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1
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/G34 LGBT

2 カミングアウト 砂川秀樹著 朝日新聞出版 2018 367.9/Ka37 LGBT

3
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/Ka62 LGBT

4
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/Ko21 LGBT

5 境界を生きる : 性と生のはざまで 毎日新聞「境界を生きる」取材班著 毎日新聞社 2013 367.9/Ky4 LGBT

6 LGBTサポートブック : 学校・病院で必ず役立つ
はたちさこ,藤井ひろみ,桂木祥子編

著
保育社 2016 367.9/L59 LGBT

7
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 367.9/L59 LGBT

8
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 367.9/L59 LGBT

9
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,クリス
ティン・ルッソ著;金成希訳

白桃書房 2016 367.9/L59 LGBT

10
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/Mi44 LGBT

11 セクシュアルマイノリティの教科書 桜井秀人著 銀聲舎出版会 2015 367.9/Se45 LGBT

12 わたしらしく、LGBTQ 1 : 多様な性のありかたを知ろう
ロバート・ロディ,ローラ・ロス著;上田

勢子訳
大月書店 2017 367.9/W47 LGBT

13 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 367.97/L59 LGBT

14 LGBTと家族のコトバ LGBTER著 双葉社 2018 367.97/L59 LGBT

15 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 367.97/N71 LGBT

16 そうだったのかLGBT : 歴史的な第一歩をともに踏み出そう LGBT理解増進会著 エピック 2018 367.97/So15 LGBT

17
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 367.98/Ko21 LGBT

18
少女雑誌に見る「少女」像の変遷 : マンガは「少女」をどのよ
うに描いたのか

中川裕美著 出版メディアパル 2013 050/Sh96 ジェンダー

19
不道徳お母さん講座 : 私たちはなぜ母性と自己犠牲に感動
するのか

堀越英美著 河出書房新社 2018 150.21/F52 ジェンダー

20 歴史を読み替えるジェンダーから見た日本史 久留島典子,長野ひろ子,長志珠絵編 大月書店 2015 210/R25 ジェンダー

21 ジェンダー法学入門 第2版 三成美保[ほか]著 法律文化社 2015 321/J36 ジェンダー

22
パートナーシップ・生活と制度 : 結婚、事実婚、同性婚 増補
改訂版

杉浦郁子,野宮亜紀,大江千束編著 緑風出版 2016 324.62/P27 ジェンダー

23 メディアとジェンダー
国広陽子, 東京女子大学女性学研

究所編
勁草書房 2012 361.4/Me14 ジェンダー

24 ジェンダーで学ぶ社会学  全訂新版 伊藤公雄,牟田和恵編 世界思想社 2015 361/J36 ジェンダー

25 母から娘へ--ジェンダーの話をしよう
権仁淑著;中野宣子訳;大越京子まん

画
梨の木舎 2011 367.2/H14 ジェンダー

26 イジェアウェレへ : フェミニスト宣言、15の提案
チママンダ・ンゴズィ・アディーチェ著;

くぼたのぞみ訳
河出書房新社 2019 367.2/I29 ジェンダー

27 女性学・男性学 : ジェンダー論入門 第3版 伊藤公雄,樹村みのり,國信潤子著 有斐閣 2019 367.2/J76 ジェンダー

28 オンナらしさ入門(笑) 小倉千加子著 イースト・プレス 2012 367.2/O66 ジェンダー

29 政治とジェンダーのあいだ 三宅義子著 ドメス出版 2014 367.2/Se17 ジェンダー

30 しゃべり尽くそう!私たちの新フェミニズム 望月衣塑子[ほか]著 梨の木舎 2018 367.2/Sh11 ジェンダー

31 無頼化した女たち 水無田気流著 亜紀書房 2014 367.21/B91 ジェンダー

32 貴様いつまで女子でいるつもりだ問題 ジェーン・スー著 幻冬舎 2014 367.21/Ki55 ジェンダー

33
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 367.97/Se19 ジェンダー

34 ボーイズ : 男の子はなぜ「男らしく」育つのか レイチェル・ギーザ著;冨田直子訳 DU BOOKS 2019 367/B69 ジェンダー

35 ジェンダー・スタディーズ : 女性学・男性学を学ぶ 牟田和恵編 大阪大学出版会 2015 367/J36 ジェンダー
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36
中学生からの愛の授業 : 学校が教えてくれない「愛と性」の
話をしよう

