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ロマン JUNE とは 1988 年に小説 JUNE10 月号増刊として創刊された幅 183 ミリ・天地 210 ミリ・厚
さ概ね 15 ミリ前後の季刊誌です。
「ジュネを越えたいジュネ。
」
「SUPER EXCENTRIC JUNE」と言う
キャッチフレーズが表紙に記されていました。創刊から数えて 16 号、1977 年小説 JUNE12 月号増刊に
当たる号をもってその歴史を閉じています。
内容のメインとされたのは版元のサン出版が刊行していた男子同性愛者向月刊誌「さぶ」に掲載された
小説の挿絵を差し替えた上での再録でした。その方針は JUNE 系統の刊行版元が系列会社であるマガジ
ン・マガジンに移行した 1992 年以降も変わることなく続きました。また並行して新進の発掘もささやか
ながら行われておりました。JUNE から逸脱した存在と言う事で女子同性愛にも触れてはいましたがその
割合は全体量からみれば少ないものでした。
読者の反応も読者欄を伺う限り実に様々で、その面から見ても JUNE の許容範囲を知る為にも適した
資料では無いかと想われます。
しかしながらその在り様が余りに実験的で JUNE 系列の中では特異と捉えられたのかどうか定かでは
ありませんが、JUNE 本誌（通称大ジュネ）
・小説 JUNE（通称小ジュネ）に比べると格段に語られる頻
度は少なく、読者欄に於いて繰り広げられた議論も殆ど言及されぬまま今日に至っていた模様です。
JUNE 公式に於いても刊行終了以降記述者が知る限り殆ど語られた様子はなく、小説 JUNE・2002 年 10
月号に於いて「男と男の抒情詩！『さぶ』大辞典」が特集として組まれた折に掲載された「さぶ」関係者
インタビュー文中でも「さぶ」と JUNE の関係性に踏み込んで語られながらもロマン JUNE の存在には
一切言及されていませんでした。往時の小説 JUNE 編集部員がロマン JUNE の存在を認識してなかった
筈は無いでしょうし、そもそもインタビューに応じた関係者とはロマン JUNE の編集人でもあった方な
のですが。
閑話休題。
今回通巻 16 冊が揃ったのを機会に目録を作成し、閲覧検索の一助にした上で個々の解説に代えるもの
とします。

※目次表記は表紙及び本誌目次に拠らず本誌本文を典拠としています。

創刊号 1988 年小説 JUNE 10 月号増刊 1988 年 10 月 5 日発行 サン出版
「愛は 永遠の ちから。
」
「オール読み切りあやしいジュネ。
」の煽り文句が表紙にあり
グラビア

「花芯バロック」郷司基晴；写真集形態
「エロ・グロ・ナンセンスの快楽 丸尾地獄」丸尾末廣；見開きイラスト
Roman Photo Gallery（19 世紀のものと思しき肖像写真２葉を配置）
「桃太郎異聞 妖美鬼ヶ島」矢萩貴子；絵物語形態
神崎春子特集
「人狼 ヴェーレオルフ」BELNE・画
ランダムエッセイ 「ロッキー・ホラー・ピクチャー・ショー」松樫あまね
ROMAN GALLERY SPECIAL
「蜜 MITSU」遠野理恵
神崎春子特集
「新宿花園夢幻街」ボネ鏑木・画
エッセイ
「わが少年のピジアカ・サクラ」實吉達郎
神崎春子特集
「ベイ・シティ・ブルース シャドウ・ハンター」峰岸郁夫・画
ランダムエッセイ 「ミスターA の豪邸にて」松樫あまね
コミック
「旅の途中」ハルノ宵子
小説
「黄金週間に乾杯」山田隆 南伸坊・画
エッセイ
「ソウルに燃えるアポロンの落とし子たち」木村べん；挿絵とも
翻訳小説
「ジャックを救え」R・D・キャンベル 柿沼瑛子訳 きよみずまこと・画
小説
「乱菊日記 露ごよみ第一話」立花かおる 豊島治・画
エッセイ
「甘美な愛の花園―私の好きなレズビアニズム小説―」樋口扶実 榎本由美・画
コミック
「回旋塔」鳩山郁子
小説
「幼竜童子 ドラゴンボーイ」淀川乱歩 吉田光彦・画
読者投稿欄
ROMAN GALLERY；イラスト掲載頁
エッセイ
「ピーター・オトゥールについて私が考えた二、三の事柄」石原郁子 久定加住・画
小説
「隣りの大学生」風かおる 小野田貴文・画
コミックエッセイ 「ドクター真野の変ホ長調カルテ〈プラトニックラブ研究報告〉
」真野匡
小説
「俺たちの卒業」松木美鳥 如月七生・画
少女愛小説
「うたかたの花」深沢梨江 有田日佐子・画
ランダムエッセイ 「スター＆ミュージシャンを TV・CF でチェック」松樫あまね ただのかずみ・画
カセット JUNE 創刊広告
読者投稿欄
文章編
編集後記
併録 4 コマ漫画；：イージー四川
表紙
本郷星児
目次イラスト
矢萩貴子
４コマ漫画
「執事物語 Hardy’s Dynasty」新名宵子 ※随所に配置

