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県内公共図書館所蔵新聞・雑誌一覧について

1　作成の目的

・ 県内公共図書館等における新聞・雑誌の所蔵について取りまとめを行い、

図書館間の相互協力・保存分担を考える際のツールとして活用します。

2　収録の範囲

・ 2021年4月時点、各図書館が掲載を希望する雑誌・新聞を収録しています。

・ 各館が「図書」として取り扱っているものは収録していない場合があります。

・ 調査時点で、休(廃)刊、受入中止となっているものは収録していません。

3　誌(紙)名・刊行頻度

・ 誌(紙)名はTRC-MARCを基本とし、国立国会図書館のデータを参考にしています。

・ 刊行頻度等の情報は、2021年4月時点のものです。

4　配列

・ 誌(紙)名の五十音順に配列しています。

5　その他

・ 高知市民図書館の分館・分室の保存年限は、分館・分室ごとに異なります。

・ 最新の所蔵状況については、各図書館にご確認ください。

6　所蔵館名と略号

（オーテピア高知図書館） 佐川町立図書館・・・・・・・・・・・・・・・ 佐川

高知県立図書館・・・・・・・・・・・・・・・ オ 越知町本の森図書館・・・・・・・・・・・ 越知

高知市立市民図書館・・・・・・・・・・・ オ 津野町立図書館かわうそ館・・・・・・・ かわうそ

　〃（分館・分室のみ所蔵）・・・・・ 高知分 津野町立図書館虎太郎館・・・・・・・ 虎太郎

オーテピア高知声と点字の図書館・・ 点字 梼原町立図書館・・・・・・・・・・・・・・・梼原

東洋町立図書館・・・・・・・・・・・・・・・ 東洋 土佐市立市民図書館・・・・・・・・・・・ 土佐

室戸市立市民図書館・・・・・・・・・・・ 室戸 土佐市立市民図書館宇佐分館・・・・宇佐

田野町立図書館・・・・・・・・・・・・・・・ 田野 土佐市立市民図書館戸波分館・・・・戸波

安芸市民図書館・・・・・・・・・・・・・・・ 安芸 須崎市立図書館・・・・・・・・・・・・・・・須崎

芸西村立図書館・・・・・・・・・・・・・・・ 芸西 四万十町立図書館・・・・・・・・・・・・・四万十町

香美市立図書館・・・・・・・・・・・・・・・ 香美 四万十町立図書館大正分館・・・・・ 大正

香美市立図書館香北分館・・・・・・・ 香北 黒潮町立佐賀図書館・・・・・・・・・・・佐賀

香美市立図書館物部分館・・・・・・・ 物部 黒潮町立大方図書館・・・・・・・・・・・大方

香南市香我美図書館・・・・・・・・・・・ 香我美 四万十市立図書館・・・・・・・・・・・・・四万十市

香南市野市図書館・・・・・・・・・・・・・ 野市 四万十市立図書館西土佐分館・・・・西土佐

南国市立図書館・・・・・・・・・・・・・・・ 南国 宿毛市立坂本図書館・・・・・・・・・・・宿毛

土佐町立図書館・・・・・・・・・・・・・・・ 土佐町 土佐清水市立市民図書館・・・・・・・清水

いの町立図書館・・・・・・・・・・・・・・・・ いの 大月町立図書館・・・・・・・・・・・・・・・大月

日高村立図書館・・・・・・・・・・・・・・・ 日高 高知こどもの図書館・・・・・・・・・・・・・こども

佐川

越知

四万十町

かわうそ

虎太郎

梼原

土佐

宇佐

戸波

須崎

大正

佐賀

大方

四万十市

西土佐

宿毛

清水

大月

こども



7　保存年限の見方

(永)・・・永年保存 (1ヶ月)・・・ 1ヶ月保存

(1)・・・・1年保存 (3ヶ月)・・・ 3ヶ月保存

(2)・・・・2年保存 (6ヶ月)・・・ 6ヶ月保存

(3)・・・・3年保存 (7ヶ月)・・・ 7ヶ月保存

(5)・・・・5年保存 (9ヶ月)・・・ 9ヶ月保存

(10)・・・10年保存 (11ヶ月)・・11ヶ月保存

(12ヶ月)・・12ヶ月保存

(未)・・・・未定

(適宜)・・・・適宜廃棄

(高知市民図書館の分館・分室の保存年限は、分館・分室ごとに異なります)
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紙　　　　名 刊行頻度 保存年限

ア行

1
朝日小学生新聞特別号

朝小はじめての新聞
月刊 オ(12ヶ月)

2 朝日小学生新聞 日刊 オ(12)　梼原(1)

3 朝日新聞 全国版 日刊

オ(3ヶ月)　高知分(適宜)　田野(永)　安芸(1)　香

美(6ヶ月)　香我美(6ヶ月)　野市(1)　南国(1)　いの

(3)　日高(2)　佐川(1)　越知(1)　かわうそ(6ヶ月)

梼原(1)　土佐市(3ヶ月)　宇佐(3ヶ月)　須崎(1)

四万十町(1)　大正(1)　大方(2)　四万十市(1)　宿

毛(2)　清水(3)

4 朝日新聞 縮刷版 月刊 清水(永)

5 朝日中学生ウィークリー 週刊 四万十市(1)

6
朝日中高生新聞

= Asahi student newspaper
週刊 オ(12ヶ月)　梼原(1)

7 愛媛新聞 日刊 オ(12ヶ月)

8
愛媛新聞　スマイル！ピント

(ジュニアえひめ新聞）
週刊 オ(12ヶ月)

9 FECニュース 月刊 オ(12ヶ月)

カ行

10 介護新聞 週刊 オ(12ヶ月)

11 海上保安新聞 週刊 オ(12ヶ月)

12 科学新聞 週刊 オ(12ヶ月)

13 花卉園芸新聞 月2回刊 オ(12ヶ月)

14 書くよろこび 不定期刊 オ(12ヶ月)

15 ガラス建装時報
週刊

(月3回)
オ(12ヶ月)

16 君とつばさ(交通遺児育英会機関紙） 年5回刊 オ(12ヶ月)

17 教育家庭新聞 月2回刊 オ(12ヶ月)

18 キリスト新聞 旬刊 オ(12ヶ月)

19 警備新報 旬刊 オ(12ヶ月)

20 継命 月2回刊 オ(12ヶ月)

21 建通新聞 高知 週2回刊 オ(12ヶ月)

22

高知新聞

2020/12/25　第41399号を最後

に夕刊は休刊

日刊

オ(永)　高知分(適宜)　点字(1ヶ月)　東洋(適宜)

室戸(3)　安芸(15)　芸西(1)　田野(永)　香美(6ヶ

月)　香我美(1)　野市(2)　南国(2)　土佐町(永)

いの(5)　日高(3)　佐川(1)　越知(1)　かわうそ(3)

虎太郎(1)　梼原(3)　土佐市(2)　宇佐(3ヶ月)　須

崎(2)　四万十町(1)　大正(1)　佐賀(2)　大方(5)

四万十市(20)　宿毛(永)　清水(永)　大月(1)

23 公明新聞 日刊 オ(3ヶ月)　宿毛(1)

24 国士舘大学新聞 年4回刊 オ(12ヶ月)

25 國保新聞 旬刊 オ(12ヶ月)

26 国民民主プレス（旧・民進プレス） 月刊 オ(12ヶ月)

27 ごはんタイムス 年3回刊 オ(12ヶ月)
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紙　　　　名 刊行頻度 保存年限

サ行

28 産経新聞 全国版 日刊

オ(12)　高知分(適宜)　安芸(1)　南国(1)　いの(3)

越知(1)　四万十町(1)　大正(1)　大方(2)　四万十

市(1)　宿毛(2)　清水(3)

29 JMA Marketing View 年4回刊 オ(12ヶ月)

30 四国新聞 日刊 オ(12ヶ月)

31 社会新報 週刊 オ(12ヶ月)

32 週刊医学界新聞 週刊 オ(12ヶ月)

33 週刊観光経済新聞 週刊 オ(12ヶ月)

34 週刊経団連タイムス 週刊 オ(12ヶ月)

35 週刊高齢者住宅新聞 週刊 オ(12ヶ月)

36 週刊新社会 週刊 オ(12ヶ月)

37 週刊水産新聞 週刊 オ(12ヶ月)

38 週刊通販新聞 週刊 オ(12ヶ月)

39 週刊読書人 週刊 オ(12ヶ月)　南国(1)　土佐市(適宜)　宿毛(3)

40 週刊佛教タイムス 週刊 オ(12ヶ月)

41 宗教新聞 月刊 オ(12ヶ月)

42 自由民主 週刊 オ(12ヶ月)　宿毛(1)

43 醸界協力新聞 旬刊 オ(12ヶ月)

44 昭和 隔月刊 オ(12ヶ月)

45 食品化学新聞 週刊 オ(12ヶ月)

46 食品産業新聞 週2回刊 オ(12ヶ月)

47 食料新聞 週刊 オ(12ヶ月)

48 シルバー産業新聞 旬刊 オ(12ヶ月)

49 シルバー新報 週刊 オ(12ヶ月)

50 新時代 隔月刊 オ(12ヶ月)

51 神社新報 週刊 オ(12ヶ月)

52 新美術新聞 旬刊 オ(12ヶ月)

53 新風 月刊 オ(12ヶ月)

54 しんぶん赤旗 日刊 オ(12ヶ月)

55 新文化 週刊 オ(12ヶ月)

56 新聞QUINT 月刊 オ(12ヶ月)

57 スポーツニッポン 日刊 高知分(適宜)

58 政刊新聞（政府刊行物新聞） 月刊 オ(12ヶ月)

59 聖教新聞 日刊 オ(9ヶ月)

60 赤十字NEWS 月刊 オ(12ヶ月)

61 セキュリティ産業新聞 月2回刊 オ(12ヶ月)

62 セメント新聞 週刊 オ(12ヶ月)

63 繊研新聞 日刊 オ(7ヶ月)

64 全国農業新聞 週刊 オ(12ヶ月)　南国(1)　宿毛(1)

65 全地婦連 月刊 オ(12ヶ月)
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紙　　　　名 刊行頻度 保存年限

タ行

66 ダイナミック釜山 月刊 オ(12ヶ月)

67 中外日報 週2回刊 オ(12ヶ月)

68 中小企業家しんぶん 旬刊 オ(12ヶ月)

69 DITN 年4回刊 オ(12ヶ月)

70 帝国タイムス 旬刊 オ(12ヶ月)

71 デイリースポーツ 日刊 オ(3ヶ月)　高知分(適宜)　安芸(1)　南国(1)

72 点字毎日　〔墨字〕 週刊 点字(1)

73 点字毎日　〔点字〕 週刊 点字(1)

74 点字毎日　〔録音〕 月2回刊 点字(1)

75 テント工連だより 月刊 オ(12ヶ月)

76 天理時報 週刊 オ(12ヶ月)

77 徳島新聞 日刊 オ(12ヶ月)

78 図書新聞 週刊 オ(12ヶ月)　かわうそ(6ヶ月)　四万十市(1)

ナ行

79 日弁連新聞 月刊 オ(12ヶ月)

80 日刊建設工業新聞 日刊 オ(7ヶ月)

81 日刊工業新聞 日刊 オ(7ヶ月)

82 日刊産業新聞（金属業界） 日刊 オ(7ヶ月)

83 日刊紙業通信 日刊 オ(12ヶ月)

84 日刊水産経済新聞 日刊 オ(7ヶ月)