宮台真司著 コアマガジン 2015 159/C62 性教育

37 あっ!そうなんだ!性と生 : 幼児・小学生そしておとなへ 浅井春夫[ほか]編著;勝部真規子絵 エイデル研究所 2014 367.9/A95 性教育

38 中高生に贈る現代性教育読本 : 充実した人生を送るために 永合正和著 文芸社 2013 367.9/C64 性教育

39 男子の性教育 : 柔らかな関係づくりのために 村瀬幸浩著 大修館書店 2014 367.9/D38 性教育

40 誰も教えてくれない大人の性の作法 (メソッド) 坂爪真吾,藤見里紗著 光文社 2017 367.9/D41 性教育

41 はなそうよ!恋とエッチ : みつけよう!からだときもち すぎむらなおみ+えすけん著 生活書院 2014 367.9/H28 性教育

42
大学生の学びをつくる : ハタチまでに知っておきたい性のこ
と

橋本紀子,田代美江子,関口久志編 大月書店 2014 367.9/H41 性教育

43 ジェームズ・ドーソンの下半身入門 : まるごと男子!読本
ジェームズ・ドーソン著;スパイク・

ガーレルイラスト;藤堂嘉章訳
太郎次郎社エディタス 2015 367.9/J18 性教育

44 感染症医が教える性の話 岩田健太郎著 筑摩書房 2016 367.9/Ka59 性教育

45 暮らしの中の性教育 増補版 安達倭雅子著 北海道新聞社 2009 367.9/Ku55 性教育

46
大人になる前に知る命のこと : 心と体の変化・思春期・自分
らしく生きる

加納尚美編著 ぺりかん社 2019 367.9/O86 性教育

47 心とからだの健康 : 特集いま、学校に求められる性教育 学校保健教育研究会編集 健学社 2015 367.9/To43 性教育

48 つつみかわあまるの独りよがりの性教育 池田稔著 ルネッサンス・アイ 2014 367.9/Ts94 性教育

49
生まれてよかった! : 子どもにいのちの大切さを伝える楽しい
性教育の進め方

青木智恵子著 黎明書房 2012 367.9/U63 性教育

50 少女のための性の話 三砂ちづる著 ミツイパブリッシング 2018 367.99/Sh96 性教育

51 セックスと障害者 坂爪真吾著 イースト・プレス 2016 378/Se44 性教育

52 からだのしくみとはたらき
グウィン・ビバース文 ; サラ・プーリー

絵 ; 小林登, 中山知子共訳
西村書店 2000 491.3/Ka62 性教育

53
今若者が危ない性感染症 : 青少年のための性感染症の基
礎知識 増補版

石和久著 慧文社 2016 494/I46 性教育

54
クリトリス革命 : ジェンダー先進国フランスから学ぶ「わたし」
の生き方

アレクサンドラ・ユバン,カロリーヌ・ミ
シェル著;永田千奈訳

太田出版 2018 598.2/Ku67 性教育

55 日本の女性議員 : どうすれば増えるのか 三浦まり編著 朝日新聞出版 2016 314/N71 男女共同参画

56 ライフステージと法 第6版 副田隆重[ほか]著 有斐閣 2012 320/R12 男女共同参画

57 考えよう!女性活躍社会 3 : データでみる女性活躍社会 孫奈美編;3). 汐文社 2017 366.38/Ka54 男女共同参画

58 働く女子の運命 濱口桂一郎著 文藝春秋 2015 366/H42 男女共同参画

59 ウーマン・イン・バトル : 自由・平等・シスターフッド!
マルタ・ブレーン文;イェニー・ヨルダ

ル絵;枇谷玲子訳
合同出版 2019 367.2/U63 男女共同参画

60 男女共同参画社会と市民 藤原千賀著 武蔵野大学出版会 2012 367.21/D37 男女共同参画

61
女性にやさしい日本になれたのか : 終わらない「アグネス子
育て論争」

アグネス・チャン著 潮出版社 2014 367.21/J76 男女共同参画

62 専業主婦になりたい女たち 白河桃子著 ポプラ社 2014 367.3/Se64 男女共同参画

63 プリンセス願望には危険がいっぱい
ペギー・オレンスタイン[著];日向やよ

い訳
東洋経済新報社 2012 367.6/P97 男女共同参画

64
どうして、男と女はすれちがう? : 妻から母へ、夫から父にな
るとき+現役のあとに

岡崎勝編著 ; 貴戸理恵 [ほか] 著 ジャパンマシニスト社 2019.5 370.5/D88 男女共同参画

65
女性教師だからこその教育がある! : 多賀一郎と考えるこれ
からの教師論

多賀一郎,藤木美智代,宇野弘恵著 学事出版 2016 374.3/J76 男女共同参画

66 男が育休を取ってわかったこと 池田大志著 セブン&アイ出版 2014 599/O86 男女共同参画

67 ある奴隷少女に起こった出来事
ハリエット・アン・ジェイコブズ著;堀越

ゆき訳
大和書房 2013 289/A79 ハラスメント

68 なぜ、それが無罪なのか!? : 性被害を軽視する日本の司法 伊藤和子[著] ディスカヴァー・トゥエンティワン 2019 326.22/N59 ハラスメント

69 エロスと「わいせつ」のあいだ : 表現と規制の戦後攻防史 園田寿,臺宏士著 朝日新聞出版 2016 326/E68 ハラスメント

70
ストーカー病 : 歪んだ妄想の暴走は止まらない : 「恨みの中
毒症状」の治療なしに、被害者は減らせない

福井裕輝著 光文社 2014 326/Su84 ハラスメント

71 男性の非暴力宣言 : ホワイトリボン・キャンペーン 多賀太,伊藤公雄,安藤哲也著 岩波書店 2015 367.3/D38 ハラスメント
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72
ドメスティック・バイオレンスサバイバーマニュアル : 自由へ
の羽ばたき

