
雑誌名 出版者 所蔵巻号

50% 女性連帯基金 No.7（H12.3）- No.22(H17.3)

英 ACNC　News　Letter あいち・子どもNPOセンター vol.33（H27.3）-

ACW２　NEWS：かもす通信 働く女性の全国センター No.1（H19.6）-

AERA 朝日新聞社 1年

aile 起業支援ネット Vol.1（H11.5）-

ARLAだより 愛知県農村生活アドバイザー 第11号（H13.1）-

Asian Breeze 英語版
KITAKYUSHU FORUM ON ASIAN
WOMEN

創刊No.1（1991.4）-

Asian Breeze 日本語版 アジア女性交流・研究フォーラム 創刊No.1（H3.3）-

Be！ ASK
108号（第28巻3号通巻129号）
(H24.9)-

bizmom ベネッセコーポレーション 2009年冬号(H21.1)-

BPW NEWS LETTER JAPAN 日本BPW連合事務所 Vol.1(H7.4)-

Business Labor Trend 労働政策研究研修機構 通巻440号（H23.10）-

Career&Family マザーネット No.80(H18.2）-

Ｅｓｓｏｒ 21世紀職業財団 No.4(S62.6)-No.121(H19.3)

FCN通信 フェミニストカウンセリングなごや No.1（H14.11）- No.7(H18.3)

fctGAZETTE FCT市民のメディア・フォーラム
12巻48号（H5.2）- 24巻88号
（H18.3）

Feminist Support Center Tokai通信 フェミニストサポートセンター・東海 No.1（H15.9）-

Fifty:Fifty click Vol.31（H8.4）- Vol.44（H14.7）

ＦＱ ＪＡＰＡＮ アクセスインターナショナル 15号(H22.6)-

GAL NEWS
名古屋大学ジェンダー・リサーチ・ラ
イブラリ

No.1（2018.1）-

Gender Forum Gender Forum編集委員会 創刊号-第12号(2014.3)

Girls Lab. 理系女子大生コミュニティ凛 創刊号（Ｈ22.3）-

Happy Technology アネスタ 1号（H20.2）-

I女のしんぶん I女性会議 687号（H8.4）-

情報ライブラリー　所蔵雑誌一覧

●この一覧は、平成３０年４月現在で「継続して受入れている」「継続して受入れていたが終刊した」雑誌を収録
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ださい。欠号は表記していません。
●雑誌の貸出はしておりません。館内で閲覧してください。
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雑誌名 出版者 所蔵巻号

JAPANESE WOMEN
THE FUSAE ICHIKAWA MEMORIAL
ASSOCIATION

No.76(H8.9)-No.107(H24.3)

K-peace 日本キリスト教婦人矯風会 No.1(H29.04)-

Men's network メンズセンター No.28（H8.3）- No.91(H22.3)

Ms. Liberty Media for Women vol.8No.2(1997.fall)-

mネット通信 mネット・民法改正情報ネットワーク 第364号（H29.4）-

News letter of AZALEA CLUB アザレア会 No.1（H9.5）- No.21(H16.10)

Newsletter LIBRA 東海ジェンダー研究所 No.1（H9.9）-

ＮＦＵふれあい通信 名古屋ふれあいユニオン No.89（H19.4)-

Ni-Che!
新潟大学　経営戦略本部　男女共
同参画推進室

第1号（H28.1）-

NPOウイン女性企画NEWSLETTER ウイン女性企画
H12.1月号(H12.1)- H17.12月号
（H17.12）

NWEC newsletter
National Women's Education Center
of Japan

Vol.1No.1(S59.11)-

ＮＷＥＣ実践研究 国立女性教育会館 第1号(H23.2)-

NWEC男女共同参画統計ニュースレター
NWEC男女共同参画統計ニュース
レター編集委員会

No.1(H21.12)-No.19(H28.3)

