
雑誌名 出版社名 発行頻度

A～Ｚ ＢＥＲＤ(ﾊﾞｰﾄﾞ) ベネッセコーポレーション 季刊 廃刊 1号(2005.6)～16号(2009.3)

ＣＳ研レポート 教科教育研究所 年２ 廃刊 51号（2004.4)～63号(2009.6)

ＩＭＥＴＳ(ｱｲﾒｯﾂ：　メディアと授業の改善) 才能開発教育研究財団 季刊 休刊 116号(1995.4)～170号(2010.3)

ＮＥＷ教育とコンピュータ（改題前誌『ＮＥＷ教育とマイコン』） 学習研究社 月刊 休刊 11巻４号(1995.4)～23巻12号(2007.12)

ＮＥＷ教育とマイコン（改題後誌『ＮＥＷ教育とコンピュータ』） 学習研究社 月刊 改題 ２巻３号(1986.4）～11巻3号（1995.3)

ＳＹＮＡＰＳＥ(ｼﾅﾌﾟｽ) ジアース教育新社 月刊 継続 32号(2014.5)～

ｔｈｅ　Ｓｅｉｎｅｎ　（改題前誌『青年』） 日本青年館 月刊 中止 186号(1984.11)～250号(1990.3)

ＶＩＥＷ２１(ﾋﾞｭｰ21）　高校版（改題前誌『進研ニュースＶＩＥＷ』）ベネッセコーポレーション 月刊 継続 247号(1998.4)～

ＶＩＥＷ２１(ﾋﾞｭｰ21）　中学校版 ベネッセコーポレーション 月刊 中止 291号（2006.9)～299号(2008.9)

ＶＩＥＷ２１(ﾋﾞｭｰ21）　小学校版 ベネッセコーポレーション 月刊 中止 9号(2006.4)～30号（2011.11)

え 英語教育 大修館書店 月刊 継続 16巻1号(1967.4)～44巻7号(1995.10)／49巻2号(2000.5)～

英語教育ジャーナル 三省堂 月刊 中止 1巻8号（1980.11)～3巻6号(1982.9)

お おんかん　音楽鑑賞教育　（改題後誌『音楽鑑賞教育』） 音楽鑑賞新興会 月刊 中止 393号（2001.4)～418号（2003.3）／487号(2008.10)～493(2009.4)

音楽鑑賞教育　（改題前誌『おんかん　音楽鑑賞教育』） 音楽鑑賞振興財団 季刊 継続 5号（2011.4)～

か 化学と教育 日本科学会 月刊 中止 44巻4号(1993.4)～51巻4号(2003.4)

学習指導研究（改題前誌『学習指導研修』） 教育開発研究所 月刊 廃刊 109号(1987.4)～120号(1988.3)

学習指導研修（改題後誌『学習指導研究』） 教育開発研究所 月刊 改題 1号(1978.1)～108号(1987.3)

学習情報研究 学習ｿﾌﾄｳｪｱ情報研究ｾﾝﾀｰ 隔月 中止 1号(1986.6)～190号(2006.5)

学級経営（分離『小学校』『中学校』） 明治図書出版 月刊 分離 8巻4号(1973.4)～21巻3号(1986.3)

学級経営　小学校（合併改題後誌『楽しい学級経営』） 明治図書出版 月刊 合併 1巻6号(1986.9)～6巻12号(1991.12)

学級経営　中学校（合併改題後誌『楽しい学級経営』） 明治図書出版 月刊 合併 1巻6号(1986.9)～7巻3号(1992.3)

学校運営研究（改題後誌『学校マネジメント』） 明治図書出版 月刊 改題 5巻4号(1966.4)～43巻7号(2004.7)

学校教育相談 ほんの森出版 月刊 継続 1巻7号(1987.7)～

学校経営 第一法規出版 月刊 廃刊 10巻2号(1965.2)～49巻3号(2004.3)

学校事務 学事出版 月刊 継続 62巻5号(2011.5)～

所　蔵　雑　誌　一　覧

所蔵情報

1/6 岐阜県総合教育センター図書室（所蔵雑誌）



雑誌名 出版社名 発行頻度 所蔵情報

学校図書館 全国学校図書館協議会 月刊 継続 186号(1966.4)～

学校マネジメント（改題前誌『学校運営研究』） 明治図書出版 月刊 中止 43巻8号(2004.8)～45巻4号(2006.4)

家庭科教育 家政教育社 月刊 廃刊 44巻4号(1970.4)～79巻3号(2005.3)

