
レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー、および関連するコミュニティの雑誌は、LGBT+の文化、 

生活、出来事を記録した主要な情報源です。当デジタルコレクションは、1950年代まで遡り、LGBT+の関心事 

―健康、ライフスタイル、政治、社会的態度、法律、政治活動、権利、芸術、文学など―をテーマとする刊行物から 

主要なタイトルを選んで収録しています。60年分にも及ぶこれらの刊行物は、通常は図書館では収集していない、

貴重な資料です。 

LGBT+ の歴史と文化の研究に 

不可欠な情報源 

• LGBT+の人々の関心事を取り上げる出版物の  

うち、長期間にわたって刊行された影響力のある  

タイトルを選んで収録 

• LGBT+の歴史を通じて重要かつ報道価値のある
トピック―改革主義、同性愛嫌悪、トランスジェン

ダー問題、性的マイノリティの心理的問題とカウン
セリング、ラディカル・フェミニズム、LGBT+の家庭
生活など―の詳しい記録 

• 創刊号（タイトルにより年代は異なる）から2015

年（それ以前に終刊しているタイトルは最終号 

まで）までを収録 

• 広告などの記事以外のコンテンツも刊行時の 
まま、全ページをフルカラーでデジタル化 

• LGBT+の研究だけでなく、社会学、政治学、 

歴史、文学、文化研究など、学際的な資料と  
して、他の多くの分野の研究にも役立つ 

• 記事ごとに詳細な書誌を付与し、学術利用に 
適した形式で提供 
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紀伊國屋書店 デジタル情報営業部（販売総代理店） 

契約形態:恒久アクセスライセンスないし年間購読（いずれもIPアドレス認証方式・同時アクセス無制限） 
個別にお見積り致します。お気軽にお問い合わせください。 

Mail: pqhelp@kinokuniya.co.jp 
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※収録タイトルは予告なく変更される場合がございます。
※原本が稀少なため、一部欠号 、もしくはページ単位 
   での欠落がございます。 
※掲載内容の一部に露骨な表現が含まれる場合があ 

    ります。 

 



Collection 1  収録タイトル・収録期間 

 

• The Advocate (米、1967-2015年) 

アメリカ最古のゲイコミュニティの情報誌で、現在も刊
行されている影響力のあるタイトル。ストーンウォール
の反乱以前から刊行されている数少ないタイトルの一
つで、同性愛者の権利活動の歴史をカバーする。当初
は活動家のための新聞だったが、のちにライフスタイ
ル誌になり、政治から消費活動まで、様々なトピックを
取り上げる。 

※当コレクションにより初めて電子化されました。 

(ISSN: 0001-8996) 

 

• Gay News(英、1972-1983年） 
イギリスで現在も刊行されているLGBT+の雑誌としては
最古のタイトル（1983年までGay Ｔｉｍｅ）。イギリスの同

性愛主義者の解放運動の重要な表現媒体として、平等
のための多くの法改正を主張した。政治活動のほか、コ
ミュニティのニュース、インタビュー、特集、ライフスタイ
ル、音楽、映画など様々なテーマを取り上げる。 

 

• The Pink Paper (英、1987-2008年) 

1987年の創刊当時、イギリス唯一の同性愛者向けの

週刊誌だった。異性愛者の性的同意年齢の同性愛者と
の平準化、 HIV/AIDSとの闘いなどの活動を主導。政

治問題の報道のほか、個人の語り、書評・映画評や、
議論の場を提供する。 

(ISSN: 1472-3662) 

 

• Transgender Tapestry  (米、1983-2005年) 

トランスジェンダーの問題に特化した数少ない先駆的
な雑誌で、30年にわたって刊行された。法律やライフ

スタイル、心理的な安寧に関するアドバイス、性転換
手術の情報や書評・映画評を掲載。 

 

• Man and Society   (英、1961-1973年) 

性的マイノリティのための社会改革およびカウンセリン
グを目的としたイギリスの先駆的な慈善団体、アルバ
ニー・トラストの公式誌。1960年代まで遡る同性愛関

連の雑誌としては稀な、信頼できる権威あるタイトル。
穏健なリベラリズムでアイリス・マードックら多くの著述
家の支持を得た。 

 (ISSN: 0025-1526) 

 

※原本が稀少なため、一部欠号、ページ単位での欠 

  落があります。 

• AIDS Weekly  

 (米、1988-2015年、ISSN: 1069-1456) 

• Albatross (米、1974-1978年) 

• Arcadie (仏、1954-1980年、ISSN: 0003-7990) 

• AXM  (英、1997-2008年、ISSN: 1473-0529) 

• Broadsheet : a Monthly Report from National    

     CHE (英、1977-1982年、ISSN: 0140-6183) 

