
書　名 著者名 出版者名 出版年⽉
⾃分らしく働くＬＧＢＴの就活・転職の不安が
解消する本 星　賢人／著 翔泳社 202003

ひとりひとりの「性」を⼤切にする社会へ 遠藤　まめた／著 新日本出版 202001
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　よくわかるステップバイス
テップ

ＬＧＢＴとアライのための法律
家ネットワーク／著　藤田　直
介／編著　東　由紀／編著

法研 201912

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　北丸
雄二／訳

サウザンブック
ス社 201912

パパは⼥⼦⾼⽣だった　⼥の⼦だったパパが最
⾼裁で逆転勝訴してつかんだ家族のカタチ 前田　良／著 明石書店 201910

夢をあきらめないで　６８歳で性別適合手術 三土　明笑／著 現代書館 201909

トランスジェンダーの私がボクサーになるまで トーマス・ページ・マクビー／著
⼩林　玲⼦／訳

毎日新聞出
版 201908

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　改訂新版

藥師　実芳／著　笹原　千奈
未／著　古堂　達也／著　⼩
川　奈津⼰／著

合同出版 201905

ナタンと呼んで　少⼥の⾝体で⽣まれた少年
カトリーヌ・カストロ／原作　カン
タン・ズゥティオン／作画　原
正人／訳

花伝社 201904

虹⾊ジャーニー　⼥と男と、時々ハーフ 浅沼　智也／著 文芸社 201904
１２階から⾶び降りて⼀度死んだ私が伝えた
いこと モカ／著　⾼野　真吾／著 光文社 201904

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　ＢＯＯ
ＫＳ 201903

ペニスカッター　性同⼀性障害を救った医師の
物語

和田　耕治／著　深町　公美
⼦／著 方丈社 201902

はじめて学ぶＬＧＢＴ　基礎からトレンドまで
スッキリわかる︕ 石田　仁／著 ナツメ社 201902

ＬＧＢＴと家族のコトバ ＬＧＢＴＥＲ／著 双葉社 201812
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　セクシュアル・マイノリ
ティ

寺原　真希⼦／編集代表　東
京表参道法律事務所／編著 ぎょうせい 201811

性とジェンダー　個と社会をめぐるサイエンス 日経サイエンス編集部／編 日経サイエンス 201808
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 201807

総務部⻑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 201806

⼦どもの性同⼀性障害に向き合う　成⻑を⾒
守り支えるための本 ⻄野　明樹／著 日東書院本

社 201804

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／著　虹⾊ダイバーシ
ティ／著　ＲｅＢｉｔ／著

日本能率協
会マネジメント
センター

201804

ＬＧＢＴを知る 森永　貴彦／著 日本経済新
聞出版社 201804

ちんちんのないお⽗さん 川崎　和真／著 文芸社 201712

一　般　書



書　名 著者名 出版者名 出版年⽉
一　般　書

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 201711
ハッピーエンドに殺されない 牧村 朝⼦／著 ⻘⼸社 201710
だから、居場所が欲しかった。 。　バンコク、コー
ルセンターで働く日本人 水谷 竹秀／著 集英社 201709

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 201708

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 201708

ぼくのほんとうの話 うさき こう／著 幻冬舎コミック 201707
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 201707
人間の居場所 田原 牧／著 集英社 201707
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 201706

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 ⻘⼸社 201705

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 201705

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 201703
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／著 緑風出版 201703

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　どんなカップル
にも、幸せな結婚式を挙げる権利があります︕

葛和 フクエ／著 ビオ・マガジン 201701

先⽣に知ってもらいたい多様な性

プラウド岡山
×　岡山市教
育委員会事
務局指導課

2017

セクシュアル・マイノリティの法律相談  ＬＧＢ
Ｔ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 201612

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 201611

LGBTだけじゃ、ない!「性別」のハナシ 新井 祥／著 ぶんか社 201611
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 廣済堂出版 201609

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 201607

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／著 産業編集セン

ター 201605

「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 201605

⼥どうしで⼦どもを産むことにしました 東 ⼩雪／著 KADOKAWA 201604
恋の相手は⼥の⼦ 室井 舞花／著 岩波書店 201604
LGBTサポートブック  学校・病院で必ず役⽴
つ はた ちさこ／編著 保育社 201603