Ｐｒｅｓｉｄｅｎｔ　Ｗｏｍａｎ プレジデント社 〔vol.1〕(H26.11)-

Rikejo 講談社 vol.02(H22.10)-

Step Houseニュース 矯風会ステップハウス No.13(H26.5)-

teniteo フォー・ユー 1年

U.S.-JAPAN WOMEN'S JOURNAL

JOSAI INTERNATIONAL CENTER
FOR INTER-CULTURAL STUDIES
AND EDUCATION,
JOSAI UNIVERSITY（城西大学国際
文化教育センター）

No.10（H8.6）-

Un Women National Committee Japan 国連ウィメン日本協会 Vol.1(H23.2)-

Voice なくそう戸籍と婚外子差別・交流会 70号（H8.3）-

VOICE OF WOMEN 日本女性学研究会 No.170（H8.4）-

We learn 日本女性学習財団 No.591（S63.4）-

wife プリハードプランニング 253号（H7.5）-

ＷＩＮＥＴ情報 国立女性教育会館 創刊号(S54.10) - 第9号(Ｈ14.3)

Winn ウィン女性企画
H9.9月号(H9.9)-H11.12月号
(H11.12)

Woman's EYE ミズ・クレヨンハウス 創刊号（H6.7）- 130号（H17.3）
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雑誌名 出版者 所蔵巻号

Women & Work 女性労働協会
128号通巻281号(H11.6)-151号通
巻304号(H17.3)

women 2000
Division for the Advancement of
Women,De

1997(10)-2002(3)

Women 2000 and beyond
Division for the Advancement of
Women,De

2003(6)-2008(12)

Women in Japan today
Gender Equality Bureau,Cabinet
Office

1986-2006

WOMEN'S HEALTH AND SEXUALITY 性と健康を考える女性専門家の会 Vol.2（H10.2）-

Ｗｏｍｅｎ'ｓ ｍｅｓｓａｇｅｓ ｆｒｏｍ Ｊａｐａｎ Ｗｏｍｅｎ’ｓ Ｍｅｓｓａｇｅｓ No.16(H8.5)-No.25(H14.3)

Women's Stage 2B企画 1号（H8.6）-

あ 愛知県看護協会だより 愛知県看護協会 49号（H9.1）-

愛知県女子薬剤師会会報 愛知県女子薬剤師会 No.30(H9.4)-No.36(H15.4)

愛知県女性薬剤師会会報 愛知県女性薬剤師会 vol.37(H16.4)-

愛知県モラロジー女性クラブだより 愛知県モラロジー女性クラブ 12号（H9.9）-

あいち国際交流はなのき会会報 あいち国際交流はなのき会 No.8（H1.3)-

[愛知淑徳大学]Newsletter
愛知淑徳大学ジェンダー・女性学研
究所

創刊号（H8.3）-

愛知女性研究者の会会報 愛知女性研究者の会 No.197（H16.7）- No.223（H21.7）

あいち別姓の会ニュース
夫婦別姓選択制の実現をめざすあ
いち別姓の会

創刊号（S63.12)-

アイユ （財）人権教育啓発推進センター 1年

あごら BOC出版部 2号(S47.6) - 335号(H24.9)

あごらmini あごらミニ編集部
創刊号(S52.1) - 76・77合併号
(S58.9)

アジア女性基金ニュース 女性のためのアジア平和国民基金 No.8（H9.3）- No.28(H18.12)

アジア女性研究 アジア女性交流・研究フォーラム 2号（H5.3）-

アジェンダ アジェンダ・プロジェクト
4号(H16.3）-
特集買い

愛知波（あちは）通信 愛知波の会 10号（H8.6）- 54号（H19.1）

アディクションと家族 家族機能研究所 15巻3号通巻59号(H10.9)-

あなたとわたしと性 アーニ出版 6号（S63.12）-

あゆネット通信 あゆネット 創刊号(H18.10) -

アルコール依存とアディクション ヘルスワーク協会
13巻4号通巻52号(H8.12)-14巻2号
通巻54号(H9.6)

