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凡 例 

 

１ 収録範囲 

  この目録は、平成 30 年６月現在、横浜市中央図書館が継続して受け入れている新聞を収録して 

います。 

 

２ 構成 

 (1) タイトル一覧（50 音順及びアルファベット順） 

(2) 各階部門別一覧（50 音順 ※アルファベット表記のものもカタカナ発音の 50 音順に配列） 

 

３ 一覧の各項目 

(1) 書架 

  配架場所の棚番号等を記載しています。 

（※「Ａ」はカウンター側、「Ｂ」はカウンターから見て裏側を表します。） 

(2) タイトル 

「THE」は省いて配列しています。 

(3) 発行頻度 

発行頻度及び発行日（休刊日）を記載しています。 

(4) 公開 

当月分を含んだ期間です。（例：「２か月」＝「当月分＋前月分」） 

(5) 原紙保存期間 

当月分のほか、この項目に記載された期間分を保存しています。 

(6) 使用言語 

(7) 他媒体資料 

図書（縮刷版等）、ＭＦ（マイクロフィルム）、ＣＤ/ＤＶＤ、ＤＢ（オンラインデータベース） 

等、ほかの媒体で閲覧できる場合、閲覧可能な期間を記載しています。 

 

 

 

☆配架場所を調べる際は、まずタイトル一覧で部門を確認してから各階部門別一覧で 

「書架」の項目を確認するとスムーズです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



　50音順　中央図書館　現行受入新聞タイトル

【50音】＊タイトルがアルファベット表記の新聞の一覧は、次のページにあります。

タイトル 階/部門 タイトル 階/部門 タイトル 階/部門

ア 朝日小学生新聞 １階 シ 自由時報 ３階調査 ニ 日経ヴェリタス ４階社会

朝日新聞　 ３階調査 住宅新報 ４階自然 日経産業新聞 ４階社会
朝日中高生新聞
（旧　朝日中学生ｳｲｰｸﾘｰ） １階 自由民主 ３階調査 日経流通新聞　ＭＪ ４階社会

イ 茨城新聞 ３階調査
春風新聞
（旧　春風新聞目録） ３階ヨコハマ 日本教育新聞 ４階社会

ウ 海っ子 ４階自然 上毛新聞 ３階調査 日本経済新聞　 ３階調査

エ 江ノ電沿線新聞 ３階ヨコハマ 昭和 書庫 日本経団連タイムス ４階社会

愛媛新聞 ３階調査 しんぶん赤旗（日曜版含） ３階調査 日本証券新聞 ４階社会

オ 沖縄タイムス ３階調査 新文化 ３階調査 日本食糧新聞 ４階自然

カ 解放新聞　神奈川版 書庫 人民日報（北京版） ３階調査 日本農業新聞 ４階自然

解放新聞 全国版 書庫 ス スポーツニッポン ３階調査 ネ 燃料油脂新聞 ４階自然

化学工業日報 ４階自然 セ 聖教新聞 書庫 ハ パブリッシャーズ・レビュー ３階調査

科学新聞 ４階自然 セキュリティ産業新聞 ４階自然 はまかぜ ３階ヨコハマ

かがやきだより横浜
（旧　シニアだより横浜） ３階ヨコハマ 選挙公報 書庫 ハマペンだより 書庫

かながわ経済新聞 ３階ヨコハマ 繊研アッシュ ４階自然 フ ふくしまの今がわかる新聞 ３階調査

神奈川縣造園業協会報 書庫 繊研新聞 ４階自然 福島民報 ３階調査
神奈川県弁護士会新聞
（旧　横浜弁護士会新聞） ４階社会 タ タウンニュース ３階ヨコハマ 福島民友 ３階調査

