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レインボーブックフェア2005・カタログ

●レインボーブックフェア2005実行委員会
明石書店／学文社／勁草書房／現代書館
高文研／ジープロジェクト／社会批評社／十月舎
青弓社／第三書館／テラ出版／パンドラ
平凡社／ポット出版／緑風出版

レズビアン・ゲイ・バイセクシャル・トランスジェンダー・トランスセクシャル
インターセックス・性同一性障害、…性の本を、一堂に集めました。

アリグザンダー・アーウィン
3,300円　ISBN4-7503-2165-6
途上国のエイズに、先進国は無関係では
ない。ウィルスのみではなく、貧困、構
造的不平等、植民地主義の残滓もまた、
この病を拡大している。本書は、貧困国
のエイズ問題になぜ地球規模で取り組ま
ねばならないかを、10の俗説に反駁する
形で証明する。

性転換手術は許されるのか
山内俊雄
2,000円　ISBN4-7503-1210-X
日本初の公の性転換手術̶なぜ倫理委
員会は性の転換手術を認めたのか?　そ
の経過を委員長自らが明かしながら性
とは何か、社会はどうあるべきかを考え
る。

●学文社

女性同性愛者のライフ・ヒストリー
結合双生児と多様な身体の未来
矢島正見編著
4,700円　ISBN4-7620-0873-7
14人のレズビアンが自らの個人史を赤
裸々に語る。はたして、男好きなのか、
女好きなのか、それとも両方好きなのか
…、自己のセクシュアリティに悩み、不
安に抱きつつ自己の性について語った『男
性同性愛者のライフヒストリー』の姉妹
版。

●勁草書房

クィア・ジャパン Vol.1
メイル・ボディ
伏見憲明編
1,700円　ISBN4-326-65224-1
欲望の対象として論じられることの少な
い男の肉体とその魅力を、 作家・写真家・
研究者らが徹底鑑賞。第二特集では90
年代クィア・ シーンを引っ張った「熟女」
たちが次代の展望を語る。執筆陣は 大

塚隆史、斎藤綾子、松沢呉一ほか。 

クィア・ジャパン Vol.2
変態するサラリーマン
伏見憲明編
1,700円　ISBN4-326-65231-4
「変態」サラリーマンの視点から見えて
くるニッポン企業社会の不思議。21世紀
の個人と組織の関係を考える。第二特集
は三島由紀夫の手になるといわれるゲイ
小説「愛の処刑」をめぐって展開する表
現論。吉田秋生、宮台真司、小谷野敦ら
による刺激的な論考満載！

クィア・ジャパン Vol.3
魅惑のブス
伏見憲明編
1,700円　ISBN4-326-65232-2
「ブス」を様々な切り口から論じ、一般
的な美的価値観のありようを探る。ブス
の魅力から差別問題までを徹底研究。執
筆陣にナンシー関、速水由紀子、竹田青
嗣、吉沢夏子ほか。

クィア・ジャパン Vol.4
友達いますか？
伏見憲明編
1,700円　ISBN4-326-65233-0
性的少数者に限らず、シングルを基本
としたライフスタイルを生きる人々が増
えている現在、家族制度によらない安定
的な関係性を保障するものは何なのか。
友情と愛情の違いとは?　「性愛」 でもな
く、「血縁」でもない関係、「友愛」に依
拠するライフスタイルの可能性を探る。
執筆陣に松尾スズキ、斎藤綾子ほか。 

クィア・ジャパン Vol.5
夢見る老後！
伏見憲明編
1,700円　ISBN4-326-65234-9
既存の家族制度を選択しない人びとの生

が依拠するものが「友情」の編み目だと
するなら、老いという状況の中でそれは
どのように機能し得るのか。ファッショ
ン、恋愛、住み方、暮らし方、老後生活
にまつわる全てを、「快楽」 のキーワード
で研究する。瀬戸内寂聴、岸田今日子、
小沢遼子ら登場！

●現代書館

同性愛のカルチャー研究
G・ハート
2,800円　ISBN4-7684-6811-X
同性愛の問題を文化特有なものとして、
時代・場所に深く結びついていることを
提唱。同性愛への誤解、偏見、さらに政
治的抑圧の歴史を明かし、社会変革の必
要性を問う。現代の性を知るための入門
書。

性同一性障害はオモシロイ
性別って変えられるんだョ
佐倉智美
2,000円　ISBN4-7684-6757-1
生まれつきの身体の性別と自分の精神の
性別が一致しない「性同一性障害」。小
さい頃から「男」という性別に違和感を
持っていた著者が、性別転換生活を選ん
だが故に起こる数々の驚異体験をユーモ
ラスに綴る。