アントレ リクルート 1年
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雑誌名 出版者 所蔵巻号

い いいね クレヨンハウス 1年

いくじれんニュース 男も女も育児時間を！連絡会 74号（H11.10）-

いこ☆る いこ☆る編集局 創刊号（H16.4）-

いずみ いずみの会 創刊号(Ｓ30.11) - 332号(H25.4)

イメージ＆ジェンダー 彩樹社 Vol.1(H11.12)-Vol.10(H22.3)

ウィメンズ ブックス ウィメンズブックストアゆう
創刊号（S57.3）- 32号（最終号）
(H21.2)

ウィル２１フォーラムだより ウィル２１フォーラム No.1(H8.1)-

ウィルあいち交流ネット通信 ウィルあいち交流ネット 創刊号（H12.7）-

エイジレスフォーラム シニア社会学会 創刊号(H15.6）-

えがりて 内閣府男女共同参画局 創刊号(S53.8)-150号(H15.8)

えっくらしょっと 起業支援ネット
2002年4月号（H14.3）- 2009年3月
号（H21.3）

江戸期おんな考 桂文庫 4号（H5.9）- 11号（H12.10)

[大阪府立大学]女性学研究 大阪府立大学女性学研究センター 1号（H4.3）-

[お茶の水学術事業会]ellipse お茶の水学術事業会 第1号（H15.5）-

[お茶の水女子大学]F-GENSジャーナル
お茶の水女子大学21世紀COEプロ
グラム「ジェンダー研究のフロンティ
ア」事務局

No.1（H16.3）- No.11（H20.3）

[お茶の水女子大学]ＩＧＳ通信
お茶の水女子大学ジェンダー研究
センター

0号(H12.8)-IGS通信2014([H26])

[お茶の水女子大学]ジェンダー研究
お茶の水女子大学ジェンダー研究
センター

1号通巻18号（H10.3）-

お茶の水女子大学女性文化研究センター年報
お茶の水女子大学女性文化研究セ
ンター

第1号通巻8号(S62.12)-第9･10号通
巻16･17号(H8.3)

お茶の水女子大学女性文化資料館報 お茶の水女子大学女性文化資料館 第2号(S56.3)-第7号(S61.9)

女たちの21世紀 アジア女性資料センター No.9（H8.12）-

女のためのクリニックニュース ウィメンズセンター大阪 No.101(H5.9)-No.371(H28.3)

おんなの叛逆 久野綾子 42号（H6.6）-

女も男も 労働教育センター No.75(H10.5)-

か 会館だより 国立婦人教育会館 第1号(S53.3)-第29号(S60.4)

家計経済研究 家計経済研究所 No.102(H26.4)-114(H29.10)

家族と健康 日本家族計画協会 第611号（H17.2）-

家庭科の男女共修をすすめる会会報 家庭科の男女共修をすすめる会 90春(H2.3)  - '97春(H9.3)
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雑誌名 出版者 所蔵巻号

かながわ女性ジャーナル 神奈川県立かながわ女性センター 3号（S60.3）- 22号(H16.3)

[関西大学]人権問題研究室紀要 関西大学人権問題研究室 16号（S63.3）-

キャリアデザイン研究 日本キャリアデザイン学会 vol.4(H20.9)-

キャンパス・セクシュアル・ハラスメント全国ネット
ワークニューズレター

キャンパス・セクシュアル・ハラスメ
ント全国ネットワーク事務局

2号（H9.12）-

共同参画 内閣府 No.1（H20.4・20.5）-

共同参画２１ 内閣府男女共同参画局 No.1(H14.7)-No.33(H19.11）

[京都橘大学]CHRONOS 京都橘大学女性歴史文化研究所 vol.1(H6.10)-

[京都橘大学]女性歴史文化研究所紀要 京都橘大学女性歴史文化研究所 創刊号（H5.3）-

クーヨン クレヨンハウス 10年

くらしと教育をつなぐWe フェミックス 第2巻1号（H6.4）-

暮しの手帖 暮しの手帖社 1年

くらしの広場 愛知県消費者協会 No.66（H1.8）-

暮らすメイト 暮らすメイト編集部 第19号(H10.3) - 第45号（H23.5）

クラブ通信 名古屋クラブ婦人団体連絡協議会
第131・132号（H1.3）- 179号
（H11.9）

クロワッサン マガジンハウス 1年

月刊女性 パド・ウィメンズ・オフィス 第1号(S61.4)-第36号(H1.3)

