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　　ＬＧＢＴ、きほんのき
請求記号 タイトル 著者名 出版社 発行年

367.97/ﾏｲ 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

毎日新聞社 2013

367.1/ﾅｼ ジェンダー革命
：ナショナルジオグラフィック日本版　2017年１月号

ナショナル
ジオグラフィック∥編

日経ナショナルジオグ
ラフィック社

2016

367.97/ﾓﾘ ＬＧＢＴを読みとく：クィア・スタディーズ入門 森山至貴 筑摩書房 2017

367.97/ｴﾙ 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
ｸ出版ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ∥編著

弘文堂 2016

367.97/ｵｵ 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
るﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ∥著

弁護士会館ブックセン
ター出版部ＬＡＢＯ

2016

367.97/ﾔｸ 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 合同出版 2014

367.97/ﾋﾀﾞ 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

　　子どもと読むＬＧＢＴ
請求記号 タイトル 著者名 出版社 発行年

わたしらしく、ＬＧＢＴＱ
　1　多様な性のありかたを知ろう

　2　家族や周囲にどう伝える？

　3　トランスジェンダーってなに？

　4　心とからだを大切にしよう

いろいろな性、いろいろな生きかた
　1　いろいろな性ってなんだろう？

　2　だれもが楽しくすごせる学校

　3　ありのままでいられる社会

もっと知りたい!話したい!セクシュアルマイノリティ

　1　セクシュアルマイノリティについて

　2　わたしの気持ち、みんなの気持ち

　3　未来に向かって

K367.9/ｸｫ 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 子どもの未来社 2016

K367.97
/ｲｼ

ゲイのボクから伝えたい「好き」の？がわかる本
：みんなの知らないＬＧＢＴ

石川大我 太郎次郎社エディタス 2011

K367.99
/ｾｸ/5

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

K367.97
/ﾛﾃ/1～4

K367.97
/ｲﾛ/1～3

K367.97
/ﾋﾀ/1～3

ロバート  ロディ、
ローラ・ロス∥著
LGBT法連合会∥監修

渡辺大輔∥監修

日高庸晴

大月書店

ポプラ社

汐文社

2016

2017

2016

“ＬＧＢＴ”は男女共同参画のキーワード
まずは、知ることからはじめてみませんか？

平成29年10月27日(金)～11月9日(木)

静岡県男女共同参画センター２階 あざれあ図書室



　　当事者の声をきく

請求記号 タイトル 著者名 出版社 発行年

726.1/ﾔｷﾞ 同性婚で親子になりました。 八木裕太 ぶんか社 2017

367.97/ﾐﾅ 同性婚：私たち弁護士夫夫です 南和行 祥伝社 2015

726.1/ﾋｶﾞ 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 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016

367.97/ｸﾘ 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 ポプラ社 2014

367.97/ｶﾐ 変えてゆく勇気：「性同一性障害」の私から 上川あや 岩波書店 2007

367.97/ｽｷﾞ ダブルハッピネス 杉山文野 講談社 2006

367.97/ｵﾂ カミングアウト：自分らしさを見つける旅 尾辻かな子 講談社 2005

367.97/ｻ 女が少年だったころ
：ある性同一性障害者の少年時代

佐倉智美 作品社 2002

367.97/ｱ スカートをはいた少年：こうして私はボクになった 安藤大将 ブックマン社 2002

　　周りの人に虹をかける

請求記号 タイトル 著者名 出版社 発行年

367.97/ｵｳ
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あうQ&A

ﾀﾞﾆｴﾙ ｵｳｪﾝｽﾞ=ﾘｰﾄﾞ、
ｸﾘｽﾃｨﾝ ﾙｯｿ

白桃書房 2016

367.97/ｴﾝ
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 合同出版 2016

336.4/ﾔﾅ 職場のＬＧＢＴ読本 柳沢正和 実務教育出版 2015

367.97/ﾊｾ アキラ：性同一性障害の子を持つということ 長谷川眞弓 ミリオン・スマイル 2012

　　性の多様さを描く　絵本・児童書・小説・コミック・映画

請求記号 タイトル 著者名 出版社 発行年

GF/E 【絵本】 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

ｼﾞｪｼｶ ｳｫﾙﾄﾝ∥さく
ﾄﾞｩｰﾙｶﾞﾝ ﾏｸﾌｧｰｿﾝ∥え

ポット出版プラス 2016

GF/E 【絵本】 王さまと王さま
ﾘﾝﾀﾞ ﾊｰﾝ、ｽﾀｰﾝ ﾅｲﾗ
ﾝﾄﾞ∥絵と文

ポット出版 2015

GF/E 【絵本】 タンタンタンゴはパパふたり
ｼﾞｬｽﾃｨﾝ ﾘﾁｬｰﾄﾞｿﾝ
&ﾋﾟｰﾀｰ ﾊﾟｰﾈﾙ∥文、
ﾍﾝﾘｰ ｺｰﾙ∥絵

ポット出版 2008

K913.6/ﾏﾂ 【児童書】 声の出ないぼくとマリさんの一週間 松本聡美∥作 汐文社 2014

K913.6/ｵｶ 【児童書】 トライフル・トライアングル 岡田依世子∥作 新日本出版社 2008

K913.6/ｷｻ 【児童書】 シンデレラウミウシの彼女 如月かずさ 講談社 2013

K933.7/ｳｫﾘ 【児童書】 ドレスを着た男子 ﾃﾞｲｳﾞｨｯﾄﾞ ｳｫﾘｱﾑｽﾞ∥作 福音館書店 2012

K933.7/ｼﾞﾉ 【児童書】 ジョージと秘密のメリッサ アレックス  ジーノ∥作 偕成社 2016

913.6/ﾖｼ 【小説】 キッチン 吉本ばなな 福武書店 1988

913.6/ｴｸ 【小説】 きらきらひかる 江国香織 新潮社 1991

B933.7/ﾊｲ 【小説】 キャロル Ｐ．ハイスミス 河出書房新社 2015

B913.6/ｵｷﾞ 【小説】 彼らが本気で編むときは、 荻上直子∥原作 ﾊﾟﾙｺｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ事業部 2017

726.1/ﾔﾏ 【コミック】 ＬＯＶＥ  ＭＹ  ＬＩＦＥ やまじえびね 祥伝社 2001

726.1/ﾄﾘ 【コミック】 オハナホロホロ　全６巻 鳥野しの 祥伝社 2010

726.1/ｾ 【コミック】 オッパイをとったカレシ。 芹沢ゆきこ 講談社 2002

726.1/ﾛｸ 【コミック】 ＩＳ：男でも女でもない性　全17巻 六花チヨ 講談社 2003

V90/ｷｬ/118 2016

V90/ﾛ/90 2006

V90/ﾄﾗ/103 2007

V90/ｵ/101 1999

V90/ﾎﾞ/119 1998

V90/ﾊ/88 1984

778.2/ｲｽﾞ 虹の彼方に：レズビアン・ゲイ・クィア映画を読む 出雲まろう∥責任編集 パンドラ 2005

367.97/ﾊﾗ にじ色の本棚：LGBTブックガイド 原ミナ汰∥編著 三一書房 2016

【映画】 ハーヴェイ・ミルク

【映画】 トランスアメリカ

【映画】 キャロル
【映画】 ロバート・イーズ

【映画】 ボーイズ・ドント・クライ
【映画】 オール・アバウト・マイ・マザー

●○●あなたと情報をリンク！男女共同参画をもっと身近に！●○●あざれあ図書室●○●
〒422-8063 静岡市駿河区馬渕１－１７－１　TEL：054-255-8763　Mail：library@azarea-navi.jp


