
The Information Center for Women’s Education collects 
and provides information on woman and family 
for promotiong a gender-equal society in Japan

女性教育情報センター

どなたでもご自由に利用できます。

■Service Guide
Opening Hours 9：00～17：00
Closed day The same as the closed day of NWEC.
 New year’s Holiday.
Any person can use center’s books, journals and other
materials

■ご利用案内

■交通案内／Access

独立行政法人 国立女性教育会館

Information Center for Women's Education

Collecting and providing information on women and
family for promoting a gender-equal society in Japan

男女共同参画社会の形成を目指した
女性・家庭・家族に関する専門図書館

女性教育情報センター
独立行政法人 国立女性教育会館

〒355-0292 埼玉県比企郡嵐山町菅谷728番地
        0493-62-6195           0493-62-6721TEL FAX

National Women’s Education Center of Japan
Information Center for Women’s Education
728 Sugaya, Ranzan-machi, Hiki-gun, Saitama, 355-0292, Japan
        +81-493-62-6195           +81-493-62-6721TEL FAX

        infodiv@nwec.jp
        https://www.nwec.jp/facility/center.html
MAIL

URL

【 開 館 時 間 】    9：00～17：00

【 休　室　日 】    会館休館日、年末年始

男女共同参画及び、女性・家庭・家族に関する
国内外の広域的・専門的な資料・情報を収集し、
提供しています。

所蔵資料

●図書・地方行政資料
国内外の専門書、一般図書、女性団体・研究所・全国の地方公共
団体が発行した調査資料・報告書など約14万冊（うち、2万冊超
は外国語図書）を所蔵しています。

●雑誌
約4,000タイトルの国内外の学術・一般雑誌を所蔵しています。
約80タイトルの和雑誌から記事・論文を選択し、書誌情報・キー
ワード等を登録し、検索できるようにしています。

●新聞記事
全国紙・地方紙約50紙から関連記事を切り抜いて整理し、1977
年から現在まで48万件以上の記事を蓄積しています。

●オンライン資料
海外女性情報に関するデータベース、電子ジャーナル、電子ブック
などが、女性教育情報センターのパソコンから利用できます。

利用者の学習・調査・研究を援助するため、各種質問に答えてい
ます。電話や文書、Eメールでも受け付けています。

レファレンスサービス

Web上で所蔵資料を検索して必要な資料を選択し、複写の申し
込みができるサービスです。Web、電話、文書でお申し込み下さ
い。複写および送付は有料となります。

コピー郵送サービス

利用者の希望に応じて、資料・情報の検索、利用方法などの実技
研修を随時行っています。（事前にご相談ください。）

情報研修プログラム

大学、女性関連施設、公共図書館等を対象に、さまざまなテーマ
に合わせて図書をまとめて貸し出すサービスを行っています。

図書パッケージ貸出

●Books & Local Governments’ publications
There are about 140,000 Japanese and foreign books and 
reports by women’s organizations, research institutes and 
national or local governments. The collection includes 
publications difficult to obtain other libraries and bookshops.

●Journals
There are about 4,000 academic journals and general 
magazines in Japanese and foreign languages. Some of the 
Japanese journal articles are indexed and can be retrieved 
from the Literature Database.

●Japanese Newspaper Clippings
More than 480,000 clippings from 1977 about 50 national 
and local newspapers are filed and indexed in the Literature 
Database.

●Database on women’s issues
Visitors to the Center can access overseas databases, 
e-journals and e-books about women and gender issues.

Everyone can lend the books and journals in the Center.
Books and journals : 10 items
Lending period : 3 weeks
When returning the library materials, please come to the 
library counter or use the book post. You can send the 
loaned items via postal service. (Please cover the postal fee.)

Lending Service

We provide reference service to our users to support their 
research/study. You can contact us via email or in writing.

Reference Service

The service is available to photocopy our library materials. 
Requests can be made in person, via email or in writing. 
(Please cover the copy and the postal fee.)