【註】峰岸郁夫＝神崎春子

第 2 号 1989 年小説 JUNE 8 月号増刊 1989 年 8 月 5 日発行 サン出版
「愛・は・永・遠・の・ち・か・ら」の煽り文句が表紙にあり
「花芯バロック 2」郷司基晴；写真集形態
どきゅめんと「A BOY MEETS ROPES」緊縛写真見開き文章添付
RIVER PHOENIX ポーズ写真１葉；by PPS
「スサノオ秘帖 蛇神伝説」矢萩貴子；絵物語形態
学園少年遊戯ロマン「制服の胸に」中山淳平 如月七生・画
「百男味の手帖」立花かおる きよみずまこと・画
「あづさ２号」笠倉勇介 藤田まり子・画
「プライベート・レッスン」風かおる 四谷シモーヌ・画
掌編告白
「孤独（ひとり）
」井上辰治 渡辺和博・画
コミック
「踝の咲く少年達」鳩山郁子
レビュー
「ザ・キュアー・イン・オランジュ」岩沢房代・柿沼瑛子
小説
「飛べない…翼」神崎春子 神崎春子・画 ※本誌表紙では「挿絵・峰岸郁夫」
小説
「夢の途中 せんちめんたるじゃあにい」風間タケト 山下慶司・画
小説
「三重奏」峯岸真紀夫 高杉ケン子・画
読者投稿欄
ROMANTIC JUNE GALLERY 危険な学園生活編；イラスト掲載頁
JUNE 歴史文学散歩「ラスプーチンの最期」織田杏奈
小説
「私刑の褥」明石海彦 小野田貴文・画
コミック
「ねるとんべにばら団」真野匡
エッセイ
「相反する運命の絆 ナタリー・バーニィとルネ・ヴィヴィアン」樋口扶実 ※百合
エッセイ
「運動部における上級生と下級生のあやうい関係」木村べん；挿絵とも
小説
「悪魔の秘法館」淀川乱歩 榎本由美・画
コミック
「子供のにおい アスリエル物語」ハルノ宵子
読者投稿欄
ROMANTIC JUNE GALLERY BE！KEIDAWA～編；イラスト掲載頁
小説
「闇のパーティー」坂上慎二 石原豪人・画
レビュー＆ガイド 「美形たちを小さな箱に閉じ込めて収集する快感」石原郁子
読者投稿欄
ROMANTIC JUNE GALLERY いけいけカップル編；イラスト掲載頁
さぶ版日本昔ばなし「こけし太郎」福島雅人 高倉大介・画
演劇レビュー
「
『ヴェルテックス』の生の迫力」松樫あまね；挿絵とも
読者投稿欄
「言いたい放談室」
カセット JUNE「間の楔」広告
編集後記
併録 4 コマ「暴力的な女になりたい…」高杉ケン子
表紙
福井真一
目次イラスト
山下慶司
４コマ漫画
「執事物語 Hardy’s Dynasty」新名宵子 ※随所に配置
グラビア

【註】高倉大介は後に高蔵大介と改名
【註】峰岸郁夫＝神崎春子

第 3 号 1990 年小説 JUNE 8 月号増刊 1990 年 8 月 5 日発行 サン出版
「美しく進化する DOLLS ILLUSION」高橋竜男；女体マネキン制作
「未成年の庭 LIKE A EIRD」平沼遊人；撮影 ※背面男性ヌード
「MONOLOGUE」by PAPERMOON GRAPHICS ※イラスト
「足柄山恋歌」矢萩貴子；絵物語形態
小説
「二人だけの…戀歌」神崎春子；挿絵とも ※書き下ろし
コラム
さぶ教養講座 LESSON I「ハッテン場」ピンピン大介（高倉大介）
特集・魁谷俊実
「隣人」如月七生・画
「再会」黒川あづさ・画
イラストコラム
さぶ教養講座 LESSON II「見分け方」ピンピン大介（高倉大介）
エッセイ
さぶ辛口エッセイ VOL.1「少女漫画に性差がない訳 1」水影鐐司；挿絵とも
特集・魁谷俊実
「二分の一の助走」ボネ鏑木・画
イラストコラム
さぶ教養講座 LESSON III「最低な男」ピンピン大介（高倉大介）
小説
「空白」由紀つとむ 吉田光彦・画
コミック
「歪み絵の少年」鳩山郁子
小説
「抱きしめてよ!! 賢也」風間タケト 阿部一彦・画
エッセイ
さぶ辛口エッセイ VOL.2「少女漫画に性差がない訳 2」水影鐐司；挿絵とも
学園制服ロマン
「小さな告白」山内一也 高畠次郎・画
「なんとなく初体験」中山淳平 きよみずまこと・画
「まどろんでいる心の中に…」羽柴譲 藤田まり子・画
イラストコラム
さぶ教養講座 LESSON IV「チカン」ピンピン大介（高倉大介）
小説
「悪魔の谷」淀川乱歩 榎本由美・画
エッセイ
さぶ辛口エッセイ VOL.3「少女趣味の真相は？」水影鐐司；挿絵とも
コラム漫画
さぶ教養講座番外編「初心者のためのホモ旅館入門」イージー四川
イラストコラム
さぶ教養講座 LESSON V「ボーイハント」ピンピン大介（高倉大介）
小説
「快人 69 面相」福島雅人 高倉大介・画
読者投稿まんが
「描くぞっ!!」まつおかせき
エッセイ
「彷徨おたくの独り言」神崎春子 鹿野景子・画
読者投稿頁
AROUND THE ロマン JUNE
小説
「リバイバル」風間タケト イージー四川・画
小説
「ふり向けば愛」秋月翔 鹿野景子・画
コミック
「勝利の美酒」間久部カトゥーイ
エッセイ
さぶ辛口エッセイ VOL.4「男のレズ好き女のホモ好き」水影鐐司；挿絵とも
イラストコラム
秋期ゼミ 2「知っておきたい褌の締め方」高倉大介
小説
「一年」市山聡 ※挿絵明記無し
エッセイ
さぶ辛口エッセイ VOL.5「ホモだけにモテる 3K 男」水影鐐司；挿絵とも
読者投稿欄
「言いたい放談室」
カセット JUNE「舞え水仙花」広告 / 編集後記
表紙
福井真一
目次イラスト
佐藤浩二
４コマ漫画
「執事物語 Hardy’s Dynasty」新名宵子 ※随所に配置
グラビア