●高文研

多様な「性」がわかる本
性同一性障害・ゲイ・レズビアン
伊藤悟・虎井まさ衛編
1,500円　ISBN4-87498-291-3
自分の心と肉体の性別が一致しない性同
一性障害の人たちおよび同性愛者（ゲイ・
レズビアン）の手記、座談会などを掲載。
差別から希望まで当事者がリアルに表現
した。「性」を理解するための本。

●明石書店

同性愛がわかる本
伊藤悟
1,500円　ISBN4-7503-1350-5
同性愛に関する正確な情報と状況、新
たなライフスタイルのための視座を提示
し、同性愛者・異性愛者がともに真に共
生できる未来への可能性を探る。

同性愛者として生きる
伊藤悟
1,800円　ISBN4-7503-1067-0
ゲイであることをカミングアウトし、パー
トナーと共に同性愛に関する正確な情報
を発信する団体「すこたん企画」を主宰
し活動している著者。すこたん企画の誕
生から成熟期にある現在までを赤裸々に
綴る。

スピリチュアル・シングル宣言
伊田広行
2,400円　ISBN4-7503-1717-9
自立した個人を基本に、実効的な社会・
政治制度改革を提案した「シングル単位
論」を更に思想的に練り上げ、現代日本
を席巻する「癒しブーム」、その裏腹の「殺
伐とした空気」に警鐘を鳴らす。

Q&A同性愛を知るための基礎知識
エリック・マーカス
2,400円　ISBN4-7503-0961-7
同性愛者は、私たちの社会の、また家族
の一部である。しかし、彼らを受け入れ
ているつもりでも、同性愛の現実、知識
については正しい認識、理解がなされてい
ない。300近くのQ&Aが理解を助ける。

グローバル・エイズ
途上国における病の拡大と先進国の課題
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●ジープロジェクト

月刊G-men最新号
G-men編集部編
1,714円　ISBN
今年4月で創刊10周年の、大人の男らし
さを追求するエンターテインメント・ゲ
イマガジン。毎号付属のDVDと共に、
グラビア・特集記事・小説・漫画・情報
記事などを掲載。

ゲイナビ'05
ゲイナビ編集部編
2,381円　ISBN4-86021-196-0
ゲイタウン、ゲイビジネスの現在を完全
網羅！　全国のバー、ハッテン場、ホス
ト、マッサージ、ショップ等1500件以上
が掲載。便利なマップとクーポン付き!!

Four Seasons
城平海
1,143円　ISBN4-89236-320-0
結婚式前日、花婿が体験したのは「男と
のセックス」。ゲイに目覚ていく夫と、何
も知らず過ごす妻。やがて真実に直面し
た二人が苦悩の末に得た本当の「自分」
と「幸せ」とは？

アンナ・カハルナ
城平海
1,143円　ISBN未定

爆男vol.1
爆男編集部編
1,143円　ISBN4-89236-305-7
世界初、野郎系ラブコミックの決定版。
田亀源五郎、児雷也など「G-men」の
人気作家がこれでもかと大集合。全編読
みきりラブあり笑いあり大ボリュームの
250ページ!!

爆男vol.2
爆男編集部編
1,143円　ISBN4-89236-315-4
大好評にお応えしての第2弾。変わらぬ
大ボリュームで肉体野郎、髭野郎が恋に
笑いに大暴れ！　抜かせて泣かせる名作
ぞろいで超お得な新作読みきり12本!!

爆男vol.3
爆男編集部編
1,143円　ISBN4-89236-322-7
人気ますます絶好調で満を持しての第3
弾！　こんな「ラブ」と「エロ」を待っ
ていた!!　G-men野郎必読の笑いと愛
がここにある。もちろんエロもたっぷり
大満足の242P！

爆男vol.4
爆男編集部編
1,143円　ISBN4-89236-328-6
日本中の野郎が読んでる「爆男」シリー
ズ第４弾！　野原くろ、松崎司、松武、
児雷也など大人気作家オンパレード!!
　抜けて笑えるG-men系ゲイ必読のコ
ミック決定版！

激男vol.1
爆男編集部編
1,143円　ISBN4-89236-324-3
肉体派ゲイコミックの最高峰！　「スポー
ツ・格闘技」の男達をテーマに、野郎同
士の肉と心のぶつかり合いを描き出す!!
　田亀源五郎、松崎司など執筆陣も超
豪華!!!