85 日刊スポーツ 日刊
オ(3ヶ月)　室戸(1)　いの(6ヶ月)　かわうそ(6ヶ月)

梼原(1)　清水(3)

86 日刊電波新聞 日刊 オ(9ヶ月)

87 日刊木材新聞 日刊 オ(12ヶ月)

88 ニッキン（日本金融通信） 週刊 オ(12ヶ月)

89 日経ヴェリタス 週刊 オ(7ヶ月)

90 日経MJ(流通新聞） 日刊 オ(3ヶ月)

91
日経産業新聞
NIKKEI　BUSINESS　DAILY

日刊 オ(7ヶ月)

92 ニッポン消費者新聞 月刊 オ(12ヶ月)

93 日本海事新聞 日刊 オ(7ヶ月)

94 日本教育新聞 週刊 オ(12ヶ月)

95 日本経済新聞 全国版 日刊

オ(3ヶ月)　高知分(適宜)　室戸(1)　安芸(1)　香美

(6ヶ月)　野市(1)　南国(1)　いの(1)　日高(2)　佐

川(1)　越知(1)　かわうそ(6ヶ月)　梼原(1)　土佐市

(3ヶ月)　四万十町(1)　大正(1)　佐賀(2)　大方

(2)　四万十市(1)　宿毛(2)　清水(3)

96 日本歯科新聞 週刊 オ(12ヶ月)

97 日本種苗新聞 旬刊 オ(12ヶ月)

98 日本消費経済新聞 旬刊 オ(12ヶ月)

99 日本食糧新聞 週3回刊 オ(7ヶ月)

100 日本聴力障害新聞 月刊 オ(12ヶ月)

101 日本農業新聞 日刊 オ(9ヶ月)　虎太郎(6ヶ月)　梼原(1)　土佐市(3ヶ月)
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紙　　　　名 刊行頻度 保存年限

102 日本病院会ニュース 月2回刊 オ(12ヶ月)

103 日本流通産業新聞 週刊 オ(12ヶ月)

104 日本流通新聞 週刊 オ(12ヶ月)

105 農機新聞 週刊 オ(12ヶ月)

106 農業共済新聞 週刊 オ(12ヶ月)

107 農経しんぽう 週刊 オ(12ヶ月)

ハ行

108 Publisher’s　Review 季刊 オ(12ヶ月)

109 美じょん新報 月刊 オ(12ヶ月)

110 病院新聞 週刊 オ(12ヶ月)

111 ふぇみん(婦人民主新聞） 旬刊 オ(12ヶ月)

112 福祉新聞 週刊 オ(12ヶ月)　梼原(1)

113 福島民報 日刊 オ(3ヶ月)

114 福島民友 日刊 オ(3ヶ月)

115
Fuji Sankei business i.
　2021/6/30で休刊

日刊 オ(12ヶ月)

116 物流ニッポン 週2回刊 オ(12ヶ月)

117 不登校新聞 月2回刊 オ(12ヶ月)

118 文化通信 週刊 オ(12ヶ月)

119 ベーカーズタイムス 月刊 オ(12ヶ月)

120 ほうもん看護 月刊 オ(12ヶ月)

121 ホームリビング 旬刊 オ(12ヶ月)

122 母子保健 月刊 オ(12ヶ月)

マ行

123 毎日小学生新聞 日刊 オ(12ヶ月)　四万十市(1)

124 毎日新聞 全国版 日刊

オ(3ヶ月)　高知分(適宜)　田野(永)　安芸(1)　香

美(6ヶ月)　香我美(6ヶ月)　野市(1)　南国(1)　いの

(3)　日高(2)　越知(1)　虎太郎(6ヶ月)　梼原(1)

土佐市(3ヶ月)　須崎(1)　四万十町(1)　大正(1)

大方(2)　四万十市(1)　宿毛(2)　清水(3)

125 みなと新聞 日刊 オ(9ヶ月)

126 民団新聞 週刊 オ(12ヶ月)

127 Ｍedical Tribune 月2回刊 オ(12ヶ月)

ヤ行

128 薬事日報 週3回刊 オ(12ヶ月)

129 薬事日報　薬学生新聞 奇数月 オ(12ヶ月)

130 薬事ニュース 週刊 オ(12ヶ月)

131 輸送経済(輸送経済新聞社) 週刊 オ(12ヶ月)

132 輸送新聞 週刊 オ(12ヶ月)

133 読売kodomo新聞 週刊 オ(12ヶ月)　香我美(1)　野市(1)
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134 読売新聞 全国版 日刊

オ(3ヶ月)　高知分(適宜)　室戸(1)　安芸(1)　香美

(6ヶ月)　香我美(6ヶ月)　野市(1)　南国(1)　いの

(3)　日高(2)　佐川(1)　越知(1)　虎太郎(6ヶ月)

梼原(1)　土佐市(3ヶ月)　須崎(1)　四万十町(1)

大正(1)　大方(2)　四万十市(1)　宿毛(2)　清水

(3)

135 読売中高生新聞 週刊 オ(12ヶ月)　香我美(1)　野市(1)　四万十市(1)

ラ行

136 立憲民主 月刊 オ(12ヶ月)

137 リフォーム産業新聞 週刊 オ(12ヶ月)

138 林経新聞 週2回刊 オ(12ヶ月)

外国語

139 AsahiWeekly【日本語・英語】 週刊 オ(11ヶ月)

140 京郷新聞【韓国語】 日刊 オ(4ヶ月)

141 The Guardian【英語】 日刊 オ(6ヶ月)

142 The Japan Times【英語】 日刊 オ(12ヶ月)　南国(1)　虎太郎(6ヶ月)　宿毛(2)

143
the japan times/The New York

times Weekend Edition 【英語】
週刊 オ(12ヶ月)

144
the japan times alpha

 【日本語・英語】
週刊 オ(12ヶ月)　日高(2)　梼原(1)　四万十市(1)

145 The Japan news【英語】 日刊 オ(11ヶ月)　土佐市(3ヶ月)　四万十市(1)

146 THE TIMES【英語】 日刊 オ(6ヶ月)

147 THE TIMES weekend【英語】 週刊 オ(12ヶ月)

148
The New York times

INTERNATIONAL　WEEKLY【英語】
週刊 オ(12ヶ月)

149
The New York times

INTERNATIONAL EDITION【英語】
日刊 オ(12ヶ月)

150 自由時報【台湾語】 日刊 オ(4ヶ月)

151 人民日報【中国語】 日刊 オ(12ヶ月)

152 朝鮮日報【韓国語】 日刊 オ(3ヶ月)

153
MORGEN【英語】
　2021/7/2で休刊

月刊 オ(12ヶ月)
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No. タイトル 刊行頻度 所蔵館

ア

1 I／O     月刊 オ(未)

2 アイソス 月刊 オ(10)

3 アイデア 隔月刊 オ(10)

4 I'm home 隔月刊 オ(5)

5 AERA 週刊 オ(永)　田野(2)　南国(６ヶ月)　いの(1)

6 AERA English(アエラ イングリッシュ) 年2回刊 オ(3)

7 AERA with Kids 季刊 オ(10)　野市(2)

8 AERA STYLE MAGAZINE 不定期刊 オ(永)

9 AQUA LIFE 月刊 オ(未)　四万十市(1)

10 アクセス 月刊 オ(永)

11 アグリバイオ 月刊 オ(未)

12 アサヒカメラ 月刊 梼原(1)

13 as       月刊 オ(10)

14 明日の友 隔月刊 オ(永)　四万十市(2)

15 あそびと環境０・１・２歳 月刊 オ(10)

16 ARCHERY  隔月刊 オ(10)

17 up PLAS(アッププラス) 月刊 安芸(1)

18 アニメージュ 月刊
高知分(適宜)　虎太郎(1)　梼原(1)　土佐(5)　宿

毛(1)

19 アニメディア 月刊 オ(10)

20 Arms MAGAZINE 隔月刊 オ(10)

21 荒川明宏のＩＴおもちゃばこ　〔録音〕 月2回刊 点字(1)

22 Aｌ－ある 月刊 オ(10)

23 RFワールド 季刊 オ(未)

24 ALBA TROSS-VIEW 月2回刊 オ(10)

25 アレルギーの臨床 月刊 オ(10)

26 Aroma research 季刊 オ(10)

27 an・an(アンアン) 週刊 香我美(1)　西土佐(1)　清水(1)

28 Angling fan 隔月刊 オ(10)

29 安心 月刊 高知分(適宜)

30 安心な街に 月刊 オ(10)

31 安全衛生のひろば 月刊 オ(10)

32 安全工学 隔月刊 オ(10)

33 安全と健康 月刊 オ(10)

34 &Premium 月刊

オ(10)　安芸(1)　野市(2)　南国(1)　いの(1)　越

知(1)　かわうそ(1)　土佐(1)　四万十町(1)　佐賀

(2)

35 &home(アンドホーム) 季刊 高知分(適宜)　安芸(2)

イ

36 いいね 隔月 香北(1)

37 医学図書館 季刊 オ(永)

38 医学のあゆみ 週刊 オ(未)

39 E-contecture 隔月刊 オ(10)
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イ

40 石垣 月刊 オ(10)

41 磯釣りスペシャル 隔月刊 室戸(2)

42 いただきます　ごちそうさま 季刊 オ(3)

43 一枚の繪 月刊 高知分(適宜)　安芸(1)　清水(1)

44 一個人 季刊 高知分(適宜)　室戸(2)　野市(2)

45 一冊の本 月刊 土佐(1)

46 遺伝     隔月刊 オ(永)

47 医道の日本 月刊 オ(永)

48 いとしご 隔月刊 オ(1)

49 田舎暮らしの本 月刊 オ(10)　四万十市(1)

50 意欲ある中学生のための高校への数学 月刊 オ(10)

51 ILLUSTRATION　イラストレーション 季刊 オ(永)

52 医療産業情報 週刊 オ(1)

53 医療と福祉 年2回刊 オ(10)

54 ENGLISH JOURNAL 月刊 オ(5)　土佐(1)　四万十市(1)

55 印刷界   月刊 オ(未)

56 飲食店経営 月刊 オ(10)

57 Interface 月刊 オ(未)

58 Interactional Mind 年刊 オ(10)

59 Int'lecowk 月刊 オ(10)

60 InRed(インレッド) 月刊 オ(10)　香我美(1)　南国(1)　かわうそ(1)

ウ

61 25ans(ヴァンサンカン) 月刊 オ(10)

62 ViVi(ヴィヴィ) 月刊 オ(10)

63 Weeklyファミ通 週刊 オ(10)

64 with(ウィズ) 月刊 オ(10)　西土佐(1)

65 WiLL(ウィル) 月刊 オ(10)　高知分(適宜)

66 WD(ウェブデザイニング) 隔月刊 オ(10)

67 VERY(ヴェリィ) 月刊 オ(10)　田野(2)　四万十市(1)　清水(1)

68 Vogue Japan 月刊 オ(5)

69 VOCE(ヴォーチェ) 月刊 オ(10)

70 uomo(ウォモ) 月刊 高知分(適宜)　南国(1)

71 うかたま 季刊

オ(3)　安芸(2)　物部(1)　香我美(永)　南国(2)

土佐町(永)　日高(2)　かわうそ(1)　土佐(5)　四万

十町(永)　大方(3)　四万十市(3)　西土佐(1)　清

水(2)

72 美しいキモノ 季刊 オ(10)　四万十市(2)

