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No. 雑誌名 発行頻度 言語 出版者

1 ＡＣＣＵ ｎｅｗｓ 年3回刊 日本語 ユネスコ・アジア文化センター（ＡＣＣＵ）

2 Ａera 週刊 日本語 朝日新聞出版

3 Ａｍｎｅｓｔｙ  ｎｅｗｓｌｅｔｔｅｒ 隔月刊 日本語 アムネスティ・インターナショナル日本

4 Ａｒｄｅｃ 半年刊 日本語 日本水土総合研究所海外農業農村開発技術センター

5 Ａｓｉａｎ  ｂｒｅｅｚｅ 年3回刊 日本語　英語 アジア女性交流・研究フォーラム（KFAW）

6 ＣＡＰＳ  ｎｅｗｓｌｅｔｔｅｒ 季刊 日本語 成蹊大学アジア太平洋研究センター

7 Ｔｈｅ cｏｍｍｕｎｉｔｙ : コミュニティ 半年刊 日本語 第一生命財団

8 Ｄａｙｓ  Ｊａｐａｎ 月刊 日本語 デイズジャパン

9 Ｅｃｏｍｏｍ 不定期刊 日本語 日経BP社

10 ＥＭＡＣ 不定期刊 日本語 日本財団学生ボランティアセンター

11 Ｇｒａｐｈｉｃａｔｉｏｎ 隔月刊 日本語 富士ゼロックス

12 ＩＭＡＤＲｰＪＣ通信 季刊 日本語 反差別国際運動日本委員会

13 ＪＢＩＣ ｔｏｄａｙ 季刊 日本語 国際協力銀行

14 Ｊelba 季刊 日本語 非木材グリーン協会

15 Long stay 季刊 日本語  ロングステイ財団

16 Ｊｏｉｎｔ 年3回刊 日本語 トヨタ財団

17
Ｔｈｅ  Ｊｏｕｒｎａｌ  ｏｆ Aｍｅｒｉｃａｎ  ａｎｄ
Cａｎａｄｉａｎ  ｓｔｕｄｉｅｓ

年刊 日本語　英語 上智大学アメリカ・カナダ研究所

18 Ｍｉｇｒａｎｔｓ  ｎｅｔｗｏｒｋ 月刊 日本語 移住労働者と連帯する全国ネットワーク

19 Ｍｕｎｄｉ 月刊 日本語 国際協力機構 （ＪＩＣＡ）

20 National geographic kids 月刊 英語 National geographic society

21 National ｇeographic 日本版 月刊 日本語 日経ナショナルジオグラフィック社

22 Ｎｅｗｓｗｅｅｋ 週刊 日本語 CCCメディアハウス

23 Ｎｅｗｓがわかる 月刊 日本語 毎日新聞社

24 ＯＥＣＣ会報 年3回刊 日本語 海外環境協力センター（ＯＥＣＣ）

25 ＯＩＳＣＡ 月刊 日本語 オイスカ

26 Oｕｒ planet 私たちの地球 季刊 日本語 日本UNEP協会
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27 Prime occasional papers 半年刊 日本語 明治学院大学国際平和研究所

