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　本文献リストは，LGBTや性的マイノリティなどに関する基礎知識を提供する文献を選定したもので
ある．
　文献の選定は，中京大学図書館のデータベースを用い，下記のキーワードで検索を行った．上記のデー
タベースは，中京大学に加え，他大学や国立国会図書館などの図書データベースを横断的に検索できる
ため使用した．検索結果の中から，基礎知識を記した文献，ガイドブック的内容，当事者の実体験をも
とにしたエッセイなどを選定し，五十音順にリスト化した．また，選定において，歴史学や宗教学など
別分野からの視点で書かれたものはリストから省くこととした．

検索キーワード：LGBT，セクシュアルマイノリティ，ジェンダー，同性愛

文献リスト

タイトル 著者 出版社 出版年

Ａ 1
After Marriage Equality：The 
Future of Lgbt Rights 

Carlos A. Ball  
New York Univ 
Pr；Reprint版

2019

Ｌ 2 LGBTウェディング 葛和フクエ ビオ・マガジン 2017

3
「LGBT」差別禁止の法制度って
何だろう？

LGBT法連合会 かもがわ出版 2016

4
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　他 保育社 2016

5
LGBT初級講座 まずは、ゲイの友
だちをつくりなさい 

松中権 講談社 2015

6
LGBTだけじゃ、ない！「性別」
のハナシ（本当にあった笑える話） 

新井祥 ぶんか社 2016

7
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・笹原千奈未　他 合同出版 2014

8 LGBTと家族のコトバ LGBTER 双葉社 2018

9
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

学文社 2018

10
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

徳永桂子・QWRC 子どもの未来社 2016

11
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　他

白桃書房 2016

12 LGBTのひろば（こころの科学） 大塚隆史・城戸健太郎 日本評論社 2017
13 LGBTのＢです きゅうり 総合科学出版 2017
14 LGBT法律相談対応ガイド 東京弁護士会 LGBT法務研究部 第一法規株式会社 2017

15 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

LABO；版 2016

16
LGBT問題と教育現場：いま、わ
たしたちにできること

金井景子・藥師実芳　他 学文社 2015

資　　　料
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タイトル 著者 出版社 出版年

17 LGBTQを知っていますか？ 星野慎二・日高庸晴
株式会社少年写
真新聞社

2015

18 LGBTを知る 森永貴彦 日本経済新聞出版社 2018

19
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

20
LGBTQってなに？－セクシュアル・
マイノリティのためのハンドブック－

ケリー ヒューゲル・上田勢子 明石書店 2011

Ｑ 21
Queer：The Ult imate LGBT 
Guide for Teens

Kathy Belge・Marke Bieschke Zest Books 2019

Ｓ 22 SDGsの基礎 
事業構想大学院大学出版部・沖大
幹他

宣伝会議 2018

Ｘ 23
Ｘジェンダーって何？－日本にお
ける多様な性のあり方 

Label X 緑風出版 2016

あ
24
アクティブラーニングで学ぶジェ
ンダー

青野篤子 ミネルヴァ書房 2016

25
アメリカ・ロサンゼルスにおける
LGBT支援の現場（日本LGBT協会
ブックレット） 

日本LGBT協会  総合教育出版 2018

26
男たち/女たちの恋愛：近代日本の
「自己」とジェンダー 

田中亜以子 勁草書房 2019

27 男であれず、女になれない 鈴木信平 小学館 2017

28
男に生まれて、女になって、結婚
もできました。

吉井奈々 日本文芸社 2013

29
女も男も no.125（2015年 春・－自立・
平等 セクシュアルマイノリティ 

