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★日本の小説、ルポルタージュ
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

 名前も呼べない  伊藤 朱里／著  筑摩書房 2015.11 913.6イ

 にじいろガーデン  小川 糸／著  集英社 2014.1 913.6オ

 花伽藍  中山 可穂／著  角川書店 2010.5 913.6ナ

 インターセックス  帚木 蓬生／著  集英社 2008.8 913.6ハ

 そういう生き物  春見 朔子／著  集英社 2017.2 913.6ハ

 片想い  東野 圭吾／著  文芸春秋 2004.8 913.6ヒ

 快晴フライング  古内 一絵／著  ポプラ社 2013.4 913.6フ

 マカン・マラン  古内 一絵／著  中央公論新社 2015.11 913.6フ

 女王さまの夜食カフェ　マカン・マランふたたび 古内 一絵／著  中央公論新社 2016.11 913.6フ

 性転換  古川 智映子／著  角川学芸出版 2008.2 913.6フ

 彼らが本気で編むときは、
 荻上 直子／原作
 百瀬 しのぶ／ノベライズ
 今日 マチ子／絵

 パルコエンタテイン
メント事業部

2017.1 913.6モ

 トライフル・トライアングル
 岡田 依世子／作
 うめだ ゆみ／絵

 新日本出版社 2008.9 K913オ

 シンデレラウミウシの彼女  如月 かずさ／著  講談社 2013.11 K913キ

 十一月のマーブル  戸森 しるこ／著  講談社 2016.11 K913ト

 ビアン婚。
 私が女性と、結婚式を挙げるまで

 一ノ瀬 文香／著  双葉社 2016.2 916イ

 ゲイでええやん。
 カミングアウトは息子からの生きるメッセージ

 伊藤 真美子／著  東京シューレ出版 2010.8 916イ

 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 2009.10 916オ

 カミングアウト
 自分らしさを見つける旅

 尾辻 かな子／著  講談社 2005.8 916オ

 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／著  青弓社 2003.12 916サ

→→中面へ続きます→→　　

　

小説･絵本･コミックでよむ
映画でみる ＬＧＢＴ 



書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

 自分らしく生きる
 性別違和を乗り越えて

 清水 展人、後藤 邦子、吉田
万里／著

 インスパイア 2016.11 916ジ

 男であれず、女になれない  鈴木 信平／著  小学館 2017.4 916ス

 ダブルハッピネス  杉山 文野／著  講談社 2009.12 916ス

 お母さん二人いてもいいかな！？
 レズビアンのママ生活

 中村 キヨ／著  ベストセラーズ 2015.11 916ナ

 レズビアン的結婚生活
 東 小雪、増原 裕子／著
 すぎやま えみこ／マンガ

 イースト・プレス 2013.12 916ヒ

 女どうしで子どもを産むことにしました
 東 小雪、増原 裕子／著
 すぎやま えみこ／漫画

 KADOKAWA 2016.4 916ヒ

 ハイヒール革命
 性を変える。体を変える。アタシは変わる。

 真境名 ナツキ／著  広済堂出版 2016.9 916マ

 僕たちのカラフルな毎日
 弁護士夫夫の波瀾万丈奮闘記

 南 和行、吉田 昌史／著  産業編集センター 2016.5 916ミ

 同性婚で親子になりました。  八木 裕太／著  ぶんか社 2017.4 916ヤ

 男になりたい！  山岸 ヒカル／著  中経出版 2013.5 916ヤ

★外国の小説、ルポルタージュ
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

 荊の城　上・下  サラ・ウォーターズ／著  東京創元社 2004.4 933ウ

 黄昏の彼女たち　上・下  サラ・ウォーターズ／著  東京創元社 2016.1 933ウ

 リリーのすべて
 デイヴィッド・エバーショフ／
著

 早川書房 2016.1 933エ

 女たちの時間
 レズビアン短編小説集

 利根川 真紀／編訳  平凡社 1998.12 933オ

 クィア短編小説集
 名づけえぬ欲望の物語

 Ａ．Ｃ．ドイル、Ｈ．メルヴィル
／ほか著

 平凡社 2016.8 933ク

 トランペット  ジャッキー・ケイ／著  岩波書店 2016.1 933ケ

 ヴァレンシア・ストリート  ミシェル・ティー／著  太田出版 2011.5 933テ

 ウィル・グレイソン、ウィル・グレイソン
 ジョン・グリーン、デイヴィッ
ド・レヴィサン／作

 岩波書店 2011.9 T933.7グ

 キッド
 僕と彼氏はいかにして赤ちゃんを授かったか

 ダン・サヴェージ／著  みすず書房 2016.8 936サ

 誓います
 結婚できない僕と彼氏が学んだ結婚の意味

 ダン・サヴェージ／著  みすず書房 2017.4 936サ

★絵本
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

 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

 ポット出版プラス 2016.12 Eウ

　

　