神奈川新聞 ３階調査 チ 千葉日報 ３階調査 文匯報 ３階調査

神奈川ネット ３階調査 地方行政 ４階社会 へ ベイ★キッズ ３階ヨコハマ

河北新報　 ３階調査 中華新聞 ３階調査 ホ 北海道新聞 ３階調査

環境新聞 ４階自然 中国新聞　 ３階調査 マ 毎日小学生新聞 １階

観光経済新聞 ４階社会 中日新聞 ３階調査 毎日新聞 ３階調査

キ 議会かながわ ３階ヨコハマ 中文導報 ３階調査 まつぼっくり 書庫

教育家庭新聞 ４階社会 朝鮮日報 ３階調査 ミ 民団新聞 書庫

京都新聞　 ３階調査 テ 定年時代 ３階ヨコハマ ヤ 山梨日日新聞 ３階調査

ケ 月刊お母さん業界新聞 ３階ヨコハマ 電気新聞 ４階自然 ユ 夕刊フジ ３階調査

建通新聞神奈川 ４階自然 電波新聞 ４階自然 有隣 ３階ヨコハマ

県のたより ３階ヨコハマ 天理時報 書庫 ヨ よこかんみなみ ３階ヨコハマ

コ 高校生新聞 １階 ト 東京新聞　 ３階調査 ヨコハマ議会だより ３階ヨコハマ

交通新聞 ４階社会 東方時報 ３階調査 横浜市営地下鉄沿線新聞 ３階ヨコハマ

広報よこはま ３階ヨコハマ 東方新報 ３階調査 よこはまし庁内報 書庫

公明新聞 ３階調査 図書新聞 ３階調査 横浜新聞 ３階ヨコハマ

国民民主プレス　（旧　民進プレス） ３階調査 特許ニュース ４階自然 横浜タウン新聞 ３階ヨコハマ

ごはんタイムス ４階自然 ナ 内航海運新聞 ４階社会 ヨコハマよみうり ３階ヨコハマ

サ 埼玉新聞 ３階調査 なるほど神奈川 ３階ヨコハマ 読売新聞　 ３階調査

産経新聞 ３階調査 ニ 新潟日報 ３階調査 読売KODOMO新聞 １階

シ シーサイドライン沿線ニュース ３階ヨコハマ 西日本新聞　 ３階調査 読売中高生新聞 １階

静岡新聞 ３階調査 日刊建設工業新聞 ４階自然 リ 留学生新聞 ３階調査

信濃毎日新聞 ３階調査 日刊ゲンダイ ３階調査 ロ 労働新聞 ３階調査

下野新聞 ３階調査 日刊工業新聞 ４階自然 留学生新聞 ３階調査

社会新報 ３階調査 日刊自動車新聞 ４階自然

週刊読書人 ３階調査 日刊スポーツ ３階調査

週刊福祉新聞 ４階社会 日刊鉄鋼新聞 ４階自然



　アルファベット順　中央図書館　現行受入新聞タイトル
【A～Z】＊タイトルがアルファベット表記の新聞の一覧です。本文が日本語の新聞も入っています。

タイトル 階/部門 タイトル 階/部門 タイトル 階/部門

A ASAHI  WEEKLY ３階調査 J JAＦＮＡ通信 ３階調査 P ＰＯＲＴ  ＶＩＥＷ ３階ヨコハマ

C Ｃａｍｐｕｓ　ｎｏｗ 書庫
Japan News (The)
 (旧　Daily yomiuri) ３階調査 S STOP受動喫煙新聞 書庫

Ｃａｍｐｕｓ　Ｓｃｏｐｅ
キャンパススコープ １階 JAPAN TIMES ３階調査 T

Ｔ・L・S (THE  TIMES
LITERARY SUPPLEMENT) ３階調査

CORRIERE  DELLA  SERA ３階調査 JAPAN TIMES ST（旧　週刊ST） ３階調査 TIMES　（THE） ３階調査

E EL PAIS ３階調査 K KANAGAWA　ARTS　PRESS ３階ヨコハマ W Ｗａｌｌ　Ｓｔｒｅｅｔ　Ｊｏｕｒｎａｌ　ＵＳ ４階社会

F Ｆｉｎａｎｃｉａｌ　Ｔｉｍｅｓ ４階社会 L LE  MONDE ３階調査 WASHINGTON  POST　(THE) ３階調査
FRANKFURTER
ALLGEMEINE ３階調査 M Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｔｒｉｂｕｎｅ

４階
医療情報 Y ＹＭＣＡ　ＮＥＷＳ 書庫

G GUARDIAN 　(THE) ３階調査 N Ｎａｋａ　Ｗａｒｄ　Ｔｏｗｎ　Ｎｅｗｓ ３階調査

Ｈ
HAPPY NEWS
（旧　ＨＡＰＰＹ新聞） １階 NEW  YORK  TIMES　（THE) ３階調査

ＨＯＮＭＯＫＵ　ＴＩＭＥＳ ３階ヨコハマ

NEW  YORK  TIMES  BOOK
REVIEW  （NＴのセクション７） ３階調査

Ｉ IZVESTIＡ ３階調査



４階社会科学部門　現行受入新聞リスト

書架 タイトル 発行頻度 公開
原紙
保存期間 使用言語 他媒体資料

新聞架Ｂ Ｗａｌｌ　Ｓｔｒｅｅｔ　Ｊｏｕｒｎａｌ　ＵＳ 日刊（土日休） 2か月 4年 英語

新聞架Ｂ
神奈川県弁護士会新聞
（旧　横浜弁護士会新聞）

月刊
１日 6か月 永年 日本語

新聞架A 観光経済新聞
週刊
土曜日 3か月 3年 日本語

新聞架Ｂ 教育家庭新聞
週刊
土曜日 3か月 3年 日本語

新聞架Ａ 交通新聞
日刊
（土日祝休） 2か月 3年 日本語

カウンター 週刊福祉新聞
週刊
月曜日 3か月 3年 日本語

新聞架Ｂ 地方行政
週２回
月・木 3か月 3年 日本語

新聞架Ｂ 内航海運新聞
週刊
月曜日 3か月 3年 日本語

閲覧台＋
カウンター 日経ヴェリタス

週刊
日曜日 3か月 3年 日本語

新聞架Ａ 日経産業新聞
日刊（土日祝と新
聞休刊日休） 2か月 1年 日本語

縮刷版：1982.1～
CD/DVD：1975-1989、1994-
2014
DB:日経テレコン　1975.4～

閲覧台+
カウンター 日経流通新聞　ＭＪ

週３回
月・水・金 1か月 1年 日本語

縮刷版：1982.9～
CD/DVD：1975-1989、1994-
2014
DB：日経テレコン 1975.1～

新聞架Ａ 日本教育新聞
週刊
月曜日 3か月 3年 日本語

新聞架Ａ 日本経団連タイムス
週刊
木曜日 3か月 3年 日本語

閲覧台+
カウンター 日本証券新聞

日刊（土日祝休）
月曜分は前土曜配
達が基本 1か月 3年 日本語

閲覧台＋
カウンター Ｆｉｎａｎｃｉａｌ　Ｔｉｍｅｓ

日刊
土日合併 1か月 4年 英語



４階自然科学部門　現行受入新聞リスト

書架 タイトル 発行頻度 公開
原紙
保存期間 使用言語 他媒体資料

新聞架Ｂ 海っ子 隔月刊 3年 3年 日本語

カウンター 化学工業日報
日刊（土日祝休、月
曜分は日曜配達） 1か月 3年 日本語

新聞架Ｃ 科学新聞
週刊
金曜日 3か月 3年 日本語

新聞架Ｃ 環境新聞
週刊
水曜日 3か月 3年 日本語

新聞架Ｃ 建通新聞神奈川

日刊
（土日祝と新聞休刊
日休、月曜分は日曜
配達） 2か月

MF化まで
2005.1～ 日本語

MF：1985、1986.7・9-12、
1990.1-9、1995.7-2004.12

新聞架Ｂ ごはんタイムス 年３・４回 3年 3年 日本語

新聞架Ｃ 住宅新報
週刊
火曜日 3か月 3年 日本語

新聞架Ｃ セキュリティ産業新聞
月２回
10・25日 3か月 3年 日本語

新聞架Ａ 繊研アッシュ
月刊
最終月曜日 6か月 3年 日本語

新聞架Ａ 繊研新聞
日刊（土日祝と新聞
休刊日休） 2か月 3年 日本語

新聞架Ｂ 電気新聞
日刊
（土日祝休） 2か月 3年 日本語

新聞架Ｂ 電波新聞
日刊（土日と新聞休
刊日休） 2か月 3年 日本語

新聞架Ａ 特許ニュース
日刊
（土日祝休） 2か月 3年 日本語

新聞架Ｂ 日刊建設工業新聞
日刊
（土日祝休） 2か月 3年 日本語

新聞架Ｂ 日刊工業新聞

日刊（土日と新聞
休刊日休、その直
前土曜は発刊） 2か月 3年 日本語

縮刷版：1965.1-2003.3
CD/DVD：2003,4～

新聞架A 日刊自動車新聞 日刊（日祝休） 2か月 3年 日本語

新聞架Ｃ 日刊鉄鋼新聞
日刊
（土日祝休） 2か月 3年 日本語

新聞架Ａ 日本食糧新聞
週３回
月・水・金 2か月 3年 日本語

新聞架Ａ 日本農業新聞
日刊
（新聞休刊日休） 2か月 3年 日本語

新聞架Ｂ 燃料油脂新聞 日刊（日祝休） 2か月 3年 日本語

医療情報 Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｔｒｉｂｕｎｅ
週刊
木曜日 3か月 3年 日本語