73 馬ライフ 月刊 オ(10)

エ

74 AIRLINE  月刊 オ(永)

75 Ａ＋Ｕ   月刊 オ(未)

76 映画芸術 季刊 オ(10)

77 英語教育 月刊 オ(永)
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エ

78 HIV感染症とAIDSの治療 不定期刊 オ(10)

79 栄養と料理 月刊 オ(5)　高知分(適宜)　四万十市(1)　清水(1)

80 エキスパートナース 月刊 オ(未)

81 エコノミスト 週刊 四万十市(1)

82 SFマガジン 隔月刊 オ(永)

83 eS4      隔月刊 オ(10)

84 ESSE（エッセ） 月刊

高知分(適宜)　田野(2)　安芸(1)　芸西(1)　物部

(1)　香我美(1)　南国(1)　いの(1)　日高(2)　土佐

(1)　四万十町(1)　大正(1)　佐賀(2)　大方(2)

四万十市(1)　宿毛(1)

85 NHK囲碁講座 月刊 オ(5)　虎太郎(1)　梼原(1)　四万十市(1)

86 NHKウイークリーステラ　 週刊 オ(10)

87 NHK大相撲ジャーナル 月刊 清水(1)

88 NHKガッテン！ 隔月

高知分(適宜)　東洋(適宜)　田野(2)　香北(1)　野

市(2)　南国(1)　日高(2)　越知(3)　須崎(2)　四

万十町(1)　大正(2)　佐賀(2)　大方(2)　四万十市

(2)　西土佐(1)

89 NHKきょうの健康 月刊

オ(5)　高知分(適宜)　東洋(適宜)　室戸(1)　田野

(2)　安芸(1)　物部(1)　香我美(1)　南国(1)　いの

(1)　日高(2)　佐川(3)　かわうそ(1)　土佐(1)　須

崎(2)　四万十市(1)　宿毛(5)　清水(1)

90 NHKきょうの料理 月刊

オ(5)　高知分(適宜)　東洋(適宜)　室戸(1)　田野

(2)　安芸(1)　香美(1)　野市(2)　いの(1)　日高

(2)　佐川(3)　かわうそ(1)　土佐(1)　須崎(2)　大

正(1)　四万十市(1)　宿毛(1)　清水(1)　大月(1)

91 NHKきょうの料理ビギナーズ 月刊
オ(10)　香北(1)　南国(1)　いの(1)　日高(2)　戸

波(1)　四万十町(1)

92 NHK G-Media大相撲中継 隔月刊 オ(永)

93 NHKラジオまいにちイタリア語　 月刊 オ(10)

94 ＮＨＫ趣味どきっ！ 隔月 いの(1)　日高(2)　かわうそ(1)

95 NHK趣味の園芸 月刊

オ(5)　高知分(適宜)　室戸(1)　田野(2)　芸西(1)

香美(1)　野市(2)　南国(1)　いの(1)　日高(2)　佐

川(3)　越知(3)　かわうそ(1)　土佐(5)　須崎(1)

四万十市(1)　西土佐(1)　宿毛(3)　清水(1)　大月

(1)

96 NHK趣味の園芸　やさいの時間 隔月刊
オ(10)　安芸(1)　南国(1)　いの(1)　日高(2)　土

佐(1)

97 NHK将棋講座 月刊 オ(永)　虎太郎(1)　四万十市(1)

98 NHKすてきにハンドメイド 月刊

オ(5)　高知分(適宜)　東洋(適宜)　室戸(1)　田野

(2)　安芸(1)　芸西(1)　香美(1)　野市(2)　南国

(1)　いの(1)　佐川(3)　かわうそ(1)　土佐(5)　須崎

(1)　四万十町(1)　大正(1)　四万十市(1)　西土佐

(1)　宿毛(1)　清水(1)
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エ

99 NHK短歌 月刊 四万十市(1)　清水(1)

100 NHKテレビもっと伝わる!即レス英会話 月刊 オ(10)

101 NHK俳句 月刊 四万十市(1)

102 NHK100分 de 名著 月刊 土佐(5)

103 NHKみんなのうた　　 隔月刊 オ(10)

104 NHKみんなの手話 年2回刊 オ(10)

105 NHKラジオ ラジオビジネス英語 月刊 オ(10)

106 NHKラジオまいにち中国語　 月刊 オ(10)

107 NHKラジオまいにちドイツ語 月刊 オ(10)

108 NHKラジオまいにちハングル講座　 月刊 オ(10)

109 NHKラジオまいにちフランス語 月刊 オ(10)

110 NHKラジオまいにちスペイン語 月刊 オ(10)

111 NHKラジオまいにちロシア語　 月刊 オ(10)

112 エネルギーフォーラム 月刊 オ(10)

113 エネルギーレビュー 月刊 オ(10)

114 FRA　NEWS 年3回刊 土佐(1)

115 FQ JAPAN 季刊 オ(10)

116 FCC review 月刊 オ(10)

117 MJ無線と実験 月刊 オ(永)

118 LRG=ライブラリー・リソース・ガイド 季刊 オ(永)　四万十町(1)

119 LDK（エル・ディー・ケー） 月刊

オ(10)　室戸(1)　安芸(1)　越知(1)　虎太郎(1)

土佐(1)　四万十町(1)　大正(1)　大方(1)　四万十

市(1)

120 園芸ガイド 季刊
安芸(2)　香北(1)　香我美(2)　虎太郎(1)　大正

(3)　大方(3)

121 園芸JAPAN 月刊 四万十市(1)

122 演劇界   月刊 オ(永)

123 E+B      年2回刊 オ(10)

124 えんぶ   隔月刊 オ(永)

オ

125 OCEANS　オーシャンズ 月刊 越知(1)

126 OZ magazine(オズマガジン) 月刊 香我美(1)

127 Oggi(オッジ) 月刊 オ(10)

128 男の隠れ家 月刊 香我美(1)　梼原(1)　大方(1)

129 大人クラブ　〔点字〕 月刊 点字(1)

130 大人のおしゃれ手帖 月刊 オ(10)　安芸(1)　香我美(1)　いの(1)　大方(1)

131 おとなの健康 季刊 高知分(適宜)

132 おとなの週末 月刊 四万十市(1)

133 otona MUSE 月刊 オ(10)

134 オートバイ 月刊 オ(未)

135 オートメカニック 季刊 土佐(1)

136 おはよう21 月刊 オ(3)

137 O plus E 隔月刊 オ(10)
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オ

138 OHM      月刊 オ(永)

139 おりがみ 月刊 オ(10)

140 alterna  季刊 オ(未)　梼原(1)

141 オール読物 月刊
オ(永)　高知分(適宜)　東洋(適宜)　田野(2)　いの

(1)　須崎(1)　宿毛(1)

142 オレンジページ 月2回刊

高知分(適宜)　室戸(1)　安芸(1)　芸西(1)　香我

美(1)　南国(6ヶ月)　いの(1)　かわうそ(1)　宇佐(1)

大正(1)　大方(1)　四万十市(1)　西土佐(1)　宿毛

(2)

143 オレンジページＣｏｏｋｉnｇ 不定 高知分(適宜)

144 音楽現代 月刊 オ(10)

145 音楽の友 月刊 オ(永)　四万十市(1)

146 女も男も 年2回刊 オ(永)

カ

147 Kaiun    月刊 オ(10)

148 會計     月刊 オ(未)

149 会計・監査ジャーナル 月刊 オ(未)

150 外交     隔月刊 オ(永)

151 介護福祉 季刊 オ(10)

152 会社四季報 季刊 南国(2)　四万十市(1)　清水(2)

153 カウンセリング研究 年3回刊 オ(10)

154 化学     月刊 オ(永)

155 科学     月刊 オ(永)

156 かがくのとも 月刊

オ(永)　香我美(永)　南国(1)　土佐町(永)　いの

(永)　かわうそ(1)　四万十市(5)　宿毛(永)　清水

(永)　こども(できる限り保存)

157 学習幼稚園 季刊 高知分(適宜)

158 CG       月刊 オ(永)

159 歌劇     月刊 オ(10)

160 Casa BRUTUS 月刊
オ(10)　香美(1)　いの(1)　越知(3)　虎太郎(1)

西土佐(1)

161 Kazi     月刊 オ(10)

162 果実日本 月刊 オ(永)　土佐(5)

163 ガジャ(四国旅マガジン) 不定期刊 野市(2)　いの(永)　日高(2)　虎太郎(1)　宿毛(1)

164 河川     月刊 オ(10)

165 かぞくのじかん 季刊

オ(10)　室戸(2)　安芸(2)　香我美(2)　土佐町

(永)　いの(1)　日高(2)　かわうそ(1)　梼原(3)　大

正(3)　大方(3)　四万十市(2)　宿毛(1)

166 歌壇     月刊 オ(10)

167 家畜診療 月刊 オ(10)

168 学校図書館 月刊 オ(永)　清水(1)

169 学校図書館　速報版 月2回刊 オ(永)

170 Cut      月刊 オ(永)　高知分(適宜)　かわうそ(1)　梼原(1)
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カ

171 家庭画報 月刊
オ(10)　田野(2)　野市(2)　南国(1)　須崎(1)　宿

毛(1)

172 ガーデン ＆ ガーデン 季刊 オ(5)　室戸(2)

173 家電批評 月刊 オ(未)

174 Carton & box 月刊 オ(10)

175 ガバナンス 月刊 オ(永)　土佐(1)

176 Cafe sweets 隔月刊 オ(10)

177 CAFERES  季刊 オ(永)

178 Come　home(カムホーム) 季刊 安芸(2)　香我美(永)　虎太郎(1)

179 からだにいいこと 隔月刊 オ(10)　四万十町(1)

180 GARVY    月刊 オ(10)

181 がん看護 隔月刊 オ(未)　清水(2)

182 環境会議 年2回刊 オ(未)

183 環境情報科学 その他 オ(10)

184 環境と公害 季刊 オ(永)

185 環境ビジネス 季刊 オ(未)

186 看護     月刊 オ(永)

187 看護管理 月刊 オ(未)

188 韓国語学習ジャーナルhana[ハナ] 季刊 オ(10)

189 関西・中国・四国じゃらん 月刊
田野(1)　野市(2)　南国(1)　四万十市(1)　清水

(1)

190 Yori-sou　がんナーシング 隔月刊 オ(未)

191 緩和ケア 隔月刊 オ(未)

キ

192 機械化農業 月刊 オ(未)

193 機械設計 月刊 オ(未)

194 季刊教育法 季刊 オ(永)

195 季刊行政管理研究 季刊 オ(永)

196 季刊　高知 季刊
オ(永)　安芸(2)　香美(1)　南国(2)　いの(1)　虎太

郎(1)　土佐(1)　清水(2)

197 季刊子どもと本 季刊 オ(10)

198 季刊自治と分権 季刊 オ(10)

199 季刊 障害者問題研究 季刊 オ(永)

200 季刊地域　〔現代農業増刊〕 季刊
オ(永)　安芸(2)　物部(1)　越知(3)　虎太郎(1)

梼原(永)　大正(3)

201 季刊ビィ 季刊 オ(10)　高知分(適宜)

202 企業家倶楽部 隔月刊 オ(未)

203 企業実務 月刊 オ(未)

204 企業診断 月刊 オ(永)

205 企業と広告 月刊 オ(10)

206 企業と人材 月刊 オ(10)

207 技術と普及 月刊 オ(10)
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キ

208 基礎心理学研究 年2回刊 オ(10)