Photocopy Service

National Women’s Education Center of Japan

Our
collection

      電車では
東武東上線 武蔵嵐山駅から徒歩で12分
武蔵嵐山駅へは ⇒ 池袋駅から東武東上線急行で60分
 ⇒ 小川町駅から東武東上線で7分
※地下鉄有楽町線、副都心線 和光市駅から東武東上線に乗り換えができます。

      自動車では
東松山I.C.（練馬I.C.から関越自動車道で35分）から国道254号で
15分、新潟方面からは嵐山小川I.C.から国道254号で15分

      By Train
Musashi-Ranzan Station on the Tobu-Tojo Line, 
⇒ 60 minutes from Ikebukuro in Tokyo 
⇒ 12 minutes walk from Musashi Ranzan

      By Car
90 minutes from Tokyo via the Kan-etsu Expressway

■団体向けサービス

For group visits, we provide practical training program or 
Information and Material Retrieval and How to Use Our 
Services upon user’s request. (Please contact us in advance.) 

Information training program

This service gives suggestions and prepares package of 
books to suite the purpose of individual organizations.

Book Package Lending Service

■Service for groups
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《 貸 出 》 
図書・雑誌 … 10冊、3週間まで（雑誌は最新号を除く）

《 返 却 》 
カウンター又はブックポストをご利用ください。郵送での返却も
できます（利用者送料負担）。

本を借りる
どなたでも借りられます。

国立女性教育会館（NWEC）
国道254号線嵐山バイパス

武蔵嵐山

至小川町

至池袋

東武東上線
西口

埼玉信用金庫
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ラーメン店
菅谷中学校

JA

至東松山

横断歩道を渡り、NWEC正門へバス停
（国立女性教育会館前）

至小川町
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Library Winet ●Women's information network・ウィネット
女性教育情報センターは、男女共同参画および女性・家庭・家族に関する専門図書館です。
       https://www.nwec.jp/facility/center.htmlURL

男女共同参画社会形成に関する資料やデータなどを調べるためのポータル（総合窓口）サイトです。
ご自宅でもご利用できます。         http://winet.nwec.jp/URL
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国立女性教育会館
リポジトリ

National Women’s Education Center
of Japan Ripository [Japanese only]

NWECが発行した
報告書や出版物などの

全文を公開

❼

女性関連施設
データベース

Women’s Centers Database
[Japanese only]

全国の女性関連施設の
概要・事業を探せます

❷

女性デジタル
アーカイブシステム

Women’s Digital Archives System
[Japanese only]

女性アーカイブセンター
所蔵目録検索と

一部デジタル画像を提供

❻

女性情報ナビ
（リンク集）

Women’s Information Navigation
[Japanese only]

男女共同参画社会形成に
役立つweb情報への

リンク集

❺

女性のキャリア形成
支援サイト

Women’s Career Development
Support Site [Japanese only]

女性のキャリア形成に
役立つロールモデルや
学習支援情報を提供

❽
女性情報
CASS

Women’s Information
Cross Access Search System

NWECや関連機関の
データベースを横断検索

❾

女性情報
レファレンス事例集

Women’s Information Reference
Database [Japanese only]

女性関連施設でよくある
質問をまとめた事例集

❹
女性と男性に関する
統計データベース
Gender Statistics Database

日本の女性及び男性の
状況を把握する上で
重要な統計を提供

❸

本館1階

所蔵資料
展示コーナー

研修棟

図書館
出張コーナー

Literature Database
文献情報データベース

■所蔵資料の探し方  Library Search System Service

English
新着資料アラートサービス
Auto Alert Service [Japanese only]

★WiFiが利用できます。
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カウンターA 新着図書B 和雑誌C 広報誌D 閲覧スペースE

http://winet.nwec.jp/bunken/opac_search/URL

本館2階

女性教育
情報センター

Information Center for
Women’s Education

Library Counter New Arrivals Japanese Journals Publicity papers of official agencies Browsing Area

❶

登録した関心のあるキーワードなど
に関する新着資料をE-mailでお知
らせします。




