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書名 著者名 出版者 出版年 請求記号

「性別が、ない！」人たちとのつきあい方 新井祥／著 ぶんか社 2011 ３６７．９ア

ＬＧＢＴってなんだろう？ 薬師実芳／ほか著 合同出版 2014 ３６７．９エ

ＬＧＢＴＢＯＯＫ
ＮＨＫ「ハートをつなごう」
制作班／監修

太田出版 2010 T ３６７．９エ

ＬＧＢＴＱを知っていますか？ 日高庸晴／監著 少年写真新聞社 2015 T ３６７．９エ

境界を生きる
毎日新聞「境界を生きる」
取材班／著

毎日新聞社 2013 ３６７．９キ

聞きたい知りたい性的マイノリティ 杉山貴士／編
日本機関紙出版セ
ンター

2008 ３６７．９キ

子どもと親と教員のためのＬＧＢＴ入門ガイド
日英ＬＧＢＴユースエクス
チェンジプロジェクト（ＹＥ
Ｐ）実行委員会／編集

日英ＬＧＢＴユースエ
クスチェンジプロジェ
クト（ＹＥＰ）実行委員
会

2009 D ３６７．９コ

セクシュアルマイノリティ　第３版
セクシュアルマイノリティ教
職員ネットワーク／編著

明石書店 2012 ３６７．９セ

性同一性障害って何？　増補改訂版 野宮亜紀／ほか著 緑風出版 2011 ３６７．９セ

性同一性障害 石田仁／ほか編 御茶の水書房 2008 ３６７．９セ

性同一性障害 谷合規子／著 論創社 2012 ３６７．９タ

ＬＧＢＴＱってなに？ ケリー・ヒューゲル／著 明石書店 2011 T ３６７．９ヒ

書名 著者名 出版者 出版年 請求記号

セクシュアリティの多様性を踏みにじる暴力
と虐待

アムネスティ・インターナ
ショナル／編

現代人文社 2003 ３２９．２セ

近代日本における女同士の親密な関係 赤枝香奈子／著 角川学芸出版 2011 ３６７．９ア

ゲイ・アイデンティティ デニス・アルトマン／著 岩波書店 2010 ３６７．９ア

同性婚、あなたは賛成？反対？ 浅野素女／著
パド・ウィメンズ・オ
フィス

2014 ３６７．９ア

同性愛と同性婚の政治学
アンドリュー・サリヴァン
／著

明石書店 2015 ３６７．９サ

日本の「ゲイ」とエイズ 新ケ江章友／著 青弓社 2013 ３６７．９シ

セクシュアル・マイノリティ白書　2015
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

つなかんぱにー 2015 D ３６７．９セ２

ゲイの誕生 匠雅音／著 彩流社 2013 ３６７．９タ

同性愛をめぐる歴史と法 三成美保／編著 明石書店 2015 ３６７．９ド

同性愛の歴史
ロバート・オールドリッチ
／編

東洋書林 2009 ３６７．９ド

にじ色の本棚 原ミナ汰／ほか編著 三一書房 2016 ３６７．９ニ

★“多様な性”とは何か

★“多様な性”の歴史と現在の課題

“多様な性”について考える
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同性愛の社会史　新版 アラン・ブレイ／著 彩流社 2013 ３６７．９ブ

同性愛は「病気」なの？ 牧村朝子／著 星海社 2016 ３６７．９マ

「ゲイコミュニティ」の社会学 森山至貴／著 勁草書房 2012 ３６７．９モ

Ｇ．Ｉ．Ｄ．実際私はどっちなの！？ 吉井奈々／ほか著 恒星社厚生閣 2012 ３６７．９ヨ

レインボーフォーラム 永易至文／編 緑風出版 2006 ３６７．９レ

新宿二丁目の文化人類学 砂川秀樹／著 太郎次郎社エディタス 2015 ３８４．７ス

〈図説〉ホモセクシャルの世界史 松原国師／著 作品社 2015 ３８４．７マ

書名 著者名 出版者 出版年 請求記号

職場のＬＧＢＴ読本 柳沢正和／ほか著 実務教育出版 2015 ３３６．４シ

事業主・人事・法務のための職場におけるＬ
ＧＢＴ対応ワークブック

虹色ダイバーシティ 2015 D ３３６．４ジ

事業主・人事・法務のための職場におけるＬ
ＧＢＴ入門

虹色ダイバーシティ 2014 D ３３６．４ジ

「性の学び」と活かし方 伊藤真美子／ほか著
日本機関紙出版セ
ンター

2011 ３６７．９イ

ＬＧＢＴ問題と教育現場
早稲田大学教育総合研
究所／監修

学文社 2015 ３６７．９エ

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

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

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

2010 D ３６７．９キ

セクシュアル・マイノリティへの心理的支援 針間克己／ほか編著 岩崎学術出版社 2014 ３６７．９セ

セクシュアルマイノリティをめぐる学校教育と
支援　増補版

加藤慶／ほか編著 開成出版 2012 ３６７．９セ

みんな大切！ ローリ・ベケット／編集 新科学出版社 2011 ３６７．９ミ

ＷＯＲＫＩＮＧ　ＴＯＧＥＴＨＥＲ 尾辻かな子／執筆
ＷＯＲＫＩＮＧＴＯＧＥＴ
ＨＥＲ編集委員会

2009 D ３６７．９ワ

同性愛・多様なセクシュアリティ
“人間と性”教育研究所／
編

子どもの未来社 2002 ３７５．４ド

性同一性障害の医療と法 南野知惠子／代表編 メディカ出版 2013 ４９３．７セ

心に性別はあるのか？ 中村美亜／著 医療文化社 2005 ４９３．７ナ

性同一性障害の基礎と臨床 山内俊雄／編著 新興医学出版社 2001 ４９３．７ヤ

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／ほか著 メディカ出版 2007 ４９８イ

　

　

　

　

　

★“多様な性”を尊重し、共存するために
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