現代と保育 ひとなる書房 53号(H13.4)-92号(H27.11)

こ 更女あいち 愛知県更生保護女性連盟 No.23（Ｈ18.11) -

厚生 厚生問題研究会 51巻4号(H8.4)-58巻6号(H15.6)

厚生の指標 厚生労働統計協会 43巻4号（H8.4）-

厚生労働 日本医療企画 58巻7号(H15.7)-

[神戸女学院大学]KCIWS newsletter
神戸女学院大学女性学インスティ
チュート

No.22（H9.3）-No.58（H27.3）

[神戸女学院大学]女性学評論
神戸女学院大学女性学インスティ
チュート

5号（H3.3）-

高齢社会をよくする女性の会会報 高齢社会をよくする女性の会 No.87（H8.5）-

向老学研考 日本向老学学会 vol.1(H13.7)-

[国際基督教大学]CGSニューズレター
国際基督教大学ジェンダー研究セ
ンター

創刊号（H17.4）-19号（H28.9）

[国際基督教大学]Gender and Sexuality
国際基督教大学ジェンダー研究セ
ンター

00(H17.3)-
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雑誌名 出版者 所蔵巻号

国際結婚を考える会･ニュース 国際結婚を考える会 No.265(H16.5)-No.340(H24.3)

国際ジェンダー学会誌 国際ジェンダー学会 創刊号（H15.9）-

国際女性 国際女性の地位協会 2号（H1.6）-

国女振ニュース 国際女性教育振興会 136号(H23.7)-

国女振ネットワーク 国際女性教育振興会 113号(H17.10)-135(H23.4)

国婦振ニュース 国際婦人教育振興会
第49号（H1.7）,第70号(H6.10)-第
112号（H17.4)

国立女性教育会館研究紀要 国立女性教育会館 第5号(H13.11)-第9号(H17.8)

[国立女性教育会館]研究紀要ジャーナル 国立女性教育会館 第10号(H18.8)-第14号(H22.3)

国立婦人教育会館研究紀要 国立婦人教育会館 第1号(H9.10)-第4号(H12.11)

国立婦人教育会館ニュース 国立婦人教育会館 第30号(S60.8)-第76号(H9.1)

こころの科学 日本評論社 10年

子とともに:ゆう&ゆう 愛知県教育振興会 10年

こども未来 こども未来財団 第415号(H18.4)-482号(H27.3)

こんにち輪 農村輝きネット・あいち vol.1(〔H11〕)-

さ サライ 小学館 1年

さんかくニュース 男女共同参画推進会議 創刊号（H19.3）-

ジェンダー研究 東海ジェンダー研究所 第1号(H10.12)-

ジェンダー史学 ジェンダー史学会 創刊号（H17.10）-

ジェンダーと法 日本加除出版 No.1(H16.7）-

ジェンダー法研究 信山社 創刊第1号(H25.12)-

シネマ・ジャーナル テス企画 No.1（S62.8）-

主婦連たより 主婦連合会 560号（Ｈ8.4）-

ジュリスト 有斐閣
No.1087（H8.4）-
特集買い

じょ [城西国際大学]JIU女性学 城西国際大学学会女性学会 4巻1号（H13.3）-17巻1号（H26.3）

[城西国際大学]Rim
城西国際大学ジェンダー・女性学研
究所

通巻8号（H11.3）-

[城西国際大学大学院]かりん かりん 城西国際大学大学院 創刊号（H13.3）-

[城西国際大学大学院]紀要 城西国際大学大学院 創刊号（H9.3）-第17号（H26.3）
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雑誌名 出版者 所蔵巻号

