
★総合
タイトル 出版者 刊行頻度 内容 所蔵範囲

ナンバー
 (Sports Graphic Number)

文芸春秋 隔週刊
観戦者向けのスポーツ全般を扱う雑誌として発刊さ
れた。現在はサッカーや野球をを中心としたグラ
フィック誌となっている。

創刊準備号(1980年
2月5日)、1巻1号通
巻1号(1980年4月20
日)～

Sports Graphic Number
Plus

文藝春秋 不定期
PLUS号とDo号がある。PLUS号は選手やイベント
（W杯、オリンピック等）を特集した保存版。Do号はス
ポーツ初心者に向けた入門書。

1998年4月～

スポーツのひろば
新日本スポーツ
連盟

月刊
新日本スポーツ連盟機関誌。スポーツ愛好者が交
流する「ひろば」を提供する。

73巻通巻146号
(1979年7月)～、欠
号あり

スポーツゴジラ
スポーツネットワー
クジャパン

年3回刊
種目を問わずスポーツそのものの魅力や価値を語
るスポーツ総合誌。

1巻8号(2009年1月)
～

★陸上

陸上競技マガジン
ベースボール・
マガジン社

月刊
日本陸上競技連盟機関誌。1951年創刊の日本初
の月刊陸上競技専門誌。

30巻1号通巻391号
(1980年1号)～、欠
号あり

月刊陸上競技
講談社,
陸上競技社／編

月刊
全日本実業団陸上競技連合・日本学生陸上競技連
合等の機関誌。『陸上競技マガジン』に比べ雑誌サ
イズが大きく、写真と記事が見やすい。

41巻6号(2007年5
月)～、欠号あり

★ランニング

クリール
ベースボール・
マガジン社

月刊
大会参加情報をメインに、グッズやトレーニング情
報等、ランニングライフに必要な情報を多角度から
提供。

1巻1号通巻1号
(2003年9月)、2巻10
号通巻14号(2004年
10月)～、欠号あり

ランナーズ アールビーズ 月刊
ダイエットや健康のためのランニングからフルマラソ
ンまで、幅広いランナー層のための情報、トレーニ
ング法、読み物などを掲載。

1巻1号(1976年1月)
～、欠号あり

Running Style 枻(えい)出版社 月刊
今までの「走る」イメージを変えるコツが詰まったラ
ンニング・マガジン。最新グッズやウェアの紹介が多
い。

1巻1号通巻1号
(2009年6月)～、欠
号あり

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、スポーツ総合誌と球技以外のスポーツ６５誌を

スポーツ別にご紹介します。

※球技については「知っていると便利 」10-1でご紹介します。

・総合 ・陸上 ・ランニング ・自転車

・トライアスロン ・登山 ・柔道 ・剣道

・空手 ・相撲 ・ボクシング ・格闘技

・武道 ・弓道 ・アーチェリー ・射撃

・狩猟 ・競馬 ・馬術 ・水泳

・サーフィン ・ダイビング ・ウインドサーフィン ・ヨット，ボート

・スキー ・スノーボード ・スケート ・スカイスポーツ

・ボディビル ・トレーニング

★スポーツ一覧（球技以外）
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スポーツ雑誌を探す‐総合・その他のスポーツ



