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書名 著者名 出版者 出版年

性同一性障害と戸籍
性別変更と特例法を考える　増補改訂版

針間克己／ほか著 緑風出版 2013 ３２４．８セ

ＬＧＢＴってなんだろう？
からだの性・こころの性・好きになる性

薬師実芳／ほか著 合同出版 2014 ３６７．９エ

Ｘジェンダーって何？
日本における多様な性のあり方

Ｌａｂｅｌ　Ｘ／編著 緑風出版 2016 ３６７．９エ

新同性愛って何？
わかりあうことから共に生きるために　改訂新版

伊藤悟／ほか著 緑風出版 2017 ３６７．９シ

性のあり方の多様性
一人ひとりのセクシュアリティが大切にされる社
会を目指して

二宮周平／編 日本評論社 2017 ３６７．９セ

現地レポート世界ＬＧＢＴ事情
変わりつつある人権と文化の地政学

フレデリック・マルテル
／著、林はる芽／訳

岩波書店 2016 ３６７．９マ

ＬＧＢＴを読みとく
クィア・スタディーズ入門

森山至貴／著 筑摩書房 2017 ３６７．９モ

トランスジェンダーの心理学
多様な性同一性の発達メカニズムと形成

佐々木掌子／著 晃洋書房 2017 ４９３．７サ

性同一性障害の医療と法
医療・看護・法律・教育・行政関係者が知ってお
きたい課題と対応

南野知惠子／代表編、
川崎政司、針間克己／
編著

 メディカ出版 2013 ４９３．７セ

書名 著者名 出版者 出版年

いろいろな性、いろいろな生きかた　１～３ 渡辺大輔／監修 ポプラ社 2016 K ３６７イ

ゲイのボクから伝えたい「好き」の？がわかる本
みんなが知らないＬＧＢＴ

石川大我／著
太郎次郎社エ
ディタス

2011 T ３６７イ

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 T ３６７ク

もっと知りたい！話したい！セクシュアルマイノ
リティ　１～３

日高庸晴／著 汐文社
2015

|
2016

T ３６７ヒ

ふたりのママから、きみたちへ
東小雪、増原裕子／著
１００％ＯＲＡＮＧＥ／装画・
挿画

イースト・プレス 2013 T ３６７ヒ

マンガレインボーＫｉｄｓ
知ってる？ＬＧＢＴの友だち

手丸かのこ／マンガ 、金子
由美子／解説監修 子どもの未来社 2017 T ３６７マ

恋の相手は女の子 室井舞花／著 岩波書店 2016 T ３６７ム

請求記号

★ＬＧＢＴについて学ぶ

★教育現場や家庭で性の多様性を教える

請求記号

多様な「性」を知ろう
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よくわかるＬＧＢＴ
多様な「性」を理解しよう

藤井ひろみ／監修 ＰＨＰ研究所 2017 K ３６７ヨ

わたしらしく、ＬＧＢＴＱ 　１～４
ロバート・ロディ、ローラ・
ロス／著、上田勢子／訳
ＬＧＢＴ法連合会／監修

大月書店 2017 T ３６７ロ

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エ

ＬＧＢＴサポートブック
学校・病院で必ず役立つ

はたちさこ／ほか編著 保育社 2016 ３６７．９エ

ＬＧＢＴ問題と教育現場
いま、わたしたちにできること

早稲田大学教育総合
研究所／監修

学文社 2015 ３６７．９エ

ＬＧＢＴＱを知っていますか？
“みんなと違う”は“ヘン”じゃない

日高庸晴／監著、星野
慎二／ほか著

少年写真新聞社 2015 T ３６７．９エ

ＬＧＢＴＢＯＯＫ
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 T ３６７．９エ

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／ほか著　金成希／訳 白桃書房 2016 ３６７．９オ

ＬＧＢＴのＢです
意外とやさしい社会でした

きゅうり／著 総合科学出版 2017 ３６７．９キ

カラフルなぼくら
６人のティーンが語る、ＬＧＢＴの心と体の遍歴

スーザン・クークリン／著、
浅尾敦則／訳 ポプラ社 2014 ３６７．９ク

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コ

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（ＹＥＰ）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

性の“幸せ”ガイド
若者たちのリアルストーリー  新版

関口久志／著 エイデル研究所 2017 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
エンパワメントにつながるネットワークの構築にむ
けて　増補版

