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図書

書名 編著者 出版社 出版年 請求記号

パートナーシップ・生活と制度 : 結婚、事実婚、同性婚[増
補改訂版]

杉浦郁子, 野宮亜紀, 大江千
束編著

緑風出版 2016 324.62/P27

事業主・人事・法務のための職場におけるLGBT入門 虹色ダイバーシティ 2014 336.4/J48

職場のLGBT読本 : 「ありのままの自分」で働ける環境を目
指して

柳沢正和, 村木真紀, 後藤純
一著 実務教育出版 2015 336.4/Sh96

カミングアウト : トランスジェンダーの夫との離婚狂想曲 松本美子著
幻冬舎メディアコンサル
ティング

2015 367.4/Ka37

オトナ婚です、わたしたち : 十人十色のつがい方 大塚玲子著 太郎次郎社エディタス 2013 367.4/O86

性はグラデーション : 学校の安心・安全をどうつくる?どう
守る?

虹色ダイバーシティ&QWRC
共同体編

大阪市淀川区役所 : 阿倍
野区役所 : 都島区役所

2015 367.9/63-O

電話相談員のためのセクシュアル・マイノリティ支援ハン
ドブック

共生社会をつくるセクシュ
アル・マイノリティ支援全
国ネットワーク編

つなかんぱにー 2012 367.9/D61

同性愛の社会史 : イギリス・ルネサンス
アラン・ブレイ著 ; 田口孝
夫, 山本雅男訳 彩流社 2013 367.9/D88

同性婚のリアル 東小雪, 増原裕子著 ポプラ社 2016 367.9/D88

同性愛・多様なセクシュアリティ : 人権と共生を学ぶ授業 “人間と性"教育研究所編 子どもの未来社 2002 367.9/D88

同性愛と同性婚の政治学 : ノーマルの虚像
アンドリュー・サリヴァン
著 ; 板津木綿子, 加藤健太訳 明石書店 2015 367.9/D88

同性愛をめぐる歴史と法 : 尊厳としてのセクシュアリティ 三成美保編著 明石書店 2015 367.9/D88

NPOインターン日記@CUAVサンフランシスコ : LGBTQコミュニティの
中で : レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー、ク
イア・クエッショニング

成田容子著 北の街社 2005 367.9/E64

夫夫円満 (ふうふえんまん)
パトリック・ジョセフ・リ
ネハン, エマーソン・カネグ
スケ著

東洋経済新報社 2014 367.9/F53

二人で生きる技術 : 幸せになるためのパートナーシップ 大塚隆史著 ポット出版 2009 367.9/F97

ふたりのママから、きみたちへ 東小雪, 増原裕子著 イースト・プレス 2013 367.9/F97

ゲイカップルに萌えたら迷惑ですか? : 聞きたい!けど聞けな
い!LGBTsのこと

牧村朝子 [著] イースト・プレス 2016 367.9/G32

現地レポート世界LGBT事情
フレデリック・マルテル
[著] ; 林はる芽訳 岩波書店 2016 367.9/G34

ヒューマン・セクソロジー : 生きていること、生きていく
こと、もっと深く考えたい

 狛潤一 [ほか] 著 子どもの未来社 2016 367.9/H99

イリスのたんじょうび がりーどちえこ作 文芸社 2016 367.9/I64

変えてゆく勇気 : 「性同一性障害」の私から 上川あや著 岩波新書 2007 367.9/Ka15

「性的マイノリティ～世界の潮流と日本の現状～」展示リスト(2017年1月～3月)