【註】鹿野景子は後にソルボンヌ K 子と改名 / 高倉大介は後に高蔵大介と改名

第 4 号 1991 年小説 JUNE 8 月号増刊 1991 年 8 月 5 日発行 サン出版
「秘戯 Secret Game」
海外男性ヌードグラビア
「男」木村べん ※さぶ表紙集
「TATOO 肌ごよみ」
グラビアエッセイ 「スポーツマンの肉体の局部にこだわる」木村べん；挿絵とも
小説
「スターライト・ガルフ」神崎春子；挿絵とも ※書き下ろし
よもやま枕話
「流れるまま心ゆるやかに」風間タケト
特集・青年期
扉イラスト：神谷守
「ゴメンよ、諸田」吉田我威 如月七生・画
データコラム
DATA とこ勝負「メイトルーム」長嶋恵太
よもやま枕話
「流れるまま心ゆるやかに」風間タケト
特集・青年期
「俺と兄貴のものがたり」滝川秀一 きよみずまこと・画
データコラム
DATA とこ勝負「強い男」長嶋恵太
よもやま枕話
「流れるまま心ゆるやかに」風間タケト
特集・青年期
「夢のあとさき」宮地哲男 阿部一彦・画
よもやま枕話
「流れるまま心ゆるやかに」風間タケト
特集・青年期
「花火」山崎元樹 高橋玲・画
コミック
「ねても……さめても……」多城大雪
小説
「人間になった犬」福島雅人 高倉大介・画
データコラム
DATA とこ勝負「スポーツ」長嶋恵太
小説
「恋人」魁谷俊実 山下慶司・画
ショートショート 「悪夢 自分の生きがいを一つの実験にあてた男」中河原圭三 豊島治・画
イラストコラム
DATA とこ勝負「アクセサリー」長島恵太
よもやま枕話
「流れるまま心ゆるやかに」風間タケト
コミック
「世は事なき」野上義隆
小説
「雨上がりの魚」吉田修 鹿野景子・画
コミック
「SEXY ダイナマイト オリジナルテープを作ろう!!」秋山るんな
イラストコラム
DATA とこ勝負「血液型」長嶋恵太
よもやま枕話
「流れるまま心ゆるやかに」風間タケト
小説
「予感」Y・ヘンリー ボネ鏑木・画
よもやま枕話
「流れるまま心ゆるやかに」風間タケト
読者投稿欄
「読者からの大声小声」
編集後記
頁内併録「ホモ忍者ハッテン君」ピストンやすたか
表紙
笠井あゆみ
目次イラスト
Toshiaki K
４コマ漫画
「執事物語 Hardy’s Dynasty」新名宵子 ※随所に配置
グラビア

【註】多城大雪は現在広瀬川進と改名 http://hirose-gawa.web.infoseek.co.jp/
【註】鹿野景子は後にソルボンヌ K 子と改名
【註】高倉大介は後に高蔵大介と改名
【註】ピストンやすたか＝とがしやすたか

第 5 号 1992 年小説 JUNE 6 月号増刊 1992 年 6 月 5 日発行 マガジン・マガジン
小説
データコラム
特集・青年期

「MR バッドバーを捜して。
」神崎春子；挿絵とも
「同性愛者 300 余名に聞きました SEX アンケート発表 PART1【サイズ】
」長嶋恵太
「振り向け、茂!!」吉田我威 きよみずまこと・画
「同級生」笠倉勇介 もりおとおる（守尾徹）
・画
「土曜日の午後」風かおる EKO・画
データコラム
「同性愛者 300 余名に聞きました SEX アンケート発表 PART2【実践】
」長嶋恵太
コミック
「ソウル・パートナー―奈落の恋―」中村敦子
小説
「僕らはクール・ボーイ―悪ガキたちの手痛い体験」松浦誠 多城大雪・画
小説
「恋の彩」早瀬雄三 鳳巳乱・画
コミック
「ひっこし」阿部一彦
小説
「街角物語」中山淳平 如月七生・画
小説
「俘囚」弾猟二 綾野ゆうい・画
データコラム
「同性愛者 300 余名に聞きました SEX アンケート発表 PART3【内面】
」長嶋恵太
コミック
「クボちゃんでいばいでい FOR JUNE」高畠次郎
小説
「コレクターズ」峰岸郁夫 中村敦子・画
小説
「古本屋で見つけたもの」吉田修 黒川あづさ・画
小説
「面接試験」川部幸一 ボネ鏑木・画
コミック
「セレナーデ」野上義隆
小説
「トラウマ」山岡美奈子 榎本由美・画 ※レズビアン小説
ショートショート 「お食事はいかが」安永一武 イージー四川・画
小説
「手紙」雲井勝之 高倉大介・画
読者投稿欄
「読者からの声声声」
編集後記
頁内併録「ホモ忍者ハッテン君」ピストンやすたか
表紙
ときわ響
目次イラスト
白鳥鴨子
カラーピンナップ 「RESIDENT OF PARADISE」如月七生
４コマ漫画
「執事物語 Hardy’s Dynasty」新名宵子 ※随所に配置
【註】多城大雪は現在広瀬川進と改名 http://hirose-gawa.web.infoseek.co.jp/
【註】高倉大介は後に高蔵大介と改名
【註】ピストンやすたか＝とがしやすたか
【註】峰岸郁夫＝神崎春子