激男vol.2
爆男編集部編
1,143円　ISBN4-89236-326-x
人生初の「やらしさ」体験できます。超
興奮の第2弾、テーマは「先輩・後輩」。
無限のスケベと最高の切なさ、抜ける笑
いがてんこ盛り!!　大満足229ページお

買い逃しなく。

PRIDE 上
田亀源五郎
1,143円　ISBN4-89236-306-5
ゲイ漫画界の巨匠・田亀源五郎が渾身の
力を込めて描いた3部作の第1巻。主人
公・大橋は自分の「本性」を見抜いた大
学教授・柴崎に出会い、調教され、屈服
させられていく…。
PRIDE 中
田亀源五郎
1,143円　ISBN4-89236-310-3
大橋と柴崎の関係に気付いた同級生の蒲
生。奴の出現で調教は新たな展開を迎え
る。奴隷として貸し出され、引き回され
……SMのすべてを描ききる田亀ワール
ドの真骨頂。

PRIDE 下
田亀源五郎
1,143円　ISBN4-89236-314-6
奴隷としての教育は、果てしない旅。し
かしそれは同時に自分が自分であること
の「プライド」を得る旅。感動の3部作、
ここに完結。短編2作と豪華イラストも
同時収録。

五人部屋
児雷也
1,143円　ISBN4-89236-313-8
同じ下宿に住む五人のガタイ自慢。実は
全員ゲイだった!?　圧倒的画力と巧みな
ストーリー作りで熱狂的ファンを持つ児
雷也の珠玉短編集。男の「心」を描きつ
くす12作収録。

ミルク 1
野原くろ
1,143円　ISBN4-89236-316-2
駆け出しのイラストレーター・健太の家
に転がり込んできたのは、かつて大好き

だった同級生・周作。そして彼は、ノン
ケ。切なくも甘いハートフル・ゲイコミッ
ク第1弾。

ミルク 2
野原くろ
1,143円　ISBN4-89236-317-0
周作への思いは深まるばかり。健太に片
思いの紀介、なんでも引っかき回すカズ、
次第に健太の思いに気付く周作…ゲイの
「リアル」が詰まったラブコメディー第2弾！

ミルク 3
野原くろ
1,143円　ISBN4-89236-325-1
とうとう、逃げられないところまで来た
二人、健太と周作。真摯な健太の思いを
周作は受け止めるのか̶ !̶?　絡んだ糸
が、優しくほぐれる大河ゲイドラマ、こ
こに完結。

ナツノカッパ
市川和秀
1,143円　ISBN4-89236-327-8
彼氏はカッパ!?　ひょんなことで人間へ
の忠誠を誓わされた、イケメンカッパと
大学生のラブ・ファンタジーなど切なく
も楽しい短編13篇を含むゲイ・ショート・
コメディーズ。

エキストラゴング
平ひろ
1,143円　ISBN未定

Super SM-Z最新号
SM-Z編集部編
2,381円　ISBN4-89236-341-3
日本唯一の男ＳＭ専門誌。様々なタイプ
のモデルを収録したグラビア、小説、コ
ミック、投稿写真など満足必至の内容で
お届けします。特別付録は迫力映像満載
のＤＶＤ!!
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●社会批評社

トランスジェンダリズム宣言
米沢泉美編著
2,200円　ISBN4-916117-55-7
自分は男なのか女なのか。そんな「あた
りまえのこと」に悩み違和感を持つトラ
ンスジェンダー。ニューハーフや性同一
性障害といった概念でくくることができ
ない、トランスジェンダーという生を概
観することを目標とした一冊。

同性パートナー
赤杉康伸編著
2,000円　ISBN4-916117-62-X
米大統領選挙など、世界各地で大議論
を巻き起こしている同性婚・ドメスティッ
ク・パートナー制度についての初めて本
格的な解説書。同書は米欧・台湾など世
界の同性婚の現状、そしてレズビアン・
ゲイ・トランスジェンダーなどの当事者
がその現状をリポート。

●十月舎

トランスジェンダーの時代〈新装版〉　
虎井まさ衛
1,300円　ISBN4-434-02839-1
幼い頃から性同一性障害に苦しみ、アメ
リカで性別適合手術を受けて「自分本来
の性」を獲得した著者が、社会に向けて
同障害を抱える人たちへの理解と支援を
訴える。2000年刊の新装版。

ある性転換者の幸福論
虎井まさ衛
1,400円　ISBN4-434-00984-2
性別再指定（性転換）手術によって性同
一性障害から心身共に解放された著者
が、これまでの足跡を振り返って語る幸
福論。戸籍上の性別訂正の実現に向けて

マイノリティを巡る状況も含めて、バッ
シングに抗する明快な回答書！

●青弓社

男でも女でもない性・完全版
インターセックス（半陰陽）を生きる
橋本秀雄
1,600円　ISBN4-7872-3227-4
性は男と女だけではない。男性器と女性
器をあわせもって生まれるインターセッ
クスの存在を忘れるな！̶̶新生児の
性別を手術で決定してしまう医療を批判
し、当事者が性的トラウマを克服するこ
とで自分の性を選択する「性の自己決定
権」の確立を主張する。

