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Ⅰ 目録（明細）
１ 収録の範囲
この目録は、東京都立多摩図書館で所蔵する雑誌のうち、2014 年 6 月まで
に収集し、整理を終えたものを収録した。
２ 配列
本文の言語別に日本語と外国語に分け、それぞれ本タイトルの読みにより、
数字、アルファベット、かな五十音の字順に配列した。
五十音については、濁音・半濁音は清音に、拗音・促音は直音とみなし、
長音符は無視した。
刊行頻度を表す語で始まるタイトルと、別冊・増刊等の語から始まるタイ
トルは、その語を除いたところから配列した。ただし、一般週刊誌は、「シ
ュウカン…」のところに配列した。
外国語には、本文が朝鮮語、中国語、欧文のタイトルが含まれている。
３ 記載事項および順序
記載方法は、原則として「東京都立図書館逐次刊行物書誌データ入力規則」
によった。
本タイトル、編者、版次、巻次・年月次、出版地、出版者、出版年、シリ
ーズ名等、刊行頻度、改題・休刊等の注記、ＩＳＳＮ、分類番号、所蔵事項、
欠号情報の順に記載した。
（１）タイトル書誌事項
ここに記載するタイトル書誌は、東京都立図書館共通のデータである。
ア 本タイトル
本タイトルは、通常表紙および標題紙の表示に従った。
本タイトルとは、逐次刊行物に固有の主たるタイトルであり、部編名
は含むが、他言語タイトル、別タイトル、シリーズ名は含まない。
イ 編者、版次
最新版の表示どおりに記載した。
ウ 巻次・年月次
同一の本タイトルのもとに記述が行われた逐次刊行物の初号から終
号までの巻次・年月次であり、判明する限り記載した。
エ 出版地、出版者、出版年月
最新版の表示どおりに記載した。
オ シリーズ名等
最新版の表示どおりに記載した。
カ 刊行頻度
安定しているもののみ記載した。
キ 注記

分離、合併、改題等本タイトルの変遷、編者および出版者の変遷は判
明する限り記載した。休刊・終刊は、確認できたものを記載した。
複製版に収録された逐次刊行物の本タイトルや収録巻次等は、内容に
関する注記としてここに記載した。
（２）タイトル所蔵事項
２０１４ 年 ５ 月現在の所蔵事項、欠号情報、保存期間を記載した。
表示された号以降も 引き続き継続して収集され ている場合は、プラス
（＋）の記号を付した。
ア 所蔵事項
所蔵初号の巻次・年月次と最新号の巻次・年月次をハイフン（－）で
結んで記載した。
イ 欠号情報
欠号の巻次・年月次を列記した。
Ⅱ 分類索引
１ 本索引は、都立図書館分類で【Ｇ０７】女性誌に分類されているものを
電算処理により索引化したものである。
２ 本索引は、標題の読みの数字・アルファベット・かな五十音の字順に配
列した。

Ⅰ． 雑誌目録
日本語雑誌
外国語雑誌

２０セイキ
２

出版者:平凡出版→マガジンハウス
分類番号: G07
多）新聞雑誌
【所蔵】1巻 1号 通巻1号 (1970年3月20日)-45巻 24号 通
巻1910号 (2014年6月25日)＋
【欠号】1巻 18号 通巻18号 (1970年),8巻 7号 (1977年3月
),8巻 13号 通巻173号 (1977年6月20日),8巻 15号 通巻
175号 (1977年7月20日),9巻 2号 通巻187号 (1978年1月
20日),9巻 6号 通巻191号 (1978年3月20日)

1252001214
20世紀女性研究の夜明け 原誌『婦人週報』
複製版
東京 大空社 1994.1-1995.5
原誌の出版者：婦人週報社
内容：「婦人週報」1号 (1915年11月5日) -8号 (1915年12月
24日) ,2巻1号 (1916年1月1日) -5巻27号 (1919年7月11日)
,別巻 (解説・総目次・著者名索引) , 【欠号】5巻22号
分類番号:367.1 G07
1252000959
多）マガジンバンク
And Girl
【所蔵】複製版1巻 (1号～8号(1915年11月5日～12月24日）
アンドガール
)-別巻 (1995年5月)
1巻1号通巻1号 (2012年11月) 東京
エムオン・エンタテインメント 2012.1025 ans
月刊
→ ヴァンサンカン
分類番号: G07
多）マガジンバンク
1253264086
【所蔵】1巻 1号 通巻1号 (2012年11月)-3巻 7号 通巻21号
25ansウエディング
(2014年7月)＋
ヴァンサンカンウエディング
2000年春夏1252002200
東京 ハースト婦人画報社 [2000] &Premium
隔月刊
アンドプレミアム
「ザ・ウエディング」の改題 出版者:アシェット婦人画報
1巻1号通巻1号 (2014年1月) 社→ハースト婦人画報社
東京 マガジンハウス 2013.11分類番号:385.4 G07
分類番号: G07
多）マガジンバンク
多）マガジンバンク
【所蔵】(2010年11月)-(2014年5月)＋
【所蔵】1巻 1号 通巻1号 (2014年1月)-1巻 8号 通巻8号 (
2014年8月)＋
３
1252304809
30ans
Ane Can
→ トランタン
姉キャン
1巻1号通巻1号 (2007年4月) Ａ
東京 小学館 2007.4月刊
1252002800
分類番号:593 G07
Aene
多）マガジンバンク
アイーネ
【所蔵】1巻 1号 通巻1号 (2007年4月)-8巻 9号 通巻94号
1巻1号（2014年7月）(2014年7月)＋
東京 学研マーケティング 2014.5月刊
1252170356
分類番号: G07
ar
多）マガジンバンク
アール
【所蔵】1巻 1号 (2014年7月)-1巻 1号 (2014年7月)＋
1巻1号 (1995年10月) 東京 主婦と生活社 1995.101253097823
月刊
amarena
分類番号: G07
アマレーナ
多）マガジンバンク
創刊宣言号 (2008年10月) , 1巻1号通巻1号 (2009年4月) -2
【所蔵】1巻 1号 (1995年10月)-20巻 7号 (2014年7月)＋
巻3号通巻11号 (2010年4月)
【欠号】7巻1号～13巻3号 (2001年1月～2007年3月)
東京 扶桑社 2008.10-2010.3 扶桑社 (発売)
月刊
Ｂ
休刊
分類番号: G07
1253509442
多）マガジンバンク
Baila
【所蔵】創刊宣言号 (2008年10月)-2巻 3号 通巻11号 (201
バイラ
0年4月)
1巻1号 (2001年6月) -3巻12号 (2003年12月), 4巻1号通巻32
号 (2004年1月) 1229289000
東京 集英社 2001.5an・an
月刊
アンアン
分類番号: G07
1巻1号通巻1号 (1970年3月20日) 多）マガジンバンク
東京 マガジンハウス 1970.3【所蔵】11巻 10号 通巻125号 (2011年10月)-14巻 7号 通
週刊
巻158号 (2014年7月)＋
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ＢＡＩＬＡ
カワイイ!
1巻1号通巻1号 (1996年4月) -14巻6号通巻167号 (2009年6月
)
東京 主婦の友社 1996.4-2009.6
月刊
休刊
分類番号: G07
多）マガジンバンク
【所蔵】12巻 5号 通巻142号 (2007年5月)-14巻 6号 通巻1
67号 (2009年6月)

Be Able
→ ビ-・エイブル
1252178673
bea's up
ビーズアップ
1巻1号 (1997年3月) 東京 スタンダードマガジン 1997.3月刊
出版者:-13巻6号 (2009年6月) ベルシステム24, 13巻7号 (2
009年7月) -14巻7号 (2010年7月) アドウェイズブックス
分類番号: G07
多）マガジンバンク
【所蔵】11巻 4号 (2007年4月)-18巻 7号 (2014年7月)＋

1252002796
CHANTO
ちゃんと
1巻1号通巻1号（2014年7月）東京 主婦と生活社 2014.6月刊
分類番号:590.5 G07
多）マガジンバンク
【所蔵】1巻 1号 通巻1号 (2014年7月)-1巻 1号 通巻1号 (
2014年7月)＋

1252469593
bizmom
ビズマム
東京 ベネッセコーポレーション
季刊
分類番号: G07
多）マガジンバンク
【所蔵】(2008年春)-(2014年夏・秋)＋

1252002729
Choki Choki Girls
チョキ チョキ ガールズ
1巻1号通巻44号 (2014年5月) 東京 内外出版社 2014.5月刊
分類番号:589.2 G07
多）マガジンバンク
【所蔵】1巻 1号 通巻44号 (2014年5月)-1巻 3号 通巻46号
(2014年7月)＋

1252001431
Blenda
ブレンダ
1巻1号通巻1号 (2003年10月) 東京 角川春樹事務所 2003.10月刊
分類番号: G07
多）マガジンバンク
【所蔵】11巻 5号 通巻116号 (2013年5月)-12巻 7号 通巻1 1252002077
30号 (2014年7月)＋
chouchou ALiis
シュシュアリス
1251349821
1号 (2013年12月) Boao
東京 KADOKAWA 2013.12ボアオ
分類番号:595.6 G07
1巻1号 (2004年10月) -5巻12号通巻51号 (2008年12月)
多）マガジンバンク
東京 マガジンハウス 2004.10-2008.12
【所蔵】1号 (2013年12月)-2号 (2014年5月)＋
月刊
休刊
Classy
分類番号: G07
→ クラッシィ
多）マガジンバンク
【所蔵】4巻 1号 通巻28号 (2007年1月)-5巻 12号 通巻51 Cosmopolitan
号 (2008年12月)
→ コスモポリタン 日本版

1252184833
Crea
Body+
→ クレア
ボディプラス+
1巻1号 [通巻1号] (2005年8月) 1252457171
東京 ミディアム 2005.8Crea Traveller
月刊
クレア・トラベラー
編者:1巻1号 [通巻1号] -3巻2号通巻19号 (2007年2月) ミデ
1巻1号通巻1号 (2006年12月) ィアム 出版者:1巻1号 [通巻1号] -4巻2号通巻31号 (2008
東京 文藝春秋 2006.12年3月) 実業之日本社
季刊
分類番号: G07
刊行頻度:-5巻4号通巻22号 (2010年7月) 隔月刊
多）マガジンバンク
分類番号: G07
【所蔵】2巻 9号 通巻14号 (2006年9月)-10巻 7号 通巻108
多）マガジンバンク
号 (2014年7月)＋
【所蔵】1巻 1号 通巻1号 (2006年12月)-9巻 3号 通巻38号
(2014年夏)＋
Ｃ
Cutie
1252192812
→ キュ-ティ
Cawaii!
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ＤＥＡＲ
Ｄ
1202734028
Dear
ディア
1巻1号通巻1号 (2007年10月) -2巻4号通巻7号 (2008年4月)
東京 エスクァイアマガジンジャパン 2007.10-2008.4
月刊
休刊
分類番号: G07
多）マガジンバンク
【所蔵】1巻 1号 通巻1号 (2007年10月)-2巻 4号 通巻7号
(2008年4月)
【欠号】2巻 4号 通巻7号 (2008年4月)
1253393803
DECOLOG Paper
デコログペーパー
2011年1月東京 ミツバチワークス 2010.11季刊
分類番号: G07
多）マガジンバンク
【所蔵】(2011年1月)-(2014年5月)＋

1253103131
Edge Style
エッジ・スタイル
1巻1号通巻1号 (2010年7月) -5巻3号通巻45号 (2014年3月)
東京 双葉社 2010.6-2014.2
月刊
休刊
分類番号:593 G07
多）マガジンバンク
【所蔵】1巻 1号 通巻1号 (2010年7月)-5巻 3号 通巻45号
(2014年3月)
ef
→

月刊エフ

EF

1253422189
EFiL
エフィル
創刊宣言号 (2008年11月), 1巻1号通巻1号 (2009年11・12月
) -3巻4号通巻11号 (2011年7・8月)
東京 扶桑社 2008.10-2011.6 扶桑社(発売)
隔月刊
休刊
分類番号: G07
多）マガジンバンク
【所蔵】創刊宣言号 (2008年11月)-3巻 4号 通巻11号 (201
1年7・8月)

Demi
→

エクラ
創刊宣言号 (2007年5月1日) , 1巻1号通巻1号 (2007年10月)
-1巻3号通巻3号 (2007年12月) , 2巻1号 (2008年1月) 東京 集英社 2007.5月刊
分類番号: G07
多）マガジンバンク
【所蔵】創刊宣言号 (2007年5月)-8巻 7号 (2014年7月)＋

デミ

Diamondハーバード・ビジネス・レビュー
→ Harvard Business Review ダイヤモンド社／編
1252428269
Domani
ドマーニ
1巻1号 (1997年1月) 東京 小学館 1997.1月刊
分類番号: G07
多）マガジンバンク
【所蔵】11巻 8号 (2007年8月)-18巻 9号 (2014年7月)＋
【欠号】11巻 10号 (2007年10月)

1252168547
Elle
1巻1号 (1989年7月) 東京 ハースト婦人画報社 1989.7月刊
別タイトル:エル・ジャポン 出版者:タイム・アシェット・
ジャパン→アシェット婦人画報社→ハースト婦人画報社
分類番号: G07
多）マガジンバンク
【所蔵】1巻 4号 通巻4号 (1989年10月5日)-26巻 7号 通巻
357号 (2014年7月)＋
【欠号】1巻5号通巻5号～19巻3号通巻269号 (1989年10月20
日～2007年3月)

1225920000
Doプラン
-7号 (1984年冬)
東京 神無書房 -1984.1
季刊
休刊
分類番号: G07
多）新聞雑誌
【所蔵】5号 (1983年夏)-7号 (1984年冬)

1253399135
Elle Girl
エル・ガール
東京 ハースト婦人画報社
隔月刊
出版者:アシェット婦人画報社→ハースト婦人画報社
分類番号: G07
多）マガジンバンク
【所蔵】(2008年2月)-(2014年7月)＋
【欠号】(2009年2月～2010年12月),(2011年2月)

1252001558
Dress The Magazine for Independent Women
ドレス
1巻1号 (2013年5月) 東京 gift 2013.4- 幻冬舎(発売）
月刊
分類番号:589.2 G07
多）マガジンバンク
【所蔵】1巻 1号 (2013年5月)-2巻 3号 (2014年7月)＋
Ｅ

Elle Japon
→ エル ジャポン

1252461416
éclat

Elleteen
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ＥＬＬＥＴ
→

エルティーン

→

エッセ

【欠号】1巻 2号 通巻2号 (1989年2月),2巻 3号 通巻15号
(1990年3月)

Esse
フジテレビジョン／編

1252002011
Fudge
ファッジ
東京 三栄書房
月刊
分類番号:589.2 G07
多）マガジンバンク
【所蔵】124号 (2013年10月)-133号 (2014年7月)＋

Ｆ
1252000889
ｆAUG.
フォーグ
1号 (2012年秋) 東京 講談社 2012.8分類番号: G07
多）マガジンバンク
【所蔵】1号 (2012年秋)-2号 (2012年冬)＋

Ｇ
Gal s Life
→ ギャルズライフ

Figaro Japon
→ フィガロジャポン

Gina
→

1252604177
Figaro Japon Voyage
フィガロ ジャポン ヴォヤージュ
1号 (2005年) 東京 阪急コミュニケーションズ 2005季刊
別タイトル:Madame Figaro Japon Voyage
分類番号: G07
多）マガジンバンク
【所蔵】(2005年)-30号 (2013年)＋
【欠号】22号 (2010年)

Jelly

1252002563
Gina
ジーナ
1巻1号通巻1号 (2014年4月) 東京 ぶんか社 2014.3月刊
「Gina」20号 (2014年3月) までの改号
分類番号: G07
多）マガジンバンク
【所蔵】1巻 1号 通巻1号 (2014年4月)-1巻 4号 通巻4号 (
2014年7月)＋

1252001578
Figue
1253552122
フィグ
Gina
1巻1号通巻1号 (2013年4月) -2巻3号 通巻8号 (2014年4月)
ジーナ
東京 双葉社 2013.31号 (2011年11月) -20号 (2014年3月)
隔月刊
東京 ぶんか社 2011.10-2014.2
休刊
月刊
分類番号:589.2 G07
刊行頻度:－8号 (2013年2月) 季刊 改号して継続刊行
多）マガジンバンク
分類番号: G07
【所蔵】1巻 1号 通巻1号 (2013年4月)-2巻 3号 通巻8号 (
多）マガジンバンク
2014年4月)＋
【所蔵】1号 (2011年11月)-20号 (2014年3月)
1252436373
1253074921
Frau
Ginger
フラウ
ジンジャー
1巻1号通巻1号 (1991年10月8日) 1巻1号通巻1号 (2009年5月) 東京 講談社 1991.10東京 幻冬舎 2009.5月刊
月刊
刊行頻度:変更あり
分類番号: G07
分類番号: G07
多）マガジンバンク
多）マガジンバンク
【所蔵】1巻 1号 通巻1号 (2009年5月)-6巻 7号 通巻63号
【所蔵】17巻 3号 通巻378号 (2007年5月)-24巻 9号 通巻4
(2014年7月)＋
67号 (2014年7月)＋
1253404512
1253400695
Girl's Celeb
Freeker
ガールズセレブ
フリーカー
－39号 (2014年4月)
1巻1号通巻1号 (1989年1月) -5巻2号通巻50号 (1993年2月)
東京 マイウェイ出版 -2014.4
東京 テンポラリーセンター出版局 1989.1-1993.2
隔月刊
月刊
刊行頻度:-28号 (2012年6月) 月刊 休刊
休刊
分類番号: G07
分類番号: G07
多）マガジンバンク
多）マガジンバンク
【所蔵】9号 (2010年11月)-39号 (2014年4月)
【所蔵】1巻 2号 通巻2号 (1989年2月)-3巻 4号 通巻28号
(1991年4月)
1253264079
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ＧＩＳＥＬ
Gisele
【所蔵】1巻 2号 (2007年5月)-2巻 12号 (2008年12月)
ジゼル
1巻1号通巻1号 (2005年12月) 1252192820
東京 主婦の友社 2005.12Grazia
月刊
グラツィア
分類番号:593 G07
1巻1号通巻1号 (1996年4月) -18巻8号通巻209号 (2013年8月
多）マガジンバンク
)
【所蔵】7巻 2号 通巻63号 (2011年2月)-10巻 7号 通巻106
東京 講談社 1996.4-2013.8
号 (2014年7月)＋
月刊
休刊
1252167812
分類番号: G07
Glamorous
多）マガジンバンク
グラマラス
【所蔵】12巻 4号 通巻133号 (2007年4月)-18巻 8号 通巻2
1巻1号 (2005年4月) -9巻8号 (2013年8月)
09号 (2013年8月)
東京 講談社 2005.4-2013.8
月刊
Ｈ
休刊
分類番号: G07
1239445000
多）マガジンバンク
H2O
【所蔵】3巻 5号 (2007年5月)-9巻 8号 (2013年8月)
エイチツーオー
1巻1号通巻1号 (1991.10) - 8巻4号通巻88号 (1999.1)
1253263800
日本放送出版協会 1991.10
Glitter
月刊
グリッター
休刊
1巻1号通巻1号 (2004年10月) 分類番号: G07
東京 トランスメディア 2004.10多）新聞雑誌
月刊
【所蔵】1巻 1号 通巻1号 (1991年10月)-8巻 4号 通巻88号
分類番号:593 G07
(1999年1月)
多）マガジンバンク
【欠号】1巻 2～9号 通巻2～9号 (1991年11月～1992年6月)
【所蔵】6巻 5号 通巻79号 (2010年1月)-11巻 8号 通巻158
,1巻 11号 通巻11号 (1992年8月),1巻 12号 通巻12号 (
号 (2014年7月)＋
1992年9月),2巻 1号 通巻13号 (1992年10月)
1253249826
1245001562
Glow
Hanako
グロー
1巻1号通巻1号 (1988年6月2日) 1巻1号通巻1号 (2010年12月) 東京 マガジンハウス 1988.6東京 宝島社 2010.11半月刊
月刊
刊行頻度:-19巻1号 (2005年12月28日・2006年1月4日) 週刊
分類番号: G07
分類番号: G07
多）マガジンバンク
多）新聞雑誌
【所蔵】1巻 1号 通巻1号 (2010年12月)-5巻 7号 通巻44号
【所蔵】1巻 1号 通巻1号 (1988年6月2日)-27巻 12号 通巻
(2014年7月)＋
1066号 (2014年6月26日)＋
【欠号】1巻 25号 通巻25号 (1988年11月24日),1巻 27号
1252001995
通巻27号 (1988年12月8日),1巻 28号 通巻28号 (1988年
Gold
12月15日),2巻 1号 通巻30号 (1989年1月5日),(1994年4
ゴールド
月25日増刊)
1巻1号通巻1号 (2013年11月) 東京 世界文化社 2013.101250248124
分類番号: G07
Harper's Bazaar エイチビー・ジャパン／編
多）マガジンバンク
ハーパース・バザー
【所蔵】1巻 1号 通巻1号 (2013年11月)-2巻 7号 通巻9号
日本版
(2014年7月)＋
1巻1号通巻1号 (2000年10月) -11巻12号通巻123号 (2010年1
2月)
good housekeeping
東京 エイチビー・ジャパン 2000.10-2010.12
→ グッドハウスキ-ピング 日本版 日経ホ-ム出版社／[編
月刊
]
発売者:1巻1号通巻1号-3巻9号通巻24号 (2002年9月) 朝日新
聞社 休刊
1252367923
分類番号:593 G07
Grace
多）新聞雑誌
グレース
【所蔵】1巻 1号 通巻1号 (2000年10月)-11巻 12号 通巻12
1巻1号 (2007年4月) -2巻12号 (2008年12月)
3号 (2010年12月)
東京 世界文化社 2007.4-2008.12
月刊
1252002003
休刊
Harper's Bazaar
分類番号: G07
ハーパーズバザー
多）マガジンバンク
1号 (2013年9月) -
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ＨＡＲＰＥ
東京 ハースト婦人画報社 2013.9季刊
分類番号:589.2 G07
多）マガジンバンク
【所蔵】1号 (2013年9月)-4号 (2014年7月)＋

多）新聞雑誌
【所蔵】1巻 1号 通巻4号 (2003年11月)-12巻 4号 通巻68
号 (2014年7月1日)＋
【欠号】2巻 1～3号 通巻5～7号 (2004年1～5月)
Ｌ

1252664814
Hers
ハーズ
1巻1号 (2008年4月) 東京 光文社 2008.4月刊
分類番号: G07
多）新聞雑誌
【所蔵】1巻 1号 (2008年4月)-7巻 7号 (2014年7月)＋

1252001579
La Farfa
ラ・ファーファ
1号 (2013年4月) -5号 (2014年2月)
東京 ぶんか社 2013.4-2014.2
隔月刊
改号して継続刊行
分類番号:589.2 G07
多）マガジンバンク
【所蔵】1号 (2013年4月)-5号 (2014年2月)

Ｉ

1252914181
1252002604
In Red
La Farfa
インレッド
ラ・ファーファ
1巻1号通巻1号 (2003年3月) 1巻1号通巻1号 (2014年5月) 東京 宝島社 2003.3東京 ぶんか社 2014.3月刊
隔月刊
分類番号: G07
「La Farfa」5号 (2014年2月) までの改号
多）マガジンバンク
分類番号:589.2 G07
【所蔵】7巻 11号 通巻81号 (2009年11月)-12巻 7号 通巻1
多）マガジンバンク
37号 (2014年7月)＋
【所蔵】1巻 1号 通巻1号 (2014年5月)-1巻 2号 通巻2号 (
2014年7月)＋
Isis la terre
→ 季刊アイシスラテール アイシスガイアネット／編
1252002050
Larme
Ｊ
ラルム
1号 (2012年10月) -5号 (2013年8月) , 2巻4号通巻6号 (201
1202733960
3年11月) Jelly
東京 徳間書店 2012.10ジェリー
隔月刊
1巻1号通巻1号 (2006年6月) 分類番号:589.2 G07
東京 ぶんか社 2006.6多）マガジンバンク
月刊
【所蔵】1号 (2012年10月)-3巻 4号 通巻10号 (2014年7月)
分類番号: G07
＋
多）マガジンバンク
【所蔵】7巻 6号 通巻73号 (2012年6月)-9巻 8号 通巻99号 La vie de 30ans
(2014年8月)＋
→ ラ・ヴィ・ドゥ・トランタン
Jelly増刊
→ Gina

1253404312
Le Coeur
ル・クール
Test issue (1989年7月) , 1巻1号 (1989年11月) -7巻2号 (
1995年2月)
東京 学習研究社 1989.7-1995.2
月刊
休刊
分類番号: G07
多）マガジンバンク
【所蔵】test issue (1989年7月)-7巻 2号 (1995年2月)
【欠号】3巻 4号 (1991年4月)