[昭和女子大学]女性文化研究所紀要 昭和女子大学女性文化研究所 創刊号（S62.2）-

昭和女子大学女性文化研究所ニューズレター 昭和女子大学女性文化研究所 No.44（H16.9）-

女子教育もんだい 労働教育センター No.2(S55.1)-No.74(H10.1)

女性&運動 新日本婦人の会 通巻157号改題6号（H7.12）-

女性学 日本女性学会 Vol.1（H4.4）-

女性学年報
日本女性学研究会女性学年報編集
委員会

8号（S62.11）-

女性教養 日本女子社会教育会
No.591(S63.4)-No.597(S63.10)；
No.434(S63.12)-No.593(H14.3)

女性空間 日仏女性資料センター 第5号（S63.3）-

女性研究者技術者委員会ニュース
日本科学者会議女性研究者技術者
委員会

No.17(H16.1)-

女性研究者問題委員会ニュース
日本科学者会議女性研究者問題委
員会

No.3(H3.2)-No.16(H15.5)

女性史学 女性史総合研究会 創刊号（H3.7）-

女性首長を実現する会あいちＮｅｗｓ　Ｌｅｔｔｅｒ 女性首長を実現する会あいち 第1号（H26.4）-

女性情報 パド・ウィメンズ・オフィス 第37号(H1.4)-

女性職業財団ニュース 女性職業財団 No.1(S61.12)-No.2(S62.2)

女性展望
市川房枝記念会女性と政治セン
ター出版部

第511号(H12.1)-

女性と経験 女性民族学研究会 第2号（S52.9) -

女性としごと 労働大学出版センター No.43（H17.6）-

女性と仕事ジャーナル 女性と仕事研究所 No.4（H8.8）-

女性と年少者 婦人少年協会
122号通巻275号(H9.12)-127号通
巻280号(H11.3)

女性と労働21 フォーラム・「女性と労働21」
Vol.1No.2（H4.12）-
Vol.23No.94(H28.2)

女性なごや 名古屋市地域婦人団体連絡協議会 320号（H2.9）-

女性ニューズ 全国婦人新聞社 1126号(H8.4)-1457号(H18.6)

女性の安全と健康のための支援教育センター
通信

女性の安全と健康のための支援教
育センター

0号（H12.11）-

女性の家HELP　Network　News 女性の家HELP No.75（H26.6）-

女性法律家協会会報 日本女性法律家協会 No.34(H8.3)-№47(H21.6)

女性ライフサイクル研究 女性ライフサイクル研究所 2号（H4.11）-

女性労働 婦人労働研究会 №２（S51.5）- №26（H16.4）
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雑誌名 出版者 所蔵巻号

女性労働研究 女性労働問題研究会 No.30（H8.7）-

女性労働と資料 神奈川県立かながわ女性センター No.15(H4.3)-- No.25（H14.3）

女性を議会にネットワークあいち・ぎふ・みえ
女性を議会にネットワ-クあいち・ぎ
ふ・みえ

No.10（H11.11）- No.20(H16.1)

白ゆり 愛知県母子寡婦福祉連合会 No.58（H13.2）-

シングルマインドネットワーク・ウイン通信
シングルマインド・ネットワーク・ウイ
ン

第34号（H8.1）-91号（H12.12）

しんぐるまざあず･ふぉーらむニュース しんぐるまざあず・ふぉーらむ 14号通算53号（H9.6）-

新婦人しんぶん 新日本婦人の会 1762号（S63.1）-

スポーツとジェンダー研究 日本スポーツとジェンダー学会 vol.1(H15.3）-

せ 生活経営学研究 日本家政学会生活経営学部会 No.45(H22.3)-

性搾取問題ととりくむ会ニュース 性搾取問題ととりくむ会 No.239(H28.5)-No.249(H30.1)