• Campaign Newsletter  

(英、1982-1987年、ISSN: 0264-4444) 

• CHE: Bulletin of the Campaign for Homosexual  

     Equality (英、 1972-1976年) 

• CHE Women‘s Newsletter 

     (英、1975年、ISSN: 0307-8450) 

• Diva (英、 1994-2015年、ISSN: 1353-4912) 

• Erie Gay News  

(米、1992-2015年、ISSN: 2159-1792) 

• Gay Scotland  

(英、1971-1999年、ISSN: 0142-0313) 

• Gay Times (英、1984-2014年、ISSN: 0950-6101) 

• Homosexual Counseling Journal   

(米、1974-1976年、ISSN: 0092-3052) 

• The James White Review 

     (米、 1983-2004年、ISSN: 0891-5393) 

• Just for Us (米、2002-2010年) 

• Lunch (英、1971-1973年) 

• NOGLSTP Bulletin 

     (米、1983-2015年、ISSN: 1099-338X) 

• Out (英、1976-1977年、 ISSN: 0308-8332 ) 

• Out (米、1992-2015年、ISSN: 1062-7928) 

• RainbowWeddingNetwork Magazine   

(米、2006-2012年、ISSN: 1939-893X) 

• Velvetpark (米、 2002-2006年、ISSN: 1540-3777) 



Collection 2  収録タイトル・収録期間 

 

• Anything that Moves（米、1991-2001年） 

サンフランシスコ湾岸部で発行された、バイセクシュア
ルの読者向けの雑誌。国際的な流通し、散文、手紙、
インタビュー、物語、ニュースなどを掲載しました。多様
性を奨励し、バイセクシュアルにまつわる偏見に挑戦し
ました。 

• BLK（米、1988-1994年） 

ロサンゼルスで創刊されたニュース誌。エイズの流行、
政治活動他、幅広いトピックをカバーし、黒人の
LGBTQ+の個人およびとコミュニティに、より良い
ニュースと情報の需要を満たしました。 

• Gaysweek（米、1977-1979年） 

ニューヨークで刊行、レズビアン、ゲイを読者層とした珍
しい週刊新聞。当初はイベントカレンダーと三行広告を
掲載した8ページ構成のタブロイド紙から始まり、バー

やゲイ団体、企業などに無料で配布されました。その
後、ゲイコミュニティに関連する地域、全国ニュースを
提供する24ページ構成へと拡大されました。 

• Matrices（米、1977-1996年） 

レズビアン研究をコミュニティ研究と結びつけた、影響
力のあるニュースレターです。レズビアン、フェミニスト
研究分野において、主要な芸術家や研究者の寄稿を
掲載したことが特徴的です。 

 

• American Gay & Lesbian Atheist  

 (米、1980-1995年) 

• g3 (英、2001-2013年) 

• HIV Plus (米、1998-2020年) 

• Homocore  (米、1988-1991年) 

• Kuumba (米、1991-2020年) 

• Lambda Nachrichten (オーストリア、1979-2020年) 

• L-MAG (独、 2003-2020年) 

• Maine Freewoman’s Herald (米、 1972-1978年) 

• Out in the City (英、2006-2020年) 

• Siegessaeule (独、1984-2020年) 

• Siren (1971-1972年) 

• Turnabout (米、 1963-1967年) 

• Two Dykes & Others (米、1977年) 

• Winq (オランダ、2005-2020年) 

• Zero (スペイン、1998-2009年) 

 

 

※本チラシ掲載タイトルは、2023年1月現在の予定情報です。  

  全体の約3割のコンテンツが搭載完了しています。 

主題分野例（Collection I, II共通） 

• ジェンダー、セクシュアリティ 

LGBT+の人々の様々な人生と経験を幅広くカバーします。 

• 政治・公共政策・法律  

関連立法、改革、ロビー活動などをとりあげます。 

LGBTの人々にとっての法律関連の情報源や、猥褻罪、冒涜罪関連の法律により訴追や取締の対象となることなど。 

• 芸術・大衆文化 

文学、演劇、音楽、映画、テレビに関するニュースや評論。 

• 心理学 

LGBT+特有の心理学的観点と経験の分析。 

• 保健 

LGBT+の読者に合わせた精神的、性的、全人的な保健関連の記事。 

HIV/AIDSに関する豊富な資料を提供します。 

ダイエット、フィットネス、エクササイズ関連の一般的な記事もカバーします。 

• 社会史・社会学 

教育、家庭生活、キャリア、娯楽、社会的／法的平等など、 

LGBT+コミュニティの経験に関する主要な社会的背景に 

焦点をあてた記事を収録します。 

 


