
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

LGBTと家族のコトバ LGBTER／著 双葉社 2018.12 367.9/ｴ

オレは絶対にワタシじゃない
トランスジェンダー逆襲の記

遠藤まめた／著 はるか書房 2018.7 367.9/ｴ

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／ほか編 日本評論社 2017.9 367.9/ｴ

ゲイカップルのワークライフバランス
性同性愛者のパートナー関係・親密性・生活

神谷悠介／著 新曜社 2017.12 367.9/ｶ

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 2017.7 367.9/ｷ

新同性愛って何?　改訂新版
わかりあうことから共に生きるために

伊藤悟／ほか著 緑風出版 2017.3 367.9/ｼ

ゲイだけど質問ある? 鈴掛真／著 講談社 2018.11 367.9/ｽ

カミングアウト 砂川秀樹／著 朝日新聞出版 2018.4 367.9/ｽ

ルポ同性カップルの子どもたち
アメリカ「ゲイビーブーム」を追う

杉山麻里子／著 岩波書店 2016.2 367.9/ｽ

同性婚のリアル 東小雪／ほか著 ポプラ社 2016.2 367.9/ﾋ

ハッピーエンドに殺されない 牧村朝子／著 青弓社 2017.10 367.9/ﾏ

百合のリアル 牧村朝子／著 星海社 2013.11 367.9/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 2016.2 916/ｲ

総務部長はトランスジェンダー
父として、女として

岡部鈴／著 文藝春秋 2018.6 916/ｵ

ちんちんのないお父さん 川崎和真／著 文芸社 2017.12 916/ｶ

自分らしく生きる
性別違和を乗り越えて

清水展人／著 インスパイア 2016.11 916/ｼ

男であれず、女になれない 鈴木信平／著 小学館 2017.4 916/ｽ

わたし、男子校出身です。 椿姫彩菜／著 ポプラ社 2008.6 916/ﾂ

カミングアウトそれから
「性同一性障害」つれづれなるままに

深田羊皇／著 クレイン 2017.12 916/ﾌ

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／ほか著 産業編集センター 2016.5 916/ﾐ
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◆LGBTの体験談、カミングアウト、疑問

決められた性別にサヨナラしませんか
～ ＬＧＢＴを受け入れる ～



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

多様な性を生きる人のための防災ガイドブック
性と人権ネットワー
クESTO

2017.10 D 369.3/ﾀ

Coming Out Story 梅沢　圭／監督
ビデオ工房ＡＫＡＭ
Ｅ

2013.9
DWﾋﾞ

/1732/1

ジェンダー・マリアージュ
全米を揺るがした同性婚裁判   愛する人を愛せる社会に

ベン・コトナー／ほか監
督

ユナイテッドピープ
ル

2016.8
DWﾕ

/1783/8

書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

事実婚・内縁 同性婚２人のためのお金と法律
法律・税金・社会保険からライフプランまで

今井多恵子／ほか共
著

日本法令 2015.12 324.6/ｼﾞ

同性婚や同性パートナーシップ制度の可能性と
課題

新・アジア家族法三国
会議／編

日本加除出版 2018.6 324.6/ﾄﾞ

パートナーシップ・生活と制度　増補改訂版
結婚、事実婚、同性婚

杉浦郁子／ほか編著 緑風出版 2016.9 324.6/ﾊﾟ

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 2017.11 324.8/ﾏ

「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 2016.5 367.9/ｴ

同性パートナーシップ証明、はじまりました。
渋谷区・世田谷区の成立物語と手続きの方法

エスムラルダ／ほか著 ポット出版 2015.12 367.9/ｴ

LGBTってなんだろう?
セクシュアル・マイノリティのためのハンドブック

藥師実芳／著 合同出版 2014.9 367.9/ｴ

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

2016.6 367.9/ｵ

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

合同出版 2016.11 367.9/ｺ

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 2016.7 367.9/ｾ

セクシュアル・マイノリティの法律相談
LGBTを含む多様な性的指向・性自認の法的問題

東京弁護士会性の平等に
関する委員会セクシュア
ル・マイノリティプロジェク
トチーム／編著

ぎょうせい 2016.12 367.9/ｾ

たたかうLGBT&アート
同性パートナーシップからヘイトスピーチまで,人権と表現を
考えるために

山田創平／ほか編 法律文化社 2016.3 367.9/ﾀ

同性パートナーシップ制度
世界の動向・日本の自治体における導入の実際と展望

棚村政行／ほか編著 日本加除出版 2016.12 367.9/ﾄﾞ

同性婚だれもが自由に結婚する権利
同性婚人権救済弁護
団／編

明石書店 2016.10 367.9/ﾄﾞ

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

2015.10 367.9/ﾅ

同性婚
私たち弁護士夫夫です

南和行／[著] 祥伝社 2015.7 367.9/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 2017.5 367.9/ﾑ

