
GSセンター図書・DVDリスト
最終更新日：2017.11.29

No. 書名 著者
1 G.I.D.実際私はどっちなの!? 吉井奈々
2 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
3 ハイヒール革命 真境名ナツキ
4 ビアン婚。 一ノ瀬文香
5 Xジェンダーって何？ Ｌａｂｅｌ　Ｘ
6 同性婚のリアル 東小雪　増原裕子
7 レズビアン的結婚生活 東小雪　増原裕子
8 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
9 同性愛と同性婚の政治学 アンドリュー・サリヴァン　 本山哲人　 脇田玲子

10 百合のリアル 牧村朝子
11 にじ色の本棚 原ミナ汰　土肥いつき
12 みんなのためのＬＧＢＴＩ人権宣言 国際連合人権高等弁務官事務所
13 ＬＧＢＴだけじゃ、ない！「性別」のハナシ 新井祥
14 同性婚　私たち弁護士夫夫です 南和行
15 ボクの彼氏はどこにいる？ 石川大我
16 カミングアウト・レターズ 砂川秀樹
17 僕が私になるために 平沢ゆうな
18 LGBTってなんだろう？ 藥師実芳ほか
19 新宿２丁目の文化人類学 砂川秀樹
20 同性パートナーシップ証明、はじまりました エスムラルダ　KIRA
21 たたかうＬＧＢＴ＆アート 山田創平
22 われら勝ち得し世界 ジェフリ・ウィークス
23 ジェンダー研究／教育の深化のために　早稲田からの発信 小林富久子　村田晶子　弓削尚子
24 女ぎらい 上野千鶴子
25 ジェンダー・トラブル バトラー
26 ジェンダー論をつかむ 千田有紀
27 ジェンダーで学ぶ社会学 伊藤公雄
28 職場のLGBT読本 柳沢　正和、村木　真紀　他

29
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

30
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

31 セックス・チェンジズ―トランスジェンダーの政治学 パトリック・カリフィア
32 レズビアン・アイデンティティーズ 堀江有里

33
現地レポート　世界LGBT事情　

～変わりつつある人種と文化の地政学～
フレデリック・マルテル著　林はる芽訳

34 男でもなく女でもなく 蔦森 樹
35 もうひとつの青春 井田 真木子
37 百合子、ダスヴィダーニヤ 沢部 ひとみ
41 性同一性障害30人のカミングアウト 針間 克己 、 相馬 佐江子
43 容疑者の夜行列車 多和田葉子
44 LGBT BOOK 日本放送協会
45 「好き」の？（ハテナ）がわかる本 石川大我

46

セクシュアルマイノリティ　第３版

セクシュアルマイノリティ教職員ネットワーク　ロニ・アレグザ

ンダー　池田久美子　生駒広　木村一紀　黒岩龍太郎　

土肥いつき　宮崎留美子

47
性同一性障害って何？　増補改訂版

野宮亜紀　針間克己　大島俊之（法学）　原科孝雄　

虎井まさ衛　内島豊
48 性について語ろう 池上千寿子
49 はなそうよ！恋とエッチ すぎむらなおみ　 えすけん
52 グミ・チョコレート・パイン　グミ編 大槻ケンヂ
53 グミ・チョコレート・パイン　パイン編 大槻ケンヂ
55 少年と少女のポルカ 藤野千夜
56 花伽藍 中山可穂
57 荊の城 サラ・ウォーターズ　 中村有希
58 この世の果ての家 マイケル・カニンガム　 飛田野裕子

専門的なものからマンガまで幅広く揃えています。DVDなどの映像資料はGSセンター内のPCで視聴もできます。この図書リストは

随時追加予定です。リクエストも受け付けていますので、GSセンタースタッフにお声かけください！
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59 ふしぎなごっこ遊び トーベ・ヤンソン　ラルス・ヤンソン　冨原眞弓
60 ムーミンの生みの親、トーベ・ヤンソン トゥーラ・カルヤライネン　タカコ・セルボ　五十嵐淳
61 BL進化論 溝口彰子
63 女人　吉屋信子 吉武輝子
65 二人で生きる技術 大塚隆史

66
夫夫円満

パトリック・ジョセフ・リネハン

エマーソン・ルイス・ソアレス・カネグスケ
69 同性パートナー生活読本 永易至文
70 にじいろライフプランニング入門 永易至文
71 さびしさの授業 伏見憲明
72 トランスがわかりません!! Ｒｏｃｋｄｏｍ　ｏｆ　ｓｅｘｓｕａｌｉｔｙ　 

73
恋愛のフツーがわかりません!!

