
 石川武美記念図書館所蔵 和雑誌リスト

・ これは、平成25（2015）年3月31日 現在、石川武美記念図書館が所蔵している和文雑誌の

　タイトルリストである。

・ リストは、誌名・出版者（社）・当館での所蔵期間・受入継続の有無の順に記載した。

【見出し誌名】

・ 誌名は、表紙・裏表紙・奥付を出典とし、ひらがな・カタカナ・漢字による表記を採用している。

・ 刊行頻度を表わす語(月刊・季刊など）で始まる誌名は、誌名の一部に含めた。

　また、別冊・増刊などの語から始まる誌名も同様にした。

【配列】

・ 誌名のヨミの５０音順による字順配列とした。

・ ５０音については、濁音・半濁音・拗音・促音・長音符は無視して配列した。

・ 同音誌名は、創刊年順に配列した。

【出版者（社）】

・ 出版者（社）の変更があった場合は、代表的なものを選択して記載した。

【所蔵期間】

・ 現在、継続して受入れしているタイトルには 「＋ 」を付与した。

・ 当館で所蔵する範囲を記載し、欠号の有無やその量については省略した。

【目次】

・ 「目次コピーファイル」を作成しているタイトルには、「◎」と表記した。

誌     名  出　版　者（社） 所蔵期間 継続 目次

1 アイ 主婦の友社 昭和45.6‐昭和54.12 ◎

2 愛育 愛育会 昭和10.7‐昭和17.6

3 愛国婦人 愛国婦人発行所 明治44.2/11‐昭和6.4 ◎

4 愛国婦人 愛国婦人会 昭和8.3‐昭和17.1 ◎

5 愛と美 姉様学校 昭和5.8‐昭和7.5

6 愛之日本 愛之事業社 昭和13.11‐昭和17.10 ◎

7 アイラブママ インフォレスト 平成21.5+ ＋

8 赤ちゃんグッズパラダイス 主婦の友社 平成9.10‐平成21.5

＜凡例＞

＊所蔵状況の詳細については当館までお問い合わせください。

　電話　03-3294-2266



9 茜 独身婦人連盟 昭和46.1‐平成13.3

10 明るい家 明るい家発行所同人社 昭和4.10‐6.5，8.8，11.9‐11 ◎

11 味 味編輯所 昭和8.8，昭和13.4臨時号

12 アジコニュース 味の素広報部 平成9.6‐平成18.3

13 ｱｼﾞｺﾆｭｰｽ ｱﾝﾄﾞ ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ 味の素広報室 平成3.1‐平成9.1

14 明日香 古今書院 昭和11.5‐昭和17.11

15 明日の友 婦人之友社 昭和48.春+ ＋

16 アネキャン 小学館 平成19.4+ ＋

17 あぶー 主婦の友社 平成7.5‐平成12.6

18 アベニュー 世界文化社 昭和61.10‐昭和62.10

19 アマレーナ 扶桑社 平成21.4‐平成22.4

20 アミカ 文化出版局 昭和46.1‐昭和52.12

21 編物ヴォーグ 日本ヴォーグ社 昭和48.3，50.9,12，57.3‐62.6

22 アムウ 日本ヴォーグ社 昭和45‐平成4,平成6‐14，平成16.1+ ＋

23 アール 主婦と生活社 平成7.10+ ＋

24 アルネ イオグラフィック 平成14.10‐平成21.12

25 アレイ イカロス出版 平成15.8‐平成16.8

26 アンアン 平凡出版→マガジンハウス 昭和45.3/20+ ＋ ◎

27 アンジュ 主婦の友社 平成1.春‐平成5.初夏 ◎

28 家 住宅文化研究会 昭和15.7‐昭和16.1 ◎

29 家の光 産業組合中央会 大正14.5,昭和4.11‐39.5 ◎

30 いきいき ユーリーグ → いきいき 平成16.1+ ＋

31 いけ花龍生 龍生華道会 平成17.1+ ＋

32 石川文化事業財団月報 石川文化事業財団 昭和52.10‐平成11.4

33 石川文化事業財団特報 石川文化事業財団 昭和59.9‐昭和62.2

34 石川文化事業財団報 石川文化事業財団 平成11.7‐平成14.4

35 衣裳 衣裳研究所 昭和23.6‐昭和24.5

36 泉の花 希望社 大正14.6‐昭和4.6 ◎

37 イーツ 光文社 昭和57‐平成61,平成4‐平成5.10

38 イート コルヌコピア 平成12.10‐平成15.11

39 いとし児 先進社 → 日本両親再教育協会 昭和4.12‐18.12，昭和24.12‐37.6

40 今様 松屋呉服店 明治40.12‐大正8.10

41 イントゥル モード学園出版局 昭和63.12‐平成1.8

42 インレッド 宝島社 平成15.3+ ＋

43 ヴァンサンカン 婦人画報社→ﾊｰｽﾄ婦人画報社 昭和55.6+ ＋ ◎

44 ヴァンテーヌ 婦人画報社 → アシェット婦人画報社 平成1.10‐平成19.12

45 ヴィヴィ 講談社 昭和58.7+ ＋ ◎

46 ヴィオラ 平凡社 平成10.11‐平成11.3

47 ウィズ 講談社 昭和56.10+ ＋ ◎

48 ヴィバーチェ 小学館 平成11.2,4,8,11

49 ヴェリィ 光文社 平成7.7+ ＋

50 ヴォーグジャパン コンデナスト・ジャパン 平成23.5+ ＋

51 ヴォーグニッポン 日経コンデナスト 平成11.9‐平成23.4



52 ヴォーグ (日本語版) VOGUE社(東京） 昭和24.6

53 ヴォーチェ 講談社 平成10.5+ ＋

54 うかたま 農山漁村文化協会 平成19.1+ ＋

55 美しいキモノ 婦人画報社→ﾊｰｽﾄ婦人画報社 昭和28.11+ ＋

56 美しい暮しの手帖 暮しの手帖社 昭和23.9‐昭和28.11

57 美しい部屋 主婦と生活社 昭和57.2‐平成19.10

58 ウノ 朝日新聞社 平成8.12‐平成10.8

59 ウーマン 講談社 昭和46.8，昭和50.2‐55.3

60 ｳｰﾏﾝ･ｲﾝ･ｻﾞ･ﾓｰﾆﾝｸﾞ テンポラリーセンター 昭和61.6‐12

61 ウーマンカレント ウーマンカレント社 大正12.11,大正15年,昭和2.5 ◎

62 裏錦    尚絅社 明治25.11

63 エイチツーオー 日本放送出版協会 平成3.10‐平成11.1

64 栄養と料理 栄養と料理社→女子栄養大学出版部 昭和10.6‐44.12,昭和57.1+ ＋

65 エクラ 集英社 平成19.10+ ＋

66 エスカワイイ 主婦の友社 平成12.10+ ＋ ◎

67 エッセ フジテレビジョン 昭和61.11+ ＋

68 エニイ 西武タイム→ＳＳコミュニケーションズ 平成1.11/22‐平成3.8/15･29

69 エフ 主婦の友社 昭和59.7‐平成18.7 ◎

70 エムシーシスター 婦人画報社 昭和41.6‐平成14.1

71 エラン 扶桑社 平成13.4‐平成14.1

72 エル・ア・ターブル ｱｼｪｯﾄ婦人画報社→ﾊｰｽﾄ婦人画報社 平成16.1+ ＋

73 エル・ジャポン 平凡出版→マガジンハウス 昭和57.5‐平成1.6/5 ◎

74 エル・ジャポン ﾀｲﾑ・ｱｼｪｯﾄ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ→ﾊｰｽﾄ婦人画報社 平成1.8+ ＋ ◎