全国女性税理士連盟 全国女性税理士連盟 175号（H7.1）-

全地婦連 全国地域婦人団連絡協議会 236号（H8.4）-

創業事例集 日本政策金融公庫 №7（H19.3）-

総合女性史研究 総合女性史研究会 第6号（H1.8）-

総合女性史研究会会報 総合女性史研究会 第3号（S61.7）-第4号（S62.8）

そだちの科学 日本評論社 №22（H26.4）-

空のワルツ 日本女性航空協会
511・512号（H8.2）-672（H24.1）；673
号(H26.3)-

た ダイバーシティ２１ ２１世紀職業財団 第1号（H22.7）-

男女共同参画推進本部ニュース 内閣府男女共同参画局 No.1(H15.10)-No.27(H20.2)

ちいさいなかま ちいさいなかま社 No.350（H9.6）-

つばさ通信 HUMAN LIFE INFO NET “翼” No.129(H18.7)-

つるとはな つるとはな 創刊号(H26.11)-

出会い 愛知“人間と性”教育研究協議会 第178号(H26.11)-

東京強姦救援センターニュース 東京強姦救援センター 30号（H8.1）-

[東京女子大学]女性学研究所年報 東京女子大学女性学研究所 No.1（H3.3）-

東北大学21世紀COEプログラム｢男女共同参画
社会の法と政策ジェンダー法

東北大学大学院法学研究科COE支
援室

1号(H16.6)-5号(H20.3)

[東北大学]ＧＥＭＣ ｊｏｕｒｎａｌ
東北大学グローバルＣＯＥ「グロー
バル時代の男女共同参画と多文化
共生」

1号（Ｈ21.3）- 10号(H25.3)
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雑誌名 出版者 所蔵巻号

[東北大学]GENDER LAW AND POLICY
ANNUAL REVIEW

東北大学21世紀COEプログラム男
女共同参画社会

1号（H15.6）- 5号(H20.3)

とよやま女性の会だよりのぞみ とよやま女性の会 4号（H8.6）-

な なかま通信 フェミニストセラピィ“なかま” No.1（H3.3）-

名古屋YWCA 名古屋キリスト教女子青年会 414号(H1.3）-

名古屋工業大学ダイバーシティセンターニュー
ズレター

名古屋工業大学男女共同参画推進
センター

Vol.10(H29.11)-

名古屋工業大学男女共同参画推進センター
ニューズレター

名古屋工業大学男女共同参画推進
センター

Vol.1(H27.3)-Vol.9(H29.7)

なごや消団連ニュース なごや消費者団体連絡会 No.44（H1.5）- 最終号(H22.12)

名古屋市立大学男女共同参画室ニュースレ
ター

名古屋市立大学男女共同参画室 Vol.1([H23])-

[名古屋大学]「発展型女性研究者支援名大モデ
ル」news letter

名古屋大学男女共同参画室 創刊号(H20.6)-第3号(H21.10)

なごや発!託児情報 女性の学習と子育てを考える会 No.29（H15.3）-

[新潟大学男女共同参画推進室]GENDER
EQUALITY　OFFICE通信

新潟大学男女共同参画推進室 Vol.1(H28.6)-

に 虹色通信 PROUD　LIFE No.1(H27.1)-

日米女性ジャーナル 城西大学国際文化教育センター No.1(S63) - No.27(H12)

日経WOMAN 日経BP社 １０年

日中友好愛知女性連盟通信 日中友好愛知女性連盟 No.190（H6.5）- No.312（H22.5）

日本女性法律家協会会報 日本女性法律家協会 No.48(H22.10)-

日本看護協会調査研究報告 日本看護協会 No.79(H20.3)-

日本教育 日本教育会 １年

日本語とジェンダー 日本語ジェンダー学会 創刊号(H13.3）-

日本女医会誌 日本女医会 復刊128号（H3.10）-

[日本女子大学現代キャリア研究所]News
Letter

日本女子大学現代女性キャリア研
究所

Vol.1(H22.4)-

[日本女子大学]現代女性とキャリア
日本女子大学現代女性キャリア研
究所

創刊号 (H21.9)-

日本女性科学者の会学術誌 日本女性科学者の会
第5巻第1号(H17.3)-第13巻第1号
(H25.3)

