
タイトル 出版者 刊行頻度 内容 所蔵範囲等

週刊ベースボール
ベースボール・
マガジン社

週刊
日本のプロ野球から社会人・学生野球といったア
マチュア、韓国・台湾の動向、アメリカ・メジャー
リーグまで、グローバルに野球を解説・評論する。

13巻8号復刊1号(1958年4
月16日)、28巻17号通巻805
号(1973年4月30日）～、欠
号あり

別冊週刊ベースボール
ベースボール・
マガジン社

不定期
速報性によらない特定のテーマを掘り下げている
(選手名鑑等)。

1巻1号通巻1号(1974年秋
季)～、欠号あり

Slugger
日本スポーツ
企画出版社

月刊 メジャーリーグ専門誌。
7巻5号通巻68号109号
(2007年5月)～

輝け甲子園の星
日刊スポーツ
出版社

隔月刊
高校野球専門誌。大会情報や出場選手の素顔に
迫る記事を掲載。

207号(2011年5月)～

熱中！野球部
ベースボール・
マガジン社

隔月刊 中学部活向けの技術指導を掲載。 12号(2012年8月)～

Hit & Run
ベースボール・
マガジン社

隔月刊
小・中学生のための軟式野球マガジン。練習方法
や指導方法を掲載。

4巻4号通巻17号(2007年6
月)～

ソフトボールマガジン
ベースボール・
マガジン社

月刊
唯一のソフトボール専門誌。実業団、学生の全国
大会、初心者への技術指導等掲載。

1巻1号通巻1号(1977年7
月)、4巻1号通巻31号(1980
年1月)～、欠号あり

★野球

★ソフトボール

2014.3

スポーツ雑誌を探す‐球技編‐

スポーツ雑誌は同じスポーツを扱っていても、競技者向け、観戦者向け、指導者向けのように立場の違う

読者を対象としていたり、各誌で違った切り口の情報を提供しています。

今回は現在刊行されているスポーツ雑誌の中から、球技を扱う５０誌をスポーツ別にご紹介します。

※球技以外のスポーツについては「知っていると便利」10-2でご紹介します。

・野球 ・ソフトボール ・サッカー

・フットサル ・バスケットボール ・バレーボール

・ハンドボール ・ゴルフ ・テニス

・バドミントン ・卓球 ・アメリカンフットボール

・スカッシュ ・ボウリング ・ホッケー

・ラグビー

★スポーツ一覧（球技）



タイトル 出版者 刊行頻度 内容 所蔵範囲等

サッカーダイジェスト
日本スポーツ
企画出版社

週刊
唯一のサッカー週刊誌。試合ごとのレビューを掲
載。

1巻1号通巻1号 (1980年2
月) ～

ワールドサッカー
ダイジェスト

日本スポーツ
企画出版社

半月刊
海外サッカー専門誌。『サッカーダイジェスト』から
独立。ヨーロッパだけでなく、南米のサッカー情報
も掲載。

11巻8号186号通巻193号
(2005年4月21日)～
※青少年開架

Soccer Magazine Zone
ベースボール・
マガジン社

月刊
『週刊サッカーマガジン』の改題、月刊化。現存す
るサッカー雑誌では最古参。

49巻1号通巻1484号(2014
年1月)～、『サッカーマガジ
ン』の改題

月刊J2マガジン
ベースボール・
マガジン社

月刊
業界初となる2部リーグ（Jリーグ ディビジョン2）専
門誌。

1巻1号通巻1号(2013年12
月)～

サッカーマガジン 別冊
ベースボール・
マガジン社

隔月刊
『サッカーマガジン』の補足的雑誌。2部リーグや
引退選手、監督等を特集している。

3巻1号通巻3号(1975年8
月)～、欠号あり

World Soccer King フロムワン 半月刊
主にヨーロッパ各国のサッカー事情を掲載したカ
ラーグラビア特集を中心に掲載。

1巻1号通巻1号 (2005年4
月7日) ～

Samurai Soccer King フロムワン 月刊 日本代表と海外組を特集した記事を掲載。
1巻1号通巻1号 (2012年10
月) ～

Jリーグサッカーキング フロムワン 月刊
クラブや選手特集を実施し、インタビュー、対談、
座談会をメインに掲載している。

1巻1号通巻1号 (2007年4
月)～

footballista ソル・メディア 月刊 海外サッカー専門誌
1巻1号通巻1号(2013年9
月)～

Soccer ai
マガジン・マガジ
ン

隔月刊
Jリーグ及び日本代表で活躍している選手を紹介
している。若手選手へのインタビューが多い。

1巻1号通巻384号 (2011年
6月)～

サッカー批評 双葉社 季刊
特集記事、インタビュー、対談を主に掲載してい
る。読み物が多い。

21号(2004年1月)～、欠号
あり

欧州サッカー批評 双葉社 不定期
『サッカー批評』の別冊。ヨーロッパのサッカーを
特集している。

1号(2010年1月)～

ジュニアサッカーを応援しよう! カンゼン 季刊
少年サッカーのコーチと保護者の情報誌。毎号付
録にDVDがついている。

1巻1号通巻1号 (2006年夏)
～

JFA news
日本サッカー
協会

月刊
日本サッカー協会オフィシャルマガジン。プロだけ
でなく、学生やユースの試合、審判員の情報を掲
載。

288号(2008年4月)～

フットサルナビ ガイドワークス 隔月刊 唯一のフットサル専門誌。
1巻1号通巻1号 (2013年11
月)～

★サッカー

★フットサル



タイトル 出版者 刊行頻度 内容 所蔵範囲等

月刊バスケットボール 日本文化出版 月刊
国内プロアマからＮＢＡ、ヨーロッパまでのバスケ
情報を掲載。