209 キネマ旬報 月2回刊 オ(永)　安芸(1)　梼原(1)　四万十市(1)

210 季報情報公開・個人情報保護 季刊 オ(永)

211 きものsalon 年2回刊 宿毛(永)

212 gap PRESS 不定期刊 オ(5)

213 CAPA     月刊 オ(10)

214 GALAC　  月刊 オ(10)

215 キャリアデザイン研究 年刊 オ(10)

216 CanCam(キャンキャン) 月刊 安芸(1)　西土佐(1)

217 給油所日本 季刊 オ(10)

218 教育     月刊 オ(3)　四万十市(1)

219 教育と医学 隔月刊 オ(未)

220 教員養成セミナー 月刊 オ(10)

221 キルトジャパン 季刊 オ(3)　田野(2)　四万十市(2)

222 GINZA 月刊 オ(10)

223 Kinzai financial plan 月刊 オ(10)

224 近代建築 月刊 オ(未)

225 近代柔道 月刊 オ(10)

226 近代消防 月刊 オ(10)

227 近代食堂 月刊 オ(未)　四万十市(1)

228 近代盆栽 月刊 オ(未)

ク

229 ku:nel   隔月刊
オ(5)　高知分(適宜)　安芸(2)　香美(1)　香我美

(1)　南国(2)　かわうそ(1)　四万十市(2)

230 Ｇｏｏｄs Ｐｒess （グッズプレス） 月刊 高知分(適宜)

231 暮しの手帖 隔月刊

オ(永)　高知分(適宜)　室戸(2)　田野(2)　安芸(2)

芸西(1)　香美(1)　香我美(永)　南国(2)　いの(永)

日高(2)　かわうそ(1)　梼原(1)　土佐(5)　四万十町

(永)　大方(2)　四万十市(2)　宿毛(永)　清水(2)

232 CLASSY.(クラッシィ) 月刊 オ(10)　土佐(1)

233 Clara    月刊 オ(10)

234 Clinical Study 月刊 オ(未)

235 クリーンエネルギー 月刊 オ(10)

236 クリーンテクノロジー 月刊 オ(10)

237 CLUÉL 月刊 オ(3)　梼原(1)

238 CREA(クレア) その他 オ(10)　香我美(1)　土佐(1)　大方(1)

239 CREA Traveller 季刊 オ(10)　安芸(2)　清水(2)

240 GLOW(グロー) 月刊 オ(10)
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ク

241 クロワッサン 月2回刊

高知分(適宜)　東洋(適宜)　室戸(1)　田野(2)　安

芸(1)　香美(1)　野市(2)　南国(6ヶ月)　いの(1)

佐川(3)　虎太郎(1)　戸波(1)　須崎(1)　四万十町

(1)　大方(1)　四万十市(1)　西土佐(1)　宿毛(3)

清水(1)

242 軍事研究 月刊 オ(永)

243 群像     月刊 オ(永)　高知分(適宜)　四万十市(2)

ケ

244 ケアマネジャー 月刊 オ(10)

245 経済     月刊 オ(永)

246 経済セミナー 隔月刊 オ(永)

247 芸術新潮 月刊
オ(永)　高知分(適宜)　香美(1)　香我美(永)　南国

(1)　梼原(1)　土佐(5)　四万十町(永)

248 螢雪時代 月刊 オ(5)　四万十市(1)

249 毛糸だま 季刊 オ(10)

250 経絡診療　〔録音〕 隔月刊 点字(1)

251 鶏卵肉情報 月2回刊 オ(10)

252 激流     月刊 オ(未)

253 月刊AMJ  月刊 オ(10)

254 月刊アクアネット 月刊 オ(10)

255 月刊 クーヨン 月刊

オ(永)　高知分(適宜)　室戸(1)　田野(2)　安芸(1)

香美(1)　虎太郎(1)　梼原(1)　土佐(1)　大正(1)

四万十市(1)　清水(1)

256 月刊建設工事の動き 月刊 オ(10)

257 月刊建築仕上技術 月刊 オ(10)

258 月刊碁ワールド 月刊 オ(3)

259 月刊考古学ジャーナル 月刊 オ(永)

260 月刊　コロコロコミック 月刊 オ(3)　佐川(1)　大方(1)

261 月刊　コロコロイチバン! 月刊 オ(3)

262 月刊コンビニ 月刊 オ(未)

263 月刊 自家用車 月刊 オ(3)

264 月刊事業構想 月刊 オ(10)

265 月刊シニアビジネスマーケット 月刊 オ(10)

266 月刊社会教育 月刊 オ(永)

267 月刊ジュニアエラ　juniorAERA 月刊 オ(永)　高知分(適宜)　越知(3)　土佐(1)

268 月刊商人舎 月刊 オ(10)

269 月刊　消防 月刊 オ(10)

270 月刊食糧ジャーナル 月刊 オ(10)

271 月刊女性情報 月刊 オ(永)

272 月刊人材ビジネス 月刊 オ(10)

273 月刊人事マネジメント 月刊 オ(10)

274 月刊人事労務 月刊 オ(10)

275 月刊総務 月刊 オ(未)
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ケ

276 月刊たくさんのふしぎ 月刊
オ(永)　香北(永)　香我美(永)　土佐町(永)　いの

(永)　虎太郎(1)　こども(出来る限り保存)

277 月刊デイ 月刊 オ(10)

278 月刊天文ガイド 月刊 オ(永)　土佐(5)

279 月刊トイジャーナル 月刊 オ(10)

280 月刊Newsがわかる 月刊 オ(永)　梼原(1)　土佐(1)　四万十市(1)

281 月刊HACCP 月刊 オ(10)

282 月刊バスケットボール　 月刊 オ(10)　梼原(1)

283 月刊ピアノ　monthly Piano 月刊 オ(10)

284 月刊美術 月刊 オ(10)　宿毛(3)

285 月刊ファインケミカル 月刊 オ(10)

286 月刊フードケミカル 月刊 オ(10)

287 月刊福祉 月刊 オ(永)

288 月刊文化財 月刊 オ(10)

289 月刊むし 月刊 オ(10)

290 月刊陸上競技 月刊 オ(10)

291 月刊リフォーム 月刊 オ(10)

292 月刊レジャー産業資料 月刊 オ(未)

293 GetNavi(ゲットナビ) 月刊 大正(1)

294 げ・ん・き 隔月刊 オ(永)

295 健康管理 月刊 オ(未)

296 健康３６５ 月刊 宇佐(1)

297 健康づくり 月刊 オ(10)

298 言語聴覚研究 季刊 オ(10)

299 建材フォーラム 月刊 オ(10)

300 建設物価 月刊 オ(永)

301 現代化学 月刊 オ(10)

302 現代ギター 月刊 オ(永)

303 現代思想 月刊 オ(永)

304 現代詩手帖 月刊 オ(永)

305 現代消費者法 不定期刊 オ(10)

306 現代スポーツ評論 年2回刊 オ(10)

307 現代農業 月刊

オ(永)　高知分(適宜)　田野(2)　安芸(1)　香美(1)

香我美(1)　いの(1)　日高(2)　かわうそ(1)　梼原

(3)　土佐(5)　須崎(1)　四万十町(永)　四万十市

(2)　西土佐(1)　清水(1)

308 現代の図書館 季刊 四万十市(永)

309 現代林業 月刊 オ(10)　梼原(3)

310 建築技術 月刊 オ(未)

311 建築雑誌 月刊 オ(10)

312 建築ジャーナル　西日本版 月刊 オ(10)

313 建築知識 月刊 オ(永)

314 建築とまちづくり 月刊 オ(10)
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ケ

315 剣道日本 月刊 オ(10)

316 健保ニュース 旬刊月3回刊 オ(1)

コ

317 工業材料 月刊 オ(未)

318 航空ファン 月刊 オ(3)

319 皇室 季刊 土佐(1)

320 公衆衛生 月刊 オ(永)

321 工場管理 月刊 オ(未)

322 厚生の指標 月刊 オ(未)

323 厚生福祉 週2回刊 オ(1)

324 高知アララギ 月刊 土佐(1)

325 高知県青少年読書感想文・画集 年刊 オ(永)

326 高知詩集 年刊 オ(永)

327 こうち住まいと暮らしの年鑑 年刊 オ(永)

328 公募ガイド 月刊 オ(5)

329 広報会議 月刊 オ(未)

330 公明 月刊 オ(永)

331 香料     季刊 オ(10)

332 港湾     月刊 オ(10)

333 國語と國文學 月刊 オ(永)

334 心とからだの健康 月刊 オ(10)

335 こころの科学 隔月刊 オ(10)

336 Coaching＆playing Vollyball 隔月刊 オ(10)

337 コーチング・クリニック 月刊 オ(10)

338 COTTON TIME(コットンタイム) 隔月
高知分(適宜)　田野(2)　安芸(2)　物部(1)　香我

美(1)　虎太郎(1)　大正(2)　四万十市(2)

339 コットンフレンド 季刊 オ(10)

340 コトノネ 季刊 オ(10)

341 kodomoe(コドモエ） 隔月刊
オ(10)　いの(1)　日高(2)　越知(1)　四万十町(1)

四万十市(2)　宿毛(1)

342 こどもとしょかん 季刊 オ(永)　虎太郎(1)　こども(出来る限り保存)

343 子どもと読書 隔月刊 オ(永)　虎太郎(1)

344 子どもと発育発達 季刊 オ(10)

345 子どもと昔話 季刊 オ(永)

346 こどもの栄養 月刊 オ(10)

347 子供の科学 月刊
オ(永)　安芸(1)　南国(1)　虎太郎(1)　梼原(2)

四万十市(1)　宿毛(1)

348 子どもの虐待とネグレクト 年3回刊 オ(10)

349 子どものしあわせ 月刊 オ(永)

350 こどもの図書館 月刊 オ(永)

351 こどものとも 月刊

オ(永)　香北(永)　香我美(永)　南国(1)　土佐町

(永)　いの(永)　かわうそ(1)　梼原(永)　四万十市

(5)　宿毛(永)　清水(永)　こども(出来る限り保存)
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コ

352 こどものとも0.1.2. 月刊

オ(永)　香北(永)　香我美(永)　南国(1)　土佐町

(永)　いの(永)　かわうそ(1)　梼原(永)　大正(永)

四万十市(5)　西土佐(5)　清水(永)

353 こどものとも 年少版 月刊

オ(永)　物部(1)　南国(1)　土佐町(永)　いの(永)

かわうそ(1)　四万十市(5)　宿毛(永)　こども(出来る

限り保存)

354 こどものとも年中向き 月刊
オ(永)　南国(1)　土佐町(永)　いの(永)　かわうそ(1)

宿毛(永)

355 子どもの文化 月刊 オ(永)

356 こどもの本 月刊 オ(永)　四万十市(2)

357 子どもの本棚 月刊 オ(永)

358 ことりっぷ 季刊 日高(2)

359 ことりっぷマガジン 季刊 かわうそ(1)　土佐(1)　四万十町(3)　大方(3)

360 この本読んで! 季刊
オ(永)　芸西(1)　南国(2)　日高(2)　虎太郎(1)

土佐(5)　須崎(適宜)　四万十町(1)　四万十市(2)

361 コピライト 月刊 オ(永)

362 COMMERCIAL PHOTO 月刊 オ(未)

363 Komachi [香川] 月刊 オ(10)

364 コミュニティケア 月刊 オ(未)

365 コメディカルの友　〔点字〕 月刊 点字(1)

