180410 一般雑誌 2990800357603Z7

　母の友　2016年 8月号　福音館書店　20160801 児童雑誌 2990800308617ｺｿﾀﾞﾃ

　母の友　2017年 3月号　福音館書店　20170301 児童雑誌 2990800336446ｺｿﾀﾞﾃ

　母の友　2017年 9月号　福音館書店　20170901 児童雑誌 2990800346324ｺｿﾀﾞﾃ
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