女子高生になれなかった少年
ある性同一性障害者の青春時代
佐倉智美
1,600円　ISBN4-7872-3225-8
高校時代のたくさんの恋愛、仲間たちと
過ごした文化祭やイベント、受験、そし
て大学生活と就職活動̶̶多感な思春
期に得た経験と、その局面で求められる
「男らしいふるまい」に対する葛藤をへて
本当の自分の性を感じとっていく、ある
「女性」の物語。

性を再考する
性の多様性概論
橋本秀雄・花立都世司・島津威雄編著
1,600円　ISBN4-7872-3214-2
性同一性障害、同性愛と異性愛、半陰陽
などの身体から、そして男・女らしさ、
性別区分などのジェンダーから、当事
者が平明に論じた大学連続講義の記録
集。

女から男になったワタシ
虎井まさ衛
1,800円　ISBN4-7872-3123-5
「私は間違って女の身体に生まれてきて

の社会的支援も訴える。

日本の男はどこから来て、どこへ行くの
か
浅井春夫・伊藤悟ほか編
2,500円　ISBN4-434-01162-6
わが国の「男」のセクシュアリティ形成、
ジェンダー構造を様々な領域、分野から
徹底分析・検証。「男の性と生」のこれ
までとこれからをラジカルに読み解く本
格的男性論の書。

セクシュアル・ライツ入門　
子どもの性的人権と性教育のための20
章
浅井春夫
2,500円　ISBN4-434-00262-7
セクシュアル・ライツは、20世紀最後に
登場してきた人権であり、21世紀の人間
の尊厳を切り拓く人権である。性教育の
分野、子ども虐待やマイノリティの人権
運動にかかわりながら書いた論文集。

語り継ぐトランスジェンダー史　
虎井まさ衛編
1,600円　ISBN4-434-03330-1
性同一性障害者の戸籍性別変更の立法
化が進む中、性転換公表の先駆者として
知られる編著者が歩みと展望を語る。脚
本家小山内美江子の寄稿文、競艇選手
安藤大将との対談も収録。『FTM日本』
の執筆記事をまとめる。

子どもの性的発達論【入門】
性教育の課題にチャレンジする試論10
章
浅井春夫
1,700円　ISBN4-434-06212-3
不当・異常な性教育バッシングが巻き
起こっている。その反論の根拠となる鍵
は、これまでエアポケットになっていた
「性的発達」論にある。セクシュアル・

しまった」̶子供の頃から自分の肉体
に違和感を持って育った元女性が、性転
換手術によって念願の男体になり、男と
して生きていく喜びを真摯に語る。

性のグラデーション
半陰陽児を語る
橋本秀雄
1,600円　ISBN4-7872-3175-8
自分の性は自分で決める、それが当たり
前だ！　性には多様な形態があることを
常識として定着させるためインターセッ
クス（半陰陽）である著者が率先して自
らの性を語る。

トランスジェンダーの仲間たち
虎井まさ衛
1,600円　ISBN4-7872-3169-3
女体から男体への性別再指定手術を受
けて以来、第二の故郷となったサンフラ
ンシスコでの交友録。性的少数派のプラ
イドを示すシンボル、虹色の旗がはため
く街を生き生きと描く。

ある性転換者の記録
虎井まさ衛・宇佐美恵子
1,600円　ISBN4-7872-3146-4
日本での性転換手術の認可以前にアメ
リカで手術を受けた性転換者が、苦しみ
抜いた末に得たやすらぎの精神史を明か
し、国内の認可をめぐる動向をジャーナ
リストがレポートする。
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●テラ出版

バディ最新号

1,429円　ISBN
gay peopleのゲイ・ライフ・マガジン。
最新号（10月号）は、人気ビデオメーカー
とのタイアップ付録DVD、ゲイまるごと
価格調査、秘密の体験告白集など盛りだ
くさ
ん!!

●パンドラ

虹の彼方に
レズビアン･ゲイ･クィア映画を読む
出雲まろう編
2,300円　ISBN4-7684-7825-5
１９８０年代初めから現在まで、同性愛
者が登場する代表的な映画を集めた本
邦初のカタログ。性の問題を、男と女の
性差を超えた開かれた地平で捉え、今
日、様々に議論されている〝同性愛〟の
テーマに、本書はあたらしい問いを投げ
かけるだろう。

ピンク・トライアングルの男たち
ナチ強制収容所を生き残ったあるゲイの
記録
Ｈ・ヘーガー
2,000円　ISBN4-7684-7775-5
ナチ政権下、数万の同性愛者が虐殺さ
れた。本書は、死の淵から奇跡的に生還
したオーストラリア人の手記。凄惨な強
制収容所での生活が詳細に語られ、封印
された歴史の事実が明らかになる。

