
＊現在、文書資料室の棚に置かれている逐次刊行物の一覧 （令和元年11月現在）

資料名 棚番号

あいくるだより 福岡市 福岡市立中央児童会館「あいくる」 A-2-3

青い鳥だより 福岡市
福岡市総合図書館図書サービス課読書普及係団体
貸出

B-2-8

ACROS アクロス福岡情報誌 福岡県 （公財）アクロス福岡 F-2-4
あじびニュース 福岡市 福岡アジア美術館 B-1-4
あすばる定期便 福岡県 福岡県男女共同参画センター「あすばる」 F-1-4
あすばるーん 福岡県 福岡県男女共同参画センターあすばる F-1-5
あすみんノート 福岡市 福岡市NPO・ボランティア交流センター あすみん A-1-6
あぶらやま通信 福岡市 （一財）福岡市市民の森協会 D-2-6
アミカスかわら版 福岡市 福岡市男女共同参画推進センター・アミカス A-1-8
アミカスタイムズ 福岡市 福岡市男女共同参画推進センター・アミカス A-1-7
アミカス図書室情報案内 福岡市 福岡市男女共同参画推進センター・アミカス図書室 A-1-9
アンビシャス通信 福岡県 福岡県青少年アンビシャス運動推進室 F-1-6
eco de R　[エコでアール] 福岡市 福岡市臨海3Rステーション A-2-8
エスプラナード 福岡市美術館ニュース 福岡市 福岡市美術館 B-1-3
fu +　[エフ・ユー・プラス] 福岡市 （公財）福岡アジア都市研究所 C-2-9
Ocean's Fukuoka 福岡市 （公財）福岡観光コンベンションビューロー D-2-2
おっしょい福スポ 福岡市 （公財）福岡市スポーツ協会
おっしょい福スポ かわら版 福岡市 （公財）福岡市スポーツ協会
科学館NEWS 福岡県 福岡県青少年科学館 F-2-1
香椎まちづくりニュース 福岡市 香椎振興整備事務所 B-1-8
議会月報 福岡市 福岡市議会 C-2-7
北九州市政だより 市町村 北九州市 E-1-8
きゅうしゅう　九州防衛局広報 国 防衛省九州防衛局 F-2-9
教育センターだより 福岡市 福岡市教育センター B-2-4
教育福岡 福岡県 教育委員会 F-1-9
暮らし上手のヒント 福岡市 保健福祉局 A-2-7
くらしのインフォメーション 福岡市 福岡市消費生活センター A-2-1
グラフふくおか 福岡県 総務部県民情報広報課 F-1-1
くるくる便り 福岡市 福岡市西部3Rステーション A-2-9
クロスロードふくおか 福岡県 福岡県観光連盟 F-2-8
クンドルニュース 福岡市 九州国連寄託図書館（福岡市総合図書館内） B-2-9
広報Active新宮 市町村 糟屋郡新宮町 E-2-3
広報あさくら 市町村 朝倉市 E-1-1
広報いいづか 市町村 飯塚市 E-1-2
広報うみ 市町村 糟屋郡宇美町 E-1-3
広報大野城 市町村 大野城市 E-1-4
広報おごおり 市町村 小郡市 E-1-5
広報かすや 市町村 糟屋郡粕屋町 E-1-7
広報くるめ 市町村 久留米市 E-1-9
広報こが 市町村 古賀市 E-2-1
広報しめ 市町村 糟屋郡志免町 E-2-2
広報だざいふ 市町村 太宰府市 E-2-4
広報なかがわ 市町村 那珂川市 E-2-5
広報ひさやま 市町村 糟屋郡久山町 E-2-7
広報ふくつ 市町村 福津市 E-2-8
広報むなかた むなかたタウンプレス 市町村 宗像市 E-2-9
こくさいひろば 福岡県 （公財）福岡県国際交流センター F-2-5
ココロンセンターだより 福岡市 福岡市人権啓発センター（ココロンセンター） A-2-2
子育て応援プレス 福岡市 （社福）福岡市社会福祉協議会 D-1-3
こどもしんぶん 福岡市 福岡市博多図書館 C-2-2
こどもとしょかんニュース 福岡市 福岡市総合図書館 C-1-1
Con te NPO・ボランティア総合情報誌 福岡県 福岡県NPO・ボランティアセンター F-1-7
SCIENCE ＆ CREATIVE [サイエンス アンド
クリエイティブ]

福岡市 福岡市科学館 A-2-4

saita [サイタ] 福岡市 福岡市西部地域交流センターさいとぴあ D-2-8
早良zine　早良みなみの「人」マガジン 福岡市 早良みなみ塾イベント・特産品分科会 B-1-9
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資料名 棚番号
市史だより Fukuoka 福岡市 福岡市博物館市史編さん室 B-1-6
自然の家通信　背振少年自然の家　海の中
道青少年海の家