労働教育センター編集部 労働教育センター 2015

30
改訂新版 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・笹原千奈未　他 合同出版 2019

31
かぞくって なあに？ All about 
families 

フェリシティ・ブルックス・石津
ちひろ

文化出版局 2019

32
カナダのセクシュアル・マイノリ
ティたち－人権を求めつづけて 

サンダース宮松敬子 教育史料出版会 2005

33 カミングアウト 砂川秀樹 朝日新聞出版 2018

34
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・松本裕 英治出版 2018

35 カミングアウト・レターズ 砂川秀樹・RYOJI 太郎次郎社エディタス 2007

36
カムアウトする親子：同性愛と家
族の社会学 

三部倫子 御茶の水書房 2014

37
彼女が好きなものはホモであって
僕ではない

浅原ナオト KADOKAWA 2018

38 教養としてのジェンダーと平和 風間孝・加治宏基　他 法律文化社 2016

39
教養のためのセクシュアリティ・
スタディーズ 

風間孝・河口和也　他 法律文化社 2018

40
クィア・サイエンス－同性愛をめ
ぐる科学言説の変遷 

サイモンルベイ・伏見憲明　他 勁草書房 2002
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タイトル 著者 出版社 出版年
か

41
ゲイカップルに萌えたら迷惑です
か？ －聞きたい！けど聞けない！
LGBTsのこと－

牧村朝子 イースト・プレス 2016

42
ゲイカップルのワークライフバラ
ンス－同性愛者のパートナー関係・
親密性・生活

神谷悠介 新曜社 2017

43 ゲイだけど質問ある？ 鈴掛真 講談社 2018
44 ゲイの誕生：同性愛者が歩んだ歴史 匠雅音 彩流社 2013

45
ゲイのボクから伝えたい「好き」
の？（ハテナ）がわかる本－みん
なが知らないLGBT

石川大我 太郎次郎社エディタス 2011

46
現代思想 2015年10月号 特集＝LGBT 
日本と世界のリアル

東小雪・信田さよ子・牧村朝子・
田亀源五郎・三橋順子・砂川秀樹・
岡野八代

青土社 2015

47
現代思想 2019年2月号 特集＝「男
性学」の現在　－＜男＞というジェ
ンダーのゆくえ－

澁谷知美・金田淳子　他 青土社 2019

48
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・林はる
芽

岩波書店 2016

49
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 

弁護士法人東京表参道法律事務所・
寺原真希子

ぎょうせい 2018

50
子どもと健康 No.107 ゼロから知
る「LGBT」 

「子どもと健康」編集委員会 労働教育センター 2018

51
心とからだを大切にしよう（わた
しらしく、LGBTQ） 

ロバート ロディ・ローラ ロス　
他

大月書店 2017

52
こころの科学 189号 特別企画：
LGBTと性別違和 

針間克己 日本評論社 2016

53
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 イースト・プレス 2017

さ 54 ジェンダー／セクシュアリティ 田崎英明 岩波書店 2018

55 ジェンダー・スタディーズ
ジェイン ピルチャー・イメルダ 
ウィラハン　他

新曜社 2009

56 ジェンダーってなんのこと？ ジュノ・ドーソン・岡本早織 創元社 2018
57 ジェンダーで考える教育の現在 木村涼子・古久保さくら　他 解放出版社 2008

58 ジェンダーで学ぶ社会学 伊藤公雄・牟田 和恵
世界思想社；全
訂新版

2015

59
ジェンダー・トラブル 新装版－フェ
ミニズムとアイデンティティの攪乱－

ジュディス・バトラー・竹村和子 青土社；新装版 2018

60
ジェンダーとわたし－〈違和感〉
から社会を読み解く 

笹川あゆみ・北原零未　他 北樹出版 2017

61 ジェンダーの社会学入門 江原由美子・山田昌弘  岩波書店 2008

62
ジェンダーフリー・性教育バッシ
ング－ここが知りたい50のQ&A 

浅井春夫・橋本紀子　他 大月書店 2003

63 ジェンダー論をつかむ 千田有紀・中西祐子　他 有斐閣 2013
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タイトル 著者 出版社 出版年