クイア･イン･アメリカ
メディア、権力、ゲイ･パワー
ミケランジェロ・シニョリレ
2,300円　ISBN4-7684-7777-1 

を考える。

私たちの仲間
結合双生児と多様な身体の未来
アリス・D・ドレガー／針間克己
2,400円　ISBN4-8461-0421-4
結合双生児、インターセックス、巨人症、
小人症、口唇裂……多様な身体を持つ
人々。その中でも、もっとも独特な身体
と思われる結合双生児は、いったい本当
に異常といえるのか？　実際、彼ら自身
はどう感じているのか？　医者はなぜ結
合双生児を分離したがるのか？　一人を
犠牲にしてでも分離するべき なのか？　
親や医者はなぜ「正常化」したがるのか？
　本書は、人種差別から医学裁判まで、
身体的「正常化」の歴史的文化的背景
をさぐり、独特の身体に対して治療でも
同情でもなく、変えるべきは身体では な
く、人々の心ではないかと問いかける。

性なる聖なる生
セクシュアリティと魂の交叉
虎井まさ衛・大月純子／河口和也
1,700円　ISBN4-8461-0503-2
セクシュアル・マイノリティーは、神か
らタブーとされる存在なのか？　性別適
合手術は神への冒瀆なのか？　自らをポ
リセクシュアルと語る牧師と、性同一性
障害で性別適合手術をした男性の著者
が、別々の視点から「聖なるもの」を語
り、信仰とは無縁な人も含め、一人一人
の性を自分らしく、今を生き生きと生き
るために性と聖を見つめなおす。

れの生き方を大切にするための入門書。
医学、法律を含め専門家が分担執筆。
医学的知識から戸籍の性別変更の手続き
の仕方まで、これ一冊ですべて網羅！　
相談できる医療機関や自助支援グループ
も紹介。

プロブレムQ&A　10代からのｾｲﾌｧｰｾｯｸ
ｽ入門
子も親も先生もこれだけは知っておこう
堀口貞夫・堀口雅子・伊藤悟ほか
1,700円　ISBN4-8461-0510-5
ここ数年日本では、若者の望まない妊娠・
人工中絶やＳＴＤ（性感染症）やＨＩＶ
の感染者が増加し続けている。学校で
は、性教育はバッシングの対象となり、
十分な性知識を教えられないのが現状
だ。無防備なセックスは誰でも妊娠やＳ
ＴＤになる危険性がある。これ以上望ま
ない妊娠・ＳＴＤ感染者を増やさないた
めに、正しい性知識と、より安全なセッ
クス＝セイファーセックスをするために
はどうすればよいか、Ｑ＆Ａ形式で詳し
く解説。異性愛者も同性愛者も今日から
セイファーセックス！　親子で、パート
ナー同士で読んでほしい１冊。

パックス
新しいパートナーシップの形
ロランス・ド・ペルサン／齋藤笑美子
1,900円　ISBN4-8461-0405-2
欧米では、結婚を選ばない異性カップル
や結婚を認められない同性カップルが増
えて、多様なパートナーシップの形が定
着してきている。しかし、その共同 生活
の中で、さまざまな問題も起きている。
住居、財産、税制などでの不利や障害、
別離後の財産分割、死亡による相続で
の不利や差別の問題などなど。こうした
問題を解決するために、連帯民事契約＝
パックスとして法制化したフランスの事
例に学び、新しいパートナーシップの形

気鋭のジャーナリストが、巧妙に操作さ
れたアメリカ社会の同性愛嫌悪症（ホモ・
フォビア）の仕組みに真っ向から挑む。
政治・経済・文化の中心にいる権力者の
偽善を暴く、迫真のノン・フィクション。

●平凡社

女たちの時間
レズビアン短編小説集
ヴァージニア・ウルフ
1,200円　ISBN4-582-76274-3
幼なじみ、旅先での出会い、姉と妹など、
性愛だけではない、強くも複雑な女どう
しの関係を描いた短編集。絶対感動の優
しく切ない物語の数々。本邦初訳、お勧
め平凡社ライブラリーオリジナル版。

ゲイ短編小説集
オスカーワイルド／Ｄ・Ｈ・ロレンス
1,400円　ISBN4-582-76315-4
ワイルド、ロレンス、フォースターら、
近代英米文学の巨匠たちの「ゲイ小説」
が一堂に会して登場。大作家の「読み直
し」として、またゲイ文学の「古典」と
しても必読の書。これぞゲイ・キャノン。

●緑風出版

プロブレムQ&A　同性愛って何？
わかりあうことから共に生きるために
伊藤悟・大江千束・小川葉子ほか
1,700円　ISBN4-8461-0220-3
クラスに1人はいる計算になる同性愛
者。同性愛に対する偏見と差別が同性愛
者を見えにくくし、生きにくくしている。
同性愛者も異性愛者もわかりあい、共に
生きるための入門書

プロブレムQ&A　性同一性障害って何？
針間克己・大島俊之ほ・虎井まさ衛ほか
1,800円　ISBN4-8461-0310-2
性同一性障害とは何かを理解し、それぞ

