
分担保存中止雑誌の作業進捗状況リスト 更新日：２０１８／９／３０

…作業中の雑誌 …作業終了の雑誌

保存中止希望一覧（１館のみ）
番号 希望 誌名 誌名ヨミ 保存中 刊行状況 出版者 作業状況

1 玉穂 ＯＵＴＲＩＤＥＲ ｱｳﾄﾗｲﾀﾞｰ 玉（９８．４－０２．３） ○ ミリオン出版

2

石和 ＥＳＳＥ ｴｯｾ 石（９０．１２－） ○ フジテレビジョ
ン

2018/3/2県市町村図書館から受入希望聞
き取り（締切2018/3/16)
2018/3/16　受け取り希望なし
2018/3/17　石和図書館へ廃棄の旨連絡済

3

石和 オレンジページ ｵﾚﾝｼﾞﾍﾟｰｼﾞ 石（９０．５．２－） ○ オレンジペー
ジ

4 吉田 切抜き速報　教育版（環境とくらし編） ｷﾘﾇｷｿｸﾎｳｷｮｳｲｸﾊﾞ 吉（００．４－０３．１） × ニホン・ミック
5 吉田 切抜き速報　教育版（総合学習編） ｷﾘﾇｷｿｸﾎｳｷｮｳｲｸﾊﾞ 吉（０５．４－０６．３） × ニホン・ミック

6 八田 ｃｏｃｏｃｈｉ ｺｺﾁ 八（０９．１２－１５．６） × ココチ

7
玉穂 Ｃｏ－ｃｏ　ｌｉｆｅ ｺｺﾗｲﾌ 玉（０８．春～１０．冬） × スリーディメン

ション

8 大月 こどもブティックCUCITO ｺﾄﾞﾓﾌﾞﾃｨｯｸｸﾁｰﾄ 大（－１５．秋号） × ブティック社

9 大月 ＪＲ時刻表 ｼﾞｪｰｱｰﾙｼﾞｺｸﾋｮｳ 大（－１４．４） ○ 交通新聞社

10
大月 週刊朝日百科　日本の歴史 ｼｭｳｶﾝｱｻﾋﾋｬｯｶﾆﾎ

ﾝﾉﾚｷｼ
大（８６．４．６－８８．１１．１３） × 朝日新聞社

11 大月 週刊古寺をゆく ｼｭｳｶﾝｺｼﾞｵﾕｸ 大（０１．２．１３－０２．４．２３） × 小学館

12
大月 週刊四季花めぐり ｼｭｳｶﾝｼｷﾊﾅﾒｸﾞﾘ 大（０２．９．１９－０３．９．１８・２９合

併号）※欠０２．１０．３１、０２．１１．２
８、０３．１．２３

× 小学館

13
大月 週刊世界100都市 ｼｭｳｶﾝｾｶｲﾋｬｸﾄｼ 大(０１．１１．２５－０３．２．９）※欠０

１．１２．１８、０２．１２．２４
× 朝日新聞社

14
大月 週刊２０世紀シネマ館 ｼｭｳｶﾝﾆｼﾞｯｾｲｷｼﾈ

ﾏｶﾝ
大（０４．１．２９－０５．４．７） × 講談社

15
大月 週刊日本の古典を見る ｼｭｳｶﾝﾆﾎﾝﾉｺﾃﾝｵﾐ

ﾙ
大（０２．４．１８．２５合併－０２．１１．
２１）

× 世界文化社

16
大月 週刊名城をゆく ｼｭｳｶﾝﾒｲｼﾞｮｳｵﾕｸ 大（０４．２．１０－０５．２．８） × 小学館

17
石和 主婦の友 ｼｭﾌﾉﾄﾓ 石（８９．４－０８．６） × 主婦の友社 2018/9/11　受け取り希望なし

2018/9/26  石和図書館へ廃棄の旨連絡済

18
白根 ＳＫＩＥＲ ｽｷｰﾔｰ 県（９１．０７－） × 山と渓谷社 白根桃源図書館より県立図書館受け取り

済み

19

大月 ＳＴＥＰ英語情報 ｽﾃｯﾌﾟｴｲｺﾞｼﾞｮｳﾎｳ 大（９９．７．８－１３．４．５、９９．７．８
～００．３．４は「Ｔｈｅ　Eｉｋｅｎ Ｔｉｍｅｓ
別冊」）※欠００．３．４～００．９．１
０、０９．５．６

× 日本英語検定
協会

20
山中湖 デジタルアーカイブ ﾃﾞｼﾞﾀﾙｱｰｶｲﾌﾞ 創（９７．冬－０５．夏） × ﾃﾞｼﾞﾀﾙｱｰｶｲ

ﾌﾞ推進協議会

21
韮崎 ぷちちお ﾌﾟﾁﾁｵ 韮（０６．５－０８．１１） × ジャパンマシ

ニスト社
2018/9/11　受け取り希望なし
2018/9/26  韮崎へ廃棄の旨連絡済

22
大月 Ｈｅｍｉｎｇｗａｙ ﾍﾐﾝｸﾞｳｪｲ 大（０１．１０．１８－０２．４．１８）※欠

０１．１１．?（通巻２号）
× 毎日新聞社

23
大月 山梨学院大学一般教育部論集 ﾔﾏﾅｼｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｶﾞｸ

ｲｯﾊﾟﾝｷｮｳﾖｳﾌﾞﾛﾝｼｭ
ｳ

大（７８－０２）※欠８６、９２ × 山梨学院大学

24
大月 山梨学院大学商学論集 ﾔﾏﾅｼｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｶﾞｸ

ｼｮｳｶﾞｸﾛﾝｼｭｳ
大（７８－８４）※欠８３ × 山梨学院大学

25

大月 山梨学院大学法学論集 ﾔﾏﾅｼｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｶﾞｸﾎ
ｳｶﾞｸﾛﾝｼｭｳ

大（1号－６３号欠有） ○ 山梨学院大学 2018/3/2県市町村図書館から受入希望聞
き取り中（締切2018/3/16)
2018/3/7　県立図書館から希望あり：２８号
2018/3/27　資料担当から大月市立図書館
へ連絡済み
大月市立図書館より受け取り済み

26

大月 山梨県立看護大学短期大学部紀要 ﾔﾏﾅｼｹﾝﾘﾂｶﾝｺﾞﾀﾞｲ
ｶﾞｸﾀﾝｷﾀﾞｲｶﾞｸﾌﾞｷﾖｳ

大（９８－０７） × 山梨県立看護
大学短期大学
部

2018/7/26 県立図書館から希望あり
2018/8/7 大月市立図書館へ連絡済み

27

大月 山梨県立看護短期大学紀要 ﾔﾏﾅｼｹﾝﾘﾂｶﾝｺﾞﾀﾝ
ｷﾀﾞｲｶﾞｸｷﾖｳ

大（９５－９７） × 山梨県立看護
大学短期大学
部

2018/7/26 県立図書館から希望あり
2018/8/7 大月市立図書館へ連絡済み

28

大月 山梨県立女子短期大学紀要 ﾔﾏﾅｼｹﾝﾘﾂｼﾞｮｼﾀﾝ
ｷﾀﾞｲｶﾞｸｷﾖｳ

大（６７－０５）　※欠６８、６９、０２、０
３

× 山梨県立女子
短期大学紀要
委員会

2018/7/26 県立図書館から希望あり
2018/8/7 大月市立図書館へ連絡済み

29

大月 山梨県立女子短大地域研究 ﾔﾏﾅｼｹﾝﾘﾂｼﾞｮｼﾀﾝ
ﾀﾞｲﾁｲｷｹﾝｷｭｳ

大（Ｎｏ．１－４） × 山梨県立女子
短期大学地域
研究会

2018/7/26 県立図書館から希望あり
2018/8/7 大月市立図書館へ連絡済み

30
大月 山梨県立大学看護学部紀要 ﾔﾏﾅｼｹﾝﾘﾂﾀﾞｲｶﾞｸｶ

ﾝｺﾞｶﾞｸﾌﾞｷﾖｳ
大（０６－１０．３） × 山梨県立大学 2018/7/26 県立図書館から希望あり

2018/8/7 大月市立図書館へ連絡済み



保存中止希望一覧（2館で保存あり）
番号 希望 誌名 誌名ヨミ 保存中 刊行状況 出版者 作業状況

31
身延 AERA ｱｴﾗ 県（９６．４．１－）身（９６．１１―） ○ 朝日新聞出版

32
大月 ｉｉｃｈｉｋｏ／季刊 ｲｲﾁｺ 大（８６秋－９８秋） ○ 日本ﾍﾞﾘｴｰﾙ

ｱｰﾄｾﾝﾀｰ

33

大月 銀花／季刊 ｷﾞﾝｶｷｶﾝ 県（９６．９－１０．２）大（０１夏－１０．
２※欠０３秋、０７春）

× 文化出版局

34

大月 甲州人人 ｺｳｼｭｳｼﾞﾝｼﾞﾝ 県（７５．６－７８．１０）大（７５．６－７
７．１２　※欠７５．９、７５．１１、７６．
新春、７６．８．９、７７．３～７７．７、７
７．９．１０）

休刊か：
NDL刊行
状態不明

甲州人人社

35

大月 詩とメルヘン／月刊 ｼﾄﾒﾙﾍﾝ 山（８９．８－０３．８）大（９９．６－　０
３．８欠有）

× サンリオ 他保存館（山梨市立図書館）から受入希望
聞き取り中（締切2018/3/16)
2018/3/16　他保存館から受け取り希望な
し
2018/3/17 他図書館の受け入れ希望聞き
取り中（締切2018/3/31）
※2018/3/24 県立図書館受け入れ希望な
し
2018/3/31　希望なし　廃棄連絡済み