第 6 号 1992 年小説 JUNE 12 月号増刊 1992 年 12 月 5 日発行 マガジン・マガジン
小説
コミック
小説
紀行エッセイ
小説
小説
小説
データコラム
コミック
小説
小説
小説
紀行エッセイ
小説
コミック
小説
囲み小咄
コミック
データコラム
小説
コミック
小説
読者投稿欄
編集後記
表紙
目次イラスト
カラーピンナップ
４コマ漫画

「ゼロの摩天楼」桐原遙子 黒川あづさ・画
「先輩の死んだ夜」鳳巳乱
「羽化」風間タケト 榎本由美・画
「ぶらり異国ひとり旅 1 東南アジア編」さぶ特派員
「警察官の犯罪」小田渉 田亀源五郎・画
「僕は…です」蒼伊破瑠 山崎操・画
「
［インタビュー］幼い性奴の繋がれた人生」志樹 綾野ゆうい・画
「DATA とこ勝負アンケート さぶちゃんによる美男子 CHECK!!」長嶋恵太
「そして僕の場合」きよみずまこと
「蜜の味」中山淳平 海老原由里・画
「乗馬倶楽部」愛場幹夫 林月光・画
「野望の報酬」幸田高次 如月七生・画
「ぶらり異国ひとり旅 2 アメリカ編」さぶ特派員
「仁志くんのこと」栗坂知 高蔵大介・画
「好きに大きなリボンをつけて」多城大雪
「とぎれとぎれの夜」安田達也 中村敦子・画
男と男の居る歩道♂「タマ取りがタマに見惚れて」
「さいかい」阿部一彦
「DATA とこ勝負アンケート さぶちゃんによる寝たい男 CHECK!!」長嶋恵太
「いつかエルドラドで…」神崎春子；挿絵とも ※『MR バッドバーを捜して』続編
「ビデオドローム・キッズ メイキング・オブ・H ビデオ」鹿野景子
「多毛留」江島厚 鳳巳乱・画
頁内併録「ホモ忍者ハッテン君」ピストンやすたか
笠井あゆみ
ときわ響
「攻略」如月七生
「執事物語 Hardy’s Dynasty」新名宵子 ※随所に配置

【註】多城大雪は現在広瀬川進と改名 http://hirose-gawa.web.infoseek.co.jp/
【註】鹿野景子は後にソルボンヌ K 子と改名
【註】林月光は石原豪人の併用されていた別名義
【註】高蔵大介はこの号以前高倉大介と表記
【註】ピストンやすたか＝とがしやすたか

第 7 号 1993 年小説 JUNE 6 月号増刊 1993 年 6 月 5 日発行 マガジン・マガジン
小説
読者投稿欄
小説
抱腹絶倒今昔話
読者投稿欄
コミック
小説
データコラム
小説
コミック
小説
データコラム
小説
コミック
データコラム
小説
小説
読者投稿欄
編集後記
表紙
目次イラスト
カラーピンナップ
４コマ漫画

「クイン・ジュノー［前編］
」冬杜絵巳子 笠井あゆみ・画
「目撃！ちょっと JUNE」
「ザ・レイプ」風かおる 如月七生・画
「にぎりん棒物語」緑黄野菜 高蔵大介・画
「目撃！ちょっと JUNE」
「反抗期」村野犬彦 ※『先生はエゴイスト』未収録
「ブルービデオ」魁谷俊実 きよみずまこと・画
「DATA とこ勝負アンケート総集編 男たちの恋愛論 1」長嶋恵太
「新米生物教師」弾猟二 綾野ゆうい・画
「雨の音がする」海老原由里
「堕天使」中山淳平 鳳巳乱・画
「DATA とこ勝負アンケート総集編 男たちの恋愛論 2」長嶋恵太
「近親爽姦」風間タケト もろおか紀美子・画
「Party」由良環
「下着大百科」 付：ロマン JUNE 読者による『さぶ』アンケート回答用紙
「比羅湯温泉」神崎春子；挿絵とも
「竹の家」田亀源五郎 中村敦子・画
頁内併録「ホモ忍者ハッテン君」ピストンやすたか
笠井あゆみ
山崎操
「Silence」如月七生
「執事物語 Hardy’s Dynasty」新名宵子 ※随所に配置

【註】高蔵大介は以前高倉大介と表記
【註】ピストンやすたか＝とがしやすたか

第 8 号 1993 年小説 JUNE 12 月号増刊 1993 年 12 月 5 日発行 マガジン・マガジン
小説
コミック
小説
データ発表
小説
データコラム
読者投稿
連作短編集