書架 タイトル 発行頻度 公開
原紙
保存期間 使用言語 他媒体資料

カウンター ASAHI  WEEKLY
週刊（金曜配達、発
行：日曜） 3か月 3年

英語、
日本語

閲覧台+
１Ａ 朝日新聞　朝刊 日刊 6か月 2年 日本語

閲覧台+
１Ａ 朝日新聞　夕刊 日刊 6か月 2年 日本語

７Ａ IZVESTIA
日刊
金土日合併 2か月 4年 ロシア語

３Ｂ 茨城新聞 日刊 3か月 3年 日本語

４Ｂ 愛媛新聞 日刊 3か月 3年 日本語

７Ａ Ｅｌ　Ｐａｉｓ 日刊 2か月 4年 スペイン語

５Ａ 沖縄タイムス
日刊（新聞休刊日と
異なる休刊あり） 3か月 3年 日本語

６Ｂ GUARDIAN 　(THE) 日刊 2か月 4年 英語

閲覧台+
２Ｂ 神奈川新聞 日刊 6か月 3年 日本語

MF：1891.1～
縮刷版DVD：2013.10～

５Ｂ 神奈川ネット
月刊
15日 6か月 永年 日本語

３Ａ 河北新報　朝刊 日刊 3か月 3年 日本語

３Ａ 河北新報　夕刊 日刊 3か月 3年 日本語

４Ｂ 京都新聞　朝刊 日刊 3か月 3年 日本語

４Ｂ 京都新聞　夕刊 日刊 3か月 3年 日本語

５B 公明新聞 日刊 3か月 1年 日本語 縮刷版：1996.5-2014.1

５Ｂ 国民民主プレス（旧　民進プレス）

月２回
第１、３金曜日 3か月 3年 日本語

７Ａ Ｃｏｒｒｉｅｒｅ　ｄｅｌｌａ　Ｓｅｒａ 日刊 2か月 4年 イタリア語

３Ａ 埼玉新聞 日刊 3か月 3年 日本語 DB：ELNET 1988～

閲覧台+
２Ｂ 産経新聞 日刊 3か月 3年 日本語 DB：ELNET 1988～

３Ｂ 静岡新聞　朝刊 日刊 3か月 3年 日本語

３Ｂ 静岡新聞　夕刊 日刊 3か月 3年 日本語

４Ａ 信濃毎日新聞　朝刊 日刊 3か月 3年 日本語

４Ａ 信濃毎日新聞　夕刊 日刊 3か月 3年 日本語

３Ｂ 下野新聞 日刊 3か月 3年 日本語 DB：ELNET 1988～

５Ｂ 社会新報
週刊
水曜日 3か月 3年 日本語

新聞架２ JAFNA通信 隔月刊 2年 3年 日本語

５Ａ

ＪＡＰＡＮ　ＮＥＷＳ　(THE)
（旧　Ｄａｉｌｙ　Ｙｏｍｉｕｒｉ） 日刊 3か月 3年 英語 DB：ヨミダス 1989.9～

閲覧台＋
５Ａ

Japan Times/