JJ
→

ジェイ・ジェイ

Ｋ
Kanazawa Style
→ 金澤
KIE
→

家庭画報

International Edition
LEE

1251002034
ku:nel
クウネル
1巻1号 (2003年11月) 東京 マガジンハウス 2003.11隔月刊
分類番号: G07

→

リー

1253387146
Lips
リップス
1巻1号 (2011年5月) -4巻5号 (2014年5月)
東京 マガジンハウス 2011.5-2014.3
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ＬＩＰＳ
月刊
刊行頻度:変更あり 休刊
分類番号:593 G07
多）マガジンバンク
【所蔵】1巻 1号 (2011年5月)-4巻 5号 (2014年5月)

多）マガジンバンク
【所蔵】8巻 9号 通巻83号 (2011年9月)-11巻 7号 通巻117
号 (2014年7月)＋
marie claire
→ マリ・クレール Japon

Liz
→

リズ

キルタイムコミュニケ-ション／編

Marie Claire Bis
→ マリ・クレールビス

1252192676
L'officiel Japon
ロフィシェルジャポン
1巻1号通巻1号 (2005年4・5月) -4巻2号通巻23号 (2008年4
月)
東京 アムアソシエイツ 2005.4 -2008.4
隔月刊
終刊
分類番号:593 G07
多）マガジンバンク
【所蔵】1巻 1号 通巻1号 (2005年4・5月)-4巻 2号 通巻23
号 (2008年4月)
【欠号】1巻 2号 通巻2号 (2005年6・7月),1巻 3号 通巻3
号 (2005年8・9月),2巻 7号 通巻11号 (2006年10月),2
巻 8号 通巻12号 (2006年11月),3巻 1号 通巻14号 (200
7年1月),3巻 3号 通巻16号 (2007年4月)

marie claire japon
→ マリ・クレール・ジャポン
1253258875
marisol
マリソル
1巻1号 (2007年4月) 東京 集英社 2007月刊
分類番号:593 G07
多）マガジンバンク
【所蔵】1巻 1号 (2007年4月)-8巻 4号 (2014年7月)＋
【欠号】1巻 9号 (2007年12月),3巻 10号 (2010年1月)
1251438225
Mart
マート
1巻1号 (2004年12月) 東京 光文社 2004.12月刊
分類番号: G07
多）マガジンバンク
【所蔵】1巻 1号 (2004年12月)-11巻 7号 (2014年7月)＋

1252491265
Lucere!
ルチェーレ!
1号 (2006年春) , 1巻1号通巻1号 (2007年10月) -2巻7号通
巻19号 (2009年4月)
多摩 ベネッセコーポレーション 2006.4-2009.4
月刊
刊行頻度:変更あり 休刊
分類番号: G07
1252001250
多）マガジンバンク
mer
【所蔵】1巻 1号 通巻1号 (2007年10月)-2巻 7号 通巻19号
メル
(2009年4月)
1巻1号 (2013年4月) 東京 学研パブリッシング 2013.2- 学研マーケティング
Ｍ
月刊
「古着Mixガールズ」の改題
Maia
分類番号:589.2 G07
→ マイア メディアマジック／編
多）マガジンバンク
【所蔵】1巻 1号 (2013年4月)-2巻 5号 (2014年8月)＋
1252001323
Majesty Japan
1252167369
マジェスティ ジャパン
Mina
1巻1号通巻1号 (2013年4月) -1巻 9号 通巻9号 (2014年1月)
ミーナ
東京 大誠社 2013.3-2013.12
1巻1号通巻1号 (2001年3月20日) 月刊
東京 主婦の友社 2001.3終刊
月刊
分類番号:589.2 G07
刊行頻度:-9巻2・3号通巻177号 (2009年1月20日・2月5日)
多）マガジンバンク
半月刊
【所蔵】1巻 1号 通巻1号 (2013年4月)-1巻 9号 通巻9号 (
分類番号: G07
2014年1月)
多）マガジンバンク
【所蔵】7巻 6号 通巻137号 (2007年4月5日)-14巻 8号 通
Maple
巻242号 (2014年8月)＋
→ メイプル
1252168549
1202733880
Miss
Maquia
ミス
マキア
12巻1号通巻129号 (2000年1月) -25巻4号通巻286号 (2013年
1巻1号 (2004年11月) 4月)
東京 集英社 2004.11東京 世界文化社 2000.1-2013.2
月刊
月刊
分類番号: G07
「Miss家庭画報」の改題 「Miss plus」と改題
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ＭＩＳＳ
分類番号: G07
1252192810
多）マガジンバンク
Nicola
【所蔵】19巻 4号 通巻214号 (2007年4月)-25巻 4号 通巻2
ニコラ
86号 (2013年4月)
1巻1号 (1997年夏) 東京 新潮社 19971225949000
月刊
Miss hero
刊行頻度:変更あり
1巻1号(1980年6月)
分類番号: G07
東京 講談社 1980.6
多）マガジンバンク
月刊
【所蔵】11巻 6号 (2007年6月)-18巻 7号 (2014年7月)＋
別誌名:ミス・ヒ-ロ分類番号: G07
1252192691
多）新聞雑誌
Nikita
【所蔵】1巻 1号 (1980年6月)-6巻 11号 通巻66号 (1985年
ニキータ
10月)
1巻1号通巻1号 (2004年11月) -5巻3号通巻41号 (2008年3月)
【欠号】1巻 2～7号 通巻2～7号 (1980年7～12月),2巻 1～
東京 主婦と生活社 2004.11-2008.3
10号 通巻8～17号 (1981年1～10月),3巻 9号 通巻28号
月刊
(1982年9月),3巻 11号 通巻30号 (1982年11月),5巻 4号
分類番号: G07
通巻47号 (1984年4月),6巻 2号 通巻57号 (1985年2月)
多）マガジンバンク
【所蔵】4巻 2号 通巻28号 (2007年2月)-5巻 3号 通巻41号
1252001398
(2008年3月)
Miss plus
ミスプラス
1252772628
25巻5号通巻287号 (2013年5月) -26巻2号通巻296号 (2014年
Nina's
2月)
ニナーズ
東京 世界文化社 2013.3-2013.12
1号 (2006年冬) -9号 ,10号通巻11号 (2008年春) 月刊
東京 祥伝社 2006.1「Miss」の改題 休刊
隔月刊
分類番号:589.2 G07
分類番号:599 G07
多）マガジンバンク
多）マガジンバンク
【所蔵】25巻 5号 通巻287号 (2013年5月)-26巻 2号 通巻2
【所蔵】10号 通巻1号 (2008年春)-47号 通巻38号 (2014年
96号 (2014年2月)
7月)＋
More
→

non no
→

モア

1252002795
My Age
マイ エイジ
1号 (2014年春) 東京 集英社 2014.3季刊
分類番号: G07
多）マガジンバンク
【所蔵】1号 (2014年3月)-1号 (2014年3月)＋

ノンノ

1253263886
Numéro Tokyo
[0号 (2006年11月)] , [1巻1号]通巻1号 (2007年4月) 東京 扶桑社 [2006] - 扶桑社 (発売)
月刊
分類番号:593 G07
多）マガジンバンク
【所蔵】[1巻 1号 ]通巻1号 (2007年4月)-8巻 6号 78号通
巻82号 (2014年7・8月)＋
【欠号】1巻 8号 通巻8号 (2007年),2巻 1号 10号 (2008年
1月),2巻 2号 11号 (2008年2月),2巻 5号 通巻16号 (20
08年),2巻 11号 19号通巻22号 (2008年10月),2巻 12号
通巻23号 (2008年),4巻 1号 33号通巻37号 (2010年1・2
月)

1253401041
My Birthday
マイバースデイ
1巻1号通巻1号 (1979年) -28巻12号通巻411号 (2006年12月)
東京 実業之日本社 1979-2006.12
月刊
1252192317
休刊
Nylon Japan
分類番号: G07
東京 カエルム [2004]- トランスメディア (発売)
多）マガジンバンク
月刊
【所蔵】16巻 5号 通巻260号 (1994年5月)-27巻 8号 通巻3
分類番号:589.2 G07
95号 (2005年8月)
多）マガジンバンク
【所蔵】2巻 9号 20号通巻22号 (2006年1月)-11巻 6号 121
Ｎ
号通巻171号 (2014年6月)＋
【欠号】2巻 10号 通巻23号 (2006年1月増刊),2巻 12号 通
Navi増刊助六
巻25号 (2006年2月増刊),2巻 14号 通巻27号 (2006年3
→ 助六
月増刊),2巻 16号 通巻29号 (2006年4月増刊),2巻 18号
通巻31号 (2006年5月増刊),3巻 1号 25号通巻32号 (20
NHK 婦人百科
06年6月),3巻 2号 通巻33号 (2006年6月増刊),3巻 4号
→ 婦人百科
通巻35号 (2006年7月増刊),3巻 5号 27号通巻36号 (200
6年8月),3巻 6号 通巻37号 (2006年8月増刊),3巻 8号
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ＮＹＬＯＮ
通巻39号 (2006年9月増刊),3巻 7号 28号通巻38号 (200
6年9月),3巻 10号 通巻41号 (2006年10月増刊),3巻 12
号 通巻43号 (2006年11月増刊),3巻 14号 通巻45号 (20
06年12月増刊),3巻 16号 通巻47号 (2007年1月増刊),3
巻 18号 通巻49号 (2007年2月増刊),3巻 20号 通巻51号
(2007年3月増刊)

月刊
休刊
分類番号: G07
多）マガジンバンク
【所蔵】1巻 1号 通巻1号 (1988年5月)-5巻 12号 通巻56号
(1992年12月)

Ｏ
1252192711
Oggi
オッジ
1号 (1992年10月) -2号 (1992年11月) ,1巻3号 (1992年12月
) 東京 小学館 1992.10月刊
分類番号: G07
多）マガジンバンク
【所蔵】16巻 4号 (2007年4月)-23巻 10号 (2014年7月)＋
Olive
→

オリ-ブ

1252167937
PHPカラット
PHP Carat
-2008年10月
東京 PHP研究所 -2008.10
月刊
休刊
分類番号: G07
多）マガジンバンク
【所蔵】(2007年4月)-(2008年10月)
1253365363
Pink
1巻1号通巻1号 (1996年6月) -4巻3号通巻33号 (1999年3月)
東京 マガジンハウス 1996.6-1999.3
月刊
休刊
分類番号: G07
多）マガジンバンク
【所蔵】1巻 1号 通巻1号 (1996年6月)-4巻 3号 通巻33号
(1999年3月)
【欠号】2巻 7号 通巻14号 (1997年8月)

1253246679
Optim
オプティム
Vol.1 (1996年12月) , 創刊準備号 (1997年2月) , 1号 (199
7年4月) -2巻10号通巻19号(1998年10月)
東京 日本交通公社出版事業局 1996.12-1998.10
月刊
Vol.1, 創刊準備号:「るるぶ」の臨時増刊 休刊
1252184977
分類番号: G07
Pinky
多）マガジンバンク
1巻1号通巻1号 (2004年10月) - 7巻2号通巻65号 (2010年2月
【所蔵】Vol.1 (1996年12月)-2巻 10号 通巻19号 (1998年1
)
0月)
東京 集英社 2004.10-2009.12
月刊
1252002650
休刊
Otona Muse
分類番号: G07
オトナ ミューズ
多）マガジンバンク
1巻1号通巻1号（2014年4月）【所蔵】4巻 6号 通巻33号 (2007年6月)-7巻 2号 通巻65号
東京 宝島社 2014.4(2010年2月)
月刊
分類番号:589.2 G07
1252167819
多）マガジンバンク
Precious
【所蔵】1巻 1号 通巻1号 (2014年5月)-1巻 3号 通巻3号 (
プレシャス
2014年7月)＋
1巻1号 (2004年4月) 東京 小学館 2004.41253097105
月刊
Oz Plus
分類番号: G07
オズプラス
多）マガジンバンク
1号 (2008年7月) 【所蔵】4巻 2号 (2007年2月)-11巻 10号 (2014年7月)＋
東京 スターツ出版 2008.7隔月刊
1250451914
分類番号: G07
Priv.
多）マガジンバンク
プライヴ
【所蔵】1号 (2008年7月)-37号 (2014年7月)＋
1号 (2000年3月春) 【欠号】10号 (2010年1月)
東京 日経BP社 2000.3季刊
Ｐ
刊行頻度: 1‐4号 (2001年秋) 半年刊
分類番号: G07
1253378654
多）新聞雑誌
Peach
【所蔵】1号 (2000年3月春)-42号 (2011年夏)
ピーチ
1巻1号通巻1号 (1988年5月) -5巻12号通巻56号 (1992年12月
1252168545
)
PS
東京 角川書店 1988.5-1992.12
1巻1号通巻1号 (2002年5月) -116号 (2011年12月)
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ＰＳ
東京 小学館 2002.5-2011.11
月刊
別タイトル:Pretty Style 終刊
分類番号: G07
多）マガジンバンク
【所蔵】6巻 5号 通巻61号 (2007年5月)-通巻116号 (2011
年12月)

Richer
リシェ
1巻1号通巻1号(2008年10月)東京 京阪神エルマガジン社 2008.10月刊
分類番号: G07
多）マガジンバンク
【所蔵】1巻 1号 通巻1号 (2008年10月)-7巻 7号 通巻70号
(2014年7月)＋

1253372807
Pumpkin
パンプキン
1252000636
1巻1号通巻1号 (1988年5月25日) -4巻4号通巻67号 (1991年2
Richesse
月25日)
リシェス
東京 潮出版社 1988.5-1991.2
1号 (2012年秋) 月2回刊
東京 ハースト婦人画報社 2012.6休刊
季刊
分類番号: G07
分類番号: G07
多）マガジンバンク
多）マガジンバンク
【所蔵】1巻 1号 通巻1号 (1988年5月25日)-3巻 7号 通巻4
【所蔵】1号 (2012年秋)-7号 (2014年春)＋
6号 (1990年4月10日)
1252001826
Ｑ
Rola
1巻1号通巻1号 (2013年9月) 1253306044
東京 新潮社 2013.9Qus qus
隔月刊
クスクス
分類番号: G07
1巻1号通巻1号 (1992年11月) -2巻6号通巻8号 (1993年6月)
多）マガジンバンク
東京 JTB日本交通公社出版事業局 1992.11-1993.6
【所蔵】1巻 1号 通巻1号 (2013年9月)-2巻 4号 通巻6号 (
月刊
2014年7月)＋
休刊
分類番号: G07
1252835982
多）マガジンバンク
Rosalba
【所蔵】1巻 1号 通巻1号 (1992年11月)-2巻 6号 通巻8号
ロザルバ
(1993年6月)
1号 (2005年冬) -20号 (2011年冬)
東京 美研インターナショナル 2005.12-2011.1 星雲社 (
Ｒ
発売)
季刊
1252185177
休刊
Ray
分類番号:590 G07
レイ
多）マガジンバンク
1巻1号通巻1号 (1988年7月) 【所蔵】15号 (2009年夏)-20号 (2011年冬)
東京 主婦の友社 1988.7月刊
Ｓ
分類番号:593 G07
多）マガジンバンク
1251690766
【所蔵】1巻 1号 通巻1号 (1988年7月)-27巻 9号 通巻326 Saita
号 (2014年7月)＋
咲いた
【欠号】8巻 9号 通巻87号 (1995年),8巻 14号 通巻92号 (
1巻1号 (1995年11月) -1巻2号 (1995年12月) , 2巻1号通巻3
1995年),13巻 4号 通巻144号 (2000年),13巻 7号 通巻1
号 (1996年1月) 47号 (2000年),13巻 10号 通巻150号 (2000年),13巻 15
東京 セブン&アイ出版 1995.11号 通巻155号 (2000年),14巻1号通巻157号～20巻4号通
月刊
巻233号 (2001年1月～2007年4月)
出版者:-11巻22号 (2005年11月24日・12月8日) 芝パーク出
版 刊行頻度:4巻11号通巻37号 (1998年10月) -11巻22号(20
1202734027
05年11月24日・12月8日) 半月刊
Reina
分類番号: G07
レイナ
多）マガジンバンク
1巻1号通巻1号 (2007年10月) -2巻8号通巻11号 (2008年8月)
【所蔵】1巻 1号 (1995年11月)-20巻 7号 通巻310号 (2014
東京 KKベストセラーズ 2007.10-2008.8
年7月)＋
月刊
【欠号】4巻 11号 通巻37号 (1998年10月22日),6巻 22号
休刊
通巻87号 (2000年11月23日),7巻1号通巻90号 ～ 13巻3
分類番号: G07
号通巻222号 (2001年～2007年3月)
多）マガジンバンク
【所蔵】1巻 1号 通巻1号 (2007年10月)-2巻 8号 通巻11号 1252000078
(2008年8月)
Sakura
サクラ
1252770805
1巻1号 (2011年春) -
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ＳＡＫＵＲ
東京 小学館 2011.2季刊
分類番号:589.2 G07
多）マガジンバンク
【所蔵】1巻 1号 (2011年春)-4巻 2号 (2014年夏)＋

多）マガジンバンク
【所蔵】1巻 1号 (1988年8月)-5巻 6号 (1992年5月)
【欠号】2巻 8号 (1989年),2巻 10号 (1989年),2巻 13号 (
1989年),2巻 15号 (1989年),3巻 5号 (1990年),3巻 7号
(1990年),3巻 12号 (1990年),3巻 14号 (1990年),4巻
2号 (1991年),4巻 5号 (1991年),4巻 11号 (1991年),4
巻 15号 (1991年),5巻 4号 (1992年)

1252167347
Savvy
サヴィ
1253309916
1巻1号通巻78号 (1984年12月) SIGN
大阪 京阪神エルマガジン社 1984.12サイン
月刊
1巻1号通巻1号 (1988年5月) -11巻9号通巻125号 (1998年9月
分類番号: G07
)
多）マガジンバンク
東京 学習研究社 1988.5-1998.9
【所蔵】23巻 4号 通巻352号 (2007年4月)-30巻 7号 通巻4
月刊
44号 (2014年7月)＋
休刊
分類番号: G07
Say
多）マガジンバンク
→ セイ
【所蔵】1巻 1号 通巻1号 (1988年5月)-11巻 3号 通巻119
号 (1998年3月)
1252430590
【欠号】7巻 8号 通巻76号 (1994年8月),9巻 3号 通巻95号
S Cawaii!
(1996年3月),11巻 1号 通巻117号 (1998年1月),11巻 2
エスカワイイ!
号 通巻118号 (1998年2月)
1巻1号通巻1号 (2000年10月) 東京 主婦の友社 2000.10- 角川書店
Sophia
月刊
→ ソフィア
分類番号: G07
多）マガジンバンク
1251495828
【所蔵】9巻 2号 通巻89号 (2008年2月)-15巻 7号 通巻166 Spur
号 (2014年7月)＋
シュプール
1巻1号 [通巻1号] (1989年11月) 1253264084
東京 集英社 1989.11Seda
月刊
セダ
分類番号:593 G07
1巻1号通巻1号 (1991年11月) 多）新聞雑誌
東京 日之出出版 1991.11【所蔵】1巻 1号 通巻1号 (1989年11月)-26巻 7号 通巻297
月刊
号 (2014年7月)＋
分類番号:593 G07
【欠号】1巻 2号 通巻2号 (1989年12月),2巻 9号 通巻11号
多）マガジンバンク
(1990年9月),4巻 5号 通巻31号 (1992年5月),5巻 4号
【所蔵】1巻 1号 通巻1号 (1991年11月)-24巻 7号 通巻273
通巻42号 (1993年4月),7巻 10号 通巻72号 (1995年10月
号 (2014年7月)＋
),8巻 5号 通巻79号 (1996年5月),9巻 1号 通巻87号 (1
【欠号】3巻 3号 通巻17号 (1993年3月),9巻 12号 通巻98
997年1月),9巻 7～12号 通巻93～98号 (1997年),10巻 2
号 (1999年12月),11巻～20巻 (2001年～2010年)
号 通巻100号 (1998年2月),10巻 6号 通巻104号 (1998
年6月),10巻 9号 通巻107号 (1998年9月),10巻 12号 通
1251495733
巻110号 (1998年12月),11巻 10号 通巻120号 (1999年10
Seventeen
月),11巻 12号 通巻122号 (1999年12月),13巻 7号 通巻
セブンティーン
141号 (2001年7月),13巻 9号 通巻143号 (2001年9月),1
21巻1号通巻1000号 (1988年1月3日) 4巻1号通巻147号 ～ 19巻5号通巻211号 (2002年1月～20
東京 集英社 1988.107年5月)
月刊
「週刊セブンティーン」の改題 21巻1号通巻1000号-41巻13
1253264075
号通巻1447号 (2008年8月15日・9月1日) 半月刊
steady.
分類番号: G07
ステディ.
多）児童資料
1巻1号通巻1号 (2006年12月) 【所蔵】38巻 9号 通巻1380号 (2005年5月1・15日)-47巻 7
東京 宝島社 2006.12号 通巻1517号 (2014年7月)＋
月刊
分類番号:593 G07
1253318139
多）マガジンバンク
She's
【所蔵】6巻 1号 通巻50号 (2011年1月)-9巻 7号 通巻92号
シーズ
(2014年7月)＋
[1]号 (1987年12月)-2号 (1988年4月) ,1巻1号 (1988年8月)
-5巻6号 (1992年5月)
1252192818
東京 主婦と生活社 1987.12-1992.5
Story
月刊
ストーリィ
休刊
1巻1号 (2002年12月) 分類番号: G07
東京 光文社 2002.12-
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ＳＴＯＲＹ
月刊
分類番号: G07
多）マガジンバンク
【所蔵】4巻 7号 (2005年7月)-13巻 7号 (2014年7月)＋
【欠号】5巻 7号 (2006年7月),5巻 10号 (2006年10月),6巻
1号 (2007年1月)
1250001288
Street
東京 ストリート編集室
月刊
分類番号:589.2 G07
多）マガジンバンク
【所蔵】261号 (2013年5月)-275号 (2014年7月)＋

刊行頻度:変更あり 休刊
分類番号: G07
多）マガジンバンク
【所蔵】1巻 1号 通巻1号 (2009年11月)-6巻 5号 通巻31号
(2014年5月)
【欠号】3巻 2号 通巻7号 (2011年5月)
Ｖ
1252167875
Very
ヴェリィ
1巻1号 (1995年7月) 東京 光文社 1995.7月刊
分類番号: G07
多）マガジンバンク
【所蔵】10巻 4号 (2004年4月)-20巻 7号 (2014年7月)＋
【欠号】12巻 7号 (2006年7月)

1252419562
Style
スタイル
1巻1号 (2001年11月) -8巻11号 (2008年11月)
東京 講談社 2001.11-2008.11
月刊
休刊
分類番号: G07
多）マガジンバンク
【所蔵】8巻 3号 (2008年3月)-8巻 11号 (2008年11月)

1252178669
Vingtaine
ヴァンテーヌ
1号 (1989年10月) -219号 (2007年12月)
東京 アシェット婦人画報社 1989.10-2007.12
月刊
出版者:変更あり 終刊
分類番号: G07
多）マガジンバンク
【所蔵】1号 (1989年10月)-219号 (2007年12月)
【欠号】9～210号 (1990年6月～2007年3月)

1253065362
Sweet
スウィート
1巻1号通巻1号 (2003年1月) 東京 宝島社 2003.1月刊
分類番号: G07
1253309489
多）マガジンバンク
Vivant
【所蔵】8巻 5号 通巻89号 (2010年5月)-12巻 7号 通巻139
ヴィヴァン
号 (2014年7月)＋
1号 (1987年7月) 東京 大陸書房 1987.7Ｕ
隔月刊
終刊
1241812000
分類番号: G07
UNO!
多）マガジンバンク
1号 (1996年12月) -21号 (1998年8月)
【所蔵】1号 (1987年7月)-4号 (1987年12月)
東京 朝日新聞社 1996.12-1998.8
月刊
Vivi
終刊
→ ヴィヴィ
分類番号: G07
多）新聞雑誌
1202733525
【所蔵】1号 (1996年12月)-21号 (1998.8)
Voce
ヴォーチェ
1252002635
1巻1号通巻1号 (1998年5月) Upsee
東京 講談社 1998.5アップシー
月刊
1巻1号通巻1号（2014年5月）分類番号: G07
東京 大誠社 2014.3多）マガジンバンク
季刊
【所蔵】14巻 9号 通巻169号 (2011年9月)-17巻 7号 通巻2
分類番号: G07
03号 (2014年7月)＋
多）マガジンバンク
【所蔵】1巻 1号 通巻1号 (2014年5月)-1巻 1号 通巻1号 ( 1253528025
2014年5月)＋
Vogue Girl
ヴォーグガール
1253395930
1号 (2011年4月) Used Mix
コンデナスト・ジャパン 2011.4- コンデナスト・ジャパ
1巻1号通巻1号 (2009年11月) -6巻 5号 通巻31号 (2014年5
ン(発売)
月)
半年刊
東京 KKベストセラーズ 2009.11出版者:コンデナスト・パブリケーションズ・ジャパン→コ
月刊
ンデナスト・ジャパン
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ＶＯＧＵＥ
分類番号:593 G07
多）マガジンバンク
【所蔵】2号 (2011年10月)-6号 (2013年10月)＋
1253375482
Vogue Japan
ヴォーグジャパン
141号 (2011年5月) コンデナスト・ジャパン 2011.5- コンデナスト・ジャパ
ン(発売)
月刊
「ヴォ-グニッポン」の改題 出版者:-162号 (2013年2月)
コンデナスト・パブリケーションズ・ジャパン
分類番号:593 G07
多）新聞雑誌
【所蔵】141号 (2011年5月)-179号 (2014年7月)＋
Vogue Nippon
→ ヴォ-グニッポン

