
 石川武美記念図書館所蔵 和雑誌リスト

＜ご利用の前に＞

リストの“所蔵期間”には、一部(所蔵している最初と最後の年月のみ)を掲載し

ています。“所蔵期間”には、欠号も多くあります。

また、欠号補充を随時行っているため、所蔵内容は日々変わっています。

ご利用の前に、必ず閲覧希望の雑誌が所蔵されているか否かをお電話で確認して

いただくようお願いします。

・ これは、平成30（2018）年4月1日現在、石川武美記念図書館が所蔵している和雑誌の
　タイトルリストである。
・ リストは、誌名・出版者（社）・当館での所蔵期間・受入継続の有無の順に記載した。

【見出し誌名】
・ 誌名は、表紙・裏表紙・奥付を出典とし、ひらがな・カタカナ・漢字による表記を採用している。
・ 刊行頻度を表わす語(月刊・季刊など）で始まる誌名は、誌名の一部に含めた。
　また、別冊・増刊などの語から始まる誌名も同様にした。

【配   列】
・ 誌名のヨミの５０音順による字順配列とした。
・ ５０音については、濁音・半濁音・拗音・促音・長音符は無視して配列した。
・ 同音誌名は、創刊年順に配列した。

【出版者(社)】
・ 出版者（社）の変更があった場合は、代表的なものを選択して記載した。

【所蔵期間】
・ 現在、継続して受入れしているタイトルには 「＋ 」を付与した。
・ 当館で所蔵する範囲を記載し、欠号の有無やその量については省略した。

【目   次】
・ 「目次コピーファイル」を作成しているタイトルには、「◎」と表記した。

＜予約が必要な雑誌について＞

リストの最後に掲載している雑誌は倉庫で保管しています。
閲覧を希望される方は事前に図書館へ電話で問い合わせのうえ、
事前予約をしていただきます。

誌名 出版社（者） 所蔵期間 目次

1 アイ 主婦の友社 昭和 45．6 - 昭和 54．12 ◎

2 愛育 愛育会 昭和 10．7 - 昭和 17．6

3 愛育新聞 愛育会 昭和 14．7 - 昭和 16．4 ◎

4 愛国婦人 愛国婦人発行所 明治 44．2/11 - 昭和 6．4 ◎

5 愛国婦人 愛国婦人会 昭和 8．3 - 昭和 17．1 ◎

6 愛国婦人会事務報 愛国婦人会 昭和 15．7 ◎

7 愛児 愛児社（愛知） 明治 41．1,2 ◎

8 愛児 愛児連盟 昭和 10．5 ◎

9 愛児 刀江書院 昭和 14．5 - 昭和 16．10 ◎

10 愛児と女性 愛児女性協会 昭和 5．6 ◎

11 愛児の友 婦女界社 大正 14．4 - 昭和 4．12 ◎

お問合せ先：　03-3294-2266　

＜凡例＞



12 愛知女子青年 愛知県連合女子青年団 昭和 3．6 - 昭和 6．7 ◎

13 愛と美 姉様学校 昭和 5．8 - 昭和 7．5

14 ａｅｎｅ（アイーネ） 学研パブリッシング 平成 26．7 - 平成 27．2

15 愛の泉 愛の泉社 大正 13．9 - 大正 15．7 ◎

16 愛之日本 愛之事業社 昭和 13．11 - 昭和 17．10 ◎

17 アイラブママ インフォレストパブリッシング 平成 21．5 - 平成 26．5

18 赤ちゃんグッズパラダイス 主婦の友社 平成 9．10 - 平成 21．5

19 あかつき 佛教女子青年會 大正 15．7 - 昭和 16．10 ◎

20 アカツキ 日本青年協会 大正 15．6 - 昭和 12．9 ◎

21 茜 独身婦人連盟 昭和 46．1 - 平成 13．3

22 明るい家 明るい家社 昭和 4．10 - 昭和 14．10 ◎

23 味 味編輯所 昭和 8．8 - 昭和 13．4

24 アジコニュース 味の素広報部 平成 9．6 - 平成 18．3

25 ｱｼﾞｺﾆｭｰｽ　ｱﾝﾄﾞ　ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ 味の素広報室 平成 3．1 - 平成  9．1

26 明日香 古今書院 昭和 11．5 - 昭和 17．11

27 明日の友 婦人之友社 昭和 48．3＋

28 あなたのせんい あなたのせんい舎 昭和 31．4 - 昭和 32．10

29 アネキャン 小学館 平成 19．4 - 平成 28．12 ◎

30 あぶー 主婦の友社 平成 7．5 - 平成 12．6

31 アベニュー 世界文化社 昭和 61．10 - 昭和 62．10

32 アマレーナ 扶桑社 平成 21．4 - 平成 22．4

33 アミカ 文化出版局 昭和 46．1 - 昭和 52．12

34 アミドオル パビリオ 昭和 34．初夏

35 編物ヴォーグ 日本ヴォーグﾞ社 昭和 40．9 - 昭和 62．6

36 アムウ 日本ヴォーグﾞ社 昭和 45．10 - 平成 27．3

37 アメリカンモード アメリカンモード社（大阪） 昭和 24．9 ◎

38 アール 主婦と生活社 平成 7．10＋

39 アルネ イオグラフィック 平成 14．10 - 平成 21．12

40 アルビオン アルビオン 昭和 34．10

41 アルル 主婦と生活社 昭和 52．6

42 アレイ イカロス出版 平成 15．8 - 平成 16．4

43 アンアン マガジンハウス 昭和 45．3/20＋ ◎

44 アンジュ 主婦の友社 平成 1．春 - 平成 5．初夏 ◎

45 アンドプレミアム マガジンハウス 平成 26．1＋

46 家 住宅文化研究会 昭和 15．8 - 昭和 16．1 ◎

47 家の敎育 家の敎育社 昭和 11．7 ◎

48 家の光 家の光協会 大正 14．5 - 昭和 44．9 ◎

49 生きて行く道 人生創造社（千葉） 昭和 3．3 - 昭和 12．10 ◎

50 育児雑誌［復刻版］ 日本児童協会 大正 13．1 - 昭和 3．12

51 育児通信 東京市保健局 昭和 12．2/9 - 昭和 13．1/23 ◎

52 育児の友 大日本育児協会 昭和 4．4 ◎

53 いけ花龍生 龍生華道会 平成 16．1＋

54 石川婦人タイムス 婦人タイムス社（金沢） 昭和 27．8 ◎

55 衣裳 大丸呉服店 明治 41．1 ◎

56 衣裳 衣裳研究所 昭和 23．6 - 昭和 24．5

57 衣裳と家庭 大山呉服店（山形） 昭和 10．12 ◎

58 衣食住 甲鳥書林新社 昭和 34．11

59 いづかし いづかし社（東京） 昭和 6．8 ◎

60 いづみ 日本女性文化協会 昭和 24．7 - 昭和 38．2

61 泉の花 希望社 大正 14．6 - 昭和 5．5 ◎



62 衣世界 桔梗屋呉服店（名古屋） 明治 43．1 - 明治 45．1 ◎

63 伊勢丹ブーケ 伊勢丹 昭和 26．6 - 昭和 36．6 ◎

64 イーツ 光文社 昭和 57．7 - 平成 5．10

65 イート コルヌコピア 平成 12．10 - 平成 15．11

66 衣道楽 伊藤呉服店（名古屋） 明治 40．1 - 明治 43．1 ◎

67 いとし児 先進社 昭和 3．9 - 昭和 4．7 ◎

68 いとし児 両親教育協会 昭和 4．12 - 昭和 37．6

69 絲乃友 片倉製絲紡績株式会社 昭和 11．12 ◎

70 いとぼうちえ シルバー編物研究会 昭和 58．4 - 平成 3．10

71 今様 松屋呉服店 明治 40．12 - 大正 8．10

72 以良都女［復刻版］ 成美社 明治 20．7 - 明治 24．6/22

73 イントゥル モード学園出版局 昭和 63．12 - 平成 1．8

74 インレッド 宝島社 平成 15．3＋

75 ヴァンサンカン ハースト婦人画報社 昭和 55．6＋ ◎

76 ヴァンテーヌ アシェット婦人画報社 平成 1．10 - 平成 19．12 ◎

77 ヴィヴィ 講談社 昭和 58．7＋ ◎

78 ヴィオラ 平凡社 平成 10．11 - 平成 11．3

79 ウィズ 講談社 昭和 56．10＋ ◎

80 ヴィバーチェ 小学館 平成 11．2,4,8,11

81 ヴェリィ 光文社 平成 7．7＋ ◎

82 ヴォーグ 永光社（大阪） 昭和 22．1 ◎

83 ヴォーグジャパン ｺﾝﾃﾞﾅｽﾄ・ﾊﾟﾌﾞﾘｹｰｼｮﾝｽﾞ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ 平成 23．5＋

84 ヴォーグニッポン ｺﾝﾃﾞﾅｽﾄ・ﾊﾟﾌﾞﾘｹｰｼｮﾝｽﾞ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ 平成 11．9 - 平成 23．4

