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あすか 1 飛鳥狂花 可愛子チャンに告ぐ 東京 1971.11

あらき 2 荒木裕子 国際婦人年を女性解放聞争の飛躍の場に!

いんた 3 International Socialist Review TheHiddenSun:WomeninJapan 1973.3

うみう 4 海渦社(愛知教育大学婦問研) 海渦き号 愛知 1976.12

うりこ 5 ウリコ姫 ウリコ姫:1周年記念大寄せ書き 兵庫 1980.11

おかい 6 OKAIREN 明日を開く教室第1回:女が自分のために生きること 京都 1980.4

おかい 7 OKAIREN 明日をひらく教室No.1:自立と関係 京都 1980.6

おかい 8 OKAIREN 明日をひらく教室第三・四回vol.2 京都 1980.9

おかい 9 OKAIREN 明日をひらく教室第五回:女と主婦的状況1・2・3・4 京都 1981.6

おかだ 10
岡大差別問題研究会内女性差
別告発グループ

女性的社会をめざして資料 No1

おかも 11 岡本紀子
高校の家庭科教科書(家庭経営)に載つている離
婚の話

愛知 1977.8

おさか 12 刑部剛 第8回性解放を考える会にむけて 東京

おとこ 13 男も女も育児時間を!連絡会 男も女も育児時間を! 東京 1981.12

おんな 14 女解放労働組合 女解放労組宣言 1975.7

おんな 15 女の船を出航させる会 おんなの船:乗船心得 愛知 1975.8

おんな 16 女解放連絡会京都 女から女たちへ、そして力へ・・・ 京都 1978.11

おんな 17 女解放こんだん会 WOMEN'S LIBERATION 北海道 1976.6

おんな 18 おんな寺子屋 女たちからだ 女たちからだ 女たちからだ 愛知

きたむ 19 北村三津子 恋物語:闘いはひとりのおんなから 大阪 1975.8

ぎふや 20 岐阜薬科大学婦人問題研究会 昭和53年の岐薬女子学生進路意識調査報告 岐阜

きゆう 21 九大祭生物実行委員会 優生保護法羊水検査:人工中絶問題を考える 福岡 1973.10

きよう 22 京都あまぞん社 中絶出産のお・ぼ・え書き 京都 1974.8

きよう 23 京都あまぞん社 すでから 京都 1975.2

ぐるぶ 24 ぐる一ぷ・ばおうBAOO 女が変わるとき文化が変わる 大阪 1982.11

けいこ 25 K子さんと共に差別裁判と闘う会 女性差別裁判糾弾 愛知 1973.6

けいこ 26 K子さんと共に差別裁判と闘う会 子を奪われた未婚の女性労働者に支援を 愛知 1973

こんが 27 婚外子差別と闘う会 こんなものいらないこ・せ・き(戸籍) 大阪 1988.9

こんが 28 婚外子差別と闘う会 出生届のミニガイドブック 大阪 1983

こんが 29 婚外子差別と闘う会 出生届のミニガイドブック(1990年改訂版) 大阪 1990.10

こんが 30 婚外子差別と闘う会 婚外子差別とのたたかい 大阪 1982

じどう 31
児童扶養手当を18歳に引上げ
る会

離婚した女の目 広島 1979.7
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しよう 32 庄内コレクティブ
優生保護法改悪阻止をさけぶあたしにも、ひとこ
と、ふたこと、ひとりごと