64
実践するセクシュアリティ－同性
愛・異性愛の政治学

風間孝・河口和也　他
動くゲイとレズ
ビアンの会

1998

65
知っていますか？ジェンダーと人
権 一問一答 

船橋邦子 
解放出版社；第
２版 

2006

66
知っていますか？同性愛ってなに
一問一答 

遠藤和士・ひびのまこと 解放出版社 2004

67
自分らしく生きる－同性愛とフェ
ミニズム

落合恵子・伊藤悟 かもがわ出版 1998

68
知らないと恥ずかしい　ジェン
ダー入門 

加藤秀一  朝日新聞出版 2013

69
「社会を作る人」を作る：だれも
が生まれてきてよかったと思える
社会に（花園大学人権論集） 

花園大学人権教育研究センター 批評社 2019

70
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・村木真紀　他 実務教育出版 2015

71
新同性愛って何？－わかりあうこ
とから共に生きるために（プロブ
レムQ&A） 

伊藤悟・三宅大二郎　他
緑風出版；改訂
新版

2017

72
精神科治療学 Vol.31 No.8 2016年 
８月号〈特集〉LGBTを正しく理
解し，適切に対応するために

星和書店 2016

73
性教育はどうして必要なんだろう？  
：包括的性教育をすすめるための
50のQ&A  

浅井春夫・艮香織　他 大月書店 2018

74 性とジェンダー 日経サイエンス編集部 日本経済新聞出版社 2018
75 性の多様性ってなんだろう？ 渡辺大輔 平凡社 2018

76

「性別が、ない！」人たちとのつ
きあい方～実はあなたにも当ては
まる20の性別パターンガイド～（本
当にあった笑える話） 

新井祥  ぶんか社 2017

77 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

弘文堂 2016

78
セクシュアルマイノリティ－同性愛、
性同一性障害、インターセックスの
当事者が語る人間の多様な性 

池田久美子・木村一紀　他 明石書店 2003

79 セクシュアルマイノリティ第３版
ロニー アレキサンダー・池田久美
子　他

明石書店；第３版 2012

80
セクシュアルマイノリティってな
に？（ドキドキワクワク性教育） 

日高庸晴・中山成子 少年写真新聞社 2017

81 セクシュアルマイノリティの教科書 桜井秀人 銀聲舎出版会 2015

82
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

ぎょうせい 2016

83
セクシュアル・マイノリティへの
心理的支援－同性愛、性同一性障
害を理解する

針間克己・平田俊明　他 岩崎学術出版社 2014
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タイトル 著者 出版社 出版年

84
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 

渡辺大輔・加藤慶 開成出版 2012

85
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

86 想像力欠如社会 水島 宏明 編・水島ゼミ取材班 弘文堂 2018
87 そうだったのかLGBT 一般社団法人LGBT理解増進会 エピック 2018

た

88

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
（URP先端的都市研究シリーズ） 

箱田 徹・あかたちかこ　他 法律文化社 2016

89
〈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 作品社 2017

90 データでみるスポーツとジェンダー 日本スポーツとジェンダー学会 八千代出版 2016
91 同性愛がわかる本 伊藤悟・すこたん企画 明石書店 2000
92 同性愛者として生きる 伊藤悟 明石書店 1998

93

同性愛者における他者からの拒絶と
受容－ダイアリー法と質問紙による
マルチメソッド・アプローチ（シリー
ズ・臨床心理学研究の最前線） 

石丸径一郎・下山晴彦 ミネルヴァ書房 2008

94
同性愛・多様なセクシュアリティ
－人権と共生を学ぶ授業 

“人間と性”教育研究所 子どもの未来社 2002

95 同性愛と異性愛 風間孝・河口和也 岩波書店 2010

96
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・本山
哲人　他

明石書店 2015

97 同性愛のカルチャー研究 ギルバート ハート・Gilbert Herdt他 現代書館 2002
98 同性愛の基礎知識 伊藤悟 あゆみ出版 1996
99 同性愛の社会史 アラン・ブレイ・田口孝夫　他 彩流社 2013

