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逐次刊行物

よみ 番号 発 行 人 タ  イ  ト ル 出版地 所蔵巻号 形態

あいし 1 ICMC 叛軍イワクニ 山口 再生2-3 クリア

あずみ 2 阿住洋子 love letter from うり子姫 兵庫 1、5-9、11-12 クリア

あまで 3 尼寺新聞社 尼寺新聞 埼玉 '79/1/15、'80/4/1

あんば 4 あんばいわりあ あんばいわりあ 大阪 レール

いちぜ 5 一膳めし屋もりもり もりもりだより 大阪 創刊準備号、5-17 クリア

いわく 6 岩国英子、米谷恵子
やはり個人誌で終わらせたくない個人誌
「べロ」

東京 3 レール

うまん 7 ウーマンズハウス シスターフッドニュース 愛知 5、7、9-10、12

うりう 8 売売新聞社 女から女たちへ－って何なのかなあ… 静岡 売売新聞番外編1 カード

うりう 9 売売新聞社 売売新聞 静岡
'78/10/30、
'79/2/24、
'80/3/3、'80/9/20

おかい 10 OKAIREN Okairen News 京都 復刊1 カード

おきみ 11 沖道子 Woman to Woman 香川 0 レール

おとこ 12 男の子育てを考える会 おとこの子育て 東京 2、4、6

おんな 13 おんな解放連絡会・京都 おんな解放連絡会会議・京都通信(仮称) 京都 2-3、5 レール

おんな 14 おんなはく しょ編集部 おんなはくしょ:女のための情報誌 京都 1-3 レール

おんな 15 女白書をつくる会 おんな白書ニュース 北海道
2、5、7-11、13、
15、18-19

クリア

おんな 16 女冊子画報編集委員会 女冊子画報 北海道 7、あき号 レール

おんな 17 おんな寺子屋 おんな創世:女による女のための女の教育 愛知 1-11
レール
クリア

おんな 18 女白書編集委員会 女白書 京都 1-2、5 レール

おんな 20
女のからだティーチ・イング
ループ

女のからだニュース 東京 1

からだ 21 カラダからだの会 カラダからだの会通信 京都 1-3 クリア

かんさ 22 関西リブ連絡会議 あじゃら女 大阪
1、3-5、号外号
（'74/6/20）

レール
クリア

かんさ 23 関西リブ 関西リブ機関紙:女から女たちへ 神戸 1 レール

かんさ 24 関西リブ合宿やろう会 関西リブ合宿やろう会ニュース 大阪 1 クリア

かんさ 25 関西リブ 合宿にうす 大阪 2('74/７) クリア

かんさ 26 関西リブ 関西リブ通信 大阪
'72/10/7、10/15、
11/1 、'73/2、
4/14、5/9

クリア

かんさ 27 関西リブ 関西リブ通信改号 大阪
改号1('73/7)、改
号2('73/10)、号外
('74/2)

クリア

かんさ 28 関西リブ連絡会議 関西リブ通信合宿ニュース 大阪
2('72/7/26)、
3('72/7/30)

クリア
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かんさ 29 関西リブ連絡会議 大阪地区 関西リブ通信大阪版 大阪 '72/9/6 クリア

かんへ 30 「喚」編集委員会 喚:女が作る女の誌 香川 1-2 レール

きゆう 31 九州女通信発行委員会 九州おんな通信 福岡 1［'72/1］ レール

きゆだ 32 Q団法人あんたら なんでやのん 大阪 1-4 クリア

ぐるう 33 ぐるうぷ・はんにょ ばいらでいら:守口村通信 大阪 1-6 レール

ぐるぶ 34 グループ「姦」 グループ「姦」機関紙 大阪 1 レール

ぐるぶ 35 group飛女・守口支部 ひめっこ・みに:守口村通信 大阪 1、3-4、6 レール

ぐるぶ 36 group飛女 ひめっこ 大阪 5、15、不明 レール

ぐるぶ 37 group飛女 飛女:手造りの女性解放 大阪 1-2 レール

ぐるぶ 38 lぐる一ぶ赤女 赤女 大阪 4 レール

ぐるぶ 39 GROUP飛火 飛火ニュース 大阪 24('76/5) レール

ぐるぶ 40 group飛女 ひめっこ 大阪 6('79/3) カード

ぐるぶ 41 ぐるーぷ赤女 赤女ニュース 大阪 4 カード

けいこ 42
K子さんの裁判聞争を支援
する会

導火線:K子さんの裁判闘争を支援する会
ニユース

大阪
1、2、'72/5/17、4、
5、'73/8/15、特別
号('73/10/9)

クリア

けいこ 43
K子さんと共に差別裁判と闘
う会

K子さんと共に差別裁判と聞う会ニュース 愛知 1-3(1973) クリア

こねと 44 コネートス コネートス:女から女たちへ 北海道 3 レール

さくる 45 サークルファイアストーン Fire Stones 北海道 4-8 レール

さぼろ 46 札幌こむうぬ めばえニュース 北海道 5月号 レール

さろめ 47 冴呂女 冴呂女通信 大阪 1('73/6/28) カード

じいせ 48 G性差再考 G性差再考通信 石川 1-4 レール

しずお 49
静岡労基法改悪を阻止する
女たちの会

やまンば 福岡 1-5、7、8、10 クリア

しすた 50 シスターフッド編集部 シスターフッド 愛知 8/9号 クリア

じよか 51 女解研 女の思想
1-9、追悼号、10、
12-17、記念号

クリア
レール

じよせ 52 女性史研究会 胎内通信 愛知 1 レール

じよせ 53 女性問題研究会 れ・ふあむ:女性間題研究 兵庫 10-16 レール

じよせ 54 女性問題研究会あり巣 あり巣 愛知 1-2 クリア

じよせ 55 「女性解放」編集部 女性解放 東京 18('74/5) レール

じよせ 56 女性ジャーナル社 ミズ女性ジャーナル 東京 6('75/11/10)