Ｒｏｃｋｄｏｍ　ｏｆ　ｓｅｘｓｕａｌｉｔｙ　 

迫共　 今将人
75 10代からのセイファーセックス入門 堀口貞夫
77 新装改訂版　生きる勇気と癒す力 エレン・バス　 ローラ・デイビス　 原美奈子
79 レスビアンの歴史 リリアン・フェダマン　 富岡明美　 原美奈子
80 レズビアンである〈わたしたち〉のストーリー 飯野由里子
81 同性パートナー 赤杉康伸　 土屋ゆき　 筒井真樹子
82 同性愛と異性愛 風間孝　 河口和也
83 クィア・サイエンス サイモン・ルベイ　 玉野真路　 岡田太郎
84 〈同性愛嫌悪（ホモフォビア)〉を知る辞典 ルイ・ジョルジュ・タン　 齊藤笑美子　 山本規雄
85 パレード 砂川秀樹
87 隠されたジェンダー ケイト・ボーンスタイン　 筒井真樹子
88 性同一性障害のエスノグラフィ 鶴田幸恵
89 女装と日本人 三橋順子
90 性と法律 角田由紀子
91 伊藤真の憲法入門（第5版） 伊藤真
92 性的マイノリティ判例解説 谷口洋幸　 齊藤笑美子　 大島梨沙
93 「レズビアン」という生き方 堀江有里
94 ジェンダーで考える教育の現在 木村涼子　 古久保さくら
96 性と生をどう教えるか　第2版 尾藤りつ子　 性と生を考える会
100 セクシュアル・マイノリティへの心理的支援 針間克己　 平田俊明
101 体の贈り物 レベッカ・ブラウン　 柴田元幸
102 虹は私たちの間に―性と生の正義に向けて 山口里子
103 LGBTを読みとく: クィア・スタディーズ入門 森山至貴
104 教養としてのジェンダーと平和 風間孝、金敬黙、ほか
106 新装版 レズビアン短編小説集: 女たちの時間 ヴァージニア・ウルフ
107 クィア短編小説集: 名づけえぬ欲望の物語 アーサー・コナンドイル
109 リオとタケル 中村安希
111 10代のモヤモヤに答えてみた。 ここから探検隊
112 彼らが本気で編むときは 荻上直子
113 花物語 吉屋　信子
114 ぼくのかみさん 咲乃月音

115
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

120 ジェンダー論をつかむ 千田 有紀, 中西 祐子, 青山 薫
121 ポリアモリー 複数の愛を生きる 深海 菊絵
123 こころの科学 189号 特別企画:LGBTと性別違和 針間 克己 (編集)
124 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
125 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

126 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
127 「LGBT」差別禁止の法制度って何だろう? LGBT法連合会 (編集)
128 LGBT法律相談対応ガイド 東京弁護士会 LGBT法務研究部 (著)
129 恋の相手は女の子 室井 舞花

130
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

131
精神療法第42巻第1号―セクシュアル・マイノリティ（LGBT)への

理解と支援
132 ダブルハッピネス 杉山 文野
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133 いろいろな性、いろいろな生きかた(全3巻セット) 大型本 渡辺大輔
134 タンタンタンゴはパパふたり ジャスティン リチャードソン , ピーター パーネル
135 王さまと王さま Stern Nijland, Linda de Haan, Andrea 
136 たまごちゃん、たびにでる フランチェスカ パルディ

137
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
ジェシカ ウォルトン

138 弟の夫 田亀源五郎
139 ボーダー 渡辺ペコ
140 花嫁は元男子。 ちぃ
141 さびしすぎてレズ風俗に行きましたレポ 永田カビ
142 放浪息子 志村貴子
143 オッパイをとったカレシ。 芹沢由紀子
144 きのう何食べた？①～ よしながふみ
145 青い花 志村貴子
146 オハナホロホロ 鳥野しの
147 漫画で綴る百合な日々 ネギたぬ
148 お母さん二人いてもいいかな⁉ 中村キヨ,中村珍
149 生まれる性別をまちがえた！ 小西　真冬
150 しまなみ誰そ彼 鎌谷　悠希
151 母さんがどんなに僕を嫌いでも 歌川　たいじ
152 WWD Japan 2015夏号 2015年 07月号 [雑誌]
153 Tokyo graffti(トウキョウグラフィティ) 2015年 10 月号 [雑誌]
154 ナショナルジオグラフィック-ジェンダー革命― [雑誌]
155 現代思想 2015年10月号 特集=LGBT 日本と世界のリアル [雑
156 女を愛する女たちの物語(別冊宝島64）
157 インクルーシブ＆ダイバーシティ マガジンOriijin 2017年5月号[雑
158 AERA 2017年6月12日 No.26 [雑誌]
159 Tokyo graffti(トウキョウグラフィティ) 2017年8月号 [雑誌]
160 Laph -ラフ- (FTM magazine) #2,4~12 [雑誌] sunao akito
161 GRAMMY TOKYO OFFICIAL BOOK [雑誌] sunao akito
162 Laph + [雑誌] sunao akito
163 Novia Novia magazine (Love L Life) vol. 1~4 [雑誌] momoka, sakura, shinobu
164 IS MAGAZINE vol. 2 [雑誌] n.
165 セクシュアルマイノリティ白書 共生ネット
166 電話相談員のためのセクシュアル・マイノリティ支援ハンドブック 共生ネット