ウーフィン・ガール
1巻1号通巻1号 (2009年4月) -2巻3号通巻12号 (2010年3月)
東京 シンコーミュージック・エンタテインメント 2009.4
-2010.3
月刊
休刊
分類番号: G07
多）マガジンバンク
【所蔵】1巻 1号 通巻1号 (2009年4月)-2巻 3号 通巻12号
(2010年3月)
【欠号】2巻 1号 通巻10号 (2010年1月)
Ｙ
You New
→ ユーニュー
Ｚ
1252184835
Zipper
ジッパー
1巻1号通巻1号 (1993年6月) -17巻11号通巻224号 (2009年11
月号), 225号 (2009年12月) 東京 祥伝社 1993.6月刊
分類番号:593 G07
多）マガジンバンク
【所蔵】1巻 1号 通巻1号 (1993年6月)-通巻280号 (2014年
7月)＋
【欠号】通巻77号 (1999年11月),通巻89号 (2000年10月),9
巻1号通巻92号 ～ 15巻3号通巻188号 (2001年1月～2007
年3月)

Ｗ

1252167821
Wasabi
わさび.
1巻1号通巻1号 (2005年6月) -4巻5号通巻33号 (2008年5月)
, 4巻6号通巻34号 (2008年夏)
東京 インデックス・コミュニケーションズ 2005.6-2008.
8
季刊
出版者:変更あり 刊行頻度:変更あり 休刊
分類番号: G07
多）マガジンバンク
【所蔵】1巻 1号 通巻1号 (2005年6月)-4巻 6号 通巻34号
(2008年夏)
ア
【欠号】2巻 7号 通巻11号 (2006年7月),2巻 8号 通巻12号
(2006年8月),2巻 11号 通巻15号 (2006年11月)
1238498000
愛国婦人
1252842557
愛国婦人発行所
Wellage Woman
月刊
ウェルエイジウーマン
分類番号: G07
1巻1号通巻1号 (2007年4月) -2巻2号通巻5号 (2008年6月)
多）マガジンバンク
東京 アンビエンス 2007.4-2008.6
【所蔵】465号 (1921年1月)-586号 (1931年2月)
季刊
【欠号】565～572号 (1929年5～12月),576号 (1930年4月)
出版者:ウェルエイジ→アンビエンス 休刊
分類番号:590 G07
1238499000
多）マガジンバンク
愛国婦人 愛国婦人会／編
【所蔵】1巻 1号 通巻1号 (2007年4月)-2巻 2号 通巻5号 (
愛国婦人会
2008年6月)
月刊
重複:57号(昭11.4)
1251861264
分類番号: G07
Wife
多）マガジンバンク
320号 (2006年7月) 【所蔵】7号 (昭7.7)-127号 (昭16.10)
東京 チームWife 2006.7【欠号】8～23号 (昭7.8～8.11),26～28号 (昭9.2～3),30
隔月刊
号 (昭9.5),41号 (昭10.3),47号 (昭10.7),50号 (昭10.
「わいふ」の改題 出版者:320号-323号 (2007年1月) プリ
10),55号 (昭11.2),59～67号 (昭11.6～12),69～120号
ハードプランニング
(昭12.2～昭16.3),122～126号 (昭16.5～9)
分類番号: G07
多）マガジンバンク
1238505000
【所蔵】320号 (2006年7月)-367号 (2014年5月)＋
愛国婦人
長野県支部版
With
-131号(昭17.2)
→ ウィズ
愛国婦人会
月刊
1202734120
終刊
Woofin' Girl
分類番号: G07
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アイコクフ
多）マガジンバンク
～6)
【所蔵】101号 (昭14.8)-131号 (昭17.2)
【欠号】105号 (昭14.12),121号 (昭16.4),127号 (昭16.10 1220490000
)
別冊いんなあとりっぷ
1巻1号通巻1号(1974年10月)-4巻4号通巻13号(1977年10月)
1250552017
東京 いんなあとりっぷ社 1974.10-1977.10
アイシス
季刊
1号(1999年秋冬)
休刊
東京 双葉社 1999.11
分類番号: G07
季刊
多）マガジンバンク
「季刊アイシスラテール」と改題
【所蔵】1巻 1号 通巻1号 (1974年10月)-4巻 1～4号 通巻1
分類番号:498.5 G07
0～13号 (1977.1～10)
多）新聞雑誌
【欠号】2巻 2号 通巻3号 (1975.3)
【所蔵】1号 (1999年秋冬)-1号 (1999年秋冬)
インレッド
1250552014
→ In Red
季刊アイシスラテール アイシスガイアネット／編
Isis la terre
ウ
2号 (2000年春)-25号 (2006年夏)
東京 アイシス 2000.4-2006.8
1228563000
季刊
ウィズ
「アイシス」の改題 出版者:2号-4号 (2000年春-2000年秋
With
冬) 双葉社 以後インターネット
1巻1号通巻1号(1981年10月)分類番号:498.5 G07
東京 講談社 1981.10多）新聞雑誌
月刊
【所蔵】8号 (2002年)-25号 (2006年夏)
分類番号: G07
多）新聞雑誌
アイーネ
【所蔵】1巻 1号 通巻1号 (1981年10月)-34巻 8号 通巻402
→ Aene
号 (2014年7月)＋
【欠号】1巻 2号 通巻2号 (1981年11月),2巻 3号 通巻6号
アップシー
(1982年3月),2巻 5～12号 通巻8～15号 (1982年5～12月
→ Upsee
),3巻 1～5号 通巻16～20号 (1983年1～5月),3巻 8号
通巻23号 (1983年8月),3巻 10号 通巻25号 (1983年10月
姉ageha
),4巻 1～10,12号 (1984年),5巻 1号 (1985年1月),8巻
→ お姉さんアゲハ
8号 (1988年),8巻 12号 (1988年),9巻 2号 (1989年),9
巻 6号 (1989年),9巻 11号 (1989年),10巻 6号 (1990年
アマレーナ
),10巻 11号 (1990年),21巻 5号 (2001年5月 増刊)
→ amarena
ウーフィン・ガール
アール
→ Woofin' Girl
→ ar
1226080000
アンアン
ウ-マン
→ an・an
-10巻3号(1980.3)
講談社
アンドガール
月刊
→ And Girl
分類番号: G07
多）新聞雑誌
アンドプレミアム
【所蔵】1巻 1号 (1971.8)-10巻 3号 (1980.3)
→ &Premium
【欠号】1巻 2～5号 (1971.9～12),3巻 4号 (1973.4),6巻
10号 (1976.10)
イ
うらにしき
イーストサイド
→ 復刻日本の婦人雑誌
複製版
→ East Side
エ
1214582000
以良都女
エイチツーオー
複製版
→ H2O
不二出版 1978
原誌の出版者:成美社
1214717000
内容:1号(明20.7)-7巻84号(明24.6) 解題・総目次・索引
エッセ フジテレビジョン／編
総目次あり
6巻1号通巻64号 (1986年11月) 分類番号: G07
東京 フジテレビジョン 1986.11- 扶桑社 (発売)
多）マガジンバンク
月刊
【所蔵】1～6号 (明20.7～12)-7巻 通巻76～84号 (明24.1
「リビングブック」の改題 別タイトル:Esse
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エツセ
分類番号:365 G07
エルティーン
多）新聞雑誌
Elleteen
【所蔵】6巻 1号 通巻64号 (1986年11月)-33巻 9号 通巻40
3巻12号通巻26号 (1984年11月) -24巻10号通巻315号 (2005
5号 (2014年7月)＋
年10月)
【欠号】別冊 (1992.5),23巻9号通巻279号 ～ 26巻5号通巻
東京 近代映画社 1984.11-2005.10
313号 (2004年6月～2007年3月)
月刊
「Elle teen」の改題 刊行頻度:変更あり 休刊
エッセ別冊すてきレシピ
分類番号: G07
→ すてきレシピ
多）マガジンバンク
【所蔵】13巻 5号 通巻166号 (1994年4月)-24巻 10号 通巻
1226093000
315号 (2005年10月)
月刊エフ EF
【欠号】13巻 6号 通巻167号 (1994年),13巻 12号 通巻173
éf
号 (1994年),13巻 16号 通巻177号 (1994年),14巻 5号
1巻1号 (1984年7月) 通巻182号 (1995年),14巻 10号 通巻187号 (1995年),14
東京 主婦の友社 1984.7巻 12号 通巻189号 (1995年),14巻 15号 通巻192号 (19
月刊
95年),14巻 17号 通巻194号 (1995年),15巻 4号 通巻19
分類番号: G07
8号 (1996年),15巻 6号 通巻200号 (1996年),15巻 9号
多）新聞雑誌
通巻203号 (1996年),15巻 12号 通巻206号 (1996年),15
【所蔵】1巻 1号 (1984年7月)-2巻 10号 通巻16号 (1985年
巻 14号 通巻208号 (1996年),15巻 17号 通巻211号 (19
10月)
96年),16巻 1号 通巻213号 (1997年),16巻 4号 通巻216
【欠号】1巻 2～5号 (1984.8～11),2巻 1,9号 (1985.1,9)
号 (1997年),16巻 6号 通巻218号 (1997年),16巻 9号
通巻221号 (1997年),16巻 11号 通巻223号 (1997年),16
エフィル
巻 13号 通巻225号 (1997年),16巻 15号 通巻227号 (19
→ EFiL
97年),16巻 17号 通巻229号 (1997年),16巻 20号 通巻2
32号 (1997年11月),17巻 1号 通巻234号 (1998年),17巻
1250384233
4号 通巻237号 (1998年),17巻 6号 通巻239号 (1998年
エラン
),17巻 9号 通巻242号 (1998年),17巻 11号 通巻244号
Élan
(1998年),17巻 13号 通巻246号 (1998年),17巻 15号 通
1巻1号通巻1号(2001年4月)-2巻1号通巻10号(2002年1月)
巻248号 (1998年),17巻 17号 通巻250号 (1998年),17巻
東京 扶桑社 2001.4-2002.1
19号 通巻252号 (1998年),17巻 22号 通巻255号 (1998
月刊
年),18巻 4号 通巻258号 (1999年),18巻 8号 通巻262号
休刊
(1999年),18巻 12号 通巻266号 (1999年),18巻 16号
分類番号: G07
通巻270号 (1999年),20巻 4号 通巻278号 (2001年),20
多）新聞雑誌
巻 6号 通巻280号 (2001年),21巻 1号 通巻282号 (2002
【所蔵】1巻 1号 通巻1号 (2001年4月)-2巻 1号 通巻10号
年),21巻 3号 通巻284号 (2002年),21巻 5号 通巻286号
(2002年1月)
(2002年),21巻 7号 通巻288号 (2002年),21巻 9号 通
巻290号 (2002年),21巻 11号 通巻292号 (2002年),24巻
エル・ガール
2～3号 通巻307～308号 (2005年),24巻 5号 通巻310号
→ Elle Girl
(2005年),24巻 7号 通巻312号 (2005年),24巻 9号 通
巻314号 (2005年)
1226096000
エル ジャポン
1253319355
Elle Japon
エルティーンSpecial
1巻1号 (1982年5月) -8巻10号 (1989年6月5日)
1号 [1994] -68号 (2005年1月)
マガジンハウス 1982.5-1989.6
東京 近代映画社 [1994]-2005
月2回刊
月刊
出版者:1巻1号～2巻10号通巻10号
(1983年10月) 平凡社
休刊
刊行頻度：変更あり 休刊
分類番号: G07
分類番号: G07
多）マガジンバンク
多）新聞雑誌
【所蔵】通巻23号 (2000年8月)-通巻53号 (2003年10月)
【所蔵】1巻 1号 (1982年5月)-8巻 10号 通巻131号 (1989.
【欠号】通巻25号～49号 (2000.9～2003.6),通巻51号 (200
6.5)
3.8)
【欠号】1巻 2号～3巻6号 (1982.5.7～1984.6),3巻 8～11
号 (1984.8～11),4巻 1～6,11号 (1985.1～5,8.5),4巻
オ
13～14号 通巻45～46号 (1985.9.5～9.20),4巻 18号 通
巻50号 (1985.11.20),4巻 20,号 通巻52号 (1985.12.20
オズプラス
),5巻 1,9号 通巻53,61号 (1986.1.5・20,5.20),5巻 12
→ Oz Plus
,17号 通巻64,69号 (1986.7.5,9.20),6巻 3号 通巻78号
(1987.2.20),6巻 13号 通巻88号 (1987.7.20),6巻 19
1252002557
～21号 通巻94～96号 (1987.),7巻 3～6号 通巻101～10
大人のおしゃれ手帖
4号 (1988),7巻 19号 通巻117号 (1988),7巻 21号 通巻
1巻1号通巻1号 (2014年4月) 119号 (1988),7巻 23号 通巻121号 (1988),8巻 1～3号
東京 宝島社 2014.4通巻122～124号 (1989.1～2),8巻 6号 通巻127号 (1989
分類番号:590 G07
)
多）マガジンバンク
【所蔵】1巻 2号 通巻2号 (2014年5月)-1巻 4号 通巻4号 (
1253243108
2014年7月)＋
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オトナノオ

オトナ ミューズ
→ Otona Muse
1252001145
お姉さんアゲハ
1巻1号通巻1号 (2013年1月) -2巻 3号 通巻9号 (2014年5月)
東京 インフォレストパブリッシング 2013.1-2014.5
隔月刊
別タイトル:姉ageha 休刊
分類番号: G07
多）マガジンバンク
【所蔵】1巻 1号 通巻1号 (2013年1月)-2巻 3号 通巻9号 (
2014年5月)
1253246087
おはよう奥さん
1巻1号 (1995年7月) -8巻5号 (2002年5月), 8巻6号通巻84号
(2002年6月) 東京 学研パブリッシング 1995.7月刊
出版者:1巻1号-15巻10号 学習研究社
分類番号: G07
多）マガジンバンク
【所蔵】1巻 1号 (1995年7月)-11巻 8号 通巻112号 (2005
年8月)
オプティム
→ Optim

東京 世界文化社
月刊
分類番号:590 G07
多）新聞雑誌
【所蔵】1巻 1号 (1958.3)-57巻 7号 通巻677号 (2014年7
月)＋
【欠号】2巻 7号 (1959.7),6巻 4号 (1963年4月),6巻 5号
(1963年5月),6巻 6号 (1963年6月),6巻 7号 (1963年7月
),6巻 8号 (1963年8月),6巻 9号 (1963年9月),6巻 10号
(1963年10月),6巻 11号 (1963年11月),6巻 12号 (1963
年12月),7～12巻 (1964～1969),13巻 5,6,11,12号 (197
0),14巻 (1971),15巻 1～9,12号 (1972),(1993年10月別
冊)
1252284109
家庭画報
Kateigaho
International Edition
[0号 (2003年秋) ] 東京 世界文化社 2003半年刊
別タイトル:KIE 刊行頻度:-24号 (2009年冬) 季刊
ISSN:1349-8746
分類番号: G07
多）マガジンバンク
【所蔵】1号 (2003年秋)-32号 (2013年秋冬)＋
【欠号】2～7号 (2004年冬～2005年春)
家庭雑誌
→ 復刻日本の婦人雑誌

複製版
1228605000
オリ-ブ
1215275000
Olive
家庭雑誌
1981年11月5日号, 1982年4月5日号, 1巻1号通巻1号(1982年6
複製版
月3日)-19巻13号通巻417号(2000年7月18日), 20巻1号(2001
不二出版 1983
年8月)-22巻8号通巻442号(2003年8月)
原誌の出版者:由分社→家庭雑誌社→平民書房→家庭雑誌社
マガジンハウス 1981.11-2003.8
内容:1巻1号(明36.4)-6巻2号(明42.5) 別巻(解題,総目次,索
月刊
引)
出版者:平凡出版→マガジンハウス 刊行頻度:-19巻13号通
総目次あり
巻417号(2000年7月18日) 月2回刊 休刊
分類番号:367 G07
分類番号: G07
多）新聞雑誌
多）新聞雑誌
【所蔵】1巻 1号 (1903.4)-別冊 (解題・目次・索引)
【所蔵】(1981年11月5日)-22巻 8号 通巻442号 (2003年8月
)
1215276000
家庭雑誌
1240766000
複製版
オ-ル女性
不二出版 1986-1987
オ-ル女性社
原誌の出版者:家庭雑誌社
月刊
内容:1号(明25.9)-119号(明31.8) 別冊(解説,総目次,索引)
分類番号: G07
総目次あり
多）マガジンバンク
分類番号:367 G07
【所蔵】4巻 6号 通巻40号 (昭12.6)-4巻 6号 通巻40号 (
多）マガジンバンク
昭12.6)
【所蔵】1～12号 (明25.9～26.8)-112～119号 (明31.1～8)
カ
1236625000
家庭朝日
1号(昭6.5.25)東京朝日新聞発行所
分類番号:590 G07
多）マガジンバンク
【所蔵】1号-15号

1215277000
家庭全科
東京 国際情報社
月刊
分類番号:590 G07
多）マガジンバンク
【所蔵】2巻 3号 (1960年3月)-17巻 1号 (昭50.1)
【欠号】2巻 4号～2巻9号 (1960年4月～1960年9月),4巻 6
号～14巻3号 (1962年6月～1972年3月)

1223448000
家庭画報

1252184368
金澤
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カナサワ
1巻1号 (1998年春) -1巻4号 (1999年新春) , 2巻1号通巻5号
(1999年春) 東京 金沢倶楽部 1998月刊
別タイトル:Kanazawa Style 刊行頻度:変更あり
分類番号: G07
多）マガジンバンク
【所蔵】10巻 1号 通巻51号 (2007年3・4月)-17巻 7号 通
巻138号 (2014年7月)＋

キュ-ティ
Cutie
1号(1988年3月)-6号 (1989年8月), 1巻1号通巻1号 (1989年1
1月) 東京 JICC出版局 1988.3-1989.8, 1989.11分類番号:593 G07
多）新聞雑誌
【所蔵】[1]号 (1988年3月)-6号 (1989年8月)
1239482000
近代婦人
複製版
緑陰書房 1991.7
原誌の出版者:近代婦人社
内容:1巻1号(1932.2)-1巻3号(1932.4), 解説・総目次・索引
分類番号:309 G07
多）新聞雑誌
【所蔵】複製版1冊 (1巻1～3号(昭7.2～4))-複製版1冊 (1
巻1～3号(昭7.2～4))

ガールズセレブ
→ Girl's Celeb
キ

1253449560
貴女之友
複製版
東京 柏書房 2007.6
8冊+別冊
原誌の出版者:東京教育社
ク
内容:1号 (明治20年9月5日) -80号 (明治25年2月25日), 別
冊 (解説) , 【欠号】79号
クウネル
分類番号: G07
→ ku:nel
多）マガジンバンク
【所蔵】複製版1巻 (1号～9号(明治20年9月5日～12月25日) 1252001408
)-[別冊] (2007年6月)
クシュフル
1号 (2009年4月) 1226154000
東京 ぶんか社 2009.4ギャルズライフ
隔月刊
1巻1号 (1978年9月) 分類番号:589.2 G07
主婦の友社 1978.9多）マガジンバンク
月刊
【所蔵】22号 (2013年5月)-29号 (2014年7月)＋
別誌名:Gal's Life
分類番号: G07
クスクス
多）新聞雑誌
→ Qus qus
【所蔵】1巻 1号 (1978年9月)-6巻 4号 通巻54号 (1983年4
月)
1243060000
【欠号】通巻2号～38号 (1978.10～1981.12),5巻 4～6号 ( グッドハウスキ-ピング 日本版 日経ホ-ム出版社／[編]
1982.4～6),5巻 10号 通巻48号 (1982年10月)
good housekeeping
1号(1997.12)-18号(1999.5)
1215561000
日経ホ-ム出版社 1997.12-1999.5
キャンキャン
月刊
Can Cam
休刊
1巻1号通巻1号 (1982年1月) -25巻3号通巻296号 (2006年3月
分類番号:590 G07
) ,25巻4号 (2006年4月) 多）新聞雑誌
東京 小学館 1982.1【所蔵】1号 (1997.12)-18号 (1999.5)
月刊
目次コピー集あり
国乃もとゐ
総目次あり
→ 復刻日本の婦人雑誌
複製版
分類番号:593 G07
多）新聞雑誌
グラツィア
【所蔵】1巻 1号 通巻1号 (1982年1月)-33巻 7号 (2014年7
→ Grazia
月)＋
【欠号】1巻 3～5号 (1982年3～5月),1巻 7号 通巻7号 (19 1228682000
82年7月),1巻 10～11号 通巻10～11号 (1982年10～11月
クラッシィ
),2巻 1号 通巻13号 (1983年1月),5巻 10～12号 通巻58
Classy
～60号 (1986年10～12月),6巻 1～12号 通巻61～72号 (
1巻1号 (1984年6月) 1987年),7巻 1～8号 通巻73～80号 (1988年1～8月),8巻
東京 光文社 1984.61号 通巻85号 (1989年1月),8巻 4号 通巻88号 (1989年
月刊
4月),9巻 5号 通巻101号 (1990.5),9巻 8号 通巻104号
分類番号: G07
(1990.8),10巻6号通巻114 ～ 24巻3号通巻284号 (1991
多）新聞雑誌
年6月～2005年3月),25巻 5号 (2006年4月増刊),25巻 8
【所蔵】1巻 1号 (1984年6月)-31巻 7号 (2014年7月)＋
号 (2006年6月増刊),25巻 13号 (2006年10月増刊)
【欠号】1巻 2～終号 (1984),2巻 1～3,5～終号 (1985),3
巻 1～3号 (1986)
1228653000
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クラマラス
グラマラス
→ Glamorous

季刊現代女性
1号(昭49.12)-3号(昭50.12)
汐文社 1974.12-1975.12
季刊
休刊
分類番号:367 G07
多）マガジンバンク
【所蔵】1号 (昭49.12)-2～3号 (昭50.5～12)

グリッター
→ Glitter
クルーズトラベラー
→ Cruise Traveller

東京ニュース通信社／編

1236048000
クレア
Crea
1巻1号通巻1号 (1989年12月) 東京 文芸春秋 1989.12月刊
分類番号: G07
多）新聞雑誌
【所蔵】1巻 1号 (1989年12月)-26巻 6号 (2014年7月)＋

コ

1252322261
グレイスフル・ウエディング
Graceful wedding
1992年秋冬-2009年11月
東京 世界文化社 1992-2009.11
半年刊
「Miss Wedding」と改題
分類番号: G07
多）マガジンバンク
【所蔵】(2007年秋冬)-(2009年11月)
グロー
→

1252000999
小悪魔ageha
小悪魔アゲハ
1巻1号通巻1号 (2006年11月) -9巻 5号 通巻91号 (2014年5
月)
東京 インフォレストパブリッシング 2006.11-2014.5 イ
ンフォレスト(発売)
月刊
休刊
分類番号: G07
多）マガジンバンク
【所蔵】7巻 12号 通巻74号 (2012年12月)-9巻 5号 通巻91
号 (2014年5月)
1253399088
ゴシック&ロリータバイブル
Gothic ＆ Lolita bible
1号 (2001年1月) 東京 ジャック・メディア 2001.1隔月刊
出版者:変更あり
分類番号:589.2 G07
多）マガジンバンク
【所蔵】40号 (2011年6月)-52号 (2014年6月)＋