★自転車
タイトル 出版者 刊行頻度 内容 所蔵範囲

サイクルスポーツ 八重洲出版 月刊
自転車を使った遊びの世界に着目。レースレポート
やメンテナンス解説、新商品情報を掲載。

5巻1号(1974年1月)
～、欠号あり

Bicycle Club 枻出版社 月刊
スポーツ競技としての自転車のほか、日常生活の
中のツールとして自転車を取り上げる。

24巻通巻298号
(2008年5月)～

Bicycle Plus 枻出版社 隔月刊 大人のための自転車ライフスタイル誌。 1号(2011年12月)～

Bicycle Navi
ボイス・パブリ
ケーション

月刊
「大人の自転車生活入門」をコンセプトに、スポー
ツ、ファッション、旅、フード、エコロジーといった幅広
い情報を掲載。

43号(2010年6月)～

ニューサイクリング
月刊ニューサイク
リング

月刊
ツーリング及びレースレポート、ショップ情報を掲
載。

1巻1号通巻1号
(1963年1月) ～、欠
号あり

★トライアスロン

Triathlon Lumina シーオス 月刊 国内唯一のトライアスロン専門情報誌。
1巻1号(2011年7月)
～

★登山

山と渓谷 山と渓谷社 月刊
「ヤマケイ」の名前で親しまれる山岳雑誌の決定
版。

190号(1955年4月)
～、欠号あり

別冊山と渓谷 山と渓谷社 隔月刊
『ヒュッテ』『Climbing Joy』『自転車人』等、山やアウ
トドアに関する雑誌。

7号(1971年10月)
～、欠号あり

岳人 東京新聞出版部 月刊 『山と溪谷』と並ぶ登山専門誌。読み物が多い。
117号(1958年1月)
～、欠号あり

山の本 白山書房 季刊
紀行、随想、コラム、ガイド、本の紹介で構成されて
いる、山に関する読物。

1巻(1992年5月)～

Peaks 枻(えい)出版社 月刊
山登りをやってみたいと思っている20～30代、登山
雑誌になじめない40～50代の人への情報誌。

1巻1号通巻1号総
通巻7号(2010年6
月)～

ランドネ 枻(えい)出版社 月刊 アクティブな女性のためのアウトドアマガジン。
1号(2009年6月)～、
欠号あり

ワンダーフォーゲル 山と渓谷社 隔月刊
「365日、山で遊ぼうよ」をコンセプトに、装備や山の
情報を掲載。

84号(2011年4月)
～、『ヤマケイJoy』の
改題

新ハイキング 新ハイキング社 月刊 季節ごとのハイキングコースを紹介。
92号(1963年6月)
～、欠号あり

登山時報
日本勤労者山岳
連盟

月刊
日本勤労者山岳連盟機関誌。山の現実と課題、会
員の活動や山登りを紹介。

33巻4号通巻386号
(2007年4月)～、
『組織・連絡ニュース』

山岳 日本山岳会 年刊
日本山岳会の活動記録や読物、山に関する図書の
紹介を掲載。

7年1号(1912年5月)
～、欠号あり

ヒマラヤ 日本ヒマラヤ協会 季刊
ヒマラヤ登山に関する登山報告、地域研究、高所医
学、人類学、気象、植物、環境等の情報を掲載。

450号(2009年秋)～

★柔道

近代柔道
ベースボール・
マガジン社

月刊
国内外の柔道界の動向・情報や全国各地の大会記
録を掲載。

1巻1号通巻1号
(1979年11月)，30巻
5号通巻347号(2008
年5月)～

柔道 講道館 月刊
明治31年から改題・復刊を経て現代まで刊行されて
いる柔道雑誌。大会や講習会の情報を掲載。

52巻4号(1981年4
月)～

★剣道

剣道日本 スキ-ジャ-ナル 月刊 技術特集、大会情報等を掲載。やや上級者向け。
1巻1号通巻1号
(1976年1月)～　欠
号あり

剣道時代
体育とスポーツ
出版社

月刊
初心者にもわかりやすい、技術指南や大会レポー
ト、インタビュー記事を掲載。

34巻4号通巻416号
(2007年4月)～



★空手
タイトル 出版者 刊行頻度 内容 所蔵範囲

月刊空手道 福昌堂 月刊 技やトレーニング方法を細かく掲載。
9巻1号通巻97号
(1986年4月)～

JK Fan チャンプ 月刊 写真を多用したカラフルな誌面が特徴。
1巻1号(2003年2
月),5巻4号通巻51
号（2007年4月)～

★相撲

相撲
ベースボール・
マガジン社

月刊 日本相撲協会機関誌。1953年から発行している。
12巻9号通巻176号
(1963年8月)～、欠
号あり

NHK G-Media大相撲
ジャーナル

イースト・プレス,
NHKグローバルメ
ディアサービス/編

隔月刊
『NHKステラ大相撲中継』の改題復刊。カラーページ
を多めに掲載している。

1巻1号(2013年8月)
～

★ボクシング

ボクシングマガジン
ベースボール・
マガジン社

月刊
日本のボクシング専門誌では最も歴史が長い。国
内外プロアマ問わず様々なボクシング情報を掲載し
ている。

10巻1号通巻102号
(1980年1号)～、欠
号あり

★格闘技

Fight & Life
フィットネス
スポーツ

隔月刊
競技者向けの格闘技総合誌。総合格闘技、キック
ボクシング、柔術、空手、テコンドー等。『アイアンマ
ン』の増刊から独立。

0号(2007年5月)～

Gong Kakutogi イースト・プレス 月刊
1968年創刊『ゴング』の流れを引き継ぐ、改題復刊
した雑誌。総合格闘技を中心に、インタビューや対
談に力をいれている。

1巻1号(2007年6月)
～

★武道

月刊武道 日本武道館 月刊
武道を基軸にした教育、教養、健康の特集・連載記
事を掲載。日本武道協議会に加盟している各種武
道の情報も掲載。

92号(1974年4月)
～、欠号あり

秘伝 BABジャパン 月刊
古武道を中心に身体運用や中国武術、現代武道を
取り上げる。

39号(1996年4月)
～、欠号あり、『秘伝
古流武術』の改題

★弓道

弓道 全日本弓道連盟 月刊
全日本弓道連盟機関誌。審査・大会の要項や結
果、催し物の案内、弓道理論、中央・地方・海外弓
界について掲載。

212号(1968年1月)
～

★アーチェリー

アーチェリー
レオ・プランニン
グ

隔月刊
国内唯一のアーチェリー専門誌。国内及び世界の
主要大会レポート、技術指導や有名選手のインタ
ビュー、関連用具情報を掲載。

1巻1号(1988年9月)
～

★射撃

ライフルスポーツ
日本ライフル射撃
協会

隔月刊
日本ライフル射撃協会機関誌。大会情報・報告を掲
載。

2008年5号通巻372
号(2008年9月)～

★狩猟

全猟
全日本狩猟
倶楽部

月刊 狩猟と猟犬の専門誌。
72巻4号(2007年4
月)～、『猟と犬』の改
題

★競馬

優駿 日本中央競馬会 月刊
主要競走のカラーグラビア、海外・地方競馬の情
報、競馬に関する科学的な専門記事を掲載。2005
年3月号より毎号DVDが付録として付いている。

