
No. タイトル 出版者 刊行頻度 内容 所蔵範囲

1 Pre-mo 主婦の友社 季刊

生まれてくる赤ちゃんのために何を用意す
べきか、すべてわかる出産準備マガジン。
先輩ママの実感コメントや安心してお産を
迎えるためのアドバイスも多数掲載。

6巻 4号 通巻54号
(2007年4月) ～

2 たまごクラブ
ベネッセコー
ポレーション

季刊

妊婦の健康や生活に関する安心情報や、生
まれてくる赤ちゃんを迎える出産準備情報
が豊富なマタニティ雑誌。読者の実体験情
報を満載している。

1巻 7号 通巻7号
(1994年5月) ～

3 ピ-・アンド 小学館 季刊
妊娠中の夫婦が必要となる生活情報、医学
情報、親になる心構えを3本柱に、分かりや
すく編集したマガジン。2000年1月休刊

1巻 1〜2号 通巻1〜2
号 (1985.10〜11) ～
140号 (2000.1)

4 Aera with Baby 朝日新聞出版 隔月刊

0～3歳の子育て情報誌。科学的な根拠に裏
付けられた情報を精選し、読んだら気持ち
が楽になる、育児に自信が持てるようにな
る情報を収録。

1号 (2008年春) ～

5 Baby-mo 主婦の友社 季刊

0～2歳のママのための育児総合誌。子育て
情報はもちろんのこと、ファッション、イ
ンテリア、パパの育児力アップ応援など家
族で楽しめる内容

7巻 1号 通巻63号
(2008年1月) ～

6 赤ちゃんとママ
赤ちゃんとマ
マ社

月刊
1966年に創刊された、安心できる楽しい育
児をモットーにする育児雑誌。健康保険組
合等の組合員に配布するシステムをとる。

42巻 4号 (2007年4
月) ～

7 ひよこクラブ
ベネッセコー
ポレーション

月刊
赤ちゃんが生まれたその日から読む育児情
報誌。読者の投稿や子どもの写真を雑誌づ
くりに取り入れた読者参加型の紙面構成

1巻 7号 通巻7号
(1994年5月) ～　欠
号あり

8 ベビーエイジ 婦人生活社 月刊
1969年10月創刊。育児専門誌のさきがけと
なったが、2003年2月休刊。2歳ころまでの
ママ・パパを対象に育児情報を提供した。

2巻 2号 通巻13号
(1971.2) ～ 34巻 2
号 通巻397号 (2003
年2月)

9 わたしの赤ちゃん 主婦の友社 月刊

1973年11月創刊の雑誌。若い母親向けに育
児情報を多角的にとりあげた。「ベビーエ
イジ」と共に育児雑誌というジャンルを牽
引してきたが、2002年6月休刊した。

1巻1号通巻1号 (1973
年11月) -30巻6号通
巻377号 (2002年6月)
欠号あり

★マタニティ誌

★赤ちゃん雑誌

2015.2

育児関連雑誌を探す

育児雑誌は、専門家による育児の知識や、読者の育児体験情報を提供しながら、子育てに奮闘する父親、母親

の相談相手の役割を果たしています。

ここでは、マガジンバンクで継続収集している育児関連雑誌を紹介します。（一部の休刊誌も含んでいます。）

出産前の「マタニティ誌」、生まれてからの「赤ちゃん雑誌」、幼児から小中学生のしつけや受験などを扱うものを

「家庭教育誌」として分類しました。また、子どもと一緒に家族も生活を楽しもうという、「子育て家族のライフスタイル

誌」や、子どものファッションを扱った「キッズファッション誌」等、育児周辺の雑誌も取り上げました。育児関連の機

関や学会の機関誌、研究誌の一部も紹介しています。

※ 学校教育や幼稚園教育等、教育全般の雑誌については『教育関連雑誌』リストを参考にしてください。

※ 参考文献：『雑誌新聞総かたろぐ』2014年版 メディア・リサーチ・センター 他
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10 Aera with Kids 朝日新聞出版 季刊
小学生の母親と父親に向けて実用性のある
親子の生活を提案する情報誌