366 GOLF STYLE 隔月刊 オ(10)

367 GOLF DIGEST(ゴルフダイジェスト) 月刊 オ(10)　土佐(1)　四万十市(1)

368 昆虫と自然 月刊 オ(永)

サ

369 Cycle Sports 月刊 オ(10)　四万十市(1)

370 最高裁判所判例集 月刊 オ(永)

371 saita　咲いた 不定期刊 オ(10)

372 さかえ   月刊 オ(未)

373 作業療法ジャーナル 月刊 オ(未)

374 サクセス15 不定期刊 オ(10)

375 作文と教育 隔月刊 オ(永)

376 酒類食品統計月報 月刊 オ(10)

377 Soccer clinic 月刊 オ(永)

378 サッカーダイジェスト 月2回刊 オ(10)

379 サッカーマガジン 月刊 四万十市(1)

380 ザテレビジョン　岡山・四国版 週刊 南国(3ヶ月)

381 The 21   月刊 オ(未)

382 THE BIG ISSUE JAPAN 月2回刊 オ(永)　芸西(1)

383 Safari 月刊 オ(10)

384 SURFIN'　LIFE 隔月刊 オ(10)　四万十市(2)

385 ザ・フナイ　 月刊 オ(永)

386 砂防と治水 隔月刊 オ(10)
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サ

387 サライ   月刊

オ(5)　高知分(適宜)　安芸(1)　香我美(1)　南国

(1)　いの(1)　かわうそ(1)　土佐(1)　須崎(1)　四万

十市(1)　宿毛(1)　清水(1)

388 サラサーテ 隔月刊 オ(永)

389 サンキュ! 月刊
オ(10)　東洋(適宜)　野市(2)　虎太郎(1)　宇佐

(1)　大正(1)　西土佐(1)　宿毛(1)

390 産業保健と看護 隔月刊 オ(10)

391 サンデー毎日 週刊 オ(永)　かわうそ(1)　四万十市(1)

392 3分クッキング（日本テレビ版） 月刊 オ(10)　田野(2)　香我美(1)

シ

393 GID(性同一性障害)学会雑誌 年刊 オ(10)

394 JR時刻表 月刊
オ(10)　野市(2)　清水【4月と10月のみ】(1)　田野

(2)

395 J-IDEO　 隔月刊 オ(10)

396 JATAFFジャーナル 月刊 オ(10)

397 JA農業協同組合経営実務 月刊 オ(未)

398 JKFan    月刊 オ(10)

399 JJ(ジェイジェイ) 月刊 四万十市(1)

400 自衛隊現況 年刊 オ(10)

401 JTB時刻表 月刊
オ(5)　高知分(適宜)　安芸(1)　南国(3ヶ月)　四万

十市(1)

402 Ｊレスキュー 隔月刊 オ(未)

403 GA JAPAN 隔月刊 オ(10)

404 CNN　english express 月刊 オ(未)

405 歯界展望 月刊 オ(10)

406 史学雑誌 月刊 オ(永)

407 視覚障害 月刊 オ(10)

408 視覚障害　〔墨字〕 月刊 点字(1)

409 GQ JAPN 月刊 四万十市(1)

410 CQ ham radio 月刊 オ(10)

411 事業再生と債権管理 季刊 オ(10)

412 紙業タイムス 月2回刊 オ(10)

413 CG WORLD 月刊 オ(10)

414 施設と園芸 季刊 オ(永)

415 自然と農業 季刊 オ(10)

416 思想     月刊 オ(永)

417 自治研究 月刊 オ(永)

418 自治実務セミナー 月刊 オ(永)

419 視聴覚教育 月刊 オ(10)

420 実践みんなの特別支援教育 月刊 オ(未)

421 CD Journal　－+DVD－ 季刊 オ(10)

422 児童文芸 隔月刊 オ(永)
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シ

423 詩と思想 月刊 オ(10)

424 詩とファンタジー 年2回刊 オ(永)

425 シナリオ 月刊 オ(永)

426 私法判例リマークス 年2回刊 オ(永)

427 社会教育 月刊 オ(永)

428 社会保険旬報 旬刊月3回刊 オ(10)

429 写真ライフ 季刊 大方(3)

430 JaZZ JAPAN 月刊 オ(10)

431 JAZZ PERSPECTIVE 年2回刊 オ(永)

432 Journalism 月刊 オ(10)

433 斜面防災技術 年3回刊 オ(10)

434 社労士V  月刊 オ(10)

435 終活読本ソナエ 季刊 オ(10)　野市(2)　清水(2)

436 週刊朝日 週刊 オ(永)　安芸(6ヶ月)　南国(3ヶ月)　四万十市(1)

437 週刊エコノミスト 週刊 オ(永)

438 週刊金曜日 週刊 オ(永)　四万十市(1)

439 週刊ゴールデンチャート 隔週刊 オ(10)

440 週刊社会保障 週刊 オ(10)

441 週刊少年サンデー 週刊 高知分(適宜)

442 週刊新世紀　〔点字〕 週刊 点字(1)

443 週刊新潮 週刊
オ(5)　高知分(適宜)　香美(1)　西土佐(1)　清水

(1)

444 週刊ダイヤモンド 週刊 オ(5)　四万十市(1)

445 週刊東洋経済 週刊 オ(5)　安芸(6ヶ月)　梼原(1)

446 週刊日本医事新報 週刊 オ(未)

447 週刊文春 週刊
オ(5)　安芸(6ヶ月)　南国(3ヶ月)　虎太郎(1)　四万

十市(1)　西土佐(1)　清水(1)

448 週刊保健衛生ニュース 週刊 オ(1)

449 住宅建築 隔月刊 オ(未)

450 聚美     季刊 オ(10)

451 住民と自治 月刊 オ(永)

452 出版月報 月刊 オ(永)

453 JUNON 月刊 野市(2)　越知(1)

454 SPUR     月刊 オ(10)

455 趣味の山野草 月刊 いの(1)　四万十市(1)

456 ジュリスト 月刊 オ(永)　四万十市(1)

457 旬刊商事法務 旬刊月3回刊 オ(永)

458 障害者問題情報 季刊 オ(3)

459 小学一年生 月刊 高知分(適宜)

460 小学8年生 隔月刊 田野(2)

461 将棋世界 月刊 オ(永)　高知分(適宜)　梼原(1)　土佐(1)　宿毛(1)

462 商工ジャーナル 月刊 オ(10)
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シ

463 Shokokai 月刊 オ(10)

464 小説WINGS 季刊 オ(10)

465 小説現代 月刊 香我美(1)　虎太郎(1)

466 小説新潮 月刊 オ(永)　高知分(適宜)　室戸(1)　安芸(1)

467 小説すばる 月刊 オ(永)

468 小説トリッパー 季刊 オ(永)

469 小説NON 月刊 高知分(適宜)

470 小説野性時代 月刊 オ(永)

471 商店建築 月刊 オ(10)

472 小児看護 月刊 オ(未)

473 消費者ネットワーク 月刊 オ(1)

474 消費者法ニュース 季刊 オ(10)

475 消費と生活 隔月刊 オ(10)

476 情報誌・障害をもつ人々の現在 季刊 オ(10)

477 情報の科学と技術 月刊 オ(永)

478 食育フォーラム 月刊 オ(10)

479 食と健康 月刊 オ(10)

480 食品衛生研究 月刊 オ(未)

481 食品商業 月刊 オ(未)

482 食品と科学 月刊 オ(未)

483 食品包装 月刊 オ(未)

484 植物防疫 月刊 オ(10)

485 助産雑誌 月刊 オ(未)

486 女子カメラGENIC 季刊 香我美(未)

487 JOHNS    月刊 オ(10)

488 新建築   月刊 オ(永)　四万十市(2)

489 人権と部落問題 月刊 オ(10)

490 GINGER   月刊 オ(10)

491 新ゼロからスタートEnjoy英会話 季刊 オ(未)　日高(2)

492 診断と治療 月刊 オ(未)

493 新潮     月刊 オ(永)　高知分(適宜)　四万十市(2)

494 新訂　くらしのトレンド 月刊 オ(10)

495 新電気   月刊 オ(10)

496 新ノーマライゼーション 月刊 オ(永)

497 新幼児と保育 隔月刊 オ(10)　土佐(5)

498 心理学研究 隔月刊 オ(永)

499 心理学評論 季刊 オ(永)

ス

500 水産界   月刊 オ(10)

501 SWIMMING MAGAZINE 月刊 オ(10)

502 Sweet    月刊 オ(10)

503 数学セミナー 月刊 オ(永)

504 SKI GRAPHIC 月刊スキーグラフィック 月刊 オ(10)
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ス

505 SCREEN   月刊
オ(永)　高知分(適宜)　野市(2)　虎太郎(1)　土佐

(1)　須崎(1)　宿毛(1)　清水(1)

506 すこやかファミリー 月刊 オ(10)

507 素敵なあの人 月刊 高知分(適宜)

508 steady   月刊 オ(10)

509 STORY(ストーリィ) 月刊 オ(3)　田野(2)　いの(1)　西土佐(1)

510 SNIP STYLE 月刊 オ(未)

511 すばる   月刊 オ(永)

512 SPRiNG   月刊 オ(10)

513 spoon    隔月刊 オ(10)

514 スポーツイベント・ハンドボール 月刊 オ(10)

515 Sports graphic number 隔週刊

オ(永)　高知分(適宜)　香美(1)　香我美(1)　野市

(2)　南国(6ヶ月)　いの(1)　日高(2)　越知(3)　か

わうそ(1)　梼原(1)　土佐(1)　須崎(1)　大方(1)

四万十市(1)　西土佐(1)　宿毛(1)　清水(1)

516 スポーツのひろば 月刊 オ(10)

517 スポーツメディスン 月刊 オ(10)

518 住まいの設計 隔月刊
オ(その他)　高知分(適宜)　安芸(2)　いの(1)　日高

(2)　土佐(5)　大方(2)　四万十市(2)

519 スマッシュ 月刊 オ(10)

520 smart(スマート) 月刊 オ(10)　南国(1)

521 墨       隔月刊 オ(永)　安芸(2)　宿毛(永)

522 住む。   季刊
オ(5)　高知分(適宜)　安芸(2)　物部(1)　香我美

(永)　梼原(3)　須崎(適宜)

523 相撲     月刊 オ(永)　日高(2)　四万十市(1)

524 相撲ファン 不定期 梼原(1)

525 SS(スモールエス) 季刊 オ(10)

526 Slugger(スラッガー) 隔月刊 オ(10)

セ

527 製菓製パン 月刊 オ(永)

528 生活協同組合研究 月刊 オ(10)

529 精神医学 月刊 オ(未)

530 精神医療 季刊 オ(10)

531 精神看護 隔月刊 オ(3)

532 セイフティエンジニアリング 季刊 オ(10)

533 セイフティダイジェスト 月刊 オ(10)

534 SAFETY LIFE TOKYO 季刊 オ(10)

535 税務QA   月刊 オ(10)

536 声優グランプリ 月刊 オ(10)　虎太郎(1)

537 清流     月刊 オ(5)

538 正論     月刊 オ(永)　高知分(適宜)　宿毛(1)
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セ

539 世界     月刊
オ(永)　高知分(適宜)　かわうそ(1)　土佐(1)　四万

十市(2)　宿毛(1)

540 積算資料 月刊 オ(未)

541 設備と管理 月刊 オ(10)

542 SEVENTEEN 月刊 オ(10)　香美(1)　野市(2)　西土佐(1)

543 セラピスト 隔月刊 オ(10)