23巻1号(1963年1
月)～

サラブレ エンターブレイン 月刊
レース予想や血統、名馬、騎手などの特集記事を
掲載。

1号(1995年10月)，13
巻4号通巻151号～

BTCニュース
軽種馬育成調教
センタ-

季刊 競走馬の育成・調教の技術に関する情報誌
10号(1994年3月)～
(46号までは
『HORSE』)

★馬術

乗馬ライフ ワイズファクトリー 月刊 乗馬専門誌。競技会や乗馬クラブの情報を掲載。
1巻2号通巻2号
(1981年4月)～

馬術情報 日本馬術連盟 月刊 日本馬術連盟機関誌。
567号(2009年4月)
～



★水泳
タイトル 出版者 刊行頻度 内容 所蔵範囲

スイミング・マガジン
ベースボール・
マガジン社

月刊
幅広い層に向けた水泳技術・情報の専門知識を提
供する。トップスイマーの練習内容やスケジュール、
オリンピックまでの道のりも紹介。

4巻1号通巻28号
(1980年1月)～

月刊水泳 日本水泳連盟 月刊
日本水泳連盟の機関誌。競技会情報・活動報告を
掲載。

381号(2008年4月)
～

★ダイビング

マリンダイビング
水中造形セン
ター

月刊
国内外のダイビングエリアに潜るための情報や水
中デジタルカメラのテクニックを掲載。

27巻3号通巻265号
(1995年3月)～、欠
号あり

★サーフィン

Surftrip Journal 枻(えい)出版社 季刊
「サーフィンと旅」をテーマにした雑誌。サーフィンが
盛んな地域とその周辺情報も掲載。

1巻1号1号通巻58
号 (2009年6月) ～

Hi-Wind マリン企画 隔月刊
初心者から上級者まで楽しめる、グラフィカルな誌
面が特徴。年２回カタログの特集をしている。

28巻2号通巻295号
(2007年4月)～

★ヨット, ボート

舵 舵社 月刊
ヨット、モーターボートの専門誌。ニューモデルの紹
介や、国内外のレース・クルージング情報、メンテナ
ンスや修理方法の解説を掲載。

33巻3号通巻284号
(1967年3月)～、欠
号あり

月刊ローイング 日本ボート協会 月刊 日本ボート協会機関誌。大会情報を掲載。
379号通巻418号
(1998年4月)～、欠
号あり

★スキー

月刊スキージャーナル スキージャーナル 月刊
競技情報やオフシーズンのトレーニング方法等、時
期に合わせたスキー情報を掲載。

1号(1966年9月)～、
欠号あり

月刊スキーグラフィック 芸文社 月刊
本格派に送るスキーマガジン。毎号付録のDVDとカ
ラー写真によって技術解説している。

4巻8号(1982年4月)
～、欠号あり

★スノーボード

Snowboarders Life Style
Freerun

フリーラン 月刊
シーズン中の10月から翌年3月までとカタログ号(夏
季)の年7回刊行。写真を多用し、装備の最新情報
やインタビュー、テクニックを紹介。

9巻4号通巻64号
(2007年4月)～

★スケート

ワールド・フィギュアスケート 新書館 季刊
写真を中心に、世界の主要大会のレポートや主力
選手の記者会見、インタビューを掲載。

29号(2007年10月)
～

★スカイスポーツ

Para World イカロス出版 隔月刊
パラグライダーとパラモーター専門誌。技術や装
備、イベント情報を掲載。

21巻4号通巻198号
(2011年8月)～

★ボディビル

ボディビルディング
体育とスポーツ
出版社

月刊
ボディビル大会の取材記事やトレーニング方法の解
説を掲載。

35巻4号通巻463号
(2002年4月)～、欠
号あり

★トレーニング

Japan fitness
ジャパンフィットネ
ス

月刊 カラダ作りに関する幅広い分野の情報を掲載。
25巻12号通巻300
号(2011年10月)～、
『fitness-j』の改題

Tarzan マガジンハウス 隔週刊
男性向け健康情報系ライフスタイル誌。スポーツ、
フィットネス、筋力トレーニング、アウトドア等の情報
を掲載。

1巻1号通巻1号
(1986年4月5日)～、
欠号あり

月刊トレーニング・
ジャーナル

ブックハウス・
エイチディ

月刊
パフォーマンス向上を支えるスポーツ医科学専門
誌。

3巻4号通巻18号
(1981年4月）～、欠
号あり

Volt 徳間書店 月刊 50代のカラダ作りマガジン。 1号(2012年11月)～

Strength & Conditioning
Journal

日本ストレングス&
コンディショニング
協会

月刊
ストレングス&コンディショニングに関する研究情報
を掲載。

15巻8号通巻134号
(2008年10月)～

★ウインドサーフィン