85 ヴォーグ ヴォーグﾞ社(東京） 昭和 24．6

86 ヴォーチェ 講談社 平成 10．5＋ ◎

87 うかたま 農山漁村文化協会 平成 19．1＋

88 美しいキモノ ハースト婦人画報社 昭和 28．11＋

89 美しい暮しの手帖 暮しの手帖社 昭和 23．9 - 昭和 28．11

90 美しい十代 学習研究社 昭和 36．8 - 昭和 41．8 ◎

91 美しい女性 学習研究社 昭和 37．11 - 昭和 38．12

92 美しい部屋 主婦と生活社 昭和 57．2 - 平成 19．10

93 ウノ 朝日新聞社 平成 8．12 - 平成 10．8

94 ウーマン 講談社 昭和 46．8 - 昭和 55．3

95 ウーマン･イン･ザ･モーニング テンポラリーセンター 昭和 61．6-12

96 ウーマンカレント ウーマンカレント社 大正 12．11 - 昭和 2．5 ◎

97 うらにしき（裏錦) 尚絅社 明治 25．11

98 衛生新報 衛生新報社（東京） 明治 40．3 - 大正 6. 2 ◎

99 衛生婦人 衛生婦人社 昭和 11．5,6 ◎

100 エイチツーオー 日本放送出版協会 平成 3．10 - 平成 11．1

101 栄養と育児 栄養と育児の会 昭和 7．3 - 昭和 15．10 ◎

102 栄養と料理 女子栄養大学出版部 昭和 10．6＋

103 栄養の栞 日本栄養協会 昭和 14．5 - 昭和 16．7 ◎

104 エクラ 集英社 平成 19．10＋ ◎

105 エスカワイイ！ 主婦の友社 平成 12．10＋ ◎

106 エッセ フジテレビジョン 昭和 61．11＋

107 エニィ ＳＳコミュニケーションズ 平成 1．11/22 - 平成 3．8/15・29

108 NHKチョイス＠病気になったとき 主婦の友社 平成 26．10＋

109 エフ 主婦の友社 昭和 59．7 - 平成 18．7 ◎

110 エムシーシスター アシェット婦人画報社 昭和 41．6 - 平成 14．1

111 エラン 扶桑社 平成 13．4 - 平成 14．1



112 エル・ア・ターブル アシェット婦人画報社 平成 16．1＋

113 エル・ジャポン マガジンハウス 昭和 57．5 - 平成 1．6/5 ◎

114 エル・ジャポン ハースト婦人画報社 平成 1．8＋ ◎

115 エル・ディー・ケー 晋遊舎 平成 25．7＋

116 エル・デコ ハースト婦人画報社 平成 4．春＋

117 エルニジュウゴ リクルート 平成 19．3/15 - 平成 24．3/22

118 エレガンﾄ 若松商店出版部（京都） 昭和 3．4,9 ◎

119 園芸ガイド 主婦の友社 昭和 48．4＋

120 大阪之三越 三越呉服店大阪支店 大正 14．11 - 昭和 13．2 ◎

121 大阪婦人新聞 大阪婦人新聞社 昭和 7．7/15 - 昭和 15．6/5

122 大阪三越 三越大阪支店 昭和 13．4 - 昭和 15．12 ◎

123 奥さまクッキング 主婦の友社 昭和 52．10 - 昭和 57．1 ◎

124 奥様手帖 味の素サービス 昭和 34．6 - 平成 9．9

125 奥の奥 東京社 昭和 10．12 - 昭和 12．9 ◎

126 おしゃれ工房 日本放送出版協会 平成 6．4 - 平成 22．3

127 おしゃれ時間。 主婦と生活社 平成 15．12 - 平成 23．10

128 オズマガジン スターツ出版 平成 12．1/11＋

129 おたふく オタフクソース 平成 15．春 - 平成 27．春

130 御茶の水家庭寮寮報 御茶の水家庭寮 昭和 13．2,7 ◎

131 オッジ 小学館 平成 4．10＋ ◎

132 おっぱいだより 母乳育児サークル 平成 3．夏 - 平成 6．秋

133 おとなスタイル 講談社 平成 27．10＋

134 大人で可愛いナチュラル服 主婦の友社 平成 20．7＋

135 大人のおしゃれ手帖 宝島社 平成 26．4＋

136 オトナミューズ 宝島社 平成 26．4＋

137 乙女草 映画ニュース社（大阪） 昭和 24．8 ◎

138 お姉さんアゲハ メディアス 平成 27．4＋

139 おはよう赤ちゃん 学習研究社 平成 16．11 - 平成 20．3

140 おはよう奥さん 学習研究社 平成 7．7 - 平成 25．10

141 小原流挿花 小原流 平成 16．1＋

142 オプティム ＪＴＢ出版事業局 平成 9．4 - 平成 10．10

143 おやこ 小学館 平成 8．3 - 平成 10．10･11

144 親と子 家庭教育研究社（大阪） 昭和 22．7 ◎

145 親の為 児童研究所 大正 9．10 - 大正 11．9 ◎

146 オリエント・モード・アルバム ファッション・クオタリー社 昭和 16．2 ◎

147 オリーブ マガジンハウス 昭和 57．6/3 - 平成 15．8 ◎

148 お料理 お料理社 昭和 43．10 - 昭和 45．1

149 オール女性 オール女性社 昭和 9．12 - 昭和 13．12 ◎

150 オール女性 日本書林 昭和 21．2 - 昭和 22．11 ◎

151 オレンジページ オレンジページ 昭和 60．7＋

152 オレンジページ　クッキン オレンジページ 平成 9．4＋

153 オレンジページ クッキング オレンジページ 平成 3．4 - 平成 8．12

154 をんな 大日本女学会　 明治 34．1 - 明治 38．10

155 をんな 万里閣 昭和 12．5 ◎

156 女の世界 実業之世界社 大正 4．12 - 大正 10．8 ◎

157 女の力 用力社 昭和 3．11 - 昭和 5．12 ◎

158 女の部屋 中原淳一プロダクション 昭和 45．4 - 昭和 46．1

159 科学と生活 長谷川書店 昭和 22．5 - 昭和 23．1 ◎

160 かゞみ 勤労者教育中央会 昭和 15．11 - 昭和 16．5 ◎

161 輝ク[復刻版] 輝ク会 昭和 8．4 - 昭和 16．11



162 廓清[復刻版] 廓清会 明治 44．7 - 昭和 20．1

163 家事 日本家事研究会 昭和 9．1 - 昭和 12．5 ◎

164 家事及裁縫 家政教育社 昭和 3．1 - 昭和 16．1 ◎

165 家事技芸教育 創文社 昭和 7．4,9,10 ◎

166 家事研究 目黒書店 大正 9．4 - 昭和 5．7 ◎

167 家事裁縫 家事裁縫社 昭和 17．3 - 昭和 19．8 ◎

168 家事通信 家事通信社 明治 39．2 - 明治 40．1 ◎

169 家事と衛生 家事衛生研究会(大阪) 大正 14．8 - 昭和 18．9 ◎

170 菓子と家庭 菓子新報社 大正 2．8 - 大正 3．8 ◎

171 家政教育 家政教育社 昭和 21．11 ◎

172 かぞくのじかん 婦人之友社 平成 21．1＋

173 型紙とスタイル 科学社 昭和 23．11

174 家庭 家庭発行所 明治 35．9 - 明治 36．6 ◎

175 家庭 精美堂 明治 42．4 - 明治 43．7

176 家庭 明鏡社 大正 11．10 ‐12 ◎

177 家庭 大日本連合婦人会 昭和 6．6 - 昭和 15．11 ◎

178 家庭朝日 大阪朝日新聞 大正 14．1‐7,9,11 ◎

179 家庭朝日 東京朝日新聞社 大正 14． 5/5,9/5 ◎

180 家庭朝日 朝日新聞発行所 昭和 6．5/25 - 12/25 ◎

181 家庭衛生婦人会会報 家庭衛生婦人会 昭和 10．9 ◎

182 家庭界 萬象社 大正 11．2,4,5 ◎

183 家庭科学 家庭科学研究所 昭和 17．4 - 昭和27．5 ◎

184 家庭科学月報 家庭科学研究所 昭和 15．8 - 昭和 16．6 ◎

185 家庭科教育 家政教育社 昭和 24．9 - 昭和 30．1 ◎

186 家庭割烹講義録 東京割烹講習会 明治 44．10 - 明治 45．3 ◎

187 家庭画報 世界文化社 昭和 33．3＋ ◎

188 家庭倶楽部 家庭倶楽部社（神戸） 大正 13．8 ◎

189 家庭倶楽部 家庭倶楽部（大阪） 大正 12．3,4,8 ◎

190 家庭講座 家庭講座発行所（大阪） 大正 15． 4 ◎

191 家庭公論 家庭公論社 大正 13．10 ◎

192 家庭顧問 家庭顧問社 大正 8．5,12 ◎

193 家庭雑誌 家庭雑誌社 明治 25．9 - 明治 30．9 ◎

194 家庭雑誌 家庭雑誌社　 明治 36．4 - 明治 42．5

195 家庭雑誌 家庭雑誌社 明治 41．8 ◎

196 家庭雑誌 博文館 大正 4．6 - 大正 15．2 ◎

197 家庭雑誌ホーム 家庭雑誌社 大正 4．1,2,4 ◎

198 家庭週報 日本女子大学校桜楓会 明治 38．11/25 - 昭和 23．11 ◎

199 家庭趣味 日本家庭染色普及会 大正 9．1‐5 ◎

200 家庭春秋 山文社 昭和 31．10 ◎

201 家庭女学講義 家庭女学会 明治 39．4 - 明治 40．12 ◎

202 家庭シンアイチ 新愛知新聞社 昭和 6．6/25 - 昭和 7．2/5 ◎

203 家庭新誌 家庭新誌社 大正 7．5,10‐12 ◎

204 家庭新報 家庭新報社（仙台） 大正 13．6 ◎

205 家庭生活 大阪毎日新聞社 昭和 16．1,2,4,6 ◎

206 家庭生活 家庭生活社 昭和 23．8 - 昭和 26．4 ◎

207 家庭精神 日本家庭精神会 昭和 13．7 - 昭和 14．6 ◎

208 家庭世界 大日本家庭教育会 大正 5．1‐9 ◎

209 家庭全科 国際情報社 昭和 35．4 - 昭和 44．12

210 家庭叢談 慶應義塾出版社 明治 9．10/14-11/10 ◎

211 家庭と園芸 家庭と園芸社 昭和 10．9 ◎



212 家庭と趣味 家庭倶楽部 大正 5．9 - 大正 6．10 ◎

213 家庭と染色 日本家庭染色普及会 大正 8．5-12 ◎

214 家庭と農園 家庭と農園社 昭和 21．8 - 昭和 23．12 ◎

215 家庭と仏教 新密教社（大阪） 大正 10．9 - 大正 13．12 ◎

216 家庭と料理 家庭と料理社 昭和 18．2 - 昭和 25．5

217 家庭ニュース 千代葉会 昭和 7．11 ◎

218 家庭の衛生 原宿警察署内家庭衛生婦人会 昭和 15．2 - 昭和 17．1 ◎

219 家庭之園芸 家庭之園芸社 大正 2．6-12 ◎

220 家庭の教 新密教社（大阪） 大正 15．1 - 昭和 5．3･4 ◎

221 家庭の顧問 家庭の顧問社 大正 5．9 ◎

222 家庭乃栞 新潟県女子教育会 明治 38．3 ◎

223 家庭之栞 編集・発行：市川さく（静岡県） 明治 41．5 ◎

224 家庭之師友 家庭之師友社（大阪） 大正 11．9 - 大正 12．11 ◎

225 家庭のしるべ 富山房 明治 37．7 - 明治 38．12

226 家庭の手帖 自由国民社 昭和 27．3 - 昭和 28．3 ◎

227 家庭の電気 家庭電気普及会 昭和 2．9 ◎

228 家庭の友 四方堂 明治 36．4 - 大正 3．10 ◎

229 家庭の友 家庭の顧問社 大正 5．11 ◎

230 家庭之友 金の鳥社 大正 14．4 - 昭和 16．10

231 家庭之友 家庭之友社（京都） 大正 12．5 - 大正 14．4 ◎

232 家庭之友 家庭之友社 昭和 31．4

233 家庭之道 家庭道振興会 昭和 15．1 - 昭和 16．5

234 家庭パック 楽天社（東京） 明治 45．8/15 - 大正 2．5 ◎

235 家庭婦人 日本青年社 大正 14．1 - 昭和 2．2 ◎

236 家庭文化 家庭文化社 昭和 20．12 - 昭和 21．2･3 ◎

237 家庭文芸 金港堂書籍 明治 40．1,4,5,6

238 家庭防空 國防思想普及会（神戸） 昭和 13．1 ◎

239 家庭薬報 家庭薬報社 大正 11．3 ◎

240 家庭洋服画報 家庭洋服画報社 大正 12．12 - 昭和 3．11 ◎

241 家庭よみうり 読売新聞社 昭和 27．7/21 - 昭和 30．3/1

242 家庭読物 日本消防文化協会 昭和 23．3 ◎

243 家庭良導 家政改善普及会（群馬） 昭和 4．2-10 ◎

244 家庭料理講義録 東京割烹講習会 大正 2．4 - 昭和 3．2

245 家庭料理新聞 家庭料理新聞社（大阪） 昭和 4．3 - 昭和 10．9 ◎

246 華道 日本華道社 平成 16．1＋

247 カトレア コーセー化粧品本舗 昭和 33．9 - 昭和 50．1

248 カネボウニュース 鐘淵紡績本部マーケティングﾞ部 昭和 35．4 - 昭和 36．6

249 家婦のつとめ 吉川良輔 明治 24．1 ◎

250 画報文化生活 国際文化情報社 昭和 28．5 - 昭和 34．8

251 からだにいいこと 祥伝社 平成 17．2･3＋

252 カラフル ぴあ 平成 16．11 - 平成 18．3

253 カルディエ 福武書店 平成 3．5 - 平成 5．3

254 枯野 枯野発行所 大正 12．1 - 昭和 3．5 ◎

255 カワイイ！ 主婦の友社 平成 8．4 - 平成 21．6 ◎

256 関西婦人 関西婦人新聞社 大正 12．6 - 昭和 2．1 ◎

257 関西婦人新聞 関西婦人新聞社 大正 9．6 - 大正 12．1 ◎

258 Kiite!（きいて！） 産経新聞社 平成 27．6 - 平成 30．2/3

259 季刊ラカム 文化出版局 昭和 48．3-11

260 技芸 技芸社 大正 13．3 - 大正 14．3 ◎

261 貴女之友[復刻版] 東京教育社 明治 20．9/5 - 明治 25．2/25



262 北の女性 北の女性社（北海道） 昭和 21．11･12 ◎

263 キッチンバスケット ハウス食品広報室 平成 15．6 - 平成21．11

264 希望 希望社 大正 9．6 - 昭和 5．12 ◎

265 希望 希望社 昭和 22．1 - 昭和 25．1 ◎

266 キモノと家庭 キモノと家庭社 昭和 10．6 ◎

267 きものと装い 主婦の友社 昭和 43．10 - 昭和 56．10

268 キャズ 扶桑社 平成 1．5/10 - 平成 18．9/11

269 キャラウェイ 文化出版局 昭和 63．12 - 平成 5．11

270 ギャルコミ 主婦の友社 昭和 57．7 - 昭和 61．1

271 ギャルズコミックデラックス 主婦の友社 昭和 55．1 - 昭和 57．5

272 ギャルズシティ 主婦の友社 昭和 59．6/15 - 昭和 60．6/7 ◎

273 ギャルズライフ 主婦の友社 昭和 53．9 - 昭和 59．6/1 ◎

274 キャンキャン 小学館 昭和 57．1＋ ◎

275 キューティ 宝島社 平成 1．11 - 平成 27．9

276 教育女性 全国小学校連合女教員会 昭和 8．5 - 昭和 18．8 ◎

277 京雄女誌 京雄女誌社 明治 40．1 - 大正 5．1 ◎

278 きょうの健康 日本放送出版協会 平成 6．10＋

279 きょうの料理 日本放送出版協会 昭和 34．3・4＋

280 きょうの料理ビギナーズ 日本放送出版協会 平成 19．4＋

281 教養 古典学道場 昭和 15．2 - 昭和 19．2 ◎

282 キラキラ通信 世界文化社 昭和 57．10

283 キラ ﾏﾁｴｰﾙ･ﾄﾞ･ﾗ･ｳﾞｨ 徳間書店 平成 4．7-12

284 キルトジャパン 日本ヴォーグ社 昭和 61．12＋

285 きれいなKENKO 主婦の友社 平成 26．11＋

286 きれいになりたい オレンジページ 平成 7．10 - 平成 13．9

287 きれいの魔法 日本放送出版協会 平成 22．4 - 平成 25．3

288 銀河 新潮社 昭和 21．11 - 昭和 22．1 ◎

289 ギンザ マガジンハウス 平成 9．5＋

290 銀鐘 生活社 昭和 13．7 - 昭和 15．9

291 近代女性 日本女性文化協会 昭和 13．6,10

292 近代生活 発行：となみ社 ，主筆：佐々木となみ 大正 10．12 - 大正 11．10 ◎

293 近代婦人[復刻版] 近代婦人社 昭和 7．2-4

294 銀麗 発行：藤井商店内銀麗会 昭和 28．9 - 昭和 48．1 ◎

295 勤労女性 用力社 昭和 18．4-6,9 ◎

296 クイーン 雄鶏社　　 昭和 27．10 - 昭和 37．9 ◎

297 クウネル マガジンハウス 平成 15．11＋ ◎

298 草の実 草の実社 昭和 2．10 ◎

299 クスクス ＪＴＢ日本交通公社出版事業局 平成 4．11 - 平成 5．6

300 グｯドハウスキーピング日本版 日経ホーム出版社 平成 9．12 - 平成 11．5

301 国乃もとゐ 興文社 明治 22．4 - 明治 23．3

302 クーヨン クレヨンハウス出版部 平成 15．12＋

303 暮しと流行 双葉社 昭和 40．1

304 くらしのカタログ 主婦の友社通販本部 昭和 59．4 - 平成 9．6

305 暮らしの工夫 編集工房 昭和 34．11 - 昭和 35．7

306 暮しの設計 中央公論社 昭和 38．1 - 平成 10．1

307 暮しの知恵 学習研究社 昭和 36．4 - 昭和 39．4

308 暮しの手帖 暮しの手帖社 昭和 29．3＋ ◎

309 グラツィア 講談社 平成 8．4 - 平成 25．8

310 クラッシィ 光文社 昭和 59．6＋ ◎

311 グラン・マガザン 日之出出版 昭和 63．12 - 平成 17．6



312 グリ 講談社 平成 13．4 - 平成 15．1

313 クリーク マガジンハウス 平成 1．6/20 - 平成 8．7/20

314 クルーエル ザ・ブックスパブリッシング 平成 27．4＋

315 クレア 文藝春秋 平成 1．12＋

316 クレエヴォーグ 日本ヴォーグ社 昭和 56．6 - 昭和 57．8

317 グレース 世界文化社 平成 19．4 - 平成 20．12

318 グレートエイジ いまこそ 発行：ｴｸﾞｻﾞｸﾄ，発売：主婦の友社 平成 18．5 - 平成 19．2

319 グロー 宝島社 平成 23．9＋

320 黒薔薇 交蘭社 大正 14．1-3,5-8 ◎

321 クロニック クロニック社 昭和 14．4 - 昭和 16．3 ◎

322 クロワッサン マガジンハウス 昭和 52．5＋ ◎

323 クロワッサン プレミアム マガジンハウス 平成 19．12 - 平成 25．12

324 君子と淑女 呦々社 明治 21．10 ◎

325 軍人遺族新報 軍人遺族救護義会 明治 36．7 - 明治 37．12 ◎

326 藝苑 厳松堂書店 昭和 19．8 - 昭和 24．4･5

327 閨秀新誌 閨秀社 明治 23．5/15,5/25,6/5 ◎

328 毛糸だま 日本ヴォーグ社 昭和 55．9＋

329 京阪神連合保育会雑誌 京阪神連合保育会 大正 15．7 ◎

330 化粧之友 化粧之友社（愛知） 昭和 2．12 ◎

331 化粧文化 ポーラ文化研究所 昭和 54．12 - 平成 17．6

332 化粧文化プラス ﾎﾟｰﾗ・ｵﾙﾋﾞｽﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 平成 20＋