Glow

1215851000
クロワッサン
1巻1号通巻1号(1977年5月1日)東京 マガジンハウス 1977.5.11228751000
半月刊
コスモポリタン 日本版
別冊のタイトル: 食べる
Cosmopolitan
総目次あり,
目次コピー集あり（※中央のみ）
1巻1号(1980年6月)-28巻2号通巻303号 (2006年2月)
分類番号:590 G07
東京 集英社 1980.6-2006.2
多）新聞雑誌
月刊
【所蔵】1巻 1号 通巻1号 (1977年5月1日)-38巻 12号 通巻
休刊
879号 (2014年6月25日)＋
分類番号: G07
【欠号】1巻 2号 通巻2号～1巻7号通巻7号 (1977年5月～19
多）新聞雑誌
77年11月),2巻 1号 通巻9号～2巻4号通巻12号 (1978年1
【所蔵】1巻 1号 (1980年6月)-28巻 2号 通巻303号 (2006
月～4月),2巻 6号 通巻14号 (1978年6月),2巻 8号 通巻
年2月)
16号～2巻10号通巻18号 (1978年7月～8月),2巻 12号 通
【欠号】1巻 2～終号 (1980年),2巻 (1980年),3巻 (1981年
巻20号 (1978年9月10日),2巻 15号 通巻23号～3巻2号通
),6巻 5～8号 (1984),6巻 10号 通巻47号 (1984年10月)
巻29号 (1978年11月～1979年1月25日)
,6巻 12号 通巻49号 (1984年12月),7巻 3号 通巻52号 (
1985年3月),7巻 5～7号 通巻54～56号 (1985年),7巻 9
1252339244
～12号 通巻58～61号 (1985年),8巻 2～終号 (1986年),
クロワッサンPremium
9巻 (1987年),10巻 1～3号 (1988年1～3月)
クロワッサン プレミアム
1巻1号 (2007年12月) -7巻12号通巻73号 (2013年12月)
ゴールド
東京 マガジンハウス 2007.12-2013.10
→ Gold
月刊
終刊
サ
分類番号:590 G07
多）新聞雑誌
咲いた
【所蔵】1巻 1号 (2007年12月)-7巻 12号 通巻73号 (2013
→ Saita
年12月)
サイン
ケ
→ SIGN
1216114000

サクラ
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サクラ
→

Sakura

～1998年12月),25巻 5号 (1999年5月),25巻11号 ～ 31
巻9号 (1999年11月～2005年9月)

1252192814
サンキュ!
1巻1号通巻1号 (1996年5月) 多摩 ベネッセコーポレーション 1996.5月刊
分類番号:365 G07
多）マガジンバンク
【所蔵】1巻 1号 通巻1号 (1996年5月)-19巻 3号 通巻219
号 (2014年7月)＋
【欠号】5巻9号通巻57号～6巻8号通巻68号 (2001年1月～12
月),6巻10号通巻70号～8巻10号通巻94号 (2002年2月～2
004年2月),8巻12号通巻96号～9巻1号通巻97号 (2004年4
月～5月),9巻3号通巻99号～9巻9号通巻105号 (2004年7
月～2005年1月),9巻 11号 通巻107号 (2005年3月),10巻
1号通巻109号～10巻3号通巻111号 (2005年5月～7月),10
巻 7号 通巻115号 (2005年11月),10巻 12号 通巻120号
(2006年4月),11巻2号通巻122号～11巻4号通巻124号 (20
06年6月～8月),11巻 6号 通巻126号 (2006年10月),11巻
9号通巻129号～11巻11号通巻131号 (2007年1月)
1216856000
三州婦人
1年1号(大13.7)三州社 1924.7月刊
分類番号: G07
多）マガジンバンク
【所蔵】1年1～6号 (大13.7～12)-4巻 4号 (昭2.4)
【欠号】2年8～12号 (大14.8～12),3巻 1号 (大15.1),3巻
11～12号 (大15.11～12),4巻 1～3号 (昭2.1～3)

シーズ
→

She's

ジゼル
→

Gisele

ジーナ
→

Gina

1217239000
週刊女性
1巻1号(昭32.3)主婦と生活社 1957.3週刊
出版者: 河出書房→主婦と生活社
総目次あり
分類番号: G07
多）新聞雑誌
【所蔵】23巻 14号 通巻1087号 (1979.4.10)-58巻 25号 通
巻2794号 (2014年7月1日)＋
【欠号】23巻 44号 通巻1117号 (1979.11.20),23巻 47号
通巻1120号 (1979.12.11),25巻 18号 通巻1187号 (1981
.5.5),28巻 37号 通巻1350号 (1984.10.1),29巻 30号
通巻1392号 (1985.8.1),36巻 6号 通巻1708号 (1992.2.
11),41巻 6号 通巻1948号 (1997.2.11)
シュシュアリス
→ chouchou ALiis
1225485000
ジュニ60号(1986.1)鎌倉書房
月刊
「ジュニアスタイル」の改題
分類番号:593 G07
多）新聞雑誌
【所蔵】60号 (1986.1)-140号 (1991.12増刊)
【欠号】82号 (1987.10増),125号 (1990.12増刊)

1216868000
サントリ-シスタ-ズクォ-タリ1巻秋号,通巻0号(昭60.10)-12号(1991.4)
サントリ- 1985.10年2回刊
基本標題: 0号(昭60.10)-6号(昭62.8) サントリ-[シスタ-ズ
]クォ-タリ-, 「サントリ-クォ-タリ-」の別冊
編者:0号(昭60.10)-6号(昭62.8) ティビ-エス・ブリタニカ
出版局 休刊
分類番号:383.8 G07
多）新聞雑誌
【所蔵】1巻 秋号 通巻0号 (1985.10)-12号 (1991.4)

1225486000
ジュニアスタイル
-59号(1985.12)
鎌倉書房
月刊
以後「ジュニ-」と改題
分類番号:593 G07
多）新聞雑誌
【所蔵】5巻 3号 通巻20号 (1980.8)-59号 (1985.12)
【欠号】5巻 4～5号 通巻21～22号 (1980),6巻 1～3号 通
巻23～25号 (1981),6巻 5号 通巻27号 (1981),7巻 (198
2),8巻 1号 通巻34号 (1983.2),8巻 3号 通巻36号 (198
3.6),9巻 4号 通巻43号 (1984.8)

シ

1225445000
ジェイ・ジェイ
JJ
1巻1号 (1975年6月) 東京 光文社 1975.6月刊
「別冊女性自身」の改題 刊行頻度:変更あり
分類番号:593 G07
多）新聞雑誌
【所蔵】1巻 1号 (1975.6)-40巻 7号 (2014年7月)＋
1225987000
【欠号】1巻 2～7号 (1975.7～12),2巻 (1976),3巻 (1977) ジュニアそれいゆ
,4巻 (1978),5巻 (1979),6巻 1～3,5,6号 (1980.1～3,5
複製版
,6),7巻 5号 (1981年5月),9巻 1号 (1983年1月),9巻 3
国書刊行会 1986
号 (1983年3月),9巻 4号 (1983年4月),11巻 5号 (1985
原誌の出版者:ひまわり社
年5月),11巻 9号 (1985年9月),14巻 7号 (1988年7月),1
内容:[4]号(1955.4)-22号(1958.7) 【欠号】5-6号(1955),8号,1
5巻 12号 (1989年12月),17巻 2号 (1991.2),17巻 4号 (
0号,13-19号,21号 別冊(解説・総目次)
1991.4),17巻 9号 (1991.9),17巻 12号 (1991.12),19巻
分類番号:593 G07
8号 (1993年8月),20巻10号 ～ 24巻12号 (1994年10月
多）児童資料
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シユニアソ
【所蔵】22号 (1958.7)-[4]号 (1955.4)
多）新聞雑誌
【所蔵】別冊 (総目次)-[4]号 (1955.4)

号 (1977.10増刊),33巻 4号 (1978.3増刊),33巻 8号 (1
978.6増刊),33巻 10号 (1978.7増刊),33巻 13号 (1978.
9増刊),33巻 15号 (1978.10増刊),33巻 17号 (1978.11
増刊),34巻 4号 (1979.3増刊),34巻 9号 (1979.7増刊),
34巻 12号 (1979.9増刊),34巻 14号 (1979.10増刊),34
巻 16号 (1979.11増刊),35巻 4号 (1980.3増刊),35巻 9
号 (1980.7増刊),35巻 12号 (1980.9増刊),36巻 4号 (1
981.3増刊),40巻 5号 (1985.4増刊),41巻 4号 (1986.3
増刊),41巻 8号 (1986.6増刊),41巻 13号 (1986.10増刊
),42巻 4号 (1987.3増刊),42巻 9号 (1987.7増刊),43巻
7号 (1988.6増刊),44巻 2号 (1989.1増刊),44巻 5号 (
1989.3増刊),44巻 9号 (1989.6増刊),46巻 4号 (1991.
増),46巻 10号 (1991.増刊)

1242356000
ジュニアそれいゆ
-1巻8号,通巻39号(1960.10)
ひまわり社
月刊
刊行頻度:-31号(1960.2) 隔月刊
分類番号:593 G07
多）児童資料
【所蔵】7号 (1956年)-1巻 8号 通巻39号 (1960年10月)
【欠号】1巻 6号 通巻37号 (1960年)
1225489000
主婦と生活
1巻1号 (1946年5月) -48巻4号 (1993年4月)
東京 主婦と生活社 1946.5-1993.4
月刊
出版者:新元社→主婦と生活社 休刊
分類番号: G07
多）新聞雑誌
【所蔵】1巻 5号 (1946年9・10月)-48巻 4号 (1993.4)
【欠号】1巻 6号 (1946年11月),2巻 1号 (1947年1月),2巻
3～6号 (1947年3～6月),2巻 8号 (1947年8月),2巻 10号
(1947年10月),3巻 1号 (1948年1月),3巻 3号 (1948年3
月),3巻 5号 (1948年5月),3巻 9号 (1948年9月),4巻 2
号 (1949年2月),4巻 8, 9号 (1949年8, 9月),4巻 11, 1
2号 (1949年11, 12月),5巻 1号 (1950年1月),5巻 4号 (
1950年4月),5巻 6号 (1950年6月),5巻 8, 9号 (1950年8
, 9月),5巻 11, 12号 (1950年11, 12月),6巻 1号 (1951
年1月),6巻 9号 (1951年9月),6巻 12号 (1951年12月),7
巻 1号 (1952年1月),7巻 3～5号 (1952年3～5月),8巻 3
～7号 (1953年2～6月),8巻 10～12号 (1953年9～11月),
9巻2～終号 (1954年2～12月),10巻 2号 (1955年2月),10
巻 5～8号 (1955年5～8月),10巻 10～12号 (1955年10～
12月),11巻 5, 6号 (1956年5, 6月),11巻 10号 (1956年
10月),12巻 2, 3号 (1957年2, 3月),12巻 6, 7号 (1957
年6, 7月),12巻 9, 10号 (1957年9, 10月),13巻 1号 (1
958年1月),13巻 4号 (1958年4月),13巻 8,9号 (1958年8
,9月),13巻 11号 (1958年11月),14巻 4, 5号 (1959年4,
5月),14巻 7号 (1959年7月),14巻 9,10号 (1959年9,10
月),14巻 12号～15巻8号 (1959年12月～1960年8月),15
巻 11号 (1960年11月),16巻 12号 (1961.11増),17巻 1
号 (1962.1),17巻 7号 (1962.6増刊),17巻 13号 (1962.
11増),18巻 7号 (1963.6増刊),18巻 13号 (1963.11増刊
),19巻 7号 (1964.6増刊),19巻 13号 (1964.11増刊),20
巻 7号 (1965.6増刊),20巻 12号 (1965.10増刊),21巻 7
号 (1966.6増刊),21巻 12号 (1966.10増刊),22巻 6号 (
1967.5増刊),22巻 12号 (1967.10増刊),23巻 3号 (1968
.2増刊),23巻 7号 (1968.5増刊),23巻 13号 (1968.10増
刊),24巻 7号 (1969.6増刊),24巻 11号 (1969.9増刊),2
5巻 4号 (1970.3増刊),25巻 7号 (1970.5増刊),25巻 13
号 (1970.10増刊),26巻 5号 (1971.4増刊),26巻 8号 (1
971.6増刊),26巻 13号 (1971.10増刊),27巻 5号 (1972.
4増刊),27巻 9号 (1972.7増刊),27巻 13号 (1972.10),2
8巻 5号 (1973.4増刊),28巻 10号 (1973.8増刊),28巻 1
4号 (1973.11増刊),29巻 5号 (1974.4増刊),29巻 10号
(1974.8増刊),29巻 13号 (1974.10増刊),30巻 2号 (197
5.2),30巻 5号 (1975.4増刊),30巻 7号 (1975.5増刊),3
0巻 11号 (1975.8増刊),30巻 14号 (1975.10増刊),31巻
1号 (1976.1),31巻 5号 (1976.4増刊),31巻 7号 (1976
.5増刊),31巻 11号 (1976.8増刊),31巻 14号 (1976.10
増刊),32巻 2～4号 (1977.2～3),32巻 6号 (1977.5),32
巻 9号 (1977.7増刊),32巻 12号 (1977.9増刊),32巻 14
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1217318000
主婦之友
[1巻1号 (1917年) ] -37巻13号 (1953年12月)
東京 主婦之友社 [1917] -1953.12
月刊
「主婦の友」と改題
総目次掲載号あり
分類番号: G07
多）マガジンバンク
【所蔵】4巻 6号 (1920年6月)-37巻 11号 (1953年10月)
【欠号】4巻 7号～5巻10号 (1920年7月～1921年10月),5巻
12号～6巻1号 (1921年12月～1922年1月),6巻 5号～7巻6
号 (1922年3月～1923年6月),7巻 8号～8巻7号 (1923年8
月～1924年7月),8巻 9号～11巻6号 (1924年9月～1927年
6月),11巻 9,10号 (1927年9,10月),12巻 1号 (1928年1
月),12巻 4～6号 (1928年4～6月),12巻 12号 (1928年12
月),13巻 7,8号 (1929年7,8月),13巻 10号 (1929年10月
),14巻 4,5号 (1930年4,5月),14巻 9号 (1930年9月),14
巻 11号 (1930年11月),15巻 3～5号 (1931年3～5月),15
巻 7号 (1931年7月),17巻 2号 (1933年2月),17巻 6号 (
1933年6月),17巻 10～12号 (1933年10～12月),18巻 10,
11号 (1934年10,11月),19巻 1号 (1935年1月),19巻 8,9
号 (1935年8,9月),21巻 3号 (1937年3月),21巻 12号 (1
937年12月),23巻 10,11号 (1939年10,11月),24巻 1号 (
1940年1月),29巻 9,10号 (1945年9～11月),30巻 9,10号
(1946年10,11月),31巻 7号 (1947年7月),33巻 7号 (19
49年7月),33巻 9号 (1949年9月),34巻 1～4号 (1950年1
～4月)
1217319000
主婦の友
38巻1号 (1954年1月) -46巻12号 (1962年12月) ,47巻1号通
巻551号 (1963年1月) - 92巻7号通巻1176号 (2008年6月)
東京 主婦の友社 1954.1-2008.6
月刊
「主婦之友」の改題 発売者:83巻9号通巻1020号 (1999年6
月) - 86巻6号通巻1078号 (2002年4月臨時増刊) 角川書店
終刊
総目次あり
分類番号: G07
多）新聞雑誌
【所蔵】38巻 2号 (1954年2月)-92巻 7号 通巻1176号 (200
8年6月)
【欠号】38巻 3号 (1954年3月),38巻 5～7号 (1954年5～7
月),38巻 10号 (1954年10月),39巻 1号～50巻10号通算5
96号 (1955年1月～1966年10月),39巻2号～41巻9号 (195
5年2月～1957年9月),41巻 11号 (1957年11月),41巻 12
号 (1957年12月),42巻1号～43巻2号 (1958.1～1959.2),
43巻 4号 (1959年4月),43巻 5号 (1959年5月),43巻 6号
(1959年6月),43巻 7号 (1959年7月),43巻 8号 (1959年
8月),43巻 9号 (1959年9月),43巻 10号 (1959年10月),4
3巻 11号 (1959年11月),43巻 12号 (1959年12月),44巻1

シユフノト
号～46巻8号 (1960.4～1962.8),46巻 10号 (1962年10月
),46巻 11号 (1962年11月),46巻 12号 (1962年12月),47
巻1号～50巻10号 (1963.1～1966.10),52巻 11号 通算62
1号 (1968.10増),53巻 1～10,12～15号 通算624～633,6
35～638号 (1969),54巻 2号 通巻640号 (1970),54巻 5
号 通算643号 (1970),54巻 13～15号 通算651～653号 (
1970),54巻 8号 通巻646号 (1970.6),55巻 4号 通巻657
号 (1971.3臨時増刊),55巻 7号 通算660号 (1971.6),55
巻 12号 通巻665号 (1971.10臨時増刊),56巻 4～7号 通
算671～674号 (1972.4～6),56巻 12号 通算679号 (1972
.10増刊),57巻 4～5号 通算685～686号 (1973),57巻 7
号 通算688号 (1973.6),70巻 別冊 (1986.4)

内容:1号(大11.4)-10号(大12.1) 別冊(解説,総目次)
総目次あり
分類番号: G07
多）マガジンバンク
【所蔵】1～9号 (大11.4～12)-10号,別冊 (大12.1)
1240777000
処女の光
1巻1号(大13.10)処女の光社
月刊
分類番号: G07
多）マガジンバンク
【所蔵】1巻 1号 (大13.10)-1巻 1号 (大13.10)

1217463000
女学雑誌
複製版
臨川書店 1967
原誌の出版者:万春堂→女学雑誌社
内容:1号(明18.7.20)-526号(明37.2)
総目次あり
分類番号: G07
多）新聞雑誌
【所蔵】1号 (明18.7.20)-526号 (明37.2.15)
女学生
→

復刻日本の婦人雑誌

1217525000
女性
1巻1号(1946年4月)
東京 新生社 1946.4
月刊
分類番号: G07
多）マガジンバンク
【所蔵】1巻 3～4号 (昭21.6～7)-3巻 1～3号 (昭23.1～3)
【欠号】1巻 5号～2巻6号 (昭21.8～22.5)

複製版

1252279807
女性改造 戦前編
1252001218
複製版
女学世界
東京 不二出版 2007.6-2008.12
大正期複製版
原誌の出版者:改造社
東京 柏書房 2012.12内容:1巻1号 (1922年10月) -3巻11号 (1924年11月), 別冊
原誌の出版者:博文館
総目次あり
内容:13巻1号 (大正2年1月) 分類番号:367.1 G07
分類番号: G07
多）新聞雑誌
多）マガジンバンク
【所蔵】複製版1巻 (1巻1号～2号(1922年10～11月))-別冊
【所蔵】複製版1巻 (13巻1, 2号 (大正2年1月, 1月増刊))(2008年6月)
複製版16巻 (14巻15号 (大正3年12月))
1217529000
女鑑
女性自身
→ 復刻日本の婦人雑誌
複製版
1巻1号通巻1号 (1958年12月12日) 光文社 1958.121237506000
週刊
女鑑
総目次あり
複製版
分類番号: G07
大空社 1989-1993
多）新聞雑誌
原誌の出版者:国光社→女子新聞社
【所蔵】1巻 1号 通巻1号 (1958年12月12日)-57巻 24号 通
内容:1号(1891.8.8)-19年1号(1909.3.1)
巻2638号 (2014年7月1日)＋
分類番号:367 G07
【欠号】1巻 2～終号 (1958),2巻 (1959年),3巻 1～17,19
多）新聞雑誌
～終号 (1960年),4巻 1～37,39～終号 (1961年),5～21
【所蔵】複製版1巻 (1～5号(1891.8.8～12.5))-別巻 (解説
巻 (1962～1978),22巻 1～4号 通巻971～974号 (1979),
・総目次・索引)
22巻 25号 通巻995号 (1979.7.12),31巻 7号 通巻1399
号 (1988.2.16),増刊 (1990.12.3)
職業婦人
→ 婦人運動
複製版
1228845000
女性セブン
女権
1巻1号通巻1号 (1963年5月5日) → 復刻日本の婦人雑誌
複製版
東京 小学館 1963.5週刊
女子之友
総目次あり
→ 復刻日本の婦人雑誌
複製版
分類番号: G07
多）新聞雑誌
1217523000
【所蔵】1巻 1号 通巻1号 (1963.5.5)-52巻 25号 通巻2435
処女地
号 (2014年7月3日)＋
複製版
【欠号】1巻 2～終号 (1963),2巻～17巻 (1964～1979),18
白帝社 1967
巻 36号 通巻847号 (1980年9月25日),22巻 20号 通巻10
原誌の出版者:処女地社
21号 (1984年5月24日),22巻 42号 通巻1043号 (1984年1
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シヨセイセ
1月1日),22巻 45号 通巻1046号 (1984年11月22日),23巻
48号 通巻1097号 (1985年12月27日増刊),35巻 6号 通
巻1623号 (1997年2月13日),35巻 8号 通巻1625号 (1997
年2月27日),42巻15号通巻1961号 ～ 45巻12号通巻2100
号 (2004年4月15日～2007年3月29日)

東京 日経ホーム出版社 1969.2-1997.5
月刊
出版者: -158号通巻163号 (1982年4月) 日本経済新聞社 休
刊
分類番号:590 G07
多）新聞雑誌
【所蔵】1号 (1969年3月)-339号 (1997年5月)
【欠号】68号 (1974年10月),99号 (1977年5月),通巻132,13
6,140,144号 (1980),通巻294号 (1990.12),通巻301号 (
1991.5),通巻305号 (1991.7),通巻310号 (1991.10),通
巻320号 (1992.5),通巻325号 (1992.8),通巻329号 (199
2),通巻336号 (1993年1月),通巻341号 (1993年4月),通
巻345号 (1993年6月),通巻350号 (1993年9月),通巻353
号 (1993年11月),通巻360号 (1994年4月),通巻365号 (1
994年7月),通巻370号 (1994年10月),通巻375号 (1995年
1月),通巻381号 (1995年5月),通巻385号 (1995年7月)

1252000282
女性創造
42号 (1969年10月)
東京 女性創造 1969.8
月刊
分類番号: G07
多）マガジンバンク
【所蔵】42号 (1969年10月)-42号 (1969年10月)

1217530000
女性展望
1巻1号(1946年4月)
ジンジャー
東京 三鳩社 1946.4
→ Ginger
月刊
分類番号: G07
1252000885
多）マガジンバンク
新女苑
【所蔵】1巻 3～7号 (昭21.6・7～12)-2巻 1～5号 (昭22.5
1巻1号 (1937年1月) - 23巻7号 (1959年7月)
～12)
東京 実業之日本社 1937.1-1959.7
【欠号】1巻 5号 (昭21.9)
月刊
終刊
1217533000
分類番号: G07
女性同盟
多）マガジンバンク
複製版
【所蔵】18巻 4号 (1954年4月)-18巻 12号 (1954年11月)
ドメス出版 1985
【欠号】18巻 5号 (1954年5月),18巻 11号 (1954年月)
原誌の別標題:新婦人協会機関雑誌 原誌の出版者:新婦人協
会
1217670000
内容:1号(大9.10)-3巻12号(大11.12) 別冊(解説・総目次・
新女界
索引)
複製版
総目次あり
友愛書房 1975
分類番号:367 G07
原誌の出版者:新人社
多）マガジンバンク
内容:1巻1号(明42.4)-11巻2号(大8.2) 別冊(解説,総目次,執
【所蔵】1～3号 (大9.10～12)-12～3巻 12号 (大11.1～12)
筆者索引)
総目次掲載号あり
1237162000
分類番号:190 G07
女性日本人
多）マガジンバンク
複製版
【所蔵】1巻 1号～2巻12号 (明42.4～43.12)-9巻 1号～11
クレス出版 1992.11-1993.4
巻2号 (大6.1～8.2)
原誌の編者:三宅雪嶺,三宅花圃 原誌の出版者:政教社
内容:1巻1号,通巻1号(大9.9)-4巻9号,通巻38号(大12.9), 別
1253146714
冊(総目録・解題)
新女性
総目次あり
複製版
分類番号:367 G07
東京 不二出版 2010.6-2011.12
多）マガジンバンク
原誌の出版者:新女性社
【所蔵】2巻 10～12号 通巻14～16号 (大10.10～12)-3巻 1
内容:1号 (1950年10月) -64号 (1956年5月) , 別冊 (解題・
～3号 通巻17～19号 (大11.1～3)
総目次・索引) , DVD-ROM (全号表紙画像・総目次・索引)
分類番号:367 G07
1217534000
多）マガジンバンク
女性のひろば
【所蔵】複製版1巻 (1号～4号(1950年10月～1951年1月))1号(1979年3月)複製版16巻 (60～64号(1956年1月～5月))
日本共産党中央委員会 1979.3月刊
1240645000
総目次あり
新真婦人
ISSN:0387-9429
複製版
分類番号:315.1 G07
不二出版 1994.10
多）新聞雑誌
原誌の編者:西川文子 原誌の出版者:新真婦人社
【所蔵】1～10号 (1979.3～12)-425号 (2014年7月)＋
内容:1号(大2.5)-36号(大5.4), 付録:53号(大6.9),60号(大7
.4)-62号(大7.6),64号(大7.8)-65号(大7.9),80号(大8.12),8
1228846000
2号(大9.2)-84号(大9.4),91号(大9.12),95号(大10.4),102号
ショッピング
(大10.11), 別冊(解説・総目次・索引)
1号 (1969年2月) -416号 (1997年5月)
総目次あり
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シンシンフ
分類番号:367 G07
多）マガジンバンク
【所蔵】別冊-複製版1巻 (1～6号(大2.5～10))