「魔導師凌雲」神崎春子；挿画・劇画とも
「百両 闇医者礁伯天保無頼伝」鳳巳乱
「義兄のホクロ」依田我威 如月七生・画
ロマン JUNE 読者による『さぶ』アンケート集計結果
「honest as you feel」小松恵作 きよみずまこと・画
DATA とこ勝負「
『さぶ』との出会い」長嶋恵太
「目撃！ちょっと JUNE」
「禁猟区 蒼い狩人」中山淳平 中村敦子・画
『牡の罠』
『夜の奴隷』
『マリオネットの夢』
データコラム
DATA とこ勝負「
『エイズ』への対処」長嶋恵太
読者投稿
「目撃！ちょっと JUNE」
小説
「暗闇の堕天使」飯田一基 由良環・画
小説
「浮気草 知くんのひとりごと」栗坂知 高蔵大介・画
コミック
「ホーム・ワーク」村野犬彦
小説
「ベイ・シティ・ブルース 孤老暁に死す」峰岸郁夫 杉本亜未・画
ロマン JUNE 版「DATA とこ勝負」アンケート
小説
「クイン・ジュノー―無心の誘惑者―［後編］
」冬杜絵巳子 笠井あゆみ・画
小説
「私の初めての恋」皐月理映 海老原由里・画 ※百合小説
小説
「寝顔の行方」吉田修 もろおか紀美子・画
読者投稿欄
編集後記
頁内併録「ホモ忍者ハッテン君」ピストンやすたか
表紙
笠井あゆみ
目次イラスト
ときわ響
カラーピンナップ 「GLORIA」如月七生
４コマ漫画
「執事物語 Hardy’s Dynasty」新名宵子 ※随所に配置
【註】峰岸郁夫＝神崎春子
【註】高蔵大介はこの号以前高倉大介と表記
【註】ピストンやすたか＝とがしやすたか

第 9 号 1994 年小説 JUNE 6 月号増刊 1994 年 6 月 5 日発行 マガジン・マガジン
小説
コミック
小説
小説
小説
データコラム
小説
小説
小説
読者投稿
小説
小説
小説
データコラム
読者投稿
コミック
枠外記事
小説
レポートコミック
読者投稿欄
編集後記
表紙
目次イラスト
カラーピンナップ
４コマ漫画

「水魔見参―魔導師凌雲＋ベイ・シティ・ブルース―」神崎春子；挿絵・劇画とも
「夜色の宴―ささめごと番外編― 闇医者礁伯天保無頼伝」鳳巳乱
「長い坂」田代歩 如月七生・画
「ビギナーたちの練習問題」岡崎雄 きよみずまこと・画
「降魔」真船るい 榎本由美・画 ※読者投稿
「ロマン JUNE 読者アンケート結果発表 I Think So レズ」長嶋恵太
「螺旋階段の犬」飯田一基 綾野ゆうい・画
「愛情物語」中山淳平 中村敦子・画
「どうにかなっちゃう前奏曲（プレリュード）
」来開恵経 高蔵大介・画
「目撃！ちょっと JUNE」
「首塚伝承」峰岸郁夫 Belne・画
「雪降る夜の子守唄」平入ケンスケ 海老原由里・画
「事件」風かおる 村野犬彦・画
「ロマン JUNE 読者アンケート結果発表 I Think So ホモ」長嶋恵太
「目撃！ちょっと JUNE」
「今にわかるよ―You will see some day―」もろおか紀美子
さぶ教養講座 よく出てくるホモ用語解説
「檻穽の獣」城戸呉八 山下慶司・画
「ご面会―某拘置所面会の仕方―」面会人・ソルボンヌ K 子
頁内併録「ホモ忍者ハッテン君」ピストンやすたか
笠井あゆみ
山崎操
「ONLY TRUTH」如月七生
「執事物語 Hardy’s Dynasty」新名宵子 ※随所に配置

【註】ソルボンヌ K 子は今号以前鹿野景子と名乗っていた
【註】高蔵大介は以前高倉大介と表記
【註】ピストンやすたか＝とがしやすたか
【註】神崎春子＝峰岸郁夫

第 10 号 1994 年小説 JUNE 12 月号増刊 1994 年 12 月 5 日発行 マガジン・マガジン
小説
小説
image poem
データコラム
コミック
枠外記事
小説
image poem
4 コマ漫画
データコラム
コミック
枠外記事
小説
レビューコラム
読者投稿
小説
image poem
コミック
小説
小説
小説
読者投稿
小説
image poem
小説
データコラム
小説
リポートコミック
読者投稿欄
編集後記
表紙
目次イラスト
カラーピンナップ
４コマ漫画

「蛇神降臨―魔導師凌雲―」神崎春子；挿絵・劇画とも
「庭 THE GARDEN」遠山春彦 如月七生・画
「人工無限平野」篠原至
DATA とこ勝負番外編「ホモ傾向」長嶋恵太
「鬼哭」鳳巳乱
USA ポルノ VIDEO GUIDE
「密猟」太賀久 由良環・画
「青銅の視線」篠原至
「ミコちゃんの、めざせ！印税生活」イージー四川
DATA とこ勝負番外編「自慢」長嶋恵太
「北風と太陽」村野犬彦
USA ポルノ VIDEO GUIDE
「電話」和泉裕 綾野ゆうい・画
「USA ホモビデオ考察」わかまつかずひさ；画像提供とも
「目撃！ちょっと JUNE」
「初恋物語」中山淳平 中村敦子・画
「生贄の休日」篠原至
「いつか星と…」野上義隆
「異邦人」白鳥健治 榎本由美・画
「イルミネーション」みひろう HiRoMi・画
「迷宮組曲 第一巻」二来楼 海老原由里・画 ※読者投稿
「目撃！ちょっと JUNE」
「命果つるとも」峰岸郁夫 Belne・画
「少年の貞操」篠原至
「Furuta Prohibida－禁断の木の実－」あい・K きよみずまこと・画
DATA とこ勝負番外編「土地柄」長嶋恵太
「オレのヨシユキ」早瀬雄二 高蔵大介・画
「メイキング of オールナイトロング 2」取材 ted：ソルボンヌ K 子
頁内併録「ホモ忍者ハッテン君」ピストンやすたか
笠井あゆみ
山崎操
「MONOCHROME」木村べん ※画集告知併掲
「執事物語 Hardy’s Dynasty」新名宵子 ※随所に配置