167
セクシュアル・マイノリティ理解のために～子どもたちの学校生活とここ

ろを守る～[DVD]
共生ネット

168 プロブレムＱ＆Ａ性同一性障害と戸籍[増補改訂版] 針間克己・大谷俊之・野宮亜紀・虎井まさ衛・上川あ

169

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

170 Tokyo graffti(トウキョウグラフィティ) 2017年 06 月号[雑誌]
171 きのう何食べた？4巻 よしながふみ
172 きのう何食べた？5巻 よしながふみ
173 きのう何食べた？6巻 よしながふみ
174 きのう何食べた？7巻 よしながふみ
175 きのう何食べた？8巻 よしながふみ
176 きのう何食べた？9巻 よしながふみ
177 きのう何食べた？10巻 よしながふみ
178 きのう何食べた？11巻 よしながふみ
179 きのう何食べた？12巻 よしながふみ
180 スメルズ　ライク　グリーン　スピリット SIDE-A 永井三郎
181 スメルズライクグリーンスピリット SIDE:B 永井三郎
182 男になりたい! 山岸ヒカル
183 オカマだけどOLやってます。完全版 (文春文庫) 能町 みね子
184 トロピカル性転換ツアー (文春文庫) 能町みね子
185 弟の夫４ 田亀源五郎
186 LGBTのBです きゅうり
187 ぼくたちLGBT 1 トミムラコタ
188 女たちの21世紀no.90: 特集: LGBT主流化の影で 特定非営利活動法人アジア女性資料センター
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189
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

190 教育とLGBTIをつなぐ: 学校・大学の現場から考える 三成 美保
191 性別に違和感がある子どもたち (子どものこころの発達を知るシリー 康 純
192 ありのままの私 安冨歩

193
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- (宣伝会議 実践と応用シリーズ)
四元正弘, 千羽ひとみ

194 兄の嫁と暮らしています。1 くずしろ
195 兄の嫁と暮らしています。2 くずしろ
196 兄の嫁と暮らしています。3 くずしろ
197 法学セミナー 2017年 10 月号 [雑誌]
198 男の絆　明治の学生からボーイズ・ラブまで (双書Zero) 前川 直哉
199 男であれず、女になれない 鈴木信平
200 走る五人の医師 性同一性障害専門医たちの十年 (Parade NPO法人関西GIDネットワーク

201
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

202 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  伊藤 悟 (著), 三宅 大二郎 (著), 簗瀬 竜太 (著)
203 うちのダンナがかわいすぎるっ! 元♀のイケメンと入籍しました! ! 安藤たむ
204 きのう何食べた?(13) よしなが　ふみ
205 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 藤井ひろみ
206 ぼくのほんとうの話 うさき　こう

207
〈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

208 セクシュアリティと法: 身体・社会・言説との交錯 谷口 洋幸 (著, 編集), 綾部 六郎 (著, 編集)ほか
209 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 中塚幹也
210 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 (著)
211 ハッピーエンドに殺されない 牧村朝子
212 13歳から知っておきたいLGBT+  アシュリー・マーデル (著),  須川 綾子 (翻訳)
213 クィア・セクソロジー―性の思いこみを解きほぐす 中村 美亜
214 LGBTのひろば (こころの科学) 大塚 隆史 (編集), 城戸 健太郎 (編集)
215 女どうしで子どもを産むことにしました  増原 裕子 (著), 東 小雪 (著), すぎやま えみこ 
216 ユリイカ 2017年11月臨時増刊号 総特集◎志村貴子 志村貴子(著)ほか

217 わたしらしく、LGBTQ 1
ロバート　ロディ 著 ローラ　ロス 著 上田　勢子 訳 

LGBT法連合会 監修

218 わたしらしく、LGBTQ 2
ロバート　ロディ 著 ローラ　ロス 著 上田　勢子 訳 

LGBT法連合会 監修

219 わたしらしく、LGBTQ 3
ロバート　ロディ 著 ローラ　ロス 著 上田　勢子 訳 

LGBT法連合会 監修

220 わたしらしく、LGBTQ 4
ロバート　ロディ 著 ローラ　ロス 著 上田　勢子 訳 

LGBT法連合会 監修
221 歴史のなかの異性装 服藤早苗・新實五穂　編
222 同居人の美少女がレズビアンだった件  小池 みき (著), 牧村 朝子 (監修)
223
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