International New York Times 日刊 3か月 3年 英語

縮刷版：1988.1～
MF：1975.1-1987.12

地方紙は発行日の１～３日後、
外国紙は２～７日後に届きます。

DB：ELNET 1988～

３階一般調査部門　現行受入新聞リスト

DB：ELNET 1988～

縮刷版：1888.7～
MF：神奈川版のみ1937.3～
CD/DVD：1925-2005
DB：聞蔵Ⅱ1879（創刊）～



書架 タイトル 発行頻度 公開
原紙
保存期間 使用言語 他媒体資料

地方紙は発行日の１～３日後、
外国紙は２～７日後に届きます。３階一般調査部門　現行受入新聞リスト

カウンター

JAPAN TIMES ST
（旧　週刊ＳＴ）

週刊
金曜日 3か月 3年

英語、
日本語

新聞架１ 週刊読書人
週刊
金曜日 3か月 永年 日本語 図書/雑誌：1949.6-1996.12

６Ａ 自由時報 日刊 2か月 4年 中国語

５Ｂ 自由民主
週刊
火曜日 3か月 3年 日本語

３Ｂ 上毛新聞 日刊 3か月 3年 日本語

５Ｂ しんぶん赤旗 日刊 3か月 3年 日本語

５Ｂ しんぶん赤旗日曜版
週刊
日曜日 3か月 3年 日本語

新聞架１ 新文化
週刊
木曜日 3か月 3年 日本語 縮刷版：1975-2009

閲覧台＋
カウンター 人民日報（北京版） 日刊 2か月 4年 中国語 MF：1994.1-1997.12

閲覧台+
カウンター スポーツニッポン 日刊 1か月 3年 日本語

６Ａ TIMES　（THE） 日刊 2か月 4年 英語 ※日曜版は購入していません

３Ａ 千葉日報 日刊 3か月 3年 日本語

新聞架１ 中華新聞
月２回
１、15日 3か月 4年

中国語、日
本語

４Ｂ 中国新聞　朝刊 日刊 3か月 3年 日本語

４Ｂ 中国新聞　夕刊 日刊 3か月 3年 日本語

４Ｂ 中国新聞　SELECT 日刊（月曜休） 3か月 3年 日本語

４Ａ 中日新聞　朝刊 日刊 3か月 3年 日本語

４Ａ 中日新聞　夕刊 日刊 3か月 3年 日本語

５Ｂ 中文導報
週刊
木曜日 3か月 4年 中国語

閲覧台+
カウンター 朝鮮日報 日刊（日曜休） 2か月 4年 韓国・朝鮮語

新聞架２
Ｔ・L・S (THE  TIMES LITERARY
SUPPLEMENT)