1228889000
セイ
Say
1217721000
1巻1号 (1983年7月) -286号 (2007年4月)
新婦人
東京 青春出版社 1983.7-2007.4
-28巻4号,通巻311号(昭48.4)
月刊
文化実業社 -1973.4
休刊
月刊
分類番号: G07
終刊
多）新聞雑誌
分類番号:793 G07
【所蔵】1巻 1号 通巻1号 (1983年7月)-22巻 5号 通巻251
多）マガジンバンク
号 (2004年5月)
【所蔵】27巻 1～13号 通巻295～307号 (昭47.1～12)-28巻
【欠号】1巻 5～6号 (1983年11～12月),2巻 1～9号 (1984
1～4号 通巻308～311号 (昭48.1～4)
年1～9月)
ス

1243233000
生活の絵本
1巻1号,通巻1号(1997.9)-通巻9号(1999年12月)
パッチワ-ク通信社 1997.9-1999.12
季刊
休刊
分類番号:590 G07
多）新聞雑誌
【所蔵】1巻 1号 通巻1号 (1997.9)-通巻9号 (1999.12)

スウィート
→ Sweet
1252215855
助六
2005年[冬]-2006年秋, 5号 (2007年冬) -8号 (2007年秋)
東京 二玄社 2005.12-2007.9
季刊
休刊
分類番号: G07
多）マガジンバンク
【所蔵】(2005年[冬])-8号 (2007年秋)

1217895000
生活文化
7巻1号(1946年1月)
東京 旺文社 1946.1
月刊
分類番号:590 G07
多）マガジンバンク
【所蔵】9巻 4～12号 (昭23.4～12)-9巻 6号 (昭23.6)
【欠号】9巻 6号 (昭23.6)

1225547000
すてきなおかあさん
1号 (1973年11月) -50号 (1977年12月)
東京 文化出版局 1973.10-1977.11
月刊
休刊
分類番号: G07
多）新聞雑誌
【所蔵】41～50号 (1977.3～12)-50号 (1977.12)
1237253000
すてきな奥さん
1巻1号 (1990年5月) -25巻5号通巻289号（2014年5月）
東京 主婦と生活社 1990.5-2014.4
月刊
分類番号: G07
多）新聞雑誌
【所蔵】1巻 1号 (1990年5月)-25巻 5号 通巻289号 (2014
年5月)
【欠号】1巻 2号 (1990年6月)
1243686000
すてきレシピ
1号(1996.4)-7号(1998.4), 3巻3号通巻8号(1998.7)扶桑社
季刊
別タイトル:栗原はるみすてきレシピ 出版社:1号 フジテレ
ビジョン
分類番号:383.8 G07
多）新聞雑誌
【所蔵】1号 (1996.4)-9巻 2号 通巻31号 (2004年春)

1225995000
青鞜
複製版
竜渓書舎 1980
原誌の出版者:青鞜社
内容:1巻1号(1911.9)-6巻2号(1916.2) 別冊(総目次・索引)
分類番号:367 G07
多）新聞雑誌
【所蔵】1巻 1号 (1911.9)-別冊
1241632000
清流
清流出版
月刊
総目次あり
分類番号: G07
多）新聞雑誌
【所蔵】1巻 4号 (1994年8月)-19巻 12号 通巻224号 (2012
年12月)
世界の艦船別冊
→ Cruise Traveller

東京ニュース通信社／編

1218086000
セゾン・ド・ノンノ
1巻1号通巻1号 (1974年10月) -9巻2号通巻31号(1983年4月)
東京 集英社 1974.10-1983.4
季刊
終刊
分類番号: G07
多）マガジンバンク

ステディ.
→ steady.
セ
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セソントノ
【所蔵】2巻 1～6号 通巻3～8号 (昭50.2～12)-9巻 1～2号 食べる
通巻30～31号 (昭58.1～4)
→ クロワッサン
【欠号】2巻 2,4号 (昭50.4,8),3巻 1号 (昭51.2),5巻 2号
～6巻1号 (昭54.10～昭55.1)
1253318277
たまごクラブ ベネッセコーポレーション／編
セダ
1巻1号通巻1号 (1993年11月) → Seda
多摩 ベネッセコーポレーション 1993.11月刊
1243437000
出版者:福武書店→ベネッセコーポレーション
セ-マ セ-マ出版／編
分類番号: G07
1巻1号 (1997年10月) -2巻1号 (1998年1号) , 2巻2号通巻3
多）マガジンバンク
号 (1998年4月) -2巻4号通巻5号 (1998年10月)
【所蔵】1巻 7号 通巻7号 (1994年5月)-21巻 9号 通巻249
東京 セ-マ出版 1997.10-1998.10 哲学書房 (発売)
号 (2014年7月)＋
季刊
休刊
チ
分類番号: G07
多）マガジンバンク
ちゃんと
【所蔵】1巻 1号 (1997年10月)-2巻 4号 通巻5号 (1998.10
→ CHANTO
)
チョキ チョキ ガールズ
ソ
→ Choki Choki Girls
1228930000
テ
ソフィア
Sophia
ディア
テスト版（1984年3月），1巻1号通巻1号 (1984年7月) -12巻
→ Dear
9号 (1995年9月)
東京 講談社 1984.7-1995.9
デコログペーパー
月刊
→ DECOLOG Paper
休刊
分類番号: G07
デニム
多）新聞雑誌
→ Denim
【所蔵】1巻 1号 通巻1号 (1984年7月)-12巻 9号 (1995年9
月)
1253318752
【欠号】2巻 3号 通巻8号 (1985年3月),2巻 2号 通巻7号 ( デミ
1985年2月),2巻 7号 通巻12号 (1985年7月)
Demi
1巻1号通巻1号 (1993年12月) -2巻12号通巻13号 (1994年12
1250164878
月)
それいゆ
東京 スコラ 1993.12-1994.12
複製版
月刊
東京 国書刊行会 2000.3
休刊
原誌の編者:中原淳一 原誌の出版者:ひまわり社
分類番号: G07
内容:29号(1954年春), 31号(1954年秋), 33号(1955年春), 3
多）マガジンバンク
6号(1955年冬), 40号(1956年8月), 48号(1957年12月), 復刻
【所蔵】1巻 1号 通巻1号 (1993年12月)-2巻 12号 通巻13
版別冊・総目次(監修者 中原蒼二)
号 (1994年12月)
総目次掲載号あり
分類番号: G07
ト
多）新聞雑誌
【所蔵】29号 (1954年春)-復刻版別冊
東京婦人矯風雑誌
→ 婦人新報
複製版
タ
東京婦人矯風雑誌
大日本婦人教育会雑誌
→ 復刻日本の婦人雑誌
複製版
→ 復刻日本の婦人雑誌
複製版
1253496136
1218322000
トランタン
大日本婦人教育会雑誌
30ans
1号 (明21.12)112号 (2005年1月) -126号 (2006年3月)
大日本婦人教育会 1888東京 アシェット婦人画報社 2005.1-2006.3
分類番号: G07
月刊
多）マガジンバンク
「ラヴィ・ドゥ・トランタン」の改題 休刊
【所蔵】37～44号 (明25.4～12)-131号 (明34.2)
分類番号: G07
【欠号】47,54～55号 (明26.3,11～12),56～62,66号 (明27
多）マガジンバンク
.1～7,12),83,86～87号 (明29.6,10～11),93号 (明30.5
【所蔵】112号 (2005年1月)-126号 (2006年3月)
),111,114～119号 (明32),123号 (明33.4)
ドレス
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トレス
→

Dress

多）マガジンバンク
【所蔵】複製版1巻 (1巻1号～3号 (1942年11月～1943年1月
))-別冊 (2011年11月)

ニ
1252220902
日経EW
1号 (2007年4月) -5号 (2007年8月)
東京 日経ホーム出版社 2007.4-2007.8 日経ホーム出版
社 (発売)
月刊
休刊
分類番号: G07
多）マガジンバンク
【所蔵】1号 (2007年4月)-4号 (2007年7月)

1219815000
女人芸術
複製版
竜渓書舎 1981
原誌の出版者:女人芸術社
内容:1年1号(昭3.7)-5巻6号(昭7.6), 別冊(解説・総目次・
索引)
総目次あり
分類番号:367 G07
多）新聞雑誌
【所蔵】1巻 1号 (1928.7)-別冊 (解説・総目次・索引)

1235424000
日経Woman
ネ
1号 (1988年5月) 東京 日経BP社 1988.5- 日経BP出版マーケティング (発
1252203799
売)
ネイルUp!
月刊
東京 ブティック社 2003.3別タイトル:日経ウーマン 出版者:-288号(2008年7月) 日経
隔月刊
ホーム出版社. 発売者:-315号 (2010年7月) 日経BP出版セン
刊行頻度:-通巻26号 (2007年冬増刊) 季刊
ター
分類番号:595.4 G07
分類番号: G07
多）マガジンバンク
多）新聞雑誌
【所蔵】20号通巻27号 (2007年1月)-59号 通巻77号 (2014
【所蔵】1号 (1988年5月)-367号 (2014年7月)＋
年7月)＋
【欠号】13号 (1989年5月),19号 (1989年10月別冊),22号 (
【欠号】通巻22号 (2007年夏増刊)
1990年1月),23号 (1990.2),24号 (1990.3),128号 (1997
.7臨),133号 (1997.10臨),137号 (1998.1臨)
ノ
日経ウーマン
→ 日経Woman

1229060000
ノンノ
non no
1巻1号通巻1号 (1971年6月20日) 東京 集英社 1971.6月刊
刊行頻度:-40巻11号通巻898号 (2010年6月20日) 月2回刊
分類番号: G07
多）新聞雑誌
【所蔵】1巻 1号 通巻1号 (1971年6月20日)-44巻 8号 通巻
947号 (2014年8月)＋
【欠号】1巻 3,4号 通巻3,4号 (1971年7月20日～8月5日),1
巻 7号 通巻7号 (1971年9月20日),1巻 10～12号 通巻10
～12号 (1971年11月5日～12月5日),2巻 1～3号 通巻14
～16号 (1972年1月～2月),2巻 5～9号 通巻18～22号 (1
972年3月20日～5月20日),2巻 11～19号 通巻24～32号 (
1972年6月20日～10月20日),2巻 22, 23号 通巻35, 36号
(1972年12月5, 20日),3巻 2～5号 (1973年1月～3月),3
巻 22号 通巻58号 (1973年12月5日),4巻 11号 通巻70号
(1974年6月20日),4巻 23号 通巻82号 (1974年12月20日
),5巻 7号 通巻89号 (1975年4月20日),特別増刊 (1993.
4)

1252523309
日経キャリアmagazine
日経キャリアマガジン
2000年秋, 2001年2月-2009年10月, 1号 (2010年1月) 東京 日経HR 2000- 日本経済新聞社 (発売)
季刊
編者:2000年秋-[2001年6月号] 日本経済新聞社 出版者:日
本経済新聞社→日経人材情報→日経HR 刊行頻度:変更あり
分類番号: G07
多）マガジンバンク
【所蔵】(2008年6月)-特別編集 (2014年1月)＋
日経キャリアマガジン
→ 日経キャリアmagazine
日本新婦人
→ 復刻日本の婦人雑誌

複製版

日本乃家庭
→ 復刻日本の婦人雑誌

複製版
ハ

日本之女学
→ 復刻日本の婦人雑誌

複製版

1229063000
ハイミセス
1号(1982.5)-78号(1996.1)
文化出版局 1982.5-1996.1
隔月刊
「ミマン」と改題
総目次あり
分類番号: G07
多）新聞雑誌
【所蔵】1号 (1982.5)-78号 (1996.1)

1252000225
日本婦人
複製版
東京 不二出版 2011.11
原誌の出版者：大日本婦人会
1巻1号 (1942年11月) -2巻12号 (1945年1月), 別冊 (解説・
総目次・索引)
分類番号:367 G07
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ハイミセス
【欠号】3～4号 (1983),6～9号 (1984),14～15号 (1986)
バイラ
→

【所蔵】創刊予告号 (1977年4月)-創刊予告号 (1977年4月)
パンプキン
→ Pumpkin

Baila

働く婦人
→ 婦人戦旗・働く婦人
花乃園生
→ 復刻日本の婦人雑誌
ハーパース・バザー
→ Harper's Bazaar

ヒ
複製版

複製版

エイチビー・ジャパン／編 日本版

1219995000
母の友
1号(1953年9月)東京 福音館書店 1953.9月刊
総目次掲載号あり
分類番号:599 G07
多）児童資料
【所蔵】118号 (1963.5)-734号 (2014年7月)＋
【欠号】119～143号 (1963.6～1965.4),145～151号 (1965.
6～12),152～154号 (1966.1～3),158号 (1966.7),159号
(1966.8),160号 (1966.9),161号 (1966.10),162号 (19
66.11),163号 (1966.12),164号 (1967.1),168号 (1967.
5),172号 (1967.9),176～187号 (1968)
多）新聞雑誌
【所蔵】145～151号 (1965.6～12)-599号 (2003年4月)
【欠号】152～157号 (1966.1～6)
1242177000
薔薇の小部屋
1巻1号(1978.6)第二書房
季刊
分類番号:909 G07
多）児童資料
【所蔵】1巻 1号 (1978.6)-1巻 2号 (1978.9)

1253485650
美ST
美スト
3巻10号 (2011年10月) 東京 光文社 2011.8月刊
「美story」の改題
分類番号:595 G07
多）マガジンバンク
【所蔵】3巻 10号 (2011年10月)-6巻 8号 (2014年8月)＋
1253052901
美story
美ストーリィ
1巻10号 (2009年10月) -3巻9号 (2011年9月)
東京 光文社 2009.8-2011.7
月刊
「美ST」と改題
分類番号:595 G07
多）マガジンバンク
【所蔵】1巻 10号 (2009年10月)-3巻 9号 (2011年9月)
1250915561
ビアトリス
複製版
東京 不二出版 2003.6
原誌の出版者:ビアトリス社
内容:1巻1号 (大正5年7月) -2巻3号 (大正6年4月), 解説・
総目次・索引, 【欠号】1巻4号 (大正5年), 2巻2号 (大正6年)
総目次掲載号あり
分類番号:367 G07
多）マガジンバンク
【所蔵】1巻 4号 (1916年)-1巻1号～2巻3号 (1916年7月～1
917年4月)
【欠号】1巻 4号 (1916年),2巻 2号 (1917年)

1237190000
ヴァンサンカン
25ans
1220033000
1号(1980年6月) ビ-・エイブル
ハースト婦人画報社 1980.6Be Able
月刊
1号(1981年10月)-1989年冬号(1989.12)
出版者:婦人画報社→アシェット婦人画報社→ハースト婦人
東京 マンパワ-ジャパン 1981.10 教育史料出版会（発売
画報社
）
分類番号: G07
休刊
多）新聞雑誌
総目次掲載号あり
【所蔵】1号 (1980年6月)-418号 (2014年7月)＋
分類番号:367 G07
【欠号】2～20号 (1980.7～1982.1),22～92号 (1982.3～19
多）新聞雑誌
87),105号 (1989年1月),110号 (1989年6月),114号 (198
【所蔵】1号 (1981年10月)-(1989年冬)
9年10月),116号 (1989年12月),118～123号 (1990.2～7)
【欠号】(1988年春)
ヴァンテーヌ
→ Vingtaine

1202734020
美人計画
1巻1号 (2007年7月) -1巻12号 (2008年6月)
東京 青春出版社 2007.7-2008.6
月刊
終刊
分類番号:595 G07
多）マガジンバンク
【所蔵】1巻 1号 (2007年7月)-1巻 6号 (2007年12月)

1251480142
パンドラの匣 高橋丁未子／編
創刊予告号 (1977年4月), 1号 (1977年6月) 東京 牧神社 1977.4, 1977.6隔月刊
分類番号:590 G07
多）新聞雑誌
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ヒシンヒヤ
1202733929
美人百花
1巻1号通巻1号 (2005年10月) 東京 角川春樹事務所 2005.10月刊
分類番号: G07
多）マガジンバンク
【所蔵】8巻 9号 通巻55号 (2012年9月)-10巻 7号 通巻77
号 (2014年7月)＋
美スト
→

ピンキー
→ Pinky

美ST

ビズマム
→ bizmom
ピーチ
→

内容:1巻1号(1947.1)-6巻12号(1952.12), 別冊(「ひまわり
通信」)
分類番号: G07
多）児童資料
【所蔵】1巻 1号 (1947年1月)-別冊 (ひまわり通信(1987.8
～1992.12))
多）新聞雑誌
【所蔵】1巻 1号 (1947年1月)-別冊 (ひまわり通信(1987.8
～1992.12))

フ
ファッジ
→ Fudge

Peach

1225742000
1252413510
ファミリ-サ-クル
美的
ベスト・コミュニケ-ションズ ブルーチップスタンプ（発
1巻1号通巻1号 (2001年5月) 売）
東京 小学館 2001.5月刊
月刊
出版者:日本エフ・シ-→ベスト・コミュニケ-ションズ
分類番号: G07
分類番号: G07
多）マガジンバンク
多）新聞雑誌
【所蔵】7巻 5号 通巻77号 (2007年9月)-14巻 3号 通巻162
【所蔵】1号 (1978年11月)-60号 (1983年10月)
号 (2014年7月)＋
【欠号】2～41号 (1979.12～1982.3),53～59号 (1983)
【欠号】12巻 11号 通巻143号 (2013年2月増刊)
ヴァンサンカンウエディング
1225738000
→ 25ansウエディング
ヴィヴィ
Vivi
1240843000
1巻1号通巻1号 (1983年7月) フィガロジャポン
東京 講談社 1983.7Figaro Japon
月刊
1巻1号通巻1号 (1990年5月) 分類番号:593 G07
東京 阪急コミュニケーションズ 1990.5多）新聞雑誌
月刊
【所蔵】1巻 1号 通巻1号 (1983年7月)-32巻 8号 通巻373
出版者:-14巻12号通巻252号 (2003年7月5日) ティビーエス
号 (2014年7月)＋
・ブリタニカ 刊行頻度:6巻5号（1995年5月）-21巻6号 (20
【欠号】2巻 2～9号 通巻8～15号,2巻 11～12号 通巻17～1
10年4月5・20日) 半月刊
8号,3巻 1～2号 通巻19～20号 (1985年),3巻 5～6号 通
分類番号: G07
巻23～24号,3巻 10～12号 通巻28～30号,4巻 (1986年),
多）新聞雑誌
5巻 (1987年),6巻 1～8号 通巻55～62号 (1988年),8巻1
【所蔵】1巻 1号 通巻1号 (1990年5月)-25巻 8号 通巻458
号通巻79号 ～ 25巻5号通巻287号 (1990年1月～2007年5
号 (2014年8月)＋
月)
【欠号】1巻 2～終号 (1990),2巻 8号 通巻16号 (1991年7
月),2巻 12号 通巻20号 (1991年),4巻 2号 通巻36号 (1
1226003000
993年2月)
ひまわり
複製版
フィグ
国書刊行会 1984
→ Figue
原誌の出版者:ひまわり社
内容:1巻1号(1947.1),1巻6号(1947.8・9), 2巻12号(1948.12
ヴィヴァン
),3巻1号(1949.1),3巻4号(1949.5),4巻2号(1950.2),5巻4号(
→ Vivant
1951.4),5巻7号(1951.7),別冊(解説・総目次等)
分類番号: G07
1235949000
多）児童資料
季刊フェミナ
【所蔵】別冊 (全巻総目次)-1巻 1号 (1947.1)
Femina
多）新聞雑誌
1巻1号(1989.5)-3巻2号,通巻10号(1991.7)
【所蔵】別冊 (全巻総目次)-1巻 1号 (1947.1)
東京 学習研究社 1989.5-1991.7
季刊
1242384000
終刊
ひまわり
分類番号: G07
複製版
多）新聞雑誌
国書刊行会 1987.5-1992.12
【所蔵】1巻 1号 (1989年5月)-3巻 2号 通巻10号 (1991.7)
原誌の出版者:ひまわり社
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フオク
フォーグ
→ ｆAUG.

解説・総目録・索引)
婦人衛生会雑誌
→ 婦人衛生雑誌

ヴォーグガール
→ Vogue Girl

複製版

婦人衛生会雑誌
→ 復刻日本の婦人雑誌

ヴォーグジャパン
→ Vogue Japan

複製版

1237512000
婦人衛生雑誌
複製版
大空社 1990.7-1992.9
原誌の出版者:私立大日本婦人衛生会
内容:婦人衛生会雑誌 1号(1888.2)-40号(1893.3) 婦人衛生
雑誌 41号(1893.4)-382号(1926.12), 別巻(解説,目次,著者
索引)
分類番号:495 G07
多）新聞雑誌
【所蔵】複製版1巻 (1～20号(1888.2～1891.7))- 別巻 (解
説・全巻収録一覧・著者名索引)

ヴォーチェ
→ Voce

1240792000
婦女界
-65巻6号 (1942年6月), 36巻1号,復刊1号 (1948年1月) -38
巻4号 (1950年6月)
東京 婦女界社 -1942.6, 1948.1-1950.6
月刊
分類番号: G07
多）マガジンバンク
【所蔵】33巻 4号 (大15.4)-37巻 1号 (昭24.1)
【欠号】33巻 5号～65巻6号 (大15.5～昭17.6),36巻 1～12 1240794000
号 (昭23.1～12)
婦人界
1巻1号(大6.9)婦女雑誌
東京社
→ 復刻日本の婦人雑誌
複製版
月刊
分類番号: G07
1243193000
多）マガジンバンク
婦人
【所蔵】2巻 2号 (大7.2)-2巻 2号 (大7.2)
複製版
皓星社 1997.12 占領期の女性雑誌シリ-ズ 1
1220242000
原誌の出版者:世界評論社
婦人会報
内容:1巻1号(昭22.7)-3巻8号(昭24.8), 別冊(総目次,人名索
1号(昭54.9)-4号(昭55.6)
引,解題)
企画室
総目次あり
季刊
分類番号:367 G07
休刊
多）新聞雑誌
分類番号:367 G07
【所蔵】別冊 (総目次,人名索引,解題)-複製版7 (3巻5～8
多）マガジンバンク
号(昭24.5～8))
【所蔵】1～2号 (昭54.9～12)-3～4号 (昭55.3～6)
1220241000
婦人朝日
1巻1号(1946年2月)-13巻12号通巻155号(1958年12月)
東京 朝日新聞社 1946.2-1958.12
月刊
終刊
分類番号: G07
多）新聞雑誌
【所蔵】8巻 4号 通巻87号 (1953.4)-13巻 3号 通巻146号
(1958.3)
【欠号】8巻 10号 通巻93号 (1953.10)
婦人運動
→ 婦人運動

複製版

1240795000
婦人家庭雑誌
1巻1号(大7.10)婦人家庭雑誌社
月刊
分類番号: G07
多）マガジンバンク
【所蔵】1巻 1号 (大7.10)-1巻 1号 (大7.10)
1220243000
婦人画報
25号(1909.4)東京 東京社 1909.4月刊
「東洋婦人畫報」の改題 「戦時女性」と改題
分類番号: G07
多）マガジンバンク
【所蔵】51号 (明44.1臨)-198号 (大11.5臨)
【欠号】52～115号,117～197号