544 前衛     月刊 オ(10)

545 先端教育 月刊 オ(10)

546 宣伝会議 月刊 オ(未)　梼原(1)

547 禅文化   季刊 オ(10)

548 専門図書館 その他 オ(永)

549 専門料理 月刊 オ(永)

550 川柳マガジン 月刊 オ(10)

ソ

551 装苑     隔月刊 オ(5)　高知分(適宜)　四万十市(2)

552 壮快     月刊 オ(10)

553 総合教育技術 月刊 オ(10)

554 総合リハビリテーション 月刊 オ(未)

555 ソトコト 隔月刊
オ(10)　芸西(1)　越知(3)　かわうそ(1)　梼原(1)

土佐(5)　大正(2)　大方(2)　西土佐(1)

556 Software Design 月刊 オ(10)

557 SOFT-TENNIS MAGAZINE　 月刊 オ(10)

558 SOFT BALL MAGAZINE　 月刊 オ(10)

559 杣径     季刊 オ(10)

タ

560 体育の科学 月刊 オ(10)

561 大学への数学 月刊 オ(10)

562 DIVER    隔月刊 オ(10)

563 TIME　－日本版－ 週刊 四万十市(1)

564 DIME(ダイム) 月刊 高知分(適宜)　野市(2)　土佐(1)

565 Diamond home center 隔月刊 オ(10)

566 Diamond chain store 月2回刊 オ(10)

567 ダ・ヴィンチ 月刊

オ(5)　高知分(適宜)　室戸(1)　安芸(1)　香美(1)

香我美(1)　南国(1)　いの(1)　日高(2)　かわうそ

(1)　梼原(1)　土佐(1)　須崎(1)　四万十町(1)

大正(1)　大方(1)　四万十市(1)　宿毛(2)　清水

(1)

568 タウン情報まつやま 月刊 オ(10)　宿毛(1)

569 高島暦 年刊 南国(1)

570 Tarzan(ターザン) 月2回刊
オ(10)　香我美(1)　虎太郎(1)　梼原(1)　土佐(1)

宿毛(1)

571 多聴多読マガジン 隔月刊 オ(未)

572 卓球王国 月刊 オ(10)
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タ

573 旅と鉄道 隔月刊 オ(10)

574 旅の手帖 月刊
高知分(適宜)　安芸(1)　いの(1)　梼原(1)　土佐

(1)　大正(1)　大方(1)　四万十市(1)　宿毛(1)

575 食べもの通信 月刊 オ(10)

576 食べもの文化 月刊 オ(永)

577 たまごクラブ 月刊 南国(1)　梼原(1)　土佐(1)

578 ダム日本 月刊 オ(10)

579 短歌     月刊 オ(永)

580 短歌研究 月刊 オ(永)

581 DUNK SHOOT　 月刊 オ(10)

582 淡交     月刊 オ(10)

583 TURNS    隔月刊 オ(10)　いの(1)　虎太郎(1)　四万十市(2)

584 DDD      季刊 オ(10)

585 ダンスビュウ 月刊 オ(10)

586 DANCE MAGAZINE 月刊 オ(永)

587 dancyu 月刊
オ(10)　香美(1)　野市(2)　土佐(1)　大方(1)　宿

毛(1)

チ

588 治安フォーラム 月刊 オ(10)

589 地域介護経営 月刊 オ(10)

590 地域開発 季刊 オ(10)

591 地域ケアリング 月刊 オ(永)

592 地域人 月刊 南国(1)　かわうそ(1)

593 地域保健 隔月刊 オ(10)

594 ちいさい・おおきい・よわい・つよい 年2回刊 オ(永)　大正(永)

595 ちいさいなかま 月刊 オ(1)　四万十市(1)

596 ちいさなかがくのとも 月刊
オ(永)　香北(永)　土佐町(永)　いの(永)　こども(出

来る限り保存)

597 畜産技術 月刊 オ(10)

598 地上     月刊 オ(10)　芸西(1)

599 地図中心 月刊 オ(永)

600 致知 月刊 オ(10)　四万十町(3)

601 地方財政 月刊 オ(永)

602 地方財務 月刊 オ(永)

603 地方史研究 隔月刊 オ(永)

604 地方自治 月刊 オ(永)

605 地方税   月刊 オ(永)

606 チャイルドヘルス 月刊 オ(未)

607 ちゃお 月刊 高知分(適宜)　大方(1)

608 ちゃおデラックス 隔月 高知分(適宜)

609 ちゃぐりん 月刊 野市(2)　四万十市(1)

610 中央公論 月刊
オ(永)　高知分(適宜)　安芸(1)　野市(2)　四万十

市(2)　宿毛(1)
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チ

611 聴覚障害 季刊 オ(10)

612 調剤と情報 月刊 オ(未)

613 地理     月刊 オ(永)

614 治療     月刊 オ(未)

615 チルチンびと 季刊
オ(未)　高知分(適宜)　虎太郎(1)　西土佐(1)　清

水(2)

616 賃金事情 月2回刊 オ(10)

617 賃金と社会保障 月2回刊 オ(永)

ツ

618 通訳・翻訳ジャーナル 季刊 オ(未)

619 土と健康 年9回刊 オ(10)

620 釣り画報　〔四国地方版〕 月刊
オ(永)　高知分(適宜)　香北(1)　南国(1)　かわうそ

(1)　土佐(1)　四万十市(1)　宿毛(1)　清水(1)

621 つり情報 月2回刊 オ(10)

622 つり人 月刊 梼原(1)

テ

623 テアトロ 月刊 オ(10)

624 DHstyle  月刊 オ(10)

625 帝国ニュース　 週2回刊 オ(永)

626 Discover Japan(ディスカバー・ジャパン) 隔月刊 香我美(1)　大正(1)

627 TDB report 隔月刊 オ(10)

628 Daytona（デイトナ) 月刊 宿毛(1)

629 デザインノート 隔月刊 オ(永)

630 デジタルカメラ・マガジン 月刊 オ(10)

631 鉄道ジャーナル 月刊 オ(永)

632 鉄道ファン 月刊 オ(3)

633 Tennis Magazine 月刊 オ(10)

634 デーリィマン　Dairyman 月刊 オ(10)

635 テルミ　〔点字〕 隔月刊 点字(1)

636 てれびくん 月刊 高知分(適宜)

637 電気計算 月刊 オ(10)

638 電気と工事 月刊 オ(永)

639 点字ジャーナル　〔点字〕 月刊 点字(1)

640 点字民報　〔墨字〕 月刊 点字(1)

641 点字民報　〔点字〕 月刊 点字(1)

642 デンタルダイヤモンド 月刊 オ(10)

643 デンタルハイジーン 月刊 オ(未)

644 天然生活 月刊

オ(5)　高知分(適宜)　安芸(1)　香北(1)　野市(2)

南国(1)　いの(1)　日高(2)　虎太郎(1)　宇佐(1)

須崎(2)　大正(1)　佐賀(2)　大方(2)　四万十市

(1)　西土佐(1)　宿毛(1)

ト

645 登記研究 月刊 オ(永)
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ト

646 投資信託事情 月刊 オ(10)

647 ドゥーパ! 隔月刊 かわうそ(1)　土佐(1)　大正(2)　宿毛(2)

648 動物考古学 年刊 オ(永)

649 陶遊 隔月刊 オ(10)

650 時の法令 月2回刊 オ(永)

651 特選街 月刊 かわうそ(1)　四万十市(1)

652 土佐史談 年3回刊 オ(永)　室戸(永)　四万十市(永)

653 とさぶし 季刊 土佐(5)

654 都市問題 月刊 オ(永)

655 図書 月刊 土佐(1)

656 図書館界 隔月刊 オ(永)

657 図書館雑誌 月刊 梼原(1)　四万十市(永)

658 図書館の学校 季刊 オ(永)

659 飛ぶ教室 季刊 オ(永)

660 土木技術 月刊 オ(未)

661 土木コスト情報 季刊 オ(10)

662 土木施工単価 季刊 オ(10)

663 Domani(ドマーニ) 隔月刊 オ(10)

664 トラウマティック・ストレス その他 オ(未)

665 ドラッグストアレポート 季刊 オ(10)

666 TRANSIT(トランジット) 季刊 梼原(3)

ナ

667 内外教育 週2回刊 オ(10)

668 なゐふる 季刊 オ(10)

669 なかよし 月刊 高知分(適宜)

670 なごみ　 月刊 オ(10)　四万十市(1)

671
NATIONAL GEOGRAPHIC

－日本版－
月刊

オ(永)　安芸(1)　香美(1)　野市(2)　虎太郎(1)

梼原(1)　四万十市(1)　宿毛(5)　清水(1)

672 ナチュリラ 季刊 オ(10)

673 七緒     季刊 オ(永)　田野(2)

674 難聴者の明日 季刊 オ(10)

675 難病と在宅ケア 月刊 オ(10)

ニ

676 肉牛ジャーナル 月刊 オ(10)

677 Nico     月刊 オ(10)

678 ニコ☆プチ 隔月 高知分(適宜)　越知(1)

679 nicola   月刊
オ(10)　田野(2)　香北(1)　南国(1)　かわうそ(1)

梼原(1)　四万十市(1)　西土佐(1)

680 日経アーキテクチュア 隔週刊 オ(10)

681 日経ESG  月刊 オ(10)

682 日経WOMAN 月刊

オ(5)　高知分(適宜)　安芸(1)　野市(2)　いの(1)

越知(1)　かわうそ(1)　須崎(1)　四万十町(1)　四万

十市(1)
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ニ

683 日経エレクトロニクス 月刊 オ(10)

684 日経エンタテインメント! 月刊
安芸(1)　香我美(1)　いの(1)　四万十市(1)　宿毛

(1)　清水(1)

685 日経automotive 月刊 オ(10)

686 日経グローカル 月2回刊 オ(永)

687 日経X trend 月刊 オ(10)

688 日経コンストラクション 月2回刊 オ(10)

689 日経コンピュータ 隔週刊 オ(5)

690 日経サイエンス 月刊 オ(永)　四万十市(1)

691 Nikkei design 月刊 オ(10)

692 日経トップリーダー 月刊 オ(3)

693 日経トレンディ 月刊
オ(未)　高知分(適宜)　室戸(1)　安芸(1)　香美(1)

野市(2)　宿毛(1)

694 日経パソコン 隔週刊 宿毛(1)

695 日経PC21 月刊

オ(5)　安芸(1)　南国(1)　日高(2)　須崎(1)　四万

十町(1)　大正(1)　大方(1)　四万十市(1)　清水

(1)

696 日経ビジネス 週刊 オ(永)

697 日経プレジデント 月2回刊 香美(1)

698 日経ヘルス 不定期刊 オ(10)　安芸(1)　虎太郎(1)

699 日経ヘルスケア 月刊 オ(10)

700 日経ホームビルダー 月刊 オ(10)

701 日経マネー 月刊
オ(10)　南国(1)　虎太郎(1)　土佐(1)　四万十市

(1)

702 日経メディカル 月刊 オ(永)

703 日経ものづくり 月刊 オ(5)

704 日経Linux 隔月刊 オ(5)

705 NIKKEI robotics 月刊 オ(10)

706 日本栄養士会雑誌 月刊 オ(10)

707 日本カメラ 月刊 オ(10)　かわうそ(1)　宿毛(3)

708 日本古書通信 月刊 オ(永)

709 日本在宅ケア学会誌 年2回刊 オ(10)