カミングアウト・レターズ : 子どもと親、生徒と教師の往
復書簡

RYOJI, 砂川秀樹編 太郎次郎社エディタス 2007 367.9/Ka37

カナダのセクシュアル・マイノリティたち : 人権を求めつ
づけて

サンダース宮松敬子著 教育史料出版会 2005 367.9/Ka43

クィア批評
藤森かよこ編 ; 岩田和男
[ほか著] 世織書房 2004 367.9/Ku23

くまのトーマスはおんなのこ : ジェンダーとゆうじょうに
ついてのやさしいおはなし

ジェシカ・ウォルトンさく;
ドゥーガル・マクファーソ
ンえ ; かわむらあさこやく

ポット出版プラス 2016 367.9/Ku34

境界を生きる : 性と生のはざまで
毎日新聞「境界を生きる」
取材班著 毎日新聞社 2013 367.9/Ky4

教職員のためのセクシュアル・マイノリティサポートブッ
ク Ver.3

教職員のためのセクシュア
ル・マイノリティサポート
ブック制作実行委員会制作

奈良教職員組合 : 性と生
を考える会

2015 367.9/Ky5

LGBT BOOK : NHK「ハートをつなごう」
NHK「ハートをつなごう」
制作班監修 太田出版 2010 367.9/L59

LGBTの子どもに寄り添うための本 : カミングアウトから始
まる日常に向き合うQ&A

ダニエル・オウェンズ=
リード, クリスティン・ルッ
ソ著 ; 金成希訳

白桃書房 2016 367.9/L59

LGBTサポートブック : 学校・病院で必ず役立つ
はたちさこ, 藤井ひろみ, 桂
木祥子編著 保育社 2016 367.9/L59

LGBTsの法律問題Q&A
大阪弁護士会人権擁護委員
会性的指向と性自認に関す
るプロジェクトチーム著

弁護士会館ブックセン
ター出版部LABO

2016 367.9/L59

「LGBT」差別禁止の法制度って何だろう? : 地方自治体から
始まる先進的取り組み

LGBT法連合会編 かもがわ出版 2016 367.9/L59

LGBTってなんだろう? : からだの性・こころの性・好きにな
る性

藥師実芳 [ほか] 著 合同出版 2014 367.9/L59

LGBT便利帳 : 困った時にも困る前にも! QWRC 2012 367.9/L59

LGBTなんでも聞いてみよう : 中・高生が知りたいホントの
ところ

QWRC, 徳永桂子著 子どもの未来社 2016 367.9/L59

みんなのためのＬＧＢＴＩ人権宣言 : 人は生まれながらに
して自由で平等

国連人権高等弁務官事務所
著 ; 山下梓訳 合同出版 2016 367.9/Mi44

虹色の貧困 : L・G・B・Tサバイバル!レインボーカラーでは
塗りつぶせない「飢え」と「渇き」

竜超著 彩流社 2010 367.9/N73

にじ色の本棚 : LGBTブックガイド 原ミナ汰, 土肥いつき編著 三一書房 2016 367.9/N73

にじ色ライフプランニング入門 : ゲイのFPが語る〈暮ら
し・お金・老後〉

永易至文著
にじ色ライフプランニン
グ情報センター

2012 367.9/N73

王さまと王さま
リンダ・ハーン, スターン・
ナイランド絵と文 ; アンド
レア・ゲルマー, 眞野豊訳

ポット出版 2015 367.9/O73

オトコに恋するオトコたち : 誰も教えてくれなかったセク
シュアル・マイノリティの世界

竜超著 立東舎 2015 367.9/O86

レインボーフォーラム : ゲイ編集者からの論士歴問
永易至文編 ; [関曠野ほか
述] 緑風出版 2006 367.9/R25

レズビアン、バイセクシュアル女性、トランスジェンダーの人々から
みた暴力 : 性的指向・性別自認・性別表現を理由とした暴力の経験に
関する50人のLBTへのインタビューから

Gay Japan News Gay Japan News 2014 367.9/R29

性別なんて決められない! 矢吹レオ著 竹書房 2012 367.9/Se17

性同一性障害 : 3.11を超えて 谷合規子著 論創社 2012 367.9/Se17



性的マイノリティの基礎知識
ヴァネッサ・ベアード著 ;
町口哲生訳 作品社 2005 367.9/Se19

セクシュアル・マイノリティー入門ハンドブック : 親と教
師のための

 "共生社会をつくる"セク
シュアル・マイノリティ支
援全国ネットワーク編

つなかんぱにー 2011 367.9/Se45

セクシュアリティの戦後史
小山静子, 赤枝香奈子, 今田
絵里香編 京都大学学術出版会 2014 367.9/Se45

セクシュアル・マイノリティQ&A
LGBT支援法律家ネットワー
ク出版プロジェクト編著 弘文堂 2016 367.9/Se45

セクシュアルマイノリティ白書
共生社会をつくるセクシュ
アル・マイノリティ支援全
国ネットワーク監修・編集

つなかんぱにー 2015 367.9/Se45

セクシュアルマイノリティの教科書 桜井秀人著 銀聲舎出版会 2015 367.9/Se45

セクシュアリティがわかる本 : 主体的な生き方を支えるピ
ア・カウンセリング教材

高村寿子編著 ; 安達久美子,
服部律子著 日本家族計画協会 2015 367.9/Se45

セクシュアリティ基本用語事典
ジョー・イーディー編著 ;
金城克哉訳 明石書店 2006 367.9/Se45/R

先生と親のためのLGBTガイド : もしあなたがカミングアウ
トされたなら

遠藤まめた著 合同出版 2016 367.9/Se73

タンタンタンゴはパパふたり

ジャスティン・リチャード
ソン, ピーター・パーネル文
; ヘンリー・コール絵 ; 尾辻
かな子, 前田和男訳

ポット出版 2008 367.9/Ta89

多様な性について考えよう : 性的マイノリティと人権
人権教育啓発推進センター
企画・制作

人権教育啓発推進セン
ター

2015 367.9/Ta98

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, 虎井まさ衛編著 高文研 2002 367.9/Ta98