家庭科研究 芽ばえ社 月刊→隔月 継続 245号(2005.5)～

き 教育委員会月報 第一法規出版 月刊 継続 18巻3号(1966.3)～

教育医学 日本教育医学研究会 季刊 中止 6巻6号(1960.10)～33巻3号(1987.11)

教育音楽　小学版 音楽之友社 月刊 継続 25巻4号(1970.4)～

教育音楽　中学高校版 音楽之友社 月刊 中止 17巻4号(1973.4)～60巻4号(2016.4)

教育科学国語教育 明治図書出版 月刊 継続 15巻4号(1973.4)～

教育科学算数教育 明治図書出版 月刊 廃刊 9巻5号(1967.5)～41巻3号(1999.3)

教育科学社会科教育（改題後誌『社会科教育』） 明治図書出版 月刊 改題 1巻1号(1964.10)～36巻5号（1999.5）

教育科学数学教育 明治図書出版 月刊 中止 11巻4号(1970.4)～57巻4号(2016.4)

教育科学理科教育(改題後誌『楽しい理科授業』） 明治図書出版 月刊 改題 15巻7号(1983.7)～24巻3号(1992.3)

教育研究 不昧堂出版 月刊 中止 48巻4号(1993.4)～56巻4号(2001.4)

教育心理 日本文化科学社 月刊 中止 8巻5号(1960.5)～39巻3(1991.3)

教育心理学研究 日本教育心理学会 季刊 中止 23巻1号(1975.3)～36巻4号(1988.12)

教育時評 学校教育研究所 季刊 継続 3号(2004.7)～

教育じほう 東京都立教育研究所 月刊 中止 411号(1982.4)～638号(2001.3)

教育ジャーナル 学習研究社 月刊 中止 13巻1号(1975.1)～48巻1号(2009.4)

教育情報研究 日本教育情報学会 季刊 継続 1巻1号(1985.12)～

教育展望 教育調査研究所 月刊 中止 11巻10号(1965.10)～47巻11号(2001.12)

教育と医学 慶應義塾大学出版 月刊 継続 18巻4号(1970.4)～53巻4号(2005.4)／60巻5号（2012.5)～

教育と情報 第一法規出版 月刊 休刊 145号(1970.4)～513号(2001.3)

教育美術 教育美術振興会 月刊 継続 31巻6号(1970.5)～

教育法 エイデル研究所 月刊 継続 62号(1986.6)～

教職キャリアデザイン ジアース教育新社 季刊 中止 1号(2007.10)～10号（2010.1)

教職研修 教育開発研究所 月刊 継続 4巻12号(1977.8)～

技術教育（改題後誌『技術教室』） 民衆社（出版元変更） 月刊 改題 18巻4号(1970.4)～27巻3号(1979.3)
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技術教室（改題前誌『技術教育』） 農山漁村文化協会 月刊 廃刊 27巻4号(1979.4)～59巻12号(2011.12)

け 健康教室 東山書房 月刊 継続 22巻12号(1971.10)～

現代英語教育 研究社 月刊 中止 7巻4号(1970.4)～35巻12号(1999.3)

現代教育科学 明治図書出版 月刊 廃刊 3巻10号(1960.1)～55巻3号（2012.3)

現代教育経営 共同出版 月刊 中止 1巻1号(1979.7)～2巻12号(1981.6)

現代社会 学事出版 隔月 廃刊 1巻1号（1981.4)～6巻1号(1986.2)

こ 広領域教育 広領域教育研究所 季刊 中止 35号(1993.10)～74号（2010.2)

高校教育 学事出版 月刊 継続 3巻5号(1970.5)～

高校教育展望 小学館 月刊 中止 1巻1号(1976.4)～15巻3号(1990.3)

国語教育 東京法令出版 月刊 休刊 4巻4号(1984.4)～30巻13号（2011.3)

国語教育研究 日本国語教育学会 月刊 中止 209号(1998.1)～504号(2014.4)

国語の教育 国土社 月刊 中止 3巻4号(1970.4)～5巻9号(1972.9)

心をそだてる学級経営（改題前誌『楽しい学級経営』） 明治図書出版 月刊 中止 13巻4号(1998.4)～18巻5号(2003.5)

子ども英語　（改題後誌『子ども英語ジャーナル』） アルク 月刊 改題 ８巻4号(2009.4)～10巻3号（2011.3)

子ども英語ジャーナル　（改題前誌『子ども英語』） アルク 月刊 休刊 10巻4号（2011.4)～12巻3号(2013.3)

子ども学 ベネッセコーポレーション 季刊 休刊 １（1993.9)～18(1997.12)

子どもと創る国語の授業 東洋館出版社 季刊 継続 44号(2014.6)～

コボたち 岐阜児童文学研究会 月刊 廃刊 1号(1972.7)～258号(1994.3)