100
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 講談社 2016

101
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（世界人
権問題叢書） 

三成美保 明石書店 2015

102 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 明石書店 2016
103 同性婚のリアル 東小雪・増原裕子 ポプラ社 2016

104
同性婚　私たち弁護士夫夫（ふう
ふ）です

南和行 祥伝社 2015

105
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・KIRA ポット出版 2015

106
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 日本加除出版 2016
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107
トランスジェンダーってなに？（わ
たしらしく、LGBTQ） 

ロバート ロディ・ローラ ロス　他 大月書店 2017

108
トランスジェンダーと職場環境ハ
ンドブック だれもが働きやすい職
場づくり 

東優子・虹色ダイバーシティ　他
日本能率協会マネ
ジメントセンター 

2018

109
トランスジェンダーの心理学－多
様な性同一性の発達メカニズムと
形成

佐々木掌子 晃洋書房 2017

110 トランスジェンダー・フェミニズム 田中玲  インパクト出版会 2006
な
111

なぜクラスに一人いるのか 同性愛
の謎 

竹内久美子 文藝春秋 2012

112
悩める日本人 「人生案内」に見る
現代社会の姿 

山田昌弘
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

2017

113 にじ色の本棚 －LGBTブックガイド－ 原ミナ汰・土肥いつき　他 三一書房 2016
114 日本のジェンダーを考える 川口章 有斐閣 2013

は 115 はじめてのジェンダー論 加藤秀一 有斐閣 2017

116
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 ナツメ社 2019

117
フィギュアスケートとジェンダー
－ぼくらに寄り添うスポーツの力 

後藤太輔 現代書館 2018

118
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 ふくろう出版 2017

119
ふたりで安心して最後まで暮らす
ための本

永易至文 太郎次郎社エディタス 2015

120
「ふつう」ってなんだ？ LGBTに
ついて知る本 

殿ヶ谷 美由記・ReBit 学研プラス 2018

121
フランス人の性 なぜ「#MeToo」
への反対が起きたのか

プラド夏樹 光文社 2018

122
フランスの同性婚と親子関係－ジェ
ンダー平等と結婚・家族の変容 

イレーヌ・テリー・石田 仁子　他 明石書店 2019

123
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・深町公美子 方丈社 2019

124
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・冨田直子 DU BOOKS 2019

125 ぼくがスカートをはく日 
Ami Polonsky・エイミ ポロンス
キー　他

学研プラス 2018

126
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・吉田 昌史 産業編集センター 2016

127 ボクの彼氏はどこにいる？ 石川大我 講談社 2009
ま
128

もっと知りたい!話したい！セク
シュアルマイノリティ―ありのま
まのきみがいい

日高庸晴 汐文社 2016

や 129 百合のリアル 牧村朝子 講談社 2013

130
よくわかるLGBT 多様な「性」を理
解しよう（楽しい調べ学習シリーズ） 

藤井ひろみ PHP研究所 2017
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131
よくわかるジェンダー・スタディー
ズ－人文社会科学から自然科学まで 

木村涼子・熊安貴美江　他 ミネルヴァ書房 2013

132 よくわかるスポーツとジェンダー 飯田貴子・熊安貴美江　他 ミネルヴァ書房 2018

133
読むことのクィア（中央大学人文
科学研究所研究叢書70） 

中央大学人文科学研究所 中央大学出版部 2019

ら 134 レズビアン・アイデンティティーズ 堀江有里 洛北出版 2015

135
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 岩波書店 2016

0
136 ０歳からのジェンダー・フリー 

山梨県立女子短大ジェンダー研究
プロジェクト、私らしく、あなた
らしく*やまなし

生活思想社 2014

1 137 13歳から知っておきたいLGBT+ アシュリー・マーデル・須川綾子 ダイヤモンド社 2017