1237558000
婦人運動
複製版
不二出版 1990.6-1991.12
内容:職業婦人, 婦人と労働, 婦人運動, 別冊(「婦人運動」
解説・総目次・索引)
1220244000
総目次あり
婦人画報
分類番号:366 G07
東京 ハースト婦人画報社
多）新聞雑誌
月刊
【所蔵】複製版1巻 (職業婦人1巻1号～3号(1923年6～8月),
出版者:婦人画報社→アシェット婦人画報社→ハースト婦人
婦人と労働2巻1号～2号,号外(1924年4～5月))-別冊 (
画報社
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総目次あり
75.1増),56巻 4号 (1975.3),56巻 10号 (1975.9)
分類番号: G07
多）新聞雑誌
1251452509
【所蔵】828号 (1972年10月)-1332号 (2014年7月)＋
婦人グラフ
【欠号】829～836号 (1972年11月～1973年5月),838号 (197
The Ladies' graphic
3.7),854号 (1974.10増),867号 (1975.10増),別冊 (197
1巻1号(大13.5)-5巻6号(昭3.6)
7.11)
東京 国際情報社 1924.5-1928.6
終刊
1252002461
分類番号: G07
婦人畫報 明治・大正期 DVD-ROM版 [電子資料] 臨川書店／
多）新聞雑誌
編
【所蔵】1巻 1号 (1924.5)-1巻 1号 (1924.5)
複製版
京都 臨川書店 2004.6
婦人弘道叢記
原誌の出版者:近事画報社→東京社
→ 復刻日本の婦人雑誌
複製版
「婦人畫報」1巻1号 (1905年7月) -3 年6号 (1907年6月),「
東洋婦人畫報」1号 (1907年8月) -24号 ) ,「婦人畫報」25
1220248000
号 (1909年4月) -255号 (1926年12月)
婦人公論
分類番号: G07
1年1号(1916年1月)-29巻3号(1944年3月), 30巻1号通巻347号
多）マガジンバンク
(1946年4月)【所蔵】Disc1 (1巻1号～76号(1905年7月～1912年12月))東京 中央公論新社 1916.1セットアップCD-ROM
半月刊
出版者:1年1号-84巻4号(1999年2月7日) 中央公論社 刊行頻
婦人教育雑誌
度:1年1号-83巻3号通巻1007号(1998年3月) 月刊 1946年～1
→ 復刻日本の婦人雑誌
複製版
954年 巻次に乱れあり
総目次あり
婦人矯風雑誌
分類番号: G07
→ 婦人新報
複製版
多）新聞雑誌
【所蔵】5年5号 通巻53号 (1920年5月)-99巻 14号 通巻140
1220247000
3号 (2014年6月22日)＋
婦人倶楽部
【欠号】5年6,7号 通巻54,55号 (1920年6,7月),5年10号 通
-69巻4号(1988年4月)
巻58号 (1920年10月),6年8～10号 通巻68～70号 (1921
東京 講談社 -1988.4
年8～10月),6年12号 通巻72号 (1921年11月),7年1～5号
月刊
通巻74～78号 (1922年1～5月),7年8号 通巻81号 (1922
終刊
年),7年11,12号 通巻84,85号 (1922年10,11月),8年1,2
分類番号: G07
号 通巻87,88号 (1923年1,2月),8年4～6号 通巻90～92
多）新聞雑誌
号 (1923年4～6月),8年9,10号 通巻95,96号 (1923年8,9
【所蔵】11巻 6号 (1930年6月)-69巻 4号 (1988.4)
月),8年12号 通巻98号～9年4号通巻102号 (1923年11月
【欠号】11巻 7号 (1930年7月),11巻 10号 (1930年10月),1
～1924年4月),9年6号 通巻104号～10年1号通巻112号 (1
1巻 12号 (1930年12月),12巻 1号 (1931年1月),12巻 3
924年6月～1925年1月),10年3号 通巻114号～11年9号通
号 (1931年3月),12巻 5～8号 (1931年5～8月),12巻 12
巻133号 (1925年3月～1926年9月),11年11号 通巻135号
号 (1931年12月),13巻 2号 (1932年2月),13巻 4～8号 (
～13巻9号通巻157号 (1926年11月～1928年9月),13巻 11
1932年4～8月),13巻 10号～15巻9号 (1932年10月～1934
号 通巻159号～14巻7号通巻167号 (1928年11月～1929年
年9月),15巻 11号～16巻4号 (1934年11月～1935年4月),
7月),14巻 9号 通巻169号～15巻4号通巻176号 (1929年9
16巻 5号～19巻10号 (1935年6月～1938年8月),19巻 12,
月～1930年4月),15巻 6号 通巻178号～17巻1号通巻197
13号 (1938年10,11月),20巻 3～9号 (1939年3～7月),20
号 (1930年6月～1932年1月),17巻 3～7号 通巻199～203
巻 12号 (1939年10月),20巻 14号 (1939年12月),21巻 2
号 (1932年3～7月),17巻 9号 通巻205号 (1932年9月),1
号 (1940年2月),21巻 4,5号 (1940年4,5月),21巻 9号 (
7巻 12号 通巻208号 (1932年12月),18巻 3,4号 通巻211
1940年9月),21巻 11号 (1940年11月),22巻 6号 (1941年
,212号 (1933年3,4月),18巻 9号 通巻217号 (1933年9月
6月),22巻 8～10号 (1941年8～10月),23巻 5号 (1942年
),19巻 2号 通巻222号 (1934年2月),19巻 5号 通巻225
5月),24巻 4号 (1943年4月),24巻 8号 (1943年8月),25
号 (1934年5月),19巻 8号 通巻228号 (1934年8月),20巻
巻 5号 (1944年5月),25巻 9号 (1944年9月),25巻 10号
2号 通巻234号 (1935年2月),20巻 8号 通巻240号 (193
(1944年10月),25巻 12号 (1944年12月),26巻 1号 (1945
5年8月),20巻 10号 通巻242号 (1935年10月),21巻 1号
年1月),26巻 3～5号 (1945年3～5月),26巻 7号～28巻4
通巻245号 (1936年1月),21巻 3,4号 通巻247,248号 (19
号 (1945年～1947年4月),28巻 7号 (1947年7月),28巻 9
36年3,4月),21巻 6～10号 通巻250～254号 (1936年6～1
号 (1947年9月),28巻 11号～29巻3号 (1947年11月～194
0月),22巻 1, 2号 通巻257, 258号 (1937年1, 2月),22
8年3月),29巻 5～10号 (1948年5～10月),29巻 12号 (19
巻 8～10号 通巻264～266号 (1937年8～10月),22巻 12,
48年12月),30巻 2号 (1949年2月),30巻 6号 (1949年6月
13号 通巻268, 269号 (1937年12月),23巻 2号 通巻271
),30巻 7号 (1949年7月),31巻 9号 (1950年9月),31巻 1
号 (1938年2月),23巻 7号 通巻276号 (1938年7月),23巻
1号 (1950年),32巻 7号 (1951年7月),32巻 10号 (1951
9号 通巻278号 (1938年9月),24巻 1,2号 通巻282,283
年10月),32巻 12,13号 (1951年11,12月),33巻 6号～36
号 (1939年1,2月),24巻5, 6号 通巻286, 287号 (1939年
巻11号 (1952年6月～1955年11月),37巻 ～43巻 (1956～
5, 6月),24巻 10, 11号 通巻291, 292号 (1939年10, 11
1962),44巻 1～6号 (1963),44巻 8～終号 (1963),45巻
月),25巻 8号 通巻301号 (1940年8月),25巻 10号 通巻3
～53巻 (1964～1972),54巻 1～7号 (1973.1～7),54巻 9
03号 (1940年10月),26巻 1号 通巻306号 (1941年1月),2
号 (1973.7増),54巻 13号 (1973.10増),54巻 15号 (197
6巻 3～5号 通巻308～310号 (1941年3～5月),26巻 9号
3.11増),55巻 4,6,12,14号 (1974.4,5増,10増,12),55巻
通巻314号 (1941年9月),26巻 11,12号 通巻316,317号 (
6号 (1974.5増),55巻 12号 (1974.10増),56巻 2号 (19
1941年11,12月),27巻 6号 通巻323号 (1942年6月),27巻
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10, 11号 通巻327, 328号 (1942年10, 11月),28巻 3号
通巻332号 (1943年3月),28巻 12号 通巻343号～29巻2
号通巻345号 (1943年12月～1944年2月),30巻 1号 通巻3
47号 (1946年4月),30巻 2号 通巻348号 (1946年5月),30
巻 3号 通巻349号 (1946年6月),30巻 4号 通巻350号 (1
946年7月),30巻 5号 通巻351[・352]号 (1946年8・9月)
,30巻 6号 通巻353号 (1946年10月),30巻 9号 通巻355
号 (1946年12月),31巻 2号 通巻357号～31巻4号通巻359
号 (1947年2～4月),31巻 6号 通巻361号～31巻8号通巻3
63号 (1947年6～8月),31巻 10号 通巻365号 (1947年10
月),31巻 12号 通巻367号～33巻4号通巻371号 (1947年1
2月～1948年4月),34巻 11号 通巻378号 (1948年11月),3
5巻 2号 通巻381号 (1949年2月),35巻 9号 通巻388号 (
1949年9月),35巻 11号 通巻390号 (1949年11月),35巻 1
2号 通巻391号 (1949年12月),35巻 1～11号 通巻392～4
02号 (1950年),36巻 2号 通巻405号 (1951年2月),36巻
4号 通巻407号 (1951年4月),36巻 6号 通巻409号 (1951
年6月),36巻 8号 通巻411号 (1951年8月),36巻 10号 通
巻413号 (1951年10月),37巻 1～10号 通巻416～425号 (
1952年1～10月),38巻 2～13号 通巻428～440号 (1953年
),46巻 8～10,12,13,15号 (1961年),47巻 5号 通巻550
号 (1962.4臨時増刊)

1220250000
婦人春秋
1巻1号(1946年3月)
東京 政経春秋社 1946.3
月刊
分類番号: G07
多）マガジンバンク
【所蔵】1巻 2～5号 (昭21.4～7)-1巻 4号 (昭21.6)
【欠号】1巻 4号 (昭21.6)
婦人新報
→ 婦人新報

複製版

1220251000
婦人新報
複製版
不二出版 1985.4-1986.12
原誌の出版者:「東京婦人矯風雑誌」東京婦人矯風会, 「婦
人矯風雑誌」婦人矯風雑誌事務所, 「婦人新報」婦人新報社
内容:「東京婦人矯風雑誌」1号 (明治21年4月)-57号 (明治2
6年2月), 【欠号】8号 (明治21年),14号 (明治22年),16-22,24,
26号 (明治23年-24年),45号 (明治25年), 「婦人矯風雑誌」
1号 (明治26年11月)-15号 (明治28年1月), 「婦人新報」1号
(明治28年2月) -699号 (昭和33年12月), 【欠号】57,59 (明治
35年1月,3月),121号 (明治40年5月),135号 (明治41年7月),1
93号 (大正2年7月),257号 (大正7年12月),258号 (大正8年1
月), 別冊(解説・総目次・索引)
分類番号:190 G07
多）マガジンバンク
【所蔵】複製版1巻～複製版60巻,別冊-複製版1巻～複製版6
0巻,別冊

1252493225
婦人公論 DVD-ROM版 [電子資料] 臨川書店／編
複製版
京都 臨川書店 2006.10-2007.7
原誌の出版者:中央公論社
内容:1巻1号通巻1号 (大正5年1月) -29巻3号通巻346号 (昭
和19年3月)
分類番号: G07
多）マガジンバンク
【所蔵】セットアップCD-ROM (1号(大正5年1月)～208号(昭
和7年12月))-Disc4 (22巻7号通巻263号～29巻3号通巻34
1220252000
6号(昭和12年7月～昭和19年3月))
婦人生活
1巻1号 (1947年5月) -40巻8号 (1986年8月)
1220539000
婦人生活社
別冊婦人公論
月刊
1巻1号,通巻1号(昭55.7)-13巻2号,通巻48号(1992.4)
分類番号: G07
中央公論社
多）新聞雑誌
季刊
【所蔵】22巻 1号 (1968.1)-40巻 8号 (1986.8)
休刊
【欠号】22巻 5号 (1968),22巻 7号 (1968.6),22巻 10号 (
分類番号: G07
1968.9),22巻 13号 (1968),23巻 4号 (1969.3),23巻 6
多）新聞雑誌
号 (1969.4),23巻 11号 (1969.9),23巻 15号 (1969.11)
【所蔵】1巻 1～2号 通巻1～2号 (昭55.7～10)-13巻 2号
,24巻 5号 (1970),25巻 12号 (1971),27巻 12号 (1973.
通巻48号 (1992.4)
10臨時増刊),35巻 6号 (1981.6),39巻 6号 (1985.6),39
巻 7号 (1985.7),39巻 9号 (1985.9)
1242193000
婦人子供報知
1238446000
1号(1931.3)婦人世界
報知新聞社 1931.3東京 実業之日本社
半月刊
月刊
分類番号: G07
総目次あり
多）児童資料
分類番号: G07
【所蔵】1号 (1931.3)-140号 (1937.1.10)
多）マガジンバンク
【欠号】2～3号 (1931),7～11号 (1931),24号 (1932.2),27
【所蔵】6巻 3号 (1911年3月)-26巻 9号 (昭6.9)
号 (1932.4),29～37号 (1932.4～9),43号 (1932.12),45
【欠号】6巻 4～12号 (1911年4～12月),7巻 2号～12巻9号
号 (1933.1.25),47～49号 (1933.3),51号 (1933.4),54
(1912年2月～1917年),12巻 11号 (大6),13巻 1号 (大7.
号 (1933.6),56号 (1933.7),60号 (1933.9),71号 (1934
1),13巻 3号 (大7.3),14巻 1～13号 (大8.1～11),16巻
.2),77号 (1934),79～84号 (1934.6～9),87～91号 (193
(大10),17巻 (大11),18巻 1～9号 (大12.1～9),18巻 11
4.10～1935.1),97号 (1935.3),100号 (1935.5),103号 (
～12号 (大12.11～12),21巻 (大15),22巻 (昭2),23巻 (
1935.6),109号 (1935.9),113～115号 (1935),118～123
昭3),24巻 1～10号 (昭4.1～10),24巻 12号 (昭4.12),2
号 (19360000),138号 (1936.12)
5巻 1～5号 (昭5.1～5),25巻 7号 (昭5.7),25巻 11～12
号 (昭5.11～12),26巻 1～5号 (昭6.1～5),26巻 8号 (
婦人週報
昭6.8)
→ 20世紀女性研究の夜明け
複製版
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1240799000
婦人世界
1巻1号 (1947年10月) 東京 ロマンス社 1947.10月刊
分類番号: G07
多）マガジンバンク
【所蔵】2巻 1号 (昭23.1)-2巻 3号 (昭23.3)
【欠号】2巻 2号 (昭23.2)
婦人戦旗
→ 婦人戦旗・働く婦人

複製版

1220253000
婦人戦旗・働く婦人
複製版
戦旗復刻版刊行会 1980 日本社会主義文化運動資料 8
原紙の出版者:日本プロレタリア文化聯盟
内容:婦人戦旗(1巻1～5,7～2巻2号), 働く婦人(1巻1～2,4～
5号), 別巻(解説・解題,書誌,思い出・資料,総目次,執筆者
索引)
総目次あり
分類番号:309 G07
多）新聞雑誌
【所蔵】「婦人戦旗」1巻 [1]号 (1931年5月)-別巻 (解説
・総目次・索引)

1229117000
婦人百科
-通巻336号(1993.3)
日本放送出版協会 -1993.3
月刊
別標題:NHK婦人百科 「おしゃれ工房」と改題
分類番号: G07
多）新聞雑誌
【所蔵】25号 (1967.4)-336号 (1993年3月)
【欠号】29～33号 (1967.8～12),34～37号 (1968.1～4),59
号 (1970.2),61～69号 (1970.4～12),70～80号 (1971.1
～11),82～93号 (1972.1～12),94～97号 (1973.1～4)

1220254000
婦人戦線
複製版
緑蔭書房 1983
原誌の出版者:無産婦人芸術連盟婦人戦線社
内容:1巻1号(昭5.3)-2巻6号(昭6.6)
分類番号:309 G07
多）新聞雑誌
【所蔵】1巻 1号 (1930.3)-別冊 (総目録)
1238396000
婦人と新社会
複製版
クレス出版 1993.2
原誌の出版者:東洋出版社→婦人と新社会社
内容:1号(大9.3)-160号(昭8.7), 別冊(総目次・解説)
総目次あり
分類番号:367 G07
多）マガジンバンク
【所蔵】130号～160号 (昭6.1～昭8.7)-160号 (昭8.7)
婦人と労働
→ 婦人運動

918年11月～1919年3月),13巻 6号～14巻12号 (1919年6
月～1920年12月),15巻 1～6号 (1921年1～6月),15巻 8
号 (1921年8月),15巻 11, 12号 (1921年11, 12月),16巻
1～12号 (1922年1～12月),17巻 1号 (1923年1月),17巻
2号 (1923年2月),17巻 4号 (1923年4月),17巻 7～12号
(1923年7～12月),18巻 1～6号 (1924年1～6月),18巻 8
～10号 (1924年8～10月),19巻 1～7号 (1925年1～7月),
19巻 9～12号 (1925年9～12月),20巻 1～9号 (1926年1
～9月),20巻 12号 (1926年12月),21巻 1～12号 (1927年
1～12月),22巻 1～5号 (1928年1～5月),22巻 9,10号 (1
928年9,10月),22巻 12号 (1928年12月),23巻 2～5号 (1
929年2～5月),23巻 7,8号 (1929年7,8月),23巻 11,12号
(1929年11,12月),24巻 5,6号 (1930年5,6月),24巻 8号
(1930年8月),24巻 10号 (1930年10月),25巻 1号 (1931
年1月),25巻 4,5号 (1931年4,5月),25巻 7～12号 (1931
年7～12月),26巻 1～7号 (1932年1～7月),26巻 10,11号
(1932年10,11月),27巻 1～3,5,6号 (1933年1～3,5,6月
),27巻 8号 (1933年8月),27巻 10～12号 (1933年10～12
月),28巻 1,2,4～7,9～12号 (1934年1,2,4～7,9～12月)
,29巻 1号 (1935年1月),29巻 3号 (1935年3月),32巻 9
号 (1938.8増),37巻 12号 (1943.12),38巻 1号 (1944.1
),39巻 3～9号 (1945.3～9),39巻 11～12号 (1945.11～
12),41巻 1～12号 (昭22.1～12),42巻 1～12号 (昭23.1
～12),44巻 7号 (1950.7),45巻 8,11号 (1951.8,11),46
巻 11号 (1952.11)

1220262000
婦人文芸
婦人文芸の会
年刊
分類番号: G07
多）マガジンバンク
【所蔵】15号 (昭36)-95号 (2014年6月)＋
【欠号】15号 (昭36),18号 (昭38),80号 (2004年6月)

1252000994
復刻日本の婦人雑誌
複製版
1220260000
東京 大空社 1986.10
婦人之友
内容：函1：「日本之女学」1号 (日本女学社 1887年8月) ,
[1巻1号] -100巻12号 (2006年12月) , 101巻1号通巻1239号
「婦人衛生会雑誌」1号 (大日本私立婦人衛生会 1888年2
(2007年1月) 月) , 「東京婦人矯風雑誌」1号 (東京婦人矯風会 1888年4
東京 婦人之友社 [1908]月) , 「婦人教育雑誌」1号 (上毛婦人教育会本部 1888年5
月刊
月) , 「日本新婦人」1号 (新婦人社 1888年9月) , 「文明
総目次あり
之母」1号 (生文社 1888年10月) , 「大日本婦人教育会雑
分類番号: G07
誌」1号 (大日本婦人教育会 1888年12月) , 「国乃もとゐ
多）新聞雑誌
」1号 (興文社 1889年4月) , 「女学生」1号 (女学雑誌社
【所蔵】6巻 2号 (1912年2月)-108巻 7号 通巻1334号 (201
1890年5月) , 「婦女雑誌」1号(博文館 1891年1月) , 「
4年7月)＋
花乃園生」1号 (東京仏教花園婦人支会 1891年2月) , , 「
【欠号】6巻 3号～9巻10号 (1912年3月～1915年10月),9巻
女鑑」1号 (国光社 1891年8月) , 「女権」1号 (婦人徳義
12号～10巻6号 (1915年12月～1916年6月),10巻 8号 (19
会 1891年9月) , 「家庭雑誌」1号 (家庭雑誌社 1892年9
16年8月),10巻 10号～12巻5号 (1916年10月～1918年5月
月) , 「うらにしき」1号 (尚絅社 1892年11月) , 「婦人
),12巻 7～9号 (1918年7～9月),12巻 11号～13巻3号 (1
弘道叢記」1号 (日本弘道会事務所 1894年10月) , ,函2：
複製版
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フツコクニ
「日本乃家庭」1号 (日本の家庭社 1895年12月) , 「女子
多）新聞雑誌
之友」1号 (東洋社 1897年6月) , 「女学新報」1号 (女学
【所蔵】67号 (1995.6)-96号 (2001年冬)
新報社 1898年10月) , 「淑女」1巻1号 (紫鸞社 1899年1
月) , 「女学雑誌姫百合」1号 (姫百合社 1899年11月) ,
ヘア & メ-ク別冊ヘアスタイル 1000
「日本婦人」1号 (帝国婦人協会 1899年12月) , 「女学世
→ ヘアスタイル1000
界」1巻1号 (博文館 1901年1月) , 「をんな」1号 (大日本
女学会 1901年1月) , ,函3：「女子教育」1号 (女子教育研
1243671000
究会 1901年2月) , 「婦人界」1巻1号 (金港堂 1902年7月
ヘアスタイル1000
) , 「家庭の友」1巻1号 (内外出版協会 1903年4月) , 「
主婦と生活社
家庭雑誌」1号 (由分社 1903年4月) , 「明治の母」1号 (
年2回刊
明治母の会 1904年10月) , 「日本の家庭」1巻1号 (同文館
分類番号:595 G07
1905年3月) , 「ムラサキ」1号 (読売新聞社 1905年7月)
多）新聞雑誌
, 「婦人世界」1号 (実業之日本社 1906年1月) , 「女子
【所蔵】4号 (1995.5)-18号 (2001年11月)
学術」1号 (博報堂 1906年5月) , 「女子成功」1巻1号 (唯
文社 1906年7月),函4：「家庭文芸」1巻1号 (金港堂 1907
ホ
年1月) , 「婦人之友」1巻1号 (家庭之友社 1908年1月) ,
「婦人くらぶ」1巻1号 (紫明社 1908年10月) , 「家庭」1
ボアオ
巻1号 (精美堂 1909年4月) , 「婦女界」1巻1号 (同文館
→ Boao
1910年3月) , 「青鞜」1巻1号 (青鞜社 1911年9月) , 「淑
女かがみ」1号 (朝報社内入念舎 1911年12月) ,,函5：「女
1244266000
学新誌」1号 (修正社 1884年6月) , 「女学雑誌」1号 (万
ヴォ-グニッポン
春堂 1885年7月) , 「女学叢誌」1号 (績文舎 1885年12月
Vogue Nippon
) , 「婦人教会雑誌」1号 (婦人教会 1888年2月) , 「二十
1号 (1999年9月) -140号 (2011年4月)
世紀の婦人」1巻1号 (北海道婦人同志会 1904年2月) , 「
コンデナスト・パブリケーションズ・ジャパン 1999.9-201
婦人画報」1巻1号 (近事画報社 1905年7月) , 「新女界」1
1.4 コンデナスト・ジャパン(発売)
巻1号 (新人社 1909年4月) , 「新家庭」1巻1号 (東京毎日
月刊
新聞社 1909年9月) , 「新女学」1巻1号 (大倉書店 1912
出版者:-75号 (2005年11月) 日経コンデナスト, 発売者:-75
年1月) , 別冊(解説）
号 日本経済新聞社 「Vogue Japan」と改題
分類番号:051 G07
分類番号:593 G07
多）マガジンバンク
多）新聞雑誌
【所蔵】函1 「日本之女学」1号 (1887年8月)-別冊 (1986
【所蔵】1号 (1999年9月)-140号 (2011年4月)
年10月)
マ
1220340000
フリー
1253365350
Free
マイア メディアマジック／編
1巻1号通巻1号 (1983年7月) -2巻7号通巻13号 (1984年7月)
Maia
東京 平凡社 1983.7-1984.7
1巻1号 (1993年11月) , 4巻12号 (1993年12月) -7巻3号 (19
月刊
96年3月)
終刊
東京 三起商行 1993.11-1996.3
分類番号: G07
月刊
多）新聞雑誌
「ミキハウス・ラブ」と改題
【所蔵】1巻 1号 通巻1号 (1983年7月)-2巻 7号 通巻13号
分類番号:590 G07
(1984.7)
多）マガジンバンク
【所蔵】5巻 3号 (1994年3月)-7巻 2号 (1996年2月)
フリーカー
→ Freeker
マイ エイジ
→ My Age
プレシャス
→ Precious
マイバースデイ
→ My Birthday
ブレンダ
→ Blenda
マキア
→ Maquia
文明之母
→ 復刻日本の婦人雑誌
複製版
マジェスティ ジャパン
→ Majesty Japan
ヘ
1229181000
1240824000
マダム
ヘア&メ-ク
1号 (1964年6月) -382号 (1994年12月)
-96号(2001年冬)
東京 鎌倉書房 1964.6-1994.12
主婦と生活社 -2001.12
月刊
季刊
休刊
刊行頻度:-89号 隔月刊 終刊
分類番号: G07
分類番号:595 G07
多）新聞雑誌