36

玉穂 女性展望 ｼﾞｮｾｲﾃﾝﾎﾞｳ 長（０２．６－０６．５）玉（０２．４－１
２．３）

× 市川房枝記念
会出版部

他保存館（北杜市ながさか図書館）から受
入希望聞き取り中（締切2018/3/16)
2018/3/13　北杜市ながさか図書館から受
け取り希望あり：２００２．４、５、２００６．６～
２０１２．３
2018/3/18　他図書館に、残り巻号の受入
希望聞き取り中（締切2018/3/31）
※2018/3/24　県立図書館受け入れ希望な
し
2018/3/31　希望なし　廃棄連絡済み

37
韮崎 文芸春秋／別冊 ﾌﾞﾝｹﾞｲｼｭﾝｼﾞｭｳ 県（４７．１０－６８．９）韮（９３.３－１

５.３）
× 文芸春秋

保存中止希望一覧（3館以上で保存あり）
番号 希望 誌名 誌名ヨミ 保存中 刊行状況 出版者

38
玉穂 おおきなポケット ｵｵｷﾅﾎﾟｹｯﾄ 県（９６．４－１１．３）大（９９．６－１

１．３）玉（０４．１～１１．３）
× 福音館書店

39

明野 こどものとも０・１・２ ｺﾄﾞﾓﾉﾄﾓｾﾞﾛ ｲﾁﾆ 県（９６．４－）忍（９５．４－）韮（００．
５－）明（０９．４－１１．３　１５．５－）
長（０８．４－）

○ 福音館書店

40

上野原 樹海 ｼﾞｭｶｲ 県（５４．１２－）甲（９６．７－）吉（０
７．１－）上（０８．４－）塩（９８．４－）

○ 樹海社

41

大月 情報山梨 ｼﾞｮｳﾎｳﾔﾏﾅｼ 県（５８．７－０６．３）大（８９．１－０
６．２欠有）都（８６．６－06.３）塩（０
０．１-）

× 情報山梨 他保存館から受入希望聞き取り中（締切
2018/3/16)
2018/3/3　塩山図書館から希望あり：８９．
１～９９．１２、２００１．7
2018/3/7　県立図書館から希望あり：８９．
１～０６．２
2018/3/29　大月市立図書館へ受入希望を
連絡（引き渡し先連絡締切2018/4/19）
2018/5/24　県立図書館の受入決定。塩山
図書館、資料担当に連絡。
2018/6/14　資料担当から大月市立図書館
に連絡済み

42

都留 川柳　甲斐野 ｾﾝﾘｭｳｶｲﾉ 県（８０．４－）甲（９６．８－）吉（９４．
９－）都（８２．２－）大（９９．１－ ※
欠０４．１１、１０．１０）塩（８２．４－）

○ 川柳甲斐野社

43

南部 Ｎｅｗｔｏｎ ﾆｭｰﾄﾝ 県（８８．１－）都（８１．７－）身（９６．
１１－）南（９７．７－）

○ ニュートンプレ
ス

他保存館から聞き取り中（締切2018/9/5）
2018/8/25身延図書館より希望あり：2017．
8、2012．2
南部図書館へ受け入れ希望を連絡済
2018/9/17残りの号他の図書館へ受け入れ
希望聞き取り中（締切2018/9/28）
2018/9/28山梨市立図書館より受け入れ希
望あり：2015．5
2018/9/30南部町立図書館へ受け入れ希
望を連絡済

44
双葉 文学と歴史 ﾌﾞﾝｶﾞｸﾄﾚｷｼ 県（８１．１２－）甲（９６－）双（９７上

期．下期）
○ 文学と歴史の

会

45

韮崎 文芸春秋 ﾌﾞﾝｹﾞｲｼｭﾝｼﾞｭｳ 県（４８．７－）南（９７．７－）韮（９３．
６－）

○ 文芸春秋 他保存館から聞き取り中（締切2018/9/5）
2018/9/5　他保存館から受け取り希望なし
2018/9/17他の号他の図書館へ受け入れ
希望聞き取り中（締切2018/9/28）

46

南部 文芸春秋 ﾌﾞﾝｹﾞｲｼｭﾝｼﾞｭｳ 県（４８．７－）韮（９３．６－）南（９７．
７－）

○ 文芸春秋 他保存館から聞き取り中（締切2018/9/5）
2018/9/5　他保存館から受け取り希望なし
2018/9/17他の号他の図書館へ受け入れ
希望聞き取り中（締切2018/9/28）

47

大月 山梨歌人 ﾔﾏﾅｼｶｼﾞﾝ 県（４６．１０－）甲（９６．６－０９．１）
大（０２．１－０３．２）

休刊か（県
立-０９．
１）：NDL刊
行状態不
明

山梨歌人発行
所