1973.6

じよほ 33 女放社 女性階級:女と男の基本的関係は生産関係である 東京 1975.11

しんり 34 侵略=差別と闘うアジア婦人会議 女が天皇制にたちむかうとき 東京 1977.2

しんり 35 侵略=差別と闘うアジア婦人会議 1975年侵略=差別と聞うアジア婦人会議大会基調 東京 1975.11

しんり 36 侵略=差別と闘うアジア婦人会議
“日本帝国主義の女性支配と女性解放闘争”シン
ポジウム報告書

東京 1973.5

しんり 37 侵略=差別と闘うアジア婦人会議
“侵略=差別と闘うアジア婦人会議”大会報告と総
括

東京 1970.10

しんり 38 侵略=差別と闘うアジア婦人会議 '75～'78経過再出発をめざす 東京 1978.12

しんり 39 侵略=差別と闘うアジア婦人会議 戦後婦人政策年表1945年8月～1975年11月 東京

しんり 40
侵略=差別と闘うアジア婦人会議
大会託児グループ

おとことこどもそしておんなたち 東京

しんり 41
侵略=差別と闘うアジア婦人会議
大会で託児を

集会託児事始:ぼくたちの場合 東京 1976.1

しんり 42 侵略=差別と闘うアジア婦人会議 近ごろみんなこんなふう 東京 1982.6

せいじ 43 政治を変えたい女たちの会 語ろう!女たち:女が変われば政治が変わる 東京 1978.1

たから 44
宝塚大橋モニュメント「愛の手の
裸婦像」設置に反対

宝塚大橋モニュメント　「愛の手の裸婦像」設置反
対運動の記録

兵庫 1980.7

ちかん 45 チカン撃退法グループ チカン撃退法:女から女たちへ 大阪 1981.5

ちゆう 46
中禁法に反対する討論集会実
行委員会

中絶禁止法に反対する討論集会基調報告 愛知 1973.2

であい 47 出会いを求める大阪女たちの会
あつまれ!大阪の女たち:ご案内とわたしたちのあし
あと

大阪 1978.1

なかつ 48 中津路子 わが子を奪われた「未婚女性」差別事件 1974.7

なにが 49
何が何でも原発に反対する女た
ちのグループ

女たちからのメッセージ 1979

なにが 50
何が何でも原発に反対する女た
ちのグループ

反原発は生き方を変える革命 1982

なにが 51
何が何でも原発に反対する女た
ちのぐるーぷ

女と反原発 大阪 1979.6

なんで 52
何でもじぶんでつくる女たちの
会

新聞における女差別 静岡 1978.5

ばいぼ 53 売防法と闘う女の会 闘争経過報告 大阪 1978.3

はたら 54
働く女・未婚の母差別裁判に抗
議する会

魔女は空を飛ぶ:裁かれた女1973年5月5日 東京 1975.6

はなふ 55 花ふぶき 第3回女のてんらん会:作られた女から創る女へ 東京

はなふ 56 花ふぶき 女のてんらん会:作られた女から創る女へpartII 1981

はんぐ 57 叛軍イワクニ 黒人兵士アピール6.15叛逆テロ 1971

ひろし 58 広島キーセン観光を糾弾する会
キーセン観光を完膚なきまでにぶっつぶすための
資料集 その1

広島 1974

ふえん 59 Femintern Press WHY I OPPOSE KISAENG TOURS 東京 1975

ふえん 60 Femintern Press ON BEING A WOMAN IN JAPAN 東京 1976.6

ふえん 61 Femintern Press TNG LING 東京 1974.7

ふくお 62
福岡優生保護法改悪阻止実行
委員会

羊水チェック 福岡 1973.10

ふくお 63
福岡優生保護法改悪阻止実行
委員会

奪い返せあたし達の性=生を 福岡 1973
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まいっ 64
まいっちんぐマチコ先生に抗議
する会

まいっちんぐマチコ先生に抗議する会報告書 京都 1982.7

まつお 65 松岡洋子 国際婦人年を取り巻く状況

まりか 66 万里会 小林万里子歌集:女たちへのメッセージ 愛知 1981.2

むとう 67 武藤章 集会託児にかかわる事によって 1978.7

やまだ 68 山田ひろやす 男から男へ 1978.6

ゆうせ 69 優生保護法改悪を阻止する会 避妊 愛知

ゆうせ 70 優生保護法改悪を阻止する会 優生保護法全文資料集

ゆうせ 71 優生保護法改悪を阻止する会
“羊水チェック”について5・17八神(名市大産婦人
科教授)との討論

愛知 1973.5

よした 72
吉武輝子とともに新しい運動を
求める人びと

やめさせよう! あと始末のできない政治。 東京 1977

よした 73
吉武輝子とともに新しい運動を
求める人びと

吉武輝子支持3000万カンパ帳 東京 1977

ろうき 74 労基法改悪反対実行委 やりますえ女の合宿'79夏:合宿あれこれぱんふ 京都 1979

ろうき 75 労基法改悪反対実行委員会 労基法改悪反対連続講座第1回まとめ 京都 1979.4

ろうき 76 労基法改悪反対実行委員会 労基法改悪反対連続ティーチ・イン 第2回まとめ 京都 1779.5

ろうき 77 労基法改悪反対実行委員会 労基法改悪反対連続講座 第3回まとめ 京都 1779.6

(平成12年3月追加分)