75 エル・デコ ﾀｲﾑ・ｱｼｪｯﾄ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ→ﾊｰｽﾄ婦人画報社 平成5.6+ ＋

76 エルニジュウゴ リクルート 平成19.3/15‐23.2/24，24.3/22

77 園芸ガイド 主婦の友社 昭和48.4+ ＋

78 大阪婦人新聞 大阪婦人新聞社 昭和15.1/25,5/5,6/5

79 奥さまクッキング 主婦の友社 昭和52.10‐昭和57.1 ◎

80 奥様手帖 味の素サービス 平成4.1‐平成9.9

81 奥の奥 東京社 昭和11.1‐昭和12.9 ◎

82 おしゃれ工房 日本放送出版協会 平成6.4‐平成22.3

83 おしゃれ時間 主婦と生活社 平成15.12‐平成21.9

84 オズマガジン 千曲出版 → スターツ出版 平成12.1/11+ ＋

85 おたふく オタフクソース 平成15.春+ ＋

86 お茶の水図書館だより お茶の水図書館 昭和42.12‐昭和52.9

87 オッジ 小学館 平成4.10+ ＋

88 おっぱいだより 母乳育児サークル 平成3.夏‐平成6.秋

89 おはよう赤ちゃん 学習研究社 平成16.11‐平成20.3

90 おはよう奥さん 学習研究社 平成7.7+ ＋

91 小原流挿花 小原流 平成17.1+ ＋

92 オプティム ＪＴＢ出版事業局 平成9.4‐平成10.10

93 おやこ 小学館 平成8.3‐平成10.10･11

94 オリーブ 平凡出版→マガジンハウス 昭和57.6/3‐平成15.8



95 お料理 お料理社 昭和43.10‐昭和45.1

96 オレンジページ オレンジページ 昭和60.7+ ＋

97 オレンジページ  クッキン オレンジページ 平成3.4+ ＋

98 をんな 大日本女学会　 明治34.1‐明治38.10

99 女の世界 実業之世界社 大正4.12‐大正10.8 ◎

100 女の力 用力社 昭和3.11‐昭和5.12 ◎

101 女の部屋 中原淳一プロダクション 昭和45.4‐昭和46.1

102 輝ク 輝ク会 昭和8.4‐昭和16.11

103 廓清 廓清会 明治44.7‐昭和20.1

104 家事及裁縫 家事及裁縫社 昭和3.1‐11,昭和9.2‐16.1 ◎

105 家事研究 目黒書店 大正9‐10,12,14,昭和2,4,5年 ◎

106 家事通信 家事通信社 明治39.2‐明治40.1 ◎

107 家事と衛生 家事衛生研究会(大阪) 大正14.8‐昭和18.9 ◎

108 かぞくのじかん 婦人之友社 平成21.1+ ＋

109 型紙とスタイル 科学社 昭和23.11

110 家庭 精美堂 明治42.4，明治43.4,7

111 家庭 大日本連合婦人会 昭和6.6‐昭和15.11 ◎

112 家庭朝日 朝日新聞発行所 昭和6.5/25‐12/25 ◎

113 家庭科学 家庭科学研究所 昭和17,19,23,26,27年 ◎

114 家庭画報 世界文化社 昭和33.3+ ＋ ◎

115 家庭倶楽部 家庭倶楽部社(神戸) 大正13.8 ◎

116 家庭雑誌 家庭雑誌社 明治25.9‐明治30.9 ◎

117 家庭雑誌 由分社 → 家庭雑誌社　 明治36.4‐明治42.5

118 家庭雑誌 博文館 大正4.6‐大正15.2 ◎

119 家庭春秋 山文社 昭和31.10 ◎

120 家庭生活 大阪毎日新聞社・東京日日新聞社 昭和16.1,2,4,6 ◎

121 家庭生活 太陽書院  →  家庭生活社 昭和23.8‐昭和26.4 ◎

122 家庭精神 日本家庭精神会 昭和13.7‐昭和14.6 ◎

123 家庭全科 国際情報社 昭和35.4‐昭和44.12

124 家庭と料理 家庭と料理社 昭和24.2‐昭和25.5

125 家庭のしるべ 富山房 明治37.7‐明治38.12

126 家庭の友 内外出版協会 明治36.4‐43.8，大正2.10,3.10 ◎

127 家庭之友 金の鳥社 大正14‐昭和2，昭和5‐16.10

128 家庭文芸 金港堂書籍 明治40.1,4‐6

129 家庭よみうり 読売新聞社 昭和27.7/21‐昭和30.3/1

130 家庭料理講義録 東京割烹講習会 大正2.4‐昭和3.2

131 華道 日本華道社 平成17.1+ ＋

132 画報文化生活 国際文化情報社 昭和28.5‐昭和34.8

133 からだにいいこと 祥伝社 平成17.2･3+ ＋

134 カラフル ぴあ 平成16.11‐平成18.3

135 カルディエ 福武書店 平成3.5‐平成5.3

136 カワイイ 主婦の友社 平成8.4‐平成21.6 ◎

137 関西婦人新聞 関西婦人新聞社（大阪） 大正9.6‐大正12.1



138 季刊ラカム 文化出版局 昭和48.春‐冬

139 キッチンバスケット ハウス食品広報室 平成15.6‐平成21.11

140 希望 希望社 大正9.6，14.10，昭和2.8‐5.12 ◎

141 希望 －結婚雑誌－ 希望社 昭和22.1‐昭和25.1 ◎

142 きものと装い 主婦の友社 昭和43.10‐昭和56.10

143 キャズ 扶桑社 平成1.5/10‐平成18.9/11

144 キャラウェイ 文化出版局 昭和63.12‐平成5.11

145 ギャルコミ 主婦の友社 昭和57.7‐昭和61.1

146 ギャルズコミックデラックス 主婦の友社 昭和55.1‐昭和57.5

147 ギャルズシティ 主婦の友社 昭和59.6/15‐昭和60.6/7 ◎

148 ギャルズライフ 主婦の友社 昭和53.9‐昭和59.6/1 ◎

149 キャンキャン 小学館 昭和57.1+ ＋ ◎

150 キューティ 宝島社 平成1.11‐2.9,平成5.9+ ＋

151 教育女性 全国小学校連合女教員会 昭和8.5‐昭和18.8 ◎

152 きょうの健康 日本放送出版協会 平成15.12+ ＋

153 きょうの料理 日本放送出版協会 昭和34，昭和38‐43，昭和56.7+ ＋

154 きょうの料理 ビギナーズ 日本放送出版協会 平成19.4+ ＋

155 ｷﾗ ﾏﾁｴｰﾙ･ﾄﾞ･ﾗ・ｳﾞｨ 徳間書店 平成4.7‐12

156 キルトジャパン 日本ヴォーグ社 昭和61.12+ ＋

157 きれいになりたい オレンジページ 平成7.10‐平成13.9

158 きれいの魔法 日本放送出版協会 平成22.4‐平成25.3

159 ギンザ マガジンハウス 平成9.5+ ＋

160 銀鐘 生活社 昭和14.8,昭和15.3‐9

161 近代女性 日本女性文化協会 昭和13.6,10

162 近代婦人 近代婦人社 昭和7.2‐4

163 クウネル マガジンハウス 平成15.11+ ＋

164 クスクス ＪＴＢ日本交通公社出版事業局 平成4.11‐平成5.6

165 ｸﾞｯﾄﾞﾊｳｽｷｰﾋﾟﾝｸﾞ日本版 日経ホーム出版社 平成9.12‐平成11.5

166 国乃もとゐ                興文社 明治22.4‐明治23.3

167 クーヨン クレヨンハウス出版部 平成15.12+ ＋

168 くらしのカタログ 主婦の友社→主婦の友社通販本部 昭和59.4‐平成6.9，平成9.6

169 暮しの設計 中央公論社 昭和38.1‐平成10.1

170 暮しの手帖 暮しの手帖社 昭和29.3+ ＋ ◎

171 グラツィア 講談社 平成8.4+ ＋

172 クラッシィ 光文社 昭和59.6+ ＋ ◎

173 グラン･マガザン 日之出出版 昭和63.12‐平成17.6

174 グリ 講談社 平成13.4‐平成14.11

175 クリーク マガジンハウス 平成1.6/20‐平成8.7/20

176 クレア 文藝春秋 平成1.12+ ＋

177 クレエ・ヴォーグ 日本ヴォーグ社 昭和56.6‐昭和57.8

178 グレース 世界文化社 平成19.4‐平成20.12

179 クロワッサン 平凡出版→マガジンハウス 昭和52.5+ ＋ ◎

180 クロワッサン プレミアム マガジンハウス 平成19.12+ ＋