32

マタム
【所蔵】1号 (1964年6月)-382号 (1994年12月)
【欠号】3号 (1964年10月),28号 (1967年2月),31号 (1967
年5月),32号 (1967年6月),34号 (1967年8月),36～38号
(1967年10～12月),48号 (1968年10月),53号 (1969年3月
),55号 (1969年5月),57号 (1969年7月),60号 (1969年10
月),68号 (1970年6月),71号 (1970年9月),73号 (1970年
11月),75,76号 (1971年1, 2月),78,79号 (1971年4, 5月
),81～85号 (1971年7～11月),87, 88号 (1972年1, 2月)
,90～98号 (1972年4～12月),99～102,104～110号 (1973
年),111～113,117,118号 (1974年),126号 (1975年4月),
134号 (1975年12月),135～139,146号 (1976年1～5,12月
),155号 (1977年8月増刊),164号 (1978年4月増刊),168
号 (1978年7月),172号 (1978年10月),193,198号 (1980.
増),364号 (1993年9月増刊)

1巻1号通巻1号 (2003年6月) -7巻9号通巻76号 (2009年9月)
東京 アシェット婦人画報社 2003.6-2009.9
月刊
休刊
目次コピー集あり
分類番号:593 G07
多）新聞雑誌
【所蔵】1巻 1号 通巻1号 (2003年6月)-7巻 9号 通巻76号
(2009年9月)

1243935000
マリ・クレール Japon
marie claire
1巻1号通巻1号 (1999年6月) -5巻5号通巻48号 (2003年5月)
東京 角川書店 1999.6-2003.5
1229182000
月刊
別冊マダム
終刊
鎌倉書房
総目次あり
分類番号: G07
分類番号: G07
多）新聞雑誌
多）新聞雑誌
【所蔵】昭和51年 3号 通巻33号 (1976年10月)-昭和56年 3
【所蔵】1巻 1号 通巻1号 (1999.6)-5巻 5号 通巻48号 (20
号 通巻56号 (1981年7月)
03年5月)
【欠号】昭和51年 4号 通巻34号 (1976年),昭和52年 2号
通巻36号 (1977年),通巻43～46号 (1979年),通巻48～53
1220865000
号 (1979～1980)
マリ・クレール・ジャポン
marie claire japon
マート
1巻1号通巻1号 (1982年7月) -18巻5号通巻198号 (1999年5月
→ Mart
)
東京 中央公論社 1982.7-1999.5
1220852000
月刊
マドモアゼル
基本標題: 1巻1号通巻1号-16巻7号通巻176号 (1997年7月)
小学館
マリ・クレ-ル 日本版
月刊
終刊
分類番号: G07
総目次あり
多）マガジンバンク
分類番号: G07
【所蔵】6巻 3～12号 (昭40.3～12)-7巻 2～14号 (昭41.2
多）新聞雑誌
～12)
【所蔵】1巻 1号 通巻1号 (1982年7月)-18巻 5号 通巻198
【欠号】6巻 4～6,9～11号 (昭40.4～6,9～11),7巻 1,3～4
号 (1999.5)
,12～13号 (昭41.1,3～3臨,10～11)
【欠号】1巻 2,3号 通巻2,3号 (1982年9～11月),2巻 (1983
年),3巻 1～3号 通巻14～16号 (1984年1～3月),4巻 4号
1220853000
通巻29号 (1985年4月),4巻 5号 通巻30号 (1985年5月)
マドモアゼル
,4巻 7～12号 (1985年7～12月),5巻 1～3号 (1986年1～
スタア社
3月)
分類番号: G07
多）マガジンバンク
1238732000
【所蔵】3巻 1～2号 (昭23.1～2)-3巻 1～2号 (昭23.1～2) マリ・クレールビス
Marie Claire Bis
1225799000
1巻1号通巻1号 (1989年10月) -7巻2号通巻13号 (1995年10月
マミ-ル
)
-21巻6号,通巻243号(1992.6)
東京 中央公論社 1989.10-1995.10
佼成出版社
休刊
月刊
分類番号:593 G07
休刊
多）新聞雑誌
分類番号: G07
【所蔵】1巻 1号 通巻1号 (1989年10月)-7巻 2号 通巻13号
多）新聞雑誌
(1995年10月)
【所蔵】1巻 7号 (1972年11月)-21巻 6号 通巻243号 (1992
年6月)
マリソル
【欠号】1巻 8号 (1972),2巻 1,11号 (1973.1,11),3巻 4～
→ marisol
6号 (1974.4～6),4巻 1号 通巻33号 (1975年1月),5巻 7
～12号 (1976.7～12),6～9巻 (1977～1980),10巻 1～3
ミ
号 (1981.1～3),16巻 8号 通巻185号 (1987年8月),21巻
5号 通巻242号 (1992年5月)
ミスヒ-ロ→ Miss hero
1250861891
マリ・クレール
1220898000
marie claire
ミセス
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ミセス
1号(昭36.10)1229213000
東京 文化出版局 1961.9モア
月刊
他言語標題:More
出版者:文化服装学院出版局→文化出版局
1巻1号,通巻1号(1977.7)総目次掲載号あり
集英社
分類番号: G07
月刊
多）新聞雑誌
分類番号: G07
【所蔵】6号 (1962年5月)-715号 (2014年7月)＋
多）新聞雑誌
【欠号】9号 (1962年8月),11号 (1962年10月),18号 (1963
【所蔵】1巻 1号 通巻1号 (1977.7)-38巻 7号 通巻445号 (
年5月),22号 (1963年9月),26, 27号 (1964年1, 2月),30
2014年7月)＋
号 (1964年5月),36号 (1964年10月増刊),38号 (1964年1
【欠号】1巻 2～4号 通巻2～4号 (1977.8～10)
1月増刊),43号 (1965年4月),60号 (1966年9月),65～71
号 (1967年1月～1967年5月),76～77号 (1967.9～10),79
ヤ
号 (1967年11月臨増),104号 (1969年7月臨増),108～109
号 (1969.11～12),110～113号 (1970.1～3),116号 (197
1225840000
0年5月臨増),120号 (1970年8月臨増),124～125号 (1970
ヤングレディ
.12～12増),126号 (1971年1月),128～134号 (1971.2～8
1巻1号通巻1号(1963.9.23)-25巻5号通巻881号(1987.3.10)
),136,137,139～141号 (1971.9～12,増),147号 (1972.5
講談社 1963.9-1987.3
臨時増刊),158～165号 (1973.1～7,増),172号 (1973.11
隔週刊
臨時増刊),202号 (1975.11臨時増刊),244号 (1978.8臨
終刊
時増刊),248号 (1978.11臨時増刊),263号 (1979.11臨時
分類番号: G07
増刊)
多）新聞雑誌
【所蔵】1巻 2～終号 (1963)-25巻 1～5号 通巻877～881号
1229194000
(1987.1.13～3.10)
ミセス 愛蔵版
【欠号】1巻 2～終号 (1963),2～17巻 (1964～1979),22巻
1号 (1975年12月) 14,15号 (1984.6),23巻 2号 (1985.増)
東京 文化出版局 1975.12分類番号: G07
ユ
多）新聞雑誌
【所蔵】1号 (1975年12月)-38号 (1984.12)
1252192806
【欠号】5号 (1976),12号 (1978),14号 (1979)
ゆうゆう
東京 主婦の友社 2001.101241315000
月刊
ミマン
分類番号: G07
79号(1996.3)-141号(2003年5月)
多）マガジンバンク
文化出版局 1996.3-2003.5
【所蔵】7巻 5号 通巻70号 (2007年5月)-14巻 7号 通巻156
月刊
号 (2014年7月)＋
「ハイミセス」の改題 刊行頻度:-102号(2000年1月) 隔月
刊 休刊
1253396368
分類番号: G07
ゆがふる
多）新聞雑誌
2011年3月【所蔵】79号 (1996.3)-141号 (2003年5月)
東京 芸文社 2011.3隔月刊
メ
刊行頻度:‐2013年5月 月刊
分類番号:148 G07
1243877000
多）マガジンバンク
メイプル
【所蔵】(2011年3月)-(2014年7月)＋
Maple
1巻1号通巻1号 (1998年5月) - 9巻12号通巻104号 (2006年11
1241930000
月)
ユーニュー
集英社 1998.5-2006.12
You New
月刊
1巻1号 (1996.10) -3巻2号 (1998.2)
休刊
主婦と生活社 1996.10-1998.2
分類番号: G07
月刊
多）新聞雑誌
休刊
【所蔵】1巻 1号 通巻1号 (1998.5)-9巻 12号 通巻104号 (
分類番号:673 G07
2006年12月)
多）新聞雑誌
【欠号】1巻 2号 通巻2号 (1998.6),1巻 3号 通巻3号 (199
【所蔵】1巻 1号 (1996.10)-3巻 2号 (1998.2)
8.7),1巻 4号 通巻4号 (1998.8),1巻 5号 通巻5号 (199
【欠号】2巻 4号 (1997.4)
8.9),1巻 6号 通巻6号 (1998.10),1巻 7号 通巻7号 (19
98.11),1巻 8号 通巻8号 (1998.12),2巻 1号 通巻9号 (
ラ
1999.1),2巻 2号 通巻10号 (1999.2),2巻 3号 通巻11号
(1999.3)
1253401399
楽
モ
1巻1号 (1996年7月) -4巻4号 (1999年4月)
東京 マガジンハウス 1996.7-1999.4
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ラク
月刊
休刊
分類番号: G07
多）マガジンバンク
【所蔵】1巻 1号 (1996年7月)-4巻 4号 (1999年4月)

リシェス
→ Richesse
1243099000
リズ キルタイムコミュニケ-ション／編
Liz
1巻1号,通巻1号(1997.9)-4巻1号,通巻8号(2000年春)
キルタイムコミュニケ-ション 1997.9-2000.3 発売者:マ
イクロデザイン出版局
季刊
休刊 3巻1号,通巻6号(1999.8)から「PCDIY」の別冊となる
分類番号:367 G07
多）新聞雑誌
【所蔵】1巻 1号 通巻1号 (1997.9)-4巻 1号 通巻8号 (200
0年春)

1236193000
ラ・セ-ヌ
La Seine
1巻1号 (1986年7月) -15巻8号 (2000年8月)
東京 学習研究社 1986.7-2000.8
月刊
出版者:-6巻9号,通巻62号(1991.9) 秀友社 休刊
分類番号: G07
多）新聞雑誌
【所蔵】1巻 2～5号 (1986)-15巻 8号 通巻169号 (2000年8
月)
リップス
【欠号】1巻 2～5号 (1986),2巻 1～3,8,11号 (1987),3巻
→ Lips
1～3号 (1988.1～3)
1221351000
ラ・ファーファ
リビングブック
→ La Farfa
1巻1号,通巻1号(昭56.11)-5巻12号(昭61.10)
フジテレビジョン
1253401292
月刊
ラ・ヴィ・ドゥ・トランタン
出版者:リビングマガジン→フジテレビジョン 「エッセ」
La vie de 30ans
と改題
0号（1995年），1号 (1995年11月) -111号 (2004年12月)
分類番号:365 G07
東京 アシェット婦人画報社 1995.11-2004.12
多）新聞雑誌
月刊
【所蔵】1巻 1～12号 通巻1～12号 (1981.11～1982.10)-5
出版者:婦人画報社→アシェット婦人画報社 「トランタン
巻 1～12号 通巻52～63号 (1985.11～1986.10)
」と改題
【欠号】3巻 13号 (1984)
分類番号: G07
多）マガジンバンク
1221353000
【所蔵】1号 (1995年11月)-111号 (2004年12月)
りぶる 自由民主党／編
【欠号】3号 (1996年1月),4号 (1996年2月),52号 (2000年2
1巻1号通巻1号 (1982年4月) 月),103号 (2004年)
東京 自由民主党 1982.3月刊
ラルム
ISSN:-26巻3号通巻300巻 (2007年3月) 0286-4517
→ Larme
分類番号:315.1 G07
多）マガジンバンク
1253115785
【所蔵】18巻 1号 通巻202号 (1999年1月)-33巻 6号 通巻3
ランドネ
87号 (2014年6月)＋
1号 (2009年6月) -5号 (2010年5月) ,1巻1号通巻1号総通巻6
号 (2010年8月) 1253249852
東京 枻(えい)出版社 2009.6-2010.5, 2010.6- 枻(えい)
リンネル
出版社 (発売)
1巻1号通巻1号 (2010年12月) 月刊
東京 宝島社 2010.11分類番号:593 G07
月刊
多）マガジンバンク
分類番号: G07
【所蔵】1号 (2009年6月)-5巻 7号 通巻48号総通巻53号 (2
多）マガジンバンク
014年7月)＋
【所蔵】1巻 1号 通巻1号 (2010年12月)-5巻 8号 通巻45号
【欠号】2号 (2009年10月)
(2014年8月)＋
リ

ル

1221770000
ル・クール
リー
→ Le Coeur
Lee
1巻1号 (1983年7月) レ
東京 集英社 1983.7月刊
レイナ
分類番号: G07
→ Reina
多）新聞雑誌
【所蔵】1巻 1号 通巻1号 (1983年7月)-32巻 7号 通巻373 レタスクラブ増刊
号 (2014年7月)＋
→ chouchou ALiis
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レンコウフ
1252001705
多）マガジンバンク
聯合婦人
【所蔵】Issue 21 (2011 autumn・winter)-Issue 26 (2014
複製版
spring・summer)＋
東京 不二出版 2012.12-2013.11
原誌の出版者:東京聯合婦人會
Ｂ
内容:1号 (1928年5月) -147号 (1942年9月) , 附録「昭和十
四年婦人年鑑」(東京連合婦人会 1938年12月）, 「沿革史
1252000183
」(大日本連合婦人会 1942年1月）, 別冊（解説・総目次・
Brigitte.
索引）,【欠号】143号,145号,146
Hamburg Gruner & Jahr
分類番号:367.1 G07
biweekly
多）マガジンバンク
ISSN:0931-8763
【所蔵】複製版1巻 (1号～18号 (1928年5月～1930年10月))
分類番号: G07
-別冊 (2013年11月)
多）マガジンバンク
【所蔵】2012 Nr.1 (2011.12.14)-2014 Nr.13 (2014.6.4)
ロ
＋
ロケーション ジャパン
→ Location Japan

Ｃ
1252000116
Céci.
ソウル 中央M&B社
月刊
ISSN:1228-1409
分類番号: G07
多）マガジンバンク
【所蔵】19巻 1号 通巻208号 (2012年1月)-21巻 7号 通巻2
38号 (2014年7月)＋

ワ

1221561000
月刊ワイズ
究出版社
月刊
分類番号: G07
多）マガジンバンク
【所蔵】2巻 1～11号 通巻 ～18号 (昭58.1～12)-3巻 1～4
号 通巻19～22号 (昭59.1～5)
1252712911
Cosmopolitan.
1221562000
Vol.132,no.4(1952.4)わいふ
New York Hearst Communications 1952-319号 (2006年5月)
monthly
東京 グループわいふ -2006.5
Hearst's International combined with cosmopolitan (ISS
隔月刊
N0740-6436) の改題
出版者:-165号(1980年7月) わいふ編集部 「Wife」と改題
ISSN:0010-9541
分類番号:367 G07
分類番号: G07
多）新聞雑誌
多）マガジンバンク
【所蔵】142号 (1976)-294号 (2002年3月)
【所蔵】Vol.246 no.2 (2009.2)-Vol.257 no.1 (2014.7)＋
【欠号】142号 (1976),145～146号,148～167号 (1977～198
0),168～172号 (1981.1～11)
1253286756
Crash.
1221564000
No 1(1998.1・2)若い女性
Paris Crash Production 19981巻1号(昭30.9)-28巻11号(昭57.11)
quarterly
講談社
刊行頻度:変更あり
月刊
ISSN:1276-4108
休刊
分類番号:593 G07
分類番号: G07
多）マガジンバンク
多）新聞雑誌
【所蔵】No 54 (2010-2011 winter)-No 68 (2014 summer)
【所蔵】2巻 2号 (1956.2)-28巻 1～11号 (1982.1～11)
＋
【欠号】2巻 3～6号 (1956.3～6),2巻 9号 (1956.9),2巻 1
0号 (1956.10),2巻 11号 (1956.11),2巻 12号 (1956.12
Ｅ
),3巻 1号 (1957.1),3巻 2号 (1957.2),3巻 3号 (1957.
3),4巻 5号 (1958.5),4巻 7号 (1958.7),4巻 10号 (195
1222337000
8.10),26巻 3,8号 (1980.3,8),27巻 (1981)
Elle.
Levallois-Perret HFA
Ａ
weekly
出版地: Paris → Neuilly-sur-Seine → Levallois-Perret
1253335546
出版者: 変更あり
Another Magazine.
ISSN:0013-6298
Issue 1(2001 autumn・winter)分類番号:593 G07
London Another Publishing 2001多）マガジンバンク
twice a year
【所蔵】No 3195 (2007.3.26)-No 3571 (2014.6.6)＋
ISSN:1355-5901
【欠号】No 3265 (2008.7.26),No 3266 (2008.8.2),No 326
分類番号: G07
7 (2008.8.9),No 3268 (2008.8.18),No 3269 (2008.8.2
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ＥＬＬＥ
5),No 3270 (2008.9.1),No 3271 (2008.9.8),No 3272 (
2008.9.15),No 3273 (2008.9.22),No 3274 (2008.9.29)
,No 3284 (2008.12.8)

Ｍ
1240336000
Madame Figaro.
Paris Madame.
weekly
分類番号: G07
多）マガジンバンク
【所蔵】No 518 (1994.7.29)-No 852 (2000.12.29)
【欠号】No 779〜795 (1999.),No 804 (2000.1.29),No 805
(2000.2.4),No 806 (2000.2.11)

1252249390
Elle.
Deutsche Ausg.
München Elle
monthly
ISSN:0935-462X
分類番号:593 G07
多）マガジンバンク
【所蔵】(2007.6)-(2014.6)＋

1253390465
Maglieria Italiana.
Modena MODA
quarterly
ISSN:1127-0470
分類番号:593 G07
多）マガジンバンク
【所蔵】No.167 (2011.3)-No.179 (2014.3)＋

Ｈ
1252199121
Harper's Bazaar.
Vol.1,no.1 (1867.11) New York,N.Y. Hearst Communications 1867monthly
出版者:変更あり
ISSN:0017-7873
分類番号:593 G07
多）マガジンバンク
【所蔵】no.3546 (2007.5)-no.3624 (2014.6・7)＋

1252192035
Marie Claire.
UK ed.
London IPC Media
monthly
出版者:European Magazines → IPC Media
ISSN:0955-0178
分類番号:593 G07
多）マガジンバンク
【所蔵】no.225 (2007.5)-no.311 (2014.7)＋
【欠号】no.241 (2008.9)

Ｊ
1252000176
Jalouse.
No 1 (1997.5) Paris Editions Jalou 1997.5monthly
ISSN:1281-0282
分類番号:593 G07
多）マガジンバンク
【所蔵】No 146 (2011.12・2012.1)-No 170 (2014.5)＋

1252192045
Marie Claire.
Issy-les-Moulineaux,Fr. Marie Claire Album
monthly
ISSN:0025-3049
分類番号:593 G07
多）マガジンバンク
【所蔵】no.657 (2007.5)-no.743 (2014.7)＋

1222484000
Jours de France.
-No 2064(1994.7.25)
Paris Madame.
weekly
1252444438
出版者:Jours de France→Madame Figaro→Madame
Marie Claire.
分類番号: G07
Italian ed.
多）マガジンバンク
Milano Hachette Rusconi
【所蔵】No 1620〜1669 (1986.1.18〜12.27)-No 2064 (199
monthly
4.7.25)
ISSN:1120-5156
【欠号】No 1670 (1987.1.3),No 1989〜1995 (1993.2.15〜
分類番号:593 G07
3.29)
多）マガジンバンク
【所蔵】Anno 6 no 1 (2008.1)-Anno 12 no 5 (2014.5)＋
Jours de France Madame
【欠号】Anno 10 no 5 (2012.5)
→ Jours de France.
1252000178
Ｌ
Marie Claire Idées.
Issy-les-Moulineaux, Fr. Marie Claire Album
1253444238
bimonthly
Lula.
ISSN:1164-0316
Issue 1 (2005) 分類番号:757.8 G07
[London] Lula Publishing 2005多）マガジンバンク
semiannual
【所蔵】No 88 (2012.1・2)-No 102 (2014.5・6)＋
ISSN:1748-9687
分類番号:593 G07
1238148000
多）マガジンバンク
Ms.
【所蔵】Issue 12 (2011)-Issue 18 (2014)＋
Vol.1,no.1(1990.7・8)-
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ＭＳ
Arlington,Va. Liberty Media for Women 1990.7【所蔵】(2009.2)-(2014.7)＋
quarterly
出版地:変更あり 刊行頻度:変更あり
1252001116
ISSN:0047-8318
Redbook.
分類番号:367 G07
New York Hearst Communications
多）マガジンバンク
monthly
【所蔵】Vol.1 no.5 (1991.3・4)-Vol.24 no.2 (2014 summ
ISSN:0034-2106
er)＋
分類番号: G07
【欠号】Vol.9 no.3〜vol.17 (1998〜2007)
多）マガジンバンク
【所蔵】Vol.220 no.1 (2013.1)-Vol.223 no.1 (2014.7)＋
Ｎ
Ｓ
1252445703
Numéro.
No.1(1999.3)Paris Numéro 1999monthly
ISSN:1292-6213
分類番号:593 G07
多）マガジンバンク
【所蔵】No 89 (2007.12〜2008.1)-No 153 (2014.5)＋

1253390467
Self Service.
Paris Self Service
semiannual
ISSN:1252-865X
分類番号:593 G07
多）マガジンバンク
【所蔵】No 34 (2011 spring/summer)-No 40 (2014 spring
/summer)＋

1252000143
Nylon.
1252420985
New York, NY Nylon Holding
Seventeen.
monthly
New York Hearst Communications 1944出版地および出版者:変更あり
monthly
ISSN:1524-1750
出版者:変更あり
分類番号:593 G07
ISSN:0037-301X
多）マガジンバンク
分類番号: G07
【所蔵】Vol.13 issue 2 (2012.2)-Vol.15 issue 6 (2014.
多）マガジンバンク
6・7)＋
【所蔵】Vol.67 no.2 (2008.2)-Vol.73 no.6・7 (2014.6・
7)＋
Ｏ
Ｔ
1252712370
The Oprah Magazine.
1253306231
New York Hearst Communications
Teen Vogue.
monthly
Vol.1,no.1(2001 spring)ISSN:1531-3247
New York Condé Nast 2001分類番号: G07
monthly
多）マガジンバンク
ISSN:1540-2215
【所蔵】Vol.10 No.2 (2009.2)-Vol.15 No.7 (2014.7)＋
分類番号: G07
多）マガジンバンク
Ｒ
【所蔵】Vol.11 no.1 (2011.2)-Vol.14 no.4 (2014.5)＋
1252000133
Ｖ
Real Simple.
2000.4-2006.8, vol.7, issue 8 (2006.9) 1222820000
New York Time 2000.4Vogue.
monthly
Paris CondéNast
ISSN:1528-1701
monthly
分類番号:590 G07
ISSN:0750-3628
多）マガジンバンク
分類番号:593 G07
【所蔵】Vol.13 issue 1 (2012.1)-Vol.15 issue 6 (2014.
多）新聞雑誌
6)＋
【所蔵】No.700〜701 (1989.10〜1989.11)-No 947 (2014.5
)＋
1252712396
【欠号】No 714 (1991.3),No 715 (1991.4),No 716 (1991.
Red.
5),No 717 (1991.6・7),No 718 (1991.8),No 813 (2000
London Hearst Magazine International
.12),No 846 〜 No 875 (2004.4〜2007.3)
monthly
出版者:Hachette Filipacchi → Hearst Magazine Internat
1252193097
ional
Vogue.
ISSN:1461-1317
[British ed.]
分類番号:590 G07
London Condé Nast
多）マガジンバンク
monthly
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ＶＯＧＵＥ
ISSN:0262-2130
分類番号:593 G07
多）マガジンバンク
【所蔵】Vol.173 no.5 no.2506 (2007.5)-(2014.7)＋
【欠号】Vol.174 no.9 no.2522 (2008.9)

多）マガジンバンク
【所蔵】(2007.5)-(2014.6)＋
1253074903
Vogue España.
No.1(1988.4)Madrid Condé Nast 1988.4monthly
ISSN:0750-3849
分類番号:593 G07
多）マガジンバンク
【所蔵】No.265 (2010.4)-No.315 (2014.6)＋
【欠号】No.273 (2010.12)