04

れる女たち」の全訳。この時代この地球
上における不平等を最も鋭くかつ詩的に
批判してきた女性パフォーマー15人へ
のインタビュー。

憤れる女たち
アンドレア・ジュノー
2,800円　ISBN4-8074-9716-2
自らのこうむった恥辱や痛み、不正を果
敢に表現してきた彼女たちの活動は、現
代の怪物退治であり、社会にカタルシス
をもたらす。そのキーコンセプトとして
セックスとフェミニズムを過激に肯定し
た本書は、その後のアートシーンとフェ
ミニズムに強力なインパクトを与えた。

●ポット出版

クィア・ジャパン・リターンズ Vol.0
Generations / Realities
伏見憲明・他
1,800円　ISBN4-939015-77-7
ゲイコミュニティ、そして一般のメディ
アにもその先端性が高く評価され話題
を呼んだシリーズ『クィア・ジャパン』
（勁草書房）をリニューアル復刊。「槇原
敬之」をキーワードに、多様化するリア
リティに迫る。グラビア  「TOOT in his 
room」などカラーページも充実。

日本のゲイ・エロティック・アート Vol.1
 ゲイ雑誌創生期の作家たち
田亀源五郎編
4,500円　ISBN4-939015-58-0
「ゲイ・エロティック・アーティスト」
たちを再評価する初の試み。大川辰次、
船山三四、三島剛、平野剛ら、『風俗奇
譚』でデビューし、のちにゲイ雑誌『薔
薇族』『さぶ』『アドン』などで活躍した
作家の絵を中心に収録。編者による各作
家の解題や「日本のゲイ・エロティック・
アート史」も収録。カラー72ページ

性という［響宴］
伏見憲明
3,400円　ISBN4-939015-70-X
文藝賞受賞で波にのる伏見憲明が、倉
田真由美、瀬戸内寂聴、ナンシー関、松
尾スズキなど総勢59人との対話のなか
に、性の普遍的な問題や自由の本質、現
代的抑圧の構造などを探る。わたしたち
の「性」を立体的に浮かびあがらせる、
すべての現代人におくる、新しい「性的
実存」探究の書！

ゲイという［経験］増補版
伏見憲明
3,500円　ISBN4-939015-60-2
現代人の愛と性とライフスタイルについ
てのバイブル「ゲイという［経験］」の
増補版。気鋭の文筆家・野口勝三とのロ
ング対談と、中年を迎えたゲイをテーマ
にした最新エッセイ「曲がり角を過ぎて
も」を新たに収録。第40回文藝賞受賞
作「魔女の息子」のバックボーンであり、
伏見憲明の自伝ともいえる一冊。

熊夫人の告白
ベアリーヌ・ド・ピンク／長谷川博史
2,100円　ISBN4-939015-74-2
エイズウイルス感染を知ってから、むし
ろ私の人生は自由だ！　強く、楽しく、
ときにせつなく。一度は絶望の淵に身を
沈めた、HIVと共に生きるドラァグクィー
ンの半生記。

同性愛入門［ゲイ編］
Welcome to the GAY Community
伏見憲明
1,760円　ISBN4-939015-48-3
本書は初心者ゲイの社会的、心理的プ
レッシャーを軽減させることが目的で編
まれた入門書ですが、すでにゲイライフ
に歩み出している人が、自分の置かれた
状況を大きな流れのなかで確認し、今後

を展望することができるようにも、また、
当事者の家族や研究者など、同性愛につ
いて知りたいという人たちに向けてもつ
くりました。

カーミラ8
イクッ!!!!
カーミラ編集部
1,800円　ISBN4-939015-78-5
セックスの時にみんな「イク」っていう
けど、イクってどんな事なの？　私の「イ
ク」は、みんなと一緒なのかな??　そ
んな、女の子なら誰でも一度は考え込ん
でしまう「女のアクメ」について考えて
みましょうよ！　海外旅行に持って行き
たい旅行ガイド「レズの歩き方」やレズ
AVの撮影現場取材記事もあります

カーミラ7
目指せ！ 艶美な女
カーミラ編集部
1,800円　ISBN4-939015-75-0
英語で「うらやむ、ねたむ」という意味
の「envy（エンヴィ）」。  カーミラは、女
を魅了して止まない魅力と、そしてソレ
を持っている女を艶美（エンヴィ）と呼
ぶことにしました。 周りがねたむほどの
魅力を欲しくない人はいないはず！

カーミラ6
BITCH STYLE
カーミラ編集部
1,800円　ISBN4-939015-73-4
ピンクローターズ・栗鳥巣ちゃん、エロ
ライター・松沢呉一さん、指技師・ユウ
トさんによる「性技講座」や、カーミラ
編集部オリジナルシナリオ＆監督作品の
レズビアンAVの紹介など、以前にもま
してエロエロな内容のカーミラ。ハダカ
120％増（当社比）で、女の子が大好き
な女の子にお届けします！