◆LGBTへのサポート、法律、制度



書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

行政書士のための新しい家族法務実務家養成
講座　　おひとりさま・LGBT・事実婚…この本で新しい家
族法務のプロになる。

渡邉愛里／著 税務経理協会 2018.10 324.6/ﾜ

ケーススタディ職場のLGBT
場面で学ぶ正しい理解と適切な対応

寺原真希子／編集代表 ぎょうせい 2018.11 336.4/ｹ

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 2015.8 336.4/ｼ

トランスジェンダーと職場環境ハンドブック
誰もが働きやすい職場づくり

東優子／ほか著
日本能率協会マネ
ジメントセンター

2018.4 336.4/ﾄ

LGBTを知る 森永貴彦／著
日本経済新聞出版
社

2018.4 336.4/ﾓ

LGBT法律相談対応ガイド
東京弁護士会LGBT法
務研究部／編著

第一法規 2017.2 367.9/ｴ

LGBTと女子大学
誰もが自分らしく輝ける大学を目指して

日本女子大学人間社会
学部LGBT研究会／編

学文社 2018.4 367.9/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 2016.3 367.9/ｴ

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 2016.7 367.9/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

白桃書房 2016.2 367.9/ｵ

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 2017.8 367.9/ﾅ

子どもの性同一性障害に向き合う
成長を見守り支えるための本

西野明樹／著 日東書院本社 2018.4 367.9/ﾆ

カミングアウト
LGBTの社員とその同僚に贈るメッセージ

ジョン・ブラウン／著 英治出版 2018.9 367.9/ﾌﾞ

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／ほか編
太郎次郎社エディ
タス

2007.12 367.9/ﾘ

LGBTウェディング
セクシャル・マイノリティ、ウェディング業界人のための入門
書

葛和フクエ／著 ビオ・マガジン 2017.1 385.4/ｸ

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 2017.6 493.9/ｺ

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

書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

セクシュアルマイノリティってなに? 日高庸晴／監修 少年写真新聞社 2017.1 K367/ｾ

「ふつう」ってなんだ?
LGBTについて知る本

ReBit／監修 学研プラス 2018.2 K367/ﾌ

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 2017.9 K367/ﾖ

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

2011.1 T 367/ｲ

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

◆家庭、職場、学校での対応　～カミングアウトされたら～

◆性別に悩むティーンズのあなたへ



性の多様性ってなんだろう? 渡辺大輔／著 平凡社 2018.6 T 367/ﾜ

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 少年写真新聞社 2015.12 T367.9/ｴ

13歳から知っておきたいLGBT+
アシュリー・マーデル／
著

ダイヤモンド社 2017.11 T367.9/ﾏ

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／ほか著 子どもの未来社 2016.8 T367/ｸ

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 子どもの未来社 2017.7 T367/ﾏ

恋の相手は女の子 室井舞花／著 岩波書店 2016.4 T367/ﾑ

わたしらしく、LGBTQ　1～４ ロバート・ロディ／著 大月書店 2017 T367/ﾛ

書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

片想い 東野圭吾／著 文芸春秋 2004.8 913.6/ﾋ

ナチュラル・ウーマン 松浦理英子／著 河出書房新社 1994.10 913.6/ﾏ

娘について キムヘジン／著 亜紀書房 2019.1 929.1/ｷ

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

ポット出版プラス 2016.12 E/ｳ

王さまと王さま リンダ・ハーン／絵と文 ポット出版 2015.8 E/ﾊ

にじいろのしあわせ
マーロン・ブンドのあるいちにち

マーロン・ブンド／作 岩崎書店 2018.12 E/ﾌﾞ

変化球男子 M.G.ヘネシー／作 鈴木出版 2018.10 K933/ﾍ

パレードへようこそ
マシュー・ウォーチャス
／監督

KADOKAWA 2015.12 DMｳ/1777

人生は小説よりも奇なり アイラ・サックス／監督
ソニー・ピクチャーズ
エンタテインメント

2016.10 DMｻ/1774

トランスアメリカ
ダンカン・タッカー 監
督，脚本

松竹 2007.1 DMﾀ/0949

ハイヒールの男
チャン ジン／監督，脚
本，製作

クロックワークス 2015.5 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

ポニーキャニオン 2015.3 DMﾌ/1735

キャロル トッド・ヘインズ／監督 KADOKAWA 2016.11 DMﾍ/1772

　　　　　　　◆◇◆　ウィルあいち情報ライブラリー　案内　◆◇◆

　　　　●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
　　　　　　　　

◆LGBTの映画、小説、絵本