333 ケ・セラ 祥伝社 平成 1．11/23 - 平成 3．5/20

334 月刊嵯峨 大本山大覚寺 平成 16．1＋

335 月刊消費者 日本消費者協会 平成 15．12 - 平成 23．3

336 月刊それいゆ ひまわり社 昭和 29．1‐5･6 ◎

337 月刊たのしい食事 女子栄養短期大学出版部 昭和 29．7 - 昭和 35．2 ◎

338 月刊とらばーゆ リクルート 平成 19．11 - 平成 20．4

339 月刊パーマネント 月刊パーマネント社 昭和 24．1‐3 ◎

340 ケラ! ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 平成 11．4＋

341 けんこう 健康婦人会 昭和 8．12 - 昭和 9．3 ◎

342 健康 日本健康協会 昭和 9．1 - 昭和 10．1 ◎

343 健康 主婦の友インフォス情報社 平成 9．5＋ ◎

344 健康学校 大阪府衛生会 昭和 15．1-3

345 健康の婦人 健康報国会出版部 昭和 12．8 - 昭和 15．9 ◎

346 現代乃婦人 現代乃婦人社 昭和 5．1 - 昭和 8．3 ◎

347 現代婦人 現代婦人社 昭和 23．5,6 ◎

348 絢爛 林成美堂 大正 13．11 ◎

349 小悪魔アゲハ インフォレスト 平成 18．11 - 平成 26．5

350 小悪魔アゲハ ダナリーデラックス株式会社 平成 28．10＋

351 航空婦人 大日本航空婦人会 昭和 13．7 - 昭和 17．6 ◎

352 工芸 日本民芸協会 昭和 6．1 - 昭和 23．7

353 公娼 公娼制度研究会 昭和 2．1 ◎

354 工場と家庭 仙台鉄道局郡山工機部庶務係 昭和 21．11 ◎

355 向上之婦人 帝国文化協会 大正 14．10 - 昭和 6．7･8 ◎

356 国防の華 大日本国防婦人会天王寺第四分会 昭和 9．7 ◎

357 国防婦人 大日本国防婦人会敦賀地方本部 昭和 12．4 ◎

358 国民科学グラフ 国民科学社 昭和 18．9 ◎

359 国民総力 国民総力朝鮮連盟 昭和 18．11 ◎

360 国民保育 国民保育協会 昭和 16．1‐6,8 ◎

361 越路 大地社（石川） 昭和 21．3 - 昭和 22．3 ◎



362 コスチューム 昭和洋裁学院出版部 昭和 21．9 ◎

363 コスモポリタン日本版 集英社 昭和 55．6 - 平成 18．2 ◎

364 子宝運動靴時報 子宝倶楽部 大正 15．1 ◎

365 こども通信 神戸こどもシンポジウム 平成 3．12 - 平成 6．6

366 子供の教養 子供の教養社 昭和 6．1 - 昭和 16．5 ◎

367 子供の研究 刀江書院 昭和 12．3 ◎

368 子供之友 婦人之友社 昭和 11．1 - 昭和 18．12 ◎

369 子供服装 国際服装研究社（京都） 昭和 18．12 ◎

370 こども部屋 こども部屋社 昭和 38．8 - 昭和 53．10

371 孤峰 江戸千家茶道会 平成 16．1＋

372 コモ 主婦の友社 平成 2．7 - 平成 29．夏秋 ◎

373 ゴールド 世界文化社 平成 25．11 - 平成28．3

374 紺青 雄鶏社 昭和 21．7 - 昭和 23．3 ◎

375 才媛文壇 東亜堂雑誌部 大正 6．6 ◎

376 ざ・いけのぼう 日本華道社 平成 16．1＋

377 咲いた セブン＆アイ出版 平成 7．11＋

378 裁縫雑誌 東京裁縫女学校出版部 明治 39．1 - 大正 9．12 ◎

379 サイン 学習研究社 昭和 63．5 - 平成 10．9

380 櫻 大衆文芸社 昭和 21．7 ◎

381 雑貨カタログ 主婦の友社 昭和 63．1 - 平成 23．5

382 ザ・ニット グラフ社 昭和 46．3

383 番紅花 東雲堂書店 大正 3．3 ◎

384 サンイデー サンケイ出版 昭和 51．11

385 三遠国防婦人 大日本国防婦人会三遠本部 昭和 13．1 - 昭和 17．3 ◎

386 産科婦雑誌 日本産科婦協会 明治 39．3

387 サンキュ! ベネッセコーポレーション 平成 8．5 ＋

388 サンサン 学習研究社 昭和 58．5

389 産児制限評論 産児制限普及会 昭和 5．1,2,10 ◎

390 産児調節 産児制限評論社 昭和 6．7 ◎

391 産児調節評論 産児調節評論社 大正 14．3-9

392 産婆学雑誌 日本産婆学協会 明治 37．1 ◎

393 産婆学雑誌 京都帝大産婆同窓会 昭和 13．12 - 昭和 15．8 ◎

394 産婆之友 秋山産婆学校産婆学会（静岡） 昭和 6．11 ◎

395 詩歌少女 ポエム社書房 昭和 14．7 - 昭和 17．7 ◎

396 ジェイ･ジェイ 光文社 昭和 50．6 ＋ ◎

397 シェール ＰＨＰ研究所 平成 3．11 - 平成 7．1

398 シェルター 主婦の友社 平成 19．秋冬 - 平成 25．夏

399 しがら美 金明社出版部 大正 7．5 ◎

400 四季の洋裁 四季の洋裁社 昭和 25．12 ◎

401 時好 三越呉服店 明治 36．8 - 明治 41．5 ◎

402 刺繡通信 雄鷄社 平成 14．10 - 平成 21．4

403 シーズ 主婦と生活社 昭和 63．8 - 平成 4．5

404 資生堂グラフ 資生堂 昭和 8．6 - 昭和 12．9 ◎

405 資生堂月報 資生堂 大正 15．4 - 昭和 3．11 ◎

406 ジゼル 主婦の友社 平成 17．12＋ ◎

407 七葉樹 七葉樹発行所 昭和 9．9 - 昭和 18．11 ◎

408 実用織物の研究 東京織物研究会 昭和 5．5 - 昭和 6．[ ] ◎

409 実力之婦人 実力之日本社（神戸） 昭和 5．1‐4 ◎

410 児童 郷土教育連盟・日本児童社会学会 昭和 9．6 - 昭和 11．9 ◎

411 児童生活 日本児童遊園協会 昭和 3．12 - 昭和 15．4 ◎



412 児童と健康 児童と健康協会 昭和 16．1 ◎

413 児童保護 日本少年教護協会 昭和 18．7,8･9 ◎

414 ジーナ ぶんか社 平成 26．4 - 平成 27．11

415 斯民家庭 報徳会 明治 43．4 - 昭和 3．4 ◎

416 下野国婦 大日本国防婦人会宇都宮地方本部 昭和 15．10 - 昭和 16．7 ◎

417 社会と家庭 輔導協会 大正 15．12 ◎

418 赤光 赤光社 大正 7．6 ◎

419 シャルム 生活研究社 昭和 23．1 - 昭和 25．3 ◎

420 シャルム モード通信社 昭和 34．3,4

421 しゃるむ 主婦と生活社 昭和 50．4 - 平成 2．10

422 週刊生きる女性 実話出版 昭和 35．8/4 - 昭和 36．5/4

423 週刊家庭朝日 朝日新聞社 昭和 24．6/18 - 昭和 27．8/17 ◎

424 週刊女性 主婦と生活社 昭和 32．3/17＋

425 週刊婦人朝日 朝日新聞社 昭和 17．11/11 - 昭和 18．5/26 ◎

426 銃後之友 軍人援護会東京府支部 昭和 15．1 - 昭和 17．12

427 銃後の花 大衆文芸社 昭和 14．11 ◎

428 銃後の婦人 大楠公夫人婦徳顕揚会 昭和 12．10 - 昭和 16．6 ◎

429 住宅 住宅改良会 大正 6．4 - 昭和 18．12 ◎

430 自由婦人 自由婦人社 昭和 24．12･1･2,3,4,11 ◎

431 淑女 紫鸞社　 明治 32．1 - 明治 33．9 ◎

432 淑女界 淑女協会（京都淑女高等女学校内） 大正 2．6 - 大正 6．1 ◎

433 淑女かゝみ 入念舎（朝報社内) 明治 44．12 - 明治 45．5 ◎

434 淑女画報 博文館 明治 45．12 - 大正 12．11 ◎

435 手芸 グラフ社 昭和 40．9 - 昭和 42．3

436 手芸教室 雄鶏社 昭和 34．4 - 昭和 39．1

437 手芸と洋裁 手芸と洋裁社 昭和 13．9 - 昭和 16．8 ◎

438 手芸の友 グラフ社 昭和 41．8 - 昭和 48．4

439 シュシュ 角川マーケティング 平成 5．4/7 - 平成 21．11/12

440 ジュニアそれいゆ ひまわり社 昭和 29．7 - 昭和 35．9 ◎

441 ジュノン 主婦と生活社 昭和 48．7＋ ◎

442 主婦倶楽部 主婦倶楽部社 大正 13．1 - 大正 14．2 ◎

443 主婦タイムス 啓化社 大正 12．1 - 大正 13．4 ◎

444 主婦と生活 主婦と生活社 昭和 21．5 - 平成 5．4 ◎

445 主婦の友 主婦の友社 大正 6．3 - 平成 20．6 ◎

446 主婦之友愛読者通信 主婦之友社 昭和 26．9 - 昭和 31．4

447 主婦之友　［海外版］ 主婦之友社 昭和 23．3 - 昭和 25．2

448 主婦之友だより 主婦之友社 昭和 6． [ ] - 昭和 9．1

449 主婦之友　［滿洲版] 主婦之友社 昭和 18．1 - 昭和 20．4

450 シュプール 集英社 平成 1．11＋

451 趣味の家庭 国際情報社 大正 15．2 ◎

452 趣味之友 趣味之友社 大正 5．6 ◎

453 趣味之婦人 趣味之婦人社 大正 11．1 - 大正 12．7 ◎

454 「旬」がまるごと ポプラ社 平成 19．11 － 平成 24．3

455 女医界 東京女子医学専門学校 大正 14．1 - 昭和 4．1 ◎

456 常会 中央教化団体連合会 昭和 15．2 - 昭和 19．8 ◎

457 小学少女 研究社（東京） 大正 9．2 － 大正 15．3 ◎

458 小学女生 実業之日本社 大正 8．11 ◎

459 少公女 集英社 昭和 2．10,11 ◎

460 少女 時事新報社 大正 2．10 －大正 14．6 ◎

461 少女 光文社 昭和 24．11 - 昭和 28．8 ◎



462 少女界 太洋社 明治 35．4 - 明治 45．6 ◎

463 少女界 キンノツキ社 大正 11．1 - 大正 13．5 ◎

464 少女画報 東京社 大正 2．1 - 昭和 17．1 ◎

465 少女倶楽部 講談社 大正 12．1 - 昭和 37．2 ◎

466 少女号 小学新報社 大正 10．2 - 大正 13．8 ◎

467 少女座 少女座編集室 昭和 60．12 - 昭和 62．9

468 少女サロン 偕成社 昭和 28．4 ◎

469 少女世界 博文館 明治 40．1 - 昭和 4．3 ◎

470 少女世界 冨国出版社 昭和 24．10 － 昭和 27．4 ◎

471 少女智識画報 近事画報社 明治 39．1 ◎

472 少女の國 少女の國社 大正 15．7 ◎

473 少女の園 日本少女園 大正 4．9 ◎

474 少女の友 実業之日本社 明治 41．10 - 昭和 29．8 ◎

475 少女の花 正光社 大正 14．9 ◎

476 少女文芸 新報社 大正 15．8 ◎

477 少女物語 ポケット講談社 大正 13．11 ◎

478 小説女性 檸檬社 昭和 44．1,3,4,6,7

479 少年少女 ポケット講談社 大正 12．1 ◎

480 少年少女金の星 金の星社 昭和 4．4 ◎

481 少年少女談話界 ポケット講談社 大正 12．4 ◎

482 消費と生活 消費と生活社 昭和 59．11＋

483 昭和婦人 昭和婦人社 昭和 2．7 ◎

484 女王 中央雑誌社 昭和 24．5 ◎

485 女学界 金曜社 明治 38．10 - 明治 39．1 ◎

486 女学講義 大日本女学会　 明治 28．11 - 明治 38．9 ◎

487 女学雑誌[復刻版] 女学雑誌社 明治 18．7/20 - 明治 37．2/15

488 女学雑誌　姫百合 姫百合社 明治 32．11 - 明治 34．10

489 女学新誌 修正社 明治 17．6 - 明治 18．8/20

490 女学新報 女学新報社 明治 31．10 - 明治 32．4

491 女学生 女学雑誌社 明治 23．5 - 明治 25．12

492 女学生 文光堂 明治 44．7 ◎

493 女学生 研究社 大正 9．5 - 大正 12．1 ◎

494 女学生 女学生社 昭和 18．8 ◎

495 女学生読本 偕成社 昭和 10．7 ◎

496 女学生の友 小学館 昭和 25．6 - 昭和 41．8

497 女学世界 博文館 明治 34．1 - 大正 13．9 ◎

498 女学世界 女性ライフ社 昭和 24．10 ◎

499 女学叢誌 績文舎 明治 18．12/19 - 明治 19．5/22 ◎

500 女学の枝折 女子講習会 明治 33．7/20‐10/20 ◎

501 女学の友 早稲田大学出版部 昭和 2．4 - 昭和 5．7 ◎