福岡市 あゆみらい福岡市自然の家共同事業体 A-2-5

シティリビング・Subクリップ 福岡市 交通局 B-2-2
Cine-la　シネラニュース 福岡市 福岡市総合図書館 C-1-2
市報かすが 市町村 春日市 E-1-6
市報のおがた 市町村 直方市 E-2-6
城南図書館通信 福岡市 福岡市城南図書館 C-2-5

すこやかにげんきよく～子育て支援だより～ 福岡市
福岡市保育所地域子育てモデル事業受託園 西新保
育園

A-2-6

地下鉄七隈線延伸事業 工事だより 福岡市 交通局 B-2-3
中央図書館だより 福岡市 福岡市中央図書館 C-2-4
点字図書館だより 福岡市 福岡市立点字図書館 C-1-3
動植物園だより 福岡市 福岡市動植物園 D-2-3
TOP LIGHT　福岡県立美術館レター 福岡県 福岡県立美術館 F-2-2

な なみなみ通信 福岡県 福岡県水産海洋技術センター F-1-8
博多図書館　ティーンズ通信 福岡市 福岡市博多図書館 C-2-1
はっぴーわーく 福岡市 福岡市障がい者就労支援センター D-1-4
花畑園芸公園だより 福岡市 西部ガス・ファイブ共同事業体 D-2-5
ヒューマン・アルカディア 福岡県 （公財）福岡県人権啓発情報センター F-2-6
FACATA　福岡市博物館だより 福岡市 福岡市博物館 B-1-5
ふくおか県議会だより 福岡県 福岡県議会 F-2-3
福岡県だより／ふくおかナウ 福岡県 総務部県民情報広報課 F-1-2

福岡市学校図書館支援センターだより 福岡市
福岡市学校図書館支援センター(福岡市総合図書館
団体貸出内)

C-1-4

ふくおか市議会だより 福岡市 福岡市議会 C-2-8
福岡市健康づくりサポートセンターNEWS!
あいれふ

福岡市 福岡市健康づくりサポートセンター D-1-9

福岡市障がい者スポーツ協会 協会ニュース 福岡市 福岡市障がい者スポーツ協会 D-1-5
福岡市情報プラザ通信 福岡市 福岡市情報プラザ A-1-2
福岡市推計人口／福岡市の登録人口 福岡市 総務企画局 A-1-4
ふくおか市政だより 福岡市 市長室広報課 A-1-1
福岡市発達教育センターだより 福岡市 福岡市発達教育センター B-2-5
FUKUOKA特区通信 福岡市 総務企画局 A-1-5
ふくおかの統計 福岡市 総務企画局 A-1-3
ふくおかのふくし 福岡県 （社福）福岡県社会福祉協議会 F-2-7
ふくしのまち福岡 福岡市 （社福）福岡市社会福祉協議会 D-1-7
ふくふくプラザだより 福岡市 ふくふくプラザ D-1-6
フレッシュみずメール 福岡市 水道水質センター B-2-1
文学館倶楽部 福岡市 福岡市総合図書館 C-1-5
ボートビートプレス 福岡市 福岡競艇 B-1-2
ほかんけんだより 福岡市 福岡市保健環境研究所 B-1-1
毎月勤労統計調査地方調査月報 福岡県 企画・地域振興部調査統計課生活統計第二係 F-1-3
まちとみどり みどりをはぐくむパートナー 福岡市 （公財）福岡市緑のまちづくり協会 D-2-4
まなびｉふくおか 情報誌版 福岡市 教育委員会 B-2-7
みなすくレター　福岡市東図書館だより 福岡市 福岡市東図書館 C-1-9
みなとはかた 福岡市 （一社）博多港振興協会 D-2-7
やさしいかいご 福岡市 福岡市介護実習普及センター D-1-8
「夢ふくおかネットワーク」会報 夢だより 福岡市 福岡市教育委員会発達教育センター B-2-6

よかたい通信 福岡市
福岡市総合図書館指定管理者 よかたい図書館共同
事業体

C-1-6

らいぶらり博多 福岡市 福岡市博多図書館 C-2-3
歴史の風 ふくおか文化財だより 福岡市 福岡市経済観光文化局文化財部 B-1-7
レファレンスだより 福岡市 福岡市総合図書館 C-1-7
wa [わ] 福岡市文化芸術振興財団機関誌 福岡市 （公財）福岡市文化芸術振興財団 D-1-1
What ISIT? 福岡市 （公財）九州先端科学技術研究所 D-2-1
YA通信 福岡市 福岡市総合図書館 C-1-8
wajico [ワジコ] 福岡市 福岡市和白地域交流センターコミセンわじろ D-2-9
和白★本の駅（ブック ステーション） 福岡市 福岡市和白図書館 C-2-6
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