週刊
金曜日 3か月 永年 英語

閲覧台+
２Ｂ 東京新聞　朝刊 日刊 3か月 3年 日本語

閲覧台+
２Ｂ 東京新聞　夕刊 日刊 3か月 3年 日本語

新聞架1 東方時報
週刊　水曜日
（木曜日発行） 2か月 4年 中国語

６Ａ 東方新報
週刊　水曜日
（木曜日発行） 3か月 4年 中国語

新聞架１ 図書新聞
週刊  土曜日
（前月曜日発行） 3か月 永年 日本語 図書/雑誌：1949.6-1996.12

９Ａ Ｎａｋａ　Ｗａｒｄ　Ｔｏｗｎ　Ｎｅｗｓ 不定期 6か月 永年 英語

４Ａ 新潟日報　朝刊 日刊 3か月 3年 日本語

４Ａ 新潟日報　夕刊 日刊 3か月 3年 日本語

４Ａ 新潟日報　Otona＋ 日刊 3か月 3年 日本語

夕刊は2016.10.31で終了
Otona＋は2016.11.1から受入開
始

製本：1928.2-1935.5
縮刷版：1964.11-2004.3
CD：2004.4～

夕刊は2015.4.30で終了
SELECTは2015.5.1から受入開始

夕刊は2016.10.31で終了
Otona＋は2016.11.1から受入開
始



書架 タイトル 発行頻度 公開
原紙
保存期間 使用言語 他媒体資料

地方紙は発行日の１～３日後、
外国紙は２～７日後に届きます。３階一般調査部門　現行受入新聞リスト

４Ｂ 西日本新聞　朝刊 日刊 3か月 3年 日本語

４Ｂ 西日本新聞　夕刊 日刊 3か月 3年 日本語

閲覧台+
カウンター 日刊ゲンダイ 日刊（日曜休） 1か月 3年 日本語

閲覧台+
カウンター 日刊スポーツ 日刊 1か月 3年 日本語 MF：1946.3～

閲覧台+
２Ａ 日本経済新聞　朝刊 日刊 6か月 1年 日本語

閲覧台+
２Ａ 日本経済新聞　夕刊 日刊 6か月 1年 日本語

６Ａ NEW  YORK  TIMES　（THE) 日刊 2か月 4年 英語

新聞架２

NEW  YORK  TIMES  BOOK
REVIEW  （NＴのセクション７）

週刊
日曜日 3か月 永年 英語

新聞架２ パブリッシャーズ・レビュー 月刊 3年 3年 日本語

新聞架２ ふくしまの今が分かる新聞 月刊 2年 3年 日本語

５Ａ 福島民報 日刊 2か月 3年 日本語

５Ａ 福島民友 日刊 2か月 3年 日本語

６Ｂ

FRANKFURTER
ALLGEMEINE 日刊 2か月 4年 ドイツ語 ※日曜版は購入していません

６Ａ 文匯報 日刊 2か月 4年 中国語 MF：1994.1-1997.12

３Ａ 北海道新聞　朝刊 日刊 3か月 3年 日本語

３Ａ 北海道新聞　夕刊 日刊 3か月 3年 日本語

閲覧台+
１Ｂ 毎日新聞　朝刊 日刊 6か月 2年 日本語

閲覧台+
１Ｂ 毎日新聞　夕刊 日刊 6か月 2年 日本語

４Ａ 山梨日日新聞 日刊 3か月 3年 日本語 DB：ELNET 1988～

閲覧台+
カウンター 夕刊フジ 日刊（月曜休） 1か月 3年 日本語 DB：ELNET 1988～

縮刷版：1949.4～
MF：1876.12-1955.12
CD/DVD：1975-2014
DB:日経テレコン1975.4～

縮刷版：1950.1～
MF：神奈川版のみ1928.1～
CD/DVD：1991～



書架 タイトル 発行頻度 公開
原紙
保存期間 使用言語 他媒体資料

地方紙は発行日の１～３日後、
外国紙は２～７日後に届きます。３階一般調査部門　現行受入新聞リスト

閲覧台+
２Ａ 読売新聞　朝刊 日刊 6か月 2年 日本語

閲覧台+
２Ａ 読売新聞　夕刊 日刊 6か月 2年 日本語

新聞架１ 留学生新聞
月２回
１、15日 3か月 4年

中国語、日
本語

６Ｂ LE  MONDE
日刊
日月合併 2か月 4年 フランス語

カウンター 労働新聞 日刊 2か月
4年
2015.1～ 韓国・朝鮮語

６Ｂ

WASHINGTON  POST
(THE) 日刊 2か月 4年 英語 ※日曜版は購入していません

縮刷版：1958.9～
MF：神奈川版のみ1933.5-
1944.3、1946～
CD/DVD：1874（創刊）-1970、
1994-2013
DB：ヨミダス 1874（創刊）～