日本女性科学者の会学術年報 日本女性科学者の会
第1巻第1号(H13.3)-第4巻第1号
(H16.3)

日本女性科学者の会ニュース 日本女性科学者の会 No.76(H8.11)-

[日本女性学会]学会ニュース 日本女性学会 93号（H15.2）-

日本政策金融公庫 調査月報 日本政策金融公庫 No.41(H24.2)-
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雑誌名 出版者 所蔵巻号

日本の学童ほいく 全国学童保育連絡協議会 305号（H13.1）-

日本ジェンダー研究 日本ジェンダー学会 創刊号（H10.7）-

日本婦人科学者の会ニュース 日本婦人科学者の会 No.70(H5.9)-No.75(H8.5)

日本婦人問題懇話会会報 日本婦人問題懇話会 No.41(S59.12)-No.58(H11.7)

にゅーすれたーあいじょ 愛知県助産婦会 5号（H8.10）-

ニュースレターかけこみあいち かけこみ女性センターあいち No.42(H22.12)-

ヌエックnews 国立婦人教育会館 第1号(S53.3)-第133号(H26.1)

[ノートルダム清心女子大学]生活文化研究所年
報

ノートルダム清心女子大学生活文
化研究所

第8輯(H6.12)-第30輯(H28.3)

は 売買春問題ととりくむ会ニュース 売買春問題ととりくむ会 No.117(H7.9)-No.238(H28.3)

はなのき通信 国際交流はなのき会
No.1(H8.5)-
※No.1=創刊号ではない。

母親しんぶん 日本母親大会連絡会 451号（H8.4）-

波紋　ＨＡＭＯＮ 児童文学波の会 No.31（H13.10）-

東区ちょっと、ちょっと、いいはなし
東区文化のみちガイドボランティア
の会

No.1［200-］-No.2(H16.11)

東区文化のみちあれこれ
東区文化のみちガイドボランティア
の会

No.3(H17)-

平塚らいてうの会紀要 平塚らいてうの会 創刊号（H20.7）-

ふぁみりお 家庭問題情報センター 20号（H11.11）-

ファム・ポリティク 政策を提言する女性の会 通巻9号（H7.9）- 69号（H22.9)

フィフティ・ネット フィフティ・ネット vol.16(H17.5)-vol.41(H27.6)

フェミニスト フェミニスト 創刊号(S52.8) - 17号(S55.9)

フェミニストカウンセリングニュース 日本フェミニストカウンセリング学会
Vol.2No.9（H8.2）-
Vol.15No.66(H21.1）

ふぇみん ふぇみん婦人民主クラブ 2448号（H8.4）-

福岡女子大学女性生涯学習研究センター
ニュース

福岡女子大学女性生涯学習研究セ
ンター

No.14(H11.3)-No.26(H23.3)

[福岡女子大学]地域連携センターnews
福岡女子大学生涯学習研究セン
ター

No.1(H24.3)-

ふじ 婦人あいち 愛知県地域婦人団体連絡協議会 No.26（S53.9）-

婦人教育情報 国立婦人教育会館 創刊号(S54.10)-第34号(H9.3)

婦人研究者問題委員会ニュース
日本科学者会議婦人研究者問題委
員会

No.1(H1.2)-No.2(H2.2)

婦人公論 中央公論新社 第81巻4号(H8.4）-
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雑誌名 出版者 所蔵巻号

婦人時報 東京都地域婦人団体連盟 510号（H8.4）-

婦人新報 日本キリスト教婦人矯風会 No.1135(H7.4)-1362(H29.2)