181 芸苑 厳松堂書店 昭和19.8‐昭和23.10

182 毛糸だま 日本ヴォーグ社 昭和60.12，平成1.1+ ＋

183 化粧文化 ポーラ文化研究所 昭和54.12‐平成17.6

184 化粧文化プラス ポーラ・オルビス・ホールディングス 平成20+ ＋

185 ケ･セラ 祥伝社 平成1.11/23‐平成3.5/20

186 月刊嵯峨 大本山大覚寺 平成17.1+ ＋

187 月刊消費者 日本消費者協会 平成15.12‐平成23.3

188 月刊とらばーゆ リクルート 平成19.11‐平成20.4

189 ケラ！ インデックス・コミュニケーションズ 平成11.4+ ＋

190 健康 主婦の友社 平成9.5+ ＋ ◎

191 健康学校 大阪府衛生会 昭和15.1‐3

192 現代乃婦人 現代乃婦人社 昭和5.1‐昭和8.3 ◎

193 現代婦人 現代婦人社 昭和23.5,6 ◎

194 小悪魔アゲハ インフォレスト 平成18.11+ ＋

195 航空婦人 大日本航空婦人会 昭和13.7,昭和17.1‐3 ◎

196 工芸 聚楽社→日本民芸協会 昭和6.1‐昭和23.7

197 向上之婦人 帝國文化協會 大正14.11‐昭和6.7･8 ◎

198 コスモポリタン日本版 集英社 昭和55.6‐平成18.2 ◎

199 こども通信 神戸こどもシンポジウム 平成3.12‐平成6.6

200 こども部屋 こども部屋社 昭和38，昭和43‐46，昭和50‐53年

201 孤峰 江戸千家茶道会 平成17.1+ ＋

202 コモ 主婦の友社 平成2.7+ ＋ ◎

203 紺青 雄鶏社 昭和21.7‐昭和23.1 ◎

204 ざ・いけのぼう 日本華道社 平成17.1+ ＋

205 咲いた 芝パーク出版 平成7.11+ ＋

206 サイン 学習研究社 昭和63.5‐平成10.9

207 雑貨カタログ 主婦の友社 昭和63.1‐平成23.5

208 産科婦雑誌 日本産科婦協会 明治39.3

209 サンキュ ベネッセコーポレーション 平成8.5+ ＋

210 産児調節評論 産児調節評論社 大正14.3‐5,7‐9

211 ジェイ･ジェイ 光文社 昭和50.6+ ＋ ◎

212 シェール ＰＨＰ研究所 平成3.11‐平成7.1

213 時好 三越呉服店 明治36.10‐明治41.3 ◎

214 刺繍通信 雄鷄社 平成14.10‐平成21.4

215 シーズ 主婦と生活社 昭和63.8‐平成4.5

216 ジゼル 主婦の友社 平成17.12+ ＋

217 週刊生きる女性 実話出版 昭和35.8/4‐昭和36.5/4

218 週刊女性 河出書房　→　主婦と生活社 昭和32.3/17+ ＋

219 週刊婦人朝日 朝日新聞社 昭和17.11/11‐昭和18.5/26 ◎

220 週刊平凡            平凡出版→マガジンハウス 昭和34.5/14,昭和37.1/3‐62.10/6

221 週刊明星 集英社 昭和33‐昭和40,昭和58‐平成2.6

222 銃後之友 軍人援護会東京府支部 昭和15.1‐昭和17.12

223 銃後の婦人 大楠公夫人婦徳顕揚会 昭和12.10‐昭和16.6 ◎



224 自由婦人 自由婦人社 昭和24.12･1･2,3,4 ◎

225 淑女 紫鸞社　 明治32.1，明治33.1‐9 ◎

226 淑女かゝみ 入念舎（朝報社内) 明治44.12，明治45.1,2,5 ◎

227 淑女画報 博文館 明治45.12‐大正12.11 ◎

228 手芸 グラフ社 昭和40.9，昭和42.3

229 手芸の友 グラフ社 昭和41.8‐昭和46.11

230 シュシュ 角川書店 平成5.4/7‐平成21.11/12

231 ジュノン 主婦と生活社 昭和48.7+ ＋ ◎

232 主婦と生活 主婦と生活社 昭和21.5‐平成5.4 ◎

233 主婦の友 東京家政研究会→主婦の友社 大正6.3‐平成20.6 ◎

234 主婦之友[海外版] 主婦之友社 昭和23.3‐昭和25.2

235 主婦之友[満州版] 主婦之友社 昭和18.1‐昭和20.4

236 主婦之友愛読者通信 主婦之友社 昭和26.9‐昭和31.4

237 主婦之友だより 主婦之友社 昭和6‐9年

238 シュプール 集英社 平成1.11+ ＋

239 趣味之婦人 趣味之婦人社 大正11.1‐大正12.7 ◎

240 「旬」がまるごと ポプラ社 平成19.11‐平成24.3

241 少女界 金港堂書籍 → 大洋社 明治35.4‐明治45.6

242 少女倶楽部 大日本雄弁会→講談社 大正12.1‐昭和35.4

243 少女座 少女座編集室 昭和60.12‐昭和62.9

244 少女世界 博文館 明治40.1‐大正10.6，大正14.8‐昭和4.3

245 少女の友 実業之日本社 明治41.10‐昭和29.8 ◎

246 小説女性 檸檬社 昭和44.1,3,4,6,7

247 消費と生活 消費と生活社 昭和59.11+ ＋

248 女学雑誌                 万春堂 女学雑誌社 明治18.7‐明治37.2

249 女学雑誌 姫百合     姫百合社 明治32.11,明治34.2‐7,10

250 女学新誌                 修正社 明治17.6‐明治18.8/20

251 女学新報          女学新報社 明治31.10,明治32.4

252 女学生                    女学雑誌社 明治23.5‐明治25.12

253 女学生の友 小学館 昭和25.6‐昭和41.8

254 女学世界 博文館 明治34.1‐大正13.9

255 女学叢誌              績文舎 明治18.12/19‐明治19.5/20 ◎

256 女鑑                       国光社 明治24.8‐明治42.3

257 職業婦人                職業婦人社 大正12.6‐8

258 食彩浪漫 日本放送出版協会 平成19.7‐平成21.3

259 食生活 全衛連｢食生活｣出版局 昭和21‐25，昭和38.1+ ＋

260 食養 食養会 昭和14.8‐昭和16.10

261 女権                       婦人徳義会 明治24.9

262 ショコラジェンヌ 伊藤忠商事→ぺんぎん書房 平成15.9‐平成19.1

263 助産之友 京都産婆学校同窓会 大正11.10，昭和3.12

264 助産の友 東京府産婆会 昭和2.2‐昭和4.11

265 女子学院同窓誌 女子学院 昭和13.12

266 女子学術                 博報堂 明治39.5



267 女子教育                 女子教育研究会 明治34.2

268 女子成功                 唯文社 明治39.7

269 女子青年             大日本連合女子青年団 昭和14.5‐昭和15.7

270 女子青年界              日本基督教女子青年会 明治45.9‐昭和19.3

271 女子之友          東洋社 → 文友社 明治30.6‐明治38.3/27 ◎

272 女子文苑 女子文苑社 昭和12.11‐昭和15.6

273 女子文壇 女子文壇社 明治38.1‐41.10，43.6，45.1

274 処女 用力社 昭和6.4‐昭和18.3 ◎

275 処女の友 処女会中央部 大正11.5，大正15.6‐昭和16.1 ◎

276 女性 プラトン社 大正11.5‐昭和3.5

277 女性 新生社 昭和21.4‐昭和23.12 ◎

278 女性往来 大日本連合婦人会・大日本連合女子青年団 昭和8.12‐昭和12.2･3 ◎

279 女性改造 改造社 大正11.10‐大正13.11 ◎

280 女性改造 改造社 昭和21.6‐昭和26.6 ◎

281 女性教室 NHKｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 昭和29.12‐昭和40.3