【註】ソルボンヌ K 子は以前鹿野景子と名乗っていた
【註】高蔵大介は以前高倉大介と表記
【註】ピストンやすたか＝とがしやすたか
【註】神崎春子＝峰岸郁夫

第 11 号 1995 年小説 JUNE 6 月号増刊 1995 年 6 月 5 日発行 マガジン・マガジン
小説
「童夢開眼―魔導師凌雲―」神崎春子；挿絵・劇画とも
小説
「冷酷な絆」ふかざわ鮎帆 由良環・画
小説表紙裏コラム ゲイ・ストリートの歩き方 in シドニー
読者からの手紙
「私のカミング・アウトは最低最悪のものだった……」 ※投稿者はレズビアン
読者投稿
「目撃ちょっと JUNE」
小説
「放課後の遊戯」BEN-TEN きよみずまこと・画
コミック
「うちう大さくせん」雲丹谷ひろし
データコラム
ロマン JUNE《DATA とこ勝負》
「有名人ウワサ編」編集部 S・長嶋恵太
コミック
「それイけ！バイト君」村野犬彦
小説
「憤怒以って報いよ」太賀久 木村べん・画
小説表紙裏コラム ゲイ・ストリートの歩き方 in サンフランシスコ
データコラム
ロマン JUNE《DATA とこ勝負》
「オナニー・SEX 編」編集部 S・長嶋恵太
コミック
「虜」白木稜子
枠外記事
ホモビデオ製作会社別リスト 20 ※日本の製作会社の傾向を概説
小説
「トライアングル・ゲーム」中山淳平 中村敦子・画
小節表紙裏コラム ゲイ・ストリートの歩き方 in ニューヨーク
コミック
「春雷 闇医者礁伯天保無頼伝」鳳巳乱
読者投稿
「目撃！ちょっと JUNE」
小説
「ベイ・シティ・ブルース 淫虐のズームアップ」峰岸郁夫 Belne・画
小節表紙裏コラム ゲイ・ストリートの歩き方 in ホノルル
小説
「裏切り」沙羅双樹 如月七生・画
突撃取材ルポ
「ホモ映画の監督さん」ソルボンヌ K 子 ※取材対象：池島ゆたか
ロマン JUNE 版 DATA とこ勝負アンケート
読者投稿欄
編集後記
頁内併録「ホモ忍者ハッテン君」ピストンやすたか
表紙
笠井あゆみ
目次イラスト
山崎操
カラーピンナップ 「Je te veux」如月七生
４コマ漫画
「執事物語 Hardy’s Dynasty」新名宵子 ※随所に配置
【註】ソルボンヌ K 子は以前鹿野景子と名乗っていた
【註】ピストンやすたか＝とがしやすたか
【註】神崎春子＝峰岸郁夫 今号本誌表紙では「ベイ・シティ・ブルース」の作者表記は《神崎春子》

第 12 号 1995 年小説 JUNE 12 月号増刊 1995 年 12 月 5 日発行 マガジン・マガジン
小説
「心眼喪失―魔導師凌雲―」神崎春子；挿絵・劇画とも
小説
「ふり向いて新宿」中山淳平 中村敦子・画
ShortStory
男と男のいる心象風景―風かおる「第三種接近遭遇」より抄録―
小説
「ライダー凌辱」太賀久 由良環・画
小説
「春宵幻想」久珠杞 きよみずまこと・画 ※百合小説
読者投稿
「目撃！ちょっと JUNE」
村野犬彦珠玉特選集「野望の男」※『先生はエゴイスト』描き下ろし
「足癖」 ※単行本未収録
ShortStory
男と男のいる心象風景―荒宇淳「熱い視線」より抄録―
投稿返信
私信に対する極私論 I THINK SO / 編集部 S・記 ※差別観差異について対読者私信
データコラム
ロマン JUNE 版 DATA とこ勝負「外国旅行・外国人」編集部 S・長嶋恵太
小説
「変態の告白」椿山裕也 もろおか紀美子・画
ShortStory
男と男のいる心象風景―近藤竜也「男は出会い男は旅立つ」より抄録―
データコラム
ロマン JUNE 版 DATA とこ勝負「結婚・その価値観」編集部 S・長嶋恵太
コミック
「とわずがたり ささめごと外伝」鳳巳乱
小説
「サロメ」真船るのあ 榎本由美・画
小説
「悪夢のごとく」田代ひろし 綾野ゆうい・画
小説
「男を買う……の記」峰岸郁夫 Belne・画
ShortStory
男と男のいる心象風景―田代歩「引き潮」より抄録―
小説
「愛の日をありがとう」あさ堕おさ無 如月七生・画
新進紹介コミック 「恐怖!!山咲トオル地獄!!」プレゼンター：ソルボンヌ K 子
ロマン JUNE 版 DATA とこ勝負アンケート
VisualJUNE 創刊広告
読者投稿欄
編集後記
頁内併録「ホモ忍者ハッテン君」ピストンやすたか
表紙
笠井あゆみ
目次イラスト
山崎操
カラーピンナップ 「月の庭」如月七生
４コマ漫画
「執事物語 Hardy’s Dynasty」新名宵子 ※随所に配置
【註】ソルボンヌ K 子は以前鹿野景子と名乗っていた
【註】ピストンやすたか＝とがしやすたか
【註】神崎春子＝峰岸郁夫