710 日本児童文学 隔月刊 オ(永)

711 日本森林学会誌 隔月刊 オ(永)

712 日本水産学会誌 隔月刊 オ(10)

713 日本農業の動き 年3回刊 オ(10)

714 日本の科学者 月刊 オ(永)

715 日本慢性期医療協会誌 隔月刊 オ(10)

716 日本歴史 月刊 オ(永)

717 Newsweek　ニューズウィーク日本版 週刊
オ(5)　安芸(6ヶ月)　梼原(1)　四万十市(1)　清水

(1)

718 NEWSPICKS Magazine 季刊 オ(10)

719 Newtype  月刊 オ(10)
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ニ

720 Newton(ニュートン) 月刊

オ(永)　高知分(適宜)　安芸(1)　香我美(2)　野市

(2)　南国(1)　いの(1)　日高(3)　佐川(3)　かわうそ

(1)　梼原(1)　土佐(1)　四万十町(3)　大方(1)

四万十市(2)

721 Newton ニュートンムック 不定期刊 オ(3)

722 NEW MEDIA 月刊 オ(永)

723 ニューライフ 月刊 オ(10)

724 鶏の研究 月刊 オ(未)

725 人間会議 年2回刊 オ(10)

726 認知症の最新医療 季刊 オ(未)

ネ

727 ネイルUP! 隔月刊 オ(10)

728 NAIL VENUS 季刊 オ(10)

729 NEXT 月刊 オ(10)

730 ねこ     季刊 オ(未)　香美(1)　いの(1)　宿毛(2)

731 猫だより 隔月刊 香我美(2)

732 猫びより 隔月刊 四万十市(2)

ノ

733 農業経済研究 季刊 オ(未)

734 農業および園芸 月刊 オ(永)

735 農業経営者 月刊 オ(10)

736 農業市場研究 季刊 オ(10)

737 農業と経済 月刊 オ(未)

738 農経新報 季刊 オ(10)

739 農耕と園芸 季刊 オ(永)　南国(2)　梼原(3)　四万十市(2)

740 農産物検査とくほん 季刊 オ(10)

741 ノジュール 月刊 いの(1)

742 nｏn・nｏ（ノンノ） 月刊
高知分(適宜)　田野(2)　安芸(1)　いの(1)　虎太郎

(1)　土佐(1)　須崎(1)　四万十市(1)

ハ

743 俳句     月刊 オ(永)　四万十市(1)　宿毛(1)

744 俳句界   月刊 オ(10)

745 BICYCLE JAPAN 隔月刊 オ(10)

746 俳壇     月刊 オ(10)

747 PIPERS 月刊 オ(10)

748 BAILA（バイラ） 月刊 オ(10)

749 HOUSING(ハウジング) 月刊 四万十市(2)

750 HERS     不定期刊 オ(10)

751 バスマガジン 隔月刊 オ(永)

752 BIRDER   月刊 オ(永)　四万十市(1)

753 働く広場 月刊 オ(10)

754 発達     季刊 オ(10)

755 発達教育 月刊 オ(10)
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ハ

756 発明     月刊 オ(永)

757 発明ライフ 隔月刊 オ(1)

758 Badminton MAGAZINE　 月刊 オ(10)

759 Hanako（ハナコ） 月刊 大方(1)　四万十市(1)

760 Hanada   月刊 オ(3)

761 花とゆめ 月2回刊 高知分(適宜)

762 Harvard Business Review 月刊 オ(永)

763 母の友   月刊
オ(永)　南国(1)　土佐町(永)　日高(3)　虎太郎(1)

土佐(1)　四万十市(1)　宿毛(5)

764 HAMworld 隔月刊 オ(10)

765 ハヤカワミステリマガジン 隔月刊 オ(永)　四万十市(2)

766 PARA WORLD　 隔月刊 オ(10)

767 haru_mi  季刊 オ(10)

768 ハルメク 月刊 オ(3)　芸西(1)　越知(1)　土佐(1)　四万十市(1)

769 VOLLEYBALL　 月刊 オ(10)

770 版画芸術 季刊 オ(永)

771 販促会議 月刊 オ(10)

772 Band Journal 月刊 オ(永)

773 販売革新 月刊 オ(未)

774 pumpkin  月刊 オ(10)

775 判例時報 旬刊月3回刊 オ(永)

776 判例タイムズ 月刊 オ(10)

777 判例地方自治 月刊 オ(永)

ヒ

778 B & C    隔月刊 オ(10)

779 PHP      月刊 オ(5)　四万十市(1)

780 PHPスペシャル 月刊 オ(5)　香我美(1)

781 PHPのびのび子育て 月刊 オ(3)　香我美(1)　須崎(1)

782 Begin(ビギン) 月2回刊 佐川(3)　土佐(1)　大方(1)

783 PEAKS 月刊 オ(10)　香美(1)

784 悲劇喜劇 隔月刊 オ(10)

785 ビジネスガイド 月刊 オ(5)

786 美術手帖 隔月刊 オ(10)　四万十市(2)

787 美術の窓 月刊 オ(10)

788 美術屋百兵衛 季刊 オ(永)

789 美人百花 月刊 オ(10)　日高(2)

790 美ST     月刊 オ(10)

791 VIDEO SALON 月刊 オ(10)

792 美的     月刊 オ(10)　野市(2)　南国(1)

793 B-PASS　 月刊 オ(10)　土佐(1)

794 BE-PAL(ビーパル) 月刊

高知分(適宜)　安芸(1)　香我美(1)　南国(1)　日

高(2)　かわうそ(1)　土佐(1)　四万十町(1)　大方

(1)
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ヒ

795 病院     月刊 オ(未)

796
評価倍率表　財産評価基準書 愛媛県・

高知県
年刊 オ(永)

797 ひよこクラブ 月刊
オ(3)　南国(1)　須崎(1)　大方(1)　西土佐(1)　宿

毛(1)

798 Hiragana Times 月刊 オ(永)　四万十市(1)

799 e 隔月刊 オ(10)

800 貧困研究 年2回刊 オ(10)

フ

801 Fight & Life　 隔月刊 オ(10)

802 FINEBOYS 月刊 オ(10)

803 Faura 年刊 オ(永)

804 FUDGE 月刊 オ(10)

805 madame FIGARO japon 月刊 オ(5)

806 フィッシングカフェ 年3回刊 いの(1)　土佐(1)

807 フィルカル 年3回刊 オ(永)

808 フィールダー 季刊 野市(2)

809 フォトコン 月刊 オ(10)　四万十市(1)

810 Forbes JAPAN 月刊 オ(永)

811 Foreign Affairs 隔月刊 オ(10)

812 福祉介護テクノプラス 月刊 オ(未)

813 福祉労働 季刊 オ(永)

814 婦人画報 月刊

オ(10)　安芸(1)　芸西(1)　佐川(3)　かわうそ(1)

梼原(1)　四万十町(1)　大正(1)　大方(1)　四万十

市(1)　清水(1)

815 婦人公論 月2回刊

オ(永)　高知分(適宜)　室戸(1)　安芸(1)　芸西(1)

野市(2)　南国(6ヶ月)　いの(1)　日高(2)　佐川(3)

越知(1)　かわうそ(1)　土佐(1)　須崎(1)　四万十町

(1)　大方(1)　四万十市(1)　西土佐(1)　宿毛(1)

816 婦人公論の本 不定期 高知分(適宜)

817 婦人之友 月刊 オ(その他)　物部(1)

818 プチナース 月刊 オ(未)

819 ぷっちぐみ 月刊 安芸(1)　大方(1)

820 武道 月刊 土佐(1)

821 不動産法律セミナー 月刊 オ(10)

822 部落解放 月刊 オ(永)　清水(1)

823 部落解放研究 年2回刊 オ(永)

824 部落問題研究 不定期刊 オ(永)

825 ＰＬUS１　ＬＩＶＩNＧ 隔月 高知分(適宜)

826 ふらんす 月刊 オ(5)

827 PriPri 月刊 オ(10)　土佐市(5)

828 FREERUN  その他 オ(10)
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フ

829 BRUTUS(ブルータス) 月2回刊
香我美(1)　南国(6ヶ月)　佐川(3)　かわうそ(1)　梼

原(1)　宿毛(1)

830 ふれあいケア 月刊 オ(未)

831 Fragrance journal 月刊 オ(10)

832 プレジデント　PRESIDENT 年2回刊

オ(5)　高知分(適宜)　野市(2)　南国(6ヶ月)　いの

(1)　越知(1)　虎太郎(1)　梼原(1)　土佐(1)　四

万十町(1)　西土佐(1)　宿毛(1)　清水(1)

833 PRESIDENT WOMAN Premier 季刊 オ(5)

834 プレジデントFamily 季刊 オ(未)　四万十市(2)

835 Precious(プレシャス) 月刊 オ(10)

836 Prehospital Care［プレホスピタル・ケア］ 隔月刊 オ(10)

837 Pre-mo　 季刊 オ(10)

838 ブレーン 月刊 オ(10)

839 フローリスト　Florist 隔月刊 土佐(5)　四万十市(1)

840 文學界   月刊 オ(永)　高知分(適宜)

841 文藝 季刊 オ(永)

842 文藝春秋 月刊

オ(永)　高知分(適宜)　東洋(適宜)　室戸(1)　田野

(2)　安芸(1)　芸西(1)　香美(1)　野市(2)　南国

(1)　いの(1)　日高(2)　佐川(3)　越知(1)　かわうそ

(1)　梼原(1)　土佐(1)　須崎(1)　四万十町(1)

大方(1)　四万十市(2)　西土佐(1)　宿毛(1)　清水

(1)

ヘ

843 Veggy    隔月刊 オ(未)

844 vesta 季刊 香美(1)

845 BEST FLOWER ARRANGEMENT 季刊 オ(10)　宿毛(1)

846 BestRegards 隔月刊 オ(10)

847 ベースボール　〔点字〕 月刊 点字(1)

848 Baseball Clinic 月刊 オ(10)

849 ベースボールマガジン 隔月刊 オ(永)　南国(1)　かわうそ(1)　土佐(1)

850 別冊・医学のあゆみ 不定期刊 オ(未)

851 別冊うかたま 不定期刊 オ(3)

852 別冊きょうの料理 不定 高知分(適宜)

853 別冊暮しの手帖 不定期刊 オ(永)　高知分(適宜)

854 別冊現代農業 不定期刊 オ(3)

855 別冊趣味の園芸 不定 高知分(適宜)

856 別冊住まいの設計 不定 高知分(適宜)

857 別冊太陽 不定期刊 オ(永)

858 別冊太陽　太陽の地図帖 不定期刊 オ(永)

859 別冊太陽　日本のこころ 不定期刊 オ(永)

860 別冊ベースボールマガジン 隔月刊 南国(1)

861 PAPER【韓国語】 季刊 オ(10)

862 Baby-mo（ベビモ） 季刊 高知分(適宜)　香美(1)　虎太郎(1)
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ヘ

863 Helicopter Japan 隔月刊 オ(10)

864 ペリネイタルケア 月刊 オ(10)

865 へるすあっぷ21 月刊 オ(10)

866 ヘルスケア・レストラン 月刊 オ(未)

867 Pen      月2回刊
オ(5)　高知分(適宜)　いの(1)　梼原(1)　西土佐

(1)

ホ

868 邦楽ジャーナル 月刊 オ(永)

869 法学セミナー 月刊 オ(永)

870 邦楽の友 月刊 オ(永)