●第三書館

スージー・ブライトのレズビアン作法
スージー・ブライト
1,200円　ISBN4-8074-0403-2
単なる興味本位で見られ語られてきた女
性同士の愛のかたちを極めて具体的かつ
実践的に明らかにして全米をおどろかせ
たベストセラー。フェミニズムとレスビ
アンの関係についてもはっきり発言。

セックスワーカーのカーニバル
売春は社会悪か、社会的有用労働か
シャノン・ベル
2,000円　ISBN4-8074-0011-8
売春は社会悪なのか、社会的有用労働
なのか。近年セックスワーカーに関する
関心と議論が欧米だけでなく日本でも沸
騰し、卒業時の就職先に「ストリップ小
屋」と大学に提出する女子大生もいるほ
ど。本書は本場アメリカのセックスワー
カーの実践と哲学を仰天写真入りでオー
プンにする。

フロント・ランナー
パトリシア・ネル・ウォーレン
1,800円　ISBN4-8074-9011-7
こんなにゲイ、こんなに愛！ゲイ　イズ
　ビューティフル。疾駆する若く美しき
雄鹿たち̶̶しかしその彼らを待ち受け
ていたものは、限りない偏見と憎悪と、
そしてひとつの殺意だった。70年代アメ
リカンゲイ・ノヴェルズのベストセラー。

怒れる女たち
アンドレア・ジュノー
2,800円　ISBN4-8074-9525-9
サンフランシスコを拠点に十年間不定期
刊行され、日本で「今世紀最大のネタ本」
と囁かれてきた『RE／SEARCH』企画「怒
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カーミラ5
いつでも一緒
カーミラ編集部
1,800円　ISBN4-939015-69-6
大好きな女の子がいるのに、なかなか「好
き」って言えない……。そんな悶々とし
た日々を送る貴女に、とってもラブラブ
で幸せ一杯なカップルの赤裸 ト々ークを
お届けします。これを読んだら、今すぐ
あの子に告白してしまいたくなる！？人恋
しくなる企画。コミックも増量したカー
ミラを読むと、もっと女の子が好きにな
る！

カーミラ4
魅惑のアソコ
カーミラ編集部
1,800円　ISBN4-939015-65-3
ステキな彼女との一夜限りのラブロマン
スにも、愛する彼女との打ち解けたセッ
クスにも、重要なカギを握っているのは、
貴女のマ○コです。狭いようで案外奥深
い恥丘の歩き方をお勉強しちゃいましょ
う♪

カーミラ3
禁断LOVE
カーミラ編集部
1,800円　ISBN4-939015-61-0
特集は「禁断LOVE」。人には言えない、ちょ
びっとタブーなプレイの数 を々紹介。また
また女の子のベッドをしっとり濡らしちゃい
ます。

カーミラ2
デキタイ!
カーミラ編集部
1,800円　ISBN4-939015-51-3
レズビアンのためのエロチックブックの
第2弾。特集はずばり「デキたい！」。恋
人がデキる、ハッテン（エッチ）がデキ
る……。誰かとLOVE & Hな関係を結び

たいアナタに贈る情報満載の特集です。
その他、女の子による「ソープランド体
験」や「エッチお悩み相談室」など愛と
エロスが満載。

カーミラ
女の子と女の子のためのオカズ本
カーミラ編集部
1,800円　ISBN4-939015-45-9
女の子を愛する女の子のための、エロス
満載の本です。新しい恋人を見つけるた
めの「ネット攻略法」をはじめ、エッチ
な写真いっぱいのプライベート写真館、
女の子向けの風俗・アダルトショップ探
検隊、読んでおいしいページ、見ておい
しいページがいっぱい！　どうぞ、お楽
しみに！

パレード
東京レズビアン＆ゲイパレード2000の
記録
砂川秀樹編著
2,300円　ISBN4-939015-33-5
2000年8月27日、ゲイやレズビアンなど
セクシャルマイノリティたち2000人以上
が集い、渋谷・原宿の街を行進した。こ
のイベントの熱い想いを、100枚に及ぶ
写真で振り返るとともに、さまざまなメ
ディアに掲載された記録を収録。パレー
ドと新宿二丁目レインボー祭りの実行委
員たちの座談会も掲載。

常識を越えて
オカマの道、七〇年
東郷　健
2,000円　ISBN4-939015-44-0
伝説のオカマ、東郷健をあらためて世に
問う一冊。過去に出版された『雑民の論
理』『欲情のキスをどこにするか』から
核となるエッセンスをまとめ、及川健二
による評論「『東郷健』が闘ったもの」
を付した。