第 13 号 1996 年小説 JUNE 6 月号増刊 1996 年 6 月 5 日発行 マガジン・マガジン
小説
「地獄巡礼―魔導師凌雲―」神崎春子；挿絵・劇画とも
小説
「戦慄の森」乱葉隆 由良環・画
ShortStory
男と男のいる心象風景―早瀬雄二「白い風」より抄録―
読者投稿
「目撃！ちょっと JUNE」
コミック
「うたたね夜 闇医者礁伯天保無頼伝」鳳巳乱
JUNE 周辺告知 ※J・GARDEN 第一回開催案内含む
小説
「Shuffle・Game」本みりん陽子 きよみずまこと・画
小説
「破滅への階段」一品昴 如月七生・画
小説
「青い檸檬―『幼馴じみ』その後―」風かおる 中村敦子・画 ※原作者公認？
ShortStory
男と男のいる心象風景―栗坂知「兄貴……」より抄録―
小説
「気絶するほど凄いヤツ」山丘憂 HIROMI・画
データコラム
「SABU SEX DATA 完全版」長嶋恵太
小説
「RAIN 物語」中山手達也 高蔵大介・画
読者投稿
「目撃！ちょっと JUNE」
コミック
「上海人形 決定版」三木内麻耶
小説
「E.E.E.」加藤暁 ハルノ宵子・画
ShortStory
男と男のいる心象風景―沢田真次「願望の果て」より抄録―
小説
「AGE.30 昔遊んだ仲間たち」田代歩 綾野ゆうい・画
小説
「ベイ・シティ・ブルース マスカレード再び」峰岸郁夫 Belne・画
ShortStory
男と男のいる心象風景―飯田一基「硬派」より抄録―
小説
「Morbidity」森山詠禅 榎本由美・画
レポートコミック 「二丁目の朝日 ジンコ COME TRUE」ソルボンヌ K 子
読者投稿欄
編集後記
頁内併録「ホモ忍者ハッテン君」ピストンやすたか
表紙
笠井あゆみ
目次イラスト
山崎操
カラーピンナップ 「星の水屋」如月七生
４コマ漫画
「執事物語 Hardy’s Dynasty」新名宵子 ※随所に配置
【註】ソルボンヌ K 子は以前鹿野景子と名乗っていた
【註】ピストンやすたか＝とがしやすたか
【註】神崎春子＝峰岸郁夫
【註】高蔵大介は以前高倉大介と表記

第 14 号 1996 年小説 JUNE 12 月号増刊 1996 年 12 月 5 日発行 マガジン・マガジン
小説
「人狼跋扈―魔導師凌雲―」神崎春子；挿絵・劇画とも
小説
「君の夢に抱かれて」中山淳平 中村敦子・画
カラー頁裏コラム AMERICAN GAY CULTURE「ゲイのシンボルマーク」
小説
「高校教師」柳田涼 如月七生・画
コミック
「浮気の虫」村野犬彦 ※描き下ろし
データコラム
DATA とこ勝負アンケート LADY100 人に聞きました「私って、きれい!?」長嶋恵太
読者投稿
「ラブ・レターズ」読者から作者へ、愛のメッセージ 神崎春子宛
小説
「淫獣譚」飯田一基 久保田琢磨・画
カラー頁裏コラム AMERICAN GAY CULTURE「エイズとゲイ社会」
データコラム
DATA とこ勝負アンケート LADY100 人に聞きました「外見年齢」長嶋恵太
読者投稿
「ラブ・レターズ」読者から作者へ、愛のメッセージ 如月七生宛
コミック
「かわいい Baby」日乃みかげ
小説
「雨傘草子」八芭家龍 鳳巳乱・画
カラー頁裏コラム AMERICAN GAY CULTURE「ゲイビデオ栄枯盛衰」
読者投稿
「ラブ・レターズ」読者から作者へ、愛のメッセージ 中山淳平宛
美少年秘話
「大石主税の恋」田代ひろし 吉田光彦・画
小説
「凌辱特急 Dream come true」一品昴 綾野ゆうい・画
読者投稿
「ラブ・レターズ」読者から作者へ、愛のメッセージ 笠井あゆみ宛
小説
「別離～しおどき～」風間タケト
コミック
「LIFE―年ちゃんとオレ―」由良環
小説
「男にやられる…の記」峰岸郁夫 Belne・画
カラー頁裏コラム AMERICAN GAY CULTURE「ゲイ・プライドデー」
小説
「幻都風聞伝」愛月織姫 榎本由美・画 ※レズビアン小説
小説
「ブルージーンズとアップルジュース」大路朱雀 きよみずまこと・画
読者投稿
「ラブ・レターズ」読者から作者へ、愛のメッセージ 真船るのあ宛
レポートコミック 「実録！二丁目の朝日 ママ Don’t Cry」ソルボンヌ K 子
ロマン JUNE 版 DATA とこ勝負アンケート
JUNE 出版部広告のぺえじ ※JUNE 全集・間の楔 OVA 案内他
読者投稿欄
編集後記
頁内併録「ホモ忍者ハッテン君」ピストンやすたか
表紙
笠井あゆみ
目次イラスト
山崎操
カラーピンナップ 「森の隠れ家」如月七生
４コマ漫画
「執事物語 Hardy’s Dynasty」新名宵子 ※随所に配置
【註】ソルボンヌ K 子は以前鹿野景子と名乗っていた
【註】ピストンやすたか＝とがしやすたか
【註】神崎春子＝峰岸郁夫

