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われら勝ち得し世界
セクシュアリティの歴史と親密性の倫理

ジェフリー・ウィークス
／著

弘文堂 2015 ３６７．９ウ

同性愛と異性愛
風間孝,
河口和也／著

岩波書店 2010 ３６７．９カ

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 ３６７．９コ

セクシュアリティの戦後史 小山静子／ほか編
京都大学学術出版
会

2014 ３６７．９セ

ゲイの誕生　同性愛者が歩んだ歴史 匠雅音／著 彩流社 2013 ３６７．９タ

LGBTヒストリーブック
絶対に諦めなかった人々の100年の闘い

ジェローム・ポーレン
／著

サウザンブックス社 2019 Ｔ３６７．９ポ

<男性同性愛者>の社会史
アイデンティティの受容クローゼットへの解放

前川直哉／著 作品社 2017 ３６７．９マ

誰かの理想を生きられはしない
とり残された者のためのトランスジェンダー史

吉野靫／著 青土社 2020 ３６７．９ヨ
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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 ３２４．６ド

同性婚、あなたは賛成?反対?
フランスのメディアから考える

浅野素女／著
パド・ウィメンズ・オ
フィス

2014 ３６７．９ア

LGBTをめぐる法と社会 谷口洋幸／編著 日本加除出版 2019 ３６７．９エ

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 ３６７．９エ

「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／著 ポット出版 2015 ３６７．９エ

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

明石書店 2015 ３６７．９サ

知らないでは済まされない!LGBT実務対応
Q&A 職場・企業、社会生活、学校、家庭での解決指針

帯刀康一／編著 民事法研究会 2019 ３６７．９シ

セクシュアリティと法 身体・社会・言説との交錯 谷口洋幸／編 法律文化社 2017 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 ３６７．９セ

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，
中川重徳／編著

日本加除出版 2016 ３６７．９ド

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 ３６７．９ド

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ド

日本と世界のLGBTの現状と課題
SOGIと人権を考える

LGBT法連合会／編 かもがわ出版 2019 ３６７．９ニ
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◆性的マイノリティへの社会的差別と戦いの歴史

◆性的マイノリティの権利擁護の取り組み

性的マイノリティの人権を考える
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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 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 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 ３３６．４ト

法律家が教えるLGBTフレンドリーな職場づく
りガイド
従業員が安心して実力を発揮できる職場をつくるために

LGBTとアライのため
の法律家ネットワーク
／著

法研 2019 ３３６．４ホ

LGBTを知る 森永貴彦／著 日本経済新聞出版社 2018 ３３６．４モ

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／著 宣伝会議 2017 ３３６．４ヨ

LGBTIの雇用と労働
当事者の困難とその解決方法を考える

三成美保／編著 晃洋書房 2019 ３６６．３エ

LGBTとハラスメント
神谷悠一,
松岡宗嗣／著

集英社 2020 ３６７．９カ
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LGBTってなんだろう?
自認する性・からだの性・好きになる性・表現する性

藥師実芳／ほか著 合同出版 2019 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 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 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

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

加藤慶，
渡辺大輔／編著

開成出版 2012 ３６７．９セ

はじめよう!SOGIハラのない学校・職場づくり
性の多様性に関するいじめ・ハラスメントをなくすために

「なくそう!SOGIハラ」実
行委員会／編

大月書店 2019 ３６７．９ハ

みんな大切!　多様な性と教育 ローリ・ベケット／編集 新科学出版社 2011 ３６７．９ミ
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

LGBTQ+の児童・生徒・学生への支援
教育現場をセーフ・ゾーンにするために

葛西真記子／編著 誠信書房 2019 ３７１．４エ

LGBTQの子どもへの学校ソーシャルワーク
エンパワメント視点からの実践モデル

寺田千栄子／著 明石書店 2020 ３７１．４テ

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

パワポLGBTQをはじめとするセクシュアルマ
イノリティ授業

日高庸晴／監著 少年写真新聞社 2019 ３７５．４パ

マンガワークシートで学ぶ多様な性と生
ジェンダー・LGBTQ・家族・自分について考える

渡辺大輔／著 子どもの未来社 2019 ３７５．４ワ

※新型コロナウィルス感染症対策のため、利用時間等を一部制限している場合があります。詳しくはお問い合わせください。

◆職場での性的マイノリティ対応

◆教育現場での性的マイノリティ対応
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