これからの幼児教育 ベネッセコーポレーション 年３ 継続 2013春号～

さ 産業教育 海文堂 月刊 廃刊 33巻1号(1983.1)～51巻3号(2001.3)

産業と教育 産業教育振興中央会 月刊 継続 50巻1号(2001.4)～

し 社会科教育（改題前誌『教育科学社会科教育』） 明治図書出版 月刊 継続 36巻6号(1999.6)～

　 社会教育 全日本社会教育連合会 月刊 中止 43巻6号(1988.6)～681号(2003.3)

小学校教育 教育開発研究所 月刊 休刊 1巻1号(1988.4)～7巻3号(1994.3)

食農教育　(改題後誌『のらのら』） 農山漁村文化協会 隔月 改題 13号(2001.5)～81号(2011.8)

初等理科教育 初教出版 月刊 中止 212号(1984.5)～489号(2005.4)

初等教育資料 東洋館出版 月刊 継続 157号(1963.1)～

自然と人間を結ぶ　農業教育 農山漁村文化協会 隔月 中止 38号(198961)～57号(1998.12)
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視聴覚教育 日本視聴覚教育協会 月刊 中止 282号(1971.4)～7３７号(2009.3)

指導と評価 日本教育評価研究会 月刊 継続 166号(1969.1)～

心理臨床 星和書店 季刊 中止 6巻2号(1993.6)～11巻4号(1998.12)

進路指導 日本進路指導協会 月刊→季刊 継続 43巻5号(1970.5)～

進路ジャーナル 実務教育出版 月刊 中止 289号(1986.4)～492号(2005.3)

授業研究　（改題後誌『授業研究21』） 明治図書出版 月刊 改題 3巻6号(1965.6)～32巻3号(1994.3)

授業研究　２１(改題前誌『授業研究』改題後誌『授業力＆学級統率力』） 明治図書出版 月刊 改題 32巻5号(1994.4)～48巻3号（2010.3)

授業力＆学級統率力（改題前誌『授業研究21』） 明治図書出版 月刊 中止 48巻4号(2010.4)～52巻4号(2014.4)

実践国語研究 明治図書出版 月刊 中止 1巻1号(1977.9)～25巻5号(1999.4)

児童心理 金子書房 月刊 継続 141号(1958.5)～

す 進研ニュースVIEW(改題後誌『ＶＩＥＷ21』） ベネッセコーポレーション 隔月 改題 233号(1996.3)～246号(1998.2)

数学教室 数学教育協議会／国土社 月刊 中止 58巻5号（2012.5)～60巻4号(2014.4)

せ 生活科授業研究　（改題後誌『生活科授業を楽しく』） 明治図書出版 月刊 改題 1巻1号(1990.1)～5巻3号(1995.3)

生活科授業を楽しく（改題後誌『生活科と共に総合的学習を創る』） 明治図書出版 月刊 改題 5巻4号(1995.4)～8巻3号(1998.3)

生活科と共に総合的学習を創る（改題後誌『総合的学習を創る』） 明治図書出版 月刊 改題 8巻4号(1998.4)～9巻3号(1999.3)

青少年 青少年育成国民会議 月刊 中止 338号(2001.1)～370号(2004.2)

青少年問題 青少年問題研究会 月刊 中止 29巻2号(1982.3)～54巻1号(2007.1)

精神薄弱児研究(改題後誌『発達の遅れと教育』） 日本文化科学社 月刊 改題 124号(1969.1)～322号(1985.3)

生徒指導 学事出版 月刊 継続 9巻1号(1979.1)～

青年　（改題後誌『ｔｈｅ　Ｓｅｉｎｅｎ』） 日本青年館 月刊 改題 50号(1973.8)～185号(1984.10)

青年心理 金子書房 隔月 中止 50号(1985.2)～90号(1991.10)

生物教育 日本生物教育学会 月刊 中止 22巻3号(1981.11)～43巻4号(2003.1)

そ 総合教育技術 小学館 月刊 継続 21巻11号(1967.1)～

総合的学習を創る（改題前誌『生活科と共に総合的学習を創る』） 明治図書出版 月刊 中止 9巻4号(1999.4)～16巻4号(2006.4)

た 体育の科学 体育の科学社 月刊 中止 37巻1号(1987.1)～47巻9号(1997.9)

体育科教育 大修館書店 月刊 継続 45巻10号(1997.10)～

楽しい学級経営（改題後誌『心を育てる学級経営』） 明治図書出版 月刊 改題 8巻4号(1993.3)～13巻3号(1998.3)