502 女鑑[復刻版] 国光社 明治 24．8 - 明治 42．3/1

503 職業婦人[復刻版] 職業婦人社 大正 12．6-8

504 食彩浪漫 日本放送出版協会 平成 19．7 - 平成 21．3

505 食生活 料理の友社 昭和 18．11 - 昭和 19．2 ◎

506 食道楽 食道楽社 昭和 6．1,12 ◎

507 食と生活 食と生活社 昭和 21．7 - 昭和 23．4 ◎

508 食養 国民食協会 昭和 14．8 - 昭和 16．10

509 食糧と家庭 食糧と家庭社（京都） 昭和 13．4 ◎

510 女権 婦人徳義会 明治 24．9

511 女工研究 日東社 大正 15．10 ◎



512 ショコラジェンヌ ぺんぎん書房 平成 15．9 - 平成 19．1

513 助産の栞 緒方助産婦学会 明治 45．10 ◎

514 助産之友 京都産婆学校同窓会 大正 11．10 - 昭和 3．12

515 助産の友 東京府産婆会 昭和 2．2 - 昭和 4．11

516 女子学院同窓誌 女子学院 昭和 13．12

517 女子学術 博報堂 明治 39．5

518 女子教育 操の鏡 洽文書館（京都） 明治 23．12 ◎

519 女子教育 女子教育研究会 明治 34．2

520 女子教育 大日本女子教育会事務部 大正 5．11 - 大正 7．3 ◎

521 女子教育研究 明治出版社 大正 7．6 ◎

522 女子成功 唯文社 明治 39．7

523 女子青年 大日本連合女子青年団 昭和 14．5 - 昭和 15. 12

524 女子青年 社会教育協会 昭和 16．2-9 ◎

525 女子青年界[復刻版] 日本基督教女子青年会 明治 45．9 - 昭和 19．3

526 女子と子供の体育 女子体育振興会 昭和 12．7 - 昭和 14．3 ◎

527 女子と水泳 日本女子水上競技連盟 昭和 5．8 ◎

528 女子の世界 女子の世界社 大正 15．11 ◎

529 女子之友 文友社 明治 30．6 - 明治 38．3/27 ◎

530 女子の友 大日本実修女学会 大正 2．4 - 昭和 5．2 ◎

531 女子文苑 女子文苑社 昭和 12．11 - 昭和 15．9

532 女子文芸 日本葉書会 明治 39．1,3,5,8 ◎

533 女子文壇 女子文壇社 明治 38．1 - 明治 45．2 ◎

534 處女 用力社 昭和 6．4 - 昭和 18．3 ◎

535 処女地［復刻版］ 処女地社 大正 11．4 - 大正 12．1

536 處女の友 社会教育協会 大正 9．9 - 昭和 16．1 ◎

537 処女の光 処女の光社 大正 13．10 ◎

538 女性[復刻版] プラトン社 大正 11．5 - 昭和 3．5

539 女性 新生社 昭和 21．4 - 昭和 23．12 ◎

540 女性往来 大日本連合婦人会 昭和 8．12 - 昭和 12．8 ◎

541 女性改造 改造社 大正 11．10 - 大正 13．11 ◎

542 女性改造 改造社 昭和 21．6 - 昭和 26．6 ◎

543 女性教室 NHKサービスセンター 昭和 29．12 - 昭和40．3

544 女性教養 大日本女子社会教育会 昭和 27．11 - 昭和 32．3 ◎

545 女性クラブ 時事経済社 昭和 13．1 ◎

546 女性クラブ 女性クラブ社 昭和 24．1 ◎

547 女性高知 女性高知社 昭和 28．1 ◎

548 女性公論 女性公論社 昭和 21．6 - 昭和 22．9 ◎

549 女性詩 女性詩発行所 昭和 21．6 ◎

550 女性詩 日本女詩人会 昭和 25．9 ◎

551 女性詞華 女性詞華社（岐阜） 昭和 23． 5 - 昭和 24．11 ◎

552 女性自身 光文社 昭和 33．12/12＋

553 女性時代 女性時代社 昭和 5．11 - 昭和 19．3 ◎

554 女性春秋 大日本国民中学会内通信花嫁学校 昭和 11．2,3 ◎

555 女性春秋 女性春秋社 昭和 12．8 ◎

556 女性新聞[縮刷版] 日本基督教女子青年会 昭和 21．3/1 - 昭和 25．12/21

557 女性生活 文體社 昭和 16．10 - 昭和 19．3

558 女性セブン 小学館 昭和 38．5/5＋

559 女性線 女性線社 昭和 21．2 - 昭和 24．11 ◎

560 女性体育 一成社 昭和 7．2 - 昭和 8．2 ◎

561 女性短歌 女性短歌社 昭和 6．2,4



562 女性短歌 黎明社（愛知） 昭和 21．11 - 昭和 22．6 ◎

563 女性展望[復刻版] 女性展望社 昭和 11．1 - 昭和 16．8

564 女性展望 三鳩社 昭和 21．4,5 ◎

565 女性同盟[復刻版] 新婦人協会 大正 9．10 - 大正 11．12

566 女性と社会 社会公論社 昭和 21．5･6 ◎

567 女性と手芸 クロニック社 昭和 16．9 - 昭和 19．5 ◎

568 女性日本 現代女性社 昭和 17．3/25 ◎

569 女性日本 玉川学園出版部 昭和 7．5 - 昭和 13．12 ◎

570 女性日本 新日本婦人協会 昭和 8．10 - 昭和 11．7 ◎

571 女性日本人[復刻版] 政教社 大正 9．9 - 大正 12．9

572 女性の科学 民生科学協会 昭和 23．1 ◎

573 女性の時代 女性の時代社 昭和 7．3 ◎

574 女性の手帖 女性の手帖社 昭和 25．8

575 女性の友 芸文社 昭和 23．12 - 昭和 25．2・3 ◎

576 女性の日本 名古屋文教協会 昭和 14．4‐9 ◎

577 女性の光 女性の光社 大正 15．7 - 昭和 5．1 ◎

578 女性の光 女性の光社 昭和 10．7 - 昭和 16．3 ◎

579 女性の光 日本産業文化協会 昭和 14．5 - 昭和 15．10 ◎

580 女性之窓 文徳社 昭和 23．12 - 昭和 24．1 ◎

581 女性美 健康の女性会 昭和 8．1 - 昭和 12．3 ◎

582 女性美 ベースボール・マガジン社 昭和 32．1

583 女性文化 交蘭社 昭和 9．5 ◎

584 女性文化新聞 [女性文化新聞社] 昭和 25．7/12 ◎

585 女性満洲 女性満洲社（大連） 昭和 18．6 - 昭和 19．7 ◎

586 女性明星 集英社 昭和 37．12 - 昭和 41．5

587 女性ライフ 女性ライフ社 昭和 21．7 - 昭和 24．3 ◎

588 女性ルーム シルバー編物研究会 昭和 37．7 - 昭和 56．12

589 ショッピング 日経ホーム出版社 昭和 44．3 - 平成 9．5

590 白ゆり 修養団 昭和 2．2 - 昭和 16．11

591 白木グラフ 白木屋 大正[ ]． 浴衣号,盛夏号，昭和 4．秋 ◎

592 白木タイムス 白木屋呉服店 大正 7．3 - 大正 11．9

593 白ばら 星美出版社 昭和 24．5

594 新衣裳 たかしまや飯田呉服店 明治 35．8 - 大正 7．6

595 新岩手婦人 新岩手婦人社 昭和 21．12 ◎

596 新家庭 東京毎日新聞社 明治 42．9 - 大正 2．9 ◎

597 新家庭 玄文社 大正 5．6 - 大正 12．9 ◎

598 新家庭 雄鶏社　　 昭和 24．4･5 ◎

599 新興生活 佐藤新興生活館 昭和 10．10 - 昭和 11．12 ◎

600 新興婦人 新興婦人社（長野） 大正 13．9 - 大正 14．4 ◎

601 新興婦人 毎日新聞社 昭和 10．10 - 昭和 16．6 ◎

602 新時代 名古屋文教協会 昭和 10．1 - 昭和 14．3 ◎

603 真珠 真珠社 昭和 24．4 ◎

604 信州婦人 信州婦人社 大正 13．9 - 昭和 2．2 ◎

605 真宗婦人 大日本真宗宣伝協会 大正 12．1,2 ◎

606 新主婦 中華民国国際新聞社 昭和 21．8 ◎

607 新少女 婦人之友社 大正 4．4 - 大正 7．9 ◎

608 新女苑 実業之日本社 昭和 12．1 - 昭和 34．2 ◎

609 新女界 新人社 明治 42．4 - 大正 8．2

610 新女学 東光園支店 大正 5．1 ◎

611 新女学 大倉書店 明治 45．1



612 新女性 新女性社 大正 12．1,3,4 ◎

613 新女性 新女性社（名古屋） 昭和 4．9 - 昭和 5．4 ◎

614 新女性 新女性社 昭和 8．2 - 昭和 11．3 ◎

615 新女性 新女性社 昭和 25．10 - 昭和 31．5 ◎

616 新眞婦人[復刻版] 新真婦人社 大正 2．5 - 大正 12．9

617 新生活 新生活社 昭和 20．11 - 昭和 21．6 ◎

618 新生活 鱒書房 昭和 32．7

619 人生創造 人生創造社 昭和 2．1 - 昭和 4．5 ◎

620 新世界 新世界新聞社（大阪） 昭和 21．10 - 昭和 22．10 ◎

621 新装 中野呉服店（大阪） 明治 41．6 ◎

622 新装 松坂屋 昭和 10．6 - 昭和 29．夏 ◎

623 信南女性 信南女性社（長野） 大正 12．11 - 大正 13．1 ◎

624 しんびよう 新美容社 昭和 31．1 - 昭和 36．5

625 新服装 日本生活社 昭和 21．5 - 昭和 22．9 ◎

626 真婦人 仏敎婦人社 大正 10．12 - 大正 12．4 ◎

627 新婦人 家庭顧問社 大正 9．3,8 ◎

628 新婦人 新婦人社 明治 44．11 - 大正 3．12 ◎

629 新婦人 文化実業社 昭和 23．12 - 昭和 45．12 ◎

630 新婦人 能加美出版 昭和 21．4 - 昭和 23．2 ◎

631 新･婦人百科おしゃれ工房 日本放送出版協会 平成 5．4 - 平成 6．3

632 新報知家庭乃花 新報知社 大正 6．1 ◎

633 新ホーム 新ホーム社 明治 43．4 ◎

634 新ホーム 東京大勢新聞社 大正 14．10

635 新米主婦の友ウィウィ 主婦の友社 平成 9．6 - 平成 10．11 ◎

636 スヰｰト 明治製菓 昭和 4．7 - 昭和 14．5 ◎

637 スイートベビー 主婦と生活社 昭和 60．1 - 平成 2．8

638 スウィート 宝島社 平成 15．1＋

639 すがた 東京すがた社 大正 15．1 - 昭和 28．4 ◎

640 鈴蘭 鈴蘭会 大正 12．1 ◎

641 スタイリスト［日本版］ 雄鶏社 昭和 27．3

642 スタイル［復刻版］ スタイル社 昭和 11．6 - 昭和 16．9

643 スタイル スタイル社 昭和 21．3 - 昭和 34．5

644 スタイル 講談社 平成 13．11 - 平成 20．11

645 スタイルのスタイルブック スタイル社 昭和 22．9 ◎

646 スタイルブック 衣裳研究所 昭和 21．9 - 昭和 22．6

647 スタイルブック 東京生活社 昭和 23．3,6,9

648 すてきなおかあさん 文化出版局 昭和 48．11 - 昭和 52．12

649 すてきな奥さん 主婦と生活社 平成 2．5 - 平成 26．5

650 素敵な女性 婦人生活社 昭和 54．6 - 昭和 58．9

651 すてきにハンドメイド 日本放送出版協会 平成 22．4＋

652 ストーリィ 光文社 平成 14．12＋ ◎

653 スマート スマート社（京都） 昭和 8．3 ◎

654 スマート スマート社 昭和 13．6 - 昭和 15．1 ◎

655 すみれ 文化服装学院すみれ会 昭和 16．5 ◎

656 すみれ すみれ会（福岡） 昭和 23．1 ◎

657 スライマガジン 主婦の友社 平成 18．10 - 平成 19．5

658 セイ 青春出版社 昭和 58．7 - 平成 19．4 ◎

659 生活 生活改善中央会 昭和 2．10 - 昭和 7．7 ◎

660 生活 日本生活協会 昭和 14．9 - 昭和 22．3 ◎

661 生活科学 東京日日新聞社･大阪毎日新聞社 昭和 17．1 - 昭和 19．12 ◎



662 生活科学 生活科学化協会 昭和 21．8 - 昭和 24．4 ◎

663 生活と科学 生活科学研究会 昭和 21．9 ◎

664 生活と教養 生活と教養社（名古屋） 昭和 18．3 - 昭和 21．3 ◎

665 生活と住居 誠文堂新光社 昭和 21．2 - 昭和 23．6 ◎

666 生活と趣味 生活と趣味之会 昭和 9．6 - 昭和 11．12 ◎

667 生活と文化 生活文化社 昭和 21．1-11･12 ◎

668 生活の絵本 ひまわり社 昭和 27．1 - 昭和 28．4

669 生活の絵本 婦人生活社，編集：生活の絵本社 昭和 49．11 - 昭和 52．11

670 生活文化 ホームグラフ社（大阪） 昭和 18．3 ◎