282 女性教養 大日本女子社会教育会 昭和27.11,昭和28.1,昭和32.3 ◎

283 女性自身 光文社 昭和33.12/12+ ＋

284 女性時代 女性時代社 昭和5.11‐6.12，昭和9.1‐19.3 ◎

285 女性新聞 日本基督教女子青年会 昭和21.3‐昭和25.12

286 女性生活 文体社 昭和16.10‐昭和19.3

287 女性セブン          小学館 昭和38.5/5+ ＋

288 女性線 女性線社 昭和21.2‐昭和24.11 ◎

289 女性短歌 女性短歌社 昭和6.2,4

290 女性展望 婦選獲得同盟→女性展望社 昭和11.1‐昭和16.8

291 女性同盟                 新婦人協会 大正9.10‐大正11.12

292 女性日本 女性日本社  →  現代女性社 昭和17.3/25 ◎

293 女性日本 玉川学園出版部 昭和7.5‐昭和13.12 ◎

294 女性日本 新日本婦人協会 昭和8.10‐昭和11.7 ◎

295 女性日本人              政教社 大正9.9‐大正12.9

296 女性の手帖 女性の手帖社 昭和25.8

297 女性の友 公友社 → 芸文社 昭和23.12‐昭和25.2･3 ◎

298 女性之窓 文徳社 昭和23.12,昭和24.1 ◎

299 女性美 健康の女性会 昭和8.1‐昭和10.9 ◎

300 女性明星 集英社 昭和37.12‐昭和41.5

301 女性ライフ 女性ライフ社 昭和21.7‐昭和24.3 ◎

302 女性ルーム シルバー編物研究会 昭和37.7‐昭和56.2

303 ショッピング 日経ホーム出版社 昭和44.3，昭和59.11‐平成9.5

304 白ゆり 修養団 昭和2.2‐3.11,昭和16.6,11

305 白木タイムス 白木屋呉服店 大正7.3‐大正11.9

306 白ばら 星美出版社 昭和24.5

307 新衣裳 たかしまや飯田呉服店 明治38‐43，大正2,3,5,7

308 新家庭                   東京毎日新聞社 明治42.9‐大正2.9 ◎

309 新家庭                   玄文社 大正5.6‐大正12.9 ◎



310 新興婦人 日本婦人連盟　→　毎日新聞社 昭和10.10‐昭和16.6 ◎

311 新女苑 実業之日本社 昭和12.1‐昭和34.2 ◎

312 新女界                    新人社 明治42.4‐大正8.2

313 新女学                    大倉書店 明治45.1

314 新女性 新女性社 昭和8.2,昭和11.3 ◎

315 新女性 新女性社 昭和25.10‐昭和31.5 ◎

316 新真婦人                 新真婦人社 大正2.5‐大正12.9

317 新婦人 聚精堂→至誠堂→新婦人社 明治44.11‐大正3.12 ◎

318 新婦人 新婦人社→文化実業社 昭和23.12‐昭和45.12 ◎

319 新･婦人百科おしゃれ工房   日本放送出版協会 平成5.4‐平成6.3

320 新米主婦の友 ウィウィ 主婦の友社 平成9.6‐平成10.11 ◎

321 スイートベビー 主婦と生活社 昭和60.1‐平成2.8

322 スウィート 宝島社 平成15.1,2，平成21.3+ ＋

323 スタイリスト 日本版 雄鶏社 昭和27.3

324 スタイル スタイル社 昭和11.6‐昭和16.9

325 スタイル スタイル社 昭和21.3‐昭和34.5

326 スタイル 講談社 平成13.11‐平成20.11

327 スタイルブック 衣裳研究所 昭和21.9，昭和22.6

328 スタイルブック 東京生活社 昭和23.3,6,9

329 すてきなおかあさん 文化出版局 昭和48.11‐昭和52.12

330 すてきな奥さん 主婦と生活社 平成2.5+ ＋

331 素敵な女性 婦人生活社 昭和54.6‐昭和58.9

332 すてきにハンドメイド 日本放送出版協会 平成22.4+ ＋

333 ストーリィ 光文社 平成14.12+ ＋

334 スライマガジン 主婦の友社 平成18.10,平成19.5

335 セイ 青春出版社 昭和58.7‐平成19.4 ◎

336 生活 生活改善同盟会→生活改善中央会 昭和2.10‐昭和7.7 ◎

337 生活 佐藤新興生活館 昭和14.9‐昭和22.3 ◎

338 生活科学 東京日日新聞社･大阪毎日新聞社 昭和17.1‐昭和19.12 ◎

339 生活と文化 生活文化社 昭和21.1,2,9,11･12 ◎

340 生活の絵本 婦人生活社 編集：生活の絵本社 昭和49.11‐昭和52.11

341 生活文化 旺文社 昭和21.1‐昭和24.8 ◎

342 生活便利カタログ 主婦と生活社 昭和62.3‐平成2.9

343 生活ほっとモーニング 日本放送出版協会 平成15.7･8‐平成20.3･4

344 青鞜                     青鞜社 明治44.9‐大正5.2

345 青年 女子版 大日本青少年団本部 昭和16.11‐昭和19.12 ◎

346 世界婦人                 世界婦人社 明治40.1‐明治42.7

347 ゼクシィ リクルート 平成14.1+ ＋

348 セシール 講談社 昭和51.6

349 セゾン ド ノンノ 集英社 昭和49.10‐昭和58.4 ◎

350 セダ 日之出出版 平成3.11+ ＋

351 世帯 世帯発行所 大正11.3‐5 ◎

352 セブンティーン 集英社 昭和50,59,60,62，平成10,13,14,18+ ＋



353 戦時女性 婦人画報社 昭和19.5‐昭和20.1 ◎

354 専門料理 柴田書店 平成15.11+ ＋

355 装苑 すみれ会 昭和11.8‐昭和16.8

356 装苑 文化服装学院出版部→文化出版局 昭和21.8+ ＋

357 装苑アイ 文化学園ファッション情報センター 平成2.3‐平成9.12

358 装苑特集 文化服装学院出版局 昭和37.3‐昭和43.3

359 装苑別冊 文化服装学院出版局 昭和35.6‐昭和39.3

360 装苑別冊 文化出版局 昭和47.6‐昭和57.11

361 Ｓｏ-ｅｎ別冊 文化出版局 昭和58.3‐平成12.5

362 装苑別冊メーキング 文化出版局 平成12.7‐平成13.11

363 草月 草月出版 平成17.2+ ＋

364 ソフィア 講談社 昭和59.7‐平成7.9 ◎

365 それいゆ       ひまわり社 昭和21.8‐昭和35.8

366 大正婦人 大正婦人社 大正2.1,2,4,5,6

367 大日本婦人教育会雑誌 大日本婦人教育会　 明治21.12,明治29.7

368 たしかな目 国民生活センター 昭和56.3･4‐平成20.4

369 ダブリュー・ジャパン ﾌｪｱﾁｬｲﾙﾄﾞ･ﾓﾘ出版 昭和60.9‐平成5.4

370 タベダス 風人社 平成16.2‐平成19.12

371 たまごクラブ 福武書店→ベネッセコーポレーション 平成5.11+ ＋ ◎

372 たまひよこっこクラブ ベネッセコーポレーション 平成8.10‐平成23.4 ◎

373 淡交 淡交社　 平成17.1+ ＋

374 ダンチュウ プレジデント社 平成15.12+ ＋

375 たんと 集英社 平成5.6‐平成6.12,平成12.8

376 近きより                   近きより社 昭和12.4‐昭和24.10

377 通俗衛生 大阪府衛生会 昭和15.1‐昭和17.11 ◎

378 通販生活 カタログハウス 平成16.春+ ＋

379 ツデー 文化出版局 昭和55.7‐昭和57.11

380 ツデーズウーマン 日本語版 東西南北社 昭和27.9‐昭和28.2 ◎

381 ディア エスクァイアマガジンジャパン 平成19.10‐平成20.4

382 ディア・ダブリュ 福昌堂 昭和60.8‐12