婦人展望 市川房枝記念会出版部 第371号(S62.4)-第510号(H11.12)

婦人と年少者 婦人少年協会
87号通巻240号(H1.3)-121号通巻
274号(H9.9)

婦人なごや 名古屋市地域婦人団体連絡協議会 320号(H2.9)-446号(H13.3)

婦人法律家協会会報 日本婦人法律家協会 No.19(S55.11)-No.33(H7.3)

婦人問題懇話会会報 婦人問題懇話会 No.23(S50.12)-No.40(S59.6)

婦人有権者 日本婦人有権者同盟 51巻4号(H8.4)-71巻3号(H28.3)

婦人労働 婦人労働研究会 No.2(S51.5)-No.16(H3.9)

婦人労働と資料 神奈川県立婦人総合センター No.1(S55.3)-No.14(H3.3)

婦税連 全国婦人税理士連盟 175号(H7.1)-204号(H11.11)

婦選会館ニュース
市川房枝記念会女性と政治セン
ター

No.144（H8.4）-

婦民新聞 婦人民主クラブ(再建) 871号（H8.4）-

保育問題研究 新読書社 10年

ほうてらす 日本司法支援センター 1年

法律時報 日本評論社
75巻5号通巻930号（H15.5）-
特集買い

ま みちの会だより 地域開発みちの会 第14号（H9.8）-

みらい子育てネットあいち 愛知県地域活動連絡協議会 第41（H21.9）-

未・来・通・信 女性と仕事の未来館 Vol.1(H12.3)-vol.41(H21.3)

む・しの音通信（女性を議会に無党派・市民派
ネットワーク）

女性を議会に無党派・市民派ネット
ワーク

No.6（H13.1）- No.69（H21.4）

［目白大学］人と教育 目白大学教育研究所 第1号通巻第30号(H19.4)-

［目白大学短期大学部］女子教育
目白大学短期大学部女子教育研究
所

第1号(S53.3)-第29号(H18.4)

や 養育費相談支援センターニューズ・レター Fpic 第1号（H21.2）-

ら らんぱーだ らんぱーだ中部 26号（H1.2）- 162号(H17.11)

[立教大学]GEM 立教大学ジェンダーフォーラム 第2号（H12.2）-

立教大学ジェンダーフォーラム年報 立教大学ジェンダーフォーラム 第2号（H13.3）-

るーぷウィメンズ かすがい女性連盟 No.22（H13.1）-
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雑誌名 出版者 所蔵巻号

れ組通信 れ組スタジオ・東京 No.108（H8.3）- No.294(H25.2)

わ
ワーキング・ウィメンズ・ネットワークニュースレ
ター

ワーキング・ウィメンズ・ネットワーク No.40(H17.8）-

ワーキングウーマン
ワーキングウーマン男女差別をなく
す愛知連絡会

第104号(H15.7)-第178号（H28.3）

ワーク・ライフ・バランス パド・ウィメンズ・オフィス 49号(H22.4)-111号(H27.6)

〔和光大学〕ＧＦ通信 和光大学ジェンダーフォーラム 通巻9号(H19.3)-

女(わたし)のからだから SOSHIREN私（わたし）のからだから No.129（H8.3）-

一覧の見方

（雑誌名）

タイトルが数字（0－9順）、アルファベット（ABC順）、漢字・かな（五十音順）で始まるものの順に配列しています。

濁音・半濁音は清音のあとに配列しています。

長音符(ー)は含まないものとして配列しています。

（例：｢クーヨン｣は｢クヨン｣のところ）

｢季刊｣、｢月刊｣、｢週刊｣を冠したタイトルは、それを除いたタイトルのところに配列しています。

（例：｢月刊女性情報｣は｢ジョセイジョウホウ｣のところ）

誌名が｢紀要｣「年報」などのものは、その前に団体の名称を［　］に補記したものをタイトルとして配列しています。

（所蔵巻号）

(例：１年)

保存期間のあるものは保存年数を表記しています。
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