楽しい理科授業　（改題前誌『教育科学理科教育』） 明治図書出版 月刊 中止 24巻5号(1992.5)～34巻3号(2002.3)
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ち 中等教育資料　(出版社変更：910号まで、ぎょうせい） 学事出版 月刊 継続 144号(1963.2)～

と 特殊教育　（改題後誌『特別支援教育』） 東洋館出版 季刊 改題 1号(1973.1)～99号(2000.12)

特別活動 日本文化化学社 月刊 中止 1巻1号(1968.10)～8巻9号(1975.9)

特別活動研究 明治図書出版 月刊 中止 1巻1号(1968.1)～40巻3号(2007.3)

特別支援教育　（改題前誌『特殊教育』） 東洋館出版 季刊 継続 1号(2001.1)～

特別支援教育研究（改題前誌『発達の遅れと教育』） 日本文化科学社 月刊 継続 584号(2006.4)～

図書館雑誌 日本図書館協会 月刊 中止 92巻1号(1998.1)～100巻1号(2006.1)

道徳教育 明治図書出版 月刊 継続 60号(1966.2)～

道徳と特別活動 文渓堂 月刊 継続 2巻1号(1985.4)～

な 内外教育 時事通信社 週２ 継続 1508号(1963.12)～

に 日本教育 日本教育会 月刊 継続 183号(1991.7)～

人間教育 岐阜大学附属小・中学校 年１ 継続 1号(1960.3)～

の のらのら　(改題前誌『食農教育』） 農山漁村文化協会 季刊 継続 1号(2011.11)～

は 発達障害研究 日本文化科学社 季刊 中止 1巻2号(1979.11)～18巻3号(1996.11)

発達の遅れと教育　（改題後誌『特別支援教育研究』） 日本文化科学社 月刊 改題 323号(1985.4)～583号(2006.3)

母と子ども 教育出版文化協会 月刊 中止 304号(1985.1)～445号(1996.10)

悠（はるか）　（改題後誌『悠＋』） ぎょうせい 月刊 改題 3巻9号(1986.9)～24巻3号(2007.3)

悠＋（はるかプラス）　（改題前誌『悠』） ぎょうせい 月刊 廃刊 24巻4号(2007.4)～28巻10号（2011.10)

ふ 文教 教育問題研究会 月刊 中止 30号(1985.3)～73号(1995.12)

ほ 放送教育 日本放送教育協会 月刊 中止 21巻1号(1966.4)～46巻5号(1991.8)

保育とカリキュラム ひかりのくに 月刊 継続 61巻5号（2012.5)～

も モノグラフ高校生 ベネッセコーポレーション 季刊 廃刊 2号(1988.7)～73号(2005.3)

モノグラフ小学生 ベネッセコーポレーション 季刊 廃刊 1巻2号(1981.2)～24巻3号(2005.3)

モノグラフ中学生 ベネッセコーポレーション 季刊 廃刊 1号(1988.7)～79号(2005.3)

文（もん）　(改題後誌『文　MON NEXT』） 公文教育研究会 季刊 休刊 1号(1986.3)～100号(2010.7)　

文　MON NEXT　(改題前誌『文』） 公文教育研究会 季刊 継続 102号(2011.7)～

文部科学時報　（改題前誌『文部時報』） ぎょうせい 月刊 休刊 1496号(2001.1)～1635号（2012.3)

文部時報　（改題後誌『文部科学時報』） ぎょうせい 月刊 改題 1050号(1965.1)～1495号(2000.12)
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や 野外教育情報 日本教育科学研究所 季刊→年1 休刊 1号(1997.4)～22号(2014.2)

よ 養護学校の教育と展望 日本アビリティーズ協会 月刊 中止 41号(1986.5)～120号(2001.2)

幼稚園じほう 全国公立幼稚園長会 月刊 中止 17巻3号(1989.6)～21巻12号(1993.3)

り 理科の教育 東洋館出版 月刊 継続 489号(1993.4)～

リクルートキャリアガイダンス リクルート 季刊 継続 20巻1号(1988.1)～

臨教審だより 第一法規出版 月刊 廃刊 1号(1985.4)～39号(1987.9)

わ わが子の歩み　（改題後誌『わが子のあゆみ』） 岐阜県ＰＴＡ連合会 隔月 改題 48巻5号(1998.3)～第55巻4号(2005.1)

わが子のあゆみ　（改題前誌『わが子の歩み』） 岐阜県ＰＴＡ連合会 年５ 中止 55巻5号(2005.3)～62巻5号(2011.3)

※所蔵ありとなっていても、欠号・貸出中などによりご覧になれない場合がありますので、事前にお問い合わせください。
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