383 ティク ティク 日本ヴォーグ社 平成15.11‐平成16.11

384 デイム 主婦の友社 昭和59.7‐昭和62.8

385 デザイナー デザイン社 昭和22.10‐昭和25.2

386 デラックス女性自身 光文社 昭和41.4

387 デリカ 千趣会 昭和59.8‐12

388 伝統と文化 ポーラ伝統文化振興財団 昭和59.3‐平成16.11

389 天然生活 地球丸 平成16.6+ ＋

390 東京イン アンド アウト 主婦の友社 昭和59.8‐昭和60.2

391 東京女子大学同窓会月報 東京女子大学同窓会 昭和13.9‐昭和17.11

392 東京だより 主婦の友社 昭和31.5‐昭和47.12

393 東京婦人矯風雑誌   東京婦人矯風会事務所　 明治21.4‐22.1,明治23.12/20

394 トウキョウ レディ コング 蘭華社 平成2.11/20‐平成3.2/15

395 東洋婦人画報 東京社 明治40.8‐明治42.3 ◎



396 どくふれん どくふれん事務局 昭和42‐昭和45.7

397 トマ・トマ 主婦の友社通販本部 →主婦の友ﾀﾞｲﾚｸﾄ　 昭和63.2‐平成14.9

398 ドマーニ 小学館 平成9.1+ ＋

399 ドメイン ミサワホーム研究所 昭和59.春‐昭和61.春

400 とも 主婦の友社 昭和45.6‐昭和50.10

401 とらばーゆ 就職情報センター　→　リクルート 昭和58.10/28‐平成19.9/26

402 トランタン アシェット婦人画報社 平成17.1‐平成18.3

403 ドレスメーキング 鎌倉書房 昭和24.9･10‐平成5.5

404 なごみ 淡交社 昭和55.1，平成17.1+ ＋

405 ナチュラル フーズ 産調出版　編集：ハッピーエンド通信社 平成4.2‐7

406 ナチュリラ 主婦と生活社 平成19.11+ ＋

407 七緒 プレジデント社 平成16.10+ ＋

408 ニキータ 主婦と生活社 平成16.11‐平成20.3

409 二十世紀の婦人       北海道婦人同志会 明治37.2

410 日経イーダブリュ 日経ホーム出版社 平成19.4‐8

411 日経ウーマン 日経ホーム出版社 昭和63.5+ ＋

412 日経ヘルス 日経ＢＰ社 平成14.12+ ＋

413 日経ヘルス プルミエ 日経ＢＰ社 平成20.5+ ＋

414 日光 同志社 昭和23.9,11,昭和24.2,4 ◎

415 ニナーズ 祥伝社 平成20.4+ ＋

416 日本女性之光 日本産業文化協会→日本女性の光発行所 昭和17.10 ◎

417 日本新婦人              新婦人社 明治21.9‐明治22.7

418 日本乃家庭                日本乃家庭社 明治28.12,明治29.12‐30.6/15

419 日本の家庭              同文館 明治38.3‐明治40.5

420 日本之女学              日本女学社→博文館 明治20.8‐明治22.12

421 日本婦人 帝国婦人協会 明治32.12‐明治43.7 ◎

422 日本婦人 日本婦人会(京都) 大正11.12‐昭和3.10 ◎

423 日本婦人 大日本国防婦人会総本部 昭和9.8‐昭和17.3 ◎

424 日本婦人 大日本婦人会 昭和17.11‐昭和20.1 ◎

425 ニュースタイル 日本服飾文化協会(大阪) 昭和21年3冊,昭和22.1

426 女人芸術                 女人芸術社 昭和3.7‐昭和7.6

427 女人大衆                 女人芸術社 昭和4.7‐昭和7.6

428 ヌードル・ドット・コム インスタントラーメン発明記念館 平成12.3‐平成17.6

429 ネスパ 学習研究社 昭和62.5‐昭和63.6

430 農家之母 農家之母社 明治37.10

431 農村婦人 富民協会 昭和7.3‐昭和11.10 ◎

432 ノブ インテリア出版　編集：メディア・ギルド 昭和51.2‐昭和60.3

433 ノンノ 集英社 昭和46.6/20+ ＋ ◎

434 廃娼                       廃娼雑誌社 明治23.4‐明治24.3

435 ハイファッション 文化出版局 昭和35‐40，昭和43‐平成22.4

436 ハイミセス 文化出版局 昭和57.5‐平成8.1

437 博愛 婦人画報社 大正3.1,11.8,昭和11.6,13.1,23.8,9

438 白鳥 大地書房 昭和22.1‐昭和24.1 ◎



439 ハーズ 光文社 平成20.4+ ＋

440 パソコン主婦の友 主婦の友社 平成9.1‐平成18.2 ◎

441 パーソナル 日経ホーム出版社 昭和58.7‐昭和63.4

442 働く婦人 日本出版 昭和21.7‐昭和25.7 ◎

443 パッチワーク・キルト通信 パッチワーク通信社 平成12.2‐平成14.12

444 パッチワーク倶楽部 パッチワーク通信社 平成8.7‐平成21.9

445 パッチワーク通信 パッチワーク通信社 平成15.2+ ＋

446 パッチワークの絵本 パッチワーク通信社 平成5.5,7,平成6.1

447 ハナコ マガジンハウス 昭和63.6/2+ ＋ ◎

448 ハナコ ウエスト マガジンハウス 平成2.12‐平成22.2

449 花時間 同朋舎出版　→  角川書店 平成3.10+ ＋

450 ハナチュー 主婦の友社 平成15.7‐平成23.5

451 花乃園生                東京仏教花園婦人支会 明治24.2‐明治31.1

452 母 学習研究社 昭和24.5,9,昭和25.2 ◎

453 ハーパース・バザー エイチビー・ジャパン 平成12.10‐平成22.12

454 母と子 成蹊学園出版部 大正12.7

455 母と子 日本児童協会(兵庫) 昭和5.9，昭和9.11‐16.7

456 母之友 婦女界社 大正9.7‐大正11.7

457 母の友 福音館書店 昭和34,35,54‐57年,平成12.4+ ＋

458 母の光 学習研究社 昭和25.7‐昭和27.8 ◎

459 haru-mi 扶桑社 平成18.10+ ＋

460 バルーン 主婦の友社 昭和61.11‐平成14.6 ◎

461 火 ‐ 防火家庭雑誌 - 日本消防文化協会 昭和22.7,9 ◎

462 ピー・アンド 小学館 昭和60.10‐平成12.1

463 ビーエイブル マンパワージャパン 昭和56.10‐平成1.12

464 ビジオ･モノ ワールドフォトプレス 平成2.12‐平成16.4

465 微笑 小学館  →  祥伝社 昭和46,47,51年,昭和54-平成8

466 美人計画 青春出版社 平成19.7‐平成21.11

467 美ストーリィ 光文社 平成21.10+ ＋

468 ピーチ 角川書店 昭和63.5‐平成4.12

469 美的 小学館 平成13.5+ ＋

470 被服 被服協会 昭和6.1‐昭和18.11

471 美貌 近代女性社 昭和21.10‐昭和25.1 ◎

472 ひまわり                  ヒマワリ社 昭和22.1‐昭和27.12

473 ビュウティ・ブック 婦人画報社 昭和30.7,昭和31,32,昭和35.4

474 ひよこクラブ 福武書店→ベネッセコーポレーション 平成5.11+ ＋ ◎

475 ピンキー 集英社 平成16.10‐平成22.2

476 ピンク マガジンハウス 平成8.6‐平成11.3

477 ファッションモード ファッションモード社 昭和21.9

478 ﾌｧﾐﾘｰｲﾝﾃﾘｱﾌﾟﾗｽﾜﾝ 主婦の友社 平成4.6‐平成6.4

479 フィオレ タキイ種苗 平成3.9‐平成6.1

480 フィガロジャポン TBSﾌﾞﾘﾀﾆｶ→阪急ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 平成2.5+ ＋