871 法曹時報 月刊 オ(永)

872 報知高校野球 隔月刊 オ(10)　芸西(1)　梼原(1)

873 訪問看護と介護 月刊 オ(未)　梼原(1)

874 法律時報 月刊 オ(永)

875 BOWLING magazine　 月刊 オ(10)

876 法令解説資料総覧 月刊 オ(永)

877 BOXING BEAT　ボクシング・ビート 月刊 オ(10)

878 ボクシングマガジン 月刊 オ(10)

879 保健師ジャーナル 月刊 オ(未)

880 保健の科学 月刊 オ(未)

881 星ナビ   月刊 オ(10)　虎太郎(1)　四万十市(1)　清水(1)

882 ほっとこうち 月刊

オ(永)　東洋(適宜)　室戸(1)　田野(2)　安芸(1)

香美(1)　野市(2)　南国(1)　日高(2)　越知(1)　か

わうそ(1)　土佐(1)　須崎(1)　四万十町(1)　大正

(1)　佐賀(1)　大方(1)　四万十市(2)　西土佐(1)

宿毛(1)

883 Pop eye  隔月刊 オ(10)

884 Popteen　月刊ポップティーン 月刊 オ(10)　虎太郎(1)

885 Boat CLUB 月刊 オ(10)

886 ホトトギス 月刊 オ(永)

887 炎芸術   季刊 オ(10)

888 popeye 月刊 佐川(3)

889 Hobby JAPAN 月刊 オ(10)

890 本の雑誌 月刊 オ(永)　高知分(適宜)　梼原(1)　大正(1)

マ

891 MyGARDEN 季刊 オ(未)

892 毎日が発見 月刊 いの(1)

893 MAQUIA(マキア) 月刊 オ(10)　四万十市(1)

894 マーケティングホライズン 月刊 オ(10)

895 MADURO 月刊 オ(10)

896 Mart(マート) 月刊 オ(10)　越知(1)　虎太郎(1)

897 mamagirl(ママガール) 季刊 西土佐(1)

898 ＭＡＭＯＲ 月刊 土佐(1)
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マ

899 marisol(マリソル) 月刊 オ(10)

900 Marine AQUARIST　 季刊 オ(10)

901 Marine Diving　マリンダイビング 月刊 オ(10)

902 まる得マガジン 月刊 南国(1)

903 マンガ研究 年刊 オ(永)

ミ

904 ミセス 月刊 野市(2)

905 ミセスのスタイルブック 季刊 高知分(適宜)　田野(2)　土佐(1)　四万十市(2)

906 mina 月刊 野市(2)

907 Mimi     季刊 オ(10)

908 Myojo 月刊 かわうそ(1)　四万十市(1)

909 民主文学 月刊 オ(永)

910 みんなねっと 月刊 オ(3)

911 みんなのスポーツ　 月刊 オ(10)

912 みんなの図書館 月刊 オ(永)

913 みんなのねがい 月刊 オ(未)

ム

914 ムー 月刊 土佐(1)

915 MUSICA   月刊 オ(10)　虎太郎(1)

メ

916 MSD      月刊 オ(未)

917 M.P.     月刊 オ(10)

918 medicina 月刊 オ(10)

919 目の眼　MIND'S EYE 月刊 オ(10)

920 MEN'S CLUB(メンズクラブ） 月刊 宿毛(1)

921 MEN'S NON-NO（メンズノンノ） 月刊 高知分(適宜)　日高(2)　西土佐(1)

922 Men's　FUDGE(メンズ　ファッジ) 年10回刊 梼原(1)

モ

923 MORE(モア) 月刊 オ(3)　南国(1)　四万十市(1)　清水(1)

924 MOE      月刊

オ(永)　室戸(1)　田野(2)　安芸(1)　香我美(未)

南国(1)　いの(永)　日高(2)　かわうそ(1)　梼原(1)

土佐(5)　四万十町(1)　大正(1)　大方(1)　四万十

市(1)　清水(1)

925 モーターサイクリスト 月刊 梼原(1)

926 Moter　Magazine(モーターマガジン) 月刊 オ(3)　梼原(1)

927 もっと知りたい！韓国TVドラマ 隔月刊 虎太郎(1)

928 MONOQLO(モノクロ) 月刊 日高(2)

929 mono　モノ・マガジン 月2回刊 南国(6ヶ月)　虎太郎(1)　四万十市(1)　宿毛(1)

930 momo 月2回刊 四万十市(1)

ヤ

931 薬学図書館 季刊 オ(10)

932 薬務公報 旬刊月3回刊 オ(1)
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ヤ

933 野菜だより 隔月刊
オ(3)　香美(1)　大正(2)　四万十市(2)　西土佐

(1)

934 やさい畑 隔月
高知分(適宜)　田野(2)　香北(1)　日高(2)　越知

(3)　虎太郎(1)　大方(2)

935 薬局     月刊 オ(未)

936 山と渓谷 月刊
オ(5)　高知分(適宜)　香我美(1)　いの(1)　虎太郎

(1)　梼原(1)　土佐(5)　四万十市(1)　宿毛(1)

937 やまもも 年刊 オ(永)

ユ

938 ゆうゆう(YouYou) 月刊
オ(10)　安芸(1)　野市(2)　南国(2)　いの(1)　宇

佐(1)　大正(1)　四万十市(1)

939 ゆほびか 月刊 大正(1)

940 ユリイカ 月刊 オ(永)

ヨ

941 養殖ビジネス 月刊 オ(永)

942 養豚界   月刊 オ(未)

943 養豚情報 月刊 オ(10)

944 ヨガジャーナル 隔月刊 土佐(1)　大正(2)

945 Yogini   隔月刊 オ(10)

946 よさこい読本 年刊 オ(永)

ラ

947 LiVES    隔月刊 オ(未)　宿毛(1)　清水(2)

948 ライト ＆ ライフ　〔録音〕 月刊 点字(1)

949 LRG＝ライブラリー・リソース・ガイド 季刊 高知分(適宜)　佐川(3)　土佐(5)　四万十町(1)

950 Rugby magazine　ラグビーマガジン 月刊 オ(10)

951 ラジオ深夜便 月刊 オ(永)　四万十市(1)

952 la farfa 隔月刊 オ(10)　宿毛(1)

953 ランドネ 隔月刊 オ(10)　田野(2)　大正(2)　四万十市(2)

954 ランナーズ 月刊 オ(永)

955 ランニングマガジンcourir 月刊 オ(10)　大正(1)

956 RUN+TRAIL 隔月刊 オ(10)

リ

957 LEE(リー) 月刊

オ(10)　安芸(1)　芸西(1)　野市(2)　いの(1)　虎

太郎(1)　梼原(1)　大方(1)　四万十市(1)　宿毛

(1)

958 理学療法ジャーナル 月刊 オ(未)

959 陸上競技マガジン　 月刊 オ(10)

960
LISN Library & Information

Science News
季刊 オ(永)

961 リハビリナース 隔月刊 オ(10)

962 りぼん 月刊 高知分(適宜)

963 流行色   季刊 オ(10)

964 流通ネットワーキング 隔月刊 オ(10)
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リ

965 料理王国 月刊 四万十市(1)

966 林業新知識 月刊 オ(10)

967 臨床栄養 【別冊あり】 月刊 オ(未)

968 臨床心理学 隔月刊 オ(10)

969 臨床スポーツ医学 月刊 オ(10)

970 林政ニュース 隔週刊 オ(1)

971 リンネル 月刊
オ(3)　室戸(1)　安芸(1)　香我美(1)　かわうそ(1)

四万十市(2)　西土佐(1)　宿毛(1)

レ

972 LEON 月刊 オ(10)

973 歴史街道 月刊 土佐(1)　大正(1)　四万十市(1)

974 歴史学研究 月刊 オ(永)

975 歴史人 月刊 安芸(1)　南国(1)　虎太郎(1)　宿毛(1)　清水(1)

976 歴史評論 月刊 オ(永)

977 レクリヱ 隔月刊 日高(2)　日高(2)　土佐(5)

978 レコード芸術 月刊 オ(10)

979 Regina　（レジーナ） 不定期刊 オ(10)

980 Rp.+     季刊 オ(10)

981 レジャーフィッシング 月刊 野市(2)

982 レタスクラブ 月刊
高知分(適宜)　いの(1)　須崎(1)　四万十市(1)　宿

毛(2)　清水(1)

983 レディブティック 月刊 高知分(適宜)　宿毛(1)

ロ

984 Rowing   隔月刊 オ(10)

985 Law & technology 季刊 オ(10)

986 労旬     月2回刊 オ(永)

987 労働法令通信 旬刊月3回刊 オ(10)

988 老年社会科学 季刊 オ(10)

989 Logi-biz 月刊 オ(10)

990 路線価図　財産評価基準書 高知県 年刊 オ(永)

991 rockin'on 月刊 オ(永)

992 ROCKIN'ON JAPAN 月刊 オ(永)　越知(1)　かわうそ(1)　宿毛(1)

993 ロボット 隔月刊 オ(10)

ワ

994 WIRED    頻度不明 オ(永)

995 Winart   季刊 オ(未)

996 ワイン王国 隔月刊 オ(未)

997 WORK MILL 不定期刊 オ(永)

998 わげんせ 季刊 オ(10)

999 私のカントリー 季刊 高知分(適宜)　田野(2)

1000 ワッグル　－GOLF－ 月刊 オ(10)

1001 和樂     隔月刊 オ(永)　梼原(1)



県内市町村図書館等所蔵（雑誌）一覧 2021雑誌　29/29

No. タイトル 刊行頻度 所蔵館

ワ

1002
WORLD SOCCER DIGEST（ワールド

サッカーダイジェスト）
月2回刊 高知分(適宜)

1003 wan(ワン) 隔月刊
オ(その他)　高知分(適宜)　香美(1)　香我美(2)　四

万十市(2)

1004 ワンダーフォーゲル 隔月刊 オ(永)

外国語(特に記載がないものは英語)

1005 The Atlantic 月刊 オ(10)

1006 BCCJ acumen 月刊 オ(10)

1007 Better homes and gardens 月刊 オ(10)

1008 좋은생각（良い考え）【韓国語】 月刊 オ(10)

1009 씨네 21 【韓国語】 週刊 オ(10)

1010 The economist 週刊 オ(10)

1011 Esquire  隔月刊 オ(10)

1012 Forbes Asia 月刊 オ(10)

1013 Fortune  月刊 オ(10)

1014 GQ       月刊 オ(10)

1015 The guardian weekly 週刊 オ(10)

1016 Lonely Planet magazine 月刊 オ(10)

1017 National geographic 月刊 オ(永)

1018 National geographic kids 月刊 オ(10)

1019 Newsweek 週刊 オ(5)

1020 The New Yorker 週刊 オ(5)

1021 Psychology today 隔月刊 オ(10)

1022 人民画报 【中国語】 月刊 オ(10)

1023 人民文学 【中国語】 月刊 オ(10)

1024 瑞丽服饰美容 【中国語】 月刊 オ(10)

1025 Scientific American 月刊 オ(10)

1026 新東亞 【韓国語】 月刊 オ(10)

1027 Sports illustrated 週刊 オ(10)

1028 TIME     週刊 オ(5)

1029 Vogue    月刊 オ(10)

1030 現代家庭 【中国語】 月2回刊 オ(10)

1031 中國烹飪 【中国語】 月刊 オ(永)

PAPER【韓国語】

　　24/29のNo.861と重複
季刊 オ(10)