３階ヨコハマ部門　現行受入新聞リスト

書架 タイトル 発行頻度 公開
原紙
保存期間 使用言語 他媒体資料

６６A 江ノ電沿線新聞 月刊 1年 永年 日本語

６６A
かがやきだより横浜
（旧　シニアだより横浜） 季刊 1年 永年 日本語

６６A KANAGAWA ARTS PRESS
隔月刊
奇数月15日頃 1年 永年 日本語

６６A かながわ経済新聞 月刊 1年 永年 日本語

６６A 議会かながわ 不定期 1年 永年 日本語

６６A 月刊お母さん業界新聞 月刊 1年 永年 日本語

６６A 県のたより 月刊 1年 永年 日本語

６６A 広報よこはま　青葉区版
月刊
１日 1年 永年 日本語

６６A 広報よこはま　旭区版
月刊
１日 1年 永年 日本語

６６A 広報よこはま　泉区版
月刊
１日 1年 永年 日本語

６６A 広報よこはま　磯子区版
月刊
１日 1年 永年 日本語

６６A 広報よこはま　神奈川区版
月刊
１日 1年 永年 日本語

６６A 広報よこはま　金沢区版
月刊
１日 1年 永年 日本語

６６A 広報よこはま　港南区版
月刊
１日 1年 永年 日本語

６６A 広報よこはま　港北区版
月刊
１日 1年 永年 日本語

６６A 広報よこはま　栄区版
月刊
１日 1年 永年 日本語

６６A 広報よこはま　瀬谷区版
月刊
１日 1年 永年 日本語

６６A 広報よこはま　都筑区版
月刊
１日 1年 永年 日本語

６６A 広報よこはま　鶴見区版
月刊
１日 1年 永年 日本語

６６A 広報よこはま　戸塚区版
月刊
１日 1年 永年 日本語

６６A 広報よこはま　中区版
月刊
１日 1年 永年 日本語

６６A 広報よこはま　西区版
月刊
１日 1年 永年 日本語

６６A 広報よこはま　保土ケ谷区版
月刊
１日 1年 永年 日本語

６６A 広報よこはま　緑区版
月刊
１日 1年 永年 日本語

６６A 広報よこはま　南区版
月刊
１日 1年 永年 日本語

６６A 広報よこはま　特別号 不定期 1年 永年 日本語

６６A シーサイドライン沿線ニュース 季刊 １年 永年 日本語

６６A
春風新聞
（旧　春風目録新聞） 年２回 永年 日本語



３階ヨコハマ部門　現行受入新聞リスト

書架 タイトル 発行頻度 公開
原紙
保存期間 使用言語 他媒体資料

６６A タウンニュース　青葉区版
週刊
木曜日 1年 永年 日本語

６６A タウンニュース　旭区版
週刊
木曜日 1年 永年 日本語

６６A タウンニュース　泉区版
週刊
木曜日 1年 永年 日本語

６６A タウンニュース　神奈川区版
週刊
木曜日 1年 永年 日本語

６６A
タウンニュース　金沢区・磯子区
版

週刊
木曜日 1年 永年 日本語

６６A タウンニュース　港南区・栄区版
週刊
木曜日 1年 永年 日本語

６６A タウンニュース　港北区版
週刊
木曜日 1年 永年 日本語

６６A タウンニュース　JA横浜特別版 不定期 永年 日本語

６６A タウンニュース　瀬谷区版
週刊
木曜日 1年 永年 日本語

６６A タウンニュース　都筑区版
週刊
木曜日 1年 永年 日本語

６６A タウンニュース　鶴見区版
週刊
木曜日 1年 永年 日本語

６６A タウンニュース　戸塚区版
週刊
木曜日 1年 永年 日本語

６６A タウンニュース　中区・西区版
週刊
木曜日 1年 永年 日本語

６６A タウンニュース　保土ケ谷区版
週刊
木曜日 1年 永年 日本語

６６A タウンニュース　緑区版
週刊
木曜日 1年 永年 日本語

６６A タウンニュース　南区版
週刊
木曜日 1年 永年 日本語

６６A 定年時代
月刊
第１月曜日 1年 永年 日本語

６６A なるほど神奈川 隔月刊 1年 永年 日本語

６６A はまかぜ　金沢版 月刊 1年 永年 日本語

６６A はまかぜ　さかえ・とつか版 月刊 1年 永年 日本語

６６A はまかぜ　中区・西区版 月刊 1年 永年 日本語

６６A はまかぜ　洋港版 月刊 1年 永年 日本語