481 フィッテ 学習研究社 平成1.7+ ＋



482 フェリカ ＣＢＳ･ソニー出版 昭和56.11‐平成2.4

483 深みどり 常磐会(女子学習院内) 大正11.6

484 服装 婦人生活社 昭和32.6‐昭和49.3

485 服装科学 洋裁春秋社 昭和17.4‐昭和18.3

486 服装生活 服装生活社 昭和17.10‐昭和19.3

487 服装日本 洋装社 → 服装日本社 昭和16.5‐昭和20.1

488 服装文化 文化服装学院出版部 昭和16.11‐昭和19.2

489 婦女界 同文館　→　婦女界出版社 明治43.3‐昭和25.3 ◎

490 婦女雑誌                博文館 明治24.1‐明治27.12/15 ◎

491 婦女新聞                婦女新聞社 明治33.5‐昭和17.3

492 婦女世界 婦女世界社 大正14.10，昭和2.5‐4.4 ◎

493 婦人                      全関西婦人連合会 大正13.12-15.11，昭和3,5,11年 ◎

494 婦人                      世界評論社 昭和22.7‐昭和24.8

495 婦人朝日 全関西婦人連合会 → 朝日新聞社 昭和12.2‐昭和17.10 ◎

496 婦人朝日 朝日新聞社 昭和21.2‐昭和33.12 ◎

497 婦人運動    職業婦人社 大正14.9‐昭和16.8

498 婦人衛生 私立大日本婦人衛生会事務所 昭和3,4,13,15年 ◎

499 婦人衛生会雑誌     私立大日本婦人衛生会 明治21.2

500 婦人衛生雑誌 私立大日本婦人衛生会事務所 明治35.8‐36.6,大正13.4,15.12 ◎

501 婦人界                    金港堂書籍 明治35.7‐37.9,明治42.6‐44.1 ◎

502 婦人界                    東京社 大正6.9‐大正12.1 ◎

503 婦人家庭 ダイヤモンド社 大正9.11,12 ◎

504 婦人家庭雑誌 婦人家庭雑誌社  大正7.10‐大正9.6 ◎

505 婦人画報 近事畫報社→婦人画報社→ﾊｰｽﾄ婦人画報社 明治38.7+ ＋ ◎

506 婦人教育雑誌          上毛婦人教育会本部 明治21.5

507 婦人教会雑誌          婦人教会 明治21.2‐明治25.3

508 婦人グラフ 国際情報社 大正13.5‐昭和3.11 ◎

509 婦人くらぶ      紫明社 → 婦人倶楽部社 明治41.10‐明治43.7 ◎

510 婦人倶楽部 大日本雄弁会講談社 → 講談社　 大正9.10‐昭和63.4 ◎

511 婦人講座 社会教育協会 昭和6.8‐昭和18.3 ◎

512 婦人弘道叢記          日本弘道会事務所 明治27.10‐明治29.4

513 婦人公論 中央公論社 → 中央公論新社 大正5.1+ ＋ ◎

514 婦人子供報知 報知新聞社 昭和6.3/1‐昭和12.2/28 ◎

515 婦人サロン 文藝春秋社 昭和4.9‐昭和7.11 ◎

516 婦人週報            婦人週報社 大正4.11/5‐大正8.7/11

517 婦人春秋 政経春秋社 昭和21.3‐9 ◎

518 婦人書道 婦人書道社 昭和6.9 ◎

519 婦人新風  新吉原女子保健組合 昭和27.5‐昭和32.7

520 婦人新報 日本基督教婦人矯風会 明治33‐38年，大正12‐昭和4,7,16年

521 婦人新報 日本キリスト教婦人矯風会 昭和46.1+ ＋

522 婦人生活 同志社 → 婦人生活社 昭和22.5‐昭和61.8 ◎

523 婦人世界 実業之日本社→婦人世界社 明治39.1‐昭和8.2

524 婦人世界 ロマンス社→ロマンス出版社 昭和22.10‐昭和27.3 ◎



525 婦人戦線              婦人戦線社 昭和5.3‐昭和6.6

526 婦人と子供 読売新聞社 大正13.11/20‐大正14.8 ◎

527 婦人と子供 婦人と子供社 昭和6.9‐昭和8.8

528 婦人と修養 婦女界社 昭和7.9，昭和9.1‐昭和13.11 ◎

529 婦人と新社会    東洋出版社→婦人と新社会社 大正9.3‐昭和8.7

530 婦人と生活 婦人同志倶楽部→婦人と生活社 大正15.7‐昭和9.5 ◎

531 婦人と政治 婦人政治問題研究所 昭和21.6(1,2輯）,昭和22.10 ◎

532 婦人と労働 職業婦人社 大正13.4‐大正14.8

533 婦人日本 日本婦人連盟 → 毎日新聞社 昭和16.7‐昭和18.5 ◎

534 婦人の国 新時代社 → 婦人の国社 昭和22.1‐昭和24.3 ◎

535 婦人の世紀 実業之日本社 → 東和社 昭和22.2‐昭和25.1 ◎

536 婦人之友 家庭之友社　→　婦人之友社 明治41.1+ ＋ ◎

537 婦人の光 桜菊書院 昭和23.11,昭和24.2 ◎

538 婦人百科 日本放送出版協会 昭和54.1‐平成5.3

539 婦人評論 朝報社→婦人評論社（朝報社内) 明治45.10/1‐大正3.11/15 ◎

540 婦人フォーラム 大阪毎日婦人会 昭和6.11‐昭和9.12 ◎

541 婦人部通信             日本生命労働組合本店地区会婦人部 昭和23.5‐昭和35.3

542 婦人文化 婦人文化社 昭和21.9,11,昭和22.4 ◎

543 婦人文芸                新知社 昭和9.7‐昭和12.8

544 婦人文庫 鎌倉文庫 昭和21.5‐昭和24.12 ◎

545 婦人民主新聞 婦人民主新聞 →婦人民主クラブ 昭和21.8/22‐平成3.3/8

546 婦人問題                婦人問題研究会事務所 大正7.10‐大正9.3

547 婦人ライフ レディス社 昭和24.1,3‐5 ◎