671 生活文化 旺文社 昭和 21．1 - 昭和 24．8 ◎

672 生活便利カタログ　　　 主婦と生活社 昭和 62．3 - 平成 2．9

673 生活ほっとモーニング 日本放送出版協会 平成 15．7･8 - 平成 20．3･4

674 生活錬成 人生創造社（千葉） 昭和 18．1 ◎

675 青春 文化社 昭和 23．10 ◎

676 清装 ふぇみな社 昭和 16．12 - 昭和 19．6 ◎

677 青鞜[復刻版] 青鞜社 明治 44．9 - 大正 5．2

678 性と社会 産児調節評論社 大正 14．10 - 大正 15．6 ◎

679 青年  女子版 大日本青少年団本部 昭和 16．10 - 昭和 19．12 ◎

680 青年ト処女 熊本県聯合青年団 大正 11．10 - 大正 12．1 ◎

681 世界の編物 日本ヴォーグ社 昭和 49．12＋

682 世界婦人［縮刷版］ 世界婦人社 明治 40．1/1 - 明治 42．7/5

683 ゼクシィ　 リクルート 平成 14．1＋ ◎

684 ゼクシィPremier リクルートホールディングス 平成 27．5＋

685 セシール 講談社 昭和 51．6

686 セゾン･ド・ノンノ 集英社 昭和 49．10 - 昭和 58．4 ◎

687 セダ 日之出出版 平成 3．11 - 平成28．7

688 世帯 世帯発行所 大正 11．3,4,5 ◎

689 世帯 世帯社（大阪） 昭和 3．6 ◎

690 セブンティーン 集英社 昭和 50．4/15＋ ◎

691 戦時女性 アシェット婦人画報社 昭和 19．5 - 昭和 20．1 ◎

692 染織と生活 染織と生活社 昭和 48．4 - 昭和 55．12

693 全服 洋装研究社（大阪） 昭和 16．6‐8 ◎

694 専門料理 柴田書店 平成 15．11＋

695 装苑 すみれ会 昭和 11．8 - 昭和 16．8

696 装苑 文化出版局 昭和 21．8＋

697 装苑アイ 文化学園ﾌｧｯｼｮﾝ情報ｾﾝﾀｰ 平成 2．3 - 平成 9．12

698 装苑特集 文化服装学院出版局 昭和 37．3 - 昭和 43．3

699 Sｏ－ｅｎ別冊 文化出版局 昭和 58．3 - 平成 12．5

700 装苑別冊 文化服装学院出版局 昭和 35．6 - 昭和 39．3

701 装苑別冊 文化出版局 昭和 47．6 - 昭和 57．11

702 装苑別冊メーキング 文化出版局 平成 12．7 - 平成 13．11

703 草月 草月文化事業・出版部 平成 16．2＋

704 ソーダ ぴあ 平成 27．1＋

705 ソフィア 講談社 昭和 59．7 - 平成 7．9 ◎

706 それいゆ ひまわり社 昭和 21．8 - 昭和 35．9

707 大師の教 新密教社（大阪） 昭和 5．6‐10 ◎

708 大正婦女社会 大正婦女社会 大正 2．8 - 大正 3．11 ◎

709 大正婦人 大正婦人社 大正 2．1,2,4-6

710 大道 希望社 昭和 5．12 ◎

711 大日本婦人会会報 大日本婦人会 昭和 18．6 ◎



712 大日本婦人教育会雑誌 大日本婦人教育会　 明治 21．12 - 大正 8．11

713 だいまる 大丸（大阪） 大正 12．3 - 昭和 5．6 ◎

714 たしかな目 国民生活ｾﾝﾀｰ 昭和 56．3･4 - 平成 20．4

715 ダブリュー･ジャパン フェアチャイルド･モリ出版 昭和 60．9 - 平成 5．4

716 タベダス 風人社 平成 16．2 - 平成 19．12

717 たまごクラブ ベネッセコーポレーション 平成 5．11＋ ◎

718 たまひよこっこクラブ ベネッセコーポレーション 平成 8．10 - 平成 23．4 ◎

719 玉藻 玉藻社 昭和 10．1 - 昭和 17．12 ◎

720 淡交 淡交社　 平成 16．1＋

721 断層 女子文苑社 昭和 15．3 ◎

722 ダンチュウ プレジデント社 平成 4．12＋

723 たんと 集英社 平成 5．6 - 平成 12．8

724 近きより[復刻版] 近きより社 昭和 12．4 - 昭和 24．10

725 千葉県青年処女 千葉県連合青年団 昭和 8．6 - 昭和 14．10 ◎

726 CHANTO（ちゃんと） 主婦と生活社 平成 26．7＋

727 中学生の母 奎文館 昭和 9．11 ◎

728 中京婦人 中京婦人社 明治 43．5 - 大正 2．1 ◎

729 中日スタイル 中部日本スタイル社 昭和 23．5 ◎

730 中部日本婦人連盟 中部日本婦人連盟 昭和 11．2,10 ◎

731 町村及家庭 町村自治協会（静岡） 大正 5．10 ◎

732 治療と育児 森永薬品・森永乳業 昭和 29．5-7 ◎

733 通信女学講義録 女学雑誌社 明治 20．4/15 - 明治 23．1/20 ◎

734 通俗医学 日本通俗医学社（大阪） 大正 14．8 - 昭和 6．1 ◎

735 通俗衛生 大阪府衛生会 昭和 15．1 - 昭和 17．11 ◎

736 通販生活 カタログハウス 平成 16．2 - 平成 26．1

737 ツデー 文化出版局 昭和 55．7 - 昭和 57．11

738 ツデーズ ウーマン日本語版 東西南北社 昭和 27．9 - 昭和 28．2 ◎

739 手編みの本。 ワイエス・ソリューションズ 平成 14．9 - 平成 25．10

740 ディア エスクァイアマガジンジャパン 平成 19．10 - 平成 20．4

741 ディア・ダブリュ 福昌堂 昭和 60．8-12

742 D・M・J会誌 ドレスメーカー女学院 昭和 10．4 - 昭和 50．12 ◎

743 ティク　ティク 日本ヴォーグ社 平成 15．11 - 平成 16．11

744 帝国女子医学雑誌 帝国女子医学薬学会 昭和 11．4 ◎

745 T Japan（ティージャパン） 朝日新聞社 平成 27．3＋

746 貞節 内外図書文具 大正 3．12 - 大正 4．3 ◎

747 デイム 主婦の友社 昭和 59．7 - 昭和 62．8

748 テイラー 洋装研究社（大阪） 昭和 16．5 ◎

749 デコプラス 発行：ﾃﾞｺﾌﾟﾗｽ，発売：主婦の友社 平成 14．12 - 平成 15．7

750 デザイナー デザイン社 昭和 22．10 - 昭和 25．2

751 鉄道婦人界 鉄道之婦人社 大正 11．9 ◎

752 デラックス女性自身 光文社 昭和 41．4

753 デリカ 千趣会 昭和 56．8 - 昭和 59．12

754 テルミーハウス テルミー美容科学研究所 昭和 14．6,7 ◎

755 伝統と文化 ポーラ伝統文化振興財団 昭和 59．3 - 平成 16．11

756 天然生活 地球丸 平成 16．6＋

757 東亜の装ひ 有本嘉兵衛商店出版部 昭和 17．9 - 昭和 18．8,[ ] ◎

758 東亜服装 クロニック社 昭和 17．6 - 昭和 19．1 ◎

759 東京イン アンド アウト 主婦の友社 昭和 59．8 - 昭和 60．2

760 東京産婆会々報 東京産婆会々報発行所 大正 14．4 - 昭和 2．6 ◎

761 東京女子大學同窓會月報 東京女子大学同窓会 昭和 13．9 - 昭和 17．11



762 東京だより 主婦の友社 昭和 31．5 - 昭和 47．12

763 東京婦人矯風雑誌 東京婦人矯風会事務所　 明治 21．4 - 明治 23．12/20

764 トウキョウ　レディ　コング 蘭華社 平成 2．11/20 - 平成 3．2/15

765 同方 日本赤十字社看護婦同方会 昭和 3．9 - 昭和 16．9 ◎

766 東洋婦人画報 東京社 明治 40．8 - 明治 42．3 ◎

767 遠つびと とほつびと発行所 昭和 10．4 ◎

768 常磐 常磐社（神奈川） 明治 40．8 - 大正 6．12 ◎

769 常盤木 常盤木社（大阪） 昭和 10．1 ◎

770 どくふれん どくふれん事務局 昭和 42．[11] - 昭和 45．7

771 トマ・トマ 主婦の友ダイレクト 昭和 63．2 - 平成 14．9

772 ドマーニ 小学館 平成 9．1＋ ◎

773 ドメイン ミサワホーム研究所 昭和 59．春 - 昭和 61．春

774 とも 主婦の友社 昭和 45．6 - 昭和 50．10

775 トランタン アシェット婦人画報社 平成 17．1  - 平成 18．3

776 ドレス 発行：ｇｉｆｔ，発売：幻冬舎 平成 25．5 - 平成 28．2

777 ドレススタディ 京都服飾文化研究財団 昭和 60．秋 - 平成 8．春

778 DRESS MAGAZINE（ドレスマガジン） 発行：パル，発売：徳間書店 平成 28．4＋

779 ドレスメーカーパターンブック ﾄﾞﾚｽﾒｰｶｰﾊﾟﾀｰﾝﾌﾞｯｸ発行所 昭和 15．6 - 昭和 23．11 ◎

780 ドレスメーキング 鎌倉書房 昭和 24．9・10 - 平成 5．5

781 なごみ 淡交社 昭和 55．1＋

782 名古屋国防婦人 大日本国防婦人会名古屋地方本部 昭和 12．2 - 昭和 14．3 ◎

783 ナチュラル　フーズ 産調出版，編集：ﾊｯﾋﾟｰｴﾝﾄﾞ通信社 平成 4．2-7

784 ナチュリラ 主婦と生活社 平成 19．11＋

785 なでしこ 庭訓社 明治 36．11 ◎

786 なでしこ 大日本女学会 明治 38．11 ‐ 明治 41．2 ◎

787 七緒 プレジデント社 平成 16．10＋

788 なよ竹 帝国婦人協会実践女学校同窓会 大正 7．6 - 昭和 12．3 ◎

789 新衣 宮本儀助商店（京都） 明治 45．4 - 大正 5．1 ◎

790 ニキータ 主婦と生活社 平成 16．11 - 平成 20．3

791 二十世紀の婦人 北海道婦人同志会 明治 37．2

792 日経イーダブリュ 日経ホーム出版社 平成 19．4-8

793 日経ウーマン 日経ホーム出版社 昭和 63．5＋ ◎

794 日経ヘルス 日経ＢＰ社 平成 14．12＋

795 日経ヘルス プルミエ 日経ＢＰ社 平成 20．5 - 平成 25．12

796 ニッケビクターファッション 日本毛織株式会社 昭和 37．[　] - 昭和 43．8

797 日光 同志社 昭和 23．9 - 昭和 24．4 ◎

798 ニナーズ 祥伝社 平成 20．4＋

799 日本衣服研究所彙報 日本衣服研究所（兵庫） 昭和 16．9 - 昭和 18．9 ◎

800 日本裁縫手芸新聞 日本裁縫手芸新聞社（大阪） 昭和 8．1 ◎

801 日本児童協会時報［復刻版］ 日本児童協会 大正 9．7 - 大正 12．12

802 日本女医会雑誌 日本女医会雑誌発行所 昭和 7．2 - 昭和 16．7 ◎

803 日本少女 小学館 昭和 17．3 - 昭和 19．3 ◎

804 日本少女 鳩居書房 昭和 13．4 ◎

805 日本女学生新聞 大日本連合婦人会 昭和 14． 4/1 ◎

806 日本女性 大陸講談社 昭和 16．5 - 昭和 18．6 ◎

807 日本女性之光 日本女性の光発行所 昭和 17．10 ◎

808 日本新婦人 新婦人社 明治 21．9 - 昭和 22．7

809 日本赤十字社篤志看護婦人会会報 日本赤十字社篤志看護婦人会 明治 38．7 ◎

810 日本乃家庭 日本乃家庭社 明治 28．12 - 明治 30．10/15

811 日本の家庭 同文館 明治 38．3 - 明治 40．5



812 日本の少女 大日本少女会 明治 40．3 ◎

813 日本之女学 博文館 明治 20．8 - 明治 22．12

814 日本之婦人 経済雑誌社 大正 2．3 ◎

815 日本P.T.A. 日本母性文化協会 昭和 23．10 - 昭和 30．4 ◎

816 日本婦人 同胞社（岡山） 明治 24．12 ◎

817 日本婦人 帝国婦人協会出版部 明治 32．12 - 明治 43．7 ◎

818 日本婦人 日本婦人会（京都） 大正 11．12 - 昭和 3．10 ◎

819 日本婦人 大日本国防婦人会総本部 昭和 9．8 - 昭和 17．3 ◎

820 日本婦人 大日本婦人会 昭和 17．11 - 昭和 20．1 ◎

821 日本母性 日本女子会館 昭和 17．4 - 昭和 19．11･12 ◎

822 乳幼児 大阪乳幼児保護協会 昭和 3．2,3,5 ◎

823 ニュースタイル 日本服飾文化協会（大阪） 昭和 21．[ ] - 昭和22．1

824 ニューモード ニューモード社 昭和 27．12 ◎

825 女人 女人協会 昭和 7．11 ◎

826 女人芸術[復刻版] 女人芸術社 昭和 3．7 - 昭和 7．6

827 女人大衆[復刻版] 女人芸術社 昭和 4．7 - 昭和 7．6

828 女人短歌 女人短歌会 昭和 24．9 - 昭和 36．12 ◎