28巻(2010.7)～

11 ducare（デュケレ）
日本経済新聞
出版社

隔月刊
社会の第一線で活躍する父親母親のための
教育情報誌。Ducareとはラテン語で導き出
すという意味

1号 (2009年秋) ～

12 edu（エデュー） 小学館 月刊
子育てに日々奮闘するお母さんのための子
育て応援情報誌

1巻 1号 通巻1号
(2006年4月) ～

13 FQ Japan
アクセスイン
ターナショナ
ル

季刊 英国発、男の育児ライフスタイル情報誌
1巻 1号 通巻1号
(2006・7年冬) ～

14 kodomoe 白泉社 季刊
絵本雑誌「月刊Moe」増刊から独立した親子
時間を楽しむ子育て情報誌

1巻 1号 通巻1号
(2013年12月) ～

15 PHPのびのび子育て PHP研究所 不明
子育てやしつけに悩むお母さんに向けた子
育て情報誌

279号 (2010年1月)
～

16 tocotoco
第一プログレ
ス

季刊
マタニティから２歳前後の子どもを持つ夫
婦に向けたライフスタイル誌。自然体で自
分らしく子育てしたい人を応援する。

1号 (2007年冬) ～

17
おそい・はやい・ひ
くい・たかい

ジャパンマシ
ニスト

半年刊
学校の中の「はやくて高いことが良きこ
と」という価値観や常識を見直し、教員と
親が本音でバトルできる新しい情報誌

1号 (1998.11) ～

18 月刊クーヨン
クレヨンハウ
ス

月刊

0～6歳までの子育て家族のための育児雑
誌。オーガニックライフスタイルを志向す
るお母さんやお父さんのほか、保育士や幼
稚園教諭にも。

1巻1号通巻1号（1996
年4月）～

19
ちいさい・おおき

い・よわい・つよい

ジャパンマシ
ニス

隔月刊

「おおきい」ことや「つよい」ことより
「ちいさい」ことや「よわい」ことの価値
を見出し、こどもの体やこころを育ててい
こうという雑誌

0号,創刊準備号
(1993年8月) ～

20 灯台 第三文明社 月刊

読者対象は乳幼児・小学生を持つ母親が中
心。子どもの未来をひらく子育て・教育応
援誌をモットーに、しつけ・学習・健康な
どの子育て体験やアドバイスなどを掲載

110号 (1972年1月)
～

21 母の友 福音館書店 月刊
子育て真最中のお母さん、お父さんを支援
する、1953年創刊の雑誌。あせらず、ゆっ
くりした子育てを提案する。

118号（1963年5月）
～

22 プチタンファン 婦人生活社 隔月刊

赤ちゃん雑誌を卒業してからの育児雑誌と
して、1～4歳の子どものしつけや子どもの
生活に必要な情報を提供したが2003年2月休
刊した。

1号 (1981年10月) -
23巻1号通巻202号
(2003年2月)欠号あり

23 プレジデントFamily
プレジデント
社

季刊
毎号、しつけ、成績、受験、教育資金等の
子育て家族が抱える問題を特集し、著名人
の子育ても紹介する。

1巻 1号 (2006年9月)
～

24 Family Fun.
Buena Vista
Magazines

月刊
子供と一緒に楽しめるアメリカの育児雑誌
（英語）

Vol.18 no.2
(2009.2) ～

★家庭教育誌
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25 Aene
学研マーケ
ティング

月刊
子育て中のお母さんが自分らしく幸せにな
れる情報を掲載したライフスタイル誌。
2015年2月で休刊した。

1巻 1号 (2014年7月)
～1巻 8号 (2015年2
月)

26 bizmom
ベネッセコー
ポレーション

季刊
仕事と育児の両立を目指す女性に向けた育
児応援雑誌　働く育てる暮らすいろんな私
を楽しむための幸せ応援マガジン

(2008年春) ～

27 HügMüg シー・レップ 季刊
30代のママと子どものファッションスタイ
ル誌

1号 (2012年8月)～

28 Nina's 祥伝社 季刊

20～30代の若いママを対象としたファッ
ション＆ライフスタイル誌。結婚、出産し
ても自分らしさにこだわりたい女性を応援
する。キャッチフレーズは「私らしく親子
ライフ」