1252198525
Vogue.
[Russian ed.]
Moskva Konde Nast
monthly
ISSN:1560-2524
分類番号:593 G07
多）マガジンバンク
【所蔵】2007 no.4 (2007.4)-2014 No.5 (2014.5)＋
1252215664
【欠号】2008 no.8 (2008.8),2008 no.9 (2008.9),2008 no Vogue Italia.
.10 (2008.10),2008 no.11 (2008.11),2008 no.12 (200
Milano Condé Nast
8.12)
monthly
ISSN:0042-8027
1252200969
分類番号:593 G07
Vogue.
多）マガジンバンク
[US ed.]
【所蔵】No.680 (2007.4)-No.765 (2014.5)＋
Vol.173,no.3(1983.3)New York,N.Y. Condè Nast Publications 1983.3シ
monthly
ISSN:0042-8000
1253277398
分類番号:593 G07
上海服飾
多）マガジンバンク
上海 上海科学技術出版社
【所蔵】Vol.197 no.5 (2007.5)-Vol.204 no.6 (2014.6)＋
月刊
ISSN:1000-8888
1252203037
分類番号:593 G07
Vogue Australia.
多）マガジンバンク
1957 spring/summer-1961 mid-winter,Vol.5,no.5(1961 sum
【所蔵】No.209 (2011.1)-No.250 (2014.6)＋
mer)Alexandria,Austl. News Life Media 19571253280925
monthly
[女性中央]
Lisez-moi Historia (ISSN1142-9224) の改題 出版者:Fede
ソウル 中央日報社
ral Publishing→News Magazines→News Life Media 刊行
月刊
頻度:変更あり
ISSN:1228-4009
ISSN:0042-8019
分類番号: G07
分類番号:593 G07
多）マガジンバンク
多）マガジンバンク
【所蔵】47巻 1号 通巻147号 (2011年1月)-88巻 1号 通巻1
【所蔵】Vol.52 no.5 no.515 (2007.5)-Vol.59 no.6 no.60
88号 (2014年6月)＋
0 (2014.6)＋
【欠号】Vol.53 no.9 no.531 (2008.9),Vol.53 no.10 no.5 1241139000
32 (2008.10),Vol.53 no.11 no.533 (2008.11),Vol.53
[女性東亜]
no.12 no.534 (2008.12),Vol.54 no.1 no.535 (2009.1)
ソウル 東亜日報社
,Vol.54 no.2 no.536 (2009.2),Vol.54 no.3 no.537 (2
月刊
009.3),Vol.54 no.4 no.538 (2009.4),Vol.54 no.5 no.
ISSN:1228-3444
539 (2009.5),Vol.54 no.6 no.540 (2009.6)
分類番号: G07
多）新聞雑誌
1252731309
【所蔵】40巻 1号 通巻445号 (2001年1月)-42巻 1号 通巻4
Vogue Bambini.
69号〜49巻12号通巻564号 (2003年1月〜2010年12月)
Milano Edizioni Condé Nast
【欠号】42巻 1号 通巻469号〜49巻12号通巻564号 (2003年
bimonthly
1月〜2010年12月)
ISSN:1120-7787
多）マガジンバンク
分類番号:593 G07
【所蔵】50巻 1号 通巻565号 (2011年1月)-53巻 6号 通巻6
多）マガジンバンク
06号 (2014年6月)＋
【所蔵】N.208 (2009.1・2)-N.240 (2014.5・6)＋
ス
1252208318
Vogue Deutsch.
1252203903
München Condé Nast
瑞麗服飾美容
monthly
北京 北京(瑞麗)雑誌社 1995.9ISSN:0176-6104
月刊
分類番号:593 G07
ISSN:1009-8275
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スイレイフ
分類番号:593 G07
多）マガジンバンク
【所蔵】総245期 (2007年4月)-総485期 (2014年6月)＋

多）マガジンバンク
【所蔵】236号 (2007.4)-322号 (2014.6)＋
レ

セ
1252209382
世界時装之苑
Elle
上海 上海訳文出版社
半月刊
刊行頻度:-2009年3期(2009年3月) 月刊
ISSN:1006-1169
分類番号:593 G07
多）マガジンバンク
【所蔵】2007年 4期 総157期 (2007年4月)-2014年 第12期
総290期 (2014年6月下[別冊])＋
1221973000
[セミ キップン ムル]
-205号(2001年11月)
ソウル プリキップンナム -2001.11
月刊
終刊
総目次掲載号あり
ISSN:1227-6162
分類番号: G07
多）マガジンバンク
【所蔵】1987年1〜12月号 通巻27〜38号 (1987.1〜12)-通
巻205号 (2001.11)
チ
1252226559
[朝鮮女性]
平壌 勤労団体出版社
月刊
刊行頻度:変更あり
ISSN:1727-9453
分類番号: G07
多）マガジンバンク
【所蔵】2007年 4号 累計587号 (2007年4月)-2012年 12号
累計655号 (2012年12月)
フ
1253277508
服飾与美容
Vogue
北京 人民画報社
月刊
ISSN:1671-010X
分類番号:593 G07
多）マガジンバンク
【所蔵】125期 (2011.1)-189期 (2014.6)＋
【欠号】164期～166期 (2013増刊),169期 (2013.8増刊)
ヘ
1252208731
[ヘンボギ カドゥッカン チプ]
ソウル デザインハウス
月刊
別タイトル:Design Your Lifestyle
ISSN:1227-1152
分類番号:593 G07
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1252000117
[レディー京郷]
ソウル 京郷新聞社
月刊
ISSN:1227-8793
分類番号: G07
多）マガジンバンク
【所蔵】452号 (2012年1月)-481号 (2014年6月)＋
【欠号】473号 (2013年10月),474号 (2013年11月)

Ⅱ. 主題分類索引

日本語雑誌
外国語雑誌

和雑誌（数字、アルファベット、あいうえお順）、洋雑誌（アルファベット順）
G07

女性誌・紙

20世紀女性研究の夜明け （大空社）複製版
･････ 1
25ansウエディング （ハースト婦人画報社） ＋ ･････ 1
Aene （学研マーケティング） ＋ ･････ 1
amarena （扶桑社）
･････ 1
an・an （マガジンハウス） ＋ ･････ 1
And Girl （エムオン・エンタテインメント） ＋ ･････ 1
&Premium （マガジンハウス） ＋ ･････ 1
Ane Can （小学館） ＋ ･････ 1
ar （主婦と生活社） ＋ ･････ 1
Baila （集英社） ＋ ･････ 1
bea's up （スタンダードマガジン） ＋ ･････ 2
bizmom （ベネッセコーポレーション） ＋ ･････ 2
Blenda （角川春樹事務所） ＋ ･････ 2
Boao （マガジンハウス）
･････ 2
Body+ （ミディアム） ＋ ･････ 2
Cawaii! （主婦の友社）
･････ 2
CHANTO （主婦と生活社） ＋ ･････ 2
Choki Choki Girls （内外出版社） ＋ ･････ 2
chouchou ALiis （KADOKAWA） ＋ ･････ 2
Crea Traveller （文藝春秋） ＋ ･････ 2
Dear （エスクァイアマガジンジャパン）
･････ 3
DECOLOG Paper （ミツバチワークス） ＋ ･････ 3
Doプラン （神無書房）
･････ 3
Domani （小学館） ＋ ･････ 3
Dress （gift） ＋ ･････ 3
éclat （集英社） ＋ ･････ 3
Edge Style （双葉社）
･････ 3
EFiL （扶桑社）
･････ 3
Elle （ハースト婦人画報社） ＋ ･････ 3
Elle Girl （ハースト婦人画報社） ＋ ･････ 3
ｆAUG. （講談社） ＋ ･････ 4
Figaro Japon Voyage （阪急コミュニケーションズ） ＋ ･････
Figue （双葉社） ＋ ･････ 4
Frau （講談社） ＋ ･････ 4
Freeker （テンポラリーセンター出版局）
･････ 4
Fudge （三栄書房） ＋ ･････ 4
Gina （ぶんか社） ＋ ･････ 4
Gina （ぶんか社）
･････ 4
Ginger （幻冬舎） ＋ ･････ 4
Girl's Celeb （マイウェイ出版）
･････ 4
Girls up! （芸文社） ＋ ･････
Gisele （主婦の友社） ＋ ･････ 5
Glamorous （講談社）
･････ 5
Glitter （トランスメディア） ＋ ･････ 5
Glow （宝島社） ＋ ･････ 5
Gold （世界文化社） ＋ ･････ 5
Grace （世界文化社）
･････ 5
Grazia （講談社）
･････ 5
H2O （日本放送出版協会）
･････ 5
Hanako （マガジンハウス） ＋ ･････ 5
Harper's Bazaar （エイチビー・ジャパン）日本版
･････ 5
Harper's Bazaar （ハースト婦人画報社） ＋ ･････ 5
Hers （光文社） ＋ ･････ 6
In Red （宝島社） ＋ ･････ 6
Jelly （ぶんか社） ＋ ･････ 6
ku:nel （マガジンハウス） ＋ ･････ 6
L'officiel Japon （アムアソシエイツ）
･････ 7
La Farfa （ぶんか社）
･････ 6
La Farfa （ぶんか社） ＋ ･････ 6
Larme （徳間書店） ＋ ･････ 6
Le Coeur （学習研究社）
･････ 6
Lips （マガジンハウス）
･････ 6
Lucere! （ベネッセコーポレーション）
･････ 7
Majesty Japan （大誠社）
･････ 7
Maquia （集英社） ＋ ･････ 7
marisol （集英社） ＋ ･････ 7
Mart （光文社） ＋ ･････ 7
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mer （学研パブリッシング） ＋ ･････ 7
Mina （主婦の友社） ＋ ･････ 7
Miss （世界文化社）
･････ 7
Miss hero （講談社）
･････ 8
Miss plus （世界文化社）
･････ 8
My Birthday （実業之日本社）
･････ 8
My Age （集英社） ＋ ･････ 8
Nicola （新潮社） ＋ ･････ 8
Nikita （主婦と生活社）
･････ 8
Nina's （祥伝社） ＋ ･････ 8
Numéro Tokyo （扶桑社） ＋ ･････ 8
Nylon Japan （カエルム） ＋ ･････ 8
Oggi （小学館） ＋ ･････ 9
Optim （日本交通公社出版事業局）
･････ 9
Otona Muse （宝島社） ＋ ･････ 9
Oz Plus （スターツ出版） ＋ ･････ 9
Peach （角川書店）
･････ 9
PHPカラット （PHP研究所）
･････ 9
Pink （マガジンハウス）
･････ 9
Pinky （集英社）
･････ 9
Precious （小学館） ＋ ･････ 9
Priv. （日経BP社）
･････ 9
PS （小学館）
･････ 9
Pumpkin （潮出版社）
･････ 10
Qus qus （JTB日本交通公社出版事業局）
･････ 10
Ray （主婦の友社） ＋ ･････ 10
Reina （KKベストセラーズ）
･････ 10
Richer （京阪神エルマガジン社） ＋ ･････ 10
Richesse （ハースト婦人画報社） ＋ ･････ 10
Rola （新潮社） ＋ ･････ 10
Rosalba （美研インターナショナル）
･････ 10
S Cawaii! （主婦の友社） ＋ ･････ 11
Saita （セブン&アイ出版） ＋ ･････ 10
Sakura （小学館） ＋ ･････ 10
Savvy （京阪神エルマガジン社） ＋ ･････ 11
Seda （日之出出版） ＋ ･････ 11
Seventeen （集英社） ＋ ･････ 11
She's （主婦と生活社）
･････ 11
SIGN （学習研究社）
･････ 11
Spur （集英社） ＋ ･････ 11
steady. （宝島社） ＋ ･････ 11
Story （光文社） ＋ ･････ 11
Street （ストリート編集室） ＋ ･････ 12
Style （講談社）
･････ 12
Sweet （宝島社） ＋ ･････ 12
UNO! （朝日新聞社）
･････ 12
Upsee （大誠社） ＋ ･････ 12
Used Mix （KKベストセラーズ）
･････ 12
Very （光文社） ＋ ･････ 12
Vingtaine （アシェット婦人画報社）
･････ 12
Vivant （大陸書房）
･････ 12
Voce （講談社） ＋ ･････ 12
Vogue Girl （コンデナスト・ジャパン） ＋ ･････ 12
Vogue Japan （コンデナスト・ジャパン） ＋ ･････ 13
Wasabi （インデックス・コミュニケーションズ）
･････ 13
Wellage Woman （アンビエンス）
･････ 13
Wife （チームWife） ＋ ･････ 13
Woofin' Girl （シンコーミュージック・エンタテインメント）
Zipper （祥伝社） ＋ ･････ 13
愛国婦人 （愛国婦人発行所）
･････ 13
愛国婦人 （愛国婦人会）
･････ 13
愛国婦人 （愛国婦人会）長野県支部版
･････ 13
アイシス （双葉社）
･････ 14
季刊アイシスラテール （アイシス）
･････ 14
以良都女 （不二出版）複製版
･････ 14
別冊いんなあとりっぷ （いんなあとりっぷ社）
･････ 14
ウィズ （講談社） ＋ ･････ 14

･････
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ウ-マン （講談社）
･････ 14
エッセ （フジテレビジョン） ＋ ･････ 14
月刊エフ （主婦の友社）
･････ 15
エラン （扶桑社）
･････ 15
エル ジャポン （マガジンハウス）
･････ 15
エルティーン （近代映画社）
･････ 15
エルティーンSpecial （近代映画社）
･････ 15
大人のおしゃれ手帖 （宝島社） ＋ ･････ 15
お姉さんアゲハ （インフォレストパブリッシング）
･････ 16
おはよう奥さん （学研パブリッシング）
･････ 16
オリ-ブ （マガジンハウス）
･････ 16
オ-ル女性 （オ-ル女性社）
･････ 16
家庭朝日 （東京朝日新聞発行所）
･････ 16
家庭画報 （世界文化社） ＋ ･････ 16
家庭画報 （世界文化社）International Edition ＋ ･････ 16
家庭雑誌 （不二出版）複製版
･････ 16
家庭雑誌 （不二出版）複製版
･････ 16
家庭全科 （国際情報社）
･････ 16
金澤 （金沢倶楽部） ＋ ･････ 16
貴女之友 （柏書房）複製版
･････ 17
ギャルズライフ （主婦の友社）
･････ 17
キャンキャン （小学館） ＋ ･････ 17
キュ-ティ （JICC出版局）
･････ 17
近代婦人 （緑陰書房）複製版
･････ 17
クシュフル （ぶんか社） ＋ ･････ 17
グッドハウスキ-ピング 日本版 （日経ホ-ム出版社）
･････ 17
クラッシィ （光文社） ＋ ･････ 17
クレア （文芸春秋） ＋ ･････ 18
グレイスフル・ウエディング （世界文化社）
･････ 18
クロワッサン （マガジンハウス） ＋ ･････ 18
クロワッサンPremium （マガジンハウス）
･････ 18
季刊現代女性 （汐文社）
･････ 18
小悪魔ageha （インフォレストパブリッシング）
･････ 18
ゴシック&ロリータバイブル （ジャック・メディア） ＋ ･････ 18
コスモポリタン 日本版 （集英社）
･････ 18
サンキュ! （ベネッセコーポレーション） ＋ ･････ 19
三州婦人 （三州社）
･････ 19
サントリ-シスタ-ズクォ-タリ- （サントリ-）
･････ 19
ジェイ・ジェイ （光文社） ＋ ･････ 19
週刊女性 （主婦と生活社） ＋ ･････ 19
ジュニ- （鎌倉書房）
･････ 19
ジュニアスタイル （鎌倉書房）
･････ 19
ジュニアそれいゆ （国書刊行会）複製版
･････ 20
ジュニアそれいゆ （国書刊行会）
･････ 20
ジュニアそれいゆ （ひまわり社）
･････ 20
主婦と生活 （主婦と生活社）
･････ 20
主婦之友 （主婦之友社）
･････ 20
主婦の友 （主婦の友社）
･････ 20
女学雑誌 （臨川書店）複製版
･････ 21
女学世界 （柏書房）大正期複製版
･････ 21
女鑑 （大空社）複製版
･････ 21
処女地 （白帝社）複製版
･････ 21
処女の光 （処女の光社）
･････ 21
女性 （新生社）
･････ 21
女性改造 戦前編 （不二出版）複製版
･････ 21
女性自身 （光文社） ＋ ･････ 21
女性セブン （小学館） ＋ ･････ 21
女性創造 （女性創造）
･････ 22
女性展望 （三鳩社）
･････ 22
女性同盟 （ドメス出版）複製版
･････ 22
女性日本人 （クレス出版）複製版
･････ 22
女性のひろば （日本共産党中央委員会） ＋ ･････ 22
ショッピング （日経ホーム出版社）
･････ 22
新女界 （友愛書房）複製版
･････ 22
新女性 （不二出版）複製版
･････ 22
新真婦人 （不二出版）複製版
･････ 22
新婦人 （文化実業社）
･････ 23
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新女苑 （実業之日本社）
･････ 22
助六 （二玄社）
･････ 23
すてきな奥さん （主婦と生活社）
･････ 23
すてきレシピ （扶桑社）
･････ 23
すてきなおかあさん （文化出版局）
･････ 23
セイ （青春出版社）
･････ 23
生活の絵本 （パッチワ-ク通信社）
･････ 23
生活文化 （旺文社）
･････ 23
青鞜 （竜渓書舎）複製版
･････ 23
清流 （清流出版）
･････ 23
セゾン・ド・ノンノ （集英社）
･････ 23
セ-マ （セ-マ出版）
･････ 24
ソフィア （講談社）
･････ 24
それいゆ （国書刊行会）複製版
･････ 24
大日本婦人教育会雑誌 （大日本婦人教育会）
･････ 24
たまごクラブ （ベネッセコーポレーション） ＋ ･････ 24
デミ （スコラ）
･････ 24
トランタン （アシェット婦人画報社）
･････ 24
日経EW （日経ホーム出版社）
･････ 25
日経Woman （日経BP社） ＋ ･････ 25
日経キャリアmagazine （日経HR） ＋ ･････ 25
日本婦人 （不二出版）複製版
･････ 25
女人芸術 （竜渓書舎）複製版
･････ 25
ネイルUp! （ブティック社） ＋ ･････ 25
ノンノ （集英社） ＋ ･････ 25
ハイミセス （文化出版局）
･････ 26
母の友 （福音館書店） ＋ ･････ 26
母の友 （福音館書店） ＋ ･････ 26
薔薇の小部屋 （第二書房）
･････ 26
ヴァンサンカン （ハースト婦人画報社） ＋ ･････ 26
パンドラの匣 （牧神社）
･････ 26
美ST （光文社） ＋ ･････ 26
美story （光文社）
･････ 26
ビ-・エイブル （マンパワ-ジャパン）
･････ 26
ビアトリス （不二出版）複製版
･････ 26
美人計画 （青春出版社）
･････ 26
美人百花 （角川春樹事務所） ＋ ･････ 27
美的 （小学館） ＋ ･････ 27
ヴィヴィ （講談社） ＋ ･････ 27
ひまわり （国書刊行会）複製版
･････ 27
ひまわり （国書刊行会）複製版
･････ 27
ファミリ-サ-クル （ベスト・コミュニケ-ションズ）
･････ 27
フィガロジャポン （阪急コミュニケーションズ） ＋ ･････ 27
季刊フェミナ （学習研究社）
･････ 27
婦女界 （婦女界社）
･････ 28
婦人 （皓星社）複製版
･････ 28
婦人朝日 （朝日新聞社）
･････ 28
婦人運動 （不二出版）複製版
･････ 28
婦人衛生雑誌 （大空社）複製版
･････ 28
婦人界 （東京社）
･････ 28
婦人会報 （企画室）
･････ 28
婦人家庭雑誌 （婦人家庭雑誌社）
･････ 28
婦人画報 （東京社）
･････ 28
婦人画報 （ハースト婦人画報社） ＋ ･････ 28
婦人畫報 明治・大正期 （臨川書店）複製版
･････ 29
婦人倶楽部 （講談社）
･････ 29
婦人グラフ （国際情報社）
･････ 29
婦人公論 （中央公論新社） ＋ ･････ 29
婦人公論 （臨川書店）複製版
･････ 29
別冊婦人公論 （中央公論社）
･････ 30
婦人子供報知 （報知新聞社）
･････ 30
婦人春秋 （政経春秋社）
･････ 30
婦人新報 （不二出版）複製版
･････ 30
婦人生活 （婦人生活社）
･････ 30
婦人世界 （実業之日本社）
･････ 31
婦人世界 （ロマンス社）
･････ 31
婦人戦旗・働く婦人 （戦旗復刻版刊行会）複製版
･････ 31

G07
G07

女性誌・紙

婦人戦線 （緑蔭書房）複製版
･････ 31
婦人と新社会 （クレス出版）複製版
･････ 31
婦人之友 （婦人之友社） ＋ ･････ 31
婦人百科 （日本放送出版協会）
･････ 31
婦人文芸 （婦人文芸の会） ＋ ･････ 31
復刻日本の婦人雑誌 （大空社）複製版
･････ 31
フリー （平凡社）
･････ 32
古着Mixガールズ （学研パブリッシング）
･････
ヘア&メ-ク （主婦と生活社）
･････ 32
ヘアスタイル1000 （主婦と生活社）
･････ 32
ヴォ-グニッポン （コンデナスト・パブリケーションズ・ジャパン）
･････
マイア （三起商行）
･････ 32
マダム （鎌倉書房）
･････ 32
別冊マダム （鎌倉書房）
･････ 33
マドモアゼル （小学館）
･････ 33
マドモアゼル （スタア社）
･････ 33
マミ-ル （佼成出版社）
･････ 33
マリ・クレール （アシェット婦人画報社）
･････ 33
マリ・クレール Japon （角川書店）
･････ 33
マリ・クレール・ジャポン （中央公論社）
･････ 33
マリ・クレールビス （中央公論社）
･････ 33
ミセス （文化出版局） ＋ ･････ 34
ミセス 愛蔵版 （文化出版局）
･････ 34
ミマン （文化出版局）
･････ 34
メイプル （集英社）
･････ 34
モア （集英社） ＋ ･････ 34
ヤングレディ （講談社）
･････ 34
ユーニュー （主婦と生活社）
･････ 34
ゆうゆう （主婦の友社） ＋ ･････ 34
ゆがふる （芸文社） ＋ ･････ 34
ラ・ヴィ・ドゥ・トランタン （アシェット婦人画報社）
･････ 35
ラ・セ-ヌ （学習研究社）
･････ 35
楽 （マガジンハウス）
･････ 34
ランドネ （枻(えい)出版社） ＋ ･････ 35
リー （集英社） ＋ ･････ 35
リズ （キルタイムコミュニケ-ション）
･････ 35
リビングブック （フジテレビジョン）
･････ 35
りぶる （自由民主党） ＋ ･････ 35
リンネル （宝島社） ＋ ･････ 35
聯合婦人 （不二出版）複製版
･････ 36
月刊ワイズ （究出版社）
･････ 36
わいふ （グループわいふ）
･････ 36
若い女性 （講談社）
･････ 36
↓

ここから外国雑誌

Another Magazine. （Another Publishing）＋ 36
Brigitte. （Gruner & Jahr）＋ 36
Céci. （中央M&B社）＋ 36
Cosmopolitan. （Hearst Communications）＋ 36
Crash. （Crash Production）＋ 36
Elle. （HFA）＋ 37
Elle. （Elle）＋ 37
Harper's Bazaar. （Hearst Communications）＋ 37
Jalouse. （Editions Jalou）＋ 37
Jours de France. （Madame.） 37
Lula. （Lula Publishing）＋ 37
Madame Figaro. （Madame.） 37
Maglieria Italiana. （MODA）＋ 37
Marie Claire. （IPC Media）＋ 37
Marie Claire. （Marie Claire Album）＋ 37
Marie Claire. （Hachette Rusconi）＋ 37
Marie Claire Idées. （Marie Claire Album）＋ 37
Ms. （Liberty Media for Women）＋ 37
Numéro. （Numéro）＋ 38
Nylon. （Nylon Holding）＋ 38
The Oprah Magazine. （Hearst Communications）＋ 38
Real Simple. （Time）＋ 38
Red. （Hearst Magazine International）＋ 38
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Redbook. （Hearst Communications）＋ 38
Self Service. （Self Service）＋ 38
Seventeen. （Hearst Communications）＋ 38
Teen Vogue. （Condé Nast）＋ 38
Vogue. （CondéNast）＋ 39
Vogue. （Condé Nast）＋ 39
Vogue. （Konde Nast）＋ 39
Vogue. （Condè Nast Publications）＋ 39
Vogue Australia. （News Life Media）＋ 39
Vogue Bambini. （Edizioni Condé Nast）＋ 39
Vogue Deutsch. （Condé Nast）＋ 39
Vogue España. （Condé Nast）＋ 39
Vogue Italia. （Condé Nast）＋ 39
上海服飾 （上海科学技術出版社）＋ 39
[女性中央] （中央日報社）＋ 39
[女性東亜] （東亜日報社） 39
瑞麗服飾美容 （北京(瑞麗)雑誌社）＋ 39
世界時装之苑 （上海訳文出版社）＋ 40
[セミ キップン ムル] （プリキップンナム） 40
[朝鮮女性] （勤労団体出版社） 40
服飾与美容 （人民画報社）＋ 40
[ヘンボギ カドゥッカン チプ] （デザインハウス）＋
[レディー京郷] （京郷新聞社）＋ 40
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