829 ヌードル･ドット･コム ｲﾝｽﾀﾝﾄﾗｰﾒﾝ発明記念館 平成 12．3 - 平成 17．6

830 ネスパ 学習研究社 昭和 62．5 - 昭和 63．6

831 農家之母 農家之母社 明治 37．10

832 農村婦人 富民協会 昭和 7．3 - 昭和 11．10 ◎

833 のぞみ 希望社 昭和 2．12 - 昭和 5．4 ◎

834 ノブ ｲﾝﾃﾘｱ出版，編集：ﾒﾃﾞｨｱ・ｷﾞﾙﾄﾞ 昭和 51．2 - 昭和 60．3

835 ノラ 婦人生活社 昭和 52．7-10

836 法の母 夫人正法会 明治 30．3 - 明治 44．12 ◎

837 ノンノ 集英社 昭和 46．6/20＋ ◎

838 廃娼[復刻版] 廃娼雑誌社 明治 23．4 - 明治 24．3

839 ハイファッション 文化出版局 昭和 35．8 - 平成 22．4

840 ハイミセス 文化出版局 昭和 57．5 - 平成 8．1

841 ハウスキーピング 日本家事研究会 昭和 12．11 ◎

842 博愛 婦人画報社 大正3．1 - 昭和23．10

843 白衣の友 白衣の友社 昭和 4．12 - 昭和 5．8 ◎

844 白鳥 大地書房 昭和 22．1 - 昭和 24．1 ◎

845 はごろも学芸 羽衣高等女学校出版部（大阪） 昭和 15．3 ◎

846 はじめての家づくり 主婦の友社 平成 17．5＋

847 ハーズ 光文社 平成 20．4＋

848 パソコン主婦の友 主婦の友社 平成 9．1 - 平成 18．2 ◎

849 パーソナル 日経ホーム出版社 昭和 58．7 - 昭和 63．4

850 働く婦人 日本ﾌﾟﾛﾚﾀﾘｱ文化連盟出版所 昭和 7．1,3,5 ◎

851 働く婦人 日本出版 昭和 21．7 - 昭和 25．7 ◎

852 パッチワーク・キルト通信 パッチワーク通信社 平成 2．1 - 平成 14．12

853 パッチワーク倶楽部 パッチワーク通信社 平成 8．7 - 平成 27．11

854 パッチワーク通信 パッチワーク通信社 平成 15．2 - 平成 27．6

855 パッチワーク通信 パッチワーク通信社 昭和 61．1 - 平成 1．9

856 パッチワークの絵本 パッチワーク通信社 平成 5．5 - 平成 6．1

857 ハナコ マガジンハウス 昭和 63．6/2＋ ◎

858 ハナコ ウエスト マガジンハウス 平成 2．12 - 平成 22．2

859 花衣 三井呉服店 明治 32．1 ◎

860 花時間 角川書店 平成 3．10＋

861 ハナチュー 主婦の友社 平成 15．7 - 平成 23． 5



862 花椿 花椿社 昭和 12．12 - 昭和 15．8 ◎

863 花椿 資生堂出版部 昭和 25．6 - 平成 10．8 ◎

864 花乃園生 東京仏教花園婦人支会 明治 24．2 - 明治 31．1

865 花房 花房社 昭和 8．12 - 昭和 12．1 ◎

866 ハニー ネコ・パブリッシング 平成 28．1＋

867 母 名古屋母の会・愛知県婦人連盟 昭和 6．7 - 昭和 7．4 ◎

868 母 たらちね会 昭和 11．1,3‐7 ◎

869 母 学習研究社 昭和 24．5 - 昭和 25．2 ◎

870 母親教室 暁教育図書（松本） 昭和 25．7 - 昭和 26．7 ◎

871 ハーパース・バザー エイチビー・ジャパン 平成 12．10 - 平成 22．12

872 ハーパーズ バザー ハースト婦人画報社 平成 25．[9]＋

873 母と教師 団欒社（大阪） 大正 6．10,11 ◎

874 母と子 成蹊学園出版部 大正 12．7

875 母と子 日本児童協会（兵庫） 昭和 5．9 - 昭和 16．7

876 母の講座 東洋家庭幼稚園出版部 大正 15．7 - 昭和 2. 4 ◎

877 母之友 婦女界社 大正 9．7 - 大正 11．11

878 母の友 福音館書店 昭和 34．12＋

879 母の光 学習研究社 昭和 25．7 - 昭和 27．8 ◎

880 パーム 日本服飾文化協会（大阪） 昭和 21． [9-12］ ◎

881 ハリウッド美容大学講座 ハリウッド株式会社 昭和 31．3

882 パルファン ジー・チー・サン 昭和 23．4 ◎

883 haru_mi（ハルミ） 扶桑社 平成 18．10＋

884 ハルメク ハルメク 平成 28．5＋

885 バルーン 主婦の友社 昭和 61．11 - 平成 14．6 ◎

886 ハンディクラフツ 日本手芸普及協会 平成 27．9＋

887 火 日本消防文化協会 昭和 22．7,9 ◎

888 ビアトリス ビアトリス社 大正 5．7 ◎

889 ピー･アンド 小学館 昭和 60．10 - 平成 12．1

890 ビーエイブル マンパワージャパン 昭和 56．10 - 平成 1．12

891 光の子 新生堂 昭和 10．8 ◎

892 美観画報 近事画報社 明治 39．1 ◎

893 ビジオ･モノ ワールドフォトプレス 平成 2．12 - 平成 16．4

894 微笑 花園婦人会 大正 11．2 - 大正 15．4 ◎

895 微笑 祥伝社 昭和 46．5/22 - 平成 8．5/11

896 美少女図鑑 平成 21．6/15 - 平成 22．6/15

897 美粧ニュース 東京美粧倶楽部 昭和 29．4 - 昭和 31．9 ◎

898 美人 芙蓉館 明治 24．4/25 ◎

899 美人計画 青春出版社 平成 19．7 - 平成 21．11

900 美スト 光文社 平成 23．10＋

901 美ストーリィ 光文社 平成 21．10 - 平成 23．9

902 ピーチ 角川書店 昭和 63．5 - 平成 4．12

903 P.T.A.（ピーティーエー） 日本母性文化協会 昭和 23．4,6,7,8 ◎

904 P.T.A.の話 日向書房 昭和 23．5 ◎

905 美的 小学館 平成 13．5＋

906 ひとのみち婦人 ひとのみち出版社 昭和 11． 9,11 ◎

907 火の鳥 火の鳥編輯所 昭和 3．12 - 昭和 8．10 ◎

908 ビバ 徳間書店 昭和 48．10

909 被服 被服協会 昭和 6．1/1 - 昭和 18．11/1

910 被服文化 文化服装学院出版局 昭和 25．8 - 昭和 47．2 ◎

911 美貌 近代女性社 昭和 21．10 - 昭和 25．1 ◎



912 ひまわり[復刻版] ヒマワリ社 昭和 22．1 - 昭和 27．12

913 ひまわり ヒマワリ社 昭和 22．3 - 昭和 27．12

914 百日草 株式会社百日草 昭和 43．6

915 百美人 紅春社 昭和 2．2 ◎

916 ビュウティ・クラブ ビュウティクラブﾞ社 昭和 30．10 - 昭和 31．7

917 ビュウティ・ブック 婦人画報社 昭和 26．7 - 昭和 35．4

918 ひよこクラブ ベネッセコーポレーション 平成 5．11＋ ◎

919 広島婦女界 広島県連合婦人会本部 大正 12．8 ◎

920 ピンキー 集英社 平成 16．10 - 平成 22．2

921 ピンク マガジンハウス 平成 8．6 - 平成 11．3

922 ファッション ニュース 国際羊毛事務局 昭和 32．秋

923 ファッションヴィユ 高島屋出版部（大阪） 昭和 23．10 ◎

924 ファッション・クォタリー ファッション･クォタリー社 昭和 9．春 - 昭和 16．2 ◎

925 ファッションモード ファッションモード社 昭和 21．9

926 ファミリーインテリアプラスワン 主婦の友社 平成 4．6 - 平成 6．4

927 フィオレ タキイ種苗 平成 3．9 - 平成 6．1

928 フィガロジャポン 阪急コミュニケーションズ 平成 2．5＋

929 フィッテ 学習研究社 平成 1．7 - 平成 28．3

930 フェアレディ 学習研究社 昭和 41．1

931 フェアレディ［High School Edition］ 学習研究社 昭和 42．6 - 昭和 49．4

932 ふぇみな ふぇみな社 昭和 15．11 - 昭和 16．9 ◎

933 FEMINA（フェミナ） 河出書房 昭和 22．8,11 ◎

934 フェリカ ＣＢＳ･ソニー出版 昭和 56．11 - 平成 2．4

935 婦苑 婦苑社（豊橋） 昭和 21．10 ◎

936 深みどり 常磐会(女子学習院内) 大正 11．6

937 福島県婦人 福島民友社 明治 38．9 ◎

938 福島婦人 福島婦人社 昭和 30．2,4

939 福島婦人新聞 福島婦人新聞社 昭和 29．2,4 ◎

940 福島本部報 大日本国防婦人会福島本部 昭和 13．4 - 昭和 17．1 ◎

941 服装 婦人生活社 昭和 32．6 - 昭和 49．3

942 服装科学 洋裁春秋社 昭和 17．4 - 昭和 18．3

943 服装ジャーナル 服装生活社 昭和 31．1 - 昭和 32．4

944 服装生活 服装生活社 昭和 17．4 - 昭和 19．3

945 服装と文化 婦人画報社 昭和 16．7 ◎

946 服装日本 服装日本社 昭和 16．5 - 昭和 20．1

947 服装文化 すみれ会出版部 昭和 16．5 ◎

948 服装文化 文化服装学院出版部 昭和 16．11 - 昭和 19．2

949 服装文化 文化出版局 昭和 47．4 - 昭和 58．10 ◎

950 藤袴 芳蘭社 大正 11．10 - 大正 12．4 ◎

951 婦女界 婦女界出版社 明治 43．3 - 昭和 25．3 ◎

952 婦女雑誌 博文館 明治 24．1 - 明治 27．12/15 ◎

953 婦女子 博文館 明治 23．12 ◎

954 婦女新聞［復刻版］ 婦女新聞社 明治 33．5/10 - 昭和 17．3/22

955 婦女世界 婦女世界社 大正 14．10 - 昭和 4．4 ◎

956 婦人 婦人社 明治 37．10 - 明治 39．6 ◎

957 婦人 全関西婦人連合会 大正 13．12 - 昭和 12．1 ◎

958 婦人 ［復刻版］ 世界評論社 昭和 22．7 - 昭和 24．8

959 婦人 白水社 大正 6．3,6 ◎

960 婦人 仏教婦人会連合本部（京都） 大正 11．1 - 昭和 13．12 ◎

961 婦人朝日 朝日新聞社 昭和 12．2 - 昭和 17．10 ◎



962 婦人朝日 朝日新聞社 昭和 21．2 - 昭和 33．12 ◎

963 フジンアジア 大阪毎日新聞社・東京日日新聞社 昭和 17．9 - 昭和 18．11 ◎

964 婦人運動 職業婦人社 大正 15．9 - 昭和 7．4

965 婦人運動[復刻版] 不二出版 大正 14．9 - 昭和16．8

966 婦人衛生 私立大日本婦人衛生会事務所 昭和 3．5 - 昭和 15．2 ◎

967 婦人衛生会雑誌 私立大日本婦人衛生会 明治 21．2

968 婦人衛生雑誌 私立大日本婦人衛生会事務所 明治 35．8 - 大正 15．12 ◎

969 婦人界 金港堂書籍 明治 35．7 - 明治 44．1 ◎

970 婦人界 東京社 大正 6．9 - 大正 12．1 ◎

971 婦人界 婦人界社 大正 12．6 ◎

972 婦人界 科学社 昭和 23．11 ◎

973 婦人家庭 ダイヤモンド社 大正 9．11,12 ◎

974 婦人家庭雑誌 婦人家庭雑誌社 大正 7．10 - 大正 9．6 ◎

975 婦人画報 アシェット婦人画報社 明治 38．7＋ ◎

976 婦人画報スタイル・ブック 婦人画報社 昭和 21．7 - 昭和 23．7

977 婦人画報デザインブック 婦人画報社 昭和 27．11 - 昭和 31．6

978 婦人画報版スタイルブック 婦人画報社 昭和 14．5 - 昭和 15．10

979 婦人技芸講義 帝国婦人技芸協会 明治 39．11 ◎

980 婦人技芸講座 婦人文化研究会 大正 14．9 ◎

981 婦人教育雑誌 上毛婦人教育会本部 明治 21．5

982 婦人教育神州乃芙蓉 淑徳会（大阪） 明治 23．8 ◎

983 婦人教会雑誌 婦人教会 明治 21．2 - 明治 25．3

984 婦人矯風雑誌 婦人矯風雑誌事務所 明治 27．7,8 ◎

985 婦人グラフ 国際情報社 大正 13．5 - 昭和 3．11 ◎

986 婦人くらぶ 婦人倶楽部社 明治 41．10 - 明治 43．7 ◎

987 婦人倶楽部 講談社　 大正 9．10 - 昭和 63．4 ◎

988 婦人講座 社会教育協会 昭和 6．8 - 昭和 18．4 ◎

989 婦人弘道叢記 日本弘道会事務所 明治 27．10 - 明治 29．4

990 婦人公論 中央公論新社 大正 5．1＋ ◎

991 婦人国防 婦人国防発行所 昭和 9．7‐昭和 16．7 ◎

992 婦人子供報知 報知新聞社 昭和 6．3/1 - 昭和 12．2/28 ◎