28 Ｐｒｉｍｅ 半年刊 日本語 明治学院大学国際平和研究所

29 Sａｉ 半年刊 日本語 在日コリアン・マイノリティー人権研究センター

30 Sapio 月刊 日本語 小学館

31 The big issue Japan 半月刊 日本語 ビッグイシュー日本

32 Transit 季刊 日本語 Euphoria Factory Transit 編集部

33 Ｔｒｉａｌ＆ｅｒｒｏｒ 季刊 日本語 日本国際ボランティアセンター（JVC）

34 Ｕｎｉｃｅｆ ｎｅｗｓ 季刊 日本語 日本ユニセフ協会広報室

35 Ｖｏｌｏ 隔月刊 日本語 大阪ボランティア協会

36 アジア経済 季刊 日本語 アジア経済研究所

37 アジア時報 月刊 日本語 アジア調査会

38 アジア太平洋研究 年刊 日本語　英語 成蹊大学アジア太平洋研究センター

39 アジアの友 隔月刊 日本語 アジア学生文化協会

40 アジ研ワールド・トレンド 月刊 日本語 日本貿易振興機構アジア経済研究所研究支援部

41 アフリカ 季刊 日本語 アフリカ協会

42 이어 イオ 月刊 日本語 朝鮮新報社

43 インドネシアニュースレター 季刊 日本語 日本インドネシアＮＧＯネットワーク（ＪＡＮＮＩ）

44 エスペラント 月刊 日本語 日本エスペラント協会

45 応用社会学研究 年刊 日本語  英語 東京国際大学

46 沖縄県平和祈念資料館だより 半年刊 日本語 沖縄県平和祈念資料館

47 沖縄県平和祈念資料館年報 年刊 日本語 沖縄県平和祈念資料館

48 オルタ 月刊 日本語 アジア太平洋資料センター（ＰＡＲＣ）

49 オルタナ ＝ Aｌｔｅｒｎａ 季刊 日本語 オルタナ

50 語る・かたる・トーク 月刊 日本語 横浜国際人権センター

51 季刊アラブ 季刊 日本語 日本アラブ協会

52 季刊民族学 季刊 日本語 千里文化財団

53 グリーン・パワー 月刊 日本語 森林文化協会

54 グローバルネット 月刊 日本語 地球・人間環境フォーラム

55 月刊グローバル経営 月刊 日本語 日本在外企業協会（日外協）
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56 月刊たくさんのふしぎ 月刊 日本語 福音館書店

57 月刊廃棄物 月刊 日本語 日報ビジネス

58 月刊みんぱく 月刊 日本語 国立民族学博物館

59 月刊むすぶ 月刊 日本語 ロシナンテ社

60 現代思想 月刊 日本語 青土社

61 国際開発ジャーナル 月刊 日本語 国際開発ジャーナル社

62 国際関係学研究 年刊 日本語  英語 東京国際大学

63 国際人権ひろば 隔月刊 日本語 アジア・太平洋人権情報センター（ヒューライツ大阪）

64 国際人流 月刊 日本語 入管協会

65 国際農林業協力 季刊 日本語 国際農林業協働協会

66 国連ジャーナル 半年刊 日本語 日本国際連合協会

67 ジェトロセンサー 月刊 日本語 日本貿易振興機構

68 自然と人間 月刊 日本語 自然と人間社

69 自然保護 隔月刊 日本語 日本自然保護協会

70 自治体国際化フォーラム 月刊 日本語 自治体国際化協会

71 週刊金曜日 週刊 日本語 金曜日

72 昭和館館報 年刊 日本語 昭和館

73 人民中国 月刊 日本語 人民中国編集委員会

74 正論 月刊 日本語 産経新聞社

75 世界 月刊 日本語 岩波書店

76 世界の農林水産 季刊 日本語 国際農林業協働協会（ＪＡＩＣＡＦ）

77 ソトコト 月刊 日本語 木楽舎

78 地球環境基金便り 半年刊 日本語 環境再生保全機構

79 地球のこと 季刊 日本語 WWFジャパン

80 ちゃぐりん  月刊 日本語 家の光協会 

81 つなぐつながる tsunagu tsunagaru 不定期刊 日本語 ネパリ・バザーロ 

82 つなぐつながる tumugu 不定期刊 日本語 ネパリ・バザーロ 

83 土と健康 月刊 日本語 日本有機農業研究会

84
東京国際大学論叢
言語コミュニケーション学部編

年刊 日本語  英語 東京国際大学



No. 雑誌名 発行頻度 言語 出版者

85
東京国際大学論叢
人間社会学部編

年刊 日本語 東京国際大学

86
東京国際大学論叢
国際関係学部編

年刊 日本語 東京国際大学

87 都市問題 月刊 日本語 後藤・安田記念東京都市研究所

88 流れを変える 季刊 日本語 環境市民

89 ネットワーク 隔月刊 日本語 東京ボランティア・市民活動センター

90 年報 年刊 日本語
沖縄県女師・一高女ひめゆり平和祈念財団，
ひめゆり平和祈念資料館

91 母の友 月刊 日本語 福音館書店

92 ひめゆり平和祈念資料館 資料館だより 半年刊 日本語
沖縄県女師・一高女ひめゆり平和祈念財団，
ひめゆり平和祈念資料館

93 フォーラム通信 年3回刊 日本語 横浜市男女共同参画推進協会

94 文藝春秋 月刊 日本語 文藝春秋

95 マレーシア 不定期刊 日本語 日本マレーシア協会

96 ミドリ 季刊 日本語 かながわトラストみどり財団

97 ミューズ 半年刊 日本語 戦争と平和の資料館ピースあいち

98 Musèe : ミュゼ 季刊 日本語 アム・プロモーション

99 明治大学平和教育登戸研究所資料館館報 年刊 日本語 明治大学平和教育登戸研究所資料館

100 ユネスコ 隔月刊 日本語 日本ユネスコ協会連盟

101 横浜国際社会科学研究 不定期刊 日本語　英語 横浜国際社会科学学会

102 横浜国立大学留学生センター教育研究論集 年刊 日本語 横浜国立大学留学生センター

103 リサイクルデザイン 季刊 日本語 横浜市資源リサイクル事業協同組合

104 立命館大学国際平和ミュージアムだより 年3回刊 日本語 立命館大学国際平和ミュージアム

105 立命館平和研究 年刊 日本語　英語 立命館大学国際平和ミュージアム

106 留学ジャーナル 季刊 日本語 留学ジャーナル