548 婦選 婦選獲得同盟→女性同盟社 昭和5.8,10，昭和7.1‐9.10

549 婦選 婦選獲得同盟→女性同盟社 昭和2.1‐昭和10.12

550 婦選獲得同盟会報    婦人参政権獲得期成同盟会 大正14.4‐昭和9.12,昭和15.8

551 ふたりの住まい ＣＢＳソニー出版 昭和59.10‐平成2.4

552 ふたりの部屋 主婦の友社 昭和54.1‐昭和61.3 ◎

553 ふたりの部屋プラスワン 主婦の友社 昭和61.7‐平成4.4 ◎

554 プチタンファン 婦人生活社 昭和56.10,平成2.4‐平成15.2

555 フーディアム フーディアム・コミュニケーション 昭和63.6‐平成11.11

556 フラウ 講談社 平成3.10/8+ ＋

557 プラスワン 主婦の友社 平成6.6‐平成11.4 ◎

558 プラスワンリビング 主婦の友社 平成11.6+ ＋ ◎

559 フリー 平凡社 昭和58.7‐昭和59.7

560 フリーカー テンポラリーセンター出版局 平成1.1‐平成3.4

561 プレシャス 小学館 平成16.4+ ＋

562 プレモ 主婦の友社 平成14.11+ ＋ ◎

563 フローリスト 誠文堂新光社 平成2.9+ ＋

564 文化生活 文化普及会  主宰：森本厚吉 大正12.5‐昭和3.2 ◎

565 文化のスタイルブック 文化服装学院出版局 昭和27.5

566 文明之母                生文社 明治21.10,11，明治23.6/3,6/18

567 ベーグル 学習研究社 平成15.4‐平成20.8



568 ベジタ 誠文堂新光社 昭和63.5‐平成5.4

569 ベターライフ 東洋経済新報社 昭和40.5‐昭和46.3

570 別冊週刊女性 主婦と生活社 昭和47.3,6,9

571 別冊週刊女性DELUXE 主婦と生活社 昭和42.7,9

572 別冊主婦の友 主婦の友社 昭和37.12‐昭和55.11

573 別冊女性自身 光文社 昭和37.3

574 別冊女性自身 光文社 昭和40,44,45,48,49年

575 別冊デラックス女性自身 光文社 昭和41.7‐昭和43.11

576 別冊婦人公論 中央公論社 昭和55.10‐平成4.4

577 別冊婦人公論 家庭特集 中央公論社 昭和37.7,8･9,10･11

578 別冊婦人生活 婦人生活社 昭和46.11‐昭和48.10

579 ベーネベーネ オレンジページ 平成13.7‐平成15.6

580 ペパーミル ハウス食品工業　→　ハウス食品 昭和56.12‐平成14.9

581 ベビーエイジ 婦人生活社 昭和51.1‐平成15.2 ◎

582 ベビモ 主婦の友社 平成14.11+ ＋ ◎

583 ボアオ マガジンハウス 平成16.10‐平成20.12

584 保育 全日本保育連盟 → 保育発行所 昭和12.4‐昭和19.5

585 ボーイズラッシュ 主婦の友社 平成10.6‐平成16.12

586 保健と助産 日本産婆会 昭和23.4‐昭和29.12

587 母性日本 刀江書院 昭和13.11,昭和15.8,12,昭和16.5

588 ほっとくる 主婦の友社 平成17.9‐平成19.10

589 ポップシスター 角川春樹事務所 平成22.6‐平成23.11

590 ホーム ハンドブック社 → ホーム社 昭和22.12‐昭和26.3 ◎

591 ホームクッキング キッコーマン広報部お客様相談室 平成4.1‐平成8.12

592 ホームグラフ ホームグラフ社→生活文化社 昭和11.11‐昭和17.12 ◎

593 ホーム・ライフ 大阪毎日新聞社 昭和10.8‐昭和15.12 ◎

594 マイア 三起商行 平成5.11‐平成8.3

595 毎日が発見 ＳＳコミュニケーションズ 平成16.3+ ＋

596 マイ･フォーティーズ 主婦の友社 平成10.10‐平成18.10 ◎

597 マイン 講談社 昭和62.10‐平成16.12

598 マキア 集英社 平成16.11+ ＋

599 マキエ ポーラ文化研究所 平成10.4+ ＋

600 マーサ・スチュワート・マーサ マーサ・スチュワート・ジャパン 平成14.1‐平成15.8

601 マタニティ 婦人生活社 昭和60.10‐平成15.2

602 マダム 鎌倉書房 昭和39.6‐平成6.12 ◎

603 マチエール 徳間書店 平成2.12‐平成4.1

604 マート 光文社 平成16.12+ ＋

605 マドモアゼル スタア社 昭和21.10‐昭和23.2･3 ◎

606 マドモアゼル 小学館 昭和35.1‐昭和43.3

607 マネーライフ 主婦の友社 平成13.1‐平成14.10 　 ◎

608 マフィン 小学館 昭和63.11‐平成15.8

609 マリ・クレール・ジャポン 中央公論社 → 中央公論新社 昭和57.7‐平成11.5

610 マリ・クレール 角川書店 平成11.6‐平成15.5



611 マリ・クレール アシェット婦人画報社 平成15.6‐平成21.9

612 マリソル 集英社 平成19.4+ ＋

613 ミキハウス・ラブ ミキハウス 平成8.5‐平成14.4

614 みさを 陸海軍婦人将校会 大正13.4‐昭和2.12，昭和17，18年 ◎

615 ミス 世界文化社 平成12.1‐平成25.4

616 ミズ 河合玲デザイン研究所 昭和48.5

617 ミス家庭画報 世界文化社 平成1.5‐平成11.12

618 ミス・ヒーロー 講談社 昭和55.6‐昭和61.5/20

619 ミセス 文化服装学院出版局 → 文化出版局 昭和36.10+ ＋ ◎

620 ミセスのスタイルブック 文化出版局 昭和53.7,昭和55.11,昭和57.6+ ＋

621 ミセス・リビング 主婦と生活社 平成13.3‐平成16.10

622 皇楯 帝国在郷軍人会 昭和15.12,昭和17.3-19.5