加藤慶、渡辺大輔／編
著、青木真実／ほか著

開成出版 2012 ３６７．９セ

封じ込められた子ども、その心を聴く
性同一性障害の生徒に向き合う

中塚幹也／著 ふくろう出版 2017 ３６７．９ナ

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ニ

ＬＧＢＴＱってなに？
セクシュアル・マイノリティのためのハンドブック

ケリー・ヒューゲル／
著、上田勢子／訳

明石書店 2011 T ３６７．９ヒ

１３歳から知っておきたいＬＧＢＴ＋
アシュリー・マーデル／
著、須川綾子／訳

ダイヤモンド社 2017 T ３６７．９マ

教育とＬＧＢＴＩをつなぐ
学校・大学の現場から考える

三成美保／編著 青弓社 2017 ３７４．９キ

性別に違和感がある子どもたち
トランスジェンダー・ＳＯＧＩ・性の多様性

康純／編著 合同出版 2017 ４９３．９コ

スカートはかなきゃダメですか？
ジャージで学校

名取寛人／著 理論社 2017 T ７６９．９ナ
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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、
前田和男／訳監修

ポット出版プラス 2016 Ｅウ

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、真野豊／訳

ポット出版 2015 Ｅハ

たまごちゃん、たびにでる

フランチェスカ・パルディ／
文、ドリアーノ・スリス、おお
にしよしみ／訳　アルタン／
絵

イタリア会館出
版部

2013 Ｅバ

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 Ｅリ

書名 著者名 出版者 出版年

この１冊でポイントがわかるダイバーシティの教
科書

前川孝雄／ほか著 総合法令出版 2015 ３３６．４コ

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／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ＬＧＢ
Ｔ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ＬＧＢ
Ｔ入門

虹色ダイバーシ
ティ

2014 D ３３６．４ジ

ダイバーシティとマーケティング
ＬＧＢＴの事例から理解する新しい企業戦略

四元正弘、千羽ひとみ
／著

宣伝会議 2017 ３３６．４ヨ

セクシュアル・マイノリティへの心理的支援
同性愛、性同一性障害を理解する

針間克己、平田俊明／
編著

岩崎学術出版社 2014 ３６７．９セ

書名 著者名 出版者 出版年

カップルのための「親愛信託」
理想・希望通りの財産管理を実現する！

松尾陽子／著 日本法令 2017 ３２４．８マ

ＬＧＢＴのひろば
セクシュアリティのバリアを超えて等身大の自分
をみつける物語

大塚隆史、城戸健太郎
／編

日本評論社 2017 ３６７．９エ

ふたりで安心して最後まで暮らすための本
同性パートナーとのライフプランと法的書面

永易至文／著
太郎次郎社エ
ディタス

2015 ３６７．９ナ

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
太郎次郎社エ
ディタス

2012 ３６７．９ナ

レズビアン・アイデンティティーズ 堀江有里／著 洛北出版 2015 ３６７．９ホ

ハッピーエンドに殺されない 牧村朝子／著 青弓社 2017 ３６７．９マ

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マ

★職場でＬＧＢＴの人をサポートする

請求記号

★自分の性や同性カップルの生活に悩んだ時に

請求記号
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同性愛は「病気」なの？
僕たちを振り分けた世界の「同性愛診断法」クロ
ニクル

牧村朝子／著  星海社 2016 ３６７．９マ

同性婚
私たち弁護士夫夫です

南和行／著 祥伝社 2015 ３６７．９ミ

孤独な世界の歩き方
ゲイの心理カウンセラーの僕があなたに伝えた
い７つのこと

村上裕／著 イースト・プレス 2017 ３６７．９ム

書名 著者名 出版者 出版年

同性婚のリアル 東小雪、増原裕子／著 ポプラ社 2016 ３６７．９ヒ

まずは、ゲイの友だちをつくりなさい
ＬＧＢＴ初級講座

松中権／著 講談社 2015 ３６７．９マ

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 ９１６イ

ちんちんのないお父さん 川崎和真／著 文芸社 2017 ９１６カ

自分らしく生きる
性別違和を乗り越えて

清水展人／著、後藤邦
子、吉田万里／共著

インスパイア 2016 ９１６シ

男であれず、女になれない 鈴木信平／著 小学館 2017 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 ９１６ナ

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 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 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 ９１６ミ

同性婚で親子になりました。 八木裕太／著 ぶんか社 2017 ９１６ヤ

男になりたい！ 山岸ヒカル／著 中経出版 2013 ９１６ヤ

夫夫円満
ＨＵＳＢＡＮＤＳ

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 ９３６リ

請求記号

★当事者のリアルな声をきく

●ウィルあいち情報ライブラリー利用案内●

貸出点数／期間 図書：１０冊 ＡＶ資料：３点／１５日以内

（行政資料・雑誌・一部ＡＶ資料は館内のみ）

情報ライブラリー利用時間 火～日：９：００～１９：００

問い合わせ先 電話 ０５２－９６２－２５１０（名古屋市東区上竪杉町１）

発行：愛知県女性総合センター情報ライブラリー