しんだ 57 神大女性解放研究部 SEX・POL&WOMEN'S LIB 神奈川 1-2 レール
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しんり 58
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
シンポジウム準備ニュース

東京 2-3 クリア

せいさ 59
性差別を考える公開自主講
座実行委

ありす 東京 5('78/7/22) レール

せいじ 60
成城大学社問研気付　女問
研グループ

えすぼわあ～る(女問研通信) 東京 1('78/5/1) レール

たかは 61 高橋栄子 女一匹どこへいく 東京 7('79/8) カード

たたか 62 闘!女メトロパーリチェン おんな画報 北海道 3-4、6、9-10 レール

つだじ 63
津田塾大学女性問題研究会
胡蝶（はべる）

胡蝶（こちょう） 東京 '80/７ レール

であい 64
出会いを求める大阪女たち
の会

出会いを求める大阪女たちの会通信 大阪 6、11、13-15、17 クリア

とうき 65 東京おとこ井戸端会議(仮称) メンズ・リブ:男の解放 東京 1976/1/1号 レール

とうき 66 東京おとこ井戸端会議 男の友 東京 1('75/6) レール

とびひ 67 飛火 飛火 大阪 8、9 レール

なごや 68
名古屋大学女性問題研究会
「あり巣」

機関誌あり巣 愛知 2-5 レール

なにが 69
何が何でも原発に反対する
女たちのぐるーぷ

なにがなんでもニュース 大阪

特別号('80/7)、
'81/10、'82/3、
'82/4，'82/6、
'82/8

レール

なにが 70
なにがなんでも原発に反対
する女たちの会

カナダ通信－反核情報 9('80/2/5） カード

はこさ 71 箱崎おんなのムレ 無文字 福岡 1 レール

はんす 72 ハンスト支援実行委 実行委ニュース 愛知 1('73/6/24) クリア

ひかり 73 ひかりぐるま ひかりぐるま 東京 1、2

びつち 74 ピッチの会 BITCH:女から女たちへ 2('73/4/15) カード

ひらの 75 平野満 月刊ミニコミ　ひかるかぜ 神奈川 4 レール

ひらひ 76 ひらひら運営グループ ひらひらニュース［→96参照］ 北海道 1、3 クリア

ふくお 77
福岡優生保護法改悪阻止実
行委員会

MaJo 福岡 4-13、15-16 クリア

ふみん 78 婦民新聞よむ会 をんな 愛知 3（'81/7/12） レール

べろて 79 べ口亭 べ口亭通信 福井 1 レール

ほいく 80 保育館ばく 共同保育館ばくニュース 北海道 2('76/8) クリア

ほつか 81 北海道リブ合宿ヤロウ会 リブ合宿ニュース 北海道 1、2 クリア

ほてい 82 ほていや　ひろみ ミズ通信 山口 7、8 クリア

まいに 83 まいにち大工 ザ・ダイク 東京 1 レール

まじよ 84 まじょんな まじょんな 東京 5、6 レール

みいみ 85 美美（みぃみぃ） 美美 青森 5('73/1/22) レール
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みいみ 86 美美（みぃみぃ） 美美の手紙 青森 4 レール

むげん 87 無限大集団 蛇頭 12('72/8/10) クリア

もんろ 88 もんろお社 おんな冊子 北海道 3-5 レール

やみの 89 やみのなかから やみのなかから 大阪 1 レール

ゆうせ 90
優生保護法改悪を阻止する
会

優生保護法改悪を阻止する会ニュース 愛知 2('73/8) カード

よう 91 孕 孕（よう） 大阪 1('73/9/15) レール

よした 92
吉武輝子とともに新しい連動
を求める人びとの会

連動ニュース 東京 1('75/5/23) カード

りぶふ 93 リブ福岡 リブFUKUOKA 福岡 4-12 レール

(平成12年3月追加分)

あかい 94 赤い六月 通信赤い六月 東京
号外号('72/8)、実
験号('72/10）、創
刊号('72/12）、2-9

クリア

おんな 95 女から女たちへ編集室 女から女たちへ 東京 4-54 レール

ひらひ 96 ひらひら ひらひらニュース 北海道
2、5、7-9、11-14、
16、18、21、23-
33、35-36

レール

りぶし 97 リブ新宿センター この道ひとすじ 東京
創刊号-6、8-16、ミ
ニ版1-2、号外号
('74/1、'74/5)

クリア

(平成12年8月追加分)

ごがっ 98 五月リブ大会世話人一同 五月リブ大会に向けてニュース 東京 1、3 クリア

しゆう 99 集団くのいち くのいち 千葉 8('73/6) カード

しんり 100
侵略=差別と斗うアジア婦人
会議「保育の会」

［五月臨時回報告］ 4 レール

すべす 101 スペース通信社 スペース通信 京都 1 レール

ちゆう 102 中ピ連 ネオリブ 東京 創刊号('72/4) カード

ちばぶ 103 千葉ブランチ 千葉ブランチ通信 千葉 創刊号、2、3 クリア

よこは 104 横浜フェミニストの会 あべっく・ぬー 横浜 2('81/夏) レール
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