623 三越 三越呉服店 → 三越 明治44.3，大正2.7‐昭和8.4 ◎

624 三越 三越 昭和9.4‐昭和17.10

625 みつこしタイムス 三越呉服店 明治41.6/1‐大正3.4

626 ミーナ 主婦の友社 平成13.3/20+ ＋ ◎

627 ミマン 文化出版局 平成8.3‐平成15.5

628 ミル 双葉社 昭和60.5,平成3.5‐平成10.6

629 ミンクス 主婦の友社 昭和60.10‐昭和61.10 ◎

630 ムラサキ                   読売新聞日就社　 明治38.7‐明治43.9

631 むらさき 紫式部学会出版部 → 巖松堂書店 昭和9.2‐昭和18.4

632 明治の家庭 明治の家庭社 明治38.6‐明治40.6,大正5.10 ◎

633 明治の女子             日本基督教女子青年会 明治37.5‐明治45.7

634 明治の母                明治母の会　 明治37.10‐明治40.7

635 メイプル 集英社 平成10.5‐平成18.12

636 メーキングプラス 文化出版局 平成14.2‐平成15.2

637 モア 集英社 昭和52.7+ ＋ ◎

638 モガ 東京三世社 昭和61.5‐11

639 モード・エ・モード モード・エ・モード社 昭和36.盛夏+ ＋

640 モニク 実業之日本社 平成1.7‐平成14.8

641 モンパン オレンジページ 平成3.6/11‐10/8

642 躍進時代 健康保険協会 昭和14.7‐昭和16.3 ◎

643 やさしい手 婦人生活社 昭和63.7‐平成15.2

644 ヤングレディ       講談社 昭和38.9/23‐昭和62.3/10

645 優生運動 優生運動社 大正15.11,昭和2.3,昭和3.4,昭和5.1 ◎

646 ゆうゆう 主婦の友社 平成13.11+ ＋ ◎

647 洋裁 緑屋 昭和28.8‐昭和29.8

648 洋裁研究 洋裁研究社 → 婦人春秋社 昭和22.11‐昭和27.10

649 洋裁研究通信 緑屋洋装研究所 昭和24.10‐昭和26.7

650 洋裁春秋 クララ洋裁学院出版部 → 洋裁春秋社 昭和11.6‐昭和16.12

651 洋裁通信 緑屋洋装研究所 昭和26.8‐昭和28.4

652 洋裁デザインス デザイン社 昭和25.3,5･6

653 幼稚園ママ 朝日新聞社 平成8.3‐平成10.8･9



654 よみうり婦人付録   日就社  →  読売新聞社 大正3.4/3‐大正8.12/28

655 ライフデザインレポート 第一生命経済研究所ライフデザイン研究本部 平成7.4+ ＋

656 ラ・ヴィ・ドゥ・トランタン 婦人画報社 → アシェット婦人画報社 平成7.11‐平成16.12

657 ラカム装苑 文化出版局 昭和46.6‐昭和47.12

658 ラ・セーヌ 秀友社 → 学習研究社 昭和61.7‐平成12.8

659 リー 集英社 昭和58.7+ ＋ ◎

660 リアルシンプル 日経ＢＰ社 平成17.12‐平成21.1

661 リトルモード 主婦の友社 昭和56.2‐昭和58.2

662 リトルランド 主婦の友社 昭和55.12‐昭和58.11

663 リビングナウ 日本放送出版協会 平成2.4‐平成4.3

664 リビングブック フジテレビジョン 昭和56.11，昭和59.6‐61.10

665 リビングレタス ＳＳコミュニケーションズ 平成8.12‐平成10.10

666 流行 日本織物出版社 昭和28.12，昭和29.1

667 流行通信 流行通信 → 流行通信社 昭和47.9‐平成19.12

668 糧友 糧友会 昭和5.8‐昭和18.12

669 料理王国 料理王国社 平成15.12+ ＋

670 料理の手帖 魚菜学園出版局 昭和30.10,昭和32.1‐33.8

671 料理の友 大日本料理研究会 → 国民栄養協会 大正3.6‐昭和17.3,昭和28.6

672 リンカラン ソニー・マガジンズ 平成16.5‐平成21.1

673 リンネル 宝島社 平成22.12+ ＋

674 ル･クール 学習研究社 平成1.11‐平成7.2

675 ルーシィ 扶桑社 平成10.11‐平成20.2

676 ルチェーレ ベネッセコーポレーション 平成19.10‐平成21.4

677 レイ 主婦の友社 昭和63.7+ ＋ ◎

678 令女界 宝文館 大正11.4-昭和18.3,昭和21.4-25.9

679 レイナ ＫＫベストセラーズ 平成19.10‐平成20.8

680 レタスクラブ 西武タイム → ＳＳコミュニケーションズ 昭和62.11/25+ ＋

681 レディス L･C校友会（レディス洋裁学院内） 昭和12.8,昭和13.3,昭和14.12

682 レディメード 洋装産業社 昭和36.3

683 連合婦人 東京連合婦人会 昭和13.9‐昭和15.3 ◎

684 ロフィシェル ジャポン アム アソシエイツ 平成17.4･5‐平成20.4

685 ロマンス ロマンス社 昭和21.7‐昭和29.4 ◎

686 ロリーポップ 主婦の友社通販本部 平成2.1

687 若い女性 講談社 昭和30.9‐昭和57.11

688 若き婦人 野口文光堂 大正11.3‐5 ◎

689 若草 宝文館 大正14.10‐昭和25.2

690 我か子 日本少年保護協会大阪支部 昭和4.9-5.2,昭和10.10

691 若菜 若菜短歌会 昭和9.6‐昭和17.10

692 わたしの赤ちゃん 主婦の友社 昭和48.11‐平成14.6 ◎

693 わたしの赤ちゃん別冊 主婦の友社 昭和52.2‐昭和53.12

694 わたしの健康 主婦の友社 昭和51.10‐平成9.4 ◎

695 わたしの食卓 毎日新聞社 平成16.4‐平成18.2

696 私の部屋 婦人生活社 昭和47.7‐平成2.10



697 和楽 小学館 平成13.10+ ＋ ◎