第 15 号 1997 年小説 JUNE 6 月号増刊 1997 年 6 月 5 日発行 マガジン・マガジン
小説
「聖聲万里―魔導師凌雲―」神崎春子；挿絵・劇画とも
小説
「東京」早瀬雄二 桂島圭（中村敦子）
・画
カラー頁裏掌編
エロチックファンタジー「ストリート・ボーイ」
コミック
「友禅倶楽部」岸裕子
小説
「マゾ」田代歩 由良環・画
カラー頁裏掌編
エロチックファンタジー「レザー・パーティー」
読者投稿
「ラブ・レターズ」読者から作者へ、愛のメッセージ あさ堕おさ無宛
小説
「先輩後輩物語」風かおる 如月七生・画
データコラム
ロマン JUNE 版 DATA とこ勝負 PART1「マナー」長嶋恵太
「Boy’s ピアス」創刊 3 号広告
コミック
「高田の嫁入り」村野犬彦
コミック
「上海人形 II」三木内麻耶
小説
「時間よ止まれ」五代剛 京極薫・画
データコラム
ロマン JUNE 版 DATA とこ勝負 PART2「むかつくぜ！」長嶋恵太
小説
「男と別れる…の記」神崎春子 Belne・画 ※本誌表紙では峰岸郁夫名義の記載
カラー頁裏掌編
エロチックファンタジー「クルージング」
コミック
「雨に濡れても…」日乃みかげ
小説
「冬のソナチネ」椿山裕也 ハルノ宵子・画
カラー頁裏掌編
エロチックファンタジー「バスタブ・ショー」
読者投稿
「ラブ・レターズ」読者から作者へ、愛のメッセージ 高畠次郎宛
小説
「サウナ殺人事件」立花かおる 石原豪人・画
レポートコミック 「不思議の国のゲイたち」ソルボンヌ K 子 ※自身が監督した映画制作現場レポート
別冊 JUNE7 月号「少年革命」予告 ※ショタ特集号
JUNE 出版部通販カタログ出張版 ※フジミアニメ OVA 案内他
読者投稿欄
併録 読者投稿 4 コマ漫画「デブ専が行く」河童
編集後記
頁内併録「ホモ忍者ハッテン君」ピストンやすたか
表紙
山本タカト
目次イラスト
山崎操
カラーピンナップ 「冥月宮」如月七生
４コマ漫画
「執事物語 Hardy’s Dynasty」新名宵子 ※随所に配置
【註】ソルボンヌ K 子は以前鹿野景子と名乗っていた
【註】ピストンやすたか＝とがしやすたか
【註】神崎春子＝峰岸郁夫
【註】桂島圭（中村敦子）の改名は「東京」扉頁にて触れられている

第 16 号 1997 年小説 JUNE 12 月号増刊 1997 年 12 月 5 日発行 マガジン・マガジン
小説
「楊柳斬刃―魔導師凌雲―」神崎春子；挿画とも
小説
「蔵の中」五十崎銀二 榎本由美・画
カラー頁裏画廊
三島剛 / YUKIYA・筆
読者投稿
「ラブ・レターズ」読者から作者へ、愛のメッセージ 神崎春子宛
コミック
「ノーサイド」日乃みかげ
小説
「下心」田島新吾 鳳巳乱・画
コミック
「楽園喪失物語～六百円の男～」犬飼隷二
小説
「BEGIN」白木綾子 Belne・画 ※読者投稿秀作
カラー頁裏画廊
三島剛 / YUKIYA・筆
コミック
「Daddy」由良環
小説
「優曇華の花」渚剣 京極薫・画
カラー頁裏画廊
三島剛 / YUKIYA・筆
ロマンジュネ・ホロスコープ 《11 月～4 月の運勢》 KAZUYA KARYA：ART
小説
「転機」風かおる 桂島圭・画
コミック
「猫に小判鮫」村野犬彦
読者投稿
「ラブ・レターズ」読者から作者へ、愛のメッセージ 京極薫宛
小説
「EMBRACE」八芭家龍 綾野ゆうい・画
カラー頁裏画廊
三島剛 / YUKIYA・筆
ルポ記事
「ホモ、イメクラ潜入ルポ」小玉オサム 高蔵大介・画
インタビューコミック「僕の HAPPY GAY LIFE―小倉東語録―」ソルボンヌ K 子
読者投稿欄
編集後記
頁内併録「ホモ忍者ハッテン君」ピストンやすたか
表紙
山本タカト
目次イラスト
山崎操
カラーピンナップ 「The prince in a secret love」桂島圭
４コマ漫画
「執事物語 Hardy’s Dynasty」新名宵子 ※随所に配置
【註】ソルボンヌ K 子は以前鹿野景子と名乗っていた
【註】ピストンやすたか＝とがしやすたか
【註】神崎春子＝峰岸郁夫
【註】桂島圭は 15 号以前中村敦子と名乗っていた。
【註】高蔵大介は以前高倉大介と表記

