
《参考文献一覧》

神奈川県立図書館本館1階展示コーナー 
【展示期間】 
平成25年5月10日(金)～平成25年8月7日(水) 

 

神奈川県立図書館展示 

婦人雑誌にみる近代日本 
     ～明治から昭和前期にかけて～ 
 



★ パネル参考資料 ★
№ タイトル・巻号 著者・出版社等 出版年・雑誌の巻号等 請求記号等

1
『漱石全集　第11巻』
「現代日本の開化」

夏目漱石著
岩波書店

[1966年]
918.6 175 11
（12065470）

2 『國民之友』複製版 1号/164号
明治文献資料刊行会
（原本発行者：民友社）

[1966年]
原本
1号[1887年2月]
164号[1892年8月]

Z051 30　

3
『日本の広告美術　明治・大正・昭
和１』

東京ア－トディレクタ－ズ
クラブ編　美術出版社

[1967年]
674.9 68 1
（11589652）

4
『日本の広告美術　明治・大正・昭
和２』

東京ア－トディレクタ－ズ
クラブ編　美術出版社

[1967年]
674.9 68 2
（11589660）

5
『都新聞　復刻版』から
都新聞　1913年11月28日発行

中日新聞社監修
柏書房

[2001年] 071 505

6

『朝日新聞　復刻版』から
東京朝日新聞
1912年7月27日発行
1912年7月2日発行
1914年9月25日発行
1916年1月11日発行

日本図書センター [1988年] 071 5

7 『婦人之友』38巻3号 婦人之友社 [1944年3月］ Z051 112

8 『婦人倶楽部』69巻4号 講談社 [1988年4月] 個人所蔵

9 『学制百年史〔１〕』
文部省編
帝国地方行政学会

[1972年]
372.1 141 1
（11104957）

10 『学制百年史〔２〕』
文部省編
帝国地方行政学会

[1972年]
372.1 141 2
(11104965)

11 『夢みる女性誌-第68回企画展-』
群馬県立土屋文明記念文学
館

[2010年]
051.7 106
（22386569）

12
『女性誌の源流　女の雑誌、かく生
まれ、かく競い、かく死せり』

浜崎廣著
出版ニュース社

[2004年]
051.7 103
（21709803）

13
『教育社会学研究　第85集』
ｐ93-110「戦前期日本の大衆婦人雑誌に
みる職業婦人イメージの変容」

山﨑孝子著
日本教育社会学会編集委員
会編　東洋館出版社

[2009年]
371.3UU 24 85
（22364475）

14
『〈主婦〉の誕生　婦人雑誌と女性
たちの近代』

木村涼子著
吉川弘文館

[2010年]
051.7 108
（22449953）

15
『「女学雑誌」と欧化－キリスト教
知識人と女学生のメディア空間－』

岡田章子著
森話社

[2013年]
051.7 110
（22656631）

 

近代化～時代の変化を読み解く～ 
 

 1868年、260年以上にも及んだ徳川幕府の終焉は、新しい時代の幕開けでも

ありました。明治を迎えて人々は夏目漱石が「西洋で百年かゝつて漸く今日に

發展した開化を日本人が十年に年期をつゞめて、しかも空虚の譏を かれるや

うに、誰が見ても内發的であると認める様な推移をやらうとすれば是亦由々し

き結果に陷るのであります」（『現代日本の開化』）と述べた急激な近代化の

波にさらされます。 
 その波に乗り、日本初の一般的な雑誌で1867年（慶應3）年10月に創刊された
『西洋雑誌』に遅れること18年、最初の本格的な婦人雑誌『女學雑誌』が1885
（明治18）年7月20日に創刊されました。以降、婦人雑誌は一般雑誌とは異なる
独自の路線で発展していきます。この展示では、明治、大正、そして昭和前期
にかけて劇的に変化していった日本を、婦人雑誌を軸に様々な資料を通してみ
ていきます。  