10号 通巻1号 (2008
年春) ～

29 Sakura　（サクラ） 小学館 季刊
子どもの健やかな成長を支えるノウハウと
女性誌のファッション性を融合した雑誌

1巻1号（2011年春）-

30 かぞくのじかん 婦人之友社 季刊
若い子育て世代に向けたファミリーマガジ
ン。「ライフワークバランス」を提案

1巻 1号 通巻6号
(2009年冬) ～

31 サンキュ!
ベネッセコー
ポレーション

月刊
20～30代中心の既婚女性を主な読者対象に
した生活情報誌。小さな子供を持つママが
実践する「生活育」にもテーマを広げる。

1巻 1号 通巻1号
(1996年5月) ～

32 孫の力 木楽舎 隔月刊
孫のいる世代のライフスタイルマガジン。
孫との付き合い方から、自分の人生の楽し
み方までを指南する。

2011年7月, 1号
(2011年9月) -

33 セサミ 朝日新聞出版 隔月刊 子どものファッションと生活を扱う情報誌
1巻 1号 通巻1号
(2010年5月) ～

34 Vogue Bambini.
Edizioni Cond
é Nast

隔月刊 イタリアのキッズファッション誌（伊）
N.208 (2009.1・2)
～

35
いただきます ごち
そうさま

キッズエクス
プレス2

季刊 保育を広げる食育情報誌 24号 (2008年夏) ～

36 保育の友
全国社会福祉
協議会

月刊
今日の保育問題と取り組む保育所保育の専
門誌

16巻 5号 (1968年5
月) ～

No. タイトル 出版者 刊行頻度 内容 所蔵範囲

37 おもちゃ
白鴎大学おも
ちゃライブラ
リー

季刊 白鴎大学おもちゃライブラリーの機関誌 1号 (1990年1月) ～

38 家庭フォーラム 昭和堂 年刊
家庭教育の理論的・実践的研究とその普及
を目指す日本家庭教育学会の機関誌

1号 (1997年7月) ～

★機関誌

★キッズファッショ
ン

★子育て家族のライフスタイル誌

★保育所の保育誌
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39 子どものしあわせ 本の泉社 月刊
主に小学生の子どもをもつ親と教師を対象
とした「日本子どもを守る会」の機関誌

116号（1966年1月）
～

40 自然育児友の会会報
自然育児友の
会

季刊
自然なお産・母乳育児を志向するナチュラ
ルな子育てを楽しむ家族のネットワーク
「NPO自然育児友の会」の機関誌

250号 (2010年春) ～

41 育てる 育てる会 月刊

育てる会の事業である「山村留学」「自然
体験教育」の内容を中心に、広く子育て、
家庭教育、学校教育についての話題をとり
あげ、読者と共に考えていく雑誌

4号 (1968年7月) ～

42 はらっぱ
子ども情報研
究センター

月刊
子どもとおとなのパートナーシップ誌。子
どもの人権に関わる活動をしている子ども
情報研究センターの機関誌

272号 通巻310号
(2007年4月) ～

43
子どもの虐待とネグ
レクト

日本子ども虐
待防止学会

年3回刊
子どもの虐待防止に関する学術研究及び虐
待防止の社会啓発等の実践活動を行う「日
本子ども虐待防止学会」の学会誌

10巻 1号 通巻22号
(2008年4月) ～

44 そだちの科学 日本評論社 年2回刊
子どもの心や体の育ちをめぐる問題点や社
会の状況などのテーマを特集して論じる雑
誌

1号 (2003年10月) ～

45 チャイルドヘルス 診断と治療社 月刊

21世紀の子どもの保健と育児を支援する雑
誌。子どもの心と身体を健康に育てるため
にはどうすればよいか、小児保健と育児を
取り巻く話題・情報・研究をあらゆる角度
から精選し多数掲載

1巻 1号 通巻1号
(1998.10) ～

46
日本子ども家庭総合
研究所紀要

日本子ども家
庭総合研究所

年刊
母子愛育会・日本子ども家庭総合研究所の
研究報告書

34集,平成9年度
(1998.3) ～

47 発達
ミネルヴァ書
房

年4回刊
乳幼児期の子供の発達やそれを支える営み
について幅広い視点から最新の知見を届け
る。

1巻 1号 (1980年冬)
～

48 食べもの文化 芽ばえ社 月刊
安全で豊かな食生活を築くために子育てに
役立つ食事と健康の雑誌

37号 (1981年4月) ～

49 のらのら
農山漁村文化
協会

季刊

家族で楽しむこども農業雑誌。「のら」つ
まり家の近くの畑や広場で、遊んだりお手
伝いしたり小遣いを稼いだりと、生活力の
ある子どもを応援する雑誌

1巻 1号 (2011年秋)
～

50 ベビーブック 小学館 月刊
1～3歳児とその母親を対象とした、正しい
しつけと豊かな心を養うことを目的とした
雑誌

6巻2号(1972.5)～

★学会誌・専門誌

★その他
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