書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

 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

 ポット出版 2015.8 Eハ

 たまごちゃん、たびにでる
 フランチェスカ・パルディ／ぶ
ん　アルタン／え

 イタリア会館出版部 2013.7 Eパ

 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

 ポット出版 2008.4 Eリ

★コミック
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

 ＥＣＨＯＥＳ  歩／著  宝島社 2016.12 Cア

 つるばらつるばら  大島 弓子／著  白泉社 1999.12 Cオ

 花物語
 小沢 真理／漫画
 吉屋 信子／原作

 集英社 2014.3 Cオ

 しまなみ誰そ彼　1-2　刊行中  鎌谷 悠希／著  小学館
2015.12-
2016.10

Cカ

 とある結婚  熊鹿 るり／著  太田出版 2016.4 Cク

 サード  坂井 恵理／著  祥伝社 2014.12 Cサ

 ぼくは、おんなのこ  志村 貴子／著  エンターブレイン 2004.1 Cシ

 放浪息子　1-15　完結  志村 貴子／著  エンターブレイン
2003.8-
2013.9

Cシ

 弟の夫　1-3　刊行中  田亀 源五郎／著  双葉社
2015.5-
2016.10

Cタ

 オハナホロホロ　1-6　完結  鳥野 しの ／著  祥伝社
2010.1-
2014.2

Cト

 ボーイ★スカート  鳥野 しの ／著  祥伝社 2015.6 Cト

 幽麗塔　1-9　完結  乃木坂 太郎 ／著  小学館
2011.11-
2014.12

Cノ

 ラヴァーズ・キス  吉田 秋生／著  小学館 2015.5 Cヨ

 きのう何食べた？　1-12　刊行中  よしなが ふみ／著  講談社
2007.11-
2016.10

Cヨ

 ＩＳ 男でも女でもない性　1-17　完結  六花 チヨ／著  講談社
2003.11-
2009.10

Cロ

 ボーダー　1-2　完結  渡辺 ペコ／著  集英社
2013.4-
2014.10

Cワ

★ＤＶＤ
タイトル 監督・出演 出版者 制作年 請求記号

 パレードへようこそ
 マシュー・ウォーチャス／監
督　 ビル・ナイ／出演

 KADOKAWA（発行・
販売）

2014 DMｳ1777

 人生は小説よりも奇なり
 アイラ・サックス／監督
 ジョン・リスゴー／出演

 ソニー・ピクチャーズエ
ンタテインメント（販売）

2014 DMｻ1774

→→裏面へ続きます→→　　

　

　



タイトル 監督・出演 出版者 制作年 請求記号

 トランスアメリカ
ダンカン･タッカー／監督,脚本
フェリシティ･ハフマン／出演

 松竹（発売・販売） 2006 DMﾀ0949

 ハイヒールの男
 チャン ジン／監督,脚本,製作
 チャ スンウォン／出演

 クロックワークス（発
売・販売）

2014 DMﾁ1775

 チョコレートドーナツ
 トラヴィス･ファイン／監督,脚本,
制作　アラン･カミング／出演

 ポニーキャニオン 2012 DMﾌ1735

 キャロル
 トッド・ヘインズ／監督
 ケイト・ブランシェット／出演

 KADOKAWA（発行・
販売）

2015 DMﾍ1772

 Coming Out Story
 梅沢 圭／監督,構成
 土肥 いつき／出演

 ビデオ工房AKAME 2011 DWﾋﾞ1732

 ジェンダー・マリアージュ
 全米を揺るがした同性婚裁判

 ベン・コトナー、ライアン・ホワ
イト／監督,プロデューサー

 ユナイテッドピープ
ル

2013 DWﾕ1783

★ＬＧＢＴ映画･文学をよみとく
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

 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 2016.1 367.9ニ

 ＢＬ時代の男子学
 ２１世紀のハリウッド映画に見るブロマンス

 国友 万裕／著  近代映画社 2014.8 778.2ク

 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 2005.8 778.2ニ

 ワールドシネマ・スタディーズ
 世界の「いま」を映画から考えよう

 小長谷 有紀、鈴木 紀、
 旦 匡子／編

 勉誠出版 2016.11 778.2ワ

 愛の技法
 クィア・リーディングとは何か

 中央大学人文科学研究所／
編

 中央大学出版部 2013.3 902ア

 表象のトランス・ジェンダー
 越境する性

 安達 太郎、 野村 幸一郎、
 林 久美子／編著

 新典社 2013.3 902ヒ

 クィア批評  藤森 かよこ／編  世織書房 2004.12 904ク

 ゲイの可視化を読む
 現代文学に描かれる〈性の多様性〉？

 黒岩 裕市／著  晃洋書房 2016.10 910.2ク

 クィア物語論
 近代アメリカ小説のクローゼット分析

 松下 千雅子／著  人文書院 2009.10 930.2マ
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          ●貸出数・貸出期間● 
          図 書：１０冊 視聴覚資料：３点 いずれも１５日以内   
        ●利用時間● 火～日曜日 ９：００～１９：００ 
        ●休 業 日●  毎週月曜日、国民の祝日（土日は開業）、 
                  年末年始（１２／２９～１／３）、整理期間              
        ●電 話：０５２－９６２－２５１０ 
        ●Ｆ Ａ Ｘ：０５２－９６２－２６１０ 
        ●ホームページから検索・予約・貸出延長できます（要登録） 
         http://www.will.pref.aichi.jp/jyoholibrary/ 
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※このほかにも、ＬＧＢＴについての本を分類367.9の棚に多数所蔵しています。そちらもあわせてご覧ください。 

いい本いっぱいピヨ 
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