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　女性雑誌のあゆみ
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

２０世紀エディトリアル・オデッセイ
時代を創った雑誌たち

赤田 祐一∥ほか著 誠文堂新光社 2014.4 051ｱ

雑誌メディアの文化史　変貌する戦後パラダイム 吉田 則昭∥ほか編 森話社 2012.9 051ｻﾞ

雑誌１００年の歩み
１８７４－１９９０,時代とともに誕生し盛衰する流れを読む

塩沢 実信∥著 グリーンアロー出版社 1994.9 051ｼ

女性誌の源流
女の雑誌、かく生まれ、かく競い、かく死せり

浜崎 広∥著 出版ニュース社 2004.4 051ﾊ

婦人雑誌の夜明け
近代女性文化史研究会
∥編

大空社 1989 051ﾌ

大正期の女性雑誌
近代女性文化史研究会
∥著

大空社 1996.8 051ｷ

　　　女性雑誌研究
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

女子と作文 近代 ナリコ∥著 本の雑誌社 2013.6 019.9ｺ

「暮しの手帖」とわたし 大橋 鎮子∥著 暮し の手帖社 2010.5 023ｵ

「アンアン」１９７０ 赤木 洋一∥著 平凡社 2007.1 051ｱ

雑誌の人格 能町 みね子∥著 文化学園文化出版局 2013.11 051ﾉ

『ミセス』の時代　おしゃれと〈教養〉と今井田勲 江刺 昭子∥著 現代書館 2014.11 051.7ｴ

オリーブの罠 酒井 順子∥著 講談社 2014.11 051.7ｻ

銀座Ｈａｎａｋｏ物語　バブルを駆けた雑誌の２０００日 椎根 和∥著 紀伊国屋書店 2014.3 051.7ｼ

少女の友
創刊１００周年記念号,明治・大正・昭和ベストセレクション

実業之日本社∥編,遠藤
寛子∥ほか監修

実業之日本社 2009.3 051.8ｼ

『青鞜』という場　文学・ジェンダー・〈新しい女〉 飯田 祐子∥編 森話社 2002.4 367.2１ｾ

〈進歩的主婦〉を生きる
戦後『婦人公論』のエスノグラフィー

中尾 香∥著 作品社 2009.3 367.2１ﾅ

オリーブ少女ライフ 山崎 まどか∥著 河出書房新社 2014.10 371.4ﾔ

　雑誌で見る時代
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

女性雑誌を解読する
Ｃｏｍｐａｒｅｐｏｌｉｔａｎ　日・米・メキシコ比較研究

井上 輝子∥ほか著 垣内出版 1989.9 050ｲ

雑誌で見る戦後史 福島 鋳郎∥著 大月書店 1987.4 051ﾌ

婦人雑誌にみる大正期　『婦人公論』を中心に
近代女性文化史研究会
∥編集

近代女性文化史研究会 1995 051ﾌ

『女学雑誌』と欧化
キリスト教知識人と女学生のメディア空間

岡田 章子∥著 森話社 2013.2 051.7ｵ

少女雑誌に見る「少女」像の変遷
マンガは「少女」をどのように描いたのか

中川 裕美∥著 出版メディアパル 2013.4 051.8ﾅ

戦時婦人雑誌の広告メディア論 石田 あゆう∥著 青弓社 2015.1 367.21ｲ

良妻賢母の世界　近代日本女性史 仙波 千枝∥著 慶友社 2008.10 367.21ｾ

        



〈主婦〉の誕生　婦人雑誌と女性たちの近代 木村 涼子∥著 吉川弘文館 2010.9 367.21ｷ

婦人雑誌からみた一九三〇年代
私たちの歴史を綴る会∥
編著

同時代社 1987.1 367.21ﾌ

「女子」の誕生 米沢 泉∥著 勁草書房 2014.7 367.21ﾖ

雑誌『女人芸術』におけるジェンダー・言説・メディア
シュリーディーヴィ ・レッ
ディ∥著

学術出版会 2010.3 367.21ﾚ

女性雑誌に住まいづくりを学ぶ
大正デモクラシー期を中心に

久保 加津代∥著 ドメス出版 2002.3 527ｸ

　　　「女子」への遍歴
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

雑誌文化の中の女性学 諸橋 泰樹∥著 明石書店 1993.4 051ﾓ

「女子」の時代！ 馬場 伸彦∥ほか編著 青弓社 2012.4 367.21ｼﾞ

「乙女」の意義　“乙女→オトメ→おとめ”への変遷 宮崎 ケイディ∥著 文芸社 2011.9 367.21ﾐ

女装する女 湯山 玲子∥著 新潮社 2008.12 367.21ﾕ

私に萌える女たち 米沢 泉∥著 講談社 2010.9 367.21ﾖ

「かわいい」の帝国　モードとメディアと女の子たち 古賀 令子∥著 青土社 2009.6 383.1ｺ

　海外の女性雑誌事情
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

令嬢たちの知的生活　十八世紀ロシアの出版と読書 中神 美砂∥著 東洋書店 2013.5 023.3ﾅ

女性編集者の時代　アメリカ女性誌の原点
パトリシア・オッカー∥著,
鈴木 淑美∥訳

青土社 2003.5 053ｵ

アメリカ雑誌をリードした人びと 桑名 淳二∥著 風涛社 2003.12 053ｸ

　　つなぐ、つながる
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

小さな雑誌で町づくり　『谷根千』の冒険 森 まゆみ∥著 晶文社 1991.8 050.4ﾓ

ｇｉｒｌｓ　ＺＩＮＥ　つくる、つながるジンの楽しみ ビー・エヌ・エヌ新社 2012.9 051ｶﾞ

ミニコミのつくり方 近藤 恵∥著 情報センター出版局 1997.8 070.1ｺ

『青鞜』の冒険　女が集まって雑誌をつくるということ 森 まゆみ∥著 平凡社 2013.6 367.1ﾓ

投稿誌「わいふ」の５０年　普通の女の証言集 Ｗｉｆｅ編集部 2013.11 367.21ト

ガール・ジン
「フェミニズムする」少女たちの参加型メディア

アリスン・ピープマイヤー
∥著,野中 モモ∥訳

太田出版 2011.9 367.25ﾋﾟ

リブニュースこの道ひとすじ
リブ新宿センター資料集成

リブ新宿センター資料保
存会∥編

インパクト出版会 2008.4 L367.21ﾘ

　　　　　　　　　　　　発行：愛知県女性総合センター　情報ライブラリー

※　リストに載っていない復刻版の女性雑誌や、目次目録などもあります。不明な点はカウンターにお尋ねください。
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