2巻4号(1974年4月)～、欠
号あり

Dunk Shoot
日本スポーツ
企画

月刊 NBAを中心とした情報を掲載。
15巻4号通巻166号(2007年
4月)～、欠号あり

Hoop 日本文化出版 月刊 米国バスケットボール(NBA)情報誌。
1巻1号通巻15号(1993年4
月)、15巻4号通巻182号
(2007年4月)～

ジュニアバスケットボール
マガジン

ベースボール・
マガジン社

隔月刊 ミニバスから中学・高校バスケまで対象。 1号(2013年3月)～

月刊バレーボール 日本文化出版 月刊
バレーボール誌で最も歴史が長い。全日本、V
リーグ・学生など国内大会の結果、海外情報や
ビーチバレーも網羅している。

23巻1号(1969年1月)～、欠
号あり

ハンドボール スポーツイベント 月刊 唯一のハンドボール専門誌。
3巻4号通巻65号(1981年4
月)～、欠号あり

ゴルフダイジェスト
ゴルフダイジェス
ト社

月刊 本格派ゴルファー向けのゴルフ雑誌。
20巻9号(1980年7月)～、欠
号あり

週刊ゴルフダイジェスト
ゴルフダイジェス
ト社

週刊
最新理論のレッスン記事、注目のギアやプレー情
報、トーナメント詳報を掲載。コミック、 エッセイも
連載している。

21巻36号(1986年9月16日)
～、欠号あり

パーゴルフ パーゴルフ 週刊
創刊から40周年を越え、2013年に新装刊した。プ
ロゴルファーによるテクニックやレッスン、情報が
多い。

1巻1号通巻1号 (1971年10
月7日) ，41巻1号通巻1654
号(2011年1月4・11日)～

EVEN 枻出版社 月刊
レッスン、ファッション(男性向け)、ギアといった
様々な角度からゴルフの楽しみ方を紹介。ライフ
スタイル系のゴルフ技術情報誌。

1巻1号20号通巻1号(2010
年6月)、『Real Design』の増
刊から独立

ゴルフクラシック 日本文化出版 月刊 ゴルフクラブに重点を置いた記事を掲載。
1巻1号(1983年5月)，2巻
11-12号(1984年11-12月)

書斎のゴルフ
日本経済新聞
出版社

季刊 読み物がメインの「読むゴルフ誌」 1号(2009年1月)～

Regina Premium ALBA 季刊
女性向けゴルフ雑誌。ファッションやアイテムの紹
介がメイン。

2013年春～、『Regina』の改
題

JGA Golf Journal 日本ゴルフ協会 半年刊
日本ゴルフ協会会報。ゴルフに関する規則や振
興・育成等、日本ゴルフ界の情報を掲載。

83号(2008年7月)～、『JGA』
の改題

★ゴルフ

★バスケットボール

★バレーボール

★ハンドボール
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テニスマガジン
ベースボール・
マガジン社

月刊
国内外の大会情報から技術情報まで掲載する、
本格的テニス専門誌。

1巻1号(1970年10月)～、欠
号あり

Tennis Classic break 日本文化出版 月刊
技術解説に大きめの連続ショット写真を使用して
いる。他のテニス雑誌に比べ写真が多い。

28巻4号通巻335号(2007年
4月)～、『テニスクラシック』
の改題

ソフトテニス・マガジン
ベースボール・
マガジン社

月刊 唯一のソフトテニス月刊専門誌。
18巻5号通巻204号(1992年
5月)～、『軟式テニス』の改題

熱中！ソフトテニス部
ベースボール・
マガジン社

隔月刊 中学部活向けの技術指導を掲載。 12号(2012年7月)～

バドミントン・マガジン
ベースボール・
マガジン社

月刊
唯一のバトミントン専門誌。バトミントン技術や大
会情報を掲載。

3巻4号通巻26号(1982年4
月)～

卓球レポート
卓球レポ-ト
編集部

月刊
最新の技術や戦術を紹介。卓球用具メーカーが
発行している。

17巻8号通巻193号(1973年
8月)、欠号あり

卓球王国 卓球王国 月刊 カラー写真を多用した誌面が特徴。
11巻4号通巻119号(2007年
4月)～

ジュニア卓球マガジン
ベースボール・
マガジン社

隔月刊
選手、指導者、保護者のための成長・育成サポー
ト誌。

1号(2013年3月)～

月刊タッチダウン タッチダウン 月刊 国内や海外のプロリーグ情報を掲載。 83号(1981年4月)～

Touchdown Pro タッチダウン 月刊
『タッチダウン』の増刊号から独立。日本唯一の月
刊NFL（National Football League）専門誌。

7巻通巻1号，134号(2007年
4月)～

Squash
日本スカッシュ
協会

季刊 日本スカッシュ協会機関誌。 2号(1989年秋)～

Bowling Magazine
ベースボール・
マガジン社

月刊
大会情報や有力選手の近況についてのレポート
など、国内外のボウリング情報を網羅している。

1巻1号通巻1号(1983年8
月)、25巻4号286号(2007年
4月)～

Hockey
日本ホッケー
協会

季刊 日本ホッケー協会機関誌。大会情報を掲載。 127号(2008年8月)～

ラグビーマガジン
ベースボール・
マガジン社

月刊
国内外の大会情報、インタビュー、スキルアップ
講座を掲載。

3巻1号通巻8号(1974年1
月)～、欠号あり

★ホッケー

★ラグビー

★バドミントン

★卓球

★アメリカンフットボール

★スカッシュ

ボウリング

★テニス