けっこ 78 結婚改正に反対する会 わたしはわたしでしかないのです・・・ 埼玉 1979.12

こえな 79 「声なき叫び」上映グループ 声なき叫び 東京

こえな 80
「声なき叫び」仙台上映実行委
員会

いま、語りかけることばがほしい・・・「声なき叫び」上
映会報告集

仙台 1983.3.26

こえな 81
「声なき叫び」をみる女たちの
会、大阪

声なき叫びからの出発 大阪 1982.9.18

こえを 82 声を出して叫ぶ会 「声なき叫び」福井上映会報告集 福井 1984.3.10

しっそ 83 疾走プロダクション シナリオ「極私的エロス・恋歌1974」 東京 1975.1.1

しゆう 84 集団くのいち 現代女庭訓 千葉 1971.10.30

しゆふ 85 主婦戦線 女解放 東京 1980.1.10

じよせ 86 女性解放研究会 生理休暇闘争を　女性開放運動の課題! 東京 1972.2.28

ちゆう 87
中絶禁止法に反対しピル解禁を
要求する会

ピルの全貌 東京

とうき 88 東京外国語大学 翔女 No4 東京 1977.11.19

とうき 89 東京こむうぬ べビーカー問題を突く 東京 1974.11.30

とうき 90 東京こむうぬ 「東京こむうぬ」の子供たち 東京 1975

とうき 91 東京こむうぬ 乱さずや家の子ォー ビラビラ集 東京 1973

はすみ 92
蓮見さんのことを考える女性の
会

蓮見さんをなぜ裁くのか 東京 1972.9.30

もとて 93
元・鉄連の七人と共に性による
仕事差別、賃金差別と闘う会

女・輪・生きる－おふいす・リブの裁判－ 東京 ［1987］

もなり 94
モナリザスプレー事件上告審査
を共に斗う会

モナリザスプレー事件上告趣意書 東京 1975.9.27
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もなり 95
モナリザスプレー上告審を共に
斗う会

モナリザスプレー事件　公判資料No.1 東京 1975.7.20

よした 96
吉武輝子をきっかけに政治を考
える女たちの会

明日を創る 京都 19717.12.18

りぶし 97 リブ新宿センター 女と男 東京 1973.12

りぶし 98 リブ新宿センター
リブ論第2章　告げる明日おんな30代40代のリブ私
論

東京 1973.6.30

りぶし 99 リブ新宿センター リブ白書 東京 1974.12

れずび 100 レスビアン・フェミニスト・センター C.R.ワークショップ 東京 1979.9

さいば 101 裁判所書記官　中垣　芳治 昭和四十五年(人)第二号人身保護請求事件 大阪 1972.3.31

(平成12年8月追加分)

あんな 102 「あんなあへ」編集局 あんなあへ 京都 1979.2

おんな 103 女たちの映画祭実行委員会 －エレンは50歳－女ならやってみな! 東京 1979

かしま 104
女女女カーニバル'81実行委員
会

女・女・女(かしまし)カーニバル'81 大阪 1981.5

ぐるう 105 ぐる一ぶ斗うおんな 子どもと生きる女の集会 東京 1971.2

ぐるう 106 ぐる一ぶ斗うおんな びらびら集 東京 1971

こくさ 107
国際婦人年をきっかけとして行
動を起こす女たちの会

教科書検定制度の中の性差別資料集 1980.4

こくさ 108
国際婦人年をきっかけとして行
動を起こす女たちの会

「女はこうして作られる」補足資料

しゆう 109 集団くのいち 私の性－生は私のもの 千葉 1972.11

しゆう 110 集団くのいち 堕胎罪 千葉 1973.11

しゆふ 111 主婦戦線 星火通信　1978春 東京 1978

じよし 112 女性差別教育分科会 家庭と家庭科を考える 1972.11

じよせ 113 女性差別110番実行委員会 女性差別110番 大阪 1980.6

はすみ 114
蓮見さんのことを考える女性の
会

「蓮見さんのことを考える女性の会」第二回集まりの
報告

東京 1972.5

もなり 115
モナリザスプレー事件上告審を
共に闘う会

モナリザスプレー事件上告に当って要請したいこと 東京 1975.9

ゆうせ 116
優生保護法改悪=意法改悪と闘
う女の会

優性保護法改悪とたたかうために 東京 1982.9

ろうき 117 労基法改悪阻止実行委員会 「男女平等法」粉砕、法制化阻止 9、21討論集会 1980.9

りぶし 118 リブ新宿センター 菊田医師の赤ちゃんあっせん事件 東京 1973.8

りぶし 119 リブ新宿センター他 リブ論第一集 ノアの箱船 東京 1972.11

りぶせ 120 リブセンター世話人会 リブセンターを創ろう! 東京 1972.7

よした 121 吉武輝子選挙 名古屋地区活動者会議レジュメ 愛知

きょう 122 京都市議会議事録 京都 1978.11

(平成28年9月追加分)

フリク 123
フリーク20周年記念史誌をつくる
会

女のスペース　フリーク物語 : 女性運動の20年 大阪 2002.3
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