ゲイの民俗学 礫川全次編 藤原書店 2006 367/Ki42

こどもたちの未来を考えるダイバーシティしぶや : 男女平
等と多様性社会の実現を目指して

しぶやフォーラム実行委員
会編

しぶやフォーラム実行委
員会

2016 379.2/36

医療・看護スタッフのためのLGBTIサポートブック
藤井ひろみ, 桂木祥子, はた
ちさこ, 筒井真樹子編集・執
筆

メディカ出版 2007 498/I67

異装のセクシュアリティ 石井達朗著 新宿書房 2003 770/I85

虹の彼方に : レズビアン・ゲイ・クィア映画を読む 出雲まろう責任編集 パンドラ 2005 778/N73

雑誌

誌名 特集名 出版社 発行年月 巻号

教育と医学 性の多様性と学校での対応 慶應義塾大学出版会 2015.1 No.748

現代思想 LGBT　日本と世界のリアル 青土社 2015.1 Vol.43-16

季刊セクシュアリティ :   Sexuality
エッセイ　性の多様性
虹の架け橋をわたる エイデル研究所 2015.4 No.70

日経ビジネス
究極のダイバーシティLGBT
あなたの会社も無視できな
い

日経BP社 2015.8 No.1804

法律のひろば
セクシュアル・マイノリ
ティへの現状と課題解決に
向けて

ぎょうせい 2016.7 Vol.69 No.7

歴史評論
ジェンダーから見た「戦後
日本」 校倉書房 2016.8 No.796



こころの科学 LGBTと性別違和 日本評論社 2016.9 189号

母の友
LGBT　じぶんの性をいき
る！ 福音館書店 2017.2 765号

新聞記事

記事タイトル 著者・編集等 新聞社 掲載日

性的少数の子に配慮求める通知 : 文科省 全国の小中高校に 高浜行人 朝日新聞  2015.04.30

「心の性」の制服認める : 性同一性障害の子 学校の支援策 :
文科省が通知 職員トイレ使用も

読売新聞 2015.04.30

渋谷区パートナーシップ条例成立 : 同性愛者の権利一歩前
へ : 議論拡大高まる期待 : 他自治体へ波及も

大平明日香, 藤沢美由紀 毎日新聞 2015.4.1

LGBTも対象と明記 : 厚労省、セクハラ指針に 日本経済新聞 2016.05.27

キャンパる : 自分らしく生きる : 5年目迎えたLGBT成人式 木村由布花 毎日新聞 2016.1.29

ワールドサッカー : LGBT理解欧州でも高い壁 : 罵声聞いた
経験ファンの7割超 : 元独代表「少しずつでも変わって」

河野正樹, 渡辺志帆 朝日新聞 2016.10.18

LGBT気配り役所も大学も : 幹部職員に研修、理解深める同
性婚にも休暇・祝い金

日本経済新聞 2016.10.19

LGBT配慮 裾野広がるか : 大手企業 トイレ・名刺・福利厚
生 働きやすく : 改正セクハラ対策指針 1月施行

栗原渉 読売新聞 2016.12.3

地方行政情報誌

誌名・特集名 編集・発行等 巻号 発行年月

『You&Me(ゆめ) : 夢 : 男女共同参画情報誌』
　特集：性だっていろいろある
         LGBT（性的少数者）ってなに？

さいたま市市民局市民
生活部男女共同参画課

vol.29 2015.1

『 アイリス 』
渋谷男女平等・ダイ
バーシティセンター

vol.68 2015.8

『虹色ニュース! : LGBT支援事業ニュースレター』 淀川区役所市民協働課 vol.17 2016.11

『ねっとわぁく：ともに担い　ともに築く　女と男の情報
誌』
　特集：創ろう！多様性社会

静岡県男女共同参画セ
ンター　あざれあ交流
会議グループ

vol.66 2016.2

『りぷる さっぽろ : 男女共同参画情報誌』
　特集：LGBT～多様な社会を目指して～

札幌市男女共同参画セ
ンター

vol.41 2016.3

『いわてdeともに通信』
 特集：LGBTってなに？
　　～あなたのそばにもいます。見えない多様な性～

岩手県男女共同参画セ
ンター

No.32 2016.8

『ぱーとなーしっぷ : 宇都宮市男女共同参画啓発誌』
　特集：多様なセクシュアリティ（性と生）LGBT

宇都宮市市民まちづく
り部男女共同参画課

vol.33 2016.9