ウェンディ・スーザン・ディートン,マイ
ケル・ハーティカ著;柿木和代訳

明石書店 2005 367.3/D85 ハラスメント

73
DVはなおる 続 : 被害・加害当事者が語る「傷つけない支
援」

日本家族再生センター編;味沢道明,
中村カズノリ著

ジャパンマシニスト社 2018 367.3/D99 ハラスメント

74 デートDVと学校 : "あした"がある 高橋裕子編著 エイデル研究所 2010 367.6/D65 ハラスメント

75 虐待される子どもたち 丸田桂子著 幻冬舎ルネッサンス 2009 367.6/G99 ハラスメント

76
困った身近なトラブル解決Ｑ＆Ａ BOOK 3 : DV(ドメスティッ
ク・バイオレンス)・子ども・いじめ

須田諭一編著 メトロポリタンプレス 2012 367.6/Ko61 ハラスメント

77
授業で活用できる高校生のためのDV、デートDV予防教育プ
ログラム

須賀朋子著 かりん舎 2017 367.68/J92 ハラスメント

78
10代のセルフケア 8 : がまんしないで、性的な不快感 : セク
ハラと性別による差別

ビクトリア・ショー著;小形恵訳 大月書店 2008 367.9/G18 ハラスメント

79 男の子を性被害から守る本
J.サツーロ,R.ラッセル,P.ブラッドウェ

イ著;三輪妙子訳
築地書館 2004 367.9/O86 ハラスメント

80
ネパールの人身売買サバイバーの当事者団体から学ぶ :
家族、社会からの排除を越えて

田中雅子著
Sophia University Press上智大学出

版
2017 368.4/N65 ハラスメント

81 性犯罪被害とたたかうということ 小林美佳著 朝日新聞出版 2010 368.4/Se17 ハラスメント

82
つながる話すともに歩む : 性暴力をなくすために一人ひとり
ができること : 性暴力救援センター全国連絡会主催　第3回
全国研修会講演録

レジリエンス編 レジリエンス 2012 368.6/Ts75 ハラスメント

83
日本社会は10代の少女を性的搾取からどう守るのか? : 台
湾の先駆的取り組みから学ぶ

性暴力救援センター全国連絡会 2017 368.6/Z3 ハラスメント

84 ミズーラ : 名門大学を揺るがしたレイプ事件と司法制度 ジョン・クラカワー著;菅野楽章訳 亜紀書房 2016 368.64/Mi96 ハラスメント

85 BLUE HEART (ブルー・ハート) ライトハウス原作;Coo作画
人身取引被害者サポートハウスライ

トハウス
2015 369.4/B59 ハラスメント

86
犯罪被害を受けた子どものための支援ガイド : 子どもと関わ
るすべての大人のために

ピート・ウォリス著 金剛出版 2016 369.4/H29 ハラスメント

87
子どもが守られる社会に = To the society where children
are protected

後藤啓二著 エピック 2019 369.4/Ko21 ハラスメント

88 なくそう!スクール・セクハラ : 教師のためのワークショップ

神戸大学大学院人間発達環境学研
究科ヒューマン・コミュニティ創成研
究センター、ジェンダー研究・学習支

援部門編

かもがわ出版 2009 374/N46 ハラスメント

89
なぜ防げない?スクール・セクシュアル・ハラスメント : アン
ケート調査に見る教職員の実態

徳永恭子[著] ひろしま女性学研究所 2012 374/N59 ハラスメント

90 夫婦親子男女の法律知識　第3版 夫婦親子男女の法律知識 自由国民社 2016 324.6/F53 法律

91 ジェンダー・雇用と社会保障法 日本社会保障法学会編;第29号). 日本社会保障法学会 2014 364/J36 法律

92 雇用社会の25の疑問 : 労働法再入門 大内伸哉著 弘文堂 2017 366.14/Ko97 法律

93 変革の鍵としてのジェンダー : 歴史・政策・運動 落合恵美子,橘木俊詔編著 落合恵美子 2015 367.2/H52 法律

94 危機をのりこえる女たち : DV法10年、支援の新地平へ 戒能民江編著 信山社 2013 367.2/Ki22 法律

95 どうなってるんだろう?子どもの法律 : 一人で悩まないで! 山下敏雅,渡辺雅之編著 山下敏雅 2017 367.68/D65 法律

96 クィアと法 : 性規範の解放/開放のために
綾部六郎,池田弘乃編著;関修[ほか]

著
日本評論 2019 367.9/Ku23 法律

97 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/L59 法律

98 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 367.9/L59 法律

99
「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/L59 法律

100
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/Se45 法律