993 婦人雑誌 婦人雑誌社 明治 25．3 - 明治 39．12 ◎

994 婦人雑誌 婦人雑誌社 大正 4．12 - 大正 5．10 ◎

995 婦人雑誌 婦人雑誌発行所 昭和 8．10 - 昭和 9．1 ◎

996 婦人雑誌 生活文化社 昭和 23．3,4 ◎

997 婦人サロン 文藝春秋社 昭和 4．9 - 昭和 7．11 ◎

998 婦人週報[復刻版] 婦人週報社 大正 4．11/5 - 大正 8．7/11

999 婦人春秋 草詩園 昭和 15．6 ◎

1000 婦人春秋 政経春秋社 昭和 21．3-9 ◎

1001 婦人書道 婦人書道社 昭和 6．9 ◎

1002 婦人新風[復刻版] 新吉原女子保健組合 昭和 27．5 - 昭和 32．7

1003 婦人新報 日本基督教婦人矯風会 明治 33．2 - 昭和 16．5

1004 婦人新報 日本キリスト教婦人矯風会 昭和 46．1＋

1005 婦人生活 婦人生活社 昭和 22．5 - 昭和 61．8 ◎

1006 婦人政治週報 婦人政治問題研究所 昭和 21．2/24 ◎

1007 婦人世界 浪華婦人会 明治 34．6 - 明治 39．3 ◎

1008 婦人世界 婦人世界社 明治 39．1 - 昭和 8．2 ◎

1009 婦人世界 ロマンス出版社 昭和 22．10 - 昭和 27．3 ◎

1010 婦人戦線[復刻版] 婦人戦線社 昭和 5．3 - 昭和 6．6

1011 婦人団体 ｢婦人団体｣発行所（静岡） 昭和 25．1,7 ◎



1012 婦人と家庭 南海社出版部 昭和 23．10 ◎

1013 婦人と敎育 日本教育社 昭和 3．1 ◎

1014 婦人と子ども フレーベル会 明治 34．1 - 大正 2．11 ◎

1015 婦人と子供 読売新聞社 大正 13．11/20 - 大正 14．8 ◎

1016 婦人と子供 婦人と子供社 昭和 6．9 - 昭和 8．8

1017 婦人と子供 東京家事研究会 昭和 4．6 ◎

1018 婦人と子供 中部日本新聞社出版局 昭和 24．5/10 - 昭和 25．3/1 ◎

1019 婦人と修養 婦女界社 昭和 8．1 - 昭和 14．9 ◎

1020 婦人と新社會[復刻版] 婦人と新社会社 大正 9．3 - 昭和 8．7

1021 婦人と生活 婦人と生活社 大正 15．7 - 昭和 9．5 ◎

1022 婦人と生活 白龍社 昭和 24．1,6 ◎

1023 婦人と政治 婦人政治問題研究所 昭和 21．6 - 昭和 22．10 ◎

1024 婦人と日本 ジャパン・ウィメン社 昭和 26．10 - 昭和 37．8 ◎

1025 婦人と労働[復刻版] 職業婦人社 大正 13．4 - 大正 14．8

1026 婦人日本 毎日新聞社 昭和 16．7 - 昭和 18．5 ◎

1027 婦人之家 婦人之家社 昭和 14．1 ◎

1028 婦人乃鑑 婦人社 明治 44．2 ◎

1029 婦人の教室 現代教養社 昭和 40．1

1030 婦人の國 新潮社 大正 14．5 - 大正 15．5 ◎

1031 婦人の国 婦人の国社 昭和 22．1 - 昭和 24．3 ◎

1032 婦人の神戸 婦人の神戸社 大正 3．10 ◎

1033 婦人の生活 生活社 昭和 15．12 - 昭和 16．4 ◎

1034 婦人の世紀 東和社 昭和 22．2 - 昭和 25．6 ◎

1035 婦人之友 婦人之友社 明治 41．1＋ ◎

1036 婦人の日本 婦人の日本社 昭和 24．2 ◎

1037 婦人の光 桜菊書院 昭和 23．11 - 昭和 24．2 ◎

1038 婦人百科 日本放送出版協会 昭和 43．11 - 平成 5．3

1039 婦人評論 婦人評論社 明治 45．10/1 - 大正 3．11/15 ◎

1040 婦人フォーラム 大阪毎日婦人会 昭和 6．11 - 昭和 9．12 ◎

1041 婦人服装 国際服装研究社（京都） 昭和 17．12 - 昭和 19．6 ◎

1042 婦人部通信[復刻版] 日本生命労働組合本店地区会婦人部 昭和 23．5 - 昭和 35．3

1043 婦人文化 中山女性文化研究所 大正 15．5 - 昭和 4．2 ◎

1044 婦人文化 婦人文化社 昭和 21．9 - 昭和 22．4 ◎

1045 婦人文芸[復刻版] 新知社 昭和 9．7 - 昭和 12．8

1046 婦人文芸 婦人文芸の会 昭和 31．11

1047 婦人文庫 鎌倉文庫 昭和 21．5 - 昭和 24．12 ◎

1048 婦人文庫 ひまわり社 昭和 25．12 ◎

1049 婦人民主新聞［縮刷版］ 婦人民主クラブ 昭和 21．8/22 - 平成 3．3/8

1050 婦人問題[復刻版] 婦人問題研究会事務所 大正 7．10 - 大正 9．3

1051 婦人ライフ レディス社 昭和 24．1,3-5 ◎

1052 婦選[復刻版] 女性同盟社 昭和 2．1 - 昭和 10．12

1053 婦選 女性同盟社 昭和 5．8 - 昭和 9．10

1054 婦選獲得同盟会報[復刻版] 婦人参政権獲得期成同盟会 大正 14．4 - 昭和 15．8

1055 二人自身 光文社 昭和 39．4

1056 ふたりの住まい ＣＢＳソニー出版 昭和 59．10 - 平成 2．4

1057 ふたりの部屋 主婦の友社 昭和 54．1 - 昭和 61．3 ◎

1058 ふたりの部屋プラスワン 主婦の友社 昭和 61．7 - 平成 4．4 ◎

1059 プチタンファン 婦人生活社 昭和 56．10 - 平成 15．2

1060 フーディアム フーディアム・コミュニケーション 昭和 63．6 - 平成 11．11

1061 婦徳 大日本国防婦人会宮城地方本部 昭和 13．12 - 昭和 17．2 ◎



1062 プライド プライド社 昭和 21．9 ◎

1063 フラウ 講談社 平成 3．10/8＋

1064 プラスワン 主婦の友社 平成 6．6 - 平成 11．4 ◎

1065 プラスワンリビング 主婦の友社 平成 11．6＋ ◎

1066 プラティック ファッションクォタリー社 昭和 12．9 - 昭和 14．9 ◎

1067 フリー 平凡社 昭和 58．7 - 昭和 59．7

1068 フリーカー テンポラリーセンター出版局 平成 1．1 - 平成 3．4

1069 プレジデント ウーマン プレジデント社 平成 27．10＋

1070 プレシャス 小学館 平成 16．4＋

1071 プレモ 主婦の友社 平成 14．11＋ ◎

1072 フレンド 世界出版社 昭和 25．1 ◎

1073 ふれんど 起山房 昭和 15．1 ◎

1074 フローリスト 誠文堂新光社 平成 2．9＋

1075 文化スタイルブック 文化服装学院出版局第一編集部 昭和 28．6,11

1076 文化生活 文化生活研究会 大正 10．7 ‐　大正 12．3 ◎

1077 文化生活 文化普及会，主宰：森本厚吉 大正 12．5 - 昭和 3．2 ◎

1078 文化生活の基礎 文化生活研究会 大正 12．8 - 大正 13．12 ◎

1079 文化のスタイルブック 文化服装学院出版局 昭和 27．5,8

1080 文化之婦人 文化之婦人社 大正 10．10 ◎

1081 文芸界 金港堂書籍 明治 35．3 - 明治 39．12 ◎

1082 文明之母 生文社 明治 21．10 - 明治 23．6/18

1083 ベーグル 学習研究社 平成 15．4 - 平成 20．8

1084 ベジタ 誠文堂新光社 昭和 63．5 - 平成 5．4

1085 ベターライフ 東洋経済新報社 昭和 40．5 - 昭和 46．6

1086 別冊週刊女性 主婦と生活社 昭和 47．3,6,9

1087 別冊週刊女性DELUXE 主婦と生活社 昭和 42．7,9

1088 別冊手芸教室 雄鶏社 昭和 42．6 - 昭和 44．6

1089 別冊主婦の友 主婦の友社 昭和 37．12 - 昭和 55．11

1090 別冊女性自身 光文社 昭和 37．3

1091 別冊女性自身 光文社 昭和 40．3 - 昭和 49．10

1092 別冊デラックス女性自身 光文社 昭和 41．7 - 昭和 43．11

1093 別冊婦人公論 中央公論社 昭和 55．10 - 平成 4．4

1094 別冊婦人公論　家庭特集 中央公論社 昭和 37．7-10･11

1095 別冊婦人生活 婦人生活社 昭和 46．11 - 昭和 48．11

1096 ベーネベーネ オレンジページ 平成 13．7 - 平成 15．6

1097 ペパーミル ハウス食品 昭和 56．12 - 平成 14．9

1098 ベビーエイジ 婦人生活社 昭和 51．1 - 平成 15．2 ◎

1099 ベビモ 主婦の友社 平成 14．11＋ ◎

1100 ベル 鐘淵紡績 昭和 38．2 - 平成 8．1

1101 ベル・モード ベルモード社（福岡） 昭和 21．7 ◎

1102 ボアオ マガジンハウス 平成 16．10 - 平成 20．12

1103 保育 保育発行所 昭和 12．4 - 昭和 19．5

1104 保育 全日本保育連盟 昭和 21．6 - 昭和 23．5 ◎

1105 ボーイズラッシュ 主婦の友社 平成 10．6 - 平成 16．12

1106 望郷 婦人文化社 昭和 22．12 - 昭和 23．11 ◎

1107 芳彩 芳彩会 昭和 13．1 - 昭和 16．4 ◎

1108 朗 日本電話建物株式会社出版部 昭和 10．3 - 昭和 19．3 ◎

1109 北陸婦人教会雑誌 北陸婦人協会本部 明治 22．8 ◎

1110 保健と助産 保健と助産研究会 昭和 23．4 - 昭和 29．12

1111 補習産婆学雑誌 補習産婆学雑誌社 昭和 13．8 ◎



1112 母性愛 京都小児保健協会 昭和 13．3 ◎

1113 母性日本 刀江書院 昭和 13．7 - 昭和 16．5

1114 ほっとおたふく オタフクソース株式会社 平成 28．春＋

1115 ほっとくる 主婦の友社 平成 17．9 - 平成 19．10

1116 ポップシスター 角川春樹事務所 平成 22．6 - 平成 23．11

1117 ほまれの家 恩賜財団軍人援護会 昭和 14．9 - 昭和 18．4 ◎

1118 ホーム ホーム社 昭和 22．12 - 昭和 26．3 ◎

1119 ホームクッキング ｷｯｺｰﾏﾝ広報部お客様相談室 平成 4．1 - 平成 8．12

1120 ホームグラフ ホームグラフ社（大阪） 昭和 11．11 - 昭和 17．12

1121 ホームグラフ 松下電器産業（大阪） 昭和 33． 3 ◎

1122 ホームサイエンス 食品化学研究所（大阪） 昭和 21．11 - 昭和 22．8 ◎

1123 ホームジャーナル 家庭生活改善協会 昭和 24． 1,2,5 ◎

1124 ホームメーキング 鎌倉書房 昭和 35．10･11 - 昭和 37. 2

1125 ホームユニオン 家庭組合 昭和 16．3 ◎

1126 ホーム･ライフ 大阪毎日新聞社 昭和 10．8 - 昭和 15．12 ◎

1127 ホーム・ライン ホーム・ライン社 昭和 10．4 - 昭和 13．11 ◎

1128 ボンシック 主婦の友社 平成 21．10＋

1129 マイア 三起商行 平成 5．11 - 平成 8．3

1130 毎日が発見 角川マガジンズ 平成 16．3＋

1131 毎日夫人 毎日新聞東京本社 昭和 45．12 - 昭和 60．4

1132 マイ･フォーティーズ 主婦の友社 平成 10．10 - 平成 18．10 ◎

1133 マイホーム 光文社 昭和 36．12 - 昭和 38．3

1134 マイライフ グラフ社 昭和 41．10

1135 マイン 講談社 昭和 62．10 - 平成 16．12

1136 マキア 集英社 平成 16．11＋

1137 マキエ ポーラ文化研究所 平成 10．5＋

1138 まこと 東京助医女学校同窓会 大正 10．3 ◎

1139 マーサ・スチュワート・マーサ マーサ・スチュワート・ジャパン 平成 14．1 - 平成 15．8

1140 マタニティ 婦人生活社 昭和 60．10 - 平成 15．2

1141 マダム 鎌倉書房 昭和 39．6 - 平成 5．12 ◎

1142 マチエール 徳間書店 平成 2．12 - 平成 4．1

1143 マツサカヤ 名古屋松坂屋 昭和 4．7 - 昭和 13．4 ◎

1144 まつさかやニュース 松坂屋 昭和 14．4 - 昭和 15．6 ◎

1145 松屋グラフ 松屋 昭和 3．5 - 昭和 15．3 ◎

1146 マート 光文社 平成 16．12＋

1147 マドモアゼル スタア社（東京） 昭和 21．10 - 昭和 23．2･3 ◎

1148 マドモアゼル 小学館 昭和 35．1 - 昭和 43．3 ◎

1149 マネーライフ 主婦の友社 平成 13．1  - 平成 14．10 ◎

