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2023年度購読新聞・雑誌リスト

頻度 保存年数

1 日刊 6ヶ月
2 日刊 3年

〈雑誌〉 出版社 頻度 製本／保存期間
1 ar 主婦と生活社 月刊 1年
2 ESSE フジテレビジョン 月刊 1年
3 エデュカーレ 臨床育児保育研究会 隔月刊 長期
4 絵本BOOKEND 朔北社 年刊 長期
5 Oz magazin スターツ出版 月刊誌 1年
6 キリスト教保育 キリスト教保育連盟 月刊 製本
7 切り抜き速報　保育と幼児教育版 ニホン・ミック 月刊 5年
8 クーヨン クレヨンハウス 月刊 長期
9 暮しの手帖 暮らしの手帖社 隔月刊 長期

10 月刊福祉 全国社会福祉協議会 月刊 製本
11 厚生の指標（別冊）『国民衛生の動向』のみ 厚生労働統計協会 年刊 長期
12 現代の図書館 日本図書館協会 季刊 製本
13 子育て支援と心理臨床 福村出版 年2回 製本
14 kodomoe 白泉社 隔月刊 3年
15 子ども学 萌文書林 年刊 長期
16 子どもと発育発達 杏林書院 季刊 製本
17 こどもの栄養 こども未来財団 月刊 製本
18 子どもの虐待とネグレクト 日本子どもの虐待防止研究会 年３回 製本
19 子どものしあわせ 日本子どもを守る会 月刊 長期
20 この本読んで 出版文化産業振興財団 季刊 長期
21 実践みんなの特別支援教育 オレンジ教材 月刊 製本
22 児童養護 全国社会福祉協議会 季刊 製本
23 社会的養護研究 創英社 年刊 製本
24 私幼時報 全日本私立幼稚園連合会 月刊 長期
25 湘南自然誌 湘南自然誌編集部 季刊 長期
26 新・幼児と保育 小学館 隔月刊 長期
27 全国図書館大会　大会記録 日本図書館協会 年刊 長期
28 全国保育士研究紀要 日本保育士会 不定期 長期
29 そだちの科学 日本評論社 年２回 製本
30 体育の科学 杏林書院 月刊 製本
31 ちいさい・おおきい・よわい・つよい ジャパンマシニスト 年2回 長期
32 ちいさいなかま 草土文化 月刊 長期
33 ちくま　　 筑摩書房 月刊 3年
34 チャイルドヘルス 診断と治療社 月刊 長期
35 図書館雑誌 日本図書館協会 月刊 製本
36 non･no 集英社 月刊 1年
37 発達障害研究 日本発達障害学会 季刊 製本
38 発達心理学研究 日本発達心理学会事務所 季刊 製本
39 母の友 福音館書店 月刊 長期
40 パプリカ オレンジ教材 期間 長期
41 病児保育研究 全国病児保育協議会 年刊 長期
42 ひろば Ｇメイト 月刊 長期
43 仏教保育カリキュラム 日本仏教保育協会 月刊 製本
44 Pri Pri 世界文化社 月刊 長期
45 ほいくあっぷ オレンジ教材 月刊 長期
46 保育界 日本保育協会 月刊 製本
47 保育学研究 日本保育協会 年3回 製本
48 保育情報 全国保育団体 月刊 製本
49 ほいくしんり エイデル研究所 年刊 製本
50 保育者養成教育研究 日本保育者養成教育学会 年刊 長期
51 保育通信 全国私立保育園連盟 月刊 製本
52 保育とカリキュラム ひかりのくに 月刊 長期
53 保育と保健 日本保育園保健協議会 年２回 製本
54 保育ナビ     フレーベル館 月刊 製本
55 保育の研究 保育研究所編 草土文化 年刊 長期
56 保育の友 全国社会福祉協議会 月刊 製本
57 (季刊)保育問題研究 全国保育問題研究協議会 季刊 製本
58 明治安田こころの健康財団研究助成論文集 明治安田こころの健康財団 年刊 長期
59 幼児の教育 フレーベル館 季刊 製本
60 幼児教育じほう 全国国公立幼稚園長会 月刊 長期
61 LISN キハラ 季刊 長期
62 礼拝と音楽　 日本基督教団出版局 季刊 長期
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