
　　　　女性たちが仲間をつくり、活動を広げるなかで生まれたミニコミ誌を紹介します。

○ 女性問題

タ イ ト ル 発 行 者 所 蔵　＊受入継続中 発行地

子どもや女性への暴力防止

APIS　(Assault Prevevion Information Space)
暴力防止情報スペース・APIS 1（2000）～70（2018）＊ 大阪

全国フェミニスト議員連盟

AFER
AFER編集局 1（1992）～96（2018）＊ 東京

あごら 斎藤千代 1（1972）～321（2009）
東京
ほか

女性の本と本の為の情報をお知らせする
ウィメンズブックス友の会会報

ウィメンズブックス
ウィメンズブックストア ゆう 1（2001）～32（2009） 大阪

1975→1985そして2000年へ

えぼるあーど
国際婦人年大阪の会 1（1985）～135（2016） 大阪

大阪YWCA 大阪YWCA 418（1999）～649（2018）＊ 大阪

女のネットワーク'９１ ウィメンズネット・こうべ 2（1991）～113（2017） 兵庫

女・エロス 「女・エロス」編集委員会 1（1973）～17（1982） 東京

行動する女 行動する女たちの会 1（1986）～107（1996） 東京

コマーシャルの中の男女役割を問い直す会会報
コマーシャルの中の男女役割を
問い直す会

1（1985）～10（2004）
欠号あり

兵庫

参画ＮＥＷＳ（尼崎市） 男女共同参画ネット尼崎 1（2003）～42（2018） 兵庫

じょねっと・すいた通信
吹田市女性問題セミナー修了生
の会「じょねっと・すいた」

1（1992）～2005 大阪

ジェンダー平等をすすめる教育全国ネットワーク
ジェンダー平等をすすめる教育全
国ネットワーク

48（2009）～83（2018）＊ 埼玉

女性かいぎ 岸和田女性会議 1（1989）～92（2018）＊ 大阪

女性と子どものエンパワメント関西NEWS LETTER
女性と子どものエンパワメント関
西

1（2000）～54（2018）＊ 兵庫

世界女性会議ネッ関ニュース 世界女性会議ネットワーク関西 1（1996）～88（2011） 大阪

高槻ジェンダー研究ネットワーク通信 高槻ジェンダー研究ネットワーク 1（1998）～72（2018）＊ 大阪

北京JAC 北京JAC世話人会 1（1996）～223（2018）＊ 東京

VOICE OF WOMEN 日本女性学研究会 1（1979）～389（2018）＊ 大阪

レヴェール レヴェール編集室
1（1996）～137（2017）
欠号あり

東京

れ・ふぁむ 女性問題研究会 8（1973）～24（1991）
兵庫
大阪

1970年代のウーマン・リブ運動や、1975年国際婦人年をきっかけに、女性たちの学習グループが生まれ、
その活動から情報が発信されていきました。
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女たちのミニコミ・コレクション

まちライブラリーBOOKFESTA2018＠ドーンセンター情報ライブラリー資料展示

【展示期間】平成30（2018）年4月28日～5月27日
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○ 女性としごと

タ イ ト ル 発 行 者 所 蔵　＊受入継続中 発行地

働く女性の人権センター　いこ☆る いこ☆る編集局
創刊号（2004）～
　　　　　　　　52（2018）＊

大阪

仕事と家事・子育ての両立をめざす

ワーキングマザーを応援します

Career and Family
マザーネット 1（1999）～225（2018）＊ 大阪

クリッピングジャーナル女性 関西女の労働問題研究会編 1（1981）～219（2000） 大阪

それゆけ女たち
セクシャルハラスメントと斗う労働
組合ぱあぷる

36（1994）～273（2018）＊ 大阪

働く女性の全国センターＮｅｗｓ 働く女性の全国センター 3（2008）～39（2018）＊ 東京

働く女性よ手をつなごう

WWNニュースレター
ワーキング・ウィメンズ・ネットワー
ク

1（1995）～90（2018）＊ 大阪

○ ネットワークのひろがり

タ イ ト ル 発 行 者 所 蔵　＊受入継続中 発行地

WCKニュース ウィメンズカウンセリング京都
1-1（1997）～
　　　　　22-85（2018）＊

京都

W・S ひょうごにゅーす W・S ひょうご運営委員会 1（2000）～30（2017）＊ 兵庫

性と健康を考える女性専門家の会ニュースレター

Women's Health and Sexuality
性と健康を考える女性専門家の
会

1（1997）～67（2016） 東京

女のためのクリニックニュース ウイメンズセンター大阪 18（1986）～371（2016）＊ 大阪

Green Letter 大阪心のサポートセンター 1（1996）～88（2018）＊ 大阪

高齢社会をよくする女性の会・大阪
高齢社会をよくする女性の会・大
阪

1（1993）～98（2018）＊ 大阪

心のサポート・ステーションニュースレター 心のサポート・ステーション 1（2004）～29（2018）＊ 大阪

もっと輝いて生きたい　あなたとわたしのネットワーク

SEAねっと！
SEAN事務所 1（2001）～39（2016）＊ 大阪

集まれ！子づれシングルたち！

しんぐるまざあず・ふぉーらむ・関西NEWS
しんぐるまざあず・ふぉーらむ・関
西

1（2006）～51（2018）＊ 大阪

性暴力を許さない女の会ニュースレター

ファイト・バック
性暴力を許さない女の会 1（1990）～73（2008） 大阪

F.C.SAKAI通信 フェミニストカウンセリング堺 1（1997）～79（2018）＊ 大阪

フェミニストカウンセリングニュース
日本フェミニストカウンセリング学
会

17（1998）～112（2018）＊ 東京

なかま通信 フェミニストセラピィ"なかま"
1（1991）～53（2017）＊
欠号あり

東京

四ッ葉さがし
ＤＶ被害者サポートグループク
ローバーの会

2（2004）～26（2018）＊ 兵庫

1990年から2000年代にかけて、全国で男女共同参画関連施設がつくられました。女性の抱える悩み相談や
自分らしい生き方を考える講座が行われ、ネットワークが広がっていきました。

所在

1986年に男女雇用機会均等法が施行され、はたらく女性たちのつながりが生まれました。
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【展示の様子】
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○ 女性の生き方

タ イ ト ル 発 行 者 所 蔵　＊受入継続中 発行地

あなたのバッグにそっとイヴイヴ

IBU-IBU（イヴイヴ）
トランタンネットワーク新聞社 1（1995）～32（2001）

神奈
川

女の空間ＮＰＯ会報 女の空間ＮＰＯ 1（2002）～60（2018）＊ 東京

シングルトーク シングルトーク 1（1991）～30（1999） 東京

でんしょばと 女性ハイキングクラブハイジ 85（1998）～97（1999） 大阪

トゥインクル（宝塚子育て情報誌） トゥインクル編集部 1（2000）～51（2017）＊ 兵庫

てんからっと１００ MOMO モモの家 1（2006）～14（2009） 大阪

べんちたいむ
子育てとしごとと息抜きを楽しむ
会

1（1996）～41（2010） 大阪

いろんな人をまねきたい

まねき猫通信
ぷくぷくの会

創刊準備号（2002）
　　　　　　　～22（2004）

大阪

主婦の投稿誌

くすくす
ぐるーぷ・むこうＭｓ．

51（1987）～244（2018）＊
欠号あり

大阪

エンヤコラｄｅシネマ エンヤコラＤＥシネマ 1（2001）～12（2003） 大阪

とても私的なシネマガイド シネマラソンの会 24（1997）～251（2018）＊ 大阪

ほんのミニコミ

ブックマーク
レター＆ピース 1（1990）～88（2017）＊ 大阪

女の気持ちペングループ会報 女の気持ちペングループ会報 1970～2013 全国

ひととき ひととき会 大阪グループ 1（1955）～305（2017）＊ 大阪

○ 世代を超えて

タ イ ト ル 著 者 出 版 者 出版年

コレアカ　Vol.1
私たち、本当に怒れてる？

怒りたい女子会　これあかんやつ
や２０１５

怒りたい女子会　これあか
んやつや２０１５

2016 061 イ

yurufemi magazine Vol.1
ゆる・ふぇみカフェ運営委員
堅田香緒里

ゆる・ふぇみカフェ 2016 367.04 ユ

○ 新聞

タ イ ト ル 発 行 者 所 蔵　＊受入継続中 発行地

Iは私・女の目・友愛

Ｉ女のしんぶん
Ｉ女性会議 1995～2018＊ 東京

Ｉ女のしんぶん大阪 Ｉ女性会議大阪 2004～2018＊ 大阪

新婦人しんぶん 新日本婦人の会 1996～2018＊ 東京

婦人民主新聞　縮刷版 婦人民主クラブ 第1巻（1946）～第6巻（1980） 東京

つながる/ひろがる/フェミ・ジャーナル

ふぇみん（婦人民主新聞）
婦人民主クラブ 1994～2018＊ 東京

資料展示にあたり、日ごろから情報ライブラリーの資料収集にご協力いただいている皆さまの支援に、心よりお礼申し上げます。

ここで紹介しきれなかったミニコミ誌、雑誌は情報ライブラリー書庫で保存しています。どなたでも閲覧できます。

開架

書庫

書庫

開架

日々のできごとや、読んだ本、観た映画の話、心のつぶやき･･･読者から発信する側になり、形式もジャンルも
さまざまなミニコミ誌が発行されました。

女性たちのつながりは、現代もゆるやかに続いています。
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タ イ ト ル 著 者 出 版 者 出版年