1150 マフィン 小学館 昭和 63．11 - 平成 15．8

1151 ママガール エムオン・エンタテイメント 平成 27．秋＋

1152 マリ･クレール 角川書店 平成 11．6 - 平成 15．5

1153 マリ･クレール アシェット婦人画報社 平成 15．6 - 平成 21．9

1154 マリ・クレール・ジャポン 中央公論新社 昭和 57．7 - 平成 11．5

1155 マリソル 集英社 平成 19．4＋

1156 ミキハウス･ラブ ミキハウス 平成 8．5 - 平成 14．4

1157 御国の華 忠誠婦徳会（岐阜） 昭和 4．6,7 ◎

1158 御国の母 国母社 明治 26．4 - 明治 27．1 ◎

1159 みさを 陸海軍婦人将校会 大正 13．4 - 昭和 18．12 ◎

1160 ミス 世界文化社 平成 12．1 - 平成 25．4

1161 ミズ 河合玲デザイン研究所 昭和 48．5



1162 ミス家庭画報 世界文化社 平成 1．5 - 平成 11．12

1163 ミス・スポーツ 黎明社 昭和 7．5 ◎

1164 ミス・ヒーロー 講談社 昭和 55．6 - 昭和 61．5/20

1165 ミスプラス 世界文化社 平成 25．5 - 平成 26．2

1166 ミセス 文化出版局 昭和 36．10＋ ◎

1167 ミセスの子ども服 文化服装学院出版局 昭和 41．6,9,11

1168 ミセスのスタイルブック 文化出版局 昭和 53．7＋

1169 ミセス・リビング 主婦と生活社 平成 13．3 - 平成 16．10

1170 皇楯 帝国在郷軍人会 昭和 15．12 - 昭和 19．5

1171 道之友 道之友発行所 明治 38．4 - 明治 39．6 ◎

1172 大阪の三越 三越呉服店大阪支店 大正 15．4 - 昭和 7．9 ◎

1173 三越 三越 明治 44．3 - 昭和 8．4 ◎

1174 三越 三越 昭和 9．4 - 昭和 17．10

1175 みつこし 三越大阪支店 昭和 11．1 - 昭和 18．12 ◎

1176 三越カタログ 三越呉服店 大正 13．3 - 昭和 9．3 ◎

1177 三越グラフ 三越宣伝部 昭和 25．6 - 昭和 30．3 ◎

1178 みつこしタイムス 三越呉服店 明治 41．4/4-29

1179 みつこしタイムス 三越呉服店 明治 41．6/1 - 大正 3．4

1180 ミーナ 主婦の友社 平成 13．3/20＋ ◎

1181 ミマン 文化出版局 平成 8．3 - 平成 15．5

1182 都の華 都新聞社 明治 30．6 - 明治 36．11 ◎

1183 ミル 双葉社 昭和 60．5 - 平成 10．6

1184 ミンクス 主婦の友社 昭和 60．10 - 昭和 61．10 ◎

1185 むすめの友 大阪平民館本部 明治 29．7,9 ◎

1186 娘評判 娘評判社（大阪） 明治 35．1 ◎

1187 むらさき 巖松堂書店 昭和 9．2 - 昭和 18．4

1188 ムラサキ 読売新聞日就社　 明治 38．7 - 明治 43．9

1189 明治の家庭 明治の家庭社 明治 38．6 - 大正 5．10 ◎

1190 明治の女子[復刻版] 日本基督教女子青年会 明治 37．5 - 明治 45．7

1191 明治の母 明治母の会　 明治 37．10 - 明治 40．7

1192 メイプル 集英社 平成 10．5 - 平成 18．12

1193 メーキングプラス 文化出版局 平成 14．2 - 平成 15．2

1194 メナージュケリー ゲイン 平成 26．6＋

1195 モア 集英社 昭和 52．7＋ ◎

1196 モガ 東京三世社 昭和 61．5 - 11

1197 モダーン・スタイル 株式会社百日草 昭和 25．7 ◎

1198 モダン日本 新太陽社 昭和 22．9 ◎

1199 モダン・リビング 婦人画報社 昭和 30．3 - 昭和 45．5

1200 モード 横洋裁学院出版局 昭和 31．6 - 昭和 39．6

1201 モード・エ・モード モードェモード社 昭和 36．初夏＋ ◎

1202 モニク 実業之日本社 平成 1．7 - 平成 14．8

1203 モーラ いとう呉服店（名古屋） 明治 43．3 - 大正 7．1 ◎

1204 モンパン オレンジページ 平成 3．6/11-10/8

1205 躍進時代 健康保険協会 昭和 14．7 - 昭和 16．3 ◎

1206 やさしい手 婦人生活社 昭和 63．7 - 平成 15．2

1207 山形婦人国防 大日本国防婦人会山形県本部 昭和 15．4 - 昭和 17．2 ◎

1208 大倭心 女教社 明治 29．9/10 ‐ 10/10 ◎

1209 大和なでしこ 大日本女学会 明治 41．3 - 明治 44．8 ◎

1210 ヤングレディ 講談社 昭和 38．9/23 - 昭和 62．3/10

1211 優生運動 優生運動社 大正 15．11 - 昭和 5．1 ◎



1212 ゆうゆう 主婦の友社 平成 13．11＋ ◎

1213 百合子 黒蘭社 昭和 25．1 ◎

1214 よい子の母 よい子の母社 昭和 36．7

1215 洋裁 緑屋 昭和 28．8 - 昭和 29．8

1216 洋裁研究 婦人春秋社 昭和 22．11 - 昭和 27．10

1217 洋裁研究通信 緑屋洋装研究所 昭和 24．10 - 昭和 26．7

1218 洋裁春秋 洋裁春秋社 昭和 11．6 - 昭和 17．1

1219 洋裁通信 緑屋洋装研究所 昭和 26．8 - 昭和 28．4

1220 洋裁デザインス デザイン社 昭和 25．3,5･6

1221 洋裁と編物 富士洋装株式会社　 昭和 28．11 - 昭和 29．10 ◎

1222 洋裁の友 婦人洋裁研究会 昭和 24．3 - 昭和 25．5 ◎

1223 幼児の教育 日本幼稚園協会 昭和 5．12 - 昭和 25．11 ◎

1224 幼女ゑ雑誌 博文館 大正 12．11 ◎

1225 洋装クラブ 東京社　 昭和 11．12 - 昭和 16．2 ◎

1226 洋装シルエット 発売：婦人画報社 昭和 14．4 - 昭和 15．5 ◎

1227 幼稚園ママ 朝日新聞社 平成 8．3 - 平成 10．8・9

1228 洋物雑誌 東京洋物連合商報社 大正 12．3 ◎

1229 よき子 私立同愛子守学園 明治 36．2‐9 ◎

1230 横浜こども家庭 横浜こども家庭社 昭和 10．10 ◎

1231 よみうり婦人附録［復刻版］ 読売新聞社 大正 3．4/3 - 大正 8．12/28

1232 ライフデザインレポート 第一生命経済研究所 平成 7．4＋

1233 ラ･ヴィ･ドゥ･トランタン アシェット婦人画報社 平成 7．11 - 平成 16．12

1234 ラカム装苑 文化出版局 昭和 46．6 - 昭和 47．12

1235 ラ･セーヌ 学習研究社 昭和 61．7 - 平成 12．8

1236 リー 集英社 昭和 58．7＋ ◎

1237 リアルシンプル 日経ＢＰ社 平成 17．12 - 平成 21．1

1238 理科少女 日本少年理化学会 大正 8．7,9,10 ◎

1239 リシェス ハースト婦人画報社 平成 24．秋＋

1240 リッシュ ブティック社 昭和 56．10

1241 リトル　モード 主婦の友社 昭和 56．2 - 昭和 58．2

1242 リトルランド 主婦の友社 昭和 55．12 - 昭和 58．11

1243 リビングデザイン 美術出版社 昭和 30．1 - 昭和 32．2

1244 リビングナウ 日本放送出版協会 平成 2．4 - 平成 4．3

1245 リビングブック フジテレビジョン 昭和 56．11 - 昭和 61．10

1246 リビングレタス ＳＳコミュニケーションズ 平成 8．12 - 平成 10．10

1247 流行 流行社 明治 33．3 - 明治 34．11 ◎

1248 流行 白木屋呉服店 明治 39．12 - 大正 7．2 ◎

1249 流行 日本織物出版社 昭和 28．12 - 昭和 29．1

1250 流行クラブ 流行クラブ事務所 昭和 14．6 ◎

1251 流行グラフ 流行グラフ社 大正 14．7 ◎

1252 流行通信 INFASパブリケーションズ 昭和 46．1 - 平成19．12

1253 流行之日本 平井呉服店（大阪） 明治 42．6 ◎

1254 糧興 大日本糧興会 昭和 7．3 ◎

1255 良品 松坂屋いとう呉服店 大正 11．11 ◎

1256 良婦之友 春陽堂 大正 11．3 - 大正 12．8 ◎

1257 糧友 糧友協会 昭和 5．8 - 昭和 18．12

1258 良友 コドモ社 大正 14．1 ◎

1259 料理王国 アビーハウス 平成 15．12＋

1260 料理手帖 大阪テレビ放送 昭和 32．7/1 - 昭和 40．7/26

1261 料理の手帖 魚菜学園出版局 昭和 30．10 - 昭和33．8



1262 料理の友 国民栄養協会 大正 3．6 - 昭和 28．6 ◎

1263 緑星 二葉屋出版部（大阪） 大正 15．1 ◎

1264 緑紅 田中千代服装学園 昭和 26．12 - 昭和 27．10 ◎

1265 リンカラン ソニー・マガジンズ 平成 16．5 - 平成 21．1

1266 リングストア 小林コーセー 昭和 46．4

1267 リンネル 宝島社 平成 22．12＋

1268 ル・クール　 学習研究社 平成 1．11 - 平成 7．2

1269 ルーシィ 扶桑社 平成 10．11 - 平成 20．2

1270 ル・シャルマン 興文社 昭和 10．9‐11 ◎

1271 ルージュ テルミー美容学院出版部 昭和 31．9 - 昭和 32．7

1272 ルチェーレ！ ベネッセコーポレーション 平成 19．10 - 平成 21．4

1273 Roomsひとり暮らしの部屋づくり 主婦の友社 平成13．7 - 平成16．9

1274 レイ 主婦の友社 昭和 63．7＋ ◎

1275 令女界 宝文館 大正 11．4 - 昭和25．9 ◎

1276 令女之友 令女之友社（大阪） 昭和 12．9 - 昭和 13．2 ◎

1277 レイナ ＫＫベストセラーズ 平成 19．10 - 平成 20．8

1278 レタスクラブ ＳＳコミュニケーションズ 昭和 62．11/25＋

1279 レディス L･C校友会 昭和 12．8 - 昭和 14．12

1280 レディースジャーナル レディース・ジャーナル社 大正 15．9 ◎

1281 レディス･デイ 徳間書店 昭和 59．7 - 昭和 60．12

1282 レディメード 洋装産業社 昭和 36．3

1283 聯合婦人 東京聯合婦人会 昭和 13．9 - 昭和 15．3 ◎

1284 労働婦人 日本労働総同盟 昭和 3．3 ◎

1285 『労農』附録 婦人版 労農社 昭和 3．6 ◎

1286 ロフィシェルジャポン アムアソシエイツ 平成 17．4･5 - 平成 20．4

1287 ロフィシャル ジャパン ロフィシャルジャパン株式会社 平成 27．11＋

1288 ロマンス 東西南北社 昭和 21．7 - 昭和 29．4 ◎

1289 ロリーポップ 主婦の友社通販本部 平成 2．1

1290 我か家 軍人会館出版部 大正 6．3 - 昭和 15．3 ◎

1291 若い女性 講談社 昭和 30．9 - 昭和 57．11 ◎

1292 若い女性デラックス 講談社 昭和 50．4

1293 若き婦人 野口文光堂 大正 11．3-5 ◎

1294 若草 宝文館 大正 14．10 - 昭和 25．2 ◎

1295 我か子 日本少年保護協会大阪支部 昭和 4．9 - 昭和 10．10

1296 若菜 若菜短歌会 昭和 9．6 - 昭和 17．10

1297 私のきもの 実業之日本社 昭和 21．6 - 昭和 35．10 ◎

1298 わたしの赤ちゃん 主婦の友社 昭和 48．11 - 平成 14．6 ◎

1299 わたしの赤ちゃん別冊 主婦の友社 昭和 52．2 - 昭和 53．12

1300 わたしの健康 主婦の友社 昭和 51．10 - 平成 9．4 ◎

1301 わたしの食卓 毎日新聞社 平成 16．4 - 平成 18．2

1302 私のデザイン 山脇服飾美術学院出版局 昭和 29．7 ◎

1303 私の部屋 婦人生活社 昭和 47．7 - 平成 2．10

1304 わたしは女 JICC出版局 昭和 52．7 - 昭和 53．7

1305 和楽 小学館 平成 13．10＋ ◎

＜予約が必要な雑誌＞
1 いきいき いきいき 平成 16．1 - 平成 28．4

2 食生活 全衛連｢食生活｣出版局 昭和 21．6･7 - 平成 27．11

3 とらばーゆ リクルート 昭和 58．10/28 - 平成 19．9/26