６６A
はまかぜ　横須賀・三浦・湘南版
Ｈａｍａｋａｚｅ（英語版）も含む 週刊 1年 永年 日本語

６６A ベイ★キッズ 不定期 1年 永年 日本語

６６A ＨＯＮＭＯＫＵ　ＴＩＭＥＳ 不定期 1年 永年 日本語

６６A
ＰＯＲＴ  ＶＩＥＷ
横浜版、東京版

日刊（土日祝の配信
なし） 1か月 永年 日本語

６６A 有隣 月刊 1年 永年 日本語

６６A よこかんみなみ 不定期 1年 永年 日本語

６６A ヨコハマ議会だより 不定期 1年 永年 日本語

６６A 横浜市営地下鉄沿線新聞 月刊 1年 永年 日本語



３階ヨコハマ部門　現行受入新聞リスト

書架 タイトル 発行頻度 公開
原紙
保存期間 使用言語 他媒体資料

６６A 横浜新聞 不定期 ３年 永年 日本語

６６A
横浜タウン新聞
港南台・洋光台・栄区版

隔週刊
木曜日 1年 永年 日本語

６６A
横浜タウン新聞
上大岡・上永谷・金沢区版

隔週刊
木曜日 1年 永年 日本語

６６A ヨコハマよみうり
月刊
５日 1年

永年
2016.8～ 日本語



１階ポピュラー部門　現行受入新聞リスト

書架 タイトル 発行頻度 公開
原紙
保存期間 使用言語 他媒体資料

ティーンズ 朝日小学生新聞 日刊 1か月 3年 日本語

ティーンズ
朝日中高生新聞
（旧　朝日中学生ｳｲｰｸﾘｰ）

週刊
日曜日 3か月 3年 日本語

ティーンズ

Ｃａｍｐｕｓ　Ｓｃｏｐｅ
キャンパス　スコープ

年２回
４・１０月 3年 3年 日本語

ティーンズ 高校生新聞
月刊
10日 6か月 3年 日本語

ティーンズ
ＨＡＰＰＹ　ＮＥＷＳ
（旧　ＨＡＰＰＹ新聞）

年刊
４月 3年 3年 日本語

ティーンズ 毎日小学生新聞 日刊 1か月 3年 日本語

ティーンズ 読売KODOMO新聞
週刊
木曜日 3か月

3年
2015.4～ 日本語

ティーンズ 読売中高生新聞
週刊
金曜日 3か月

3年
2015.4～ 日本語



書庫　現行受入新聞リスト

タイトル 発行頻度
原紙
保存期間 使用言語 他媒体資料

解放新聞　神奈川版 月刊 永年 日本語

解放新聞　全国版
週刊月曜日
（第５週除く） 3年 日本語 縮刷版：1947-1974

神奈川縣造園業協会報 隔月刊 永年 日本語

Ｃａｍｐｕｓ　ｎｏｗ 季刊 永年 日本語

昭和
隔月刊
10日 3年 日本語

STOP受動喫煙新聞 季刊 永年 日本語

聖教新聞 日刊 3年 日本語

天理時報
週刊
日曜日 3年 日本語

ハマペンだより
不定期
年３回 永年 日本語

まつぼっくり 年３回 永年 日本語

民団新聞 月刊 3年 日本語

よこはまし庁内報 月刊 永年 日本語

ＹＭＣＡ　ＮＥＷＳ 月刊 永年 日本語

選挙公報　神奈川県知事 不定期 永年 日本語

選挙公報　神奈川県議会議員
（横浜市全選挙区分） 不定期 永年 日本語

選挙公報　横浜市長 不定期 永年 日本語

選挙公報　横浜市議会議員
（横浜市全選挙区分） 不定期 永年 日本語

選挙公報　衆議院小選挙区選出議員
選挙　（横浜市全選挙区分） 不定期 永年 日本語

選挙公報　衆議院比例代表選出議員
選挙　（南関東選挙区） 不定期 永年 日本語

選挙公報　参議院神奈川県選出議員
選挙 不定期 永年 日本語

選挙公報　参議院比例代表選出議員
選挙 不定期 永年 日本語

最高裁判所裁判官国民審査
審査公報 不定期 永年 日本語



 

中央図書館では、皆様の調査研究・問題解決のお手伝いをしています。 

お気軽に各階カウンター、電話、手紙又はＥメールにて、お問い合わせください。 

   

〈電  話〉 045-262-0050 

〈手  紙〉 〒220－0032 横浜市西区老松町１ 横浜市中央図書館 調査資料課宛 

〈Ｅメール〉 https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1300 

        ※電子申請による受付 

  

横浜市中央図書館 