16 『大正期の女性雑誌』
近代女性文化史研究会著
大空社

[1996年]
051.7GG 102
（21006887）

17 『婦人雑誌からみた1930年代』
私たちの歴史を綴る会編著
同時代社

[1987年]
210.7U 175
（12341988）

18 『占領下女性と雑誌』
近代女性文化史研究会著
ドメス出版

[2010年]
051.7 107
（22448781）

19 『婦人雑誌ジャーナリズム』
岡満男著
現代ジャ－ナリズム出版会

[1981年]
050.2M 9
（10105278）

20 『ジャ－ナリズムの女性観』
玉美意子著
学文社

[1989年]
070.2X 186
（20089017）

21
『中央公論社七十年史』
ｐ377-459「『婦人公論』の四十年」

中央公論社 [1955年]
023.1 1
（10041341）

22
『物語　講談社の100年　第1巻
草創　明治～大正中期 』

講談社社史編纂室編 [2010年]
023.1 19-2 1
（22402903）

23
『講談社の歩んだ五十年　明治・大
正編』

講談社社史編纂委員会編 [1959年]
023.1 19 1
（10041630）

24 『講談社の歩んだ五十年　昭和編』 講談社社史編纂委員会編 [1959年]
023.1 19 2
（10041648）

25 『実業之日本社の研究』
馬静著
平原社

[2006年]
023.06RR 23
（21967427）

26 『日本の化粧文化』
研究紀要おいでるみん 化粧文化特集号

資生堂編
資生堂企業資料館

[2002年]
383.5 117
（21632823）

27 『広告のなかの女たち』
島森路子著
大和書房

[1984年]
674.9R 263
（12614624）

28 『日本女性肖像大事典』
永原和子監修
日本図書センター

[1995年]
281.03 322
（22383426）

29 『日本女性人名辞典』
芳賀登［ほか］監修
日本図書センター

[1998年]
281.03 271
（20599320）

30 『大正ニュ－ス事典　第1巻』
毎日コミュニケ－ションズ
出版事業部編

[1986年]
070.3 14 1
（10128544）

31 『日本史総合年表　第二版』
加藤友康[ほか]編
吉川弘文館

[2005年］
210.03 182A
（21849468）

☆　展示資料　☆
№ タイトル・巻号 著者・出版社等 出版年・雑誌の巻号等 請求記号等

1
『女學雑誌』複製版
1号/24号

臨川書店 （原本発行者：1号か
ら10号まで萬春堂，11号から526
号まで女學雑誌社）

[1967年]
原本
1号[1885年7月]
24号[1886年5月]

Z051 32　　　

2 『女鑑』117号 国光社 [1896年9月]
神奈川県立かながわ
女性センター所蔵

3 『女學世界』12巻10号 博文館 [1912年7月]
神奈川県立かながわ
女性センター所蔵

4 『風俗畫報』複製版 444号
明治文献
（原本発行者：東陽堂）

[1913年4月] Z380.5 19 

5
『近代日本画にみる女性たち』から
伊藤小坡　つづきもの

札幌テレビ放送編 [2004年]
721.9NN 589
（21767140）

6
『青鞜』複製版
現代文芸思想資料集
1巻1号/1巻2号

明治文献
（原本発行者：青鞜社）

[1969年]
原本
1巻1号[1911年9月]
2巻1号[1911年10月]

Z910.5 39

7
『世界婦人』復刻版
明治社会主義史料集 別冊１

明治文献資料刊行会
（原本発行者：世界婦人社）

[1961年]
原本 1号[1907年1月]

363 50 9
（10981660）

8
『主婦之友』1巻1号 復刻版
/10巻8号/10巻11号

主婦之友社（1巻1号のみ主婦
の友社，原本発行者：東京家
政研究會）

1巻1号:[1996年]
原本[1917年3月]
10巻8号[1926年8月]
10巻11号[1926年11月]

神奈川県立かながわ
女性センター所蔵
※創刊号のみ雑誌創
刊号コレクション

9
『コレクション・モダン都市文化
第17巻』

和田博文監修
ゆまに書房

[2006年5月]
361.78 164 17
（22020929）

10 『家事研究』1巻1号
奈良女子高等師範學校内
家事研究會編
東京目黑書店

[1920年4月]
神奈川県立かながわ
女性センター所蔵

11 『令女界』8巻4号 寶文館 [1929年4月]
神奈川県立かながわ
女性センター所蔵



12
日本社会運動資料　機関紙誌篇
友愛会婦人部機関誌『友愛婦人』(1)
（2）

法政大学大原社会問題研究所
編，法政大学出版局（原本発行
者：友愛會婦人部）

[1978年]
原本
1号[1916年8月]
5号[1917年1月]