「オカマ」は差別か
『週刊金曜日』の「差別表現」事件
伏見憲明編
1,500円　ISBN4-939015-40-8
『週刊金曜日』に掲載された、東郷健の
ルポ「伝説のオカマ」のタイトルが差別
かどうかをめぐって起こった論争。差別
の判定を当事者に限ることに初めて当事
者が異論を展開した。

世界はどうエイズと闘ってきたのか
危機の20年を歩く
宮田一雄
2,000円　ISBN4-939015-56-4
人類共通の緊急課題である「エイズとの
闘い」に人々が関心を示さない状態が続
いているのはなぜか？　厚生省担当記者
としてエイズ発生当初から取材をし続け
てきた著者が、世界規模でのHIV／エ
イズ対策をリポートする。

Quiet Storm 静かなる嵐
HIV/エイズとたたかう人々の勝利のた
めに
国連開発計画(UNDP)　南・北東アジア
地域HIVと開発プログラム
1,800円　ISBN4-939015-71-8
エイズ問題に取り組む国連機関が制作し
たフォトブック。アジア太平洋地域各国
のHIV（エイズウイルス）感染者20人の
ポートレートと語りで構成。日本では語
られない、見えないエイズの現実がここ
にある。

マヨルカ島のゲイ友達
ハッピーアーティスト群像
ブルーシャ西村
2,100円　ISBN4-939015-38-6
画家、デザイナー、映画監督、料理人、
スチュワード、舞台装飾師̶̶。スペイ
ン・マヨルカ島に暮らすブルーシャ西村

が出会った10人のゲイたちへのインタ
ビュー集。カラー写真8ページ。モノク
ロ41ページ。

RING02
ジープロジェクト編
1,715円　ISBN4-939015-54-8
すべてのセクシャル・マイノリティ・サ
イトを分野別に計2,000件以上掲載した
最強のガイドブック！　大門秀作による
「本日中に理解できるインターネット超初
級講座」、タカサキケイイチ「あなたの
不安を解消するインターネット駆け込み
寺」などなど、ネット初心者向け応援企
画もたっぷり収録。

●明石書店　http://www.akashi.co.jp/
〒101-0021　東京都千代田区外神田6-9-5
TEL.03-5818-1171　FAX.03-5818-1174
●学文社　http://www.gakubunsha.com
〒153-0064　東京都目黒区下目黒3-6-1
TEL.03-3715-1501　FAX.03-3715-2012
●勁草書房　http://www.keisoshobo.co.jp/
〒112-0005　東京都文京区水道2-1-1
TEL.03-3814-6861（営業部）　FAX.03-3814-6854　
●現代書館　http://www.gendaishokan.co.jp/
〒102-0072　東京都千代田区飯田橋3-2-5
TEL.03-3221-1321　FAX.03-3262-5906
●高文研　http://www.koubunken.co.jp/
〒101-0064　東京都千代田区猿楽町2-1-8　三恵ビル4Ｆ
TEL.03-3295-3415　FAX.03-3295-3417
●ジープロジェクト　http://www.gproject.com/
〒102-0083　東京都千代田区麹町4-2　第二麹町ビル6階
TEL.03-5276-8071　FAX.03-5276-8076
●社会批評社　
http://www.alpha-net.ne.jp/users2/shakai/top/shakai.htm
〒165-0034　東京都中野区大和町1-12-10
TEL.03-3310-0681　FAX.03-3310-6561
●十月舎　http://www.th-box.com/honkomi2/jyugatsusha/
〒112-0002　東京都文京区小石川1-3-17　関口ビル３０５号
TEL.03-5805-2530　FAX.03-5805-2531
●青弓社　http://www.seikyusha.co.jp/
〒101-0061　東京都千代田区三崎町3-3-4　巴ビル
TEL.03-3265-8548　FAX.03-3265-8592
●第三書館
〒169-0072　東京都新宿区大久保2-1-8
TEL.03-3208-6668　FAX.03-3208-6623
●テラ出版　http://www.terra-publications.co.jp/
〒160-0022　東京都新宿区新宿1-14-5　新宿KMビル702
TEL.03-3350-1738（営業部）　FAX.03-3350-1016
●パンドラ　http://www.pan-dora.co.jp/
〒104-0041　東京都中央区新富2-5-10　新富ビル3F
TEL.03-3555-3987　FAX.03-3555-8709
●平凡社　http://www.heibonsha.co.jp/
〒112-0001　東京都文京区白山2-29-4
TEL.03-3818-0874（営業部）　FAX.03-3818-0674
●ポット出版　http://www.pot.co.jp/
〒150-0001　東京都渋谷区神宮前2-33-18#303
TEL.0120-029-936　FAX.0120-009-936
●緑風出版　http://www.ryokufu.com/
〒113-0033　東京都文京区本郷2-17-5　ツイン壱岐坂
電話03-3812-9420　FAX.03-3812-7262

06