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 201602



書　名 著者名 出版者名 出版年⽉
一　般　書

同性婚のリアル 東 ⼩雪／著 ポプラ社 201602
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／著 白桃書房 201602

にじ⾊の本棚  ＬＧＢＴブックガイド 原 ミナ汰／編著 三⼀書房 201601
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 201601

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 201512

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 201512

オトコに恋するオトコたち  誰も教えてくれなかっ
たセクシュアル・マイノリティの世界 ⻯ 超／著 ⽴東舎 201511

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 201510

ありのままの私 安冨 歩／著 ぴあ 201508
同性婚  私たち弁護士夫夫です 南 和⾏／[著] 祥伝社 201507
セクシュアリティをことばにする  上野千鶴⼦対
談集 上野 千鶴⼦／著 ⻘土社 201505

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 201505

カミングアウト  トランスジェンダーの夫との離婚
狂想曲 松本 美⼦／著 幻冬舎メディア

コンサルティン 201503

学校の中の「性別違和感」を持つ⼦ども  性同
⼀性障害の⽣徒に向き合う 中塚 幹也／著 [中塚幹也] 201501

LGBTってなんだろう?  からだの性・こころの性・
好きになる性 藥師 実芳／著 合同出版 201409

同居人の美少⼥がレズビアンだった件。 ⼩池 みき／著 イースト・プレス 201409
カラフルなぼくら  ６人のティーンが語る、ＬＧ
ＢＴの⼼と体の遍歴 スーザン・クークリン／著 ポプラ社 201407

夫夫円満  ＨＵＳＢＡＮＤＳ パトリック・ジョセフ・リネハン／著 東洋経済新
報社 201407

リオとタケル 中村 安希／著 集英社イン
ターナショナル 201406

僕らは、⾃分の⽣きたい人⽣を⽣きることがで
きる  ＧＩＤ当事者であるまえに、ひとりの人
間として伝えたいこと

澤岻 良⼼／著 ゴマブックス 201403

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 201402

究極の愛について語るときに僕たちの語ること コエヌマ カズユキ／著 ⻘⽉社 201402
男に⽣まれて、⼥になって、結婚もできました。 吉井 奈々／著 日本文芸社 201312
性について語ろう  ⼦どもと⼀緒に考える 池上 千寿⼦／著 岩波書店 201306
男になりたい! 山岸 ヒカル／著 中経出版 201305

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 201302

性同⼀性障害って何︖  ⼀人⼀人の性のあり
ようを⼤切にするために　増補改訂版 野宮　亜紀／著 緑風出版 201103



書　名 著者名 出版者名 出版年⽉
一　般　書

ぼく、⻑⼥です。 諭吉／著 ヨシモトブックス 201003
私と僕が⽣きた道  性同⼀性障害と向き合っ
た２９年 流星／著 幻冬舎 201002

ゲイ・アイデンティティ  抑圧と解放 デニス・アルトマン／著 岩波書店 201001
あなたが「僕」を知ったとき 性同⼀性障害、知
られざる治療の真実 前田　健裕／著 文芸社 200911

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 200910

ボクの彼⽒はどこにいる︖ 石川　⼤我／〔著〕 講談社 200903
同性パートナー⽣活読本  同居・税⾦・保険
から介護・死別・相続まで 永易　至文／著 緑風出版 200903

男になりタイ︕  私の彼⽒は元オンナ 竹内　佐千⼦／著 メディアファクト
リー 200808

わたし、男⼦校出⾝です。 椿姫　彩菜／著 ポプラ社 200806
１４歳のカミングアウト  性同⼀性障害を乗り
越えて 三峰　有⽣／著 ポプラ社 200806

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／編 太郎次郎社エ

ディタス 200712

『性別が、ない︕』ということ。 新井　祥／著 ぶんか社 200711
変えてゆく勇気  「性同⼀性障害」の私から 上川　あや／著 岩波書店 200702
⼥に⽣まれて男で⽣きて  ⼥⼦サッカー元日本
代表エースストライカーと性同⼀性障害 水間　百合⼦／著 河出書房新

社 200610

性的マイノリティの基礎知識 ヴァネッサ・ベアード／著 作品社 200509
ジェンダー・フリーで楽しむこどもと⼤人の絵本の
時間 草谷　桂⼦／著 学陽書房 200207
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