住民図書館25年のあゆみ
ミニコミを収集・公開・保存して

住民図書館25年史編集委員会編 住民図書館 2001 016.5 ジ

かんたん カンタン 編集講座
広報誌・ミニコミ作りのために

中西豊子　フェミネット企画 ウイメンズブックストア松香堂 1997 021.4 ナ

くすくすＣＯＯＫ ＢＯＯＫ
成功へのレシピ

三井康栄編 くすくす工房 2001 021.4 ミ

女の本屋の物語
ウィメンズブックストアものがたり

中西豊子 ドメス出版 2006 024 ナ

女性センターで読める 女のミニコミリスト 「女とミニコミ」研究プロジェクト編
「女とミニコミ」研究プロジェ
クト

1998 R027.5 オ

ミニコミ総目録 住民図書館編 平凡社 1992 R027.5 ジ

つなぐ
吹田発全国発ミニコミ中コミガイド

吹田市立女性センターデュオ情
報ボランティア編集班編

吹田市立女性センターデュ
オ

1995 R027.5 ス

復刻版 女の気持
毎日新聞女の気持ちペングルー
プ編

毎日新聞女の気持ちペン
グループ

050 マ

あごら　雑誌でつないだフェミニズム
第1,2巻　斎藤千代の呼びかけと主張　Ⅰ,Ⅱ
第3巻　人と人を繋いで　雑誌『あごら』の四十年

あごら九州編 石風社 2016 051 ア

資料日本ウーマン・リブ史
Ⅰ1969～1972，Ⅱ1972～1975，Ⅲ1975～1982

溝口明代, 佐伯洋子, 三木草子編 松香堂書店
1994～
1995

Ｒ367.2 ミ

行動する女たちの会資料集成　編集復刻版
第1巻～第8巻

高木澄子〔ほか〕編 六花出版
2015～
2016

061 タ

女たちは書いてきた
「ひととき」に見る現代女性史

奥田暁子編著 径書房 1986 210.76 オ

生活合理化と家庭の近代
全国友の会による「カイゼン」と『婦人之友』

小関孝子 勁草書房 2015 365 オ

ジェンダーと自己実現 広岡守穂 有信堂高文社 2015 367.1 ヒ

女のせりふ　〔1〕, 続 伊藤雅子 福音館書店 2014 367.21 イ

投稿誌「わいふ」の５０年　普通のおんなの証言集 Ｗｉｆｅ編集部編前みつ子編 めでぃあ森 2013 367.3 ワ

自分を表現できる文章の書き方 田中喜美子 和田好子 毎日新聞社 2000 816 タ

『青踏』の冒険
女が集まって雑誌をつくるということ

森まゆみ 平凡社 2013 910.261 モ

これが私の歩く道 －とっておきエッセイ集－
主婦の投稿誌くすくす／１５周年記念誌

三井康栄編 三井康栄 1998 914.6 ミ

＜視聴覚資料＞

タ イ ト ル 監督/制作 製作年/時間

行動する女が未来を拓く
行動する女たちの会２０年の記録

「行動する女たちの会」映像を記
録する委員会

2016年/58分

＜ウェブサイト＞

タ イ ト ル 発 行

ミニコミ図書館
ウィメンズ・アクション・ネットワー
ク（WAN）

◎ライブラリーカードで図書・行政資料・雑誌・ＤＶＤ・ビデオの貸出をしています。

　　　資料種別　　　　　　　　　　貸出冊数（期間）

　　　図書・行政資料・雑誌　　　　15冊（3週間）

　　　DVD・ビデオ　　　　　　　 　　3点（2週間）

https://wan.or.jp/dwan

請求記号

区分

ドキュメンタリー
DVD 143

＜関連図書＞

ＵＲＬ

＜連絡・問い合わせ先＞

ドーンセンター情報ライブラリー
（大阪府立男女共同参画・青少年センター）

〒540-0008 大阪市中央区大手前1-3-49

ＴＥＬ 06-6910-8616

ＦＡＸ 06-6910-8775
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