
出版国 紙名 翻訳表題 出版地 言語

人民日報（海外版） 人民日報 北京 中国語

北京晩報 北京晩報 北京 中国語

大韓民国 朝鮮日報 朝鮮日報 ソウル ハングル

Ｔｈｅ　Ｊａｐａｎ　Ｔｉｍｅｓ ジャパンタイムズ 東京 英語

Ｔｈｅ　Ａｓａｈｉ　Shimbun　GLOBE 朝日新聞グローブ 東京 日本語

留学生新聞（中日双語刊） 留学生新聞　 東京
日本語
中国語

民団新聞 民団新聞 東京 日本語
日本とユーラシア 日本とユーラシア 東京 日本語

Asia觀光經濟新聞 Asia観光経済新聞 ソウル
日本語／
ハングル

【英語雑誌】
出版国 誌　名 翻訳標題 出版者 刊行頻度
日本 ＴＩＭＥ タイム タイムＩＮＣ 週刊

アメリカ NATIONAL GEOGRAPHIC ナショナルジオグラフィック National Geographic 月刊

アメリカ NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELERナショナルジオグラフィックトラベラー National Geographic Society 年8回

アメリカ NATIONAL GEOGRAPHIC KIDS ナショナルジオグラフィックキッズ National Geographic Society 年10回

アメリカ MARIE CLAIRE US EDITION マリ・クレール Hearst Corporation 月刊

イギリス Ｔｈｅ　Ｅｃｏｎｏｍｉｓｔ　 ザ　エコノミスト Ｔｈｅ　Ｅｃｏｎｏｍｉｓｔ　Ｎｅｗｓｐａｒ 週刊

日本 ＴＯＫＹＯ　ＪＯＵＲＮＡＬ 東京ジャーナル
Tokyo Journal International
Inc.

季刊

【フランス語雑誌】

出版国 誌　名 翻訳標題 出版者 刊行頻度

フランス  Ｌ’Ｅｘｐｒｅｓｓ レクスプレス  Ｌ’Ｅｘｐｒｅｓｓ 週刊

【中国語雑誌】
出版国 誌名 翻訳標題 出版者 刊行頻度

亜洲週刊 亜洲週刊 亜洲週刊有限公司 週刊

读者 読者 甘粛省新聞出版局 月２回刊

家庭　Ｆａｍｉｌｙ 家庭　Ｆａｍｉｌｙ 家庭期刊集団有限公司 月２回刊

故事会 故事会 上海文芸出版社 月２回刊

大衆電影 大衆電影 中国電影家協会 月２回刊

译林 訳林 訳林出版社 隔月刊

当代 当代 人民文学出版社 隔月刊

収穫 収穫 収穫文学雑誌社 隔月刊

父母必読 父母必読 北京出版社出版集団 月刊

知日 知日 中信出版 月刊

３７度女人 ３７度女人 ３７度女人編集部 月刊

民间故事选刊 民間故事選刊 民間故事選刊雑誌社 月刊

儿童时代 児童時代 中国福利会 月刊

中国图书馆学报 中国図書館学報 中国図書館学報編集部 隔月刊

人民画报 人民画報 人民画報社 月刊

河北画報 河北画報 河北画報社 月刊

大自然 大自然 《大自然》雑誌編集部 隔月刊

中國造紙 中国造紙 中国造紙編集部 月刊

中外文化交流 中外文化交流 《中外文化交流》雑誌社 月刊

中
華
人
民
共
和
国

●　新　聞　●

●　雑　誌　●

中華人民
共和国

日
本



【ハングル／韓国出版雑誌】
出版国 誌　名 翻訳標題 出版者 刊行頻度

시사저널 時事ジャーナル 시사저널미디어 週刊
한겨레21 ハンギョレ２１ 한겨레신문사 週刊
씨네21 シネ２１ 씨네21주식회사 週刊
좋은생각 良い考え 월간　좋은생각 月刊
행복이 가득한 집 幸せいっぱいの家 디자인하우스 月刊
Ｃｅｃｉ Ｃｅｃｉ 月刊
신동아 新東亜 東亜日報社 月刊
Ｇｌｏｂａｌ　Ａｓｉａ　（※） グローバル　アジア Ｔhe East Asia Foundation 季刊

Ｋｏｒｅａ　ａｎｄ　ｔｈｅ　Ｗｏｒｌｄ　Ｅｃｏｎｏ
ｍｙ（※）

韓国経済ジャーナル
Ｔｈｅ　ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　ｏｆ　Korean
Economｉｃ　Ｓｔｕｄｉｅｓ 季刊

（※）本文は英語

【ロシア語雑誌】
出版国 誌名 翻訳標題 出版者 刊行頻度

ОГОНЁК アガニョーク Коммерсанть 週刊

Работница ラボートニツァ Работница 月刊
МИША ミーシャ Еврцзця＋ 月刊
Мурзилка ムルジルカ Мурзилка 月刊

【日本語雑誌（海外情報・文化・語学関連）】
出版国 誌名 出版者 刊行頻度

まいにちロシア語 ＮＨＫ出版 月刊
まいにち中国語 ＮＨＫ出版 月刊
まいにちハングル講座 ＮＨＫ出版 月刊
聴く中国語 日中通信社 月刊
韓国語学習ジャーナル　ｈａｎａ ＨＡＮＡ(インプレス) 季刊
ＣＮＮ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｅｘｐｒｅｓｓ 朝日出版社 月刊
ＥＮＧＬＩＳＨ　ＪＯＵＲＮＡＬ アルク 月刊
英会話タイムトライアル ＮＨＫ出版 月刊
多聴多読マガジン コスモピア 隔月刊
Ｈｉｒａｇａｎａ　Ｔｉｍｅｓ ヤック企画 月刊
留学ジャーナル 留学ジャーナル 季刊
ＴＲＡＮＳＩＴ 講談社 季刊
ｍｕｎｄｉ 国際協力機構 月刊
シャンティ シャンティ国際ボランティア会 季刊
ＫＯＲＥＡ　ＴＯＤＡＹ アジアニュースセンター 月刊
Ｋｏｒｅａｎａ　日本語版 韓国国際交流センター 季刊
Ｔｈｉｎｋ　Ａｓｉａ 霞山会 季刊
ＥＲＩＮＡ　ＲＥＰＯＲＴ 環日本海経済研究所 隔月刊
北東アジア文化研究 鳥取女子短期大学北東アジア文化総合研究所 年2回刊
中国２１ 東方書店 季刊
人民中国 人民中国雑誌社 月刊
ロシアＮＩＳ調査月報 ロシアＮＩＳ貿易会ロシアＮＩＳ経済研究所 月刊
環日本海経済ジャーナル 富山県新世紀産業機構環日本海経済交流センター 年2回刊

（2017.4）

ロ
シ
ア
連
邦

日
本

大
韓
民
国

鳥取県立図書館 〒680-0017 鳥取県鳥取市尚徳町１０１

Tel:0857-26-8155 Fax:0857-22-2996

http://www.library.pref.tottori.jp ＨＰ内でも情報配信中！