(1)363.02 16 1-
12-1（10984284）
(2)363.02 16 1-
12-2（10984292）

13
日本社会運動資料　機関紙誌篇
日本労働総同盟婦人部機関誌『労働
婦人』（1）

法政大学大原社会問題研究所
編，法政大学出版局（原本発行
者：日本勞働總同盟）

[1978年]
原本
第1冊[1927年10月]

363.02 16 1-13-1
（10984318）

14 『婦人世界』6巻5号/18巻10号 實業之日本社
6巻5号[1911年4月]
18巻10号[1923年10月]

6巻5号：神奈川県
立かながわ女性セ
ンター所蔵
18巻10号：地域
K45 114
（50268747）

15 『主婦之友』12巻7号/12巻9号 主婦之友社
12巻7号[1928年7月]
12巻9号[1928年9月]

神奈川県立かながわ
女性センター所蔵

16

『主婦之友』　附録
「和服一切お裁縫全集」
　昭和11年新年号附録
「夏の婦人子供服の作方」
　昭和11年5月号附録

主婦之友社

昭和11年新年号附録
[1936年1月]
昭和11年5月号附録
[1936年5月]

神奈川県立かながわ
女性センター所蔵

17 『婦人倶樂部』10巻6号/12巻4号 大日本雄辯會講談社
10巻6号[1929年6月]
12巻4号[1931年4月]

神奈川県立かながわ
女性センター所蔵

18 『婦人之友』27巻12号 婦人之友社 [1933年12月] Z051 112

19 『新女苑』4巻1号 實業之日本社 [1940年1月]
神奈川県立かながわ
女性センター所蔵

20 『家庭』1巻1号 大日本聯合婦人會 [1931年6月]
雑誌創刊号コレク
ション

21 『戰旗』昭和6年5月 臨時増刊 戰旗社 [1931年5月]
雑誌創刊号コレク
ション

22 『婦人戰旗』昭和7年8月号 戰旗社 [1931年8月] Z305.1 5-2

23 『日本女性』 創刊號 大陸講談社 [1941年5月]
雑誌創刊号コレク
ション

24 『週刊　婦人朝日』20巻14号 朝日新聞社 [1943年4月14日］
神奈川県立かながわ
女性センター所蔵

25 『陣中倶樂部』60号 陸軍恤兵部 [1940年11月]
神奈川県立かながわ
女性センター所蔵

26 『婦人之友』32巻3号/34巻7号 婦人之友社
32巻3号[1938年3月]
34巻7号[1940年7月]

Z051 112

27
『婦人之友』
31巻1号/34巻9号/37巻7号/38巻1号
/38巻12号

婦人之友社

31巻1号[1937年1月]
34巻9号[1940年9月]
37巻7号[1943年7月]
38巻1号[1944年1月]
38巻12号[1944年12月]

Z051 112

28 『ホープ』 創刊號 實業之日本社 [1946年1月]
雑誌創刊号コレク
ション

29 『婦人公論』　37巻10号/39巻10号 中央公論社
37巻10号[1952年10月]
39巻10号[1954年10月] Ｚ051 9

30 『美しい暮しの手帖』1号 暮しの手帖社 [1948年9月]
雑誌創刊号コレク
ション

神奈川県立図書館所蔵雑誌の創刊号の特別コレクション
（参照：http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/yokohama/materials/collection.htm）

※「雑誌創刊号コレクション」

【表紙図版出典】 
『風俗畫報』 361号（1907年4月発行） 
『女學雑誌』 1号（1885年7月発行） 
『主婦之友』 1巻1号（1917年3月発行） 
『婦人公論』 425号（1952年10月発行） 
『婦人倶樂部』 12巻4号（1931年4月発行） 
『美しい暮しの手帖』 1号（1948年9月発行） 

【お問い合わせ先】 
 
 神奈川県立図書館 資料部 情報整備課 
 〒220-8585 横浜市西区紅葉ヶ丘9-2 
 ℡：045-263-5922 